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左心低形成症候群に対する異なる外科的アプローチ

一Van　Praagh手術とNorwood手術
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　左心低形成症候群（HLHS）に対する外科治療成績は未だ十分とは言えず，議論の余地を残している．

当院では1990年より1997年まで12例のHLHS手術症例を経験した．初期3例にNorwood手術を施行し

たが救命し得なかった．体外循環による危険因子を除くために続く3例にVan　Praagh（VP）手術を施

行し，1例の生存を得た．この症例は5歳時にFontan型手術に到達し，　VP手術の有用性が示された．

しかし治療経緯が煩雑であったため1994年以降の6例に対し体一肺短絡の適量化，循環停止時間の短縮，

脳循環の維持を主な改善点として再びNorwood手術を採用した．体一肺短絡として右鎖骨下動脈また

は腕頭動脈遠位部に3．5mm　EPTFE人工血管を吻合し，体外循環中は送血路として使用し常に脳血流を

保った．また大動脈弓部再建中も可及的に下行大動脈への送血を継続した．この結果6例中3例が長期

生存し，1例はFontan型手術を，また2例はHemi－Fontan手術を終了した．術式変更後のNorwood

手術によってHLHSに対する外科治療成績は向上した．しかし体外循環を要しないVP手術は病型に

よって有用な選択肢になり得ると考えられた．

　本邦における左心低形成症候群（HLHS）の手術成

績は未だ不満足なものであり，手術術式及び術前後の

管理についてもなお議論の余地を残している．当院で

は初期のNorwood手術1）の結果が不良であったため

続く3例に体外循環を用いないVan　Praagh手術2）

（VP手術）を施行し1例を救命した．1994年以降は術

式の工夫，体外循環の改善をふまえて6例に再びNor－

wood手術を施行，3例の長期生存を得た．現在

HLHSに対する第一期外科治療としてNorwood手

術を選択しているがこれまでの経験から病型によって

はVP手術の適応となる症例も考えられ，異なるアプ

ローチからの外科的治療について考察し報告する．
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　　　　　　　　　　　　　　　　松尾　浩三

　　　　　　　　　症　　例

　1990年より1997年12月まで当院に紹介された

HLHS　13症例の内，家族からの希望により12例に対し

外科治療を行った．初回手術時日齢は1日から37日（平

均12．4日），体重は3．0＋0．4kgであった．術前人工呼吸

を必要とした症例は5例で，動脈血酸素及び二酸化炭

素飽和度の平均はそれぞれ43mmHg，44mmHgで
あった．また酸塩基平衡（BE）は平均＋1．5とほとんど

の症例が良くコントロールされていたが1例のみ一16

と不良な症例があった．大動脈弁及び僧帽弁の形態に

よる病型分類では僧帽弁閉鎖＋大動脈弁閉鎖（MA＋

AA）6例，僧帽弁狭窄症＋大動脈弁狭窄症MS＋AS）

2例，MS斗AA　2例，　MA寸AS＋心室中隔欠損（VSD）

2例であった．またエコー測定による上行大動脈径は

3．0±1．1mmであった．初期の3例に対して馬心膜導

管による大動脈再建，4mm径のEPTFE人工血管を

用いた体　肺短絡術を置くNorwood手術を施行した

Presented by Medical*Online



608－（16） 日小循誌　14（5），1998

Table！　Surgical　cases　of　HLHS

Case Sex Age BW Subtype AAo CompIicatiOI1 Procedure Result OP．　stage Cause　of　death

1 M 1 3．4 MA、　AS，　VSD 5 Norwood HD（1） LOS
2 F 14 2．8 MA、　AA 2 Norwood HD（0） LOS
3 M 2 2．9 MA，　AA 2 Norwood IID（1） cereb．　bleeding
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4 M 6 2．6 MA、　AA 3 VP Alive TCPC
5 F 2 3．0 MS，　AS，　iECD 3 VP HD（80） MOF
6 F 3 3．〔〕 MA，　AA 2 VP HD（〔〕） LOS
7 F 13 2．6 MA、　AA 3 atresia　ani Norwood HD（0） LOS
8 F 33 3．3 MA，　AA，　PAPVR 3 Turner　svndrome　　　　　　・ NorWood HD（0） bleeding

9 M 23 3．3 MS，　AS 5 Norwood Alive TCPC
10 M 7 2．5 MA，　AA 2 laryngomalaCia Norwood Alive Hemi．Fontan

11 M 8 2．6 MS、　AA 2 Norwood HD（18） resp．　fanure

12 M 37 3．5 MA，　AS，　VSD 4 Norwood Alive Hemi．FOIltan

　　　12±12　 3．⑪±0．4　　　　　　　　　　　　　3．〔〕±1．1

　　　　days　　　　kg　　　　　　　　　　　　mm

Legend：MA；mitral　atresia，　MS；mitra］stenosis，　AA；aortic　atresia，　AS；aortic　stenosis

　　　iECD；incomplete　ECD，　VP；Van　Praagh，　TCPC；total　cavopulmonary　connection

　　　MOF；multiorgen　failure，　HD；hospital　death（days　after　operation）

が台上死あるいは術後一日目に失った．死因は低心拍

出量症候群，脳出血であった．このため1991年から1993

年の3例に対して体外循環を用いないVP手術を施行

した．

　VP手術
　左第3肋間より開胸を行い，心嚢を切開した．主肺

動脈左上側部を部分遮断し，直径8mmのEPTFE
（expanded　polytetra　fluoroethylene）人工血管を吻合

した．他端を動脈管より下方の大動脈に吻合した後，

動脈管を結紮した．症例4では原法のように肺動脈分

岐部直下の主肺動脈を絞拒したが（Fig．1左）絞拒

テープが遠位にずれ込んだため右肺動脈が閉塞した

（Fig．2A）．このため術後20日目に4mmのEPTFE人

工血管を用いて右側ブレロック　タウジッヒ短絡術

（BT）を行い，主肺動脈を分岐部直下で結紮した（Fig．

1右）．このような経験から症例5では最初から左側

BTを施行し，主肺動脈を結紮する方法をとった．しか

し呼吸器を離脱することが困難で肝機能障害合併から

多臓器不全となり術後80日目に死亡した．症例6も同

様の術式を行ったがこの症例は術前のBEが一16とコ

ントロール不良であり，術中に死亡した．

　生存した症例4に対して5カ月時にNorwood手術

を施行，さらに5歳時にTCPC手術を施行した．

　後期Norwood手術

　1994年以降は初回手術として再びNorwood手術を

採用し，その際1）体一肺短絡の適量化，2）循環停止

時間の短縮，3）脳循環の維持を目的とし術式及び体外

　　　　4mm　EPTFE

wレ9「aft　獣ル

、（K

8　mm　EPTFE
graft

Fig．　l　Van　Praagh手術（左）と症例4における変法

　（右）．右側BT短絡をおき，主肺動脈を結紮した．

循環の変更を行った．

　手術は肺動脈，動脈管及び大動脈を下行大動脈まで

十分に剥離し，まず3．5mm径のEPTFEグラフトを

正中より右鎖骨下動脈または腕頭動脈の可及的遠位部

に吻合し体外循環中の副送血路とした．また動脈管経

由で下行大動脈まで送血カニューラを挿入し，主送血

路とした．右房脱血で体外循環開始後，中心冷却の間

に右房を切開し一次中隔を完全に除去してASDを拡

大した．また主肺動脈を分岐部直下で切断し肺動脈側

を馬心膜パッチで閉鎖または直接に閉鎖した．直腸温

15℃まで中心冷却した後，左右総頸動脈間で大動脈弓

を遮断し，30ml／kg／分の副送血のみとして下行大動脈

から動脈管組織を完全に除去した．保存心膜からブー
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メラン型パッチを作成し，これを用いて大動脈一主肺

動脈間の再建を行った．遠位部半分の再建が終了した

ところで下行大動脈にカニューラを挿入，主送血（60

ml／kg／分）を再開した（Fig．3B）．ここで腕頭動脈を

遮断し同時に大動脈基部より心筋保護液を注入した後

大動脈弓下面切開線を基部まで延長した．上行大動脈

径が3mm以上の場合は主肺動脈と側々吻合し，それよ

り細い場合には大動脈基部の捻れを防ぐために横断し

て吻合した（Fig．3C）．上行大動脈径が5mmと大き

かった症例6では大動脈基部に小カニューラを挿入し

て大動脈近位部再建中も冠血流を保った3）．次に主送

血カニューラを抜き，可能な限り自己組織間の吻合を

行い近位部の再建を終了した．再建部から再び120ml／

kg／分の主送血を開始して副送血を停止し，復温中に

短絡肺動脈側の吻合を行った（Fig．3D）．

　後期Norwood手術の結果

　1994年から1997年12月まで6例の内4例が安定した

血行動態の下に集中治療室に帰室した．開胸のまま搬

Fig．2　症例4の造影所見．　A；VP術後20日．肺動脈絞拒が遠位部に偏位し右肺動脈

　が閉塞した．B；主肺動脈結紮及び右BT短絡追加後5カ月．大動脈弓の発達が良好

　であった．r（1）－PA；右（左）肺動脈，　mPA－DAo　graft；主肺動脈一下行大動脈間

　グラフト

A B
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、
Fig．3　現行Norwood法A；主送血は動脈管より，脱血は右心耳から行った．点線は

　各部切開線を示す．B；大動脈弓遠位部の再建．最深部の吻合が終了した時点で下行

　大動脈への送血を再開した．C；大動脈基部の捻転を防止するために直径3mm未満

　の大動脈は横断して主肺動脈と側々吻合．BT短絡からの送血は継続．　D；再建部よ

　り主送血を行い，加温中にBT肺動脈側の吻合を行った．
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送し，体一肺血流の微妙なバランスを維持するために

経皮酸素飽和度を80％前後に抑え，また動脈血二酸化

炭素飽和度は45mml｛g前後と高く保つように人工呼

吸器を設定した．またフェンタニールと筋弛緩剤併用

による鎮静を行った．術後6時間での最低BEは平

均一3．5で増悪傾向は認めず補正可能であった．2例は

腹膜透析（peritoneal　dialysis，　PD）を施行した．全

例4日後に閉胸可能となり，PD症例は腎機能の回復

に伴いそれぞれ13日目，8日目にPDを離脱した．1例

（症例11）を呼吸器離脱中のトラブルで術後18日目に

失ったが生存した3例の平均挿管期間は18日であっ

た．Norwood手術後，症例9は10カ月後に左側BTを

追加し，1年9カ月時にTCPC手術に到達した．症例

10，12で大動脈の縮窄が再発し（Fig，4，　L：黒矢印），

それぞれ4カ月時にバルーン拡大術を行った．また症

例10は術後8カ月に心房間交通の縮小が認められたが

喉頭軟化症や難治性下痢症などの合併症があったため

バルーンによる拡大を行った．この後14カ月時に

Hemi・Fontan4）及び心房中隔切除を施行した．症例12

はNorwood術後6カ月にHemi－Fontan及び大動脈

拡大形成を終了し現在外来経過観察中である．

　　　　　　　　　　考　　察

　本邦におけるHLHSの外科治療は1990年当初まで

は数例の遠隔生存が報告されているのみで極めて不良

であった5）．また術式のほとんどはNorwood法または

それに準じる方法によるものでVP法の応用は
Mohriら6），北川ら5）の報告にみられるだけであった．

Norwood手術成績不良の原因は体外循環及び循環停

止の影響による心機能の低下，変動する肺血管抵抗に

日本小児循環器学会雑誌第14巻第5号

由来する術後の不安定な血行動態及び脳出血7）などに

あると考えられる．1972年，Bernhardら8）は本来大動

脈離断症に対する姑息的手術であるVP手術2）の応用

を行った．体外循環や低体温を必要としないVP法は

Norwood手術に比して術式自体は非常に簡略であ

り，体外循環に伴う危険因子を回避し得る．しかし主

肺動脈の限られた範囲に肺動脈絞拒と下行大動脈への

バイパスを作成しなければならず，術中血行動態の悪

化を招きやすい．また直視下に心房中隔を切除できな

いので心房間交通の狭小化が問題となる．Bernhard

ら8），1980年のLevitskyら9）の結果はいずれも非観的

なものであり本邦においてもMohriら6）が4例に施行

しているが1例が術後20日間生存したのみであった．

これに対してTuckerら7）は9例のHLHS新生児症

例にVP法を行い5例を救命し，本法の可能性を示し

た．4例の死亡原因は狭小心房間交通，心筋虚血，肺

動脈絞拒の偏位による右肺動脈閉塞であった．我々は

心房間交通が十分に大きく，逆行性血流の妨げとなる

大動脈縮窄が強くないことを確認してVP法を施行し

た．また肺動脈絞拒の偏位を考慮し，症例5では最初

から肺動脈分岐直下を結紮して左側BT短絡による

肺血流調節を試みた．この症例は術後80日間生存した

が呼吸器を離脱することができなかった．BT短絡と

バイパス血管吻合部が位置的に近く，肺血流が増加し

やすいためと考えられた．これに対し肺動脈絞拒から

右BT短絡に変更した症例4では5カ月後に容易に

Norwood手術を施行することができた．初期の段階

では低形成の大動脈弓部により右BT短絡の血流が

調節され，また逆行性の血流が増加したため弓部の発

漁㊤

議巖・

繕が凸

磯欝

熊

Fig．4　症例10の術後4カ月造影所見．白矢印；正中より施行したBT短絡．黒矢印；

　大動脈弓遠位部に狭窄が認められた．バルーン拡大術を施行．
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Fig．5　　　　（MS⊥AA）術前エコー所見．左室心筋が著明に肥厚しており，心室

　中隔は拡張期，収縮期とも右室側に突出している．

育が促進された結果と考えられた（Fig．2B）．

　症例4の結果はFontan型手術に至るVP法の有用

性を示したが，Norwood前段階の姑息的手術にとど

まる可能性が高く，治療過程全体が煩雑であった．こ

のため後期Norwood手術に移行し，その際前期手術

の結果を省みて循環停止時間の短縮，脳循環の維持及

び体一肺短絡の適量化を企図した．体外循環前に腕頭

動脈または右鎖骨下動脈に吻合した人工血管からの送

血は大動脈弓部再建時にも維持することができ，脳循

環は常に保たれた．また大動脈　主肺動脈間の補填に

ブーメラン状の保存心膜パッチを用いたことにより下

行大動脈送血を持続しながらの縫合が容易になり下半

身への循環停止は短縮された．勿論この間の再建を直

接吻合で行えば体外循環時間の短縮が可能であるが大

動脈や左肺動脈の変形の恐れがあり，大部分の症例で

補填物が必要1°）と考えられた．体一肺短絡の人工血管

は従来4mm口径が多く用いられてきたが，近年3．5

mm口径のEPTFE管の信頼性が増し，この人工血管

の導入により肺血流の調節は格段に改善した．3．Omm

口径も使用可能であるが自験例4例の術後急性期の経

過と中長期的な肺動脈の発育を考慮すると体重3kg前

後の症例では3．5mm人工血管が適当と考えられた．ま

たこれらの4症例では脳出血及び痙攣，麻痺などの中

枢神経障害は認められず体外循環法の改善の結果と考

えられた．救命し得なかった2例の死亡原因は縫合部

出血と急性右心不全によるものであった．心室機能低

下を示した症例は比較的軽度のMSとAAの合併例

で左室心筋が顕著に肥大していた（Fig．5）．心室中隔

が右室側に偏位しほとんど収縮に関与しないため術後

急性期の右室機能低下を招いた．

　Iannettoni11），　Kern12）らは解剖学的な差違とNor－

wood術後成績に有意な関連はなかったとしている

が，JonasらはMS＋AA群が他群よりも病院死亡率

が高い傾向にあったことを報告している13）．Kernらは

AAの有無に関わらず左室内腔が良く形成された症例

を除外しており本症例に見られるような危険因子を無

視していると考えられる．左室心筋が肥大している症

例では冠動脈異常を合併している可能性が指摘されて

おり14），体外循環及び心筋虚血の影響は大きいと考え

られる．現在我々はASDが十分大きく，大動脈縮窄を

伴わない術前状態不良例をVP法の適応と考えている

が，このような左室心筋肥大例に対しては特に適用を

検討していく必要があろう．

　　　　　　　　　　結　　語

　HLHSに対するNorwood手術の成績は本邦でも
着実に向上してきたユ5）16）．当院においても現在の術式

採用後は6例中3例が生存し，初期外科治療として定

着した．しかしVP手術も病型によっては有用な術式

と考え，今後もHLHS外科治療の選択肢として検討

していく所存である．

　なお本稿の要旨は第33回日本小児循環器学会総会パネル

ディスカッションにおいて発表した．
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Different　Approaches　of　Surgical　Treatment　for　Hypoplastic　Left

　　　Heart　Syndrome－Van　Praagh　and　Norwood　Procedure

Kozo　Matsuo，　Tadashi　Fujiwara，　Toru　Ishida，　Syunji　Uchita，　Kazuhiro　Suzuki＊，

　　　　　　　　　　　　　　　Yoshitomo　Okajima＊and　Hiroyuki　Aotsuka＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Chiba　Children’s　Hospital

　　　　　　　　　　　　＊Department　of　Cardiovascular　Surgery　and　Cardiology

　　　Surgical　treatment　for　hypoplastic　left　heart　syndrome（HLHS）is　still　controversial　and　its

results　are　insufficient．　From　1990　to　l997，　we　had　l2　surgical　cases　of　HLHS．　Norwood

procedure　was　adopted　for　the　first　3　cases　without　success．　To　avoid　the　risk　factors　concerned

with　cardiopulmonary　bypass，　Van　Praagh（VP）method　was　applied　for　next　3　cases．　The　first

case　of　VP　method　survived　and　the　patient　successfully　underwent　Fontan　operation　at　5　years

old．　This　case　suggested　usefulness　of　VP　method　but　multiple　procedures　were　required　to

achieve　Fontan　operation．　Since　1994，6patients　were　treated　with　a　revised　Norwood　procedure

which　attempted　to　optimize　systemic－pulmonary　shunt，　to　reduce　the　circulatory　arrest　tirne　and

to　maintain　brain　circulation．　As　a　systemic－pulmonary　shunt，3．5　mm　EPTFE　graft　was

anastomosed　to　the　innominate　artery　or　the　right　subclabian　artery　via　the　median　incision．　It

was　used　for　arterial　return　to　maintain　the　brain　circulation　throughout　cradiopulmonary

bypass．　Furthermore　during　reconstruction　of　the　neo－aorta，　arterial　perfusion　through　the

descending　aorta　was　instituted　if　possible．　After　employment　of　these　refinements　of　Norwood

procedure，30f　6　HLHS　patients　survived．　One　survivor　completed　Fontan　operation　and　the

other　two　did　Hemi－Fontan．　We　conclude　that　the　refined　Norwood　procedure　is　now　most

reliable　but　VP　method　could　be　also　a　useful　option　for　the　surgical　management　of　HLHS．
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