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12カ月時に行った多脾症候群に対するFontan型手術の経験

（平成8年2月22日受付）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　最近Fontan型手術の低年齢化がすすむ傾向にあるが，2歳未満の症例の報告は数多くない．今回われ

われは多脾症候群，右室性単心室，単心房，両大血管右室起始症，肺動脈閉鎖，共通房室弁，奇静脈接

合，両側上大静脈，右Blalock－Taussigシャント手術後の12カ月男児に対するFontan型手術を経験し良

好な結果を得た．Blalock－Taussigシャント手術後共通房室弁逆流の進行を危惧し心室に対する容量負

荷軽減の点から，12カ月という低年齢であったがFontan型手術を施行した．また心内導管としてLat－

eral　tunnelではなく10mm　Gore－Tex人工血管を用いて，肝静脈一上大静脈の心房内導管を作製したが，

遠隔期の評価に関しては慎重な経過観察が必要と考えられた．今回われわれの経験した症例の年齢は12

カ月であったが，充分な肺血管床を有する症例では心室に対する容量負荷軽減の点からも，低年齢であっ

てもFontan型手術を考慮してよいと考えられた．

　　　　　　　　　　はじめに

　最近Fontan型手術の低年齢化がすすむ傾向にある

が，2歳未満の症例の報告は数多くない1）．今回われわ

れは多脾症候群（Polysplenia）の12カ月男児に対する

Fontan型手術を経験し，良好な結果を得たので若干

の文献的考察を加えて報告する．

　　　　　　　　　　症　　例

　症例：12カ月男児．

　診断：多脾症候群（Polysplenia），（A，　D，　D），右

室性単心室（SRV），単心房（CA），両大血管右室起始

症（DORV），肺動脈閉鎖（PA），共通房室弁（CAVV），

奇静脈接合（azygos　vein　connection），両側上大静脈

（bilateral　SVC）．

　既往手術：2カ月時に動脈管結紮，3　．　5mm　Golasky

人工血管によるright　modified　Blalock　Taussig

shunt手術（RMBT）を施行している．
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　入院時現症：身長77cm，体重11．2kg．中等度のチア

ノーゼを認めたが，肝臓は触知しなかった．聴診上

Levine　II／VIの連続性雑音を聴取し，また血液検査所

見ではPaO2：29．3mmHg，　Ht：50．9％であった．

　胸部レントゲン写真：CTR：56％と若干の心陰影

の拡大を認めた．肝臓は左右対称であった（図1）．

　心電図所見：冠静脈洞調律で右室肥大所見を認め

た．

　術前MRI所見：MRIでは単心房，単心室様で共通

房室弁を認めた．また下大静脈は欠損していた．

　術前心臓カテーテル検査：右心室造影では大動脈の

みが造影され肺動脈閉鎖であった．また房室弁逆流は

ごくわずかであり，右室拡張末期容積（RVEDV）：

207％of　N，右室収縮率（RVEF）：43％で心室への容

量負荷と比較的良好な心室機能が認められた．RMBT

を介した肺動脈造影ではPA　index：261であったが

PDA流入部に狭窄を認めた（図2）．また平均肺動脈

圧は16mmHg，肺体血流比：1．1，肺血管抵抗：1．9単

位であった．
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図1　術前胸部レントゲン写真．CTR：56％と若干の

　心陰影の拡大を認める．
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図2　術前肺動脈造影．PA　index：261／PDA流入部

　に狭窄を認める．

　以上の診断の下，1995年3月2日手術（Total

Cavopulmonary　Connection；TCPC）を施行した．手

術は全身麻酔下に胸骨正中切開にて心臓に到達しまず

自己心膜を採取した．両側心耳とも左心耳形態であっ

た．上行大動脈送血，右上大静脈（RSVC）からの奇静

脈脱血にて体外循環を開始後，RMBTを結紮し
Hemoclipにて補強した．まず主肺動脈から右肺動脈

に向かって肺動脈を切開しRMBTを切断し人工血管

を除去した．肺動脈の切開線はRMBTの吻合部を越

えて延長し，自己心膜を用いて＃7－0プロリン連続縫合

にてパッチ形成術を行った．次に左上大静脈（LSVC）

に脱血管を挿入後，LSVCを切断し心臓側は＃6－0プロ

リン連続縫合にて閉鎖．遠位側は＃7－0プロリン連続縫

合にて左肺動脈と端側吻合した．さらにRSVCを奇静
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図3　手術術式．Total　Cavopulmonary　Connection．

脈の中枢側で切断しRSVCと右肺動脈との吻合を

行った．最後に肝静脈に脱血管を挿入し大動脈を遮断

後，心筋保護液にて心停止を得た．右房を切開し10mm

Gore・Tex人工血管を用いて，肝静脈一右上大静脈の

心房内導管を造設した．RSVC側は，Gore－Tex人工血

管をRSVCの内側に挿入して，人工血管とRSVCと

を一緒に右肺動脈の自己心膜で形成した部分に＃6－0プ

ロリン連続吻合にて端側吻合した．体外循環離脱時の

血行動態は血圧：80／mmHg，中心静脈圧：15～18

mmHg，左房圧：2～4rnmHgで特に問題なく離脱可

能であった（図3）．

　ICU帰室後9時間で気管内チューブを抜去し，第2

病日に一般病棟へ帰室した．術後大きな問題もなく第

26病日に退院となった．術後8カ月時の胸部レントゲ

ン写真ではCTR：45．5％であり，毛細管血でのPaO、

は53．6mmHgであった．

　術後MRI所見：術後3カ月時に施行したMRIで

は左右上大静脈と肺動脈の吻合に問題はなくGore－

Tex人工血管によって形成された心房内ルートも問

題なく描出された．またGated　infiow　MR　angiogra－

phyでも高信号が描出されpatencyが確認された（図
4）．

　術後心臓カテーテル検査：術後8カ月時に施行した

心臓カテーテル検査では平均肺動脈圧：10mmHg，

RVEDV：133％of　N，　RVEF：51％，　PA　index：267

であり，また心房内導管ルートも全く問題なかった（図

5）．

　　　　　　　　　　考　　察

　Fontan型手術は三尖弁閉鎖症に対する機能的根治

術として1971年Fontanらによって報告されて以

来2），しだいに適応疾患が拡大されBiventricular
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図4　術後MRI．　A）RSVC－PA－Coriduit吻合，　B）LSVC－PA－Conduit吻合，　C）Intraatrial　Con－

　duit　root，　D）Gated　innow　MR　angiography：高信号が描出されpatencyが確認される．（C：

　Conduit）
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図5　術後右心系造影．平均肺動脈圧：10mmHg．

repair不可能な様々な疾患に対して施行されるよう

になってきた3）～5）．また従来はChoussatらの適応基

準6）を参考に手術適応が決定されてきた．その適応基

準のひとつとして年齢：4歳以上があるが，近年4歳

未満の症例に対してもFontan型手術が施行される場

合が多くなってきた．このようにFontan型手術の低

年齢化がすすむ傾向にあるが，しかし2歳未満の症例

の報告は数多くない1〕．今回，われわれは多脾症候群の

12カ月男児に対するFontan型手術（TCPC）を経験し

良好な結果を得た．さて本症例のような低年齢児に対

するFontan型手術においては，1）年齢，2）staged

Fontan手術にするか否かに関して意見の分かれると

ころである．また本症例に限って言えば，3）心内導管

の遠隔期評価も問題点のひとつである．

　1）年齢

　Fontan型手術の施行可能年齢を何歳とするかに関

しては施設により基準が異なると考えられる
が1）5）7）～9），本邦でもFontan型手術の低年齢化がすす

む傾向にあり，3歳以下の手術症例に対する報告もみ

られるようになってきた．また欧米では左心低形成症

候群（HLHS）を中心に1歳未満の症例も散見され
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る1°）．また，Fontan型手術の年齢が小さければ良いと

いうものではないが，逆にいわゆる“待ちすぎ”によ

り適応をはずれる症例が少なからず存在するのも事実

である．このことを考慮すれば低年齢児であっても他

の条件が整えばFontan型手術の導入を考えるべきで

あろう．特に充分な肺血管床U）を有する症例では心室

に対する容量負荷軽減の点からも，低年齢であっても

Fontan型手術を考慮すべきである1）．実際にわれわれ

の施設ではFontan型手術対象疾患に対しては2歳前

後をひとつの目安としている．必要であれば新生児期

あるいは乳児期早期に姑息術を施行し1歳からL5歳

くらいで心臓カテーテル検査を施行した後，適応があ

れば期を逸せずにFontan型手術に踏み切る方針であ

る．

　2）staged　Fontan手術にするか否か

　Herni－Fontan手術を経てからFontan手術を施行

するかあるいは一期的にFOntan手術を施行するかに

関しては症例により議論の分かれるところである12）．

高肺血流によりvolume　loadがとれず，放置すれば房

室弁逆流を生じたり肺高血圧になってしまう可能性が

高い症例の中には，しばしば他の条件（肺動脈圧がや

や高く一期的にFontan型手術を施行するには危険が

大きい等）のためにFontan手術の施行を躊躇する場

合もある．この場合最終的にFontan手術に至るまで

の間にHemi－Fontan手術を導入することが考えられ

る13）．特にHLHSやHeterotaxiaにようにvolume

loadをかけることにより容易に房室弁逆流を生じる

可能性が高い疾患群においてはHemi－Fontan手術の

介入は意義深いことである．しかし肺血管床が充分で

ない場合はHemi－Fontan手術を施行してもその増加

は望めず，シャント手術の適応となる．本症例の場合，

PA　index：261，平均肺動脈圧は16mmHg，肺血管抵

抗：1．9単位であり，ここで年齢が12カ月という理由で

Hemi－Fontan手術を施行すれば共通房室弁逆流

（CAVVR）の発生は抑えられたとしてもPA　indexの

減少を考慮しなければならなくなる14）．そして結果的

にHemi－Fontan手術が最終手術となってしまう可能

性がある．このような点で本症例に関しては年齢以外

の条件が整っていたので一期的Fontan手術を選択し

た．

　一方，共通房室弁を伴った症例では常にCAVVRの

発生の可能性を考慮しておかなければならないであろ

う．CAVVRの進行はFontan型手術々後の血行動態

不良を引き起こす最大の要因のひとつであると考えら
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れるからである’5）～17）．実際に本症例において年齢が12

カ月の時点でFOntan型手術（TCPC）が選択された最

大の理由はCAVVRの進行の危惧によるものであっ
た．

　3）心内導管の遠隔期評価

　今回はTCPC型手術15｝18）19）の心内導管としてLat・

eral　tunnelではなく101nm　Gore－Tex人工血管を用い

て，肝静脈　右上大静脈の心房内導管を作製した．将

来の成長という点からは自己組織を一部含んだLat－

eral　tunnelが有利であると考えられるが2°），本症例で

は肝静脈が心房の中央部に還流しており肝静脈一右上

大静脈のLateral　tunne1を作製する場合そのルート

上に肺静脈が還流していたため，Lateral　tunnelを作

製するのが困難でありあえて人工血管による心房内導

管を縫着した．ここで問題となるのは血栓，sizeに関

してである．血栓形成の危険性は大きな問題であるが，

これに関しては厳重な抗凝固療法（抗血小板剤，ワー

ファリン等）を施行することにより対処していきたい

と考えている．また充分な肺血管床を有する症例では

体静脈から肺への血流がスムーズであり，いわゆる“血

液のよどみ”がなく血栓形成の危険性が少ないとも言

える．本症例に対してもアスピリン（5mg／kg）等の抗

凝固剤の投与により厳重にfollow　upしており，8カ

月後の心臓カテーテル検査時にも血栓の存在を認めて

いない．次に遠隔期に最も問題となると思われるのは

心房内導管のsizeである．ところで本症例はIVC欠

損であり心房内導管を通過する血流は肝静脈からの血

流だけである．今回は直径101nmのGore・Tex人工血

管を用いたが，成人のIVC径が約20mm程度であるこ

とを考えればIVC欠損で肝静脈からの還流のみの本

症例においては，遠隔期においても10mmというのは

充分なsizeであると考え手術を施行した．患児の成長

を待たなければ充分な評価はできないが，問題のない

ことを期待している．

　最後に今回われわれの経験した12カ月という年齢は

本邦最年少例のひとつと思われたが2’），充分な肺血管

床を有する症例では心室に対する容量負荷軽減の点か

らも，低年齢であってもFontan型手術を考慮してよ

いと考えられた．

　　　　　　　　　　結　　語

　1．Polysplenia，（A，　D，　D）SRV，　CA，　DORV，

PA，　CAVV，　azygos　vein　connection，　bilateral　SVC，

post　RMBTの12カ月男児に対するFontan型手術を

経験し良好な結果を得た．
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　2．充分な肺血管床を有する症例では心室に対する

容量負荷軽減の点からも，低年齢であってもFontan

型手術を考慮してよいと考えられた．

　なお本論文の要旨は，第94回日本胸部外科学会関東甲信

越地方会（1995年6月，東京）にて発表した．
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An　Experience　of　Fontan　Operation　for　Polysplenia　in

　　　　　　　　　　　　　a12　Months　Old　Infant

Takahiko　Sakamoto，　Yorikazu　Harada，　Takamasa　Takeuchi，　Hirohisa　Gotoh，

　　　　　　Keizo　Ohta，　Gengi　Satomii），　Satoshi　Yasukochii），　Toshiro　Imai1），

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Hiroshi　Kano1）and　Yoshinori　Ohta

　　　　　　　　　Divis｛on　of　Cardiovascular　Surgery　and　Pediatric　Cardiology1），

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Nagano　Children’s　Hospital

　　　A12　months　old　infant　with　polysplenia　underwent　Fontan　operaton　successfully　10　months

after　modified　Blalock　Taussig　shunt　operation．　We　planned　Fontan　operation　in　such　a　small

infant　with　the　view　of　early　reduction　of　volume　overload　which　resulted　from　the　previous

operation．　Under　cardiopulmonary　bypass，　both　superior　vena　cavae　were　connected　to　the

pulmonary　artery　after　patch　angioplasty　and　the　hepatic　vein　was　drained　into　the　pulmonary

artery　with　the　use　of　intraatrial　conduit　of　10　mm　expanded　polytetrafluoroethylene　graft．　In

addition，　this　case　is　one　of　the　youngest　cases　in　Japan．

　　　We　suggest　that　Fontan　operation　was　applicable　in　such　a　small　patient　in　order　to　obtain

early　reduction　of　volume　overload　which　was　caused　by　a　systemic　pulmonary　shunt．
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