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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　心筋炎の既往のない小児期僧帽弁逆流症30例（単独例16例，心室中隔欠損合併例14例）において，手

術前後の心容積指標を検討した．手術施行例は17例で，Sellers　II度以下の僧帽弁逆流の残存をみたもの

が9例あり，8例では僧帽弁逆流の残存を認めなかった．術前の左室拡張末期容積，左室心筋重量，左

房最大容積及び右室拡張末期容積は，心室中隔欠損の合併の有無にかかわらず増大していた．これらの

指標は，術後著明に減少したが依然として正常以上であり，逆流消失例のみの検討でも同様の傾向であっ

た．左右心室の駆出率は，術前後とも正常以下であった．また，術後の左右心室駆出率においては残存

逆流の有無による差は認めなかった．術後の左室駆出率は，術前の左室拡張末期容積が大きい程低値を

示す傾向があり，術前の左室拡張末期容積が300％を越える症例7例全例において，術後の左室駆出率は

0．55以一下であった．以上の結果と単独心室中隔欠損症の術後成績との比較検討から，本症の術後心機能

低下の主因は，左心容量負荷の程度が強く，その進行が早いことにあると推察された．

　　　　　　　　　序　　論

　小児の僧帽弁逆流症（MR）は，孤立性疾患としては

比較的頻度の低い疾患とされているが，他疾患との合

併例や複合心奇形の一部として存在するもの等を含め

ると日常診療上さ程稀な疾患ではない．しかしながら，

病像や臨床経過が多様であることもあり，その手術前

後の心機能については，成人のMRに比べ十分な検討

がなされていない．また，手術適応や手術方法にも小

児に特有の問題点があり，術後血行動態の評価には成

人のMRとは異なった観点が必要である．本論文で

は，左心容量負荷の観点から，小児期単独MR及び心

室中隔欠損症（VSD）合併のMRを対象とし，その手

術前後の心機能を検討した．

　　　　　　　　対象及び方法

　対象は表1に示す30例である．心精査の際の診断に

よって，MR単独のものを1群（16例），　VSD合併の
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MRをII群（14例）と大別した．1群の内訳は，本来

合併奇形のない孤立性MR　14例，動脈管結紮後4年を

経過したMR　1例及びVSD閉鎖後3年を経過した

MR　1例である．また，　II群の1例では，　VSD以外に

動脈管開存の合併を認めた．いずれの症例においても，

リウマチ熱や感染性心内膜炎の既往を認めなかった．

　手術施行例は，1群では5例で，3例に僧帽弁置換

術（MVR），2例に僧帽弁形成術（MVP）を施行した．

II群の手術例は12例で，　VSD閉鎖ないし動脈管結紮の

みを行いMRを放置したもの5例，　VSD閉鎖と同時

にMVPを行ったもの7例であった．術中所見で僧帽

弁及び弁下組織に炎症性変化を認めたものはなかっ

た．

　術後精査は，手術施行例全例に施行した．残存MR

はSellers分類1）1度が3例，　II度が6例で，8例では

MRの残存を認めなかった．また，残存MRI度の1

例で，VSDによる遺残短絡（肺対体血流量比1．37）を

認めた．手術年齢，術後精査時期を，残存MRの有無

によって再大別し表2に示した．
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　各心容積は，正側35mmシネフィルム（70コマ／分）

から計測した．左房，左室容積はarea－length法を用

い，右室容積はSimpson法を用いて計測した2）．また，

左室心筋重量（LVM）は，　Rackleyら3｝の方法に基づ

いて算出した．これらの心容積指標は，それぞれ，教

表1　対象

症例数 術前精査時年齢 手術例数

1群合併奇形（一）

II群VSD合併

16

14

0．4～14．0歳
（6．4±4．3歳⑨）

0．3～5．0歳
（1．9±1．4歳’）

5
1
2総　　計 30

0．3～14．0歳
（4．3±4．0歳つ

17

S’ 平均±標準偏差

表2　術後精査例

症例数 手術年齢 術後精査時期

A群残存MR（一）

B群残存MR（＋） 8
9

1．0～9．0歳
（3．6±2．7歳傘）

0．8～7．8歳
（2．5±2．1歳’）

0．1～8．3年後
（3．0±32年後’）

0．1～4．8年後
（1．5±1．5年後’）

総　　計 17
0。8～9．0歳

（3．0±2．4歳’）

0．1～8．3年後
（2．2±2．5年後’）

” 平均±標準偏差

表3　教室における各心容積指標の正常値

正常予測式
　　正常範囲
（平均±標準偏差）

LVEDV 70．6×BSA1・31 100±12％

LVEF 0．64±0．05

RVEDV 69．2×BSAL34 100±12％

RVEF 0．60±0．04

LA　max 41．6×BSA1・18 100±18％

LVM 64．6×BSALlo 100±13％

BSA：Body　Surface　Area

他の略語は本文を参照

室における体表面積あたりの正常予測値2）‘）に対する

百分率で表した．各心容積指標の正常予測値及び正常

範囲を表3に示した．

　統計学的有意差の検定には，Student　T検定を用い

た．

　　　　　　　　　　　結　　果

　1．術前心容積指標（表4）

　左室拡張末期容積（LVEDV），　LVM，左房最大容積

（LA　max）及び右室拡張末期容積（RVEDV）は，1，

II群ともに，正常以上であった．左室駆出率（LVEF）

は，1群では正常と有意差を示さなかったが，II群で

は正常以下であった．また，右室駆出率（RVEF）は，

両群とも正常以下であった．

　1群における左右心室のEDVとEFの関係を図1

に示した．LVEDVはMRの程度に相関し増大する傾

向（r＝0．84，p＜0．01）を示したが，　LVEDVやMRの

程度とLVEFの間には有意の関係を認めなかった．

RVEDVは，　IV度のMR例で増大し，　RVEDV　140％

以上の右室拡大例ではRVEFは正常以下であった．

　II群におけるLVEDVと肺対体血流量比（Qp／Qs）

の関係を図2に示した．同図には，教室で経験した単

独VSD　70例（Qp／Qs　1．81±0．81）の両者の関係を対

照として示した．両者の関係は，1度のMR例では単

独VSD例と比較して大差はない．　II度以上のMR例

は，Qp／Qsの大きい症例にみられ，4例において

LVEDVが300％以上であった．

　II．術後心容積指標（表5）

　LVEDV，　LVM，　LA　max及びRVEDVは，術後著

明に減少したが，少数例を除き依然として正常以上で

あった（図3，4）．これらの指標を，MR消失例（A

群）とMR残存例（B群）について比較すると，　MR

消失例では，より低値ではあったが，なお正常以上で

あった．

　手術前後のLVEF及びRVEFの変化を図5に示し

表4　術前心容積指標

LVEDV LVEF LVM LA　max RVEDV RVEF MR（Sellers） Qp／Qs

1群
（16）

II群
（14）

200±96％⑪
　　　（15）

289±110％帥
　　　　（9）

0．60±0．08
　　　　（15）

0．59±0．03“
　　　　（9）

165±64％帥
　　　（15）

193±42％⇔
　　　（8）

322±319％⑨
　　　（15）

346±85％⇔
　　　（9）

124±30％寧
　　　（15）

176±50％⇔
　　　（6）

0．55±0．05“
　　　　（15）

0．56±0．06“
　　　　（6）

2．67±1．18
　　　（16）

2．61±0．77
　　　（14）

　　　1．0

　　（16）

1．86±0．95
　　（14）

総計
（30）

233±108％“
　　　（24）

0．59±0．06寧
　　　　（24）

175±58％“
　　　（23）

327±254％’傘
　　　（24）

139±43％“
　　　（21）

0．55±0．05“
　　　（21）

2．30±1．60
　　　（30）

一

各値は平均±標準偏差の形で示した．（　）内は症例数を示す．略語は本文を参照．

’：p＜0．05（対正常），口：p＜0．01（対正常）
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図1　MR単独例における術前の左右心室拡張末期容積（EDV）と駆出率（EF）の関
　係．

　各直線は正常限界を示す．（EDVについては上限，　EFについては下限）．数字は

　Sellers分類の逆流度を示す．
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図2　VSD合併例における左室拡張末期容積
　（LVEDV）と肺対体血流量比（Qp／Qs）の関係．

　○：VSD合併のMR例．数字はSellers分類の逆流

　度を示す．●：単独VSD例．回帰直線及び回帰式は

　単独VSDについてのものを示す．　VSD合併のMR

　における回帰式及び相関係数はYニ122．6X－24．8，

　r＝0．80，p＜0．01である．

た．LVEFは，術後，さらに低下する傾向を示し，術

後LVEFは正常以下であった．　RVEFは，術前後の変

化に一定の傾向をみなかったが，術後も，術前と同様

に正常以下であった．

　術後LVEFと術前LVEFの間には明らかな関係を

認めなかった．術後LVEFは術前LVEDVが大きい
程低下する傾向（r＝－0．53，0．05〈p＜0．1）があり，

術前LVEDVが300％を越える症例7例全てにおいて

術後LVEFは0．55以下であった．一方，術前LVEDV

が300％未満の症例4例では，術後LVEFが0．55以下

の症例は1例のみであった．

　　　　　　　　　　考　　案

　小児期MRにおいては，術前のLVEDV，　LVM及び

LA　maxは左心容量負荷を反映し増大していた．ま

た，術前LVEFは，全体として正常以下であったが，

容量負荷の程度とは明らかな関連を認めなかった．こ

れらの術前容積指標の変化は，多くの報告がある成人

のMRの術前容積指標の変化5）～1°）と変わるところは

ない．

表5　術後心容積指標

LVEDV LVEF LVM LA　max RVEDV RVEF

A群
（8）

B群
（9）

136±24％⇔
　　　（8）

186±44％命傘
　　　（9）

0．55±0．06⇔
　　　　（8）

0．53±0．08傘＊
　　　　（9）

152±33％榊
　　　（8）

170±38％“
　　　（9）

154±44％’
　　　（8）

234±78％“
　　　（7）

122±19％’
　　　（7）

140±26％⇔
　　　（6）

0．51±0．05⇔
　　　　（7）

0．53±0．03“
　　　　（6）

総計
（17）

162±44％⇔
　　　（17）

0．54±0．07“
　　　　（17）

162±36％“
　　　（17）

191±73％“
　　　（15）

130±23％“
　　　（13）

0．52±0．04帥
　　　（13）

各値は平均±標準偏差の形で示した．（　）内は症例数を示す．略語は本文参照．

ホ：p＜0．05（対正常），口：p＜0．01（対正常）
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図3　手術前後の左室拡張末期容積（LVEDV）及び左

　室心筋重量（LVM）の変化．

　○：MR単独例（1群）．△：VSD合併例（II群）．

　黒塗り：MR残存例．斜線部分は正常範囲を示す．

　術前，術後の平均値にはLVEDV（n＝11）ではp〈

　0．01，LVM（nニ10）ではp〈0．05で有意差がある．

　（paired　T検定）
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図4　手術前後の左房最大容積（LA　max）及び右室

　拡張末期容積（RVEDV）の変化．

　○，△，●，▲：図3参照．斜線部分は正常範囲を

　示す．術前，術後の平均値にはLA　max（n＝10）で

　はp〈0．01，RVEDV（n＝8）ではp〈O．05で有意差

　がある．（paired　T検定）

　MRの術後左心機能に関して，成人のMRにおいて

は，一般に，LVEDVの拡大及びLVEFの低下が認め

られ，左心機能は低下していると報告されてい
る5）’一’1°）．一方，小児のMRの術後左心機能に関しては

十分な検討がなされていない．Sulaymannらll）は，18

歳以下のリウマチ性MR　6例の術後心容積を検討し，

LA　maxの拡大は残存するが，　LVEDV及びLVEFは
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図5　手術前後の左室駆出率（LVEF）及び右室駆出率

　（RVEF）の変化．

　○，△，●，▲：図3参照．直線は正常下限を示す．

　術前，術後の平均値にはLVEF（n＝11）ではp＜

　0．05で有意差があるが，RVEF（n＝8）では有意差

　を認めない．（paired　T検定）

ほぼ正常であったと報告している．また，Benmimoun

ら12）は，平均12歳でMVRを行ったMR44例（先天性

9例，リウマチ性35例）の検討から，LVEDVは術後

著明に減少するものの依然として正常以一ヒであり，術

後LVEFは低値であったと報告している．本研究の対

象は，既往や術中所見から先天性MRと考えられる

が，その術後LVEDVは拡大し，術後LVEFは低下し

ていた．LVEFの低下は，必ずしも左室収縮性の低ド

を意味するものではない13）．しかし，本症の術後の左室

壁応力（後負荷）は左室径と左室壁厚の減少のバラン

スのもとに正常と言われ’2）’4），また，左室前負荷が低下

しているとは考えられないので，術後LVEDVの拡大

及びLVEFの低下は，左室収縮性の低下を示す所見と

考えられる．

　小児期MRの臨床経過や病像は極めて多彩である．

対象とする症例の違いによって，術後左心機能に差が

みられることも当然のことであり，小児期MRの全て

を一律に論じることはできない．しかし，少なくとも，

乳幼児期に手術対象とせざるを得ない自験例のごとき

重症例では術後左心機能は不良と言うことができよ
う．

　小児期にMRと同様に左心容量負荷をもたらす疾

患としてVSDがある．　VSDの術後左心機能に関し

て，Jarmakaniら15）は，術後LVEDVの拡大及び

LVEFの低下を報告し，その後の左室圧指標の検討16）

においても術後左心機能の低下を指摘している．これ
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に対して，Cordellら17）は，2歳未満で手術を行った症

例の術後LVEDV及びLVEFは正常であったと報告

し，Jarmakaniらの成績に比べて良好な結果が得られ

た理由として，手術手技の向上や病悩期間が短いこと

を挙げている．最近の著者らの検討4）では，2歳以降の

手術例においても術後LVEF及びRVEFは正常であ

り，術後遠隔期には，LVEDV及びRVEDVもほぼ正

常域に復している．従って，VSDの術後心機能は，近

年の手術手技や手術成績の向上及びこれに伴う手術年

齢の低年齢化等を背景に，心容量分析からみる限りほ

ぼ正常と考えられる．

　以上のように，MRとVSDにおいては術後左心機

能に差が認められる．

　この原因の一つとして，残存MRが考えられる．実

際，MR残存例では非残存例に比べて術後の各心容積

は高値であった．しかし，術後LVEFの低下がMRの

残存しない症例にも認められたこと及び中等症以下の

MRやVSDでは術前LVEFは低下していない4）こと

から，残存MRが術後LVEFの低下の主因とは考え

られない．

　左心容量負荷の左心機能への影響は，当然のことな

がら，病悩期間とその程度によって異なる．病悩期間

については，自験例の手術年齢は平均3歳0ヵ月であ

り，VSD例と大差はない．左心容量負荷の程度は，お

およそ，術前LVEDVに反映される4）．自験例MR例

では，術前LVEDVが大きい程，術後LVEFが低下す

る傾向があり，特に，術前LVEDVが300％以上の症例

では術後LVEFは低値であった．一方，　VSD例では術

前LVEDVが300％以上の症例はまれである4）15）17｝．

　以上のことから，一般に，MRにおいては，　VSDに

比べ左心容量負荷の程度が強く，その進行が早い症例

が多い，そして，このことが，MRにおける術後左心

機能低下の大きな原因ではないかと推察される．これ

は，MRはMRを作る，あるいは，　VSD合併のMRで

は心不全症状の発現が早い18）と言われるような臨床的

印象と一致する．また，乳幼児期MRの手術成績が良

好とは言えないので，従来，教室では，乳幼児期MR

に対しては可能なかぎり内科的管理を行い手術年齢を

引き上げることを原則としてきた．このことも，MRに

よる容量負荷を一層増大する因子と考えられる．

　小児期MRの右室容積指標に関する報告は，著者ら

の検索した範囲では見当たらない．

　術前では，MR単独例，　VSD合併例のいずれにおい

てもRVEDVの拡大及びRVEFの低下が認められ
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た．VSDにおいては拡張期左右短絡があり，Qp／Qsと

RVEDVの間に正相関を認める4）．　VSD合併例の

RVEDVの拡大は，主として，この右室容量負荷によ

ると考えられる．また，MRによる左房圧上昇は肺循

環を介して右室の後負荷を増大する．後負荷の増大が

収縮性指標の低下をもたらすことはよく知られた事実

であり，肺性心や肺高血圧を伴う成人の僧帽弁疾患に

おいて右室機能の低下が報告されている’9》“’22）．さら

に，本症の右室機能低下には，左右心室が心筋繊維を

共有していることによる左心不全の影響，あるいは，

これを含めたventricular　interdependence23）等の関

与も考えられる．

　術前に認められた右室容積指標の変化は，これらの

総合された結果と考えられるが，術後にも残存してい

た．術後のRVEDVの拡大及びRVEFの低下は，主

に，右室収縮性の低下に由来すると考えられ，左室容

量負荷が左室心筋にとどまらず右室心筋にまで不可逆

的変化をもたらしうることを示している．

　VSDに対して，小児期MRの手術成績は未だ良好

とは言えず，術後の心機能にまで配慮が及ぽないのが

現状である．しかし，術後遠隔期の死亡原因が，結局

は，心機能不全と考えられる症例が少なくないこと24），

また，対象が長い平均余命が期待される小児であるこ

とから，今後，術後心機能の保持を念頭においた治療

方針の確立が望まれる．

　　　　　　　　　　結　　語

　小児期MR　30例（単独例16例，　VSD合併例14例）に

おいて，手術前後の心容積指標を検討した．

①術前では，LVEDV，　LVM，　LA　max及び

RVEDVはいずれも増大し，　LVEF及びRVEFは正
常以下であった．

　②術後では，LVEDV，　LVM，　LA　max及び

RVEDVは術前値に比べ減少したが，依然として正常

以上であった．また，LVEF及びRVEFは，残存MR

有無にかかわらず正常以下であった．

　③術後LVEFは，術前LVEDVが大きい程低下す

る傾向（r＝－0．53，0．05〈p＜0．1）があり，術前

LVEDVが300％以上の症例では術後LVEFは0．55以

下であった．

　④単独VSDの術後成績との比較から，小児期MR

の術後左心機能低下の主因は，容量負荷の程度が強く，

その進行が早いことにあると推察された．
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Pre－and　Postoperative　Cardiac　Function　in　Children　with　Mitral　Regurgitation

　　　　　　　　　　　　　　　　　Akio　Sunakawa，　et　al

Division　of　Pediatric　Cardiology，　Department　of　Cardiovascular　Surgery，

　　　　　　　　　　　　　Kinki　University　School　of　Medicine

　　　Left　and　right　ventricular　functions　were　assessed　by　angiocardiographic　methods　in　30　children

with　mitral　regurgitation：sixteen　without　associated　cardiac　anomalies　and　14　with　ventricular　septal

defect．　Seventeen　of　these　patients　underwent　surgical　repair．　Postoperatively，　residual　mild　mitral

regurgitation　was　found　in　9　patients　and　the　remaining　8　had　no　sequelae．　The　left　ventricular　end－

diastolic　volume，　left　ventricular　mass，　left　atrial　maximum　volume　and　right　ventricular　end－diastolic

volume　considerably　increased　before　surgery．　These　cardiac　volume　variables　still　remained　above

normal　after　surgery　regardless　of　the　presence　or　absence　of　residual　mitral　regurgitation，　though　they

decreased　significantly　as　compared　with　the　preoperative　values．　The　left　and　right　ventricular　ejection

fractions　were　below　normal　before　surgery　and　remained　so　after　surgery．　The　preoperative　left

ventricular　end－diastolic　volume　inversely　correlated　with　the　postoperative　left　ventricular　ejection

fraction．　In　the　case　of　the　preoperative　left　ventricular　end－diastolic　volume　more　than　300〔70　of　normal，

left　ventricular　dysfunction　is　predicted　to　persist　after　surgery．　This　is　probably　the　results　of

irreversible　myocardial　damage　caused　by　left　heart　volume　overload　which　is　frequently　remarkable

and　rapidly　progressive　in　children　with　mitral　regurgitation．　From　the　view　point　of　the　postoperative

cardiac　function，　earlier　surgical　intervention　should　be　rcommended　though　there　remain　unsolved

problems　concerning　the　treatment　of　mitral　regurgitation　in　childhood．
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