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12カ月未満に姑息術を要した例におけるFontan型手術適応と問題点

特に先天的に不適な肺動脈の存在の可能性について
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　目的：Fontan型手術適応疾患で適応とならない例が少なくない．それらの実態と要因を示すことを

目的に，特に肺循環の条件に注目して後方視的検討を行った．

　対象と方法：12カ月未満に姑息術を受けたFontan型手術適応疾患患者127例にっいて，　Fontan手術

適応と適応外（死亡も含む）の2群に区別し，適応外となった要因を分析した．

　結果：肺血流量（Qp）減少型102例では適応外が35例で，その内訳は，再検査前死亡17例，高い圧・抵

抗の割に細い肺動脈（poor　PA）12例，肺動脈の著しい左右差2例，肺高血圧（PH）2例，低心室機能

2例であった．1回目短絡術月齢，最終決定（非適応決定，手術又は死亡）時年齢，2回以上短絡術例

での2回目までの期間はいずれも適応外例で少なかった．

　Qp増加型は25例では15例が適応外とされた．適応外要因は，肺動脈の著しい左右差，　PHが各5例，

poor　PA　3例，その他で，10例は4歳以上あった．

　結論：適応外例の中に肺動脈が元々FOntan手術に適していないと思われる例が多い．これらの例で

適切な時期での姑息術や評価が予後を改善する可能性は未知である．一方，再評価が明らかに遅れた例

があり，姑息術後の早期の心カテーテルによる再評価が重要である．

　　　　　　　　　はじめに

　Fontan型手術は，二心室を使った心内修復が出来

ないチアノーゼ性心疾患で，チアノーゼをとるための

唯一の方法で，現在では多くの疾患に応用されもっと

もポピュラーな手術の一つとなっている．ただ，この

手術後の血行動態は高い中心静脈圧と少ない心拍出量

を特徴とし，決して生理的とは言えず’），運動能も術前

に比して改善はするものの正常より低い2）～4）．また，遠

隔期死亡もかなり多いとの報告もある5）6）．それらの点
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から理想的な手術法とはいえない．しかし一方で，チ

アノーゼ性心疾患の自然予後を単心室を例にとってみ

れば，半数以上の例が2歳までに死亡するとのデータ

もあり7），しかも低酸素血症下での運動能の低さ8）や腎

機能低下を含む種々の合併症の出現9）を考慮すれば，

チアノーゼそのものをとることの意義は大きく，この

手術が多くの患者の大きな救いになっていることは事

実である．このため，候補となる疾患では最終手術と

してFontan型手術を目指し，患者や家族にもそのよ

うにinformすることになる．

　ところが，時として最終的に条件が揃わず最終段階

に到達しない例がある．私達は当科のカンファランス
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でFontan型手術適応を検討した症例のうち約30％の

症例で適応なしと判断したことを既に報告した’°）．前

回の検討では始めから条件の良いものも含まれていた

が，そのような例はFOIltan適応例ではむしろ少数派

で，多くの例は条件を整えるために何らかの姑息術を

経て適応が検討されている．その場合，姑息術の遅れ

や不適切な姑息術も適応外となる条件であった．その

点をより詳細に検討するため，今回は，前回対象とし

た例のうち，乳児期（12カ月未満）に何らかの姑息術

を受けた症例のみについて，最終的なFOntan型手術

適応の有無，生命予後，そして，好ましい結果となら

なかった例については，肺循環の条件を中心にその問

題点を解析した．

　　　　　　　　　　対象と方法

　1989年1月始めから1993年12月末までの間，当施設

での心臓小児科小児心臓外科合同の定例カンファレン

スにおいて手術適応（表1）を検討されたFontan適応

型心疾患例186例のうち，12カ月未満に姑息術を受けた

既往のある127例を対象にした．原疾患は，肺血流減少

型が102例（うち，単心室51例，三尖弁閉鎖31例，二心

室心20例），増加型が25例（うち，単心室12例，三尖弁

閉鎖10例，二心室心3例）であった．既往の姑息術は

当院以外で行われた例も含む．検討の結果更なる姑息

術の追加が行われた症例も含め，全例で1997年6月末

までには最終的な結果が判明している．F（mtan手術

となった例は77例（肺血流減少型67例，肺血流増加型

10例）で，非適応例50例（肺血流減少型35例，肺血流

増加型15例，うち死亡18例）であった（表2）．

　これらについて，姑息術時月齢，姑息術の回数，最

終決定（ないし手術又は死亡）時年齢を，Fontan手術

適応群と非適応群（死亡例を含む）とで比較し，適応

外では肺循環を中心にその理由を検討した．データは

平均±標準偏差で表わし，二群間の差の検定はunpair－

ed　t－Testにより行い，　p＜0．05を有意差とした．なお，

図のうちbox　plot（箱ヒゲ図）で表わしたものは，　box

の下端，中横線，上端がそれぞれ25，50，75パーセン

タイルを，中央縦線の範囲がそれぞれ10，90パーセン

タイルを表わし，その範囲外のデータポイントが個別

に示してある．

　　　　　　　　　　　結　　果

　（1）肺血流量減少型（102例）

　1）短絡術施行の年齢時間的検討

　初回手術は，適応群（n＝67；3．8±2．9カ月）に比べ

非適応群（n＝35；2．3±2．6カ月）で早く（p－0．02），

日小循誌　　13　（6），　1997

表l　Fontaii手術の適応（1997年における我々の基準）

1）適応外となる基準

　肺循環

　平均圧＞20　mmllg：PA　index〈250　mm2／ln2：抵抗＞

　　4単位・m2

　　但し，

　　（1）圧：抵抗が低ければ20mlnHg以1二も含む．

　　（2）PA　index：10％位の巾が見込まれ，造影ヒの肺

　　　　動脈未梢の状況（毛細管レベル造影の程度）を加

　　　　味する．

　心宇機能

　駆出分画く〔〕，45，二心室の例で両心室で非同1朝的収縮

　　但し，

　　（1）有意の房室弁逆流があれば駆出分画は0．50以ヒ

　　　　が基準．

　　（2）右室と左室は同基準．

　房室弁逆流

　慢性でIV度（通常，心機能低ドが併発している）

　年齢

　　6ヵ月末満．但し，条件がよければ絶対的な除外項目に

　　はならない．

2）良い（理想的な）適応条件

　肺循環

　　平均圧＜20mmllg：PA　index＞300　mm2／M2：抵抗＜

　　3単位川n2
　　肺動脈に形成術を加える必要がない．

　　心外への総肺静脈還流異常がない．

　心室機能

　　駆出分画＞0．5，二心室の例で両心室では同期的収縮

　　心不全治療の既往がない．

　房’室弁逆流

　　無い，又は，あっても1度．

　年齢

　　幼児～小児（2～15歳）

註：患者の状態，手術のリスク，患者の理解，の兼合いで個々

　　に判断する．このため，1）の条件全てが絶対的なもので

　　はない．

表2　対象例の経過と最終決定内容

肺血流量減少 肺血流量増加

対象症例 102例 25例

経過中の死亡 ］7例 1例

低酸素l／［1症 10例 なし

心不全 4例 なし

突然死 3例 1例

適応検討例 85例 24例

適応ないし手術 67例 10例

適応外 18例 13例

Poor　PA 12例 3例

肺高血圧 2例 5例

肺動脈の左右差 2例 5例

心機能不全 2例 なし

一F術拒否 なし 1例
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図4　poor　PA：適応外となった条件の一’つ

二回以上の姑息術を受けた例は適応群32例，非適応群

15例であるが，それらの姑息術の一回目から二回目ま

での期間はそれぞれ43＋28カ月，18±13カ月でこれも

後者が短かった（p＝0．OO2）（図1）．

　2）短絡手術回数と適応の有無の関係

　平均の回数は，適応群で1．7±0．9回，非適応群で

1．6±0．9回と差がなかった．回数で分けた頻度分布も

両群で差がなかった（図2）．ただ，非適応群の中には

4回の姑息術を受けた例はなかった．

　3）最終決定の年齢

　適応群では70±43カ月でFontan手術となっている

が，非適応群では死亡例の死亡時年齢を非適応決定年

齢として含むと平均43±44カ月（p－0．003）となる．

しかし，死亡例（17例，死亡時年齢11±8カ月）を別に

すると，生存例での非適応決定年齢は73±43カ月と適

応群と同様であった（図3）．

　4）非適応および死亡の原因（表2）

　死亡17例中15例は初回姑息術後，2例が二回の姑息

術後の経過中に死亡した．死因は低酸素，うっ血性心

不全，突然死に分けられた．低酸素は10例で死亡時月

齢1～12カ月（平均8．5±4．2カ月），うっ血1生心不全4

例でそれぞれ10，11，12，36カ月で死亡，突然死は3

例で，5，6，24カ月で死亡した．

　生存例で非適応となった理由は，第一に，肺血管抵

抗ないし圧が高い割に肺動脈が細い“poor　PA”1°）が

12例（図4），肺高血圧，左右肺動脈の極端なアンバラ

ンスがそれぞれ2例であった．肺高血圧例は，1例目

は当初PA　index　551nm2／m2の両大血管右室起始＋肺

動脈閉鎖に対して生後2カ月に左側の鎖骨下動脈肺動

脈直接吻合術を行い，経過良好のため11歳まで外来管

理，そこで初めて心カテを行ったところ，PA　indexは

409mm2／m2と良好であったが肺血管抵抗は8．9単位・

m2となっていてFOntan手術適1、己；から外れた．他の1

例も初回短絡手術から9年後の心カテで肺血管抵抗は

5．6単位・M2となっていた．残りの2例は心機能不全が

適応外の理由であった．

　（2）肺血流量増加群（25例）

　1）肺動脈絞拒術施行の年齢

　適応群10例では4±4カ月で，非適応群15例の4±3カ

月と差がなかった．

　2）その他の姑息術の有無

　4例（適応群3例）で大動脈弓閉塞（縮窄ないし離

断）を伴っており，その修復を肺動脈絞拒術と同時に

行った．二回目の姑息術としての短絡術が，適応群で

5例，非適応群で7例に行われた．これらの頻度は両

群間で差がなかった．

　3）最終決定の年齢

　平均で見ると，適応群は3．9＋2．0歳，非適応群は

5．9＋6．0歳であった（有意差なし）．適応群では全例6

歳までにFontan手術となったのに対し，非適応群に
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は6歳以上の例が4例いた（次項）．

　4）非適応および死亡の原因（表2）

　死亡は4歳時突然死の1例，手術拒否が1例（24歳）

で，他の］3例では条件から適応外となった．左右肺動

脈の極端なアンバランスが5例で，1～2歳時の心カ

テで診断された．肺高血圧が5例で，］～9歳（平均

5歳，6歳以上2例）時に診断された“poor　PA”が

3例で，それぞれ4，5，13歳で診断された．

　　　　　　　　　　考　　察

　今回の後方視的な結果からは，乳児期に姑息術を必

要とされる症例では，最終的にFOntan手術に到達す

る確率はかなり低く，肺血流量減少型で65％，肺血流

量増加型では40％に留まることが示された．これまで

疾患別に扱ったいくつかの類似の報告がある．Tam

ら11）は乳児期に発症した三尖弁閉鎖の84例について入

院後の手術や経過を報告した．プロスタグランディン

出現前の例もあり，また姑息手術の死亡率が約36％と

高く，現代のデータとそのまま比較出来ないが，彼ら

の例では最終的に32例がFontan手術を受け，他の13

例が適応例とされている．対象総数の約54％である．

これを今回の検討と比較するため，初回姑息術を生存

した55例のみについてみると，12例がその後死亡，4

例が適応外で，FOntan手術となったか適応とされた

例は39例であった．これは55例に対して71％となり，

我々の経験より良い結果である．Franklinらも乳児期

発症の三尖弁閉鎖237例について同様の分析を報告し

ている12）．彼らは初回の姑息術を短絡術と肺動脈絞拒

術（＋その他）に分けている．1］4例の短絡手術生存例

では，カテーテルによる再検査前の死亡が25例，心機

能低下6例，肺動脈変形5例，肺高血圧が4例，その

他7例の計47例（41％）が適応から外れ，67例が

FOntan手術後ないし待機中であった．一方肺動脈絞

拒術（＋その他）後生存の39例では19例が適応を外れ，

約半数のみがFontan手術となった．　Franklinら13）は

別に乳児期発症の単心室でも同様の調査をしている

が，44例の短絡術生存例の内17例（39％）が適応から

外れ（死亡13例，条件による不適応4例），14例が

FOntan手術済み（死亡3例）で13例が待機中であっ

た．一方肺動脈絞拒術後32例では，19例が死亡ないし

適応外で，13例のみがFontan手術済みか待機中で

あった．これらFranklinらの成績は今回の我々の成

績と極めて類似であった．

　これらの報告と今回の我々の報告とは，扱った年代

や患者の母集団の選び方に違いがあったにも関わら

日本小児循環器学会雑誌第13巻第6号

ず，ほぼ同様の結果であったことはむしろ興味深い点

であろう．それらの報告と同様，今回の集計にも第三

次医療機関としての患者選択の歪み（selection　bias）

がある．即ち今回の集計の対象になった症例の中には

既にFontan適応ありとして紹介された例もある一方

で，延命のみが目的の姑息術の例も含まれる．我々の

方針として紹介されてきた適応疾患（解剖学的に二心

室修復が出来ない病型）患者では全ての例でFontan

手術の可能性を検討している．そのなかで将来とも

Fontan適応とならないと思われる症例でも，何らか

の外科的処置を施さないで白然歴とする例は極めて少

ない．ただ，出生後まもなく死亡し我々の施設に到達

しない例は当然含まれていない．姑息術前に死亡する

例は先に引用した論文にあるように全体からみると無

視はできないが，それらの例は当初から重症で未だに

救命すら容易でない例が多い．言い替えれば日常臨床

（daily　practise）としての将来のFontan手術に言及

するものではなく，むしろchallengingな例との位置

付けであろう．すなわち，報告された数字や我々の数

字が現時点でのFontan手術を目指す場合の実地臨床

としての目安になるものと思える．

　これらの数字を改善しもっと多くの例を最終的に

Fontan手術に到達させられる可能性はあるか，ある

とすればそれはどのようなアプローチであるか．まず

初めに挙げなければならないことは姑息術後の再評価

の時期の大切さである．Fontan手術の成否を決める

最大の要因は適正な肺循環と心機能である1‘）．適正な

肺循環は適正な肺血流量が保たれることが必須で，少

なすぎれば肺血管床の発達が遅れるし，逆に多すぎれ

ば肺血管内膜障害から血管抵抗の不可逆的なヒ昇を招

く．二心室修復可能な場合と同様の考え方でそれらの

患者を見ていては，Fontan手術の条件から外れるこ

とになる．

　このため，初めの姑息術のあと期待された効果がな

い場合には，手術そのものの影響がとれた出来るだけ

早い時期に再評価を行う．結果に応じて姑息術を追加

することによって早期の死亡を減らすのみならず，適

応条件の改善が期待されるであろう．即ち，今同の対

象症例の中にも早期ないし再検査前の死亡が相当数見

られた．その原因として，低酸素血症，心不全，突然

死があった．低酸素血症は，元の肺動脈の細さが身体

発達に見合わなくなったことに加え，短絡の狭小化な

いし閉鎖に起因していると思われた．また，心不全は，

それら低酸素血症に加え，房室弁逆流も重要な要因と
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なっている．これらの状況の判断と適切な対策の模索

のため早い時期の再評価を繰り返すことが必要な訳で

ある．しかし，Franklinらも示しているように12｝13），

発症年齢が早い例では自然死（術前死）や適応外とな

る例が多く予後が悪い．これは予後の悪い群では短絡

手術の月齢が早いとの我々の経験に符合し，それらで

は適切な姑息術にも関わらず状態の改善が望めない例

が含まれていることを示している．即ち，疾患の病態

そのものの重症さが一つの大きな要因でもあると言え

る．

　問題はむしろ姑息術後に安定している例にある．短

絡術後にせよ肺動脈絞拒術後にせよ肺血流が適当であ

れば低酸素血症も心不全も軽度で安定している．この

中には肺高血圧が軽度ながら進行している例や肺動脈

のサイズが小さくなっている例がある．また，肺動脈

の左右差があり，経年的に一方は肺高血圧へ他方は著

しい低形成へ不可逆的変化となってしまう例があっ

た．極端になれば非侵襲的にも容易に判断できるが，

変化が軽度な例ほど安定しているだけに心カテーテル

検査を繰り返すことへの抵抗がある．その結果再評価

が遅れ適応から外れていったと思われる症例が今回の

集計の中にも見られ，そのような例は特に肺動脈絞拒

術後に頻度が高い傾向であった．また，房室弁閉鎖不

全の出現進行からくる心機能低下も適応外となった理

由の一つであった．この経験と，最近ではFontan手術

の適応年齢が下がっていることから，乳児期に姑息術

を受けた患者特に肺動脈絞拒術後は遅くとも術後1年

以内に心カテーテル検査を行って再評価すべきであ
る．

　適応外とされた病態の一つとして“poor　PA”とい

う概念を提唱した．これは，元々少ない肺血管床に，

その血管に対しての過剰な血流が流れることによっ

て，血管径が太くならずに圧や抵抗のみが高くなる，

先天的な異常に起因する病態と考えた．しかし，適切

な時期と方法による短絡手術がこの病態を予防できる

のではないかとの疑問もある．Rosenbergらによれ

ば15｝，肺血管壁内のcollagen　fiberの量が少ない例で

は短絡術後の肺動脈径の増加が少ないと報告され，こ

のpoor　PAの病態を説明するものと思われる．即ち，

poor　PAの成り立ちとして手術の技術や時期とは別

に先天性の要素があることを強く伺わせる．一方で，

Tanakaらは肺動脈閉鎖症の肺動脈の組織像を検討

し16），新生児からプロスタグランディンによる治療を

続けた後，細血管中膜が薄く内膜病変が比較的進んで

749－（19）

いる例のあることを示した．このことはプロスタグラ

ンディンやあるいは“良い”短絡による肺血流量の維

持が，時としてそれぞれの肺血管にとっては過量とな

り，必ずしも肺動脈をFontan手術適応に合う様に育

てる訳ではないことを示している．しかし，現時点に

おいてはどの例がpoor　PAなのか，どの例が単に肺血

流量の過量なのかを区別できないので，やはり心カ

テーテル検査を繰り返すしかない．

　房室弁逆流合併，心機能低下の重要性については従

来から強調されているのでここでは取り上げなかった

が，特に乳児期に始まる例では特に心不全死にっなが

る可能性が高く重要である．これらの例では，低酸素

血症の改善と容量負荷の軽減が必要であるが，そのた

めには乳児期の体静脈肺動脈吻合術と房室弁の処置の

併用が予後を改善する可能性を持っている17｝．

　以上まとめると，Fontan手術適応疾患で乳児期に

姑息術を受けた例の内，短絡術後では約1／3，肺動脈絞

拒術後では約半数でFontan手術に到達しなかった．

肺動脈の先天性の異常がその要因と考えられる例と，

患者管理の問題点が指摘される例があった．前者が真

に改善不能の病態か否かは未だ不明であり，適応外症

例を減らす対策として，姑息術後には積極的にかつ頻

繁に心カテーテル検査による再評価を行うことが薦め

られる．即ち，対象疾患では将来の計画を見込んだ全

体の流れの中での初期治療，検査計画の組立が予後改

善には必要と考えられるので，当初から第三次医療施

設での医療の継続が望ましいと考える．

　尚，この論文の要旨は第32回日本小児循環器学会学術総

会のパネルディスカッションで述べたもので，座長から投

稿推薦を受けた．
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Determinants　of　Indicatiorl　for　Fontan　Operation　in　Patients　Who

　　　　　　　　Underwent　Palliative　Surgery　Dur｛ng　Infancy

Makoto　Nakazawa，　Osamu　Shinohara、　Insam　Park，　Miho　Yamada，　Hirofumi　Tomimatsu，

　　Sumi　Aiba，　Toshio　Nakanishi，　Kazuo　Momma，　Yasuharu　Imai，　Yoshinori　Takanashi，

　　　　　　　　　　　　　　　　Shuichi　Hoshino，　Kazuhiro　Seo　and　Shouji　Terada

　　Department　of　Pediatric　Cardiology　and　Cardiovascular　Surgery，　Heart　Institute　of　Japana，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tokyo　Women’s　Medical　College

　　　Aretrospective　analysis　was　done　to　look　for　determinants　of　exclusion　from　Fontan

operation　in　127　patients　who　had　undergone　palliative　surgery　during　infancy．　In　lO2　patients

who　initially　had　low　pullnonary　blood　flow，35　were　excluded　from　Fontan　candidates　because

of　unexpected　death　before　reevaluation，　small　pulmonary　artery（PA）despite　of　high　presstユre

or　resistance（poor　PA），　severe　distortion　of　PA，　pulmonary　hypertension（PII），　or　severely

depressed　ventricular　function、　In　25　patients　with　high　pulmonary　blood　flow，ユ5　were　excluded

because　of　PH，　PA　distortion，　or　poor　PA．　Thus，　a　relatively　large　proportion　of　patients　after

early　palliative　surgery　was　excluded　from　Fontan　operation．　The　fate　could　have　been　improved

by　early　and　repeated　catheterization　in　some　patients，　but　the　exclusion　condition　seemed

congenital　in　sorne　patients．
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