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Background: The presence of an intact or highly restrictive foramen ovale (RFO) has been recognized as a predictor of poor 
outcome in patients with hypoplastic left heart syndrome (HLHS). We clarified the characteristics of clinical and pathophysio-
logical findings of patients with HLHS who underwent Norwood operation at our hospital and examined the impact of the 
presence of RFO on their outcome.

Methods: Forty-three patients who underwent Norwood operation between January 1995 and February 2007 were enrolled in 
this study. The subjects were classified into two groups: those who had RFO (group R, n = 9) and those who did not have 
restriction of inter-atrial communication (group N, n = 34). The clinical parameters of the two groups were compared, and 
the histological findings in group R were investigated. 

Results: The postoperative survival rate after Norwood operation of groups R and N were 22.2% and 76.4%, respectively. Hy-
poxia during the pre- and postoperative period was more severe in group R than in group N. Patients in group R who survived 
initial palliative surgery developed refractory pleural effusion and intrahepatic cholestasis. Microscopically, the hypoplasia of 
small pulmonary arterioles was not the major characteristic, but the emphysema, interstitial thickening and lymphangiectasia 
were found to be pathognomonic. Not only the hypoplasia of small pulmonary arterioles but also pulmonary parenchymal 
damage were presumably responsible for the unfavorable outcome.

Conclusion: The intact or highly RFO is a predictor of poor outcome among patients with HLHS as previously reported. This 
poor prognosis is associated with maldevelopment of pulmonary vasculature and secondary lung parenchymal damage. If we 
consider pulmonary circulation starting from the intrauterine period, fetal intervention may have a chance to relieve this omi-
nous patho-clinical chain to bring a better outcome to patients with HLHS and restrictive interatrial communication.

要　　旨
背景：近年，診断および治療戦略の進歩に伴い左心低形成症候群（hypoplastic left heart syndrome：HLHS）の治療成
績は改善してきたが，心房間交通狭小化（restrictive foramen ovale：RFO）を伴う症例では予後不良である．当科に
おけるRFOを伴うHLHSの治療成績と予後について後方視的に臨床面と病理面から検討した．
対象・方法：対象は1995年 1 月から2007年 2 月までに当院で経験したHLHS43例を，初診時より心房間交通狭小化
または閉鎖していた群（R群，n = 9），心房間交通に問題を認めなかった群（N群，n = 34）に分類し，2 群間の周術期
臨床所見，R群における剖検例の臨床病理所見を検討した．
結果：Norwood手術（NW）術後の生存率はR群で22.2％（2/9），N群は76.4％（26/34）で有意にR群で生存率が低かっ
た．R群ではN群と比較し，出生直後およびNW術後急性期の低酸素血症が強く，また，術後経過中，難治性胸水
貯留と閉塞性黄疸が特徴的だった．肺病理所見では肺小動脈の低形成，肺小動脈の中膜肥厚（叢状変化）の血管性
病変以外に，肺リンパ管拡張，肺気腫，間質の肥厚が高頻度で認められた．肺小動脈低形成がない症例でも予後
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いもの．また，NW術後30日以内の急性期死亡を術後
死亡と定義し，検討を行った．

2．病理学的検討
　家族の承諾が得られた死亡例 8 例に対して病理解剖
を施行し，肺の病理所見を臨床所見と関連付けて検討
した．肺病理所見に関しては，前田らの報告を参考
に，以下の項目のようにスコア化した（Fig. 2）．
　① 肺リンパ管拡張：リンパ管の拡張と変形を認め
るものを肺リンパ管拡張とした．
　② 肺小動脈の低形成：生直後の肺小動脈の直径
が，併走する気管支の40％未満を肺小動脈の低形成と
した4）．
　③ 肺動脈の肺高血圧性変化：肺小動脈の中膜肥厚
（叢状変化など）5）．
　④ 肺気腫：肺胞壁の破壊と肺胞拡大を伴うものを
肺気腫とした6）．
　⑤ 肺静脈の動脈化：肺静脈壁と弾性板の肥厚を認
めるものを肺静脈の動脈化とした7）．
　統計分析：
　数値データは平均（mean） � 標準偏差（SD）で表し，
2 群間の比較には，student t 検定，Mann-Whitney検定
を用い，p < 0.05を有意差ありとした．

結　　果

1．2 群間（N群とR群）における臨床的所見の比較（Fig. 3）
　在胎週数はR群で38.3 � 1.22週，N群で38.6 � 1.44週
で有意差は認めなかった．出生体重はR群で2.56 � 

0.25kg，N群で2.93 � 0.38kgとR群で出生体重が少ない
傾向があったが有意差は認めなかった．胎児診断はN

群で29.4％（10/34），R群で66.6％（6/9）とR群のほうが
胎児診断のされていた頻度は高かった．NW術後早期
生存率はR群で22.2％（2/9），N群は76.4％（26/34）で有
意にR群で生存率が低かった．R群での死亡原因はhy-

poxiaが42.8％（3/7），うっ血性心不全（congenital heart 

failure：CHF）が57.1％（4/7）．また，N群での死亡原因
は，感染症12.5％（1/8），ductal shock後のDICが原因で
のCHF 12.5％（1/8），先天性の肺・気管異常12.5％
（1/8），術後CHF 62.5％（5/8）（うち 2 例は肺高血流）で
あり，hypoxiaが原因の症例はなかった．
　術前状態：R群は入院時のSpO2が有意に低かった

背　　景

　近年，診断および治療戦略の進歩に伴い左心低形成
症候群（hypoplastic left heart syndrome：HLHS）の治療
成績は改善してきたが，心房間交通狭小化（restrictive 

foramen ovale：RFO）を伴う症例では依然としてmortal-

ityおよびmorbidityは高い．その理由として心房間交通
狭小化による肺静脈うっ血のため肺組織および肺微小
循環の障害の存在が指摘されている1–3）．当科における
RFOを伴うHLHSの治療成績と予後について後方視的
に検討し，肺組織および肺微小循環障害について臨床
面と病理面から検討したので報告する．

対象および方法

　対象は1995年 1 月から2007年 2 月までに当院で経験
したHLHS43例で，初診時より心房間交通狭小化また
は閉鎖していた 9 例をR群，心房間交通に問題を認め
なかった34例をN群に分類し，診療記録から後方視的
に以下の項目について検討した．なお，RFOの定義と
しては，心エコー検査のB-mode計測で心房間交通孔が 

4mm以下，ドプラ計測で心房間血流速度が1.5m/s以上
で血流パターンが連続血流を示す例とした．

1．臨床的検討
　検討項目は，在胎週数，出生体重，胎児診断の有
無，入院時経皮的酸素飽和度（percutaneous oxygen satu-

ration：SpO2），Norwood（NW）術後のoxygenation index

〔OI = MAP（mean airway pressure） × FiO2/PaO2〕，NW術
前人工呼吸器管理の有無，NW術後胸水の有無，NW

術後閉塞性黄疸の有無，NW術前播種性血管内凝固症
候群（disseminated intravascular coagulation syndrome：
DIC）の有無，NW術後早期（30日）生存率，死亡原因，
B-modeでのRFO通過血流速度，バルーン心房中隔切開
術（balloon atrioseptostomy：BAS）施行の有無，術前後
の胸部X線所見で，これらの因子についてR群，N群の 

2 群について比較検討した．
　なお，胸部X線所見については肺野の透過性に伴い
以下のように 3 段階に分類した．Fig. 1：I（mild）；心
陰影が明瞭で肺野病変が軽微なもの．II（moderate）；
肺野全体が不明瞭だが心陰影は追えるもの．III（se-

vere）；肺野全体がすりガラス状で心陰影は全く追えな

が悪く，肺リンパ管拡張や間質の肥厚なども予後に影響する要因と考えられた．
結語：心房間交通に問題を有するHLHSの予後は不良で，原因として肺微小循環障害，二次的な肺実質障害が関与
していた．これらの病因論を考慮すると，救命のためには胎児期からの介入を考慮する必要がある．
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（70.7 � 10.2％ vs 85.3 � 5.2％，p = 0.025）．術前に人
工呼吸器管理を必要とした症例はN群のほうが多い傾
向がみられたが有意差は認めなかった（33.3％ vs 

40.0％，p = 0.763）．術前DICの頻度はR群のほうが多
い傾向がみられたが有意差は認めなかった（15.0％ vs 

11.1％，p = 0.595）．
　Norwood術後状態：R群はNorwood術後のOIが有意に

高値だった（21.5 � 13.1 vs 9.77 � 9.63，p = 0.017）．R

群のなかで術後経過中，難治性胸水の頻度が高かった
（44.4％ vs 5.8％，p < 0.01）．またR群は術後の平均TB 

9.9 � 2.9mg/dl，DB 4.0 � 2.4mg/dl，GOT 146.0 � 

84.3IU/l，GPT 39.0 � 25.4IU/lと軽度の逸脱酵素の上昇
と肝内胆汁うっ滞を認めた．N群と比較し肝内胆汁
うっ滞の頻度が高かった（33.3％ vs 9.0％，p = 0.05）．

Fig. 1　Classifi cation of chest X-ray.
 PV: pulmonary vein

I (mild): 
PV congestion (+/−)
With clear cardiac border

II (moderate): 
PV congestion (+) - (++)
Hazy lung with visible cardiac 
border

III (severe): 
PV congestion (+++)
Diffuse ground-glass hazy lung 
with unclear cardiac border

lymphangiectasia

arterialization of the PA plexus from change of PA

Lymphatic vessels are dilated 
and distorted

The PV wall is thickened with 
multiple elastic laminae

PA shows medial thickening and 
plexus form change, which indicates 
severe pulmonary hypertension

Pulmonary parenchyma shows 
breakdown of walls in the alveoli, 
and enlargement of alveoli

The diameter of accompanying SPA 
is approximately one-fourth of that in 
accompanying bronchioles

emphysema hypoplasia of SPA

SPA

bronchiole

SPA: small pulmonary arteries
PV: pulmonary vein
PA: pulmonary artery

Fig. 2　Histological fi ndings of the lung tissue in HLHS patients with restrictive foramen ovale.
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2．R群の臨床的特徴と病理所見
　R群 9 例の詳細をTable 1，Table 2 に示した．
　R群のNW術前のX線所見は，II（moderate）は44.4％
（4/9），III（severe）は55.5％（5/9）だった．R群の術後経過
中，難治性の胸水・乳び胸を合併するものが多く，R

群 9 例中 4 例は 1 日100～400mlの多量の胸水流出で，
さまざまな治療に抵抗性を示す難治性の胸水だった．

　肺病理所見（Table 3）：剖検のとれた症例 8 例のう
ち，肺リンパ管拡張は87.5％（7/8），肺気腫は87.5％
（7/8），肺小動脈の低形成は25％（2/8），肺小動脈の中
膜肥厚は75.0％（6/8）と高頻度に認めたが，肺静脈の動
脈化は認めなかった（Table 3）．また，NW術後生存
例，死亡例の間において，肺病理所見の有意な相違は
なかった．

100
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40
20
10
0

SpO2 on admission

p = 0.025

85.3 � 5.2
70.7 � 10.2

RFO (−) RFO (+)

40

30

20
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0

OI (post-NW)

p = 0.017

9.8 � 9.6

21.5 � 13.1

RFO (−) RFO (+)

100
80
60
40
20
0

DIC on admission Pleural effusion (post-NW) Intrahepatic cholestasis  (post-NW)
p = 0.595 p < 0.01

p = 0.05

15.0% 11.1%

RFO (−) RFO (+)
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40

20

0

5.8%

44.4%

RFO (−) RFO (+)

100
80
60
40
20
0

9.0%

33.3%

RFO (−) RFO (+)

100
80
60
40
20
10
0

Respirator (pre-NW)

 p = 0.763

40.0% 33.3%

RFO (−) RFO (+)

Fig. 3 Comparison between RFO (+) and RFO (−).
 RFO: restrictive foramen ovale, SpO2: percutaneous oxygen saturation, OI: oxygenation index, NW: Norwood opera-

tion, DIC: disseminated intravascular coagulation syndrome

Table 1　Patient characteristics (preoperative)

 
Dx

 GA birth BW  fetal  SpO2  peak PG at  
respirator DIC X-ray BAS

   (week) (kg) diagnosis (%) RFO (mmHg)

1 MA, AA, TAPVC 37 2.5  + 70 FO closure + − 3 −
2 MS, AA 39 2.5  − 76 16 − − 2 −
3 MS, AS 38 3.0 − 70 13 + + 2 −
4 MA, AA 38 2.2  − 85 9 + − 2 −
5 MA, AA 39 2.3  + 65 9 − − 2 −
6 MA, AA, Cor tri 38 2.8  + 50 17.6 − − 3 +
7 MS, AS 41 2.8  + 80 19.4 − − 3 −
8 MA, AA 38 2.6  + 70 16 + − 3 +
9 MS, AS, Cor tri 37 2.5  + 75 11.6 − − 3 −

Dx: diagnosis, GA: gestational age, BW: body weight, SpO2: perctaneous oxygen saturation, PG: pressure gradient, RFO: restrictive 
foramen ovale, DIC: disseminated intravascular coagulation syndrome, BAS: baloon atrioseptostomy, FO: foramen ovale, MA: mitral 
regurgitation, AA: aortic atresia, TAPVC: total anomalous pulmonary venous connection, MS: mitral stenosis, Cor tri: cor triatriatum, 
AS: aortic stenosis, Cases 8 and 9 are survivor post-NW.
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　N群では肺小動脈の低形成や，肺小動脈の低形成，
肺静脈の動脈化は認めなかったが，軽度の肺リンパ管
拡張と肺気腫の所見を認めた．R群でX線上moderate，
severeな症例では，肺小動脈の低形成，肺リンパ管拡
張，肺気腫の所見を認めたが，moderateの症例のほう
がFig. 4 に示すように程度は軽度で，スコアも低い傾
向がみられた（moderate：2.2，severe：3.0）．

考　　察

1．肺循環障害，ガス交換能低下について
　今回の検討ではX線で肺野の透過性低下が目立っ
た．肺小動脈の低形成が強い症例では，肺全体の血流
が減少し肺うっ血がX線では現れにくい可能性がある
が，われわれの症例では肺血流が減少するほどsevereで
はなかったため，うっ血所見が目立ったと予想される．

　RFOを伴うHLHSのmortalityおよびmorbidityは高く，
その理由として出生後あるいは術後の強いhypoxiaや顕
著な術後肺高血圧が挙げられている2，3，8）．また，難
治性の胸水貯留の頻度も高いと報告されている．これ
らの原因としては，RFOのために左房圧，肺静脈還流
圧が上昇する結果肺胞間質浮腫やリンパうっ滞を生じ
てガス交換が障害され，組織への漏出が起こりやすく
なっていることが考えられる．われわれの症例中3/8例
は術後低酸素血症で失っており，また術後肺高血圧症
を伴う心不全で4/8例を失っていることから，これらの
因子が予後を決定する重要な要因であると考えられる． 

2．肝内胆汁うっ滞の合併について
　R群はN群と比較して有意に閉塞性黄疸が多かっ
た．肝内胆汁うっ滞の発生と心房間交通の閉鎖や狭小
化との関連性を示唆する報告は現在までない．剖検の

Table 2　Patient characteristics (postoperative)

 
Ope Op. date (day) outcome

 day of dead  
cause of death OI Ｘ-ray

 plural  intrahepatic 
    POD (day)    effusion cholestasis

1 NW 1 death 0 CHF 8.8 3 − −
2 NW 15 death 6 hypoxia 15.2 3 − −
3 NW 9 death 0 CHF 13 2 − −
4 NW 4 death 0 CHF 25.5 2 − −
5 NW 1 death 12 CHF 21.8 2 − −
6 NW 2 death 8 hypoxia (ECMO) 3 + −
7 NW 22 OD 21 hypoxia 31.6 3 + +
8 NW 5 LD 78 aspiration 21.7 2 + +
9 NW 8 alive   49.1 3 + +

NW: Norwood, CHF: congetive heart failure, OI: oxygen index, OD: operative death, LD: late death, ECMO: extracorporeal membrane 
oxygenation, Cases 8 and 9 are survivor post-NW .

Table 3　Histological fi ndings of the lung tissue in patients diagnosed HLHS and RFO

 Lymphangiectasia Arterialization of PV Hypoplasia of SPA Emphysema Medial thickness of SPA Score

1 + − + + + 4

2 + − − + + 3

3 + − − + + 2

4 − − − − + 1

5 + − + + − 3

6 + − − + + 3

7 + − − + − 2

8 + − − + + 3

HLHS: hypoplastic left heart syndrome, RFO: restrictive foramen ovale, PV: pulmonary vein, SPA: small pulmonary arteries, Case 8 is 
survivor post-Norwood.
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とれた症例のうち，肝臓の病理所見が得られたのは 1 

例のみであったが，強度の胆汁うっ滞，門脈域を中心
とした線維化，軽度の中心静脈の拡張を認めた．肝内
胆汁うっ滞は重症心不全で出現し，心不全患者におい
ては肝内胆汁うっ滞の出現は予後不良であることが報
告されている9–11）．心不全における肝内胆汁うっ滞出
現の機序としては，低心拍出に伴う腸管血流低下によ
る腸肝循環の破綻，輸血，shock，肝細胞虚血，感染，
薬剤などの因子の複合的影響による肝細胞の分泌機能
低下などが考えられる．R群全例で肝内胆汁うっ滞を
合併していたことから，胎児循環における心房間交通
制限のための胎児期の右房圧や肝静脈圧の上昇もその
誘因になっていた可能性は否定できないと思われる．

3．病理学的所見
　RFOを伴うHLHSは病理学的に肺リンパ管拡張，肺
静脈の動脈化，肺小動脈の中膜の肥厚，肺小動脈の低
形成が特徴的で，患児の予後に影響を与えていると考
えられている1–3，8）．われわれの症例では，上記所見だ

けではなく全例で肺気腫の所見を認め，肺胞壁破壊な
どの肺実質の組織学的変化も重要な要因と考えられ
た．N群でも肺気腫の所見を軽度認めているが，人工
呼吸器管理による影響が少なからずみられていると考
えられる．R群ではN群よりも，さらに高い換気条件
を必要とするために，肺気腫の所見がより強くなった
と考えられる．Maedaらの報告ではRFOを伴うHLHS

ではradial alveolar counts（RAC）は正常範囲であり肺胞
数の問題はないとされているが8），肺気腫のような
個々の肺胞構造異常の有無は換気効率の低下と換気障
害の原因となり予後に強く影響すると考えられる．今
回のわれわれの検討では，肺リンパ管の拡張と肺気腫
を伴う症例は難治性の胸水や肺高血圧を認めた．た
だ，そのなかでも肺小動脈の低形成を合併した症例で
は，術前から低酸素症の状態が強く，さらに術後のOI

も高く肺高血圧の遷延化と換気障害の重症化を示す傾
向がみられた．

Fig. 4 Chest X-ray and histologic fi ndings.
 The characteristic fi ndings of pulmonary histology include hypoplasia of SPA, lymphangiectasia, and emphysema, which 

were not seen in patients with mild pulmonary congestion (top). The frequency and extent of the characteristic fi ndings 
of pulmonary histology correlated with the severity of pulmonary congestion (middle and bottom).
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4．特徴的病理所見の成因
　RFOを呈したHLHSは，胎児期に肺静脈の還流が阻
害されるために，肺の組織および微小循環の障害を呈
すると考えられる（Fig. 5）．胎児期に肺動脈には体血
流の約10～30％が流れ4），肺への血流は末梢の肺小動
脈，毛細血管を介して肺胞へと到達するが，肺胞では
十分な血液とのガス交換は行われず低酸素のまま肺静
脈およびリンパ管へと到達する．また，正常な胎児心
での血行動態では肺静脈血は左房に還流し僧帽弁や卵
円孔を通り流れていくが，RFOを呈したHLHSの場合
は，僧帽弁への血流はもともと障害されているため卵
円孔を介する左房－右房短絡が障害されると容易に左
房圧の上昇を来して，その結果肺静脈の還流が阻害さ
れるために肺静脈のうっ滞が起こる．その結果，肺胞
毛細動静脈血管内の静水圧上昇により肺胞間質への漏
出が増加し，結果として間質の静水圧の上昇を生じ
る．肺胞間質静水圧上昇の結果，間質のリンパ液の再
吸収が生じ，リンパ管拡張に至ると考えられる．また
間質の静水圧上昇は，間質の肥厚を生じ肺のコンプラ
イアンスの低下を来し，このために人工呼吸器管理で
より高い平均気道内圧の換気を要する．より高い平均
気道内圧管理の結果，肺胞壁が破壊され肺気腫を生じ
ると考えられる．また，間質浮腫などによる間質肥厚
はガス交換の悪化を招き酸素化を悪くして低酸素血症
をさらに増悪させる．
　一方，胎児HLHS症例では，胎児期からRFOがある

と肺静脈圧上昇と細肺静脈・細肺動脈腔の攣縮や狭小
化を生じると考えられるため，右室から肺動脈へ血流
が流れにくくなり，肺小動脈が成長できず低形成にな
ると考えられる．Maedaらの報告では，生直後の肺小
動脈の直径は併走する気管支の径に比べて65％程度で
あり，生後，肺血管は肺血流が流れることにより徐々
に成長し 1～2 歳でほぼ同等の直径となり，それ以
降，肺小動脈は気管支の径よりも太くなると報告され
ている4）．ところがRFOを合併しているHLHSではこの
過程が障害されており，問題となると考えられる．わ
れわれの症例でもRFOがないN群では肺小動脈の低形
成を認めなかったが，RFOを合併しているR群では
25％に肺小動脈の低形成の所見を認めた．われわれの
症例では，Maedaらの報告とは異なり肺血管自体の長
期圧負荷に伴う変化は動脈・静脈ともに比較的軽く，
肺小動脈の変化は25.0％（2/8）しかみられていない．そ
れにもかかわらず 9 例中 5 例は早期死亡をしている．
肺小動脈の低形成に至らないにしても，肺動脈の中膜
肥厚に伴い攣縮が生じたり，また肺血管自体の問題と
は別に，肺リンパ管拡張（→胸水→低蛋白血症）や肺実
質の変化（換気障害）が生じ，予後に影響を与えたと考
えられる．

5．今後の治療の可能性
　RFOを合併したHLHS症例に対して，出生直後に
RFOにステントを使用して心房間交通を拡大する治療

Fig. 5 Histological change in lung tissue with RFO.
 RFO: restrictive foramen ovale, LAp: left atrium pressure, PVp: pulmonary vein pressure, PA: pulmonary 

artery, SPA: small pulmonary arteries, SpO2: percutaneous oxygen saturation
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が報告されるようになった．実際心房間にステント挿
入を行い生存率が上がったとする報告もある12，13）．逆
にステント挿入には成功したが，肺の組織学的変化が
不可逆的なため救命できなかった報告もみられる．上
述のように胎児期の異常な肺循環の影響を考えると，
これらの予後不良なRFO合併HLHS症例の救命のため
には胎児期での心房間交通を改善させる胎児治療が必
要である．
　欧米ではRFOのHLHSに対して，バルーン拡大術やス
テント留置などの胎児治療の報告もされている14–16）．
VidaらはRFOのHLHSに胎児期に心房間交通を作り左
房圧を下げる胎児治療により，“hospital survival”が増
えたと報告している〔胎児治療（+）79％ vs 胎児治療（−）
61％〕15）．ただし，左房圧を下げる胎児治療により
RFOのHLHSの肺病理所見にどのような変化が起きて
いるかはまだ不明である．さらに肺病理所見と予後の
関連性や，またどの時期までに胎児治療を行えば肺組
織の変化が可逆性かなどについては，今後の検討が必
要である．
　胎児治療については，欧米でも開始されたばかりで
倫理面，技術面，合併症のコントロールに加え長期予
後についてはまだ不明な点が多い．現時点では，本邦
ではこのような胎児治療はできない状況であるが，欧
米での長期成績を踏まえ，その必要性と有効性につい
て検討すべき課題であると考える．

ま と め

　1）当院におけるRFOを伴うHLHS症例について検討
した．2）肺病理所見の重症度スコアが高い症例ではX

線でのうっ血所見が強く，また臨床的にも低酸素症，
肺高血圧所見が強かった．3）RFOでは肺微小循環の問
題だけでなく，肺気腫や間質の肥厚，リンパ管拡張な
どの肺組織の変化も予後に影響していると考えられ
た．4）RFOを合併したHLHSでは胎児期からの肺微小
循環の不可逆的な障害が存在している可能性が高く，
これらの症例の予後改善や救命のためには胎児期から
の治療介入がその選択枝の一つになると推測された．
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