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症例報告

類洞交通が自然消失した純型肺動脈弁閉鎖症における治療戦略
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We present the case of a patient with pulmonary atresia with intact ventricular septum (PAIVS) whose treatment strategy was
changed because of the disappearance of sinusoidal communications. Due to sinusoidal communications between 3 coronary
vessels and a hypoplastic right ventricular cavity in the neonatal cardiac catheterization, the patient underwent a Blalock-Taussig
shunt at 16 days of age as the first palliation for the staged Fontan operation. However, a cardiac catheterization in the next
year revealed the disappearance of sinusoidal communications, and the patient underwent a percutaneous transluminal pulmonary
valvuloplasty using a guidewire perforation for the biventricular repair. Although the right ventricular size was gradually
enlarged, it was inadequate for biventricular repair. The patient underwent a one and one-half ventricular repair at 6 years of age.
Evaluation one year after the operation revealed adequate coronary circulation, normal ventricular wall motion, and low right
atrium pressure. The patient, now at 8 years of age, has had no arrhythmic history and is being followed up without medication.
Presence or absence of large sinusoidal communications in PAIVS is a critical factor for the determination of a therapeutic
strategy. In addition, it is important to note the diversity and the change with age of sinusoidal communications.
要

旨

新生児期に複数の類洞交通が確認されたが，その後の経過で類洞交通が消失したために，治療方針が変更され
た純型肺動脈閉鎖の 1 例を経験した．新生児期の心臓カテーテル検査にて，低形成の右心室と冠動脈 3 枝への類
洞交通を認めたため，一心室修復の適応が妥当であると判断し，日齢 16 に Blalock-Taussig 短絡術を施行した．し
かし，1 年後の右心室造影では，類洞交通は消失しており，二心室修復への転換を図り，ガイドワイヤー穿通経皮
的バルーン肺動脈弁形成術を行った．そののち，右心室容積の発育は得られたものの，二心室修復には不十分で
あり，6 歳時に one and one half ventricular repair を施行した．術後 1 年の評価では，冠血流および心室壁運動は良
好で，右心房圧の上昇を認めなかった．不整脈などの合併症もなく，無投薬で外来経過観察を継続している．純
型肺動脈閉鎖症において，類洞交通の合併の有無は治療方針を左右する重大な因子であるため，その形態と血流
動態の経時的な変化を繰り返し評価することが重要である．
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Fig. 1

Right ventricle angiography (15 days of age).
Cineangiograms show sinusoidal communications to left anterior descending artery
(LDA), left circumflex branch (LCX), and right coronary artery (RCA).

緒

言

mmHg に対し，左心室圧 62/5 mmHg と右心室圧が左
心室圧を凌駕しており，三尖弁輪径
（tricuspid valve

純型肺動脈閉鎖症
（pulmonary atresia with intact ventric-

diameter）が 9.2 mm
（正常値比
（%TVD）
88％，Z value

ular septum; PAIVS）
の治療方針の決定には，右心室低形

-0.4），右心室拡張終期容積
（right ventricular end-dia-

成の程度と類洞交通の有無が重要であり1–4），右心室低

stolic volume）
の正常値比
（%RVEDV）
が 43％と低形成

形成が重度であるほど，高率に類洞交通を伴うことが

であった．肺動脈弁は膜性閉鎖であり，右心室造影で

一般的に知られている3, 5）．類洞交通を有する症例にお

右心室から左前下行枝，左回旋枝，右冠動脈への類洞

いて，近位部の冠状動脈に高度狭窄または閉塞を認め

交通を認めた
（Fig. 1）．大動脈造影では，右冠動脈は

る場合には，右心室の減圧は心筋虚血を引き起こすた

拡張期に造影されたが収縮期に末梢から大動脈方向に

め禁忌である6, 7）．狭窄・閉塞が明らかでない症例に関

wash out され，左前下行枝は拡張期に中間部まで造影

しては右心室減圧の安全性を示唆する報告もあるが8），

されたが末梢血管の造影を認めず，収縮期に大動脈ま

類洞交通が高度な症例では，右心室減圧後に発生する

で wash out された．また回旋枝は拡張末期から収縮早

冠動脈から右心室への冠血流の steal に伴う心筋虚血

期にかけて造影されたが末梢血管までの造影を認めず，

，治療方針決定に迷う症例

（Fig. 2）
．右心
収縮後期にかけて同様に wash out された

も存在する．今回，われわれは，新生児期に複数の類
洞交通が確認されたが，その後の経過で類洞交通が消

室流出路形成による右心室減圧は，右心室への冠動脈
血流流出 “steal” を引き起こす可能性があると判断し，

失したために，治療方針が変更された純型肺動脈弁閉

一心室修復の適応と考え，姑息手術として日齢 16 に

を指摘する報告もあり

9–11）

鎖症の一例を経験したため，文献的考察を加えて報告

Blalock-Taussig（BT）
手術変法を施行した．1 歳 1 カ月

する．

時，心房中隔欠損の狭小化を認めたため，バルーン心
症

例

在胎 40 週 4 日，出生体重 2735 g，吸引分娩にて出

房裂開術を施行したが，この際に行った右心室造影
で，類洞交通はまったく造影されなかった
（Fig. 3）
．
%RVEDV は 30％と右心室は低形成であったが，拡張

生した男児．生後まもなくチアノーゼと心雑音に気付

期の造影で流入部・流出部と，強い心筋肥厚を伴うもの

かれ，近医総合病院小児科へ搬送された．心エコー検

の肉柱部を認め三尖弁輪径も 16.0 mm
（%TVD 76％，Z

査にて PAIVS と診断され，プロスタグランジン E1 製

value -1.5）であったため，流出路形成により右心室発

剤投与が開始された．酸素飽和度は 60％台から 90％

育が得られる可能性があると考え，1 歳 5 カ月時にガ

台まで上昇し，全身状態が安定したところで，日齢 4

イドワイヤー穿通による経皮的バルーン肺動脈弁形成

に当院へ転院した．日齢 15 に心臓カテーテル検査を

術を施行した．肺動脈弁輪部を 6 mm まで拡張し，右

行 い，PAIVS の 確 定 診 断 を 得 た． 右 心 室 圧 112/11

心室収縮期圧は，大動脈圧 120/48 mmHg のときに，
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Fig. 2

Aortic root angiogram (15 days of age).
Cineangiograms show the incomplete filling of LAD in diastole and the washout of contrast in 3 coronary vessels to the aortic
root in systole.

Fig. 3

Right ventricle angiography (one year of age).
Cineangiograms show the disappearance of sinusoidal communications.

138 mmHg から 68 mmHg まで低下したが，冠血流は

検査を施行した
（Fig. 4）
．右心室圧は 2 度の形成術に

保たれ，血圧・心拍数・心電図に異常を認めなかった．

より，収縮期圧 24 mmHg，右心室 / 左心室収縮期圧比

その後，2 歳 5 カ月時に 2 度目の経皮的バルーン形成

は 0.26 まで低下した．%RVEDV は初回バルーン形成

術を追加し，4 歳時，5 歳時に心機能評価のカテーテル

術時の 30％から徐々に大きくなり，4 歳時に 60％に
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Fig. 4

The change of %RVEDV, %TVD and RVp/LVp ratio.
％RVEDV: right ventricular end-diastolic volume (normal predicted value), ％TVD: tricuspid valve diameter (normal predicted
value), RVp/LVp: ratio of systolic right ventricular pressure to
left ventricular one

達したが，それ以上の発育は得られなかった．三尖弁

り，施設により治療基準が異なることが多いが，これ

輪径は経年的に大きくなったが，%TVD は 80％弱で

まで行われてきた治療方針に対する後方視的な検討が

推移した．5 歳の検査時に BT 短絡血管と心房中隔欠

なされ，本症に対する治療成績は確実に向上してきて

損の閉塞試験を施行した．BT 短絡血管閉塞により動

いる1–3）．治療方針を左右する因子としては，右心室低

脈血酸素飽和度は 81％から 73％に低下したが，心房

形成の程度と冠動脈奇形の有無が重要であり4），適切

中隔欠損閉鎖を追加することにより順行性血流が増加

な治療方針を選択することが予後の改善に繋がる3）．

し，動脈血酸素飽和度は 92％へと上昇した．しかし

右心室低形成が重度である場合，類洞交通を合併する

ながら，平均右房圧は 8 mmHg から 12 mmHg へと上

ことが多く，この存在は遠隔期の治療成績を不良にす

昇したため，二心室修復は困難であると判断し，one

る上6），初期治療の周術期に心筋虚血を発症して死亡

and one half ventricular repair をおこなう方針とし，6 歳

す る 例 が 報 告 さ れ て い る7, 10）． 類 洞 交 通 を 有 す る

時に宮城県立こども病院にて同術を施行した．7 歳時

PAIVS に対する初期手術の選択に関して，冠循環が右

に術後 1 年の心機能評価目的に心臓カテーテル検査を

心室からの血流にどの程度依存しているかの評価が重

施行した
（Fig. 5）
．%RVEDV は 71％と軽度増加を認

要となるが，その依存程度の評価は難しく，明確な定

め，上大静脈平均圧 10 mmHg に対し，右房と下大静

義はなされていない8, 11）．一般に，類洞交通が冠動脈

脈の平均圧は 8 mmHg と低く，術前と変わらなかった．

に連結する部位よりも近位側の冠動脈に高度狭窄や途

冠動脈造影では，右冠動脈遠位部がやや低形成であ

絶を認める場合には，術後に狭窄・閉塞遠位の虚血を

り，右冠動脈の右心室枝末梢より右心室がわずかに造

招くために，右心室減圧は避けなければならない1, 8）．

影されたが，狭窄や途絶は認めず，心収縮は良好で

一方，冠動脈狭窄を有しない類洞交通例に関しては，

あった．以後も外来での経過観察を続けているが，心

Giglia8）らは 7 例中 7 例が生存したことから右心室減圧

電図検査では不整脈の合併を認めず，運動制限も要さ

の安全性を示唆している．しかしながら，この 7 例の

ない良好な経過を得ている．

類洞交通は冠動脈１枝ないし 2 枝に認められたもので

考

察

PAIVS は個々の症例ごとに右心室形態の多様性があ
平成22年 9 月30日

あり，また，7 例中 3 例は乳児期以降の手術例である．
また，冠動脈狭窄の有無にかかわらず，類洞交通が高
度な症例では，右心室減圧後に発生する冠動脈から右
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Fig. 5

Follow-up angiography (seven years of age).
Right ventricle angiography shows the increase in the end diastolic volume.
The bloodstream from the right ventricle mainly flows to the left pulmonary artery. The bloodstream from the superior vena cava mainly flows to the right
pulmonary artery. Coronary angiographies reveal adequate coronary circulation without stenosis or interruption, and a very small coronary-to-right ventricle fistula (*).

心室への冠血流の steal に伴う心筋虚血を指摘する報告

ることは報告されているが12），右心室減圧をせずに類

もあり9–11），類洞交通合併例では新生児期の治療方針決

洞交通が消失した報告はない．二心室修復へ目標を転

定が難しい症例が存在する．自験例は明らかな冠動脈

換し肺動脈形成術を施行した後は，これまでの報告ど

狭窄や途絶の所見を認めておらず，新生児期の右室減

おり7, 13, 14），右心室を通過する順行性血流の獲得により，

圧も考えられた症例であるが，右心室造影で冠動脈 3

経年的な %RVEDV の増加を得ることが出来たが，そ

枝への類洞交通が確認され，大動脈造影で左前下行枝

の増加速度は遅く，最終的な %RVEDV も 60％に留

が造影されず，すべての冠血流が収縮期に大動脈に逆

まった．先に，当科でバルーン肺動脈形成術を施行し

流する所見を認め，右心室減圧の安全性は保証されな

た PAIVS の 1 年後の右室容積の発達について報告し

いと考え，初期手術としては体肺短絡術を選択した．

たが14），新生児期に治療を行った 5 例の約 1 年後の

体肺短絡手術は，右室低形成が強い症例や類洞交通

%RVEDV 95〜181％と比較しても，本例の右心室容積

合併例に対する手術としては安全性が高いが，肺動脈

増加は不良といえる．新生児期に肺動脈弁形成をおこ

弁形成を行わないかぎり右心室は発達することはなく，

なうことが右室の発育に重要という報告もあり15），弁

将来的には Fontan 型手術を選択せざるを得ない11）．自

形成術が遅かったことが右室発達不良の一因ではない

験例では，初回手術から 1 年後に行った心臓カテーテ

かと考えている．類洞交通が消失した機序は明らかで

ル検査で類洞交通の消失が確認され，二心室修復を目

はないが，心筋虚血を併発せずに消失した場合には，

指して，経皮的バルーン肺動脈形成術を施行した．段

冠血流が右心室と大動脈の両方から供給されている場

階的な右心室減圧をおこなう過程で類洞交通が消失す

合に限り，起こりうる現象と考えられる．初期に著明
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な類洞交通から体肺短絡手術を選択した場合にも，カ

結

ラードプラーなどを用いて類洞交通の状態をこまめに

語

観察し16），変化があった時点でカテーテル評価を行

今回，われわれは，類洞交通の消失により，順行性

い，類洞交通の消退を確認して早期に弁形成を行え

血流再建が可能となり，経皮的バルーン肺動脈形成術

ば，良好な右室発育が得られる症例も存在する可能性

ののち，右心室発育を得て one and one half ventricular

がある．

repair で良好な経過をとっている純型肺動脈閉鎖症の

自験例の最終手術としては，BT 短絡血管と心房中

一例を経験した．本疾患における類洞交通の有無は治

隔欠損の閉塞試験の結果も考慮し，one and one half

療方針を決定する重要な因子であるため，その形態と

ventricular repair を選択した．本術式は，その適応に定

血流動態の経時的な変化を繰り返し評価することが重

まった見解はなく，一心室修復と二心室修復の間にお

要であると考えられた．

ける gray zone での選択肢とされるが，現在，一心室
修復術として広く用いられている心外導管を用いた
total cavopulmonary connection
（TCPC）
手術と異なり，
人工材料を用いないために，成長に伴う再手術や血栓
形 成 の 心 配 が 少 な い と い う 利 点 を 有 す る． ま た，
Chowdhury ら17）の報告では，Fontan 循環に比して，下
大静脈圧を低圧に抑えることが可能で，不整脈合併が
少ないとしている．下大静脈圧が Fontan 循環に比し
低く抑えることができれば，Fontan 術後患者の遠隔期
予後で近年問題になってきている肝機能障害や肝線維
症・肝硬変の発症を回避できる可能性がある18, 19）．一
方，本術式の遠隔期の運動能は Fontan 型手術と同等
であるという報告もあり20），適応は慎重に検討するべ
きであるが，自験例のように，二心室修復を目指しな
がら管理を続け，%RVEDV が経年的に増加をしたも
のの不十分であり，その適応とならなかった例は，右
心室機能が期待できることから，本術式によく適応す
ると思われる．
近年，PAIVS に対する新たな治療戦略が報告されて
いる．Foker ら21）は右心室依存性を有する冠血流を伴
う類洞交通に対して，右心室減圧前に off pump での類
洞交通結紮を行い成功している．また，低形成右心室
のさらなる発育を得るための方法として，右心室の
overhaul22），myopectomy23）の有用性も報告されている．
自験例でも，右心室の発育が充分に得られなかった原
因として，弁形成の時期が遅かったという点のほか，
右心室内異常筋束の存在が考えられ，これらの方法を
用いれば二心室修復に達することができた可能性が
あった．長期的な予後に関して，Oosthoek24）らは，
PAIVS では病理組織学的に血管分布異常や心筋細胞異
常を認めることを報告しており，肉眼的に類洞交通が
消失していても心筋障害による突然死の危険性が残る
ことを示唆している．自験例でも，肉眼的に類洞交通が
消失したことを指標に治療方針を転換したが，心筋血
流障害は非肉眼的に潜在している可能性は否定できな
いため，注意深く経過観察をおこなう必要性がある．
平成22年 9 月30日
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