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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　1986～1992年の間に当科において右房一右室吻合術（Bj　6rk法）が施行された6例の遠隔成績について

検討を加えた．疾患の内訳は三尖弁閉鎖症4例，純型肺動脈閉鎖症2例，手術時年齢は3～5歳（平均

4．2歳），術後観察期間は5～15年（平均10．3年）であった．

　症例1：術後11年目より心房細動に移行し，易疲労感が進行したため，14年4カ月時，Total　cavopul－

monary　connection（TCPC）への変換が行われた．

　症例2：術後2年4カ月時に心不全症状を呈し，心臓カテーテル検査上，著明な三尖弁逆流と右房の

拡大が認められた．右室を用いたbiventricular　repair＋三尖弁置換術が計画されたが，両親の同意が得

られず，術後9年目に心房細動に移行し，自宅にて突然死した．

　残りの4例は術後5～11年後の現在洞調律で経過しているが，1例が易疲労感を自覚し，上室性不整

脈の頻発，心拡大が認められているほか，1例に心拡大が認められている．

　以上の結果より右房一右室吻合術（Bjδrk法）後の遠隔期に，心房性不整脈や心拡大等の合併症が高率

に認められることが判明した．かかる症例に対する治療上の選択肢の一つとして，TCPCや
biventricular　repairへの変換も考慮すべきであると考えられた．

　　　　　　　　　はじめに

　1971年，Fontanら1）によって，三尖弁閉鎖症（以下

TA）に対する機能的修復術の報告がなされて以来，解

剖学的修復術が不可能な多数の複雑心奇形症例に対

し，種々のFontan型手術が行われてきた．右房一右室

吻合術（Bjbrk法）は1979年にBj6rkら2）によって報告

され，特にTAに対する有用な術式として各施設で採

用された．当科においても，1986～1992年に6例のTA

症例と2例の純型肺動脈閉鎖症（以下PA－IVS）症例に

対して本術式を施行した3）．

　近年，各種Fontan型手術の遠隔成績が明らかにさ

れ，様々な遠隔期合併症が報告されるようになってき

た4）一一6｝．特に慢性的な右房負荷に起因する心房性不整
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脈や拡大した右房の圧迫による肺静脈の還流障害など

は内科的治療に抵抗性であり，大きな問題となってい

る7）8）．今回われわれは当科における右房．一右室吻合術

の遠隔成績について検討を加えたので報告する．

　　　　　　　　　対　　象

　1986～1992年の間に当科において右房一右室吻合術

が施行された8例中，病院死した2例を除く6例を本

検討の対象とした（表1）．疾患の内訳はTA　4例

（1’b：2，1’c：2），PA－IVS　2例で，先行手術として

Blalock－Taussig手術が3例に，肺動脈絞拒術が2例

に行われていた．手術時年齢は3～5歳（平均4．2歳）

と，当時としてはかなり低年齢であった．全例，術直

後の経過は良好で，術後の心臓カテーテル検査におい

ても特に問題はなかった．術後観察期間は5～15年（平

均10．3年）であった．
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表1　対　象

症例 診断 先行手術 手術時年齢
　術後
観察機関

1 TA（Ic） PA　banding 4歳7か月 15年2か月

2 PA－IVS
　　rt．＆lt．

Blalock－Taussig 3歳4か月 9年6か月

3 TA（Ib） rt．　Blalock・Taussig 3歳7か月 11年3か月
4 PA－IVS rt，　Blalock・Taussig 5歳3か月 10年4か月

5 TA（lb） なし 3歳3か月 10年2か月

6 TA（Ic） PA　ballding 5歳2か月 5年3か月

TA：三尖弁閉鎖症，　PA－IVS：純型肺動脈閉鎖症，　PA　band－

illg：肺動脈絞拒術

表2　心臓カテーテル検査

症例1（術後14年1か月）

RA（mmHg）

RV（mmHg）

PA（mmHg）

LVEDV（％N）

LVEF（％）

RVEDV（％N）

RVEF（％）

15／13（12）

14／6edp　7

14／10（ll）

　93
　56
　57
　44

症例2（術後2年4か月）

RA（mmHg）

RV（mmHg）

PA（mmHg）

LVEDV（％N）

LVEF（％）

RVEDV（％N）

TVD（％）

RV・TV　index

21／12（17）

20／10edp　19

21／11（16）

　83
　70
　76
　73
　0．55

RA：右房，　RV：右室，　PA：肺動脈，　LVEDV：左室拡張末

期容積，LVEF：左室駆出率，　RVEDV：右室拡張末期容積，

RVEF：右室駆出率，　TVD：三尖弁輪径

　　　　　　　　　　結　　果

　症例1および症例2に対し，術後遠隔期に心精査が

施行された（表2）．

　症例1：TA（1－c）に対し，4歳7カ月時に右房一右

室吻合術が施行された．術後経過は良好であったが，

11年目より心房性不整脈が頻発し心房細動に移行し

た．ジゴキシンおよびキニジンによる内科的治療や電

気的除細動を施行したがいずれも効果はなく，徐々に

易疲労感が進行したため（NYHA　class　II），術後14年

時に心精査が施行された．胸部X線上，心胸郭比66％

と著明な心拡大が認められた．心臓カテーテル検査で

は右房平均圧12mmHgで右房　肺動脈間に圧較差は

なく，右房一右室吻合口の狭窄所見は認められなかっ

日小循誌　14（1），1998

た．右室容積は57％of　normal，右房は著明に拡大し

ていた．術後14年4カ月時，Total　cavopulmonary

colmection（TCPC）への変換が行われた．手術は体外

循瑞下に，まず上大静脈を肺動脈に端側吻合した後，

右房一右室吻合口を閉鎖した．次いで前回手術時に心

房中隔欠損口を閉鎖していたパッチを切除し，直径16

mmの心房間交通口を作成した後，直径20mmの

ePTFE人工血管を用いて下大静脈一肺動脈間に心房

内導管を作成した．術後一過性に心房粗動を呈したが，

ジゴキシンおよびキニジンの投与にて洞調律へ回復し

た．易疲労感は消失し（NYHA　class　I），心胸郭比も

50％と改善した．術後2カ月時に行った心臓カテーテ

ル検査での平均肺動脈模入圧は4mmHgであった．

　症例2：PA－IVSで生後9日および9カ月時にそれ

ぞれ右，左のBlalock－Taussig手術が施行されてい

た．3歳4カ月時に一弁付き流出路パッチ（MVOP⑧）

を用いた右室流出路再建，三尖弁切開および右房　右

室吻合術が施行された．術中所見で，三尖弁はfish

mouse様の一弁構造であった．三尖弁を通過する血流

を増やすことで，右室の発育を促し，将来の
biventricular　repairを可能ならしめる目的で，一弁構

造の三尖弁を切開し，二弁構造の弁を作成したうえで，

右房・右室吻合を行った．右室流出路は殆ど筋閉鎖の

状態であったが，これを切開し，MVOP⑧を用いて右

室流出路再建を行った．外来フォロー中，心不全症状

を呈したため，術後2年4カ月時に心臓カテーテル検

査が施行された．著明な三尖弁逆流および右房の拡大

が認められ，右房平均圧17mmHg，術前20％of　norma1

であった右室容積は76％of　normalに拡大していた．

右室を用いたbiventricular　repair＋三尖弁置換術が

計画されたが，両親の同意が得られなかった．心不全

症状が進行し，術後9年4カ月時に心房細動に移行し，

その2カ月後に自宅にて突然死した．

　残りの4例は術後4～10年後の現在洞調律で経過し

ているが，1例が易疲労感を自覚し，上室性不整脈の

頻発，心拡大（心胸郭比58％）が認められているほか，

1例に心拡大（心胸郭比55％）が認められている（表

3）．

　　　　　　　　　　考　　察

　Bj　6rkの原著2）によれば，本法はそれ以前に発表さ

れた種々のFontan型手術と比較して，1）人工物を使

用しないため低年齢児にも施行可能であること，2）右

室がpumping　chamberとして機能しうること，3）肺

動脈弁が正常の位置に存在すること，4）右室の成長が
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表3　現　況

症例 症状 心胸郭比 心電図 投　　薬

ジゴキシン，キニ

1 なし 48％ 洞調津
ジン，利尿剤，ワー

ファリン，パナル
ジン

2
一

3 なし 50％ 洞調津 なし

4 なし 44％ 洞調津 なし

5 なし 55％ 洞調津 なし

6 易疲労感 58％
洞調津
ヒ室性不整脈

なし

期待できること等の利点を有すると述べられている．

de　Levalらの実験的検討9）からFontan　circulationに

おいてpumping　chamberは必ずしも必要でないこと

が示唆されているが，右室の成長が期待でき，さらに

biventricular　repairに変換しうる可能性が残されて

いるということ’°）に関しては大きな利点のひとつであ

ると考えられる．いかなる症例をbiventricular　repair

に変換しうるのかという点については現在のところ不

明であるが，PA－IVS症例に関しては，従来よりわれわ

れが提唱しているRV・TV　index’1）が応用可能と考え

られる．現在のところ，われわれはRV・TV　indexが

0．4以上；biventricular　repair，0．2～0．4；

biventricular　repair（ASD部分閉鎖12），0．1～0．2；

one　and　one　half　ventricular　repair’3）の可能性も念頭

におきつつbiventricular　repairを目指す，0．1以下；

Fontan型手術という基準を用いている11）が，症例2の

遠隔期心臓カテーテル検査から計算されたRV・TV

indexは0．55でありbiventricular　repair可能と判断

された．症例1のごときTA症例については明確な基

準は示されていない．本症例の右室容積は57％of　nor－

malであった．右房一右室吻合口前壁に大きなパッチ

が存在するため，右室容積は過大に評価されていると

いう点を考慮すれば，右室容積は未だ不十分であると

考え，TCPCを選択した．

　近年，Fontan型手術後の慢性的な右房の圧負荷に

起因する遠隔期合併症に対し，TCPCへの変換が有効

であったとする報告がなされるようになってき
た7）8）14）15）．Kreutzerら8）は，　TCPCへの変換は拡大し

た右房の圧迫による肺静脈の還流障害に対しては著効

を示すが，蛋白漏出性胃腸症や慢性の胸腹水には全く

無効であったと報告している．心房性不整脈に関して

は有効であるとする報告7）14）と，これを疑問視する報

告8）とがあり，未だ結論は出ていない．自験例（症例1）
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は心房細動を契機として心不全症状を呈した症例であ

るが，本症例の心房細動が種々の薬物療法や電気的除

細動が全く無効であったこと，心臓カテーテル検査上，

右房　右室吻合［の狭窄所見は認められず，慢性的な

右房の圧負荷に起因する不整脈であると考えられたこ

とから，TCPCへの変換を行うこととした．平均右房

圧は術前の12mmHgから術後は4mmHgへと低下し
ており右房壁への圧負荷はかなり軽減されたものと思

われた．Maze手術を同時に施行16）することも考慮し

たが，再手術例に本法を行うことで体外循環が長時間

に及ぶ危険性があること，文献上，TCPC単独で効果

のみられた症例が多く存在すること7）14）15）から，あえて

Maze手術は行わず，手術侵襲を小さくすることを優

先させた．術後一過性に心房粗動を呈したが，ジゴキ

シンおよびキニジンの投与にて速やかに洞調律に復し

た．術前は薬物治療抵抗性であった心房性不整脈が術

後は比較的容易にコントロールできるようになったこ

とから，少なくとも本症例の心房性不整脈については

TCPCへの変換が有効であったと考えられる．

　当科での右房　右室吻合術症例6例中，上記症例1，

2のほか，症例6が術後5年3カ月の現在，易疲労感，

上室性不整脈，心拡大を呈している．本検討より，他

のFontan型手術と同様，右房　右室吻合術において

も遠隔期に右房の圧負荷に起因する種々の合併症が高

率に認められることが判明した．症例6については近

日中に心精査を行い，治療方針を決定する必要がある

と考えているが，他の3例についても今後，厳重な経

過観察が必要であると思われる．

　　　　　　　　　　結　　語

　1）右房一右室吻合術（Bjbrk法）後の遠隔期に，心

房性不整脈や心拡大が高率に認められた．2）かかる症

例に対する治療上の選択肢の一つとして，TCPCや

biventricular　repairへの変換も考慮すべきであると

考えられた．

　本論文の要旨は第33回日本小児循環器学会総会（1997年

7月，京都）にて報告した．
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Long－Term　Follow－up　of　the　Right　Atrial－Right　Ventricular　Anastomosis

Naoki　Yoshimura1），　Masahiro　Yamaguchi1），　Hidetaka　Ohashi］’，　Yoshihiro　Oshima1），

　　　　　　　　　　Yoshiya　Toyodal｝，　Hee－Nam　Chung2）and　Kyoichi　Ogawal）

　　　　　　　　　　　　　Department　of　Cardiothoracic　Surgery1），　and　Cardiology2）

　　　This　study　was　designed　to　investigate　the　Iong・term　follow・up　of　six　patients　having　right

atrial－right　ventricular　anastomosis　between　1986　and　1992．　Four　patients　had　tricuspid　atresia

and　two　had　pulmonary　atresia　with　intact　ventricular　septum．　Their　mean　age　at　the　operation

was　4．2　years，　and　the　length　of　follow　up　period　was　lO．3　years　on　average．　Two　patients

developed　atrial　fibrillation．　One　of　them　underwent　conversion　of　right　atrioventricular　to　total

cavopulmonary　anastomosis　14　years　after　the　modified　Fontan　operation（Bj6rk　operation），　and

he　is　now　doing　well　and　continues　to　be　free　of　arrhythmias．　Another　patient　showed　marked

enlargement　of　right　atrium　and　severe　tricuspid　regurgitation．　He　was　planned　to　undergo

biventricular　repair　and　tricuspid　valve　replacement，　but　his　parents　did　not　agree　with　this

decision．　He　died　nine　years　after　the　operation．　The　other　four　patients　are　in　norrnal　sinus

rhythm，　however，　two　of　them　show　cardiomegaly　and　one　patient　develops　exercise　intolerance

and　atrial　arrhythmias．　These　results　indicated　that　the　patients　who　underwent　right　atrial－right

ventricular　anastomosis　are　associated　with　several　late　complications　such　as　progressive

exercise　intolerance，　atrial　arrhythmias，　right　atrial　dilatation．

Presented by Medical*Online


	0037
	0038
	0039
	0040
	0041



