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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　従来新生児における大動脈壁と肺動脈壁は，組織学的にほぼ同一であるとされてきたが，d－TGAに対

する一期的Jatene手術症例28例につき，両大血管基部の組織学的比較検討を行った．大動脈，肺動脈の

中膜の厚さは，1型でそれぞれ0．85±0．19（mm），　O．70＋0．25と有意に大動脈が厚く（p＜0．001），弾性

板層数は，1型60．8±6．86，46．5±6．88（p〈0．05），II型59．9±8．09，50．3±5．41（p＜0．001）といず

れも大動脈は肺動脈より多かった．大動脈壁の弾性板層数は，年齢（r－O．54，p〈0．05），体重（r＝0．54，

p〈0．05），体表面積（r＝0．50，p＜0．05）の増加にともなって多くなり，大動脈圧とは相関を認めなかっ

た．肺動脈壁の弾性板層数は肺動脈圧が高い症例ほど多く（r＝0．66，p＜O．OOI），年齢，体重，体表面

積とは相関を認めなかった．これらより，新生児期及び乳児期の両大血管基部の組織学的構造は同一で

あるとはいいがたく，この相違がJatene手術後に解剖学的大動脈基部，肺動脈基部の機能的肺動脈基部，

大動脈基部としての機能に影響を及ぼし，異常を来さないかどうか，長期にわたる経過観察が必要であ

る．

　完全大血管転位症（d－TGA）に対するJatene手術

は，その手術成績が安定したものとなってきた今日，

遠隔期における問題点が検討される段階にある．従来，

新生児期の大動脈壁，肺動脈壁の構造はきわめて類似

しているとされてきたDが，本術式においては，解剖学

的大動脈基部，肺動脈基部が，それぞれ機能的肺動脈

基部，大動脈基部を構成するため，同部の組織学的変

化はJatene手術の遠隔成績を左右すると考えられる．

そこでJatene手術症例における大動脈基部，肺動脈基

部の組織学的検討を行った．

　　　　　　　　　対象と方法

　一期的Jatene手術を施行したd－TGA症例のうち，
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術中動脈壁の標本を採取した28例（大動脈壁21例，肺

動脈壁24例）を対象とした．病型の内訳は，1型16例，

II型11例，　II～III中間型1例で，手術時年齢は，1型

4日～42日（平均16．4日），II型26日～17カ月（5．3カ

月），II～III中間型は11カ月であった．1型は16例中15

例が新生児，II型は11例中新生児は1例のみであった．

　術中に大血管切断部より小切片を採取し，光顕にて

中膜の厚さ（mm），弾性板層数を求め，弾性板密度（／

mm）を算出した．これらを1型とII型，大動脈と肺動

脈とで比較検討し，さらに術前カテーテル検査時の大

動脈圧または肺動脈圧，手術時年齢，体重，体表面積

との相関を検討した．また中膜変性に関して，嚢胞状

変化を大動脈と肺動脈とで比較検討した．中膜の厚さ

は5カ所で計測し，その平均値を用いた．弾性板層数

は，中膜に対して垂腺を引き，この垂線と弾性板の交

点の数により求め，5カ所の平均値を用いた（図1）．
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　　　　　　　　　　　図1　中膜の厚さ・弾性板層数

中膜の厚さは5カ所で計測し（〉），その平均値を用いた．弾性板層数は，中膜に対し

て垂線を引き，この垂線と弾性板の交点の数により求め，5カ所の平均値を用いた．
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　　　　　　　　　　　　図2　嚢胞状変化の程度分類

1度：嚢胞状変化は認められない．2度：一～三層程度の嚢胞がわずかに認められる．

3度：一～三層程度の嚢胞が著明に認められる．4度：数層以上に及ぶ嚢胞が認めら

れる．

弾性板密度は，弾性板層数を中膜の厚さで除すること

により算出した．

　嚢胞状変化は以下のように，軽度から高度まで／

～ 4度に分類した（図2）．

　1度：嚢胞状変化は認められないもの．

の．

の．

2度　一～三層程度の嚢胞がわずかに認められるも

3度　一～三層程度の嚢胞が著明に認められるも

4度　数層以上に及ぶ嚢胞が認められるもの．
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　なお，以下の値は平均値＋標準偏差で表し，統計学

的検討は，大動脈一肺動脈の比較には対応のあるt－

test，1群～II群の比較にはStudent’s　t－testを用い，

p〈0．05の場合を有意とした．

　　　　　　　　　　結　　果

　1）大動脈壁と肺動脈壁の比較

　大動脈壁，肺動脈壁とも標本が計測可能であった症

例（1型9例，II型7例）で検討した．

　大動脈，肺動脈の中膜の厚さ（mm）は，1型ではそ

れぞれ0．85±0．19，0．69±025，II型では0．81±0．15，

0．74±0．16で，1型では有意に大動脈が厚かった．II

型では有意差はなかった．1型大動脈とII型大動脈，

1型肺動脈とII型肺動脈では，いずれも有意差はな

かった（図3）．

　弾1生板層数は，1型は大動脈，肺動脈それぞれ60．8一ト

6．86，46．5±6．88，II型は59．9＋8．09，50．3±5．41で，

いずれも有意差を認め，大動脈が肺動脈より多かった．

1型大動脈とII型大動脈，1型肺動脈とII型肺動脈で

は，いずれも有意差はなかった（図4）．
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一弾性板密度

　弾性板密度（／mm）は，1型は大動脈，肺動脈それ

ぞれ74．3±14．03，72．5＋19．11，II型は76．1±16．70，

70．4±12．14いずれも有意差を認めなかった．1型大動

脈とII型大動脈，1型肺動脈とII型肺動脈にも有意差

はなかった（図5）．

　2）大動脈壁一大動脈圧，年齢，体重，体表面積の関

連（図6）

　弾性板層数は，大動脈圧とは相関がなく，年齢（r＝

0．54，p＜0．05），体重（r－0．54，　p＜0．05），体表面積

（r＝0．50，p＜0．05）と相関があり，年齢が進み，体重

増加，体表面積増加に伴い，弾性板層数が増加する傾

向を認めた．中膜の厚さ，弾性板密度は，いずれとも

相関がなかった．

　3）肺動脈壁一肺動脈圧，年齢，体重，体表面積の関

連（図7）

　弾性板層数は，大動脈壁と異なり，肺動脈圧との間

にr＝O．66，p＜0．001の相関があり，肺動脈圧が高い症

例では，弾性板層数が多い傾向を認めた．その他のパ

ラメーターとは相関がなかった．中膜の厚さ，弾性板

密度は，いずれとも相関がなかった．

　4）肺動脈壁／大動脈壁の比一肺動脈／大動脈圧比，年

齢，体重，体表面積の関連

　中膜の厚さ，弾性板層数，弾性板密度それぞれにつ

き，肺動脈壁／大動脈壁の比を求め，上記との関連を調

べたが，いずれにも相関がなかった．

　5）嚢胞状変化（表）

　嚢胞状変化は，大動脈壁，肺動脈壁の各々3例ずつ

に認められた．1例の肺動脈壁は3度と比較的高度で

あった．また両大血管壁とも1型，II型ともに嚢胞状

変化が出現している症例があった．
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図6　大動脈壁弾性板層数に影響を与える因子
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図7　肺動脈壁弾性板層数に影響を与える因子

大動脈壁 1度　　　2度　　　3度　　　4度

1型

II型

12（例）　　　　　　　1　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　0

6　　　　　　2　　　　　0　　　　　0

肺動脈壁 1度　　　2度　　　3度　　　4度

1型

II型

12　　　　　1　　　　　1　　　　　0

9　　　　　1　　　　　0　　　　　0

0．3　　　　　　　0．4

　体表面積（m2）

　　　　　　　　　　考　　案

　完全大血管転位症に対するJatene手術は，現在まで

のところ，術後の左心機能は良好で，不整脈も少ない

と報告されており2）－5），心房内血流転換術に比べての

優位性が認められている．しかしながら心房内血流転

換術において，本来低圧系に存在する右室が，遠隔期

に機能的左室としての高圧系に耐えられなかったのと

同様に，Jatene手術においては，解剖学的肺動脈基部

が機能的大動脈基部として，長期遠隔期においても十
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分機能しうるかどうか明らかではなく，注目されてい

る点である．両大血管に組織学的構造の相違が存在す

れば，それはJatene手術後の新大血管基部の将来に大

きな影響を及ぼす可能性がある．

　正常な肺動脈壁の組織像は，胎生期から生直後にお

いては大動脈壁と同様な形態で，弾性板が規則正しい

走行を示しており，弾性板は生後しだいに断裂し，走

行が乱れ，2歳の終わり頃に成人型の形態をとるとさ

れている1）．しかしながら，HeathらDは，中膜の厚さ

に関しては，正常小児の肺動脈／大動脈比が，新生児で

O．9，乳児で0．6であったと報告しており，これは我々

の得たd－TGA　I型の値とほぼ同様で，新生児期よりす

でに肺動脈中膜は大動脈中膜より薄くなっている．一

方VSDを中心とする先天性の肺高血圧群では，全て

の年齢層で両大血管の中膜の厚さには差がなかったと

しており，これも我々のII型の検索と同様であった．

従って中膜の厚さは，年齢，体重，体表面積，動脈圧

との相関は認められなかったものの，これらとの関連

が示唆され，肺高血圧が持続する病態でなければ，生

後早期より両大血管に差が生じてくることが明らかで

あった．

　弾性板層数は，新生児期から肺動脈壁は大動脈壁よ

り数が少ないのみならず，II型においても同様の差異

が存在した．肺動脈壁の弾性板層数は，肺動脈圧が低

い症例ほど少なく，大動脈壁では年齢，体重，体表面

積の増加につれて多くなることからは，弾性板層数は

肺動脈圧が維持されていれば生後大動脈と同様に増加

するが，低下傾向を示すと急速に差異が生ずると考え

られる．しかしながら，II型においても両大血管の弾

性板層数に差があることは，肺動脈圧の低下だけでは

説明できない．またHeathら’）は，胎生期における肺動

脈壁の弾性板は大動脈壁ときわめて類似しているとは

いうものの，層数は少なく，走行もやや不規則である

と報告している．大動脈と肺動脈は，いずれも総動脈

幹が分割されて形成されるものであるが，もともと性

質の違う血管であるのかどうか興味深い点であり，今

後の検索が必要である．

　嚢胞状変化は，動脈壁の組織障害と治癒過程の相互

作用により形成されると考えられ，正常の加齢現象と

しても認められる6）7）．Schlatmannら6）は，10歳以下の

小児10例中7例の大動脈に嚢胞状変化を認めたと報告

しているが，今回の検討では新生児ないし乳児期から

すでに，大動脈，肺動脈とも10数％に出現していた．

つまり両大血管とも胎生期より，壁の組織障害と治癒

日本小児循環器学会雑誌　第12巻　第4号

の過程が起こっていると考えられる．

　Jatene手術成績が安定し，中期遠隔成績が検討され

るにつれ，最も頻度の高い合併症として肺動脈狭窄が

問題となっている2）“”4）8）．また大動脈弁閉鎖不全も

10～20％程度に認められており，現在は臨床的に問題

となるほどの程度ではないものの，遠隔期にどのよう

に推移していくか危惧されている2）3）9）1°）．大動脈弁輪

は，術後，正常に比して拡大しており1D，さらにHouri－

hanら9）は，大動脈弁輪の拡大が術後長期になるにつ

れて進行していくことから，遠隔期に大動脈弁閉鎖不

全が進行する可能性を指摘している．大動脈弁閉鎖不

全は，一期的手術と肺動脈絞掘術（PAB）後の二期的

手術とで差があり，二期的手術では頻度が高い3）’°）．そ

の原因としては，PABによる肺動脈基部の拡大，変形

が考えられる9）一一13）が，PAB後の肺動脈基部には，弾性

板断裂，膠原線維増加，嚢胞上変化といった高度の組

織学的変化が認められており14），これらの関与も否定

できない．一期的手術においても，これらの問題点に

両大血管の組織学的差異が影響を及ぼしているかどう

か明らかではないが，その可能性は否定できず，解剖

学的大動脈基部が機能的肺動脈基部として，低圧系で

正常な発育ができるか，また解剖学的肺動脈基部が機

能的大動脈基部として，患児の生涯にわたり高圧系に

耐えうるか等，今後長期間にわたる慎重な経過観察が

必要である．

　　　　　　　　　　結　　語

　1．Jatene手術症例28例につき，大動脈基部及び肺

動脈基部の組織学的検討を行った．

　2．両大血管基部には，新生児ないし乳児期から，肺

動脈壁が大動脈壁より中膜が薄く，弾性板層数が少な

いといった差異が存在した．

　3．中膜の弾性板層数は，肺動脈壁では肺動脈圧が高

い症例ほど多く，大動脈壁では年齢，体重，体表面積

の増加につれて多くなる傾向を認めた．

　4．新生児期より，両大血管とも嚢胞状変化が出現し

ている症例があった．

　5．これらより，新生児期および乳児期の両大血管基

部の組織学的構造は同一であるとはいいがたく，この

組織学的相違により，Jatene手術後に解剖学的大動脈

基部，肺動脈基部が，機能的肺動脈基部，大動脈基部

として機能的異常を来さないか，長期にわたる経過観

察が必要である．
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Histological　Study　of　the　Great　Arteries　in　Patients

　　　　　　　　with　Arterial　Switch　Operation

Takamasa　Takeuchi，　Yasuharu　Imai，　Yoshinori　Takanashi，　Shuichi　Hoshirlo，

　　　　　Masatsugu　Terada，　Masayoshi　Nagatsu　and　Toshiharu　Shin’oka

　　　Departrnent　of　Pediatric　Cardiovascular　Surgery，　Heart　Institute　of　Japan，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tokyo　Women’s　Medical　College

　　　To　investigate　the　histological　characteristics　irl　the　vascular　wall　of　aorta　and　pulmonary

artery，　surgically　resected　vascular　specimens　wTere　examined　in　28　patients　with　d－transposition

of　the　great　arteries　who　underwent　one－stage　arterial　switch（）peration．　The　patierlts　were

divided　into　two　groups；type（1）without　ar｝d　type（II）with　ventricular　septal　defect．　Ages　ranged

from　4　days　to　42　days　in　type（1），　and　26　days　to！7　months　in　type（II）．　The　vascular　wall　tissues

were　stained　and　compared　the　thickness　and　the　number　of　the　elastic　laminae　of　the　media

respectively．　The　thickness　of　the　media　of　aorta，0．85±0．19　mm　was　thicker　than　that　of

pulmonary　trunk，0．70±0．25　mm　in　type（1）（p〈0．001）．　The　numbers　of　the　elastic　laminae　in

aorta，60．8±76．86　in　type（1）and　59．9±8．90　in　type（II），　were　larger　than　that　of　pulmonary

trunk，46．5＋6．88　in　type（1）（P〈0．05）and　50．3±5．41　in　type（II）（P＜0．001）．　In　both　groups，

the　number　of　the　elastic　laminae　in　aorta　was　correlated　to　a　increase　of　age（r＝0．54，　p〈0．05），

body　weight（r＝0．54，　p〈0．05），　and　body　surface　area（r－0．50，　p〈0．05），　but　aortic　pressure．　On

the　other　hand，　that　in　pulrnonary　trunk　was　correlated　only　to　a　increase　of　pullnonary　pressure

（r－0．66，p〈0．001）but　to　age，　body　weight，　and　body　surface　area．　In　conclusion，　the　histological

structures　of　vascular　media　of　both　great　arteries　in　neonates　or　early　infants　is　not　identical．

These　histolgical　differences　provide　an　explanation　of　the　functional　disorders　of　both　new　great

arterial　roots　after　arterial　switch　operation　in　later　period．
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