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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　Foritan手術後4年以上を経過した20例について，術後の主要臓器（心，肺，肝）の機能を核医学的見

地（RI）から検討した．遠隔期における不整脈およびQuality　of　Life（QOL）についても検討した．　RI

検査では，肺外radioactivityはなく，左右肺血流は良好に分布され，肺動静痩の存在はなかった．心筋

収縮機能は正常人に比較し有意に低下しているが，心筋拡張機能は正常人と同等に保持された．肝胆系

の検査では，肝排泄機能は有意に低下しているが，臨床上血液生化学所見では肝機能および腎機能障害

は術後遠隔期には認めていない．

　不整脈の合併は，外来でのECGで20例中9例（45％），　Holter　ECGでは17例中11例（64％）に認め

られ，心房細動，上室性頻拍など上室性不整脈が主であった．

　遠隔期無投薬の生活者は11例（55％），服薬中9例（45％）である．NYHA機能分類では1度12例

（60％），II度6例（30％），　III度2例（10％）である．現在Fontan手術後49～158カ月（平均91カ月）を

経過し，生存例の年齢は9～53歳（平均21歳）であり，事務系勤務7名，学生6名，軽作業労働従事3

名，主婦2名，家事手伝い2名である．Fontan手術後の遠隔期のQOLは90％は良好であるが，不整脈

の合併を含め注意深い観察を必要とする．

　　　　　　　　　はじめに

　1971年，Fontan，　Baudet’）により考案，発表された

Fontan手術は，複雑心奇形に対する心内修復術とし

て応用され，手術適応2）3），術式の改良4）5），遠隔期にお

ける問題点についての検討が行われている6）－F8）．しか

し，本術式後の長期遠隔期における主要臓器の機能に

ついての検索は少ない9ト12）．

　今回，著者らはFontan手術後4年以上を経過した

20例について，心，肺，肝機能については核医学面か

ら，術後の不整脈の合併を心電図とHolter心電図か

ら，生存例の生活状況から，Fontan手術後遠隔期にお
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けるQuality　of　Life（QOL）について追跡調査を施行

したので報告する．

　　　　　　　　　対象と方法

　対象症例はFontan手術後4年以上を経過した生存

者20例である（表1）．術後経過観察期間は49～158カ

月（平均91±23カ月），術後10年以上を経過した症例は

10例（50％）である．Fontan手術時の年齢は4～42歳

（平均13±7歳）であり，15歳以下10例，16歳以上10例

である．疾患別では単心室（SV）7例（右室型3例，

左室型3例，両心室型1例），両大血管右室起始症

（DORV）8例（SLL　4例，　SDL　4例），三尖弁閉鎖症

（TA）5例である．手術術式は右房（RA）一主肺動脈

（PA）直接吻合18例，右房一右室吻合術2例であ

る’3）”15｝．核医学検索では本術式後51～109カ月（平均
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表l　Fontan手術後生存した20例の手術時年齢，経過

　観察期間，疾患名，手術々式を示す．

表2　Fontan手術後の主要臓器（肺・心・肝⇒董）の機

　能と不整脈の検査方法と評価法を示す．

・ No．　of　patiellt　　　　　　　：20　cases

・Age　at　operation　　　　：4～42（13±7）years　old

・ Follow・up　period　　　　：49～158（91±23）months

・Types　of　disease

　　　　　・Single　ventricle（SV）　　　　　　　　　：　7

　　　　　・Double　outlet

　　　　　　right　ventricle（DORV）　　　　　：　8

　　　　　・Tricuspid　atresia（TA）　　　　　　：5

・ Surgical　procedures　　　：

　　　　　・Right　atrium（RA）・Pulmonary

　　　　　　artery　anastomosis　　　　：18

　　　　　・RA・RV　anastomosis　　　　　　：2

84±27カ月）を経過したSV　5例，　DORV　6例を対象

とした．全例RA－PA吻合術症例であり，肺血流シンチ

グラフィはTcMAAを用いて，左右どちらかの上肢静

脈内に注入し，仰臥位で左右肺血流比および肺血管床

を介しての右一左sh皿tの有無の検索を施行した（表

2）．心機能の検索は心poolシンチグラフィを用いて，

心筋収縮能の検索として心駆出率（ejection　frac－

tion＝EF），早期駆出率（early　EF＝1／3EF），最大駆

出速度（peak　ejection　rate＝PER），および最大駆出

時間（time　to　peak　ejection　rate＝TPE），また，心

筋拡張能の検索として早期心室充満率（early　filling

fraction＝1／3FF），最大充満速度（peak　filling　rate＝

PFR），最大充満時間（time　to　peak　filling　rate＝

・ Lung　　　　：Tc－MAA　Lung　perfusion　scalmil｜gs：

　　　　　　　　1）　Right　to　left　shunt

　　　　　　　　2）　A・、▼　fistula

・ Heart　　　　：Tc・PYP　Cardiac・pool　scintigraphy：

　　　　　　　　1）　svstolic　fUllcti〔）n

　　　　　　　　2）　diastolic　functi（）1）

・ Liver　　　　：Tc－PMT　hepatobilliary　scintigraphy：

　　　　　　　　1）liver　exCreting　fUnction

・ Kidney　　　：BUN≧30mg／dLS－Cr＞2．Omg／dl

　　　　　　　　Cr．・clearance〈30ml／Mill
・ Arrhythmias：　Lowl11｜grade＞3｛1／hours　or　100，／day

　　　　　　　　VT．　PSVT．（Holter　ECG）

Abbreviation：A・V＝arterio．venous，　S．Cr＝serunl

　creatine，　VT＝ventrlcu］ar　tachycardia，PSVT＝par（）x’

　〉・smal　supra　ventricular　tachy　cardia

TPF）を用いて検討した．肝機能については，　TcPMT

を用いて肝胆シンチグラフィから肝排泄能（liver　ex－

creting　function＝LEF）を平均通過時間について検討

した．対象として正常人8例を各臓器別に比較検討し

た．腎不全の診断は，BUN　30mg／d1以上，血清クレ

アチニン値（S・Cr）2．Omg／dl以ヒ，クレアチニン・ク

レアランス（Cr．　clearance）30ml／分以下とした．

　遠隔期の不整脈の検出は，12誘導心電図とHoIter

心電図を用いてLown分類II度以上の期外収縮の出

現（30個以上／時間，100個以上／日），ヒ室性および心

・〇四7

R

51．6％

ANT

L

48．4％
L

54．8％

R

45．2％

　4
E　o　2E

POsT

G　c
SC”・”：〕PRI

　　　　　　　　　図1　FOntan手術後10年の肺血流シンチグラムを示す．

前方：右肺＝51。6％，左肺48．4％，後方：右肺＝45．2％，左肺54．8％，合計：右肺＝96．8％，左肺

103．2％
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室性頻拍の合併の有無を検索した．

　遠隔期でのQOLの判定は，動脈血酸素飽和度

（SaO，）90％以上を良好，心胸郭比（CTR）55％以下

を良好，NYHA機能分類1度以下，薬剤（利尿剤，ジ

ギタリス，抗不整脈剤）使用の有無，生活状況などに

ついて検討した．

　統計処理：得られた測定値は平均±標準偏差

（mean±SD）で表し，有意差の検定にはWilcoxon’s

testを用いて危険率5％以下を有意差ありと判定し

た．

　　　　　　　　　　結　　果

　1．核医学検査所見

　1）肺血流スキャンの評価

　左右肺野での比較でも，肺外radioactivityの上昇を

認めず，明瞭な右　左シャントを示唆する所見および

肺動脈痩の存在は認められなかった（図1）．また，左

右肺血流量の平均値は左肺50．3±8．4％，右肺49．7±

％
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図2a　心筋収縮機能を示す．　Fontan手術後（11例）と

　’tE常人8例について，収縮機能（EF，1／3EF，　PER

　およびTPE）はFontan手術後，正常人に比較し低

　下を示した．

9．7％で左右差は認めなかった．

　2）心機能の評価

　a）心筋収縮機能の評価（図2a，　b）

　心筋poolスキャンによる検索で，　FOntan手術（F

群）11例と正常成人（N群）8例との比較を図2aに示

す．EFはN群54．7±4．7％に比し，F群は46．4±7．8％

と有意に低値を示した（p〈0．01）．また，早期EFもN

群21．7±2．1％に比しF群11．2±4．4％と有意に低値

を示した（p＜0．05）．PERも，　N群2．91±0．41／secに

比し，F群1．93±0．54／secと有意に低値を示した（p〈

0．005）．また，TPEはN群127．4±21．4msecに比し，

F群187．8±24．7msecと有意に遅延した（p〈0．005）．

　b）心筋拡張機能の評価（図2b）

　同様に心筋poolスキャンによる検索で，1／3FFは

N群48．9±9．4％，F群51．8±8．9％，　PFRもN群で

2．21±0．74／sec，　F群1．79±O．44／secと両群間に有意

差を認めなかった．TPFはF群118．9±21．4msecと

N群157．8±34．4msecに比し有意に早かった（p〈
0．05）．

　以上核医学的検査では，FOntan手術後遠隔期での

心筋収縮能は正常人のそれに比し有意に低下している

が，拡張機能は正常人に比し同等の機能を有した．

　3）肝排泄機能の評価（図3）

　TcPMTによる肝胆系のシンチグラフィで，肝排泄

機能を示す肝静脈の血流平均通過時間はN群では

6．1±1．4分に比し，F群では9．4±2．7分と有意に遅延

を示した（p〈0．Ol）．

　2．腎機能の評価

　Fontan手術後17例（遠隔期平均91±23カ月）に施行

した検査所見では，BUNは12．7±47mg／dl，　S－Crは

1．17±0．11mg／dl，　Cr．　Clearanceは64．4±11．7ml／

％
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図2b　心筋拡張機能を示す．心筋拡張機能（1／3EF，

　PERおよびTPF）はFontan手術後は正常人に比
　較し，同等ないし有意に良好に保持された．
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　　　　　Mean　transit　time（MTT）
Fontan　group　had　detoriorated　liver　excreting　tunction・

図3　肝排泄機能では，肝静脈の血流平均通過時間は，

　正常人に比較してFontan手術後は有意に遅延を示

　した．
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minと全例正常範囲内であった．

　3．術後不整脈の検討

　1）術前後の心電図所見（表3）

　術前のECGでは，全例基本調律は洞調律であり，不

整脈を2例（10％）に認めた．1例はDORVに発作性

心房細動（PAF）を，他はTAの1例で発作性上室性

頻拍（psVT）であった．術後49～156カ月（平均91カ

月）の期間で，経過観察中に発見できた不整脈の合併

日本小児循環器学会雑誌　第12巻　第3号

は9例（45％）であった．このうち，ヒ室性6例（心

房細動：af　2例L術後49，139カ月］，心房性期外収縮：

PAC　3｛列［術後49，64，117カ月］，　PSVT　lf列［術後

96カ月］（30％）であった．心室性不整脈は2例（10％）

［術後57，156カ月］に心室性期外収縮（pVc）を認め

た．また，1例で心室性頻拍（VT）を認めた．疾患別

手術年齢，手術術式，および術前平均肺動脈圧別の術

後不整脈の出現をみると（表3），上室性不整脈の合併

表3　Fontan手術後49～156カ月（平均91カ月）における，疾患別，手術年齢，手術々式および

　平均肺動脈圧別の不整脈の出現状況を示す．

Arrhythmias（Lown≧II）

Characteristics Supraventricular Ventricular Total（％） Pvalue

af PSVT PAC VT PVC

　　　　　　　SV　　　（n・7）
Anatomv　　DORV　　（1仁8）　　　　’

　　　　　　　TA　　　（n－5）
1
1
0

0
0
1

2
1
0

0
1
0

1
1

4（57％）

3（38％）

2（40％）

NS

A・・（Yrs）謬　巴1｝ll
0
2

o
l

1
2

O
l

l
l

2（20％）

7（70％）
＊P＜0．05

・urg・・y‖2：欝1：1；1）
2
0

1
0

3
0

1
0

2
0

9（50％）

o（o％） NS

Mean　PA　　≦15mlnHg（11－12）Pressure　　＞16mmHg　（n二8）

l
l

1
0

3
0

O
l

1
1

6（50％）

3（38％） NS

Total 2 1 3 1 2 9（45％）

Abbreviation：SV－sin91e　velltricle，　DORV＝double　outlet　right　velltricle，　TA＝tricus　pid　atresia，

　RA＝　right　atrhlm，　PA＝　ptihmonar｝T　arter｝・，　RV＝　right　ventricle，　af二　atrial　fibrillation、

　PSVT二　paroxysmal　supra　ventricular　tachycardia，　PAC＝　paroxysmal　atrial　c（mtraction，

　VT－　ventricular　tachycardia，　PVC＝　parixyslllal　velltricular　c《）11tractioll

表4　1101ter心電図所見を示す．ヒ室性不整脈の合併を17例中10例（59％），心室性不整脈1例

　（5％）合計ll例（64％）にLown分類II度以上の不整脈の出現を認めた．

Arrhythmlas（Lown≧If）

Characteristics Supraventricular VelltriCular Tota1（％） Pvalue

af PSVT PAC vT PVC

　　　　　　　SV　　　（11・6）

AIlatOmy　　DORV　　（11＝7）

　　　　　　　TA　　　（n－4）
0
2
0

2
2
0

3
1
0

O
l
O

O
f
）
0

5（83％）

6（86％）

o（o％）

NS

A・・（Yrs）謬　ll：｝1）
0
2

2
2

3
1

1
0

0
0

6（60％）

5（71％） NS

・urg・・y‖鵠巴：；1）
2
0

3
0

3
0

1
0

0
0

11（73％）

0（096） NS

Nleall　PA　　　≦15mmllg　（n＝10）

Pressure　　＞16mmllg（11・7） 1
1

2
2

2
2

1
0

0
0

6（60％）

5（71％） NS

Tota1 2 4 4 1 0 11（64％）

Abbreviation：SV＝single　ventricle，　DORV＝double　outlet　right　ventricle，　TA＝tricuspid　atresia，

　RA＝right　atrium，　PA＝pulmonary　artery，　RV＝right　ventricle，　af＝atrial　fibrillation，　PSVT＝

　paroxysmal　supra　ventricular　tachycardia、　PAC＝parc）xysmal　atrial　contraction、　VT＝

　veritricular　tachycardia，　PVC＝parixysmal　ventricular　contracti（）n
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は手術時年齢が16歳以L群9例中6例（67％）と，15

歳以ド10例中1例（10％）に比し有意に高率に認めら

れた（p＜0．05）．手術術式別では，右房　肺動脈吻合

18例中8例（44％）に不整脈の合併を認めたが，右房

　右室吻合2例では不整脈の発生を認めなかったが，

統計学ヒは両術式間で有意差は認めなかった．

　2）Ilolter心電図所見（表4）

　Fontan手術後17例に術後平均87カ月にHolter

ECGを施行した．　af，　PAC，　PSVTなどの上室性不整

脈の合併を10例（59％）に認めた．心室性不整脈は

DORVの1例に発作性心室性頻拍を認めた（図4）．疾

患，手術年齢，手術術式および術前の平均肺動脈圧別

の検討では有意差を認めていない（表4）．

　4．Fontan術後遠隔期におけるQOLの検討（図5）

　1）動脈血酸素飽和度（SaO2）

　術前のSaO、60．7～90．4％（’V一均78±10％）から術

後平均73±21カ月で90～98％（平均96エ3％）と有意

な改善を得ている（p＜0．05）（図5）．

　2）心胸郭比（CTR）

　術前のCTR　48～56％（平均52±2％）から，術後

6年で46～58％（平均54±3％）とやや増大傾向を示

しているが，術前後で有意差は認められない．

　3）NYHA機能分類

　術前高度チアノーゼと運動制限を伴いNYHA機能

分類IV度6例（30％），III度11例（55％），II度3例（15％）

であったが，遠隔期の最終観察時ではNYHA　I度12

例（60％），II度6例（30％），　III度2例（10％）であ

り，この2例ではいずれも上室性心拍を伴い入退院を

反覆している症例である．NYHA機能分類1度，　II度

が20例中18例（90％）であった．

Paroxysmal　S叩ura　Ventricular

Tachycardia（PSVT）
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図4　Fontan手術後8年，発作性上室性頻脈をHolter　ECGで認めた．ジギタリス

　斉1」，ベラパミール剤の投与にて洞調律に回復している．現在，ジギタリス剤服薬中

　である．
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　4）薬剤服用の有無

　Fontan手術後の遠隔期で，薬剤の非使用は11例

（55％），薬剤服用例は9例（45％）である．使用薬剤

は抗不整脈剤と利尿剤各9例（38％）と多く，ジギタ

リス剤8例（33％）である．

　5）生活状況

　生存例の年齢は9～53歳（平均21±8歳）である．

事務系勤務者7名，学生6名，軽作業労働者3名，主

婦2名，家事手伝い2名である．

　6）その他諸検査成績

　一般検血（多血症，血小板数，凝固機能），一般生化

学（総蛋白，肝・腎機能，電解質），検尿，肺機能検査

など異常値の有無を確認し，注意深い観察を行いQOL

の評価を行っている．

　　　　　　　　　　考　　察

　FOntan型手術は複雑心奇形の外科治療として，今

日では不可欠な術式となっている．各心奇形に対する

手術適応基準も明らかとなりつつあり2｝3），早期成績は

向ヒしてきている6）7）13）、15）．しかし，遠隔期の成績3）6｝7），

血行動態8）12｝16）】7），Qualit＞・’　of　Life（QOL）8）14♪などは今

rlなお不明な点が多い．今回，著者らは本術式の遠隔

期での問題点として，主要臓器である肺の動静脈痩の

出現，心機能，肝障害などをはじめ，さらに不整脈の

合併，本術式後遠隔期のQOLについて検討を行った．

　まず，F（mtan手術後の肺循環についてみると，本術

式では本来の右室が存在せず，肺血流パターンは，拡

張期には血流は減少するが，収縮期には高い右房圧で

送流されている．心房を使わないGlelm術後の遠隔期

では，肺血流はnol）－Pulsatileとなり，肺血流分布異常

の結果生じる肺動静脈痩による動脈血酸素分圧の低下

の報告がある18）．本術式についても遠隔期に肺動静脈

痩の報告がみられているCj）1°）．今回，　Tc－MAAを用い，

核医学的見地から検討したが，肺血流シンチグラフィ

において，肺外シャントを認めず，上肢と下肢からの

血流還流は左右肺に均等に分布しており，Fontan術

後の肺循環は術後4～9年（平均7年）で良好に維持

されていた（図1）．この不均等像を示さなかった理由

として，Glenn術後の右下肺野に血流が集積する所見

と異なり，右房　肺動脈直接吻合では，収縮期にa波

の増高を認めており8），肺血流が肺血管床に均等に分

布されていることが示唆されている．

　次に，Fontan手術後の血行動態と心機能の検討で

は，著者らはエルゴメーターによる運動負荷を施行し，

本術式後平均8カ月の検索で左室終末拡張期圧
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（LVEDP）の有意な減少，右房a波と心係数（CI）に

ついては，手術年齢が低く，術前肺血管抵抗の低い症

例では負荷に対応し，右房圧のヒ昇に比しCIの増加

が良好であった8）．Fontan術後の体循環心室は容量負

荷の減少で，拡張期容積は減少し，一回心拍出量の低

下に伴い多くの症例で収縮力の低ドを認めてい

る8）i2）．今回，　Tc－PYPによる心プールスキャンを用

い，本術式後平均7年の検討で，心筋収縮機能を示す

EF，1／3EF，　PER，　TPEなどは正常成人に比べ有意に

低下した．一方，心筋の拡張機能を示す1／3EF，　PFR

は正常人に比し差はなく，心筋拡張機能は遠隔期でも

良好に維持されていた．Pelmyら16）は体心室への流入

血流をドプラー心エコーを用いて分析し，F（mtan手

術後の拡張時間の延長を認め，拡張機能に異常がある

と述べ，その原因として前負荷の減少による壁厚の増

大によると述べ，一方Gewillingら｝7）は，　Fontan手術

後は心室駆出率，短縮率は低下せず，経時的に壁厚は

減少すると述べ，F〈）ntan手術後の検索時期での相違

を述べ，手術時期が経過するにつれて心機能は徐々に

改善を示していると述べている．今回の自験例の検索

は術後51～109カ月（平均84±27カ月）では収縮力の低

下を認めても，心筋の拡張機能は良好に保持されてい

た．術前のFontan基準であるEF　60％以Lは
40～45％程度まで下方修正が可能かと考える8）．病型

別では右室性単心室の成績が遠隔期で不良との報告19・）

もみられるが，自験例では1）ORVを含め左室性単心

室と同等の結果を得ている8｝9）．

　本術式後に長期間の右房圧のヒ昇は肝障害川，蛋白

漏出腸症2°）（PLE），心房性利尿ホルモン増加の21）報告

がみられている．今回，Tc－PMTによる肝胆道系のltl1

流平均通過時間は，Fontan手術後ではIE常成人と比

較し有意に遅延し，肝排泄機能の低下を示した．しか

し，臨床上，血清の逸脱酸素GOT，　GPTは全例正常

範囲内であり22），総ビリルビン値（TBi）も術前平均

1．6±O．7mg／dlの高値から術後平均7年ではO．9±

0．3mg／dlと低下した3）．　Sandersら23）は本術式後遠隔

期に，右房平均圧が17mmHg以上群では予後不良で肝

障害，不整脈の合併，PLEなどの合併症を多く認めた

と報告している．Girodら6｝はFontan手術後平均9年

で7例に肝機能の検索を施行し，3例でTBiのヒ昇，

2例でPLEの合併を認め，全例に心内吻合部狭窄な

いし房室弁の逆流を合併していたと述べている．

　F（mtal1手術後遠隔期の不整脈について，　Gewilling

ら24）は，Fontan手術周術期の10．6％に上室性不整脈を
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認め，房室接合部頻拍を合併した症例の91％は遠隔期

に死亡したと述べている．今回，著者らはFontan手術

後20例の外来での心電図と17例のHolter心電図検索

を施行したが，外来受診時の心電図で9例（45％），

Holter心電図では11例（64％）と高率に不整脈の出現

を認めた．術前および術中因子別の検討では，手術時

年齢が16歳以上の年長者では心房細動，PSVTなどの

上室性不整脈が15歳以下に比し有意に高率に出現し

た．年長者で不整脈の出現率が高い原因として，チア

ノーゼ性心疾患に共通にみられる所見で，加齢につれ

て，心筋低酸素血症による心筋の線維化，変性の進行

および圧負荷，容量負荷による右室ないし左室の肥大，

および拡大による伝導路障害の発生が考えられ
る25）26）．今回の対象例ではリズム死は認めていないが，

Holter　ECGで発作性心室性頻拍を伴う症例もあり，

抗不整脈剤を投与しつつ，Holter　ECGの観察を行い，

本術式後の遠隔死防止に努めるべきと考える．Chen

ら27）は本術式後の心房性不整脈は高率（83％）に合併し

たと述べ，突然死・リズム死は認めないが，29％に抗

不整脈剤の投与を要していると述べている．術前後の

手術年齢と同様に，術後の心カテーテル検査時の平均

右房圧（mRA）と一ヒ室性不整脈の合併を検討している

が28｝，不整脈合併例のRAは15．8±3．8mmHg，合併

（一）群11．4±4．5mmHgと有意差を認めている（p〈

0．05）．Balijiら29），　Pearlら3°）はtotal　cavo・

pulinonary　connection法ではFontan手術に比し，術

後の右房拡大が防止され術後のヒ室性不整脈の発生が

少ないと報告している．

　最後に，Fontan術後のQOLについてみると，運動

負荷に対する心肺機能は改善しており3）6）～8），長期遠隔

成績も良好で，Fontan基準を逸脱した症例でも臨床

的に比較的良好な経過をたどっている6）31）．しかし，最

近Mayo　Clinicからの32）報告ではFontan手術後5

～ 15年のfollow－upで，手術352例中122例（36％）は5

年以内に死亡し，10年以上の生存は60％であると述べ

ている．現在，利尿剤，抗不整脈剤などの投与例は9

例（45％），また，薬剤を全く使用しない症例は11例

（55％）である．術後の最長観察期間は158カ月と13年

を過ぎ，術後10年以上経過例は10例（50％）を数え，

NYHA機能分類1度7例，　II度2例，　III度1例であ

り，1例は結婚し最近出産を経験し，母子共に健在で

ある．また，最年長生存者は53歳である．以上のごと

く，Fontan手術は複雑心奇形の心内修復術として有

用な術式と考え，現在，術後平均91カ月（7．5年）を経
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過し，QOLにおいても満足する結果が得られている

が，本術式は解剖学的根治ではなく，不整脈の合併を

含め種々の合併症に対処しつつ，術後の注意深い観察

は今後も必要と考える．
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