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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　乳幼児期早期より心不全または肺高血圧症を呈し根治術を施行せざるをえなかった二次孔心房中隔欠

損（ASD）の合併奇形とその血行動態の特徴を検討した．対象は2歳以下で根治術を施行した23例中臨

床的にASDが主たる理由で根治術を施行した14例である．このうち6例に左上大静脈遺残（LSVC）を

合併していたためLSVCの有無と早期手術との因果関係を疑いLSVC合併例，　LSVC非合併例に分け

両群間で心臓カテーテル検査及び心血管造影法より得られた諸指標を比較検討した．手術時年齢，肺血

管抵抗，左室拡張末期圧及びASDサイズに両群間で差は認められなかった．一方，肺体血流量比，肺動

脈圧はLSVC合併例で高値をとる傾向が認められた．特に左室拡張末期容積はLSVC合併例で有意に

低値（p＜0．01）をとり，肺体血流量比との間にr＝－0．69の負の相関が認められた．LSVC合併例の術

中所見では拡張したLSVCが後方より左房を圧排して突出し，あたかも肺静脈還流血の右房への流入を

促進している様相であった．以上からLSVCを合併したASD例は早期より心不全または肺高血圧を来

しやすい血行動態をとっているものと推測された．

　二次孔心房中隔欠損（ASD）において乳幼児期早期

に心不全または肺高血圧症（PH）を呈する例はまれで

ある1）．我々は1980年以降147例の二次孔心房中隔欠損

に根治術を施行し，うち23例（15．6％）が2歳以下手

術例であった．これら乳幼児早期に根治術を施行せざ

るをえなかった例の合併奇形と血行動態の特徴を明か

にすることを目的に検討をおこない，その特徴と思わ

れる所見を得たので報告する．

　　　　　　　　対象及び方法

　対象は2歳以下で根治術を施行した23例中，主診断
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がASDの14例（男児9名女児5名）で，手術時年齢の

平均は15．4±6．9ヵ月であった．根治術となった具体的

適応は全例とも多呼吸，陥没呼吸，肝腫大，哺乳不良，

体重増加不良及び気道感染の反復といった臨床的な心

不全症状の早期出現であった．対象の内訳はASD単

独5例，ASD　PH合併3例，　ASD左上大静脈遺残

（LSVC）合併3例，　ASD　LSVC　PH合併3例である．

対象から除外した例は合併症及び社会的適応が理由で

手術を施行した9例で肺動脈狭窄合併3例，動脈管開

存合併3例，部分肺静脈還流異常合併1例及びASD

単独中2例であった．対象の14例について検討してみ

るとLSVCを6例（42．9％）と高率に認めたため，

LSVCの存在と早期手術との因果関係を疑いLSVC
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表1　対象の臨床所見

症　例 手術時年齢 Qp／Qs
　Rp（U／m2） MPA（m）

（mmHg）
Pp／Ps LVEDP

（mmHg）
LVEDV
（％N）

PAindex
（mm3／m2）

ASDサイズ
（cm2／m2）

A群（LSVC有り）
1 7m 3．7 2．0 97／47（68） 1．00 12 67．0 490．6 22．1

2 9m 3．2 4．0 72／30（50） 0．84 10 73．0 282．2 一
3 14m 3．3 2．0 58／12（32） 0．71 7 78．0 265．1 8．3

4 21m 3．0 2．3 29／9（18） 0．33 7 74．0 467．9 14．6

5 13m 2．5 4．0 31／5（15） 0．39 10 58．6 222．0 112
6 24m 2．5 2．1 27／13（19） 0．30 9 80．4 358．0 32．9

Mean 14．6 3．0 2．9 52．3 0．59 9．0 71．8 350．3 17．8

±SD ±6．6 ±0．5 ±1．0 ±28．4（sys） ±0．29 ±2．1 ±7．9 ±109．5 ±9．8

B群（LSVCなし）
7 24m 2．4 3．4 68／34（52） 0．78 9 86．0 410．2 14．6

8 24m 1．9 3．0 55／11（32） 0．51 8 119．0 196．2 50．8

9 10m 2．9 2．1 40／11（23） 0．51 5 78．0 353．2 26．1

10 12m 1．7 4．0 36／13（23） 0．38 11 108．0 533．5 15．7

11 12m 2．3 42 24／10（15） 0．23 4 85．0 579．3 15．3

12 5m 3．7 3．4 34／14（21） 0．31 6 90．0 461．7 55．4

13 8m 2．7 2．3 24／7（13） 0．21 8 112．0 527．6 12．4

14 23m 1．7 2．0 33／12（21） 0．32 8 88．0 670．9 6．0

Mean 16．1 2．4 3．2 39．2 0．40 7．3 95．7 466．5 24．5

±SD ±7．1 ±0．7 ±0．8 ±15．2（sys） ±0．18 ±2．2 ±14．9 ±147．2 ±18．5

Qp／Qs：肺体血流量比　Rp：肺血管抵抗

MPA（m）．肺動脈収縮期圧／拡張期圧（平均値） （sys）：収縮期圧

合併例をA群（6例），非合併例をB群（8例）とし，

心臓カテーテル検査及び心血管造影より得られた諸指

標を両群間で比較検討した．検討に用いた指標は肺体

血流量比（Qp／Qs），肺血管抵抗（Rp），肺動脈圧（PA

pressure），肺体血圧比（Pp／Ps），左室拡張末期圧

（LVEDP），左室拡張末期容積（LVEDV），　PA　index2）

及び心房中隔欠損孔サイズである．LVEDVは
Simpson’s　rule法3）で計測し，正常予測値（LVEDV＝

72．5×BSA1・43）に対する百分率で表した4）．また術前

及び術後1ヵ月後のLVEDVの変化を比較検討した．

心房中隔欠損サイズは術中計測より欠損孔を楕円の面

積と想定し体表面積で除した値（Cm2／BSA）で表示し

た．平均値の差の検定はStudent　t－testを用いて行い，

p＜0．05で有意とした．

　　　　　　　　結　　果（表1）

　手術時年齢はA群B群それぞれ14．6±6．6ヵ月，

16．1±7．1ヵ月と差はなかった．QP／QsはA群3．02±

0．47，B群2．40±0．68とA群が高値をとった．またA

群では全例Qp／Qs　2．48以上であった．　Rpは全例4．O

u／m2以下で，　A群2．88±1．02u／m2，　B群3．20±0．79u／

m2と両群間で差は認められなかった．肺動脈圧では，

収縮期圧，平均圧それぞれA群52．3±28．4mmHg，
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図1　各群の左室拡張末期容積（LVEDV）

33．6±21．2mmHg，　B群39．2±15．2mmHg，25．0±

12．3mmHgであり，A群が高値を示した．肺動脈収縮

期圧40mmHg以上を肺高血圧と規定すると，A群では
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図2　肺体血流量比（Qp／Qs）と左室拡張末期容積（LVEDV）の関係
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図3　根治術前後の左室拡張末期容積の変化

、磁◎

図4　左上大静脈遺残（LSVC）による左房内の肺静脈

　還流の変化

6例中3例（50％）B群では8例中3例（37％）が肺

高血圧を合併していた．Pp／PsではA群0．59±0．29，

B群0．40±0．18とA群で高い傾向を認めた．左室拡張

末期圧はA群B群それぞれ9．00±2．12mmHg，
7．30±2，26mmHgであり有意な差はなかった．一方，

左室拡張末期容積（％N）はA群71．8±7．9，B群

95．7±14．9と有意（p＜0．01）にA群で低値をとった

（図1）．Qp／Qsと左室拡張末期容積（％N）とは，　Y＝－

14．27X＋123．9（r＝－0．69）の有意相関が認められた

（図2）．また術前及び術後1ヵ月後の左室拡張末期容

積（％N）の変化は，術前全体では85．4±17．3が術後

110．9±17．1（A群104．3±16．9，B群117．5±17．4）と

正常化していた．しかし症例5のみ85％Nと依然低値

をとっていた（図3）．

　PA　indexはA群350．3±109．5，　B群i466．5±147．2

とぼらつきが有るもののB群で高い傾向が認められ

た．ASDサイズ（Cm2／BSA）はA群17．8±9．8，　B群

24．5±18．5と両群間で差は認められなかった．

　　　　　　　　　　考　　案

　ASDは一般に低肺血管抵抗の代表的疾患であり，乳

幼児期早期に心不全や肺高血圧を合併することはまれ

である1）．つまり，ASDの短絡が三尖弁より前の段階

で起こるため，右室および肺動脈にたいしては量負荷

よみであり，肺高血圧は極めて緩徐に進行すると考え

られているためである1）5）6）．事実50mmHg以上の肺高

血圧を合併した例の報告では，正津ら5）は242例中23例

（9．5％），また小泉ら1｝は98例中5例（5％）で全て20

歳以上の例であった．また思春期前後における肺高血

圧の発症の報告では，Wagenvoortら6），　Haworth

Presented by Medical*Online



524－（82）

ら7），八巻ら8），及び山本ら9＞の例があるが，これら例に

共通する点は明らかな心不全症状をかき，ASDとして

は短絡量が少なく，あたかも原発性肺高血圧の合併を

思わせる点である．

　これに対しHaworthら7）は乳幼児早期より重篤な

心不全と肺高血圧を呈し，手術を施行せざるをえない

例の存在を指摘している．この点で乳幼児期早期発症

例は思春期以降発症例とは区別して考えられるべき病

型と思われる，

　心不全と肺高血圧の早期発症の原因としては短絡量

の増大，生前よりの肺血管の構造的異常（未熟性），肺

血管床の量的な問題と短絡量増加にたいする反応性の

違いなどが推測されているが1°）11），いずれの例でもそ

の原因は多因子的であり特定の原因を断定できないの

が現状と思われる．今回の検討例で肺高血圧6例中3

例にLSVCの存在が認められたことは注目に値する

事実である．LSVC合併例が非合併例に比べ肺体血流

量比で高値をとったことからも短絡量の増大と

LSVCの存在が肺高血圧の発症に関与していた可能

性が推測される．LSVC合併例の術中所見では，全例

で拡張したLSVCが後方より左房を圧排して突出し，

あたかも肺静脈還流血の右房への流入を促進している

様相であった（図4）．LSVC合併例の左室拡張末期容

積が有意に低値をとったことからも，左室流入血流量

の減少，すなわち短絡量の増加が示唆される結果で

あった．

　欠損孔の大きいASDの左室拡張末期容積について

は議論の多いところである．Grahamら12）は術前の

ASD　35例の検討で左室拡張末期容積の減少を指摘し

ている．一方，Boveら13），　Byrumら14），　Rosenquist

ら15）はTAPVD例の左室拡張末期容積を計測し，少数

例で減少しているものは有るが，全体としては正常で

あると結論している．この結論からASDにおいても

左室拡張末期容積はほぼ正常に維持されていると推測

される．今回の検討例での左室拡張末期容積はLSVC

非合併例でほぼ正常であり，Boveら13）の報告を支持

する結果であった．しかし同一検査法で測定した

LSVC合併例での左室拡張末期容積は減少傾向を示

しており，特に症例5では58．6％Nと低値をとった．

この例では術後低心拍出量状態が強く，大量のカテコ

ラミンの使用を余儀なくされた．また術後1ヵ月目の

左室拡張末期容積は85％Nとまだ正常以下の値で

あった．このことから左室拡張末期容積の低値は右室

容量負荷による左室の解剖学的変形が測定結果に現れ
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たものではなく，体血圧を維持する最低限の容量で

あったと推測された．

　ASDにおいて左右短絡量を規定する因子は一般に

欠損孔のサイズおよび両心室コンプライアンスの差と

されているユ6）．今回の検討例では欠損孔サイズに両群

間で差がなく，左室拡張末期圧でも有意な差がみとめ

られなかった．厳密な意味での両心室コンプライアン

スを評価していない点で問題は残るが，短絡量増大に

より右室の容量負荷が拡張期における心室中隔の左室

側への偏位を促し左室コンプライアンスの低下を招

き，このことが短絡量増大と左室拡張末期容積の減少

を来した可能性も考えられる17）．一方Rudolphら17）ら

両心室コンプライアンスに差がなくとも肺体血管抵抗

の相対的な差により左右短絡が起こることを圧容積曲

線より説明している．つまり圧容積曲線上で両心室の

収縮性に変化がなく拡張期コンプライアンスが一定で

あれぽ肺動脈圧が左室圧よりも低下するに従い右室圧

容積曲線は左室圧容積曲線よりもより左方に位置す

る．従って右室収縮末期容積が減少し右室拡張末期容

積が増大するため，右室は左室に比べより多量の一回

拍出量を得ることが可能となり短絡量が増加すると推

測している．この結果から左室のコンプライアンスが

低下した状況下では，左室圧容積曲線はより左方に偏

位し左室拡張末期容積及び左室一回拍出量の減少と短

絡量の増大が容易に想定される．またLSVCの突出に

よる左房内の解剖学的変化はこの現象を一層助長させ

る様に作用したものと推測される．

　今回の検討はretrospective　studyであるため解剖

学的な詳細が不明確な点が多い．冠状静脈洞径，左無

名静脈（bridging　vein）の有無やLSVC径とLSVCの

左房内突出の程度など血行動態に及ぼす影響は大きい

と想像されるが，今回の検討ではその定量化と血行動

態との関係の検討は困難であった．LSVC群で肺高血

圧を合併していない例では特にこの点が問題になると

思われる．またLSVC非合併例においてその早期発症

のメカニズムは明らかではない．これらの例ではその

殆どが乳幼児期早期より下気道感染を繰り返し体重増

加が不良であったことから，気道感染に続発した短絡

量の増大と短絡量増大に対する反応性の違いが早期発

症原因の一つであったと推測される．両心室コンプラ

イアンスを含めて今後検討を要する問題と思われる．

　当院では心不全や肺高血圧症を呈し内科的治療に抵

抗する2kg以上のASD例にには体重，月齢の大小に

かかわらず積極的に根治術を施行する方針をとり重篤
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な合併症を現在まで経験していない18）．乳幼児期早期

より心不全と肺高血圧を来し易い血行動態的特徴か

ら，LSVCを合併したASDは通常のASDと違いより

早期に根治術を施行せざるをえない例が多いいと考え

られる．また逆にLSVCを合併した乳幼児期のASD

をみた場合には，ある程度の心不全と肺高血圧の存在

の可能性を念頭におき精査すべきと思われる．

　　　　　　　　　　　　　　　　結　　語

　乳幼児期早期より心不全をよび肺高血圧を呈し，手

術をせざるをえないASD例の血行動態の特徴を検討

した．

　1）LSVC合併例が多い．

　2）LSVC合併例では，肺体血流量比が高値を，左室

拡張末期容積が低値をとり，肺高血圧を来しやすい傾

向が有る．

　3）LSVCの存在による左房内の解剖学的変化が短

絡量増加に働くものと思われる．

　本論文の要旨は第26回小児循環器病学会総会（1990年7

月奈良）において口演した，
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Assessment　of　Secundum　Atrial　Septal　Defect　Operated　in　Infancy　and　Early　Childhood

Nobutaka　Noto，　Naoki　Fusazaki，　Shiro　Ishikawa，　Yasuhiro　Mizoguchi，　Hiroshi　Sunagawa，

　　　　　　　　　　　　Yuichi　Shiokawa＊，　Yuichiro　Nakamura＊，　Kunihiro　Yonenaga＊，

　　　　　　　　　　　　　　　　　Hideaki　Kado＊，　Hisataka　Yasui＊and　Sunao　Honda

Department　of　Cardiology　and　Cardiovascular　Surgery＊Children’s　Hospital　Medical　Center　in　Fukuoka

　　　The　characteristics　of　hemodynamic　data　and　associated　cardiac　anomalies　were　evaluated　in　14

consecutive　patients（age　5　months　to　24　months，　mean　15．4　months）with　sec皿dum　atrial　septal

defect（ASD）accompanied　with　congestive　heart　failure　or　pulmonary　hypertension　which　were

necessitated　radical　operation　in　infancy　and　early　childhood．

　　　As　60f　14　patients　were　accompanied　with　left　superior　vena　cava（LSVC），　highly　suspecting　the

relationship　of　LCVC　and　early　operation，　patients　were　divided　into　two　groups（LSVC　group，　non－

LSVC　group）and　hemodynamic　parameters　by　means　of　cardiac　catheterization　and　cineangiography

were　compared　with　each　other　groups．

　　　No　significant　differences　were　noted　about　age　of　operation，　pulmonary　resistance，　left

ventricular　end－diastolic　pressure　and　atrial　septal　defect　size．　On　the　other　hand　pulmonary　to

systemic　flow　ratio（QP／Qs）and　pulmonary　arterial　pressure　increased　in　LSVC　group．　Especially　left

ventricular　end・diastolic　volume（LVEDV　960f　Norma1）decreased　significantly　in　LSVC　group

（P〈0．01），and　there　was　significant　relationship　between　QP／Qs　and　LVEDV（r＝－O．69）．

　　　About　the　opeative　finding　of　ASD　with　LSVC，posterior　wall　of　left　atrium　were　compressed　and

protruded　upward　by　dilated　LSVC，and　it　seemed　as　if　the　flow　of　pulmonary　vein　would　be　promoted

toward　right　atrium　through　atrial　septal　defect．

　　　From　these　results　it　can　be　concluded　that　there　was　the　tendency　of　getting　congestive　heart

failure　or　pulmonary　hypertension　earlier　in　patients　with　ASD　accompanied　with　LSVC．
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