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三尖弁閉鎖におけるFontan型手術前後の心機能

一若年者と年長者の比較検討

（平成4年9月26日受付）

（平成5年6月7日受理）

東京女子医科大学心臓血圧研究所循環器小児科

沢

羽

南
相

享中沢誠里見元義
純　　朴　　仁三　　門間　和夫

　　同　循環器小児外科

　今　井　　康　晴

key　word：手術時年齢，心筋収縮性，左室壁応力，左室流入特性，左室容積特性

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　三尖弁閉鎖20例（男9，女11）を対象に，Fontan手術前と術後早期（平均30±9日）の左室心機能を，

手術時年齢がChoussatらの適応範囲内であった12例（適応年齢群：4～9歳，平均6．8歳）と，16歳以

上の8例（高年齢群：17～32歳，平均21．8歳）に分けて，その相違を調べた．

　1．手術前後では拡張末期容積（対正常％）は238±79％から132±25％へ，拡張末期内径（対正常％）

は127±20％から109±13％へ，駆出率は58±5％から50±9％へ，短縮率は33±5％から27±6％へと

有意に低下した．また拡張末期圧，拡張末期壁応力も術後有意に低下した（11±3vs　7±3mmHg，25±

10vs　11±6g／cm2）．これらの指標で適応年齢群と高年齢群とに有意差は認められなかった．

　2．術前検査データに術後心係数（2．6±0．61／min／m2）と相関する項目はなく，術前データから術後の

心係数を予測することは出来なかった．術後の駆出率（r＝0．52，p＜0．05），拡張末期圧（r＝0．47，　p＜

0．05）と術後心係数とに正の相関関係が認められた．

　3．左室拡張末期後壁厚は術前後に有意な変化はなかった．左室心筋重量に対する拡張末期容積の比

（MASS／EDV比）は平均53％，術後増加し，心筋重量に対して相対的な容積減少が認められた．また高

年齢群は適応年齢群に比して術前のMASS／EDV比が有意に高く，単位容積に対する心筋重量が大き

かった．

　4．左室収縮末期壁応力と心拍数補正した平均左室内周短縮速度との関連からみた収縮性が，術後に低

下する症例が高年齢群で多い傾向を示した．

　以上，Fontan手術後早期の特徴として，術前の慢性容量負荷状態から，急激に前負荷は減少し心挙動

低下が認められた．高年齢群では収縮性低下も心挙動低下の一因である可能性が示唆された．さらに高

年齢群では，相対的な心室壁肥厚を有し，これが左室コンプライアンスに悪影響を及ぼす可能性が示唆

された．これは適応年齢に上限を定めたことの正しさを積極的に支持する結果であった．

　三尖弁閉鎖に対してFontan型手術が選択され，

Choussat，　Fontanらの適応基準1）を充たす症例では安
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全に手術出来ることが知られている2）．しかし近年，

Fontan型手術の適応の拡大に伴い，適応年齢を過ぎ

た症例に対しても，積極的にFontan型手術がなされ

るようになった2）－4）．こうした症例の中には順調な術

後経過をたどり，比較的良好な心機能を保っているも
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のも少なくないが，適応年齢範囲内の症例に比して一

般に術後管理が難渋することを多く経験する．また

Fontanらは術後早期及び遠隔期死亡の危険因子に高

年齢を挙げている5）．Fontan型手術前後の心機能を調

べた報告は多い6）一一12）が，年齢での差をみた報告は著者

らの知る限りない．そこで適応年齢症例と高年齢症例

とで相違がないかを中心とした，Fontan手術前及び

術後早期の心機能を比較検討した．

　　　　　　　　　対象と方法

　当施設では三尖弁閉鎖に対するFontan型手術を，

1974年3月から1991年12月末までに，62例に施行した．

このうち心臓カテーテル検査，ドプラーを含む心エ

コー 検査で，今回検討項目とした諸計測が，手術前後

で測定された23例（男9，女14）中，4歳未満の3症

例を除いた20例を対象とした（表1）．対象の手術時年

齢は4歳から32歳（平均12．8±8．1歳）であり，適応年

齢範囲内症例が12例（4～9歳，平均6．8歳），16歳以

上の症例が8例（17　一一　32歳平均21．8歳）であった（以

下，前者を適応年齢群，後者を高年齢群と呼ぶ）．Keith

分類z3）による病型は，適応年齢群がIA　3例，　IB　8例，

IC　1例，高年齢群がIA　1例，　IB　5例，　IIB　2例であっ

た．シャント手術などの姑息手術は，適応年齢群に1

～ 3回（平均1．8回），高年齢群に0～3回（平均1．6回）

施行されていた．

　Fontan手術適応を決定する重要な条件の中で，肺

血管抵抗は適応年齢群が2．2±0．5Wood　unit／m2

BSA，高年齢群が1．6±0．5Wood　unit／m2BSA，平均

肺動脈圧は適応年齢群が17．3±3．5mmHg，高年齢群

が14．4±4　．　OmmHg，　PA　indexi4）は適応年齢群が304±
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63mm2／m2BSA，高年齢群が330±61mm2／m2BSAと

いずれも有意差はなかった．また心エコー上有意な僧

帽弁閉鎖不全を認めたものはいなかった．

　手術から術後心臓カテーテル検査までの期間は，

16～53日（平均30±9日）であり，カテーテルと心エ

コーとの間隔は平均5．3±4．7日であった．ともに適応

年齢群，高年齢群で有意差はなかった．

　検討項目は，手術前後での左室の拡張末期容積（％

EDV），駆出率（LVEF），心筋重量（％MASS），　MASS／

EDV比，拡張末期圧（EDP），収縮末期壁応力
（ESSM），拡張末期壁応力（EDSM），拡張末期内径（％

EDD），短縮率（LVFS），拡張末期後壁厚（％PWTD），

PWTD／EDD比，駆出前期時間（PET），駆出時間
（ET），　systolic　time　interva1（PEP／ET），心拍数補

正をした平均左室内周短縮速度（mVcfc），僧帽弁急速

流入波最大速度（peak　E），僧帽弁口心房収縮波最大速

度（peak　A），　peak　E／peak　A比，　ESSM－mVcfc関

連を調べた．また全症例で術後の心係数（CI）と上に

挙げた検討項目や年齢，体格，肺血管抵抗，肺動脈圧，

PA　index，動脈血及び混合静脈血酸素飽和度との相関

関係につき調べた．

　正側面の左室造影からDodge法15）を用いてEDV，

LVEFを，　Rackleyの式16）を用いてMASSを求めた．

EDSMはSandler，　Dodgeらの式17）を用いて左室造影

から求めたが，この際計算に使われる左室壁厚は心エ

コー 検査時に，Mモード画像から計測した値を代入し

た．またESSMは片山18），　Colanら19）が示したmVcfc

との関連において検討するために，Grossmanら2°）の

式を用いて心エコーから求めたが，この際収縮末期圧

表1　対象

例 男／女 年齢（歳） 身長（cm） 体重（kg） 体表面積（m2） Keith分類

適応年齢群 12 6／6 4－9（6．8±1．8） 111±14 18±4 0．74±0．13 Ia　3，　Ib　8，　Ic　1

高年齢群 8 3／5 17－32（21．8±4．9） 161±6 45±4 1．44±0．07 Ia　1，　Ib　5，　IIb　2

全体 20 9／11 4－32（12．8±8．1） 131±27 29±14 1．02±0．36

姑息手術 平均肺動脈圧（mmHg） 肺血管抵抗（unit／m2BSA） PA　index（mm2／m2）

適応年齢群 1－3（1．8）回 12－26（17±4） 1．0－3．3（2．2±0．5） 228－472（304±63）

高年齢群 0－3（1．6）回 8－20（14±4） 0．6－2．3（1．6±0．5） 215－421（330±61）

全体 0－3回 8－26（16±4） 0．6－3．3（2．0±0．6） 215－472（314±63）
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表　2

適応年齢群 VS 高年齢群 全体

％EDV
　（％）

前
後

127－362　　（252±74）

96－184　（135±27）　☆☆

ns

ns

136－407　　（216±80）

85　149　（126±21）　☆

238±79

132±25　☆☆

LVEF
　（％）

前

後

44－69　　（58±6）

37－62　　（49±9）　☆☆

ns

ns

55－65　　（59±3）

37－64　　　　（51±10）　　ns

58±5

50±δ　☆☆

％MASS
　（％）

前
後

85－282　　（182±55）

99－270　　（155±52）　　ns

ns

ns

101－350　　（219±81）

87－328　　（175±69）　　ns

197±69

163±60　☆

MASS／EDV比 前
後

0．46－1．16（0．75±0．21）

0．76－2，06（1．18±0．44）☆☆

★

ns

0．46－1．64（1．07±0．38）

0．67－2．38（1．42±0．53）☆☆

0．88±0．33

1．28±0．49☆☆

LVEDP
　（mmHg）

前

後

6－20　　（12±4）

4－12　　（7±3）　☆

ns

ns

5－13　　（10±2）

1－15　　（6±4）　☆

11±3

7±3　☆☆

ESSM
　（9／cm2）

前
後

32－88　　　　（58±17）

34－104　　　（59±24）　　ns

ns

ns

24－101　　　（61±24）

24－89　　　　（45±21）　　ns

59±20

53±24　ns

EDSM
　（9／cm2）

前
後

13－48　　　　　（27±11）

6－26　　（12±7）　☆☆

ns

ns

837　（22±9）
2　19　　（9±6）　☆☆

25±10

11±6　☆☆

mVcfc
　（circ／S）

前

後

0、73－1、42（1．00±0．19）

0．68－1．19（0．95±0．15）ns

ns

ns

0．77－1．11（0．93±0．10）

0．71－1．37（0．89±0．26）ns

0．97±0．16

0．92±020ns

％EDD
　（％）

前
後

82－144　　　（125±18）

86－129　（111±11）　☆

ns

ns

110－176　　　（132±20）

82　136　（106±16）　☆☆

128±19

109±13　☆☆

％PWTd
　（％）

前
後

105－169　　（132±18）

110－229　　（149±38）　　ns

ns

ns

92－207　　（145±35）

90－245　　（157±44）　　ns

137±27

152±41　ns

PWTd／EDD比 前

後

0．84－1．48（1．07±0．20）

0．97－2．13（1．36±0．36）ns

ns

ns

0．81－1．60（1．10±0．25）

1．03－1．81（1．47±026）☆☆

1．09±022

1．40±0．33☆☆

LVFS
　（％）

前
後

25－42　（32±6）

18－36　　（28±4）　☆

ns

ns

27－43　　（34±5）

15　39　　（25±8）　☆

33±5

27±6　☆☆

PET
　（msec）

前

後

80－120　　　（96±11）

90－138　（111±14）　☆

ns

ns

80－120　　（106±12）

80－140　　（121±19）　　ns

100±12

115±17　☆☆

ET
　（msec）

前

後

240－300　　（268±16）

190－280　（233±38）　☆☆

★

ns

290－380　　（320±32）

200　320　（239±38）　☆☆

289±35

236±32　☆☆

PET／ET 前
後

0．29－0．48（0．36±0．05）

0．36－0．60（0．48±0．08）☆☆

ns

ns

0．22－0．43（0．34±0．06）

025－0．71（0．53±0．14）☆

0．35±0．06

0．50±0．11☆☆

僧帽弁急速流入波

peakE（cm／s）

前
後

46－123　　　（70±21）

21－77　　（46±15）　☆☆

ns

ns

32－100　　　（64±21）

15－50　　（36±11）　☆

68±21

42±15　☆☆

心房収縮波

peakA（cm／s）
前
後

45－100　　　（65±17）

21－656　（37±13）　☆☆

ns

ns

42－100　　　（56±20）

22－50　　（36±9）　☆

61±19

36±12　☆☆

peak　E／peak　A 前
後

0．73－1．44（1．11±0．23）

0．80－223（1．30±0．37）ns

ns

ns

0．86－1．50（1．15±0．23）

0．64－1．73（1．Ol±0．32）ns

1．13±0．23

1．19±0．38ns

術後心係数（CI） 後 2．1－4．1　　（2．8±0．6） ns 1．7－3．5　　（2．3±0．5） 2、6±0．6

表中vsの項は適応年齢群と高年齢群との比較，数字の後にある印はFontan前後の比較

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　★　p＜0．05適応年齢群vs高年齢群

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　☆　p＜0，05Fontan前vs　Fontan後

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　☆☆p＜0，01Fontan前vs　Fontan後

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ns有意差なし
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のみカテ時のデータを使用した．EDD，　LVFS，　PWTD

は乳頭筋レベルでの左室短軸像から測定した．EDD，

LVFS，　PWTD，　PET，　ET，　mVcfc，　peak　E，　peak

Aはストリップチャートレコーダに記録された心エ

コー 図から5心拍を計測し，平均値を算出した．拡張

末期容積15｝，心筋重量16），拡張末期内径21），拡張末期後

壁厚21）は体表面積から求めた標準値に対する割合とし

て，百分率で表した．術後の心係数は熱希釈法により

求めた．

　なお対象は1986年以後の最近の症例であり，対象外

となった症例の理由は，手術死亡及び早期死亡8例（適

応年齢範囲内症例4例，16歳以上2例，4歳未満2例），

記録不備27例（16歳以上4例），右左短絡残存2例（16

歳以上1例），IIC型でJatene手術を同時に施行した

特殊例1例であった，

　結果は平均±標準偏差で表し，平均値の有意差検定

には術前後での比較には対応のあるt検定を，適応年

齢群と高年齢群との比較には対応のないt検定を，

ESSM－mVcf関連での異常応答の有無ではFisher直

接確率法を用いて，危険率5％以下（p＜0．05）を有意

とした．

　　　　　　　　　　結　　果

　1．左室拡張末期容積（％EDV），左室内径（％EDD）
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図1　Fontan手術前後での％LVEDV，　LVEF

　Fontan手術前は％LVEDVは238±79％であり，左

　室拡大がみられ，LVEFは58±5％と正常下限で

　あった．Fontan手術後に，％LVEDVは平均39％，

　LVEFは平均14％，有意に低下した，
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（表2，図1）

　術前％EDVは238±79％，％EDDは128＋19％と殆

どの症例に左室拡大が認められるが，術後は％EDV

132±25％，％EDD　109＋13％と有意に減少した．適応

年齢群と高年齢群とに有意差は認められなかった．

　2．左室駆出率（LVEF），左室短縮率（LVFS）（表

2，図1）

　術前LVEFは58±5％と正常下限，　LVFSは33＋

5％と正常範囲内であったが，術後LVEFは50±

9％，LVFSは27±6％と有意に低下した．適応年齢

群と高年齢群とに有意差は認められなかった．また術

前LVEFが50％以下であったのは1例のみであった

が，術後50％以下に低下した症例が9例（45％）に認

められた．

　3．左室心筋重量（％MASS），　MASS／EDV比，左

室拡張末期後壁厚（％PWTD），　PWTD／EDD比（表

2，図2，3）

　％PWTDは術前138±27％と慢性左室容量負荷に

対する壁厚の増加が認められた，術後は152±41％であ

り，有意な変化はみられなかった．術前％PWTDは，

高年齢群が適応年齢群に比べ厚い傾向を示したが，統

計学的な有意差はなかった（145±35vs　132±18％）．％

MASSは術前197±69％であり，適応年齢群と高年齢

群とには有意差はなかったが，高年齢群の方がより心

筋重量が重い傾向がみられた（219±81vs　182±55％）．

術後は163±60％と有意に低下した．MASS／EDV比

は平均で53％，PWTD／EDD比は平均で35％，術後有

意に増加し，心筋重量に対して相対的な容量減少が認

められた．また高年齢群は適応年齢群に比して術前

MASS／EDV比が有意に高く，単位容量に対する心筋

重量が大きかった（1．07±0．38vsO．75±0．21，　p＜

0．05），

　4．左室拡張末期圧（LVEDP），左室拡張末期壁応力

（EDSM）（表2，図3）

　LVEDPは術後有意に低下した（11±3　vs　7±3

mmHg，　p〈0．01）．前負荷を示すとされるEDSMも術

後有意に低下した（25±10vs　11±6g／cm2，　p＜0．01）．

共に高年齢群に低い傾向はあるが，適応年齢群との有

意差はなかった．

　5．左室収縮末期壁応力（ESSM），心拍数補正した平

均左室内周短縮速度（mVcfc），　ESSM－mVcfc関連（表

2，図4）

　後負荷を示すとされるESSMは全体でみると術前

後で有意な変化は認めなかった（59±20vs　53±24g／
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　心筋重量に対して相対的な心室容量の減少が認められた．
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図3　Fontan手術前後でのMASS／EDV，　LVEDP，　ESSM，　EDSMに関する適応年

　齢群と高年齢群の比較
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図4　適応年齢群，高年齢群でのmVcfc－ESSM関連

上段：適応年齢群，下段：高年齢群，mVcfc：心拍数

補正した平均左室内周短縮速度，ESSM：end・systolic

meridional　wall　stress．白抜きはFontan手術前，黒

塗りはFontan手術後

cm2）が，高年齢群は術後に低下する傾向を示してい

た．適応年齢群と高年齢とでは，術後に高年齢群が有

意差はないが低値を示した（45±21vs　59±24g／cm2）．

mVcfcは術前後で有意な変化はなかった（0．98±0．16

vs　O．92±0．20circ／s）．術前後とも適応年齢群が高年齢

群に比して高い傾向がみられたが，有意差はなかった．

ESSM－mVcfc関連からみた収縮性は，当科の正常値18）

に比して術前は6例（適応年齢群3例，高年齢群3例），

術後は7例（適応年齢群2例，高年齢群5例）が低下

していた．術後高年齢群に低下例が多い傾向を認めた

が，Fisher直接確率法ではp＝0．0521と有意差はな

かった．また高年齢群では術後ESSMが低下したにも

かかわらず，6／7例においてmVcfcも低下し，うち3

例は術前正常以上であったmVcfcが正常以下になっ

た．一方適応年齢群では術前ESSM－mVcfc関連で正

常以上であったmVcfcが，術後に正常以下になる症

例はなかった．

　6．左室駆出前期時間（PET），左室駆出時間（ET），

systolic　time　interval（PEP／ET）（表2）

　PETは術後有意に延長した（100±12　vs　115±17

msec．，　p＜0．01）．　ETは術後有意に短縮した（289±35

vs　236±32msec．，　p＜O．Ol）．その結果，　PET／ETは

有意に増加した（O．35±0．06vsO．50±0．11）．術前の
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ETは高年齢群が適応年齢群に比して有意に長かった

（320±32vs　268±16msec．，　p＜0．05）が，術後は有意

差がなかった（239±38vs　233±38msec．）．PET，　PET／

ETは両群で差がなかった．

　7．僧帽弁急速流入波最大速度（peak　E），僧帽弁口

心房収縮波最大速度（peak　A）（表2）

　peak　E，　peak　Aとも術後有意に低下した（peak　E：

68±21vs　42±15cm／sec，　p＜0．Ol，　peak　A：61±19

vs　36±12cm／sec，　p〈0．01）．適応年齢群と高年齢群と

に有意差はみられなかった．peak　E／peak　Aは術前後

で有意な変化はみられなかった（1．13±0．23vsl．19±

0．38）．

　8．術後心係数との関係（表2，図5）

　術後の心係数は1．7～4．1（2．6±0．6）1／min／m2であ

り，有意差はないが高年齢群が低い傾向を認めた

（2．3±0．5vs　2．8±0．61／min／m2）．

　術前データからは術後の心係数と相関関係がみられ

る項目はなかった．すなわち術前データから術後の心

係数を予測することは出来なかった，術後データでは

LVEF（r＝O．52，　p＜0．05），　LVEDP（r＝0．47，　p＜

0．05），混合静脈血酸素飽和度（r＝0．57，p＜0．01）に

正の相関関係が認められた．

　　　　　　　　　　考　　察

　1．Fontan手術前と術後早期での前負荷と左室駆

出特性に関して

　三尖弁閉鎖ではFontan手術前には慢性左室容量負

荷があり，その適応として左室肥大が認められ
る22）～24）．ところがFontan手術後には，左心室への急

性かつ著しい流入の減少がみられ，この状態は術後早

期の左室機能を考える点で，極めて特異な病態と思わ
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れる．事実本研究においても左室容積の減少，拡張末

期圧の低下を認め，前負荷の良い指標とされる左室拡

張末期壁応力も正常値以下に低下した．それに伴い

Frank－Starlingの法則を通して心室駆出特性の低下

も示された．特に術後心係数と左室拡張末期圧とに認

められた正相関関係は，それを裏付けるものと考えら

れる．Nakaeら8）の報告は著者らの結果と同様であっ

た．なおNakaeらと本研究に重複する症例はなかっ

た．また青木らの単心室症に対するFontan手術前後

での検討でも術後に心室容量の減少と心室駆出率の低

下がみられた11）．一方Sanders9），　Hurwitzlo），

Gewillig6）らによるとFontan手術によって左室駆出

率，短縮率は低下せず，ほぼ同等とされている．この

相違をきたす原因のひとつは検査時期である．Hur－

witzら1°）によると，術後早期から経時的に観察出来た

3例のLVEFは全例12～24ヵ月後に改善を認めてい

る．またGewilligらは術後平均4．2年のFontan患者

を3年後に再評価し，有意な左室短縮率の改善がみら

れたとしている6）．すなわち心室駆出特性はFontan術

後徐々に改善すると考えられる．この点，Sandersら9）

の報告は心臓カテーテル検査時期が術後平均13ヵ月で

あり，著者らに比べ約1年遅い．Hurwitzらの報告も

また検査時期が術後1年以内と幅広い．さらに直接術

前後で比較した症例が7例に過ぎないため，平均では

61±12％から49±17％に低下したが，有意差がでな

かった10）．Gewilligらが術前と術後早期を比較した8

例では，術後拡張末期内径が有意に低下しているが，

短縮率に変化がみられなかった6）．この点に関して

Frank－Starling機序を説明するような考察はなされ

ていない．以上から著者らはFontan手術後早期の特

徴として，慢性容量負荷にあった左室が，急激な容量

減少（正常以下の前負荷）によって一時的に駆出特性

が低下すると考える．そして一時的に低下した左室駆

出特性は，その後徐々に改善すると考えられるが，本

研究では経時的な変化を直接証明出来ないため，長期

の左室駆出特性に関しては今後の検討すべき課題であ

る．

　2．Fontan手術前，術後早期の左室収縮性

　左室駆出特性は前負荷，後負荷の影響を受けるため，

心筋の基礎収縮力を調べるのにはこれらのloadの影

響を受けない指標が望ましい．特にFontan手術前後

では上述したように前負荷が著しく変化するため，

Graham7），　Gewillig6｝らのグループはColanらが提唱

した平均左室内周短縮速度一左室収縮末期壁応力関連
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（mVcfc－ESSM）19）を用いてFontan手術前後の左室

収縮性を検討した．それによれぽFontan前の姑息手

術後三尖弁閉鎖患者では，39％に収縮性低下を認め，

5歳以上にその比率が高かったという7）．しかし

Fontan術後6ヵ月以上経過した症例は術前に比べ収

縮性の改善がみられ，経過とともにさらに改善するこ

とが示された6）．ただ彼らの研究では術前と術後早期

でのESSM－mVcfc関連に関する比較検討はなされて

いない．本研究の結果では，Fontan手術前に収縮性が

低下していたのは30％（6／20）とGrahamらとほぼ同

等であり，術後早期では35％（7／20）に収縮性の低下

がみられた．適応年齢群では，ESSM・mVcfc関連は術

前後とも低下していた2例を除き，正常範囲内以上で

の変化であるため，Fontan手術後早期の心駆出期挙

動低下の主たる原因に，収縮性そのものの低下は関与

していないと考えられた．一方高年齢群でのESSM－

mVcfc関連は，術前後とも低下していた2例を含め，

術後8例中5例（63％）が正常範囲を下回っていた．

ESSM・mVcfc関連からみて，術後早期に収縮性低下

をきたす比率が適応年齢群と高年齢群とに差がないか

を，Fisher直接確率法で検定すると，わずかな差で有

意差はみられなかったが，Yatesの補正式を用いたX2

検定では有意差がでており，症例数が少ないために有

意差がでなかった可能性がある．高年齢群では術後

ESSMが低下したにもかかわらず，　mVcfcも低下した

症例が多いことなど考慮すると，高年齢群では心筋収

縮性の低下も，術後心駆出期挙動低下の一因となって

いることが示唆された．

　3．適応年齢群と高年齢群との比較

　今回の結果で適応年齢群と高年齢群とに有意差がみ

られたのは，術前の心筋重量／拡張末期容積比と駆出時

間であった．また有意差はなかったが，高年齢群の方

が術後の心係数，拡張末期壁応力は低く，mVcfc－

ESSM関連からみた収縮性は低下しており，心筋重

量／拡張末期容積比が大きい傾向がみられた．

　Gewelligらは姑息手術患者では年齢が高くなると

収縮性が低下することを示した6）が，Fontan手術時年

齢と術後左室収縮性との関連に関して調べられていな

い．著者らの結果では術前には適応年齢群と高年齢群

に差はみられなかったが，術後に高年齢群の収縮性が

低下する傾向がみられた．術前に差がなかった理由は，

本研究の対象がGewelligらと異なり，Fontan手術を

施行した症例に限られていて年長者で心機能が低下し

たために適応から除外された症例が，本研究に含まれ
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ていなかったためであろう．術後に高年齢群で収縮性

が低下する原因は明らかではない．長期にわたる低酸

素血症は心筋の線維化をすすめ，心機能を低下させる

可能性があると考えられており，手術時の侵襲によっ

て術後収縮性の低下が顕在化してきたのかもしれな

い．

　本研究ではpeak　E／peak　Aは適応年齢群と高年齢

群とに差はなく，この指標からみた拡張能に差はな

かった．しかしpeak　E／peak　Aは前負荷による影響

をかなり受けるため，Fontan手術時の指標としては

適切とはいえない27）．そこでPennyらはsystemic

ventricleへの流入血流をドプラー心エコーを用いて

詳細に分析し，Fontan手術後における左室拡張能の

異常を明らかにしている27）．心室壁肥厚はFontan手

術にとって重大な危険因子とされ25）26），著者らの結果

では高年齢群は適応年齢群に比して心筋重量／拡張末

期容積比が高いことが示された．本研究で用いた指標

からは左室拡張障害が明らかではなかったが，術後急

激に前負荷が減少するFontan手術においては，この

相対的な心筋重量の増大は左室complianceの点か

ら，術後急性期の血行動態の安定化に不利に働く可能

性がある．Gewilligらは術後早期に経時的に左室壁厚

と内径を観察した結果，壁厚の減少は内径の減少に比

べるとゆっくりしており，術後急性期は内径に対し不

適切な厚みを有しているため，これが左室拡張能に悪

影響を及ぼしている可能性を指摘しており6｝，動物実

験により急速流入期の異常を示している28｝．今後は

Pennyらの分析27）やGewilligらの指標を28）臨床応用

することなどによって年齢による拡張能の差を調べる

ことが重要であろう．

　4，臨床的意義に関して

　高年齢群で術後に収縮性が低下する可能性があるこ

とや心係数が低い傾向にあることなどは，われわれが

高年齢者は一般に術後管理が難渋すると感じる感覚に

一致する．本研究の結果は高年齢群の手術適応を否定

するものでは，もちろんないが，適応年齢で手術をす

ることが有利であることを示している．さらに高年齢

群では術後管理において，カテコラミンなど陽性変力

作用のある薬剤による補助が，より必要とされること

を示唆していると考えられた．

　年長者におけるFontan手術成績は，基準内の症例

との比較でも概ね良好であり，Fontan手術以外に修

復出来ない症例に対して現在積極的に適応が拡大され

ている2）～4）．一方Fontanらは早期及び遠隔期死亡の危

日本小児循環器学会雑誌　第9巻　第2号

険因子に高年齢を挙げている5｝．チアノーゼ性心疾患

患者では加齢とともに，心機能は悪化する傾向があり，

三尖弁閉鎖症では本研究でも示したように，年長者で

は心肥大が進行する．心肥大はFontan手術にとって

非常に重大な危険因子とされている24）25）．従って心機

能低下や心肥大がくる前にFontan手術を施行するべ

きであり，時期を逸した患者に対しては，この点を充

分に評価し，手術に臨むべきと思われた．

　5．本研究の問題点

　本研究の対象がFontan手術成功例に限られている

点は十分考慮に入れておく必要がある．術前の心機能

に関しては3．で考察したが，Fontan手術後に死亡し

た症例はさらに心機能が低下していた可能性がある．

適応年齢群，高年齢群で死亡によって除外された症例

の比率に差はないため，両群の比較には問題ないと思

われるが，心機能からみた生存例と死亡例との比較は，

今後の重要な検討課題である．

　本研究では左室収縮末期壁応力を計測する際，収縮

末期圧を心臓カテーテル検査から求めた値を使用し

た．このため誤差を生じる可能性がないとはいえない．

絶対値の比較には若干問題が残るが，本研究での心臓

カテーテル検査と心エコー検査の間隔は短く，共に安

静臥位で検査施行し，心拍数，血圧に差がみられなかっ

たこと，適応年齢群，高年齢群とも同じ方法で検査さ

れたことから，手術前後の変化を両群で比較検討する

ことは問題がないと思われた．

　なお本研究で「適応年齢」群としたのは，あくまで

Choussatらの適応基準oに基づくものであり，当施設

では他の文献同様25）29）1歳以上であれば4歳未満で

あっても手術成績に変わりないため，積極的に手術を

行うようにしている．

　　　　　　　　　　おわりに

　三尖弁閉鎖でのFontan手術後早期には前負荷減少

による心挙動低下が認められるが，高年齢者では収縮

性の低下も関与している可能性が示唆された．

　本稿の要旨は第28回日本小児循環器学会総会（1992年7

月，東京）で報告した，
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Functional　Assessment　of　Cardiac　Performance　Before　and　Early

　　　　　　　　After　Fontan　Operation　for　Tricuspid　Atresia：

　　　　　　　　　　　　　　Significance　of　Age　at　Operation

　　　Susumu　Minamisawai），　Makoto　Nakazawai），　Gengi　SatomiD，　Sumi　Aiba1｝，　Insam　Park1），

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kazuo　Mommai｝　and　Yasuharu　lmai2）

Department　of　Pediatric　Cardiology1），　and　Pediatric　Cardiovascular　Surgery2），　The　Heart　lnstitute　of　Japan，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tokyo　Women’s　Medical　College

　　　To　elucidate　the　effect　of　operative　age　of　the　Fontan　procedure　on　early　postoperative

hemodynamics，　we　examined　cardiac　function　in　20　patients（male　9，　female　11）before　and　early　after

the　Fontan　operation　for　tricuspid　atresia．　The　subjects　were　divided　into　two　groups　according　to　age

at　operation；Group　1　consisted　of　eight　patients　who　were　operated　upon　at　16　years　of　age　and　older

（average：21。8）and　group　20f　12　patients　whose　were　between　4　and　9（average：6．8）．

　　　1．Parameters　of　left　ventricular　preload　and　pump　function　significantly　decreased　after　the

Fontan　operation；end・diastolic　volume　was　from　238±790r・　of・normal　to　132±25％（P＜0．01）；ejection

fraction　was　from　58±50ro　to　50±9％（p＜0．01）；end・diastolic　pressure　was　from　11±3mmHg　to　7±3

mmHg（p＜0．01）；end－diastolic　meridional　wall　sress　was　from　25±10　g／cm2　to　11±6g／cm2（p＜O．Ol）．

These　parameters　were　not　different　between　groups　l　and　2．

　　　2．　Cardiac　index　after　the　Fontan　operation　did　not　have　a　significant　relationship　to

preoperative　data，　but　had　a　positive　correlation　with　LVEF（r＝0．52，　p＜0．05）and　LVEDP（r＝0．47，

p＜0．05），postoPe「atively．

　　　3．End－diastolic　left　ventricular　posterior　wall　thickness　did　not　change　postoperative　in　both

groups　l　and　2．　Left　ventricular　mass／volume　ratio　significantly　increased　by　53％，　postoperatively．

This　ratio　was　larger　in　the　group　l　patients　than　in　the　group　2　patients，　preoperatively．

　　　4．Aload－independent　index　of　contractility（relationship　between　rate－corrected　velocity　of

shortening　and　end－systolic　meridional　stress）was　relatively　decreased　postoperatively　in　group　l

compaired　to　group　2．

　　　We　conclude　that，　in　tricuspid　atresia，　ventricular　performance　is　depressed　early　after　the　Fontan

operation　because　of　reduced　preload，　and　that　this　depression　is　partialy　due　to　decreased　contractility

in　older　patients．
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