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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　1989年11月から1996年1月までに複雑心奇形を合併しない新生児期総肺静脈還流異常症連続10例に対

し，体外循環を使用せず単純超低体温（表面冷却循環停止）下に根治術を施行した．手術時日齢平均11

日，平均体重2．9kg，病型はIa型1例，　Ila型2例，　III型4例，　IV型3例．8例が生存退院し最近の症

例は無輸血手術であった．全例外来でフォローしており，術後経過年数は平均3．3年．術後肺静脈狭窄

（PVO）は2例に認め再手術にてともに救命した．そのうち1例は再びPVOを来したがPTAを施行し

現在経過観察中である．全例洞調律で，平均CTRは53％．外来投薬はPVOのため再手術した1例のみ

利尿剤を投与し，他は全例不要であった．全例に脳CTと，デンバー式もしくは遠城寺式発達分析検査

を施行した結果，異常なく順調に発達していた．身体発育も体重・身長ともに正常であった．本法術後

の中期遠隔予後は精神的・身体的にも概ね良好と思われた．

　　　　　　　　　はじめに

　総肺静脈還流異常症（以下TAPVC）はしばしば術

前状態が悪く，新生児期根治術を余儀なくされる．そ

のため当科では心血管系への影響を考慮し1），フェン

タニールを用いた単純超低体温法麻酔（体外循環を使

用しない表面冷却超低体温循環停止）下に根治術を施

行している．今回，本法による新生児期根治術が術後

の身体的・精神的発達や心機能等に及ぼす影響を含め

て遠隔予後を調査対象した．

　　　　　　　　対象および方法

　1989年11月から1996年1月までに，TAPVCに対し

新生児期根治術を連続10例施行した（表1）．手術時日

齢は11±8（mean±SD）日，体重は2．9±0．7kgであっ

た．病型（Darling分類）はIa型1例，　IIa型2例，　III

型4例，VI型3例であった．合併心奇形はPDAを7

例で，右肺静脈膜様完全閉塞を1例で認めた．術前診

断は心エコーのみの方針としており，他の心内奇形も

疑われた症例2と7のみ心臓カテーテル検査を施行し

た．表1に示したように術前気管内挿管は5症例に行

われ，6症例が緊急手術であった．手術はフェンタニー

別刷請求先：（〒020－0023）岩手県盛岡市内丸19－1

　　　　　岩手医科大学第3外科　　　椎名　祥隆

表1　症例

症例 性別 日齢 体重
（kg） 病型

合併
心疾患

挿管
（術前）

緊急
手術

1 F 8 3．5 皿 PDA 十 十

2 M 3 2．2 　IV
（皿＋lb）

肺静脈
閉鎖

十 斗

3 F 1 3．2 皿 PDA 十 十

4 M 8 42 　IV
（Ilb＋lb） なし 一

十

5 M 18 2．1 Ia PDA 十 十

6 M 15 2．1 　IV
（Ilb＋lb） PDA 一 一

7 M 9 2．9 Ila PDA 十 十

8 M 30 3．0 Ila PDA 一 一

9 M 5 3．1 皿 PDA 一 一

10 F 11 2．4 m なし 一 一

平均±SD　11±82．9±0．7
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表2　手術

食道 循環 挿管
症例 最低温 遮断 術式 日数 転帰

（℃） （分） （術後）

1 18．5 58 後方到達法 4 生存

2 19．2 83 後方到達法＋rPV再建 27 病院死

3 ］9．9 64 後方到達法 2 生存

4 19．8 75 経右房／Cut　back 1 生存

5 20．4 50 後方到達法 1 生存

6 20．6 58 経右房／Cut　back 2 病院死

7 19．9 41 経右房／Cut　back 2 生存

8 21．1 48 経右房／Van　Praagh法 1 生存

9 20．8 45 後方到達法 2 生存

10 13．3 38 後方到達法 2 生存

平均20．656±14
　　（19．1）（55±／6）　（）内は生存例の平均値

ルIOOμg／kg投与下，体外循環はいっさい用いず単純

超体温法麻酔下に施行した．表面冷却のみで平均食道

温19．4＋2．3℃まで冷却し循環遮断時間は平均56±14

分であった（表2）．不整脈は冷却および復温過程いず

れにおいても認められた症例はなかった．術式は表2

に示したように，1型とIII型は後方到達法を施行し，

とくにIII型では左右肺静脈に切り込まないように注

意しつつ吻合口は可及的に大きくした．Ila型はcut

back法とVan　Praagh法を各々1例ずつ施行した．

IV型はcut　back法2例と，後方到達法＋右肺静脈再建

術1例を施行した．

　生存例は退院後に胸部X線，心電図等を行い，心機

能に関する精査を施行した．また術後の脳障害の有無

を調べる目的で脳CT・脳波を，神経学的発達状況を調

べるためにデンバー式発達スクリーニング検査

（JDDST－R）もしくは遠城寺式発育分析を外来におい

て施行した．

　　　　　　　　　　結　　果

　手術死亡はなかった．しかし，症例2と6を各々肺

出血と上大静脈症候群のため術後41日・52日に失った．

生存例8例の術後挿管日数は平均1．9日であった（表

2）．また，最近施行した症例10は体重2．4kgであった

が，自己血回収装置（ソルコトランス⑧）の使用により

失血量は6gで術中術後を通して無輸血であった．生存

例全例に術後心エコー検査を施行した結果，術後肺静

脈狭窄（以下PVO）は症例1と4の2例に認めた（表

3）．各々，術後3年・術後2カ月時に再手術を施行し

救命した．症例4は再びPVOを認めたが，再手術1年

後に経皮的バルーン拡大術（PTA）を施行し現在経過

日小循誌　14（4），1998

表3　経過（1）

症例
経過
年数 PVO CTR

（％）
心i調律 投薬

1 7 3年後re－do 52 NSR．　RAD なし

3 5 なし 55 NSR．　RAD なし

4 4 2カ月後re－do 62 NSR．　RvH．PAC 利尿剤

5 3 なし 55 NSR．iRBBB なし

7 2 なし 52 NSR． なし

8 2 なし 51 NSR．iRBBB なし

9 2 なし 45 NSR． なし

10 1 なし 53 NSR．　VHD なし

平均3．3±1．9 53±5（SD）

表4　経過（2）

発達分析
症例 脳波 脳CT

遠城寺式（DQ） JDDST・R

1 異常なし 異常なし 一 異常なし

3 異常なし 異常なし 一 異常なし

4 異常なし 異常なし 一 異常なし

5 異常なし 異常なし 122 一

7 異常なし 異常なし 134 　

8 異常なし 異常なし 一 異常なし

9 異常なし 異常なし 一 異常なし

lo 異常なし 異常なし 123 一

DQ＝発達係数

JDDST－R＝デンバー式発達スクリーニング検査

観察中である．

　術後経過に関しては退院後全例を外来でフォローし

ており，平均3．3年（1～7年）である．表3に示すよ

うに，術後心胸郭比（CTR）は45～62％・平均53±5％

であった．一方，心電図では接合部補充調律や徐脈等

の洞結節機能低下を示唆する所見はなく，全例洞整脈

であり，治療を要する不整脈は認められなかった．ま

た，外来における投薬は，症例4のみ利尿剤を投与し，

他は全例不要であった．

　術後脳障害の有無および神経学的発達状況について

は，遠隔期の結果を表4に示した．なお，術前から脳

障害が認められた症例はなかった．脳CT上，基質的

な異常を認めた症例はなく，脳波検査においても異常

は認められなかった．またJDDST－Rもしくは遠城寺

式発育分析の結果においても，現在異常は認めず，全

例が1頂調な発達を示していた．

　一方，身体的発育状況を身長・体重各々の面から評

価した．表5に身長・体重と各年齢に相当するパーセ

ンタイル値を示す．上限・下限をそれぞれ97％・3％
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表5　経過（3）

症例
身長
（cm）

％発育値
　（％）

体重
（kg）

％発育値
　（％9

1 120 75 24 90

3 106 50 16 25

4 95 10 13 1⑪

5 90 25 12 25

7 86 50 13 75

8 85 25 12 50

9 83 25 12 50

10 73 25 10 90

平均±SD 36±2］ 52±31

とした．現時点において全例正常範囲内であり，身長・

体重の平均パーセンタイル値はそれぞれ，36±11％・

52±31％と順調な発育を示していた．

　　　　　　　　　　考　　案

　本疾患はしばしば術前状態が悪く，新生児期根治術

を余儀なくされる．そのため当科では心血管系への影

響を考慮し，フェンタニールを用いた単純超低体温下

に根治術を施行している1）．本法は体外循環は使用せ

ず，表面冷却による循環停止下に根治術を施行し，そ

の後は表面加温により復温する．さらに従来の単純超

低体温法麻酔と異なるのは，安全な冷却過程を獲得す

る目的でフェンタニールを使用した点にある．一方，

手術操作の観点からは，体外循環を使用しないため，

1）より完全な無血術野が得られる．2）体外循環下循

環停止と異なり送脱血管が不要で術野が広く手術操作

性に優れる．3）心翻転時に脱血管による大静脈損傷の

危険がなく，脱血不良の心配もない，等の特徴を有す

る．加えて体外循環回路充墳が不要なため自己血の損

失が少く，症例10では体重2．4kgながらわずか6gの失

血量のため術中術後を通じて無輸血手術が可能であっ

た．一方，本法は循環遮断時間による制約がある．当

施設では許容循環遮断時間は食道温20℃で60分程度，

さらに1℃の低下毎に6分程度の延長が最長許容範囲

であると考えている1）．従って，いつでも術中に体外循

環に移行できるよう，一応体外循環装置をstand　byし

ているが，いまのところ体外循環が必要となったこと

はない．また本法の適応については，前述の制約と特

徴を考慮し，新生児期でかつ限られた時間内に心内修

復術が可能であるTAPVCとVSDのみ適応と考え施

行している．

　近年，本疾患の手術成績向上に伴い遠隔期予後に関

心が持たれるようになってきた．今回，新生児期にお
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ける表面冷却循環停止がその後の脳および精神的発達

や身体的発育に及ぼす影響も含めて調査した．まず，

本疾患根治術後の心調律異常がしばしば指摘されてい

る2）3）．これは心房内の広範な手術操作に起因すると考

えられ，とくに門間ら3）は具体的にMalm法・Van

Praagh法・Cut　back法において注意を要するとし，

前者はcrista　terminalisを切断すること，後2者は

transitional　zoneへの侵襲を各々懸念・指摘している．

今回posterior　approachを施行した．全例が洞調律で

あり，洞結節機能低下等は現在のところ認めていない．

しかし根治術後18年で心房粗動になった症例もあ

り3），今後も経過観察が重要である．

　本疾患の術後脳障害は循環停止法を含めて散見され

るが3）”’5），新生児と成人では循環停止による障害部位

が明らかに異なると言われている6）．これは虚血に対

し受攻性の高い膜受容体が集中している部位が，成人

と新生児では異なるためと指摘されている7）8）．した

がって新生児・乳児期の障害では舞踏病様症状や痙攣

が出現しやすい反面，知的思考能力は比較的保持され

ると考えられている6）．今回，術後に無踏病様症状や痙

攣等が認められた症例はなかった．また，全例に脳CT

と脳波検査を施行し基質的障害のないことが確認され

た．

　術後遠隔期における精神発達状況については，標準

化された尺度を基準として比較的容易でかつ客観的な

評価法が適している．そのためJDDST－Rまたは遠城

寺式発育分析を行った．その結果，現時点では異常は

認められず全例が順調な発達を示していた．

　身体発育調査において，個人を対象とした発育の個

別評価を行う際は，発育パーセンタイン値が適してい

ると言われている9｝．3％未満・97％以上で精査対象と

なる異常が多いと指摘させているが，一時的であった

り精査しても異常を認めない例もあると言われる1°）．

これに沿い上限・下限をそれぞれ97％・3％としたが，

現時点において全例この範囲内であり順調な発育を示

していた．

　新生児期の表面冷却循環停止による精神的・身体的

な影響は現時点においてとくに認められず異常なく発

育していると思われた．しかし脳神経系の発達に伴い

心身の成長の個人差は，とくに3歳頃より顕著に表れ

る時期となる．しかも環境養育条件により，その後の

成長発達にも大きく影響を与えると言われている11）．

したがって時間的推移を加味して今後も身体的・精神

的発達のフォローを継続していく必要があると思われ
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Mid－term　Follow　up　Study　for　Patients　Who　Underwent　Surgical　Correction　of

　　　　　　　　　　　Total　Anomalous　Pulmonary　Vvenous　Connection　in

　　　　　　　　　　　　　　　Neonates　Under　Simple　Deep　Hypothermia

Yoshitaka　Shiina，　Kazuaki　Ishihara，　Hiroshi　Izumoto，　Kouhei　Kawazoe，

　　　　　　　Kotaro　Oyama＊，　Yutaka　Fujii＊and　Kazunari　Ohyama＊

　　　　　　The　Third　Department　of　Surgery，　Department　of　Pediatrics＊，

　　　　　　　　　　　　　　Iwate　Medical　University，　Morioka，　Japan

　　　Ten　patients　underwent　surgical　correction　of　total　anomalous　pulmonary　connection

（TAPVC）between　l989　and　1996．　There　were　7　boys　and　3　girls．　Median　age　at　operation　was

ll　days　and　median　weight　2．9　kg．　The　type　of　TAPVC　were　supuracardiac　in　one　patient，

cardiac　in　2，　infracardiac　in　4，　and　mixed　in　3．　Surgical　correction　was　performed　under　simple

deep　hypothermia　without　cardiopulmonary　bypass　in　all　cases．　There　were　2　hospital　deaths　and

8survivors．　In　the　last　survivor，　repair　was　underwent　withot　homologous　blood　transfusion　both

intraoperatively　and　postoperatively．　Reoperation　were　successfuly　performed　on　two　patients，

the　indication　for　which　were　postoperative　pulmonary　venous　obstruction．　All　8　survivors　have

been　followed　up　for　a　mean　duration　of　3．3years（range　l　to　8　years）．　The　cardiothoracic　ratio

on　the　chest　X－ray　ranged　51－62％（mean　53％）．　All　the　children　were　in　normal　sinus　rhythm．　We

performed　neurologic　and　developmental　examinations　including　brain　computed　tomography，

electroencephalography，　and　developmental　screening　test　on　all　survivors．　No　neurological

abnormality　were　detected　in　any　patients．　All　survivous　have　shown　normal　growth　in　both　body

height　and　weight．　In　conclusion，　mid－term　results　after　repair　of　TAPCV　under　simple　deep

hypothermia　was　almost　satisfied．
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