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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　Rastelli型手術後2年以上経過した18歳以上の50症例を対象にそのquality　of　lifeを検討した．日常

生活における心機能はNYHA　I度が43例，　II度が7例で，就学就職状況に関しても良好であった．　Ras－

telli型手術後の当科入院回数は30例延べ92回であった．入院理由の主なものは導管交換およびその精査

目的が59回（64％）と高頻度であった．不整脈は14例で認められ，うち3例で10回の入院が必要であっ

た．不整脈の出現と導管狭窄との関連が認められた．感染性心内膜炎は5症例延べ6回の入院が記録さ

れ，94患者・年に1回に相当した．Rastelli型術後遠隔期成人例において循環機能および就学就職状況に

関しては比較的良好な状態であったが，この状態を維持するために密接なfollow　upおよび合併症に対

する早期の適切な処置が必要であった．

　　　　　　　　　　緒　　言

　Rastelliら1）により始められた心外導管修復術，いわ

ゆるRastelli型手術は肺循環心室と肺動脈の間に不

連続性を有する，あるいは解剖学的に狭窄解除不能な

肺動脈狭窄をもつ疾患において肺循環心室一肺動脈間

を導管を用いて再建する術式である．この手術は，治

療の困難であったこの種の疾患群の運動能，生命予後

を飛躍的に改善させた．しかしながら，術後長期の問

題点やquality　of　lifeについては十分に知られていな

い．われわれは今回この術式を用いた症例の遠隔期の

成人例についてquality　of　lifeを中心として検討した

ので報告する．

　　　　　　　　　対象と方法

　対象は，当科にて経過観察中のRastelli型手術後2

年以上経過し，年齢が1994年3月に18歳を越えている

50例である．これらの症例に関して診療記録，心臓カ

テーテル検査，超音波検査，12誘導・Holter心電図検

査記録などより後方視的（retrospective）にquality　of
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lifeについて評価した．

　　　　　　　　　　結　　果

　対象となった50例の内訳は男性29例，女性21例．基

礎心疾患はファロー四徴症21例，（うち主要体肺側副血

行路を伴うもの4例），両大血管右室起始13例，修正大

血管転換7例，完全大血管転換5例，総動脈幹症2例，

両大血管左室起始1例，純型肺動脈閉鎖1例であった．

　調査時年齢は24．2±4．5（平均±標準偏差，以下同）

歳，手術時年齢は132＋5．8歳，Rastelli型手術後

11．0±5．3年経過していた．調査時の心機能はNYHA

の心機能分類で1度が43例，II度が7例であった．7

例のNYHA　II度症例の要因は導管狭窄4例，不整脈

2例，導管交換手術後の回復期1例であった．結婚し

ている症例は5例（男性1例，女性4例）であり，う

ち女性の1例では出産を経験していた．

　就業就学状況に関しては就職している症例が28例

で，そのうち25例はfull　time，3例はpart　timeまた

は家業の手伝いであった．主婦および家事手伝いが4

例，学生が13例，自宅静養中1例，不明4例であった．

NYHA　II度の7症例に関しては5例においてfull

timeで就職または修学していた．
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　Rastelli型手術後の当科への入院状況は30例がのべ

92回の入院を経験していた．入院の理由は，心臓カテー

テル検査が41回（45％），導管交換が18回（20％），不

整脈が10回（11％），感染性心内膜炎が6回（7％），

発熱が4回（4％），その他の理由が13回（14％）であっ

た．

　次に各入院理由についてみていくと，導管交換に関

しては右室流出路収縮期圧較差50mmHg以上，または

右室圧が左室圧と等圧あるいはそれ以上の症例に対し

て施行されているが2），18症例（36％）が経験しており，

その時期はRastelli型手術後12．0±4．1年であった．

図1は対象症例の手術時年齢および術後経過観察期間

と導管交換との関係である．図2はこれを経年的にみ
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図2　Rastelli型手術後経過年数毎の症例数と導管交

　換症例の推移．Rastelli術後10年以上経過症例28例

　中10年経過するまでに導管交換を必要とした症例は

　4例であった．術後14年経過時点で半数以上（17例

　中10例）が，そして術後18年の時点で全例（3例）
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たものである．導管交換を必要とする症例はRastelli

型手術後10年をこえたころから増加しはじめ，18年を

すぎた症例では全例で導管交換がなされていた．

　遠隔期の不整脈は14症例（28％）に認められており，

うち入院を要した症例は3症例のべ10回の入院であっ

た．内訳は心室性の不整脈が9例，上室性及び心室性

の不整脈5例であった．心室性不整脈はほとんどが期

外収縮で心室頻拍をきたした症例は1例であった．調

査の時点で不整脈に対して服薬している症例は2例で

あった．図3はRastelli型手術後の経過年数と不整脈

の関係である．13～14年を過ぎた頃より著しい増加が

認められている．これらRastelli型手術後に不整脈の

認められた14例中11例では導管交換が施行されている

が全例で導管交換前より不整脈が認められ，うち4例

では導管交換後不整脈が消失している．導管交換に伴

い不整脈が増悪した症例は認められなかった．図4は

術後遠隔期の不整脈と導管交換施行との関係を示した

ものであるが両者の間には強い相関が認められた．

　感染性心内膜炎に関しては5症例延べ6回の入院が

記録されており，これは94患者・年に1回に相当した．

平均入院期間は107日であった．Rastelli型手術から発

症までの期間は8．2±6．0年．起因菌はStaphylococcus
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図3　Rastelli型手術後経過年数毎の症例数と術後遠

　隔期不整脈発症症例数，およびそれに導管交換症例

　数のしめる比率の推移．術後10年の時点で6例に心

　室性の不整脈が認められており，うち3例はこの時

　点で導管交換を施行されていた．

不蜘■二ニコ．．36
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図4　Rastelli型手術後不整脈発症症例と導管交換と

　の関係
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aureus　3イ列，　Streptococcus　viridans　1　｛列，　Sta－

phylococcus　epidermidis　1例，　non　enterococcus　l

例であった．誘因がはっきりしていた感染は1回のみ

で他は誘因不明であった．治療として導管交換を必要

としたのは1例であった．

　最後に術式とは無関係であるが，術前の右左短絡に

起因する脳梗塞の後遺症としてRastelli型手術後も

痙攣の認められている症例が4例，うち痙攣で入院を

必要とした症例が2例，また現在も抗痙攣剤を投薬さ

れている症例が5例認められた．

　　　　　　　　　　考　　案

　調査時のNYHA機能分類でみる限りRastelli型手

術後遠隔期において90％近くの患者が身体活動に制限

を感じておらず，就業就学状況も良好であった．妊娠

出産に関しては今回の対象症例においては1例のみ，

Rastelli術後8年目で導管狭窄，不整脈といった術後

合併症を認めていない症例で特に問題なく経過してい

た．今後このような症例の増加に伴って大きな問題と

なってくると思われる3）．こういった比較的良好な状

態は30例92回の入院回数が示しているように密接な

follow　upおよび合併症に対する処置によって保たれ

ていると言える．

　まず導管狭窄であるが，導管交換を施行されている

18症例（36％）中17例ではその交換理由は導管狭窄で

あった（残りの1例の交換理由は感染性心内膜炎で

あったが高度の導管狭窄の状態でもあった）．心臓カ

テーテル検査入院のほとんどもこの導管狭窄の精査の

ためであり，これも含めれば59回の入院（64％）が導

管狭窄による入院ということになる．Rastelli型手術

後の導管狭窄に関してはいくつかの報告があり，観察

期間，導管の種類および再手術の適応基準などの相違

からその程度，頻度を単純に検討することはできない

が，長期の観察例においてはどの施設においても問題

となっている4）～9）．当施設では2）初回手術時に使用する

導管をなるべく大口径としているため，他施設に比較

して再置換までの期間が平均11年と長くなっている

が，今回の検討のように未だ満足できるものではない．

この導管狭窄に伴う問題を避けるため導管を使用しな

い術式の報告があり1°）当施設でも近年，できうる限り

この術式を採用している．また導管交換の際にも導管

周囲の外皮膜を用いた再建術11）～13）の報告もあるが，当

科では肺動脈末梢部を剥離して右室切開口に直接吻合

し，自己心膜の一弁付きパッチで再建する方式を再手

術時の第一選択として実施している．

日本小児循環器学会雑誌　第11巻　第2号

　Rastelli型手術後遠隔期の不整脈は14症例（28％）で

認められた．Moodieらは15症例のRastelli型手術後

導管交換施行例（いずれも右室圧が左室圧より大）中

7例において抗不整脈薬の投与を必要としたと述べて

いる14）．Rastelli型手術後不整脈の発生は導管交換と

強い相関が認められ，導管交換後不整脈が消失した症

例の存在もそれを示唆している．以上よりRastelli型

手術後遠隔期における不整脈の発生は導管狭窄に基づ

く右室圧の上昇と強い関連があり，外来follow　upに

おいて留意すべき点の一つであると考えられた．今後，

先に述べたような術式の変更に伴い不整脈に関しても

比較検討が必要である．

　感染性心内膜炎は肺循環系に導管が入るため罹患率

が高いと言われている15）．今回の検討でも94患者・年に

1回と高頻度に認められた．治療として導管交換を必

要とした症例は1例だけであったが，平均入院期間が

長く，quality　of　lifeに与える影響は大きい．このよう

に感染性心内膜炎の頻度が高いため当科では歯科治療

等high　riskと考えられる場合は1日入院し，その前

後でampicillin＋gentamicinを静注し予防に努めて

いる．この予防法を施行した症例では感染性心内膜炎

の発症を経験していない．また発熱を主訴に4回の入

院が記録されている．これらの診断は最終的には尿路

感染症，咽頭炎といった心臓以外の臓器の感染症で

あったが，当科に入院となった理由は感染性心内膜炎

の疑い，あるいはその除外診断のためであった．これ

らの入院もRastel］i型手術後の感染性心内膜炎の発

症が高頻度かつ難治性であるためでありやむを得ない

と考えられる．そして6回の感染性心内膜炎のうち導

管交換を要した例が1例だけというのはこの早期診断

早期治療の方針の結果であろう．

　　　　　　　　　　結　　語

　Rastelli型手術後の成人例のquality　of　lifeについ

て検討した．心機能，就業就学状況に関しては比較的

良好であった．しかしながらこの状態は徐々に進行す

る導管狭窄による肺循環心室圧の上昇，それに起因す

る不整脈，そして肺循環系に導管が存在することによ

る高頻度の感染性心内膜炎といった合併症に対しての

密接な経過観察および治療により成り立っている．今

後導管を使用しない術式の検討およびより
biocompatibleな導管の開発がRastelli型手術後遠隔

期のquality　of　lifeの向上に必要であると考えられ

た．
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Late　Results　after　Rastelli　Operation－Evaluation　of　Adult　Cases一

Tomoaki　Murakami，　Makoto　Nakazawa，　Hidetaka　Teshima，　Miho　Yamada，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kazuo　Momma　and　Yasuharu　Imai

Department　of　Pediatric　Cardiology　and　Pediatric　Cardiovascular　Surgery，　The　Heart

　　　　　　　　　　　　　Institute　of　Japan，　Tokyo　Women’s　Medical　College

　　　We　evaluated　the　quality　of　life　in　50　adult　cases　more　than　2　years　after　Rastelli　operation

for　complex　congenital　heart　disease．　Forty－three　patients　were　in　New　York　Heart　Association

Functional　Classificatiorl　class！and　7　patients　were　in　class　2．　Five　patients　were　married，　and

one　woman　experienced　delivery．　Forty－five　patients　were　employees，　students　or　housewives

without　significant　physical　limitation．　Ninety－two　admissions　to　our　hospital　were　recorded．　The

reasons　for　admission　were　evaluation　and／or　repair　of　conduit　stenosis（64％），　arrhythmia（11％），

（definite　and　suspected）bacterial　endocarditis（11％），　and　others．　Eighteen　patients　had　required

conduits　replacement　because　conduit　stenosis　or　infection．　The　arrhythmias　after　Rastelli

operation　seemed　to　be　related　to　conduit　stenosis．　The　definite　bacterial　endocarditis　were　seen

in　6　episodes（1／94　patient・year）and　one　case　underwent　conduit　replacement．　Our　experience

with　late　follow・up　after　Rastelli　operation　in　the　adult　suggests　that　physical　capacity　is　good，

but　this　condition　is　mainteined　by　close　follow－up　and　adequate　therapy　for　the　complications．
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