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Fallot四徴症に対する Rastelli手術後遠隔期に 
上行大動脈仮性瘤と心外導管狭窄をきたした一例
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要 旨

症例は52歳，男性．Fallot四徴症に対して5歳時にWaterston手術，11歳時に Rastelli手術
が行われている．その際に，左肺動脈が閉塞していたため，上行大動脈右側を経由して右肺動
脈へ Hancock弁（22 mm）付心外導管再建手術が行われた．44歳時から動悸を自覚するように
なり，外来での心エコー上，右室流出路狭窄の進行が認められた．今回，心臓カテーテル検査
にて心房内リエントリー頻拍，上行大動脈仮性瘤，右室‒右肺動脈心外導管狭窄と診断され，手
術目的にて当科へ紹介となった．胸部 CTにて，心外導管狭窄は上行大動脈仮性瘤による圧排と
Hancock弁の劣化によるものであると考えられた．手術は，上行大動脈仮性瘤切除，心外導管
交換，右房Maze手術を施行した．術後31日目に軽快退院となった．人工弁を使用した右室流
出路再建手術後には，心外導管の走行経路によって，人工弁ステントポストの慢性的な機械的刺
激が上行大動脈に加わり，大動脈仮性瘤を形成する可能性があることも念頭においてフォローす
る必要があると思われた．
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I．はじめに
近年の手術および術後管理の進歩に伴い成人先天性

心疾患全体の長期予後は著明に改善しており，Fallot
四徴症の術後遠隔期予後も改善している．長期生存
が可能となってきた現在，合併症も数多く認めるよ
うになってきている．今回，Fallot四徴症に対する
Rastelli手術後遠隔期に上行大動脈仮性瘤を形成し，
更にその仮性瘤による外部からの圧迫で心外導管狭窄
をきたした症例を経験したので報告する．

II．症例
症例：52歳，男性．
主訴：動悸．
家族歴：特記事項なし．
既往歴：特記事項なし．
診断：上行大動脈仮性瘤・心外導管狭窄・心房内リ

エントリー頻拍．
現病歴：Fallot四徴症に対して5歳時にWaterston
手術，11歳時に Rastelli手術が行われている．その
際に，左肺動脈が閉塞していたため，上行大動脈右側
を経由して右肺動脈へ Hancock弁（22 mm）付心外

導管再建手術が行われた．外来で経過観察が行われて
いたが，44歳時から動悸を自覚するようになった．
頻回に動悸を自覚するようになり，精査にて心房内リ
エントリー頻拍と診断された．心エコー上，右室流出
路狭窄の進行が疑われ，胸部 CT及び心臓カテーテル
検査にて上行大動脈仮性瘤と心外導管狭窄が明らかに
なった．心房内リエントリー頻拍，上行大動脈仮性
瘤，心外導管狭窄に対して手術目的に当科入院となっ
た．
入院時現症：身長163.6 cm，体重53.6 kg，体温

36.5°C，血圧133/83 mmHg，心拍数102回／分，酸
素飽和度92%（room air）．心音は整で，II音の分裂
はなく，第2肋間胸骨左縁で Levine 2/6の収縮期雑音
を聴取した．

III．検査所見
血液検査：軽度の腎機能低下以外には特記すべき所
見なし．
心電図：洞調律，心拍数74回／分，完全右脚ブロッ
ク，PQ時間180 ms, QRS時間160 msであった．
術前心エコー検査：左室駆出率49%，右室内腔面積
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変化率24%，三尖弁輪収縮期移動距離11 mmであっ
た．大動脈弁閉鎖不全mild，僧帽弁閉鎖不全 triv-
ial，三尖弁閉鎖不全moderate，三尖弁逆流最大血流
速度5.1 m/s，三尖弁圧較差104 mmHgであった．右
房径は60 mm×64 mmで，心室中隔欠損シャントは
認めなかった．
術前心血管造影検査（Fig. 1）：上行大動脈仮性瘤

と，左肺動脈閉塞を認めた．
術前右心カテーテル検査：右房平均圧20 mmHg，
右室圧115/25 mmHg，右肺動脈圧31/21 mmHgで

あった．心外導管末梢側吻合部以遠と Hancock弁下
間の圧較差は85 mmHg, Hancock弁下と右室流出路
間の圧較差は4 mmHgであった．
術前造影 CT（Fig. 2）：上行大動脈上に径5 mm，
突出高9 mmの仮性瘤を認めた．上行大動脈最大短径
は35 mm．心外導管の Hancock弁末梢側が仮性瘤に
より圧排され，狭窄を認めた．左肺動脈は閉塞してい
た．
手術所見（Fig. 3）：右大腿動静脈から部分体外循環
を開始し，胸骨再切開および心嚢内の剥離を行った．

Fig. 1　 Preoperative cardiac angiographic findings revealed a pseudoaneurysm of the ascending aorta and 
occlusion of the left pulmonary artery.

Fig. 2　 Preoperative CT findings indicated a pseudoaneurysm of the ascending aorta and stenosis of the 
extracardiac conduit due to the compression by the pseudoaneurysm.
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上大静脈から脱血を追加して完全体外循環とし，右室‒ 
右肺動脈心外導管を切開すると，Hancock弁は高度
に石灰化し，弁上の左背側に上行大動脈仮性瘤による
高度狭窄を認めた．上行大動脈仮性瘤は Hancock弁
ステントポストの先端に存在し，Waterston手術の
吻合部や Rastelli手術時の送血管刺入部や心筋保護
液注入部とは一致せず，Hancock弁ステントポスト
による慢性的な機械的刺激によって上行大動脈仮性瘤
形成に至ったと推測された．仮性瘤を切除し，15 mm
×10 mm大の大動脈欠損部を人工血管（Triplex®）に
てパッチ閉鎖し，予め作成した25 mm径の3弁付き
導管（ウシ心膜ロール，弁尖に0.1 mm ePTFE sheet
（GORE-TEX®））を用いて右室‒右肺動脈心外導管交

換を行い，大動脈遮断解除後に右房Mazeを行った．
人工心肺時間376分，大動脈遮断時間105分であっ
た．
術後経過：術後に施行した心エコー検査では，三尖
弁閉鎖不全mild，肺動脈弁閉鎖不全 trivial，三尖弁
逆流最大血流速度2.8 m/s，三尖弁圧較差32 mmHgと
改善した．リハビリテーションを施行し，術後31日
目に退院となった．
術後右心カテーテル：右房平均圧6 mmHg，右室圧

42/8 mmHg，右肺動脈圧36/10 mmHgで，右室圧が
改善した．
術後3DCT（Fig. 4）：上行大動脈仮性瘤は修復さ
れ，心外導管の形態は良好であった．

IV．考察
本症例は，5歳時にWaterston手術，11歳時に

Rastelli手術が行われており，術後41年を経て，人
工弁ステントポストによる慢性的な機械的刺激を原因
とする上行大動脈仮性瘤と，その仮性瘤による外部か
らの圧迫に起因する心外導管狭窄という非常に稀な遠
隔期合併症をきたして再手術が行われた．
一般的に上行大動脈仮性瘤が形成される要因は外
傷，感染，結合織異常，血管炎，心血管手術合併症が
挙げられる．心血管手術後の発生頻度は0.5%以下と
報告されており，その内，最多要因は大動脈基部手
術，ついで冠動脈バイパス手術の順と報告されてい
る1）．
そして，Rastelli手術後遠隔期の心外導管再置換

については，1994年の Uwabeらによる報告2）で，
1970年1月から1991年4月までに施行した simple 
Rastelli手術223例の内で，心外導管再置換術を15
例（心外導管内の狭窄が14例，感染性心内膜炎が1

Fig. 3　Intraoperative findings.
(A) An incision was made in the anterior wall of the extracardiac conduit, and the lumen of the extracardiac 
conduit and the stent post of the Hancock valve were confirmed (green arrow). The posterior wall of the extra-
cardiac conduit above the Hancock valve was compressed by the ascending aortic pseudoaneurysm, resulting 
in the stenosis of the extracardiac conduit (blue arrow). (B) After the removal of the extracardiac conduit and the 
aneurysmal wall of the ascending aorta, the aortic defect could be confirmed (blue arrow). The size of the defect 
was 15×10 mm.

Fig. 4　 Postoperative 3D CT image. The pseudo-
aneurysm was repaired and the RVOT was 
reconstructed with a valved conduit.
RVOT: right ventricular outflow tract.
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例）に施行したと報告している．狭窄症例14例の内
訳は，導管内の弁が原因であった症例が8例，導管内
の弁以外が原因であった症例が5例，人工弁と導管内
の両者に同程度の強い狭窄を呈した症例が1例で，弁
以外の狭窄の原因は導管内の線維性組織によるもので
あったと報告している．
右室流出路再建手術に人工血管を使用し，遠隔期に

吻合部仮性瘤を形成した報告3）や，パッチ形成術施行
後に瘤を形成した報告4）は散見されるが，本症例の
ように，Rastelli手術後に慢性的な機械的刺激によっ
て上行大動脈仮性瘤を形成し，更に，その仮性瘤によ
る外部からの圧迫で心外導管狭窄をきたした報告は
Pubmed，医中誌で検索した限りにおいても認めな
かった．
今回，本症例で上行大動脈仮性瘤が形成された原因

として，①心外導管内の人工弁による慢性的な機械的
刺激，②心外導管の走行経路，という二つが考えられ
た．

Hancock弁をはじめとする生体弁使用グラフトの
特徴として，弁輪やステントポストが金属により保護
されているため，周囲からの外圧が存在しても，その
径を保持して狭窄をきたすことがない5）というメリッ
トが考えられる．一方で，ステントポストによって周
囲への慢性的な機械的刺激を与えることが考えられ
る．
また，一般的に Rastelli型手術では，心外導管は右

室前面から上行大動脈左側を経由し，主肺動脈または
肺動脈左右分枝部へ吻合されることが多い．その際，
心外導管の走行経路は，左方向へ緩い弧を描いて上行
大動脈の左側を走行するため，上行大動脈と心外導管
の間に間隙が生じやすい．一方，本症例はWaterston
手術後に肺動脈の変形によって右肺動脈根部が狭窄し
て左肺動脈が閉塞したため，Rastelli手術においては
心外導管をWaterstonシャントの吻合口付近の右肺
動脈へ吻合する必要があり，上行大動脈右側を経由し

たと考えられる．心外導管は，右方向へ弧を描いて走
行する上行大動脈に押されるように併走し，右肺動脈
と急角度に吻合される．このため，上行大動脈は心外
導管から，常に機械的刺激を受けたと考えられる．
上記二つの要因により，上行大動脈仮性瘤が形成さ
れたと考えられた．

V．まとめ
Fallot四徴症に対してHancock弁付きグラフトを

用いた右室流出路再建手術後遠隔期に，人工弁ステン
トポストによる慢性的な機械的刺激を原因とする上行
大動脈仮性瘤と，その仮性瘤による外部からの圧迫に
起因する心外導管狭窄をきたした症例を経験した．近
年，成人先天性心疾患の術後遠隔期症例数は増加傾向
にあり，今後，同様の再手術症例が出現してくる可能
性があると考える．使用した人工弁の性質，心外導管
の走行経路によって，遠隔期に上行大動脈仮性瘤を形
成する可能性があることも念頭においてフォローする
必要があると考えられた．
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Abstract

The patient was a 52-year-old man who underwent Waterston shunt and Rastelli proce-
dure for tetralogy of Fallot at 5 and 11 years of age, respectively. Because the left pulmonary 
artery was occluded, reconstruction of an extracardiac conduit with Hancock valve (22 mm) 
was performed to the right pulmonary artery via the right side of the ascending aorta. From 
44 years of age, the patient experienced palpitations, and progression of right ventricular 
outflow tract stenosis was noted in an outpatient echocardiographic examination. Intra-atrial 
reentry tachycardia, ascending aortic pseudoaneurysm, and right ventricle-to-right pulmo-
nary artery extracardiac conduit stenosis were diagnosed by cardiac catheterization, and the 
patient was referred to our department for operative treatment. Chest computed tomography 
findings showed that extracardiac conduit stenosis was due to compression by the ascending 
aortic pseudoaneurysm and deterioration of the Hancock valve. Ascending aortic pseudoan-
eurysmectomy, extracardiac conduit replacement, and right atrial Maze procedure were per-
formed. The patient was discharged on postoperative day 31. It should be taken into consid-
eration that after right ventricular outflow tract reconstruction using a prosthetic valve, the 
path of extracardiac conduit may add chronic mechanical stimulation of the prosthetic valve 
stent post to the ascending aorta, forming an aortic pseudoaneurysm.

Key words : Tetralogy of Fallot, Rastelli procedure, ascending aortic pseudoaneurysm


