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各種指数を用いた漏斗胸に対するNuss法術後

形態評価の検討
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要 旨

【目的】漏斗胸手術としての Nuss法の治療成績を検討した.Haller'sindex (以下HI)および

門田らの指数を用いて以下の 3項目について比較検討を行った.Ⅰ.従来法 (Ravitch変法)ど

Nuss法 との客観的術後形態の評価 ; .Nuss法症例における年齢や術前の陥凹変形の程度,

非対称性,扇平性の違いによる客観的術後形態の評価 m.Nuss法症例におけるバー抜去前後

の客観的術後形態の評価

【対象と方法】I.Ra頭eh変法症例で術前および術後 6カ月以上経過 した時点でCTを施行

できた16例をR群,Nuss法症例で術前および最低 2年間のバ-挿入期間経過後にバ-抜去 し,

抜去後3ヵ月以上経過 した時点でCTを施行できた21例をN群とした.防.Nuss 法 症 例 で 術

前およびバ-挿入後 3ヵ月以上経過 した時点でCTを施行できた55例を以下の群 に分類 した,

Y群 :バ-挿入時年齢が 12歳以下 0群 ニバ-挿入時年齢が 13歳以_i:_ MC群 :HIが 5未

満 SC群 ;HIが 5以上 MA群 :門田 らの対称性指数が 0.95以上 SA群 :対称性指数が

0.95未満 II.Nuss法症例で,バー挿入後 3ヵ月以上経過 した時点および最低2年間のバー挿

入期間を経過後にバー抜去施行 し,抜去後 3カ月以上経過 した時点でCTを施行できた20例を

対象とした.‡-Ⅲにおいてそれぞれの群内,群閲において術前後の H王,門田らの指数 (陥凹

痩,対称性,扇平性)を貸出し,統計学的に比較検討 した.

【結果】Ⅰ.R群は術後に有意差を認めない指数があったが,N群は術後において全指数で有

意に改善を認めた.両群の比較では扇平性において Nuss法が有意に改尊 していた.fi.Y群,

0群ともにHI,陥凹度,扇平性で有意に術後の改善を認めたが,対称性では有意差を認めなか

った.両群の比較では術後の HIのみY群が有意に改善 していた.MC群,SC群ともにHI,陥
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四度,扇平性で有意に術後の改善を認めたが,SC群のみ対称性で術前後の有意差を認めなかっ

た.両群の比較では術後の扇平怪のみ有意差を認めず,それ以外の指数ではMC群が有意に改

善していた.MA粁,SA群においてはMA群の対称性で有意差を認めなかったがチそれ以外の

指数では有意に術後の改善を認めた.両群の比較では術後の陥凹度,対称性においてMA群が

有意に改善していた.Ⅲ.HI,陥凹度,扇等71性においてバ-抜去前後で有意に変化を認め,対称

性については変化を認めなかった.

【考察】従来法,Nuss法ともに術前後の指数で改善を認めたが,Nuss法がより胸郭の前後径

を獲得していた.肋軟骨の可塑性が低下する年長者ではやや低矯正となる傾向もみられたが,

陥凹や非対称が高度な症例においても十分な胸郭の前後径が得られており,NtlSS法の有用性が

示唆された.バー抜去後の形態維持についてはHI,陥凹度に数値上ごく軽度の後戻りは認める

ものの,整容面には影響のない変化であり,対称性や扇乎性も維持されていた一術後合併症や異

物留置に対する成長障害を危慣する報告もあるが,手技の改良などにより当初より適応は拡大

し第 1選択としてよいと考える.

【結論】Nuss法は従来法と比較して低侵襲かつ前胸部に療痕を残さないだけではなく,より

望ましい胸郭形態の獲得が可能であり,今後も漏斗胸治療の標準術式として施行すべき方法と

考えられた.

キーワ-ド:漏斗胸,Nuss法,Ravitch法,指数,術後形態

緒 言

漏斗胸は胸壁を構成する胸骨,肋軟骨,肋骨が

背側に陥凹変形 を望する先天性胸郭変形であり,

発生頻度は400-1000人に 1人,男女比は4:1

といわれている 1)2).運動時に呼吸が苦 しくなっ

たり,呼吸器感染症にかかりやすいといった何 ら

かの症状がある症例 もあるが,多くは呼吸 ･循環

器系の症状がない症例である.したがって,漏斗

胸治療の主な目的は整容的改善とそれに伴う精神

的,社会的苦痛の緩和にある.

漏斗胸の外科的治療は20世紀初頭に報告 され

て以来,数多くの方法が考案 され世界中で施行 さ

れてきた3).本邦においては,その中でもRavitch

が報告 した胸骨挙上術 4)~ 6)早,胸骨翻転法 7)8)

が長年にわたり広 く施行されてきた.当科におい

ても,術後に安定 した胸郭形態が得 られるとの登

告か ら星の Ravitch変法 9日0)に準 じた術式 を施

行 してきた.1998年に Nussらによりmin呈mally

invasivepectusrepairとして報告 された方法

(Nuss法)ll)は,それ以前の従来法における手術

613

侵襲が大きく,前胸部に大きな療痕が残るという

問題点を解決できる方法である.小児の肋軟骨の

可塑性を利用する点,胸骨の骨化時期などをふま

えた報告などから,手術の時期としては5-6歳

から10-12歳が望ましいとされる12ト 17).Nuss

法は胸骨や肋軟骨,肋骨に授館を加えなくても胸

郭の形態 を改善 させ られるものであり,従来の

『胸郭形成』という概念から 閥毎郭矯正』という

新 しい発想の方法として短期間に普及し,標準術

式として認知 されるまでになっている.当科では

1999年 6月にNuss法を導入 して以来,漏斗胸治

療の第 且選択 としてきた.本邦において Nt丘SS法

が導入され 10余年が経過 し,合併症 を避けるた

めの術式の改良 .工夫やそれに伴う術後成績の安

定 した経過報告 14)15)17ト 23)がみられるようにな

った.

術後の胸郭形態に関 しては,健常者との比較で

有意差がなく良好であるとの報告 24)はみられる

が,従来法との客観的数量化による術後形態評価

を比較 した報告は少射 1.-万,Nuss法は胸郭の

可塑性を利用 した方法であり,かつ変形肋軟骨を
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Ha=er'sindex(HI):A-B了C-D

A-B:胸郭最大横径

C-D.･椎 体 前 縁 ～胸骨後面間

門田らの指数 :a.ノ′b(陥凹度)

C′′′b(対称性)
b/ノd(鳥平性)

a :椎体胸骨間距離(椎体前縁～胸骨前縁)

b.C(b≧C):胸 郭 前 後 径 (背部肋骨後縁～前部肋骨前縁)
d :胸 郭 横 径 (左 右の肋骨外縁間)

図 1 検討に用いた各種指数

体内に温存 したままの矯正治療となることから,

可塑性が低下 す る 年 長 者 や 陥 閏 が 非 対 称 の変形症

例に対しては術 後 の 胸 郭 形 態 が や や 不 良 に なる 傾

向があると報告されている13)15)25)26).これまで

Nuss法の術後形態評価 においては世界的に

Haller'Sまndex(以下 HI)27)(図1)が頻用されて

いるが,胸郭の対称性や扇平性 (前後径)を反映

した指数を用いての術後形態評価の報告はない.

本研究では胸部陥凹変形の程度を示す指数とし

て広 く知られているHIおよび,胸部の対称性や

胸郭全体の形態を嚢現できるとされる門円らの指

数 28) (図1)を用いて,以下の3項目について比

較検討を行った

i.従来法 (Ravitch変法)とNuss法との客観

的術後形態の評価

II.Nuss法症例における年齢や術前の陥凹変形

の程度,非対称性,扇平性の違いによる客観

的術後形態の評価

班.Nuss法症例におけるバ-抜去前後の客観的

術後形態の評価

本研究の目的は,ⅠによりNuss法が従来法と

比較し低授撃であるだけでなく,術後の胸郭形態

改 善 にお いての優位性の有無を明らかにするこ

ど,ⅢによりNuss法施行年齢や術前の胸郭形態

が術後形態に及ぼす影響を明らかにし,その適応

を検討すること,またⅢによりバー抜去後に矯正

時の形態がどの程度維持されているのかを明らか

にすることである.

対象と方法

1996年 10月から2011年 7月までの約 五5年間

に手術を施行 した漏斗胸症例は94例 で,星の

Ravit洩変法 則 0)に準 じて施行した症例が19例,

Nuss法を施行 した症例が75例である.これらの

うち,対象は以下の症例とした.

Ⅰ.Ravitch変法症例は術前 cTおよび術後 6ヵ

月以上経過 した暗点でCTを施行できた16例で,

Ravitch群 (R群)とした く表1).Nuss法症例は

術前CTおよび最低 2年間のバー挿入期間を経過

後にバ-抜去を施行し,抜去後 3ヵ月以上経過 し

た時点で CTを施行で きた 21例 を対象 とし,

Nuss群 (N群)とした (泰1).それぞれの群内,

群間において術前と術後の HIおよび門田らの指
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数 (陥凹度,対称性,扇軍使)を算出し,統計学

的に比較検討 した.

Ⅱ.Nuss法症例のうち,術前 CTおよびバ1帝人

後 3カ月以上経過している時点で CTを施行でき

た 55例を対象とし,以下の【1巨 [別の項目におい

てさらに2群に分けた (羨望).

lMバ ー挿入暗年齢において 12歳以下の年少群

(Y群)と13歳以 仁の年長群 (0郡)

[2澗手前の陥凹変形の程度において,HIが5.00未

満の軽度-中等度群 (MC群)とそれ以上の高度
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群 (SC群)16)

[33術前の非対称性において門田らの対称性指数

が 0.95(対象 55例の中央値±標準誤差の下限)

以上の軽度-中等度群 (MA都)とそれ未満の高

度肝 (SA腔)

臥 Nuss法症例で,バ-挿入後3ヵ月以上経過し

た暗点および最低2年間のバ-挿入期間を経過後

にバー抜去施行 し,抜去後 3カ月以上経過 した時

点でCTを施行できた20例を対象とした (素 3).

これらについてそれぞれの群内,新開における

表 l Ravitch群 (R群)とNuss群 (N群)の対象症例

Rnv汁rh書経fR藍 盲n:16 NHqq鮭 (N∃牲う nT刀

･男 l女 13 :3 ･男 :女 12 :9

･手術時年齢(逮) 7,513,203 p手術時年齢(逮) 削4,19l

･術後経過期聞くカ月) ユ1.5iSー19) Jバ-挿入期間(カ月) 30,5笹54)

嚢2 Nuss法施行症例における各群の対象症例 (n-55)

ll112歳以下の年少鮮 (Y群)と13歳以上の年長群(o群)

Ⅰ且L_______皿⊥Ad 皿 ______｣｣山

･草術時年齢宅歳) ･手術時年齢宅歳)

7.59(1.48) 16.18i2.18き

【23州が5未満の軽度-率等度群(MC群)と5以上の高度群くSC群)

Mr君‡ n､■1E

･術前川

凍.13牲55)

荘鮭 ________=蛸

･術前H1

7.09(1.59)

閏 非対称性指数(C裾 が0.95以上の軽度-中等魔群(MA群)とoL95未満の高度鮮くSA群)

MA鼓 nA3フ さ典些‥_______二….､ ni.之3

･術前蛾 .術前C/b

O.9引095.10DI O､92(0.01)

嚢3 バ-抜去前後における各種指数の比較対象症例 (n-20)

･男 十女 ll :9

tバー挿入期間iカ月) 30､45けO

･バ-抜去時年齢 (患う 1ま,53牲93)
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術前 と術後の HIおよび門田 らの指数 (陥凹度 ,

対称性,扇平性)を算出し,統計学的に比較検討

した.

各群の基本統計巌については全て正規性の検定

(p-0.05)を行い,正規分布に従 う群では平均値

(標準偏差),従わない群では中央値[最′招直,最太

値】で表記 した,群内の比較では正規性の有無に

よりPairedも-testまたはWileoxonsigned-rank

test薮,野間の比較では正規性の有無 によ り

Student'Sトtestまたは MannWh豆tney'su-test

を用いた.すべてn統計処理は Statce12(Excel

ア ドインソフ ト)により行った.

結 果

L HIについてはR群内,N群内ともに術前後

において有意差 を認めた (R群 :p<0.001,N

群:p<0.001).両群間においては術前後で有意差

は認めなかった (術前:p-0.198,術後:p-
0.250)(表 4-1),

陥凹度についてはR鮮肉,N群内ともに術前後

において有意差を認めた (R群:p< 0.001,N群:

p<0.001).両群間においては術前後で有意差は

認めなかった (術前:p- 0 .姐2,術後:p- 0.431)

(表･ト 2上

寮かI HIの群内 ･群間の比較 (術前後)

R群術前 R群術後 N群術前 N群術後 R群術前 N群術前 R群術後 N群術後

5.42 3.23 5.ー0 3.04 5.42 5､10 3_23 3.04

[3.00.31.8日0.69) (1.85) (0.52) [3.00.31十8](1.的) (0.69) (0.52)

衰4-2 陥凹磨 くa/b)の鮮肉 ･群間の比較 (術前後)

R群術前 R群術後 N群術前 N群術後 R群術前 N群術前 R群術後 N群術後

0.44 0.66 0,47 0.64 0.44 0十47 0.66 0.64

(0.13) (甘09) (0.09) (0.05) (0.13) (0.09) (0.09) (0.05)

乗 4003 対称性 (C/b)の群内 ･群間の比較 (術前後)

R群術前 R群術後 N群術前 N群術後 R群術前 N群術前 R群術後 N群術後

0.95 0.97 0.95 0.96 0.95 0.95 0.97 0.96

【0.86.日)O]〔0.84.1.00] 紬.糾) 津.糾) [0.86十1rOOlt004) [084.1､001 (004)

表 4-4 扇乎性 (ら/a)の群内 ･群間の比較 捕手前後)

R群術前 R群術後 N群術前 N群術後 R群術前 N群術前 R群術後 N群術後

0.95 0.97 0.95 0★96 0▲95 0.95 0.9, 】0.粥

[0.86.1十00Jl0.84,I.001 (0.04) (0.04) [0.a臥l.Ooユ(004) lo.84+001 (0.04)
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対称性については R群内では術前後において

有意差は認めず (p-0.156),N群内で有意差を

認めた (p-0.047).両群間においては術前後で

有意差は認めなかった (術前:p-oA98,術後:

p-0.817)(表4-3),

扇平性についてはR群内では術前後において

有意差は認めず (p-0.174),N郡内で有意差を

認めた (p<0.001).両群間においては術前で有

意差を認めず (p- 0.424),術後で有意差を認め

た (p-0.010)(表4-4).

以上より,従来法はHI,陥凹度において術前後

で有意に改善を認めたが,対称性,扇乎性におい

ては有意差を認めなかった.-方,Nuss法は全て
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の指数において術前後で有意に改善を認めた.両

群の比較では扇単性において Nuss法が有意に改

善していたが,それ以外は有意差を認めなかった.

Ⅲ11].HIについてはY群内,0群内ともに術前

後において有意差を認めた (Y群:P〈O.001,N

那:p<0.001).両群間においては術前で有意差を

認めず (p- 0.138),術後で有意差 を認めた

･:.i ･un'･卜 乗 .-1-L･.

陥凹度についてはY群肉,0群内ともに衝前後

において有意差を認めた くY帯:p<0.001,0群:

p<0.001).両群間においては術前後で有意差を

認めなかった (術前:p-0.617,術後:p-0.093)

表5-i HIの群内 t群間の比較 (術前後)

Y群術前 Y群術後 o群術前 o群術後 Y群術前 o群術前 Y群術後 o群術後

4.61 275 5.93 3.18 4.61 5★93 2.75 3★18

[2.89.950](0.44) (1.82) (0,32) [2.89.9十50](I,82) (0.447 (0.32)

表 5-2 陥凹度 (a/b)の群内 ･群間の比較 (術前後)

Y群術前 Y群術後 o群術前 O群術後 Y群術前 0群術前 Y群術後 O群術後

0.47 0.71 0.49 0.68 0.47 0.49 0.71 0◆68

(0十08) (0▲06) (0.09) (0.06) (0.08) (0_09) (0.06) (0.06)

嚢5-3 対称性 (C/ち)の群内 ･群間の比較 (術前後)

Y群術前 Y群術後 o群術前 o群術後 Y群術前 o群術前 Y群術後 o群術後

0★97 0.97 0.93 0.95 0.97 0.93 0.97 0.95

lo.80.1十00][0★83.一.00】 (0.04) (0.04) lo.80.1.00](0.04) lo.83.1.00](0.04)

嚢 5-4 扇平性 (b/a)の群内 ･群間の比較 (術前後)

Y群術前 Y群術後 0群術前 0群術後 Y群術前 0群術前 Y鮮術後 o群術後

0★54 0.58 0ー51 0,54 0.54 0.51 0.58 0.54

(0.06) (0.07) (0.05)lO.46.0.69] (0.06) (0十05) (0.07)lO.46.0.691
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(表 5-2上

対称性についてはY群札 0群内ともに術前後

において有意差を認めなかった (Y群:p-0.070,

0群:節- 0.070).両群間においても術前後で有意

差を認めなかった (術前:p-0.150,術後:p-

0.330)(表 5-3上

房平性についてはY都内,o群 内 ともに術前後

において有意差を認めた (Y群:P〈O.001,0群:

p-0.016).両群間においては術前後で有意差を

認めなかった (術敵 p-0.110,術後:p-0.080)

(表 5-4).

以上より,Y群および 0群の HI,陥凹度,扇軍

使において各々の術前後で有意に改善を認めた

が,対称性では有意差を認めなかった,両群の比

較ではHIのみY群が有意により改善していた.

Ⅲ1礼 HⅠについてはMC郡内,SC群内ともに

術前後において有意差を認めた (MC群:p<

0.001,SC群:p<0.00虹 両群間においても術前

複で有意差を認めた 描き前:p<0.001,術後:p<

0.001)(表6一打

陥凹度についてはMC群内,sc群内ともに術

前後において有意差を認めた (MC群:p<0.001,

SC群:p<0.00鉦 両群間においても術前後で有

意差を認めた 綿持前:p<0.001,術後:p<0.001)

(表lト 2).

対称性についてはMC群内では術前接で有意

差を認めたが (p-0.012),SC群内では有意差を

表6-I HIの群内･郡間の比較 (術前後)

MC群術前 MC群術後 sG群術前 SC群術後 MC群術前 SC群術前 MC群術後 SC群術後

4.13 2十 7★09 3,15 4.13 7十09 2.66 3十15

(O十55) (0★32) (1.59) (0.48) (055) 什59) (032) (0十48)

衰6-2 陥凹度 (a/b)の群内 ･郡間の比較 (術前後)

MC群術前 MC群術後 SC群術前 sc群術後 MC群術前 SC群術前 MC群術後 SC群術後

0十51 0,73 0.41 0.66 0_51 0.41 0★73 0◆66

(007) (004) (0★06) (0_07) (0廿7) (OD6) (004) く0十07)

嚢 6-3 対称性 (C/ら)の群内 ･郡間の比較 (術前後)

MC群術前 MC群術後 sc群術前 SC群術後 MC群術前 SO群術前 MC群術後 SC群術後

0.96 0.97 0.93 0.94 0★96 0,93 O.97 0.94

(0.03) (0◆02) (0.06) (0.05) (OD3) (O十06) (0.02) (0★05)

表 6-4 扇平懐 くb/a)の群内 ･群間の比較 (術前橡)

MC群術前 MC群術後 SC群術前 sc群術後 MC群術前 sc群術前 MC群術後 SC群術後

0.55 0.58 0,50 0.56 0.55 0.50 0.58 056

(0.05) (0.06) [0､42†0.60](0.08) (0十05) [0.42,0.60] (0十06) (0.08)
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認めなかった (p-0.243).両群間においては術

前後で有意差 を認めた (術前:p:-0.029,術後:

p<0.001)(衰6-3).

扇平性についてはMC郡内,SC群内ともに術

前後において有意差を認めた (MC群:p<0.001,

SC群:p<0.001).両群問においては術前で有意

差を認めたが (p-0皿9),術後は有意差を認め

なかった (p==0.396日豪6-姑

以上より,各々の術前後ではSC群の対称性で

有意差を認めなかったが,それ以外の指数では両

群で有意 に 術 後 の 改善を認めた.両群の比較では

扇平性 の み 術 後 の 有意差を認めず,それ以外の指

数で は M C 群 が 有意により改善 していた.
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1ト【31.HIについては MA郡内.SA肝rJ､Jともに

術前後において有意差 を認めた (MA都:p<

0.001,SA群:p<0.001).両群間においては術前

後で有意差を認めなかった (術前:p-0.207,術

後:p-0.128日表 7-I).

陥凹度についてはMA群内,SA群内ともに術

前後において有意差を認めた くMA群:p<0.001,

SA群:p<0.001).両群間においては術前で有意

差は認めなかったが (p-0.546),術後で有意差

を認めた (p-0.026)(豪7-2),

対称性については術前後において MA都内で

は有意差を認めなかったが (p-0.302),SA群内

で有意差を認めた (p<0.001).両群間において

表 7-1 HIの郡内 ･群間の比較 (術前穣)

MA群術前 MA解術後 SA群術前 SA群術後 MA群術前 SA群術前 MA群術後 sA群術後

4十61 2十76 5★66 2十95 4.61 5.66 276 2.95

【2十89,950](0十47) (199) (OAO) [2.89十9501(1.99) 賂47) 縛_魂0)

豪7-2 陥凹度 (a/b)の郡内 ･群間の比較 (術前後)

MA群術前 MA解約後 SA群術前 SA群術後 MA鮮術前 SA群術前 MA群術後 sA群術後

O十48 0十72 0十47 0.69 0.48 0.47 072 0.69

(0+091 (0.04ー (0.091 (0071 (0.09) (0.09) く0十04) tO.07)

表7-3 対称性 (C/ら)の群内 ･群間の比較 摘i前後)

MA群術前 MA群術後 SA群術前 SA群術後 MA群術前 SA群術前 MA群術後 sA群術後

0.98 0.97 0◆92 0.96 0.98 0.92 0.97 0.96

fO,95.1+00コ(0.03) ro,80,034llo十83◆0.98l lO95◆1.00llo.80.0.糾〕 to十03)[083十098]

嚢7-4 扇平性 (b/也)の群内 ･群間の比較 (術前後)

MA群術前 MA群術後 sA群術前 SA群術後 MA群術前 SA群術前 MA群術後 sA群術後

053 057 0→54 0十57 0.53 0,54 0.57 0+57

(0▲06) (甘08) (0.06) (0.06) (0.06) (0.06) (0★08) (0十06)
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表 8 バ-抜去前後における各種指数の比較

抜去前Ht抜去徳川 抜去前a+b抜去後a/b 抜去前C十b抜去後C∵b 抜去前b/d抜去後b/a

2+87 3.12 070 0.64 0◆97 0,97 0.55 0.59

(0.41) (0.47) (O十551 叩.05) 【086十100l[oー82.1.Ooユ (0.06) tO★06)

ほ術前後で有意差を認めた (術前:P〈O.001,術

後:p-0,002)(泰7-3).

扇平性においてはMA群内,SA群内ともに術

前後において有意差を認めた くMA帯:p<0.001,

SA都:p-0.007).両群間においては術前後で有

意差は認めなかった (術前:p-0.833,術後:p-

0.716)(表7-4).

以上より,各々の術前後ではMA群の対称性で

有意差を認めなかったが,それ以外の指数では両

群で有意に術後の改善を認めた.両群の比較では

陥凹度,対称性において術後にMA群が有意によ

り改善 していた,

軋 HI,陥凹度,扇平性についてはバ-抜去前後

において有意差を認めた (HI:p-0.002,陥開度:

p<0.001,扇平性:p<0.00鉦 対称性について

はバ-抜去前後において有意差は認めなかった

(p-0.640日豪8).

以上より,バー抜去後にHIおよび陥凹度で数

値止の後戻りを認めたが,対称性および扇平性で

は数値上の後戻りは認めなかった.

症 例

代表的症例を示す.

症例 1(R群)(図2)

10歳,男性.術前 HI:5.08,a/b:0.42,C/b:

0.96,b/d:0.56であった.Ravitch変法施行後 1

年の時点で HI:3.00,a/ち:0.67,C/ち:0,97,b/a:

0.55と整容上およびcT上も改善を認める.

症例 2(N群)(図3)

6歳,男性.術前 HI:4.20,a/b:0.53,C/b:1.00,

b/d:0,48であった.Nuss法施行後 2年 6ヵ月時

にバー抜去施行した.抜去後 3年 4カ月の時点で

Hl:2.61,a/b:0.68,C/b:0.97,b/a:0,58と対称

性が数値rlニやや低下してはいるが,整容上および

CT上も改善を認める.

症例3(1一.～:IC.MA群)(図 1)

10歳,男性.術前 HI:4,58,a/b:0.42,C/b:

0.97,b/a:0.56であった.Nuss法施行後 2年 8

カ月時にバ-抜去施行した.抜去後8ヵ月の時点

で H壬:2.80,a/b:0.63,C/b:1.00,b/d:0.64と整

容上および CT上も改善を認める.

症例 4(Y,SC,SA群)(図 5)

7歳,女性.術前HI:5.25,a/b:0.46,C/b:0.94,

b/a:0.60であった.Nuss法施行後 6ヵ月の時点

で H壬:2.39,a/b:0.69,C/b:0.96,b/d:0.68と整

客土およびCT上も改善を認める.

症例 5(Y,MC,SA群日図6)

12歳,女性.術前 HI:4.86,a/b:0.49,C/b:

0.87,b/d:0.51であった.Nuss法施行後 2年 6カ

月の時点でHI:2.74,a/b:0.70,C/b:0.97,b/a:

0.60と整容上およびCT上も改尊を認める.

症例 6(0,MC,SA都)(図7)

16歳,男性.術前 HI:434,a/b:0,56,C/b:

0.92,b/逮:0.52であった.Nuss法施行後 3年時に

バー抜去施行 した,抜去後 11ヵ月の時点で HI:

2.98,a/b:0.61,C/b:0.99,b/a:0.58と整容上お

よび CT上も改善を認める.
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図2 症例1(R群.10歳.男)
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図3 症例2(N群,6歳,罪)
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図5 症例4(Y･SC･SA群.7歳女 )
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術後6カ月(右)
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図6 症例5(Y･MC･SA群.12歳∴女)
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図7 症例6(〇 ･MC･SA群,16歳,男)
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考 察

Ⅰ.従来法 (Ravitch変法)とNtlSS法との比較

検討について

Ravitch変法については星が術後成績の検討を

報 告 9)10) しているが,ぬら考案 した漏斗胸指数

を用いてiE筒者群と比較した結果,陥没度は十分

改善が認められるものの,胸部の対称性や側胸部

の厚み,胸郭の丸みは及ばなかったとしている,

-=-方,Nuss法についてはNakagawaらがHIを用

いた術後成績の評価を報告 している24).その中

でも正常者郡との比較を行っており,術後の値は

両者で有意差がなかったとしている.また,年齢

や陥没の程度にかかわらず良好な結果を得ている

とも述べている.これらの報吉のように各々の術

式においての各種指数を用いた術後の形態評価は

なされており,従来法とNuss法との比較におい

ては合併症,手術時間,入院期間などの検討は散

見 29ト 35) されるが,術後形態を比較 した報告は

少ない.野口らはRaviteh変法とNuss法の長期

成績について画像解析を用いた詳細な検証報告を

しているが,Nuss法の方が胸郭の前後径が獲得

されてなおかつ維持され,心臓などの内 臓 器への

圧迫の改善にも有効であるとしている1隼 自験

例では簡便に算出できる共通の指数を用いて比較

検討を行ったが,その結果においてもR群とN

群の比較ではHIおよび陥凹度,対称性で術前後

の有意差は認めなかったが,扇乎性のみ有意差を

認めており,野口らの報告同様 Nuss法がより胸

郭の前後径を獲得 していた.また,R郡内の術前

後の比較では,対称性と扇平性に有意差を認めな

かったが数値上は改善傾向を認めており,N群内

の術前後の比較では全ての指数で有意差を認めて

いることから,Ravitch変法,Nuss法ともに胸郭

形態の改善を得られる有用な術式と思われるが,

Nuss法の方がより望ましい胸郭形態を獲得 して

いた.

従来法は肋軟骨切除のための大胸筋剥離および

切除後の正中郭での縫合が必要であり,その操作

により長期的にみて胸郭の狭小化や陥没変形をき

たしたとするもの 32)早,広範囲な肋軟骨切除が
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Jeune'ssyndrome様の狭 い胸郭 や部分的なFlail

chestの原因となる可能性を指摘する報告もある36)

自験例においても成長後に乳頭閏が狭い印象を受

ける症例があったことから,大胸筋への後襲の影

響は否めないと思われる,NuSs法ではバ-は大

胸筋の外側から胸腔内に挿入されることが多く,

上位肋間から挿入の場合は大胸筋下に挿入するこ

とにより大胸筋への影響は避けられるため,この

点も従来法より優れていると考える.

Ⅰ.Nuss法症例における年齢や陥凹変形の程度.

非対称性の違いが術後胸郭形態に与える影響

について

Nuss法は肋軟骨の可塑性を利用した方法であ

ることから,可塑性の低下する年長者は矯正が不

十分となる傾向にあるとされていた.そのため肋

骨や肋軟骨を切離して可動性を人為的に得ながら

矯正したり,バーを複数本挿入することで 良 好な

結果を得たとする報告が散見される26)37)38).蕊

た年長者になるに従い非対称性が増すといわれて

おり,可塑性の低下も伴うことから胸骨の挙上は

されても非対称性は残存するとされていた.しか

し,症例に応じてバ-を非対称に形成することに

よりその点も改善が得られるようになった38)39)

したがって,現在では年齢や形態を問わず Nuss

法により改善が可能と考えられている.自験例に

おいても近年ではそれらの工夫を取り入れ,以前

よりも良好な結果を得ている.

Nuss法の至適年齢については,5-6歳から

10- 12歳 との見解が多くの報告で一致 してい

る 12ト 17).自験例の結果では,Y群内,0群内と

もに手術によりHI,陥凹度,扇平性は有意差をも

って改善していた.対称性は有意差がなかったが,

数値上は不変もしくは改善していた この結果は

年齢に関わらず Nuss法により形態が改善してい

ることを示 しており,NakagaWaらの報告 24) と

一致する.またY群と0群の比較では,術前の各

指数は有意差がなかったが,数値上は0群がHI,

陥四度,対称性,扇平性ともに程度が強かった.

術後はHIのみ有意差がありそれ以外は有意差が

なかった.H王に有意差が出たのは年長者の胸郭
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形態が年少者と異なり成長により縦横比が大きく

なることによる影響もあると思われるが,術前後

の比も差があることから,年少者より肋軟骨の可

塑性が低下 したことによる低矯正の結果として矛

盾はないと思われる.

陥凹の程度で比較した自駿例の結果では,MC

群内では全ての指数で,SC群では対称性以外の

指数で有意差をもって改善していた またMC群

とSC群との比較では,術後の扇乎性以外の指数

で有意差があった.以上から陥凹の高度な症例で

は術後形態が明らかに改善はするものの,軽度-

中等度の症例と比較して偏平性以外は数値土低矯

正となる結果であった.術後の扇平性で有意差が

なかった釧 ま,従来法との比較で述べた胸郭の前

後径の獲得に優れているというNuss法の特徴が

陥凹変形の高度な症例でも示唆される結果であっ

た.

非対称の程度で比較 した自験例の結果では,

MA群内では対称性以外の指数で,SA群では全

ての指数で有意差をもって改善していた.MA粁

の対称性は元来良好であり,術後の改善余地が少

なかったため有意差が出なかったと考えられる.

また MA群とSA群の比較では,術後の陥凹度,

術前後の対称性において有意差があった.以 仁か

ら非対称性の高度な症例では術後形態が明らかに

改善はするもののヶ軽度-中等度の症例と比較し

て陥凹度と対称性は数値 上低矯正となる結果であ

った.術後の HIと扇平性で有意差がなかったの

は,これまで前述してきた胸郭の前後径の獲得に

優れているというNuss法の特徴が非対称の高度

な症例でも示唆される結果となった

Ⅲ.Nuss法症例におけるバー抜去後の胸郭矯正

形態保持について

バ-抜去後に矯正時の形態がどの程度維持され

るかについては,術後形態を検討する上で重要な点

と思われる.木村らは抜去早期にHIが約 10%程

度の上昇 (後戻り)を認めるものの,その後は長期

的に安定 し維持されていると報菖している40)41)

しかし,HI以外の指数でバー抜去後の形態維持

について検討した報告はこれまでにない.自験例

の結果では本村らの報告同様 HIにおいてバ-級

去後に約 9%の上昇を認めていた.門田らの指数

においては陥凹度が約 9%下降,偏平性が約 70/0

の上昇を認めていたが,対称性では有意差を認め

なかった.これらの結果よりHI,陥凹度はわずか

に数値上の後戻りを認めるものの対称性および扇

平性は維持 されていた.これまで61例にバ-紘

去を施行しているが,抜去後に後戻りを訴えた症

例はない.バー抜去後経過期間の平均が8ヵ月程

度と長期ではないこと,対象症例数が少なく加齢

に伴う胸郭縦横径比の変化などの補正は行ってい

ないなどの問題点はあるが,バ-抜去後に前述 し

た程度の後戻りを認めたとしても,実際には整容

面にほとんど影響のない変化であり,対称性およ

び扇平性も併せて安定した維持が得られることが

示唆される結果となった,

Nuss法において各種合併症の報告 12)42)- 棉

があり,従来法と比較して発生率が高い こ と ,輿

物となる矯正バ-を成長期に長期留置する必要が

あること,それに伴う成長障害等を短慣する観点

から,従来法やその変法を継続して施行している

施設もある.20歳以上の成人例において合併症の

発生率が有意に高かったとする報告 47)もあるが,

前述したように種々の改良 ･工夫が報告されてお

り,また症例数を重ねることにより手技が安定 し

てきていることから,Nuss法を第 1選択として

よい.しかし,Ma血n症候群など結果が安定 しな

いと報告 48)- 師 されている疾患や,バーの感染

等により抜去した後の再施行例については従来法

への変更も含め,適応を十分に検討する必要があ

る.また成長期にバ-を長期に留置する点につい

ては,留置期間中に胸部の成長によりバ-の交換

や調整を余儀なくされた報告があり,バ-の長さ

や琴曲させる程度に注意する必要がある51). 曽

験例において留置期間に胸囲が急激に増加した症

例や年長者の症例ではバー抜去時にバ-周囲の化

骨が著しく,抜去に難渋する傾向があった.しか

し,バー抜去予定前にバーの肋骨への圧迫等によ

る痛みを訴えたり,バ-の交換や調整を要した症

例はなかった.バ-挿入期間中は,患者の成長と



飛滞 :各種指数を開いた漏斗胸に対するNuss法術後形態評価の検討

症状に注意 しながら経過観察することが肝 要 と思

われる.

結 論

Nuss法は従来法 と比較 して手術侵襲が少なく,

前胸部に療痕 を残 さないだけではなく,より望ま

しい胸郭形態の獲得が可能であった.また,年齢

や 陥 凹変形の程度だけではなく,非対称性や扇平

性 の 程度にかかわ らず有用な術式であり,特に胸

郭の前後径の獲得において優れ,バ-抜去後 も矯

正形態が安定 し維持 されることが示唆 された.以

上より今後も漏斗胸治療の標準術式 として施行す

べ き方法 と考えられた しか し,胸郭変形の形態

は多岐にわたるため,症例 ごとにバーの胸郭内遊

入位置や挿入肋間,挿入本数を慎重に決定 したり,

バ-の湾曲形成 を工夫 した りする必要がある.ま

た,Nuss法は低侵襲を特徴 として広 まった術式

ではあるが,それがすなわちどの施設でも簡単で

安全に施行で きる手術 とい うことにはならない.

重大 な合併症 の報吉 があること 52)53),手技の

runningcurveが指摘 されていること 36)42)などか

ら,従来法 との長短所に精通 した経験のある術者

が施行することにより,低授襲手術 となり得 るも

の と認識すべ きである.
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