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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　Rastelli型手術後遠隔期における心室性不整脈と肺循環側心室圧の関係を検討した．対象はRastelli

型手術後の28例．年齢は23．0±8．5歳，手術時年齢は14．1±9．6歳，手術から本研究までの期間は7．9±3．9

年であった．28例中9例がすでに導管狭窄を原因として導管交換を施行されていた．13例が心室性不整

脈陽性と判定されたが，超音波検査で計測された肺循環側心室圧と直接的な関係は認められなかった．

心室性不整脈の機序として

　肺循環側心室圧上昇　　→　　　　心筋障害　　　　→　　　心筋障害の進行

　　　　　↓　　　　　　　　　　　　↓　　　　　　　　　　　　↓

　　　　不整脈　　　　　　　　　　不整脈　　　　　　　　　不整脈

　　　　（一）　　　　　　　　（＋，可逆的）　　　　　　（＋，不可逆的）

のように推定された．また高い手術時年齢も心室性不整脈の危険因子の一つであると考えられた．

　　　　　　　　　　はじめに

　我々はRastelli型手術後遠隔期におけるQuality　of

lifeの検討で導管狭窄，不整脈，感染性心内膜炎の3つ

の問題点をあげ，不整脈に関しては導管狭窄の進行に

関係があることを報告した1）．

　ファロー四徴症における術後心室性不整脈は突然死

の原因の一つとして考えられ，その誘因の一つとして

右室圧の上昇があげられている2）3）．Rastelli型手術に

おいても導管狭窄の進行に伴い肺循環側心室圧の上昇

が心室性不整脈の引き金となることは想像に難くな

い．Rastelli型手術後遠隔期における導管狭窄はいわ

ば“避けられない合併症”であり，導管狭窄に伴う肺

循環側心室圧の上昇が心室性不整脈を惹起し，突然死

の原因となりうるのであればその経過を知ることは

フォローアップの上で重要である．そこで今回我々は

Rastelli型手術後における肺循環側心室圧と心室性不
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整脈の関係について検討した．

　　　　　　　　　対象と方法

　対象は1995年に当科外来を受診したRastelli型手

術後患者で後述のプロトコールに同意の得られた29例

のうち超音波検査で肺循環側心室圧の推定できた28例

である．これらの症例に関し24時間心電図を記録しそ

の日より4日以内で心臓超音波検査を施行し肺循環側

心室圧／体循環側心室圧比を推定した．24時間心電図記

録はレイノルズメディカル　トラッカーを使用し，レ

イノズルメディカル　パスファインダーIIIを用いて解

析した．

　24時間心電図による心室性不整脈の評価は心室性期

外収縮の数が頻発（10／時間以上）あるいは2連発以上

の心室性期外収縮が記録された症例は不整脈（＋），そ

れ未満の場合は不整脈（一）と分類した．4）．

　肺循環側心室圧の評価は肺循環側心室の房室弁逆流

速度を連続波ドップラーにて計測し，簡易ベルヌーイ

式を用いて圧較差を計算した．それに10mmHgと仮定

した右心房圧を加えて，肺循環側心室圧とした．そし
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現在高圧群5例

うち不整脈（＋）2例

現在低圧群23例

うち不整脈（＋）10例

高圧既往群9例

うち不整脈（＋）6例

低圧群14例

うち不整脈（＋）4例

図1　対象症例の肺循環心室圧と心室性不整脈による分類

て上肢の血圧を体循環側心室圧と仮定しその比，すな

わち肺循環側心室圧／体循環側心室圧をもとめ，高圧群

（100％以上）と低圧群（100％末満）の2群に分類した．

なお房室弁逆流が検出できなかった症例に関しては心

室中隔の轡曲度より両心室圧比を測定した5）6｝．

　以上の方法を用いて肺循環側心室圧／体循環側心室

圧の比により対象を後述する3群に分類し，それぞれ

の群の心室性不整脈の有無を比較した．3群とはすな

わち，現在高圧である群（高圧群），導管交換を施行さ

れ現在は低圧である群（高圧既往群），Rastelli型手術

後今回の検査時まで低圧である群（低圧群）の3群で

ある．

　また，フォロー四徴症における検討では手術時年齢，

術後期間も心室性不整脈と相関が認められているた

め2）3）7）8伺様の検討を行った．

　データは平均値±標準偏差で示し統計処理はx2検

定およびt検定を用い，危険率5％をもって有意差あ

りとした．

　　　　　　　結果（図1，2）

　表1に対象症例の基礎心疾患を示す．

　対象症例の年齢は23．0±8．5歳，手術時年齢は14．1±

9．6歳，そして手術から本研究までの期間は7．9±3．9年

であった．28例がすでに導管狭窄を原因として導管交

換を施行されていた．
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図2　対象症例の術後経過

40

Rastelli型手術施行時（□），導管交換時（■：全例に

おいて肺循環心室圧は高圧）の年齢，そして本研究時

の年齢及び肺循環心室圧（○：肺循環心室圧が低圧，

●：肺循環心室圧が高圧）を示す．

　24時間心電図

　不整脈（＋）群13例，不整脈（一）群15例．発生時

刻は多くの例で全日型であった．2連発の認められた

症例は8症例，3連発以上認められた症例は2例．な

お多型性の心室性不整脈が21例において認められた．

RonTが認められた症例はなかった．

肺循環側心室圧／体循環側心室圧比

高圧群5例，低圧群23例であった．

　心室性不整脈と肺循環側心室圧／体循環側心室圧比

の関係
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表1　対象症例の基礎心疾患

ファロー四徴症，肺動脈閉鎖，動脈管閉存 9例

両大血管右室起始，肺動脈閉鎖または肺動脈狭窄6例

総動脈幹症

ファロー四徴症．肺動脈閉鎖，
　主要体肺動脈側副血行路

修正大血管転換症

ファロー四徴症，冠動脈走行異常

完全大血管転換症III型

両大血管左室起始，肺動脈狭窄

5例

2例

2例

2例

1例

1例

表2　心室性不整脈と肺循環心室圧／体循環心室圧比

　との関係

A．心室性不整脈と24時間心電図施行時の肺循環心室

　　圧／体循環心室圧比との関係

　　　　　　低圧群　　高圧群

不整脈（一）　　13　　　　3

不整脈（＋）　　10　　　　2

　　（λ1＝0．13，Pc＝0．72）

B．心室性不整脈とRastelli型手術施行後の肺循環心

　　室圧／体循環心室圧比との関係

　　　　　　低圧群　　高圧及びその既往群

不整脈（一）　　10　　　　　　6

不整脈（＋）　　　4　　　　　　8
　　（xg＝1．31，　Pe＝O．25）

　心室性不整脈と肺循環側心室圧／体循環側心室圧比

の関係を表2に示す．現在の肺循環側心室圧／体循環側

心室圧比で2群に分けκ2検定を施行したが有意差は

認められなかった（表2A）．また術後肺循環側心室圧

上昇の条件で2分で分類，すなわち導管交換症例は現

在は低圧群でも導管狭窄により全例術後に高圧群を経

て導管交換の結果低圧群になっていることから高圧既

往群を高圧群とみなしてκ2検定を施行したが同様に

有意差は認められなかった（表2B）．

　心室性不整脈と手術時年齢，手術後期間の関係

　手術時年齢は不整脈（一）群10．9±8．4歳に対し不整

脈（＋）群13．6±9．5歳と高い傾向があるが有意差は認

めなかった．術後期間に関しても不整脈（一）群9．1±

5．1年に対し不整脈（＋）群12．8±6．4年と高い傾向が

あるものの有意差は認めなかった．

　　　　　　　　　　考　　案

　前回の検討1），特に導管狭窄解除後，心室性不整脈が

消失した症例の存在から肺循環側心室圧と心室圧不整

脈は何らかの関係が推察される．しかしながら今回の

日本小児循環器学会雑誌　第14巻　第1号

検討では心室性不整脈と肺循環側心室圧／体循環側心

室圧比との問に直接の関係は認められなかった．相関

が認められないのは，

　A．高圧群で不整脈（一）の症例

　B．低圧群で不整脈（＋）の症例

　この2つのグループの存在のためである．そこでこ

の2つのグループについて検討してみた．

　A．高圧群で不整脈（）の症例

　今回の検討で高圧群5例のうち3例では不整脈（一）

であった．また逆に導管交換を施行されている9例の

うち6例では肺循環側心室圧／体循環側心室圧比が低

下したにも関わらず不整脈（＋）であった．このこと

から肺循環側心室圧のヒ昇が直接心室性不整脈を惹起

しているのではないといえる．前回の報告での1），導管

狭窄解除後心室性不整脈が消失した症例の存在と併せ

て考えると心室性不整脈は肺循環側心室圧と直接関連

するのではなく，

圧上昇　→　　心筋障害

　↓　　　　　　　↓

不整脈　　　　不整脈

（一）　　　（＋，可逆的）

のように進行すると推定された．

ローアップで重要なのは肺循環側心室圧の上昇を早期

に発見し，心筋障害が進行する前に減圧を施行するこ

とである．我々の経験では減圧を施行しても心室性不

整脈が残存するほどの心筋障害（anatomical　and　elec－

trical　damage）に進行する前に胸部レントゲンでの心

胸郭比が大きくなってくる印象があり，外来フォーロ

アップでの目安の一つとしている．

　B．低圧群で不整脈（＋）の症例

　今回の検討でRastelli型手術後，肺循環側心室圧が

上昇した既往がないにも関わらず不整脈（＋）であっ

た5例の手術時年齢は22歳と高い傾向があった．すな

わちこれらの症例では術前の高い肺循環側心室圧およ

び低酸素血症によりすでに心室性不整脈を起こしうる

ほどの心筋障害を受けていることが考えられる．ファ

ロー四徴症に関して，年長者では術前より心室性不整

脈が認められ，術後においても血行動態的には経過が

良好であるにも関わらず心室性不整脈が頻発するとい

う報告や7）8），乳児期に手術を施行した場合には心室性

不整脈の頻度が少ないという報告9）があり，高い手術

時年齢は心室性不整脈の誘因の一つであると考えられ

た．

　心室性不整脈の発生，進行を防ぐためには早期の手

→　心筋障害の進行

　　　　　↓

　　　　不整脈

　　（＋，不可逆的）

　すなわち術後のフォ
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術施行ならびに導管狭窄に伴う肺循環側心室圧の上昇

を心筋障害が進行する前に解除する必要がある．しか

しその結果導管交換が頻回になることは決して望まし

いことではない．Rastelli型手術にとって遠隔期の導

管狭窄は現時点では“避けられない合併症”である．

導管狭窄までの期間は当施設ではできる限り大口径の

導管を使用していることもあり平均11年と比較的良好

ではあるが1）1°），より長期の使用に耐えうる導管の開

発が必要である．近年，当施設では従来Rastelli型手

術の適応であった症例に対し，できうる限り導管を使

用しない術式1’）’2）を採用しており，同様に導管狭窄に

対する再手術の際もこの術式を第一選択としてい

る13）．本術式の遠隔成績の検討が待たれる．またカテー

テルによるインターベンションの普及によりRastelli

型手術後の導管狭窄に対してもバルーン拡張
術14）“”17），あるいはステントの留置術18）といった治療が

行われている．その成績はいずれも満足できるもので

はないが，症例によっては導管交換までの期間を延ば

すことが期待でき，試みる価値がある治療と考えられ

る．

　Studv　Limitation

　1．今回の検討は各症例毎の肺循環側心室圧の変化

と心室性不整脈の経過を追った研究ではない．

　2．心室性不整脈の起源について，今回は肺循環側心

室圧の上昇による心室性不整脈と考え肺循環側心室起

源として議論を進めた．しかしながら多くの心室性不

整脈は肺循環側心室起源の形態をとっているものの，

24時間心電図の誘導数による限界および基礎疾患に

よっては必ずしも起源心室を同定できない心室性不整

脈も存在した．

　3．　本研究では解剖学的左心室を肺循環側心室とし

ている症例を2例含んでいる．これらの症例では圧負

荷に対する反応を右心室と同様に考えられない可能性

がある（ただし一度は低圧になった左心室であり，正

常左心室と同様に考えるわけにも行かないと考えられ

る）．今回の検討症例は1例は低圧群で不整脈（一）で

あったが，もう1例は24歳で手術を施行している症例

で低圧群で不整脈（＋）であった．後者の不整脈は多

源性多発性の心室性不整脈で，両心室を起源としてい

る可能性がある．
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Ventricular　Arrhythmias　in　Patients　after　Rastelli　Operation

Tomoaki　Murakami，　Makoto　Nakazawa　and　Kazuo　Momma
Department　of　Pediatric　Cardiology，　The　Heart　Institute　of　Japan，

　　　　　　　　　　　　　Tokyo　Women’s　Medical　College

　　　We　evaluated　the　relationship　between　ventricular　arrhythmias　and　pressure　of　the　pulmo－

nary　circulation　ventricle　in　28　patients　after　Rastelli　operation．　The　mean　age　at　Rastelli

operation　was　l4　years　and　the　mean　follow－up　duration　after　repair　was　8　years．　The　conduit

exchange　had　already　been　performed　in　32％of　the　patients．　Ventricular　arrhythmias　on　Holter

ECG　were　found　in　43％of　patients．　The　incidence　of　ventricular　arrhythmias　was　not　directly

related　to　the　pressure　of　pulmonary　circulation　ventricle．　The　mechanism　of　the　ventricular

arrhythmia　in　patients　after　Rastelli　operation　was　deduced　as；

羅三一三　m－6：㌫ati°n°f

　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　l　　　　　　l

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　arrhythmia（十），　　arrhythmia（⊥），
　　　　arrhythmia（一）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　reversible　　　　　　　　irreversible

The　age　at　Rastelli　operation　was　also　conjectured　to　incidence　of　ventricular　arrhythmia．
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