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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　1969年から1993年6月までの期間に教室で外科治療を行った13症例のエプスタイン奇形について検討

した．乳児期発症の2例は重篤な心不全・チアノーゼを呈し，段階的手術を行い1例を救命したが，1

例を失った．学童期以降に発症した11症例については12回の手術（三尖弁置換術9回，三尖弁形成術3

回）が施行され，Bjdrk－Shiley弁を用いた1例が手術死亡した．弁置換症例の遠隔成績は生体弁

（Carpentier－Edwards弁）使用例で良好であった．三尖弁形成術はDanielson法とCarpentier変法をそ

れぞれ2例・1例に施行したが，術後経過は満足すべきものであり，今後積極的に弁形成術を行うべき

と考えられた．

　エプスタイン奇形は先天性三尖弁異常であるが，し

ばしば右室異形成や心筋変性を伴い，かつ心房間短絡

や不整脈の合併も多く，その病態は多様である．本症

は，形態学的にエプスタイン奇形は存在しても三尖弁

はほぼ正常に機能し加療を要しない軽症型から，重篤

な心不全を呈するものまで重症度にも大きな差が見ら

れ，治療方針・手術適応の決定に迷うことも少なくな

い．教室でこれまで外科治療を行った13例のエプスタ

イン症例を振り返り，その手術適応と術式・成績につ

いて検討を加えたので報告する，

　　　　　　　　　対象症例

　1969年から1993年6月まで教室で外科治療を施行し

たエプスタイン13症例を対象として検討した．ここで

のエプスタイン症例とは心房・心室関係一致（Atrio－

ventricular　Concordance）のものとし，修正大血管転

位症に合併したエプスタイソ奇形は対象より除外し

た．エプスタイン13症例に再手術も含めて三尖弁に対

して16回の外科治療が行われた．対象症例の一覧は表

別刷請求先：（〒951）新潟市旭町通1　757

　　　　　新潟大学医学部第2外科　　宮村　治男

1に示すとうりであるが，新生児・乳児期早期に発症

するエプスタイソ奇形と学童期以降に発症するもので

は形態・臨床経過ともに大きく異なることから，ここ

ではそれぞれ乳児型・年長児型と分けて論じることに

した．乳児型2例はいずれも新生児期より心不全とチ

表1　対象症例

乳児型

1．TY 3月 Ebstein十PS＋ASD

2．HM 2月 Ebstein＋PA寸VSD （手術死亡）

年長児型

3．NF ll歳 Ebste】n TVR
4．KK 15歳 Ebsteln TVR
5．ST 52歳 Ebstein TVR
6．KN 11歳 Ebsteln TVR（了術死亡）

7．TS 9歳 Ebsteln TVR
8．KY 27歳 Ebsteln＋ASD TVR
9．MY 18歳 Ebsteln⊥ASD TVR
10．FJ 14歳 Ebsteln＋ASD＋WPW Danlelson法

］1．SF 44歳 Ebsteln TVR
／2．KR ］1歳 Ebsteln十ASD十WP Danielson法

13．YM 55歳 Ebsteln＋AF Carpentler変法

ASD：心房中隔欠損，　AF．心房粗動，　PA：肺動脈弁閉鎖，

PS“肺動脈弁狭窄，　TVR：三尖弁置換術，　VSD：心室中隔欠損，

WPW：Wolff－Parkinson－White症候群
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表2　乳児型エプスタイン奇形に対する段階手術

〔症例LTY　チアノーゼ＋心不全〕

診断：エプスタイン奇形（TR）＋ASD十PS

手術

　　3月：Brock手術

　　4歳：ASD閉鎖寸Hardy手術
　　8歳：三尖弁置換術
　　　　　（Carpentier－Edwards弁＃29）

アノーゼをもって発症し乳児期早期に初回手術を行っ

た．年長児型11症例の概要は表1に示すとうりで，4

例に心房中隔欠損症（ASD），2例にWPW症候群，

1例に心房粗動の合併がみられた．手術適応は，（1）心

不全症状を有するもの，（2）チアノーゼが存在するも

の，（3）不整脈発作を合併しているもの，のいずれか

をもって適応とした．結果的には適応の内訳は，心不

全4例，心不全＋不整脈4例，心不全＋チアノーゼ2

例，不整脈1例であった．

　　　　　　　　　経過と結果

　・乳児型エプスタイン奇形

　乳児型の2例ではともに段階的手術を施行した．症

例1は三尖弁逆流高度のエプスタイン奇形で肺動脈弁

狭窄（PS）と心房中隔欠損（ASD）を合併しており，

出生直後より著しい心不全とチアノーゼを呈した（表

2）．生後3月，体重5．Ikg，の時点では三尖弁の形成

は無理と判断し心不全とチアノーゼ軽減を目的に心拍

動下に肺動脈弁切開術（Brock手術）を行い軽快を得

た．発育を待って4歳時（体重14kg）に心内修復を目

的に体外循環下ASD閉鎖と三尖弁形成術（Hardy手

術変法）を行ったが，三尖弁は菲薄で弁組織に乏しく

形成術の効果は不十分で三尖弁逆流（TR）が残存し

た．8歳時（21kg）に三尖弁置換術を施行し術後3年

を経た現在元気に学校生活を送っている．

　症例2は心室中隔欠損（VSD）・肺動脈弁閉鎖・動脈

管開存を合併したエプスタイソ奇形で，症例1と同様

に心不全・チアノーゼが強く，2月時（4．4kg）に初回

手術としてBrock手術を行った．しかし症状は軽快せ

ず6月時（5．5kg）に心内修復をめざして体外循環下に

VSD閉鎖・右室流出路再建・Hardy手術を行った．し

かしTR遺残のため人工呼吸器より離脱できず生後

7月で三尖弁置換を施行したが心不全遷延し病院死亡

した．

　・年長児型エプスタイン奇形

　年長児型エプスタイン症例の外科治療成績の一覧を

663－（49）

表3　年長児型エプスタイン奇形：手術内訳と成績

○代用弁置換術（8症例9同施行）

　・機械弁　5

　　Starr－Edwards弁　　3（遠隔死2，再手術1）

　　Bjdrk－Shiley弁　　　1（手術死亡）

　　St．　Jude　Medical弁　1（生存）

　・生体弁　4

　　Carpentier－Edwards弁　4（全例生存）

○弁形成術　3（全例生存）

　Danielson法　　2

　Carpentier変法　1
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Danielson法　　2
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表3に示した．11症例に計12回の三尖弁手術が施行さ

れた．表1の症例3は11歳時にStarr－Edwards　Ball弁

で三尖弁置換術がなされたが術後11年目に抗凝血療法

の不徹底から血栓弁となり22歳時にSt．　Jude　Medical

弁で再弁置換した．症例6はBj6rk－Shiley弁で弁置換

したが術直後より心不全高度で第1病日に死亡した．

症例4，症例5は軽快退院したが術後2年目，3年目

にそれぞれ遠隔死（突然死）した．症例3～6は昭和

40年代の機械弁使用例であり，昭和50年以降の症例7

からは生体弁（Carpentier・Edwards弁）を弁置換に際

しては選択しており以来手術死亡・遠隔死亡ともに無

くなった．近年では可及的に弁形成術を行う方針で臨

んでいる．弁形成術を施行した年長児型症例はまだ3

例にすぎないが，いずれも術後経過は良好で現在

NYHA　1度の生活を送っている．図1に示すとうり，

各症例とも心胸郭比の低下と心エコー上TRの改善

が認められた．

　　　　　　　　　　考　　察

　エプスタイン奇形症例の臨床経過は，出生直後から

著しい心不全・チアノーゼで発症するものから無症状

で老年期を迎えるものまで多様である1）2）．本症は乳児

期早期発症のものと学童期以降に発症するものでは形
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態・病態とも大きな差があり，両者は臨床上同一疾患

として扱うことには無理があると思われる．ここでは

乳児型・年長児型と分けて論じることとした．乳児型

エプスタイン奇形は従来より極めて予後不良の疾患群

とされており3）4），三尖弁形態も多彩でありかつ合併す

る心奇形も多種であるが，肺動脈弁狭窄・閉鎖など肺

血流減少の形態が多く報告されている5）．教室ではか

つて二重三尖弁口を合併した三尖弁狭窄型のエプスタ

イン乳児例を経験したが外科治療に至らず死亡し，剖

検所見からも三尖弁の修復な不可能に思われた6）．乳

児型では一期的な心内修復が無理であることが多く，

その形態を正確に把握し合併する異常を考慮し，問題

点を順次解決していくべきである．今回の対象2症例

のうち1例は段階的手術が成功した．本症例ではTR

残存しながらも8歳まで生存し得たので弁置換へと

もっていくことができたが，弁変形が高度の症例2の

ような場合はTRのコントロールが困難で乳児期に

弁置換をせざるを得ず，結果的に生存が得られなかっ

た．新生児期・乳児期早期の三尖弁置換術は弁種の如

何を問わず手術成績は極めて不良であることが知られ

ている7）．今後は弁修復が極めて困難と予想される例

ではStarnesらが提唱するように三尖弁を閉鎖し将来

の右心バイパス手術に備える姑息手術の適応を考慮す

べきであろう8）．

　年長児型エプスタイン症例では近年諸施設で積極的

に弁形成術が行われるようになり，その成績も向上し

てきた9ト11）．最近の手術法としてはCarpentier術式の

評価が高いが12）’3），わわれおれは新しい三尖弁輪をリ

ングで固定するCarpentier原法は右室機能の上で不

利と考えている．すなわち右室の収縮様式を考慮した

場合，右室心筋は左室のように求心性の収縮と拡張を

くり返すわけではなく，右室腔をはさみ込むような右

室自由壁の中隔への接近が右右室拍出量に大きく関与

していることが知られている14）．よって教室では三尖

弁輪を固定せずに修復するQuaegebeur変法でCar・

pentier手術を行ったが15），術後経過は良好であった．

しかし図1に示したようにCarpentier変法，　Daniel・

son法いずれの術式を用いてもTRの消失を見るまで

には修復できず，術後遠隔の心エコー上2／4度の逆流は

遺残していた．これは心尖方向へと落み込み壁に癒着

（plaster）している中隔尖の部分では現在の形成術式

では完全に弁尖同士の接合を得ることが不可能である

ことに由来すると考えられ，諸家の報告でも術後1度

～ 3度の逆流の遺残が心エコー上認められてい
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る13）15）．これは弁形成術の限界ともいえるが，より逆流

の少ない修復が今後の課題である．

　弁置換がなされた8症例を振り返って弁形成術で修

復できなかった理由を調べると次のようであった．（1）

後尖・中隔尖が菲薄でplasteringが強く，弁機能の回

復が期待できない：6例．（2）三尖弁“狭窄”が主体

の病変で形成術では有効弁口面積が得られない：1

例．（3）前尖が小さく，現在の形成術式では他の2弁

尖を代償できない：1例，（2），（3）の形態では今後と

も弁置換を余儀なくされると考えられるが，（1）の理由

で弁置換した症例の内には現在であれば弁形成術可能

な症例が多く含まれていると思われる．これからは可

及的に弁形成術が試みられるべきであろう，

　代用弁置換がなされた8症例（9弁）の手術成績を

みると生体弁置換の成績が良好であった（表3）．これ

には時代の差異，使用弁の問題等もあり，弁種の優劣

をここで論じることはできないが，三尖弁位における

生体弁の臨床的安定性はこれまでも報告されてお

り16）一’19）．特にエプスタイン奇形のように上室性および

心室性不整脈をしばしぼ合併する疾患では血栓予防の

点からも生体弁使用が有利であると考えている2°）．

　手術適応に関しては前述のように，①心不全症状，

②チアノーゼ，③不整脈発作，の存在をもって適応と

してきたが，本症の手術成績が安定してきた現在，弁

形成術での修復をより確実なものとするためには適応

を拡大し，弁組織や心筋の変性が進行する以前の早期

手術が適切と考えている．具体的には，心胸郭比65％

以上の心拡大があり心エコー上3／4度以上のTRを認

めた場合は症状の進行を待つまでもなく手術に踏み

切ってよいと考える．

　　　　　　　　　　結　　語

　1．乳児型2例，年長児型11例のエプスタイン奇形の

外科治療を行い，手術死亡率は乳児型50％（1／2），年

長児型9．1％（1／11）であった．

　2．乳児型エプスタイソ奇形は形態が多彩で複雑で

あり，病態に応じた段階的外科治療方針が必要である．

　3．年長児型エプスタイン奇形では生体弁置換を選

択して以来成績が安定したが，最近では弁形成術が有

効であり，今後積極的に弁形成が試みられるべきであ

る．
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Surgical　Experience　of　Ebstein’s　Anomaly　of　the　Tricuspid　Valve

Haruo　Miyamura，　Shoji　Eguchi，　Hiroshi　Watanabe，Jun－ichi　Hayashi，　Masaaki　Sugawara，

　　　　　　　　　　　　　Yoshiki　Takahashi，　Mayumi　Shinonaga，　Shoh　Tatebe，

　　　　　　　　　　　　　　　　　Masashi　Takahashi　and　Masahide　Hiratsuka

　　　　　　　　　　Second　Department　of　Surgery，　Niigata　University　School　of　Medicine

　　　Between　1969　and　June，1993，13　cases　with　Ebstein’s　anomaly　underwent　surgery　at　our

institute．　Two　infant　cases，who　were　complicated　with　pulmonary　atresia　or　stenosis，　showed　severe

heart　failure　and　cyanosis　soon　after　the　birth，　and　mandated　surgery　during　early　infancy．　One　case

tolerated　the　3　consecutive　surgeries　well　and　survived，　but　another　case　succumbed　after　the　third

surgery，　the　tricuspid　valve　replacement．　For　eleven　patients　who　presented　symptoms　after　6　years　of

age，9valve　replacements　including　one　re－replacement　and　3　valvuloplastic　surgeries　were　performed

with　one　operative　death（operative　mortality　9．1％）．　The　longterm　follow－up　study　of　valve

replacement　cases　indicated　the　superiority　of　bioprosthetic　valves　to　mechanical　valves．　As

valvuloplastic　surgery，　Danielson’s　procedure（2）and　modified　Carpentier’s　procedure（1）were　done

with　satisfactory　results．　Considering　the　postoperative　hemodynamic　stability　and　the　technical

feasibility，　valvuloplastic　surgery　should　be　employed　as　much　as　possible．
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