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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　我々は比較的肺動脈圧の高い三尖弁閉鎖症と単心室の2例に対して2期的にcavopulmonary　shunt

手術を行った．術前の肺動脈圧はそれぞれBlalock－Taussig　shunt後肺動脈平均圧22mmHgと，過去2

回の肺動脈絞拒術後22mmHgであった．2例とも多血症と低酸素血症を有していた．術前肺動脈圧が高

く，SVCを単純に結紮するには術後SVC症候群を合併する危険があると判断し，初回の手術はSVCの

結紮ではなく，絞拒を行うcavopulmonary　shuntを行った．2回目は42日後と1年後にRashkindの

clam　shell　ASD閉鎖用のdeviceを用いてカテーテル的にSVC絞拒部を閉鎖した．2例とも術後，上大

静脈症候群の合併もなく，酸素飽和度は有意に上昇し多血症も改善した．我々の経験した2期的

cavopulmonary　shunt手術の2例は術前比較的肺動脈圧が高かったにも拘らず，死亡例なく早期成績は

良好であった．

　　　　　　　　　はじめに

　比較的肺動脈圧の高い三尖弁閉鎖症や単心室に短絡

手術を要する場合Blalock－Taussig　shunt（B・T

shunt）では肺動脈圧をより上昇させる可能性がある．

我々はそのようなハイリスクの症例で，肺血流減少に

よる低酸素血症と多血症を有する三尖弁閉鎖症と単心

室の2例にcavopulmonary　shuntを行った，　cavopul・

monary　shuntを1期的に行うには術後上大静脈

（SVC）症候群の合併などの危険が考えられたため，初

回のcavopulmonary　shuntではSVC中枢側は結紮

せず絞掘し，2期的にカテーテル的に絞拒部を閉じる

という方法を行い，良好な結果を得たので報告する．

　　　　　　　　　症例　1

　症例：6歳，男児．

別刷請求先：（〒830）福岡県久留米市福本町422

　　　　　聖マリア病院胸部心臓血管外科

　　　　　　　　　　　　　　　　　春田　泰伸

　主訴：チアノーゼ。

　診断：三尖弁閉鎖症（TA－lb）・肺動脈弁狭窄（PS）．

　既往歴：生後48日目に左Blalock－Taussig　shunt

（B・Tshunt）．

　現病歴：B－Tshunt手術後外来通院中であったが，

チアノーゼと多血症が増強し，5歳時に心臓カテーテ

ル検査を行い，今回，手術目的で入院した．

　現症：身長107．5cm，体重17kg，口唇・爪床にチア

ノーゼを認め，聴診では2LSBにLevine　2度の連続性

雑音とII音の充進を認めた．

　入院時検査所見：RBC　710×IO4／mm3，　WBC　60×

102／mm3，　Hb　20．2g／dl，　Ht　57．1％と多血症を認めた．

胸部レントゲン写真では肺血管陰影は減少していたが

左右差はなく，心胸郭比も46％と心拡大は認めなかっ

た．心電図は洞調律で左室肥大を認めた．心臓カテー

テル検査ではSaO276％，　PaO248mmHg，肺動脈平

均（mPA）圧22mmHgと低酸素血症があり，肺動脈圧

Presented by Medical*Online



692－（104）

症例1（TA＋PS）6才男児

〈手術所見〉

日小循誌　8（5），1993

症例2（DlRV）4才男児

左第5肋間開胸

　CPB（一）

胸骨正中切開

CPB（＋）

ぽ　　丁搬ぐy
　　　　　　　　f

　　　　　　　　SVC　banding（φ5馴）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　x
A、yg。eへφ13晒　　　　　，，A，A
　　　　Rt－PA　　　　　　　　　　A・Y9。・　　φ20。。　t・t　ra－at…l
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ve‘n　　　　　　　　septost㎝y（di　13m）

　　　図1　初回手術は2例ともSVC中枢側は絞拒した．左図が症例1の手術で体外循環

　　　は使用しなかった．右図は症例2で体外循環を使用した．

は比較的高かった．肺血管抵抗（PAR）も5．55unit・

M2と高値であった．大動脈造影では左B－T　shuntは開

存していたが，肺動脈吻合側に狭窄を認めた．

　手術所見：右第5肋間開胸を行い，ヘパリン1mg／

kgの全身投与の後，側孔を追加した脱血カニューレを

右房（RA）から上大静脈（SVC）へ挿入し上大静脈血

をRAへ還流させておき，右肺動脈切離後，末梢側の

右肺動脈をSVCに5－O　proleneの連続縫合で端側吻

合した．その後，カニューレを抜去し，奇静脈を結紮

した後SVCを絞拒した．絞拒の強さはSaO290％，

SVC圧30mmHgで徐脈や低血圧を認めない程度にと

どめた（図1）．術後経過：術後血行動態は安定してお

り，最大ドーパミン使用量は5γ／kg／min，で乏尿もな

く，6時間後には人工呼吸器も離脱可能となった．ま

た胸水貯留も認めず，術後6日目には胸腔内ドレーン

も抜去できた．上大静脈症候群をおもわせる上半身の

浮腫は認めなかった．42日目に右外頸静脈からRash・

kind　delivery　systemを用いて，カテーテル的にSVC

の絞拒部を閉塞した．閉塞前後のSVCの圧は表1の

様に20→24mmHgに軽度上昇したのみであった．

cavopulmonary　shunt手術の1期手術前と2期手術

後のSaO2は76→84％と明らかな改善を認めた．　Hbも

20．2から15．8g／dlへ低下し，多血症も改善した．現在

術後約2年経過しており，中等度のチアノーゼはある

が運動量は2～3Kmの歩行や軽い短距離i走は可能であ

る．胸部レソトゲンではCTR　46％で肺血管陰影の減

少や増強は認めない．図2は症例1の血管造影である．

術前の肺動脈造影では右肺動脈が左に比し発育不良で

術前の肺動脈造影

疇

Glenn　op．後の上大静脈造影　　Transcathe．　closure後の上大静脈造影

　図2　症例1の術前後の肺動脈および上大静脈造影．

　　上段の造影で術前の右肺動脈は発育不良である．

ある．

　cavopulmonary　shuntの1期手術後ではSVC絞抗

部から右房へ造影剤のjetが見られる．カテーテル的

SVC絞拒部閉塞後，右房へのjetは消失している．

　　　　　　　　　　症例　2

　症例：4歳，男児．

　主訴：チアノーゼ，心不全．
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診断：単心室（右室型），多脾症．

既往歴　生後8ヵ月PA　banding，3歳re・PA　band一

1ng．

　現病歴：5ヵ月検診にて心疾患を指摘され上記診断

にて当院外来通院中で，過去2度，肺高血圧症に対し

てPA　bandingを行った．4歳時には多血症に対して，

月1回の潟血を要した．漸次，チアノーゼ，心不全増

強し，今回，嘔吐と共に一過性の意識レベル低下が出

現し緊急入院となった．

　現症：意識清明，口唇・爪床チアノーゼ，顔面腫脹

あり，肝腫大なし，下腿浮腫なし，聴診では2LSBに

Levine　2度の収縮期雑音．検査所見：WBC　63×102／

mm3，　RBC　827×104／mm3，　Hb　23．5g／dl，　Ht　73．1％，

Plt　10×104／mm3，血液ガス（Room　Air）pH　7．32，

PO226，　PCO，　43，　BE－4．2と多血症と低酸素血症を

認めた．胸部レントゲンでは心胸郭比60％と心拡大を

認めたが肺野にうっ血像は認めなかった．術前の心臓

カテーテル検査では表1の如く，生後6ヵ月時肺動脈

平均圧60mmHgの肺高血圧が過去2度のPA　band－

ingで22mmHgまで低下しえた．しかし，術前の肺血

管抵抗（PAR）は8．46unit・M2と高値であった．

　手術所見：胸骨正中切開にて心臓に到達した．人工

心肺を使用し大動脈遮断とし，心筋保護液はcold

crystalloid　cardioplegiaを大動脈基部より20～30分

ごとに間歓的に注入した．この症例は心房間交通

（ASD，　PFO）がなかったため，　ASD作成術の後SVC－

RPA端側吻合を行い人工心肺を離脱した．人工心肺離

脱後，SVC中枢側はSVCの直径20mmを3mmにまで

絞拒した．奇静脈は結紮せず放置した．SVC絞拒時

SVC圧は10→25mmHgへ上昇し，外頸静脈の強い怒

張を認めると同時に血圧が80mmHgから60mmHgま

で低下した為，SVC圧20mmHgまでbandingを緩め

た．術後経過は良好で，術後5日目には人工呼吸器離

脱し，最大ドーパミン使用量も4γ／kg／min．で，乏尿も

なく，術後の胸水貯留もなかった．術後1ヵ月で一度

退院した．その後も100～200mの歩行で息切れを訴

え，時折外来にて再度潟血が必要となったため，10カ

月後にカテーテルによる試験的SVC絞拒部閉塞を

行った．その結果，SaO2の有意の上昇を認めたため術

後1年後にカテーテル的にSVC絞拒部を閉塞した．

特にSVC症候群の合併もなく，軽快退院した．

cavopulmonary　shunt手術の1期手術前と2期手術

後のSaO2は表1のように50％から82％へ著明に改善

し，右肺動脈の平均圧は18mmHgから14mmHgへ低

下し，左肺動脈圧も22mmHgから13mmHgへ低下し

た．Hbは23．4から21．6g／dlへとわずかではあるが改

善し潟血も不要となった．術後2年6ヵ月の現在，チ

アノーゼはあるが50mの軽いランニングは可能で，顔

面及び上半身の腫脹や肝腫大はみられなかった．胸部

レントゲンではCTRは47％まで減少し，肺うっ血や

表1　症例1と2の心内圧（平均），酸素飽和度，動脈血ガス，ヘモグロビン値の推移．上段は

　症例1で，術前値は5歳時である．下段は症例2で，3歳時が術前値である．

症　例　1 5歳 6歳
　　　　　　　2期的

Cavopulmonary　shunt後

　　圧

（mmHg）
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症　例　2 生後6ヵ月 3歳 4歳 5歳 　　　　2期的
Cavopulmonary　shunt後
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術前の肺動脈造影 Glenn　op．後の右肺動脈造影

事
’

Glenn　oP・後の上大静脈造影　　　Transcathe．　closure後の

　　　　　　　　　　　　上大静脈造影

　図3　症例2の術前後の肺動脈および上大静脈造影．

　　下段左の造影で見られた絞拒部のjetは右の矢印で

　　示したように消失した．

著明な肺血管陰影の減少は認めなかった．またHb

19．8g／dlと多血症は術前に比し改善し潟血は行って

ない．図3は症例2の血管造影である．cavopulmonar・

yshunt　1期手術後の上大静脈造影で，　SVC絞拒部か

ら造影剤のjetを認め，2期的に行ったカテーテル的

SVC絞拒部閉塞後は右下の写真の如くjetは消失し
た．

　　　　　　　　　考　　察

　cavopulmonary　shunt手術はGlennが1958年にチ

アノーゼ性心疾患を行って以来1｝，肺血流減少性心疾

患に対する標準的術式の1つとなった．しかし，その

後，遠隔期における肺動静脈痩2）や静脈性側副血行路，

反対側肺の血流減少3），shunt　failure4）等の発生が報告

されたが，最近では，bidirectinal　cavopulmonary

shuntとしてよく使用される術式になってきた．我々

の2例はFontan手術も術前考慮したが，2例とも比

較的肺動脈圧が高く，症例1はその上，右の肺動脈の

発育不良もあったため今回はFontan手術は行わな

日本小児循環器学会雑誌　第8巻　第5号

かった．1978年にChoussat＆Fontanら5）が発表した

Fontan手術の適応は厳しく，適応年齢4歳以上，洞調

律であること，大静脈の還流異常がないこと，肺高血

圧症を合併してないこと，肺動脈の発育が良好である

こと，心室機能が正常（EF≧0．6），僧帽弁閉鎖不全の

合併がない，など10項目の適応を必要としている．し

かし，最近Fontan　criteriaは厳しすぎるとして

Fontan手術の適応拡大の成績が報告6）7）されている．

特にMayerらは6）年齢や肺動脈圧のみがFontan

criteriaを逸脱していても良好な成績であったとして

いるが，PA　distortionがあって肺動脈の再建が行われ

なければ100％死亡し，再建されても63％の生存率と

PA　distortionは成績を不良にすると報告している．ま

た，DeLeonら7）は複雑心奇形に対するFontan手術

で，過去PA　bandingを要する肺動脈圧の高い症例で

は術後右房の急激な上昇とともに右心不全様の症状を

呈して8例中2例を失っている．この中で彼らは

Fontan手術以前にGlenn　shuntを行っている症例で

は術後重篤なLOSを合併せず成績を改善したと報告

している．我々の症例は症例1はTA，　PSの肺血流減

少性心疾患であり，術前の大動脈造影で左B－Tshunt

吻合部の狭窄があるため，チアノーゼ，多血症に対し

て何らかのshunt手術が必要となった．しかし，肺動

脈平均圧が22mmHgと比較的肺動脈圧が高いため，

B－Tshuntは行い難く，右肺動脈の発育不良もあり，

今回はFontan手術を断念し，肺血管抵抗を上昇させ

ず酸素飽和度を増すといわれるbidirectional

cavopulmonary　shunt手術8）を考慮した，しかし，肺

高血圧がある場合cavopulmonary　shunt手術後急性

期にSVC症候群で死亡する事もあるため4），我々は1

期的にSVC中枢側を切離するのは術後SVC症候群

を合併する危険が大であると判断し，初回手術時は

SVC中枢側は絞拒するにとどめるcavopulmonary

shuntを選択した．42日後にカテーテル的に絞拒部の

閉塞をおこなった．初回手術時の絞拒の程度はSaO2

の有意の上昇を認め，且つ徐脈や血圧低下がなく，

CVPの上限はLambertiらの報告8）から30mmHg程

度とした．術後SVC症候群を併発するであろう術中

SVC結紮時のCVPの境界値は未だ明確ではないが，

Hopkinsら9）は21例のbidirectional　cavopulmonary

shuntでSVC結紮時25～50mmHgのCVPで病院死
2例，SVC症候群は認めなかったと報告している，’ま

たLambertiらは8）体外循環を使用しない場合はSVC

圧28mmHg以下，使用する場合は約20mmHg程度と
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している．症例2は過去2度のPA　bandingを要する

肺高血圧症例ではあったが，チアノーゼと潟血を要す

る多血症を有する単心室に対して，体外循環を使用し

てcavopulmonary　shuntを行った．　Bridgesら1°）は

Fontan手術では危険性が高く，肺高血圧を有する例

等に，bidirectional　cavopulmonary　anastomosis

（CPA）を38例に行い早期死亡0と優秀な成績を発表

し，その中でbidirectional　CPAやcavopulmonary

shuntは肺高血圧によって起こる心不全や房室弁逆流

を改善すると報告している．また，この症例では奇静

脈は結紮しなかったが，Truslerら11）もPHの強い症

例に対するCPAでは奇静脈やSVC－RA　junctionの

delayed　ligationは生存率を改善すると認めている．

最近ではcavopulmonary　shuntよりbidirectional

CPAの方が一般的になりつつある．その理由はbidir－

ectional　CPAが両側の肺血流を供給し，　cavopul・

monary　shuntでは左右の肺へ供給される血流量が不

均等である事6）やCPAがFontan手術の前段階の

shuntとして位置づけられつつある事による．しかし，

我々の経験した1例は肺動脈圧が比較的高く，右肺動

脈の発育不良があった．他の1例は過去2回PA　band－

ingを要する高い肺動脈圧症例であったため2例とも

今回はFontan手術は行わなかった．また1期的に

SVCを切離するbidirectional　CPAでは術後SVC症

候群の合併が懸念され，より安全に行うことを目的と

して2期的にSVCを閉塞するcavopulmonary　shunt

を選択した．その結果2例とも術後SVC症候群の合

併もなく，チアノーゼも軽快し，多血症も改善，もし

くは減少した．

　　　　　　　　　　　　　結　　論

　比較的肺動脈圧が高く，1期的にcavopulmonary

shunt手術を行うにはリスクが高いと考えられる症例

に，2期的に行うcavopulmonary　shuntは有用と考え

られた．

　本論文の要旨は第27回日本小児循環器学会（1991年6月，

山形）において発表した，
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Two　Staged　Cavopulmonary　Shunt　for　Tricuspid　Atresia，　and　for　single　Ventricle　with

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Relatively　High　Pulmonary　Arterial　Pressure

Yasunobu　Haruta，　Tadashi　Tashiro，　Masanao　Nakamura，　Ko　Tanaka，　Masahiko　Nagata，

　　　　　　Kageshige　Todo，　On　Toyoda＊，　Munetaka　Kumade＊＊and　Hirohisa　Kato＊＊＊

The　Department　of　Thoracic　and　Cardiovascular　Surgery，　Pediatric　Cardiology＊，　St．　Mary’s　Hospital

　　　　　　　　The　Second　Department　of　Surgery，　Kurume　University　School　of　Medicine＊＊

　　　The　Department　of　Pediatrics　and　Child　Health，　Kurume　University　School　of　Medicine＊＊＊

　　　We　performed　two　staged　cavopulmonary　shunt　surgery　on　a　6－year－old　boy　with　tricuspid　atresia

（TA－I　b），　and　a　4・year・01d　boy　with　single　ventricle（SV）with　relatively　high　pulmonary　arterial

pressure．　Both　patients　had　a　mean　pulmonary　arterial　pressure；22　mmHg　after　Blalock・Taussig

shunt　and　22　mmHg　after　two　time’s　pulmonary　artery（PA）banding．　Both　manifested　polycythemia

and　hypoxia　preoperatively．

　　　In　the　initial－stage　operation，　we　performed　an　end－to－side　anastomosis　between　the　right　PA　and

SVC　with　proximal　SVC　banding．　In　the　second－stage　operation，　the　site　of　the　proximal　SVC　banding

was　occluded　by　a　Rashkind　clam　shell　device　in　the　42　days　or　one　year　after　the　initial・stage

operation．　After　the　second－staged　operation，　neither　patient　demonstrated　SVC　syndrome，　and　both

had　increased　SaO2　and　improved　polycythemia．　In　both　patients，　two・staged　cavopulmonary　shunt

operation　was　successfully　performed．
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