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要 旨

仁三

　Fontan術後2年以上経過した18歳以上の症例よりその遠隔期の現状と問題点について検討した．対

象58例中56例はNYHA　I～II度と良好な活動能力を維持しており，28例は既に就職しフルタイムの仕事

をこなしていた．遠隔死は突然死の1例のみで，死亡率は1／464患者／年であった．術後の入院は19例，

延べ45回みられ，発作性心房粗細動の除細動目的の入院が最も多く，次いで喀血，心不全，血栓症がみ

られた．遠隔期の問題点として上室性の頻脈性不整脈は最も重要であり，術後10年以上経過している23

歳以上の症例で有意にその頻度は高くなった．遠隔期に新たにこのような不整脈が出現した場合には，

右房肺動脈吻合部の狭窄など心房負荷を増す要因がないかの検索を行うとともに，早期に洞調律に復帰

させ，心不全の悪化や血栓症の防止に努めることが必要である．

　三尖弁閉鎖症に対するFontan手術1）が機能的単心

室の各種心疾患にも応用され約20年が経過して，遠隔

期の報告が散見されるようになった2）3）．当院において

も成人期に達した症例が増加している．今回我々は

Fontan術後遠隔期の成人症例の現症を明らかにし，

その問題点とその解決策を探る目的で研究を行った．

　　　　　　　　　対象・方法

　当院においてFontan型手術を受け術後2年以上経

過し，1993年10月の時点で高等学校卒業年齢である18

歳以上に達している症例58例を対象とし，外来通院歴

及び12誘導心電図より現在の生活状況及び問題点を検

討した．不整脈については，心房粗動・心房細動・心

房粗細動の全てを心房粗細動と記載し，発作性上室性

頻拍とあわせて頻脈｜生不整脈とした．期外収縮につい

ては，通常の心電図検査で捕えられたものはある程度

の頻度で出現しているものとして全て含め，同様の理

由で心室性期外収縮はLown分類の1度から含めた．

また遠隔期における心不全については，低蛋白血症な
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しに浮腫や運動低下が出現し，利尿薬などによる投薬

治療が開始されたものを心不全ありと判定した．統計

値は最小値～最大値（中央値）で示し，平均値の差の

検定はStudentのunpaired　t一検定，2群間の比率の検

定はカイニ乗検定により行い，危険率5％以下を有意

差ありと判定した．

　　　　　　　　　　結　　果

　対象58例（男29例，女29例）の手術時年齢は5～32

歳（中央値16．0歳），現年齢18～35歳（中央値23．5歳）

で，術後経過年数は2～18年（中央値7．0年）である．

術式はFontan手術48例（うちperforated　Fontan　2

例，人工血管使用例なし），Bjork手術10例（うち人工

血管による右房右室結合3例）であった．原疾患，

Fontan手術前の諸条件，術後カテーテル検査結果を

表1に示した．Fontan前の姑息手術として，40例に短

絡手術が行われている．今回の対象中に肺動脈絞拒術

後の症例はなかった．

　1．現在の生活状況（表2）

　対象58例中56例（97％）は強度の運動を除き殆ど不

自由なく日常生活を営んでおり，NYHA　I～II度と良

好な生活活動能力を維持していた．38例（66％）は無
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表1　術前の諸条件と術後カテーテル検査

原疾患　　　　三尖弁閉鎖　　　　　　　　　　　　20例

単心室　　　　　　　　　　　　　　21例

二心室性の複雑心奇形　　　　　　　17例

術前の諸条件　PA　index＊　　　　　　　379±114mm2／m2

平均肺動脈圧　　　　　　　　］4±4mmHg

肺血管抵抗　　　　　　　　1．5±0．7u．m2

主心室の駆出率　　　　　　　　57±8％

姑息手術　体肺短絡術　　　　　　40例

肺動脈絞拒術　　　　　0例

房室弁逆流中等度以⊥　　　　　　5例

頻脈性不整脈あり　　　　　　　5例

術後カテーテル検査　心係数　2．6±0、7／／min／m2

駆出率　48±12％

＊PA　index：肺動脈断面積指数（Nakata”’1984）を使用

数値は平均±ISDで示す

表2　対象58例の現在

生活レベルNYHA

社会生活　　就職（フルタイム）　　　28例（48％）

　　　　　　就職（パートタイム）　　　　3例

　　　　　　学生　　　　　　　　　16例

　　　　　　家事程度　　　　　　　　2例

　　　　　　不明　　　　　　　　　　9例

　　　　　　結婚　3例（男2女］）　（妊娠出産0）

遠隔死　　　1例（職場にて突然死　23歳）

投薬で経過観察を受けているのみである．NYHA　II

度の13例には，心不全症例，低酸素血症の残存する症

例，起立性低血圧症状の強い症例などが含まれる．し

かし，投薬治療や，本人の生活活動能力に見合った職

業選択がなされているため，社会生活上大きな問題は

生じていない．NYHA　III度の2例は，高度の房室弁

逆流や多数の側副血行による心不全と，心房間右左短

絡による低酸素血症がその運動能力の低下の主な原因

であった．

　社会的には既に28例（48％）が就職しフルタイムの

仕事をこなしている．3例が結婚しているが，まだ妊

娠出産の経験はない．男性2例で2児を得たが，先天

性心疾患の再現はなかった．遠隔死は1例のみで，死

亡率は1／464患者／年である．この死亡した1例は，左

室性単心室で17歳でFontan手術を施行された症例で

ある．大動脈弁逆流の進行による心拡大に加え接合部

日小循誌　　11　（5），1995

調律，高血圧があり，投薬を受けながらもNYHA　II度

で地方公務員として就業していたが，術後6年職場に

て突然死した．不整脈死の可能性を否定できないが，

直接の死因は不明である．

　2．術後の入院からみた遠隔期の問題点

　Fontan術後の入院は19例，のべ45回（術後カテーテ

ル検査入院を除く）みられた．

　発作性の心房粗細動のため電気的除細動目的での入

院が6例ユ5回と最も多かった．繰り返している症例で

は，除細動を外来にて行い数時間洞調律を確認したう

えで入院はさせずに帰宅させる場合もあり，抗不整脈

剤によるコントロール不良例では頻拍発作の出現は社

会生活を大きく障害していた．

　次いで喀血が2例6回である．Fontan手術前既に

造影検査にて体肺側副血行の著明な発達を呈した症例

が3例あり，2例で術後に喀血症状がみられた（1例

は術前から）．このうち喀血の頻回な1例と，側副血行

による左右短絡が心不全の要因のひとつと考えられる

1例に対し，カテーテルによるコイル塞栓術を行って

いる．

　心不全による入院は1例であるが，外来にて利尿剤

または血管拡張剤の投与を行いながら経過観察中のも

のを含めると計8例に心不全がみられている．その原

因を表3に示す．房室弁逆流の進行による左心不全が

2例，人工血管を使ったBjbrk手術症例でのconduit

狭窄による右心不全が2例（この4例全例で心房粗細

動を発症）で，このうち前者の1例，後者2例に対し

再手術が施行された．その他の心不全症例は外来にて

投薬のうえ経過観察中である．なお，Bjork型手術10例

のうち，人工血管使用は3例（全て＃20Goretex　tube

を使用）で，conduit狭窄が2例に出現，術後14年およ

び17年で再手術となった．

　その他の入院理由としては，血栓症（一ド肢深部静脈

血栓症，脳梗塞各1例），原因不明の胸痛，痛風発作，

低酸素性腎機能障害，感染症合併などがみられた．感

染性心内膜炎の合併，蛋白漏出性腸症の出現は今回の

対象症例では認めなかった．

　3．遠隔期の不整脈について

　外来における12誘導心電図で確認された不整脈の種

類と頻度を表4に示す．総数は29例（50％）で外来に

おける調律異常の頻度は高く，その内容では上室性の

不整脈が48％と最も多かった．これらのFontan手術

時年齢，術後経過年数との関係をみると（図1），上室

性の頻脈性不整脈は術後年数の長い例で有意に多かっ
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図1　Fontan手術時年齢・術後年数と遠隔期不整脈の発症

表3　遠隔期の心不金の発症と再手術

心不全発症　　8例（14％）

　原因：房室弁逆流の進行　　　　　2例

　　　conduit狭窄（Bjdrk）　　2例

　　　心房粗細動　　　　　　　1例

　　　左室収縮機能低下　　　　1例

　　　大動脈弁逆流　　　　　　1例

　　　側副血行による左右短絡　1例

再手術　　　　3例（5％）

conduit狭窄に対して 2例
（術後14年・17年）

房室弁逆流に対して 1例

表4　遠隔期の不整脈とその頻度

上室性　　　　　　　　　　　　14例

心房粗細動　　　　　　　　　　　6

発作性上室性頻拍　　　　　　　　　2

上室性期外収縮　　　　　　　　　6

心室性　　　　　　　　　　　　8例

心室性期外収縮　　　　　　　　　8

徐脈性　　　　　　　　　　　7例

洞不全症候群　　　　　　　　　　3

接合部調律　　　　　　　　　　4

計　　　　　　　29例

た（表5で後述）．上室性及び心室性の期外収縮（その

6例でホルター心電図も参照）については一定の傾向

はなかった．術後の房室接合部調律は手術時年齢15歳

以上の症例のみ，洞性徐脈は術後10年以上の症例のみ

でみられ，後者においては術後9年以下の群と比して

頻脈性
不整脈

⊇

なし

例数（AFf／PSVT）

2（1／1）

6（5／1）

2（0／2）

1（1／0）

10（5／5）

　　　　　　術前　　　　　術直後　　　　　　遠隔期

図2　Fontan手術前後における頻脈性不整脈の経過

p＜0．01で有意に多かった．心房粗細動・発作性上室性

頻拍についてその術前からの経過をみると（図2），現

在頻拍発作が問題となっているものはその殆どが遠隔

期に新たに出現したものであった．術直後の頻拍発作

は手術時年齢が高い例で有意に高頻度（手術時年齢14

歳以下：8％，15歳以上：35％，p〈0．05）でみられた

が，経過と共に消失しており，遠隔期の不整脈との関

連はなかった．年齢と頻拍発作の関係をみると（図3），

手術時年齢に拘らず頻拍発作は20歳前後より発症して

いる．術後経過年数10年以上，現年齢23歳以上で頻拍

発作の頻度は有意に高かった（表5）．手術時年齢では

発生頻度に有意差はなかったが，手術時15歳以上の群

では術後頻拍出現までの期間が平均2．0年であるのに

対し，14歳以下での手術例では平均12．2年と，不整脈

のない期間が有意に長かった（p＜0．01）．
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Fontan手術時年齢と頻脈性不整脈の発症時期

表5　遠隔期の頻脈性不整脈の頻度と年齢・術後年数

頻脈性不整脈の
　症例数（％）

Fontan手術時年齢～14歳（n＝24）
　　　　　　　　　15歳～（n＝34）

5（21％）

3（9％） NS

術後経過年数　　　～9歳（n＝40）
　　　　　　　　　10歳～（n＝18）

2（5％）
6（33％） P＜0．Ol

現年齢　　　　　　～22歳（n二27）
　　　　　　　　　23歳～（n＝31）

1（4％）
7（23％） p＜0．05

　なお，頻拍発作をもつものの中に心房細動の慢性化

した症例が2例あった．第1例は三尖弁閉鎖症で，8

歳でBjork手術施行後／3年目より慢性心房細動とな

り，精査にてconduit狭窄が判明し再手術となった症

例である．第2例目は左室性単心室で17歳時Fontan

手術を施行された症例で，術後6年目に一度固定化し

かけた心房細動を直流除細動で洞調律に戻している．

その4年後（術後10年，年齢27歳）心房細動が再発し，

薬剤による除細動を試みるも不成功のため，再発後3

カ月で直流除細動目的で入院となった．しかし治療前

の経食道エコーで心房内血栓が判明，直流除細動によ

る塞栓症の危険が高いと判断され，ワーファリンによ

日本小児循環器学会雑誌　第11巻　第5号

る抗凝固療法を併用して薬剤治療との方針となってい

る．

　4．治療について

　投薬治療を続けているものは20例（34％）である．

その内訳としては，利尿剤10例，ジギタリス製剤11例，

ジギタリス以外の抗不整脈剤5例，また大動脈弁閉鎖

不全を伴う2例に血管拡張剤が投与されている．心房

粗細動の症例及び血栓症の既往のあるもの計5例にア

スピリンやワーファリンによる抗凝固療法がなされて

いる．その他，高度の喀血を来たす1症例に止血剤の

投与，高尿酸血症を合併している4例にアロプリノー

ルの投与がなされている．

　　　　　　　　　　考　　案

　1971年にFontan手術1）が発表されてから20年以上

が経過し，諸施設による遠隔成績の報告が散見される

ようになっている2）3）5）6）．本研究ではFontan術後の18

歳以上の症例についての遠隔期の評価を行った．なお

術後2年未満では，OD様症状のためにQOLを正確に

判断できないケースが少なくない鵬め，術後2年以

上経過している例に対象を限定した．我々の成績も，

Fontan（1990）2），　Driscoll（1992）3）らの報告と同様，

その多くがNYHA　I～II度に分類される良好な生活

活動能力を維持していた．また，今回の対象症例では

遠隔死亡も1例のみであった．当院における1974～90

年のFontan手術全例（n－155）を対象とした調査（朴

19949））では，手術生存例139例中遠隔死亡は4例であ

る．その術後死亡までの期間は7～48カ月であるが，

心不全死の3例は術後13カ月までに死亡している．48

カ月後の死亡例は突然死だが，術前から低血圧を伴っ

た発作性上室性頻拍があり不整脈死の可能性が高いと

されている．我々のシリーズでは，術後2年以上を経

過した例では，不整脈による突然死を除くとその後の

遠隔死亡のリスクは低くなる．この点はFontanら，

Driscollらの成績と異なっている．その理由としては，

我々の施設ではconduitを使用せず主に右心耳を使っ

て十分な吻合口が得られるような手術法をとっている

こと，術後のQOLも考慮の上でFontan手術適応の有

無を決定していることが考えられた．

　遠隔期において最も問題となったのは他の諸施設の

報告2）3）5）6）1°）13）14）と同様，不整脈であった．Fontan術後

の調律異常は外来における12誘導心電図だけでみても

50％と高い頻度で見られた．接合部調律，洞不全症候

群など洞調律の異常による徐脈性不整脈や，心室性期

外収縮もみられたが，他の報告と同様，心房負荷に伴

Presented by Medical*Online



平成7年10月1日

う上室性の頻脈性不整脈が多数を占めた．慢性心房細

動は心不全の一要因となってNYHAレベルの低下を

来たし得るし，また心房粗細動・発作性上室性頻拍な

どの頻拍発作は急性の循環不全を来たし早期治療が必

須となるため，社会生活の上で大きな障害となる．こ

れらはその殆どが遠隔期に新たに出現したものであっ

た．術直後のFontan循環への適応時期にも頻拍発作

は高頻度にみられ，この場合には早期死亡にもつなが

る重篤な合併症となる1°）ll）．　Kurerら12）の報告でも，術

後1日の時点で接合部頻脈のみられた3例は全て死の

転帰をとっている．この報告では術直後の心房粗細動

や発作性上室性頻拍は，投薬又は直流除細動による治

療によく反応し，術後1週間以内に消失したとしてい

る．我々のシリーズでは，接合部性の頻脈性不整脈は

つかまらなかったが，その他の頻拍発作に関してはこ

の時期を乗り越えたものの多くがその消失を得てお

り，Peters’3）の報告と同様遠隔期の不整脈の予知には

ならなかった．一方遠隔期の頻拍発作は，術前の諸条

件，原疾患，手術時年齢による発症頻度の有意差はな

かったが，右房一肺動脈路の狭窄，房室弁逆流の進行

など心房負荷を増す病態の出現でその頻度は明らかに

増加している．このほかにも肺血管閉塞病変の進行，

主心室の機能低下，大動脈への流出路の狭窄等が出現

すれば，同様に心房負荷を増大させる可能性がある13）．

従って，遠隔期にこのような不整脈を見た場合には心

房負荷を増す外科的な要因がないかの検索が必要であ

る．

　また，術後年数の長いもので頻拍発作の出現率は高

かったが，その発症年齢は手術時年齢に拘らず20歳前

後であり，手術時年齢が高いほど正常洞調律を維持し

ている期間が短かった．今回の対象症例では低年齢で

の手術例が少なく統計学的検討が十分できないが，最

近の幼児期手術症例では術後経過観察中の頻拍発作は

今のところ皆無であり，低年齢でのFontan手術で遠

隔期不整脈の少ない可能性は考えられる．Fontan手

術の複雑心奇形への適応拡大，低年齢化により，遠隔

期の不整脈の発生頻度はまた違ってくると思われる．

これらの症例が遠隔期に達するのを待って，改めて遠

隔期のQOLを考慮した手術時期の再検討を行いた
い．

　その他の問題点としては，喀血，心不全，血栓症等

が認められた．喀血はFontan手術前からの肺内の側

副血行路の発達が原因である．その左右短絡が

Fontan手術後の血行動態に影響すると考えられる症
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例では，術前にカテーテルによるコイル塞栓術を行っ

ているが，全てを塞栓できるわけではなく，術後の喀

血や心不全の原因となる．肺血流減少性の先天性心疾

患では，Fontan適応症例に限らず，適切な時期に良好

な体肺短絡術を置いて側副血行の発達を抑えること

が，遠隔期のQOLのためにも重要と考えられた．

　Fontan術後の心不全は遠隔期のNYHAレベルを

低下させる大きな要因のひとつである．その原因とし

ては，房室弁逆流の進行，右房一肺動脈路の狭窄といっ

た外科的治療の可能性のあるものと，心房粗細動，心

室機能低下など内科的治療以外に方法のないものとに

分けられた．Fontan術後は術後カテーテル検査結果

からもわかるように平均心係数2．61／min／m2と慢1生的

な低心拍出状態であり，これに何らかの要因が加わる

と容易に利尿剤などによる心不全治療が必要な状態に

陥る．今回の症例では外科的要因が半数を占めており，

再手術の適応とされ，再手術による死亡例はなかった．

Fontan術後の再手術は遠隔死の原因の一つとして挙

げられている3）14）．できるだけ人工物を使わない右房

一肺動脈路の確立が，将来の再手術の可能性を低くす

ると考えられる．なおFontan後長期遠隔期の心機能

と心不全の発症については，原疾患との関連（特に主

心室が右室性か左室性か，または二心室性かによる違

い）も問題になるところであるが，今回の症例では心

不全症例が少なく検討できなかった．

　その他，Fontan後では血栓症も遠隔期の問題とし

て報告されている5）．今回経験した2例は脳梗塞と深

部静脈血栓症で，いずれも抗凝固療法は行われていな

かった．今回の対象症例では，慢性心房細動となり血

栓症のリスクが高いと考えられたもの以外は積極的な

抗凝固療法を行ってこなかったが，最近では特に心房

内分離に人工のパッチを用いた症例では術後よりアス

ピリンによる抗凝固療法を行い血栓症の防止に努めて

いる．なおFontan術後の合併症として重視されてい

る蛋白漏出性腸症3）は，今回の対象例中にはみられな

かった．本症を来した場合その後の5年生存率は50％

という報告15）もあり，術前の肺血管抵抗，左室拡張末期

圧，心室形態等の術前条件もその危険因子として挙げ

られている．今後は遠隔期のQOLも考慮したFontan

適応決定が重要と考えられた．

　　　　　　　　　　結　　語

　1．Fontan術後遠隔期の成人症例では，97％が

NYHA　I～II度と良好な生活活動能力を維持してい
た．
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　2．遠隔期では上室性の頻脈性不整脈が臨床上最も

問題となった．特に心房粗細動が新たに出現した場合

は，心房負荷を増大させる要因がないか検索を行う一

方で，早期に洞調律に復帰させ心不全の悪化や血栓症

の防止に努めることがQOLの維持に重要である．

　3．遠隔死亡，再手術，蛋白漏出性腸症に関する諸家

の報告も考え合わせ，今後は遠隔期のQOLをも考慮

したFontan手術適応の決定が望まれる．

　本論文の要旨は第58回日本循環器学会で報告した．
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Long－term　Follow・up　Study　after　the　Fontan　Operation　in　Adults

Miho　Yamada，　Makoto　Nakazawa，　Insam　Park，　Kazuo　Momma　and　Yasuharu　Imai＊

Department　of　Pediatric　Cardiology　and　Cardiovascular　Surgery＊，　The　Heart　Institute　of　Japan，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tokyo　Women’s　Medical　College，　Tokyo，　Japan

　　　We　tried　to　clarify　the　postoperative　status　and　problems　at　long－term　follow－up　after　the

Fontan　operation．　Among　58　postoperative　patients　who　were　above　eighteen　years　old　and　more

than　2　years　after　Fontan　operation，56　patients（97％）could　participate　in　social　life　without

difficulty，43　patients（74％）had　almost　normal　physical　and　daily　activity（NYHAI），　and　28

patients（48％）were　full－time　workers．　The　problems　which　disturbed　their　social　life　were

arrhythmia，　hematemesis，　and　chronic　heart　failure．　Especially　supraventricular　tachyarrhyth－

mia，　which　includes　paroxismal　supraventricular　tachycardia，　atrial　flutter，　and　atrial　fibrilla－

tion，　became　frequent　10　years　or　more　after　operation，　and　was　induced　probably　by　increased

atrial　overload．　Stenosis　between　the　systemic　vein　and　pulmonary　circulation，　atrioventricular

valve　regurgitation，　ventricular　dysfunction，　or　some　other　reasons　could　increase　atrial　over－

load．　After　the　Fontan　operation，　prolonged　tachyarrhythlnia　easily　worsens　congestive　heart

failure，　and　it　sometimes　makes　thrornbus　in　atrium，　which　induces　systemic　thrornboembolism．

Therefore，　rapid　conversion　to　sinus　rhythm　is　important，　and　at　the　same　time　we　must　evaluate

the　reasons　which　increase　atrial　overload．
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