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原　　著

日本の小児心筋保護液使用状況
―アンケート調査結果―

要　　旨

背景：小児用心筋保護液は，各施設の判断でさまざまなものが使用されている．今回，アンケート調査を施行した
ので結果を報告する．
対象と方法：対象年齢は新生児から15歳以下とし，81施設に調査票を送付し，60施設（74％）から回答が得られた．
結果：心筋保護液使用種類数は 1 種類の施設が55％，2 種類が38％，3 種類が5％，4 種類が 2％であった．使用内
容は，crystalloid cardioplegia（Ccp）使用が48％，blood cardioplegia（Bcp）が22％，CcpとBcp両方使用が30％であった．
Ccpの65％を九州大学式心筋保護液とミオテクター® が占めた．症例数の多い施設ではCcpが使用されていた（p < 0.05）．
結論：6 割がBcpを使用している米国とは異なり，日本ではCcpが多くの患児に使用されていた．今後，適切な実験
モデル下でのBcpとCcpの比較検討等が必要と考えられる．
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Background: Although many kinds of cardioplegic solution are used for pediatric cardiac surgery in Japan, selection criteria are
dependent on the individual surgeon’s preference. To assess myocardial protection for pediatric cardiac surgery in Japan, we
carried out a questionnaire survey among 81 institutes.
Patients and Methods: Sixty institutes (74%) responded to the questionnaire. The target patient age ranged from neonates to
those up to 15 years of age.
Results: One kind of cardioplegia was used in 33 institutes (55%), two kinds in 23 (38%), three kinds in 3 (5%), and four kinds in 1
(2%). Crystalloid cardioplegia (Ccp), blood cardioplegia (Bcp), and both were used in 29 (48%), 13 (22%) and 18 (30%) institutes,
respectively. Kyushu University cardioplegic solution and Miotecter® each accounted for more than 30% of all the institutes where
Ccp was used. For the delivery of cardioplegic solution, 36 institutes (60%) used either a circulatory system or infusion pump, 4
institutes used manual delivery by the surgeon, and 13 institutes applied both delivery methods. A statistically significant correlation
was observed between the number of cases of open-heart surgery and the type of cardioplegia (Ccp, Bcp, or both) (p = 0.012). In
particular, Ccp was used in institutes that performed many cardiac surgeries (p < 0.05 with Bonferroni’s method).
Conclusions: In Japan, Ccp is used in many pediatric cardiac centers. The situation in Japan differs from that in the USA, where
Bcp is more popular. Further studies to elucidate the optimal pediatric cardioplegia, such as a comparison between Bcp and Ccp,
are necessary to improve the early and long-term outcomes of pediatric cardiac surgery.
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　1）1 種類心筋保護液使用
　1 種類心筋保護液の内訳は，Ccpが20施設（61％），Bcp
は13施設（39％）であった．Ccpの内容は，細胞外組成に
近い九州大学式心筋保護液2，3）が 8 施設，細胞外組成で
あるSt. Thomas hospital cardioplegic solution第 2 液のミ
オテクター® が 7 施設，細胞内組成のBretschneider液が
2 施設，生理食塩水にクエン酸カリウムと硫酸マグネシ
ウムを追加投与したYoung液（Young）とglucose-insulin-
potassium（GIK）の併用が 1 施設，施設独自の心筋保護液

（オリジナル）が 2 施設であった（Fig．2）．ただし，
Young + GIK使用施設は2006年半ばよりミオテクター®

に，2007年には九州大学式心筋保護液に変更したため
現在は使用されていない．九州大学式心筋保護液なら
びにミオテクター® に分類された施設のなかには，追加
薬剤の投与を行っている施設を含む．
　2）2 種類心筋保護液使用
　2 種類心筋保護液はCcpとBcp使用施設が14施設（61
％），Ccp単独あるいはアルブミン製剤（Alb）追加が 7 施
設（30％），2 種類のCcp使用が 2 施設（9％）であった

（Fig．3）．2 種類使い分けの理由は，年齢・疾患別両方
群が 7 施設と最も多く，次いで年齢･成長別群が 4 施
設，疾患別群が 4 施設，体重別群が 3 施設，その他 5
施設であった（Table 1）．年齢・疾患別両方群は，低体重
児，重症心疾患により使い分け，これらの患児に対し
てAlb追加投与施設が 2 施設，Ccp使用が 1 施設，Bcp使
用が 4 施設と施設により使用心筋保護液の種類は異なっ
た．年齢・成長別群は，低年齢児に対しCcpにAlb追加
投与あるいは，Bcpを使用していた．疾患別群の詳細
は，複雑心奇形と単純心奇形で使用心筋保護液を使い
分けていた．体重別群では20kgあるいは10kgで区切ら
れ，低体重児にはAlbが追加投与されていた．その他の

はじめに

　心筋保護液は心臓外科の歴史とともに研究され続
け，1970～80年代には数多くの臨床・研究報告がされ
たが，今日では開心術後のmortalityの飛躍的な改善によ
り，研究開発の必要性が薄れ，大きな変化がみられな
い状態となった．小児開心術成績に関与する因子とし
て，術前術後管理，手術適応判断，手術手技，灌流温
度や酸塩平衡を含む人工心肺管理などが重要視される
傾向にあり，心筋保護液に関しては各施設の経験に基
づく判断でさまざまなものが使用され，統一された見
解がないのが現状である．
　成人心臓手術の臨床研究では，crystalloid cardioplegia

（Ccp）よりもblood cardioplegia（Bcp）使用群において，術
後低拍出症候群やcreatine kinase MB（CK-MB）値の軽減
が得られるというmeta-analysisの結果が報告されている
が1），小児開心術の場合，新生児から成人に近い幅広い
年齢層や体格の違い，チアノーゼの有無，数多くの心
奇形，それに伴う多彩な手術手技など成人手術とは異
なる小児特有の問題があり，手術成績と心筋保護液の
関連性を見出すのは極めて困難であり，実験的研究に
その基盤を頼っているのが現状である．小児に対する
より良い心筋保護液の開発研究は，術後早期の心機能
回復の程度や早さの改善につながり，病床期間の短縮
化や術後早期ならびに遠隔期予後の改善に寄与すると
考えられている．実験的研究をするうえで，現在の日
本における心筋保護液の使用の現状把握が重要と考
え，今回，小児心臓血管手術施行施設に対しアンケー
ト調査を施行し，その結果を基に文献的考察を行っ
た．

対象と方法

　小児心臓手術施行施設81施設に，2005年から2006年 7
月の時点での心筋保護液に関する質問事項20項目の調
査票を郵送した．より多くの施設の返答が得られるよ
う，質問事項は極力簡易化した．配布後約 2 カ月の時
点で60施設 （74％）の回答が得られた．データ入力なら
びに統計解析使用ソフトはExcel（Microsoft office 2003）
とSPSS （Version 15.0，SPSS Inc，Chicago，IL）を使用し
た．

結　　果

1．使用種類数と内容

　心筋保護液使用種類数は 1 種類が33施設（55％），2 種
類が23施設（38％），3 種類が 3 施設（5％），4 種類が 1
施設（2％）であった（Fig．1）．

n = 3 (5%)
3 4 n = 1 (2%)

2

n = 23 (38%)

1

n = 33 (55%)

Ccp
n = 20
(33%)

Bcp
n = 13
(22%)

Fig. 1 Numbers and kinds of cardioplegia used. On the right
side, one type of cardioplegia is segregated into crys-
talloid cardioplegia （Ccp） and blood cardioplegia （Bcp）.
n: number of institutes （percentage）
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群では，初回投与はCcpだが 2 回目以降はBcpを投与す
るが 2 施設，完全無輸血症例か否かで区別している施
設が 1 施設，GIKとミオテクター® の比較検討調査中が
1 施設，限られた一部の症例のみBcpを使用するのが 1
施設という結果が得られた．

　3）3 種類心筋保護液使用
　3 種類心筋保護液使用の 3 施設の内容は，① 初回投
与で新生児にはGIK，それ以外ではYoung + GIK，2 回
目以降の投与では全症例GIKを基盤としたBcpを使用し
ている施設，② 新生児・乳児には九州大学式心筋保護
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Fig. 2 Detail of crystalloid cardioplegia in the institute using one type.
Kyushu Univ.: Kyushu University cardioplegic solution, GIK: glucose-insulin-potassium,
Original: institutional original cardioplegia

 Ccp and 
Ccp and Bcp

 Ccp and 
No. (%) added albumin   another Ccp

Age 1 3 0 4 (17)

Disease 0 3 1 4 (17)

Age and disease 2 5 0 7 (31)

Weight 3 0 0 3 (13)

Other 1 2 2 5 (22)

Ccp: crystalloid cardioplegia, Bcp: blood cardioplegia

Table 1  Selection criteria for binary use of cardioplegia
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Fig. 3 Detail of binary cardioplegia.
Ccp: crystalloid cardioplegia, Bcp: blood cardioplegia
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液，それ以外はミオテクター®，虚血時間が 2 時間を超
える症例にはBcpを使用している施設，③ 基本的には施
設独自のものを使用し，ファロー四徴症以上の重症疾
患ではBcpを使用，緊急症例はミオテクター® を使用し
ている施設であった．
　4）4 種類心筋保護液使用
　4 種類の心筋保護液使用している 1 施設は，初回投与
は 2 種類のCcpを使用し（新生児，複雑心奇形には九州
大学式心筋保護液，単純心奇形にはミオテクター® を使
用），2 回目以降の投与はそれぞれのCcpを基にしたBcp
を使用していた．

2．crystalloid vs blood cardioplegia

　アンケート回答施設60施設をCcp単独使用，Bcp単独
使用，CcpとBcp両方使用の 3 つの群に分類した．Ccp単
独使用施設が29施設（48％）と最も多く，次いでCcpと
Bcp両方使用施設が18施設（30％），Bcp単独使用が13施
設（22％）であった．

3．crystalloid cardioplegia

　1）内容
　全施設におけるCcpの使用内容は，九州大学式心筋保
護液が17施設，ミオテクター® が16施設，オリジナルは
11施設，Young + GIKが 3 施設，GIKが 2 施設，
Bretschneider液が 2 施設であった（Fig．4A）．オリジナ
ルは，生理食塩水や 5％グルコース，電解質輸液製剤な
どを基にして，おもにカリウムが追加されていたが，
マグネシウム，カルシウム，リドカイン，炭酸水素ナ
トリウムなども追加投与している施設もみられた．特
徴的なものとして，ジルチアゼムを追加しているのが 1
施設，ステロイドを追加しているのが 2 施設，アデノ
シン，L-アルギニン，ヒスチジンの 3 剤を追加してい
るのが 2 施設みられた．オリジナルには施設調剤の
modified St. Thomas液を含む．

4．blood cardioplegia

　1）内容
　全施設におけるBcpの組成として以下のCcpを使用し
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Fig. 4 Detail of crystalloid and blood cardioplegia in the whole institute.
（A）: crystalloid cardioplegia （Ccp）, （B）: blood cardioplegia （Bcp）.
Kyushu Univ.: Kyushu University cardioplegic solution, GIK: glucose-insulin-potassium
Original: institutional original cardioplegia
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ていた．オリジナル：12施設，九州大学式心筋保護
液：2 施設，ミオテクター®：5 施設，GIK：5 施設，
Young + GIK：1 施設，Buckberg液：1 施設．5 施設は
詳細不明であった（Fig．4B）．オリジナルを使用する施
設のうち，3 施設では細胞外液補充液にカリウムおよび
acid citrate dextrose solution（ACD）を追加していた．他の
施設では 5％グルコースや生理食塩水，電解質輸液製剤
を基にカリウム，カルシウム，マグネシウムなどが追
加されていた．2  施設は詳細不明であった．
tromethamine（THAM）を含むBcpを使用している施設が 2
施設，L-グルタミン酸投与している施設が 1 施設，アス
パラギン酸・グルタミン酸を加えたいわゆるterminal
warm blood cardioplegic perfusion（hot shot）用Buckberg液
を用いている施設が 1 施設，長時間人工心肺使用患者
や新生児に対してはleukocyte-depleted terminal blood
cardioplegia（LDTC）を使用している施設が 1 施設みられ
た．
　2）血液希釈率
　血液と基盤となるcrystalloid solutionとの比率を 1：1 に

している施設が 7 施設，2：1 が 4 施設，4：1 が 2 施
設，5：1 が 1 施設，1：2 が 1 施設であった．初回投与
は 2：1，追加投与は 4：1 としている施設が 3 施設あ
り，12施設が詳細不明であった（Table 2）．

5．投与方法

　1）投与量
　初回投与量と 2 回目以降の投与量が異なる施設は49
施設（82％），同じである施設は 9 施設（15％），その
他としてsingle-doseの施設が 2 施設（3％）であった．
この 2 施設で使用されていた心筋保護液は，1 施設は
Bretschneider液を，もう 1 施設はミオテクター ® を使用
していた．
　2）投与量内容
　初回投与量と 2 回目以降の投与量が異なる49施設の
心筋保護液投与量は，初回投与20ml/kg，追加投与10ml/
kgの施設が22施設と最も多く，その他17通りの投与法
に分類された（Table 3）．hot shotを行っている施設は 4
施設みられた．

Blood : Base No. of institutes

1 : 1 7

2 : 1 4

4 : 1 2

5 : 1 1

1 : 2 1

Initial: 2 : 1 
3

Reinfuse: 4 : 1

Unknown 12

｝

Table 2  Dilution ratios of blood cardioplegia

 Initial infusion Secondary infusion Last infusion No. of institutes  Total cases of open surgery (Median)

1 20 ml/kg      10 ml/kg  22 1319 (52)

2 10 ml/kg        5 ml/kg    5   269 (45)

3 15 ml/kg     7.5 ml/kg    3   281 (115)

4 400 ml/BSA    400 ml/BSA × 2/3    3   305 (47)

5 300 ml/BSA    150 ml/BSA 300 ml/BSA   2   284 (142)

6 15 ml/kg      10 ml/kg    2   257 (129) 

7 10 ml/kg        5 ml/kg 5 ml/kg   2     54 (27)

8 15-30 ml/kg 10-20 ml/kg      1   406 (−)

9 Others (9 ways)     9   372 (36)

BSA: Body surface area (m2)

Table 3 Dose of cardioplegic solution
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　3）投与方法
　Jatene手術等の術式による投与方法の違いは除外し，
おもに使用している心筋保護液の投与方法で分類集計
した結果，心筋保護液専用回路あるいは注入ポンプに
よる投与を行っている施設は36施設（60％），術者によ
る直接投与が 4 施設（7％），術野投与と回路等の併用が
13施設（22％），麻酔科投与が 1 施設（1％），落差投与が
4 施設（7％），落差投与と回路等の併用施設が 2 施設（3
％）であった（Table 4）．
　2 種類の投与方法を併用している施設（術野投与と回
路等使用12施設，落差投与と回路等使用 2 施設）は体
重（5kg，7kg，8kg，10kg，20kg以下），あるいは年齢

（新生児・乳児に対しては術野投与あるいは落差投与を
行い，それ以外は回路等を使用）で使い分けていた．
　4）投与基準
　落差投与を含む定圧灌流で行っている施設は24施設

（40％），定流量灌流で行っている施設は17施設（27％），
両者を指標にしている施設は19施設（32％）であった．
定圧灌流では施設の基準により回路圧を90～200mmHg
の範囲で使い分けていた．定流量灌流では 1～3 分かけ
て投与していた．
　5）投与回数・投与間隔
　1 回投与のみを行っている 2 施設以外は全施設間歇投
与であり，その投与間隔は20～60分であった．持続投
与を行っている施設は認められなかった．
　6）順行性冠灌流と逆行性冠灌流
　全施設で順行性冠灌流の心筋保護液投与を行ってい
るが，9 施設では逆行性冠灌流を併用し，そのうち 7 施
設でJatene手術など一部の症例に限って施行していた．

6．新生児心筋保護

　新生児に対してCcp使用が33施設（55％），Bcp使用が
22施設（37％），両者併用が 5 施設（8％）であった．両者
併用の理由は，初回投与でCcpを，追加投与でBcpを併
用しているのが 3 施設，Ross手術など一部の手術にのみ
Bcpを使用しているのが 2 施設であった．

7．年間施設症例数との関係

　2005年年間症例数の回答が得られた59施設を対象と
し，心筋保護液の種類をCcpのみ使用施設，Bcpのみ使
用施設，両者併用施設に分類し，それぞれの施設の年
間開心術数との関係を調べた．Ccpは開心術数が多い施
設で使用されており，両者併用施設の症例数はCcp使用
施設よりも有意に少なかった（p < 0.05 with Bonferroni’s
method）（Fig．5）．その他，種類数や投与方法に関した
解析では有意差は認められなかった．

考　　察

1．crystalloid vs blood cardioplegia

　日本の小児心臓外科手術施行施設ではCcp単独使用施
設が29施設（48％）と最も多く，また，開心術件数が多
い施設でCcpが使用されているため，多くの先天性疾患
をもつ患児の開心術にCcpが使用されているという結果
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 　　　Manner of delivery No. of institutes %

1 Caridioplegic delivery circuit or infusion pump 36 60

2 Both 1 and manual delivery by operator  13 22

3 Manual delivery by operator   4 7

4 Drop   4 7

5 Both 1 and 4   2 3

6 Delivery by anesthesiologist   1 1

Table 4  Delivery methods
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Fig. 5 Relation between the number of open-heart surgeries
and the kind of cardioplegia.
Ccp: crystalloid cardioplegia, Bcp: blood cardioplegia,
Both: both Ccp and Bcp.
N: Number of institutes. p = 0.012 Kruskal-Wallis test,
median （25％, 75％）. *: p < 0.05 with Bonferroni’s
method
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に至った．Ccpの内容としては，九州大学式心筋保護液
とミオテクター® 両者合わせると64％を占める．九州大
学式心筋保護液に関しては，福岡こども病院での良好
な手術成績を理由に使用しているという返答が多く，
ミオテクター® に関しては，日本国内で唯一市販されて
いる心筋保護液であり，煩雑な薬剤配合が不要であ
り，感染予防，安全性などを理由に使用されていた．
Ccp使用の背景となる研究報告としては，正常未熟心臓
での心保護作用の効果はCcpとBcpでは差はなく4，5），ま
た，未熟心臓は，成熟心臓より虚血耐性に優れるとの
報告がなされている6）．これらの報告に加え，Ccpのほ
うがBcpと比べ明瞭な視野を保てるという利点もあるこ
とが，多くの施設でCcpが使用されている理由と考え
る．米国でも根強い支持の下，Ccpを使用している小児
開心術の施設はあるが，1997年に報告されたSTSのデー
タベースの結果では，ASD，VSD，AVSD，TOF，
TAPVC，TGA，HLHSの疾患におけるBcp使用は，52.4
％，62.0％，69.2％，65.1％，66.4％，60.3％，46.9％で
あった．一方，Ccpは30.5％，21.8％，15.9％，21.1％，
16.1％，22.7％，25.3％であり，Bcpが多く使用されてい
た7）．これは，成人手術でBcpの有用性が証明されてい
るという点と，実験や臨床研究に基づくものと考えら
れる8–10）．これまでの未熟心臓は成熟心臓より虚血耐性
に優れるとの報告6）に対し，Allenらは低酸素下の未熟心
臓では，虚血再灌流後の心機能低下は成熟心臓と同等
であったという報告をしている11）．小児心筋保護液に関
する過去の研究報告の多くは，小児心臓手術すべての
患者に相当する結果ではないと指摘しており，特に，
新生児期の開心術の手術適応疾患は複雑心奇形，低酸
素状態であることが多いため，実験モデルは少なくと
も低酸素下の条件で行うのが適切と述べている11）．
　Karimiらは，未熟心臓では成熟心臓と比べ，Ccpを用
いた虚血再灌流後に優位なアポトーシスの増加発現を
認めたことを報告し，未熟心筋の脆弱性を指摘してい
る12）．また，低酸素下未熟心臓を使用したBollingらの虚
血再灌流実験では，Bcpの心保護作用の有用性を報告し
ている13）．臨床報告では，Youngらの先天性心疾患138例
を対象としたCcpとBcpの比較検討では，Ccpを上回るBcp
の有用性はみられなかったと報告している14）．一方で，
Amarkらの対象疾患を心内膜床欠損症とした場合のCcpと
Bcpの比較検討では，Bcp使用群で有意な乳酸血中濃度の
低下や術後心機能が保持されたと報告しており15），臨床
報告ではCcp，Bcpどちらが優れているのか結論に至っ
ていない．
　乳児から学童期にかけてのわが国の開心術死亡率は
1～4％以下16）と許容の範囲にまで減少しており，心筋

保護法の選択が生死に及ぼす影響は低いと考えるが，
最適な心筋保護液の使用は術後心不全の早期回復や在
院日数の減少，長期予後の改善に結び付くと考える．
また，新生児やチアノーゼ心疾患の開心術死亡率は約
15％16）であり，これらに対しては，現在の心筋保護法で
は心筋保護が不十分と考えられ，さらなる検討が必要
と考えられる．

2．電解質

　施設により含有電解質濃度は多種多様であった．
1955年，Melroseにより報告されて以来カリウム投与の
歴史は長いが，過度の高濃度カリウムのため心筋障害
を来したので，一時使われなくなった．しかし1967
年，適量のカリウムを含んだ心筋保護液が発表されて
から，カリウムが広く心停止剤とし使用されているよ
うになった．現在では 5～20mEq/lのカリウムを含む心
筋保護液が全施設において使用されている．一方，
2002年の実験研究では，低酸素下，未熟心臓ではカリ
ウムを含まないBcpの有用性が報告されており17），今後
の検討が俟たれるところである．カルシウムに関して
は，正常濃度カルシウムも，無カルシウムも再灌流障
害を惹起することが報告されている18，19）．Bcpの血中に
もカルシウムが含まれていることを含め，Bretschneider
液使用施設を除く大多数の施設の心筋保護液にカルシ
ウムが含有されているが，その含有量は施設によりば
らつきがある．たとえば，九州大学式心筋保護液には
カルシウムパラドックスによる再灌流障害を引き起こ
さない程度の0.2mEq/lのカルシウムが含有されており，
ミオテクター® は2.4mEq/lのカルシウムを含有している．
マグネシウムはカルシウム拮抗作用を有していることが
知られており，カルシウムによる再灌流障害に対して有
用であることが報告されている20，21）．ミオテクター ®，
Bretschneider液，Young液にはマグネシウムが含有され
ている．それ以外の心筋保護液を使用する施設のなか
にも，マグネシウムを追加含有させる施設が認められ
た．低酸素下未熟心臓を用いて，マグネシウムとカル
シウムの関係を調べた実験では，低濃度カルシウムを
含有する心筋保護液中ではマグネシウム投与の有無で
虚血再灌流後の心機能に差はみられないが，正常濃度
カルシウムを含む心筋保護液ではマグネシウムを投与
した群においてのみ心保護作用がみられたとの報告が
あり22），マグネシウム投与に関しては心筋保護液内のカ
ルシウム濃度を考慮する必要がある．ナトリウムに関
しては，Bretschneider液は15mEq/l，九州大学式心筋保
護液は87mEq/l，ミオテクター® は120mEq/l，生食を基
にしている保護液は154mEq/l含有しており，施設により
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その濃度はさまざまであった．ナトリウムは高濃度，
あるいは極端な低濃度であってもカルシウムの細胞内
流入を惹起するため，最低70～80mEq/lは含有すべきと
の報告がある23）．また，他の陽イオンとの兼ね合いによ
り心機能保護効果も変化するため，さらなる検討が必
要と思われる．

3．追加心筋保護薬剤

　心筋保護液にアミノ酸を投与するのは，TCA cycleの
基質であるアミノ酸を投与することにより，心機能回復
に必要なadenosine triphospate（ATP）産生の促進を期待す
るものであり，成人心臓でのアミノ酸含有warm Bcpの有
用性は実験並びに臨床研究により報告されている24）．施
設実験研究の結果より25）アルギニンを含有しているのが
2 施設，L-グルタミン酸を含有しているのが 2 施設，ア
スパラギン酸・グルタミン酸を含有しているのが 1 施
設みられた．正常未熟心臓の実験では，cold Bcpおよび
アミノ酸含有warm Bcp両者で同等の心保護作用がみら
れるが，低酸素未熟心臓ではアミノ酸含有warm Bcp使
用群の優位な有用性がみられ，温度により異なる結果
となっており，アミノ酸からのエネルギー産生が代謝
温度に依存していることが推察されている26）．カリウム
製剤としては塩化カリウムを使用する施設が大半で
あったが，アスパラギン酸補充の観点からL-アスパラギ
ン酸カリウムを使用している施設が 2 施設みられた．
緩衝液としては炭酸水素ナトリウム，ヒスチジン，
THAMが使用されていた．nitric oxide（NO）産生を促進す
る作用があるアルギニンを投与している 2 施設では冠
血管拡張作用を併せもつアデノシンも併用しており，
冠血流保持効果を期待していると考えられた．カルシ
ウム拮抗薬はエネルギー消費抑制および冠血管拡張作
用の面から心筋保護作用が期待されており，ジルチア
ゼムを投与しているのが 1 施設（10kg以上の患者に対
して）みられたが，術後徐脈になる傾向にあり，その
至適投与法は不明である27）．浮腫予防にマンニトール
を追加投与する 2 施設や，乳児に対する心筋保護を考
慮し，膠質浸透圧を上げるためにAlbを投与28）する施設
が多数みられた．LDTCは再灌流障害に関与している
白血球を除去することにより心筋傷害の軽減を目的と
しており29），1 施設で使用されていた．膜安定化によ
る心筋保護作用があるステロイド投与は 2 施設みられ
た．
　各施設の判断でさまざまなものが追加投与されてい
るが，その多くが少数施設での使用であり，普及する
に至っていない．使用施設からその薬剤の有用性を証
明する報告や比較検討の報告が必要と思われた．

4．投与方法

　1）灌流圧
　成人の場合，心筋保護液の投与圧は50～100mmHgが
一般的である．小児の場合，回路を使用した投与では
回路内圧を90～200mmHgの間を指標としている施設が
多く，その他の投与方法を含め，実際の注入圧は測定
していないのが現状である．未熟心筋における冠動脈
の自動調節能はみられず，冠灌流圧の許容圧範囲が狭
いとの報告30）や，チアノーゼ・未熟心筋における30～
50mmHgと80～100mmHgの比較実験では，前者の心筋
保護作用が保たれていたとの報告があり31），成人に比し
て低い注入圧が至適と考えられている．新生児手術で
は術者による投与も多く行われているため，冠灌流圧
に関してはより注意が必要と思われる．
　2）single-dose vs multidose
　single-doseの心筋保護液の代表として，長時間心保護
効果が認められているBretschneider液があるが，2 施設
でそれを使用し，このうちの 1 施設とミオテクター ®を
使用している施設で，sing l e - d o s eを行っていた．
Bretschneider液はその組成内容から，histidine-tryp-
tophan-ketoglutarate cardioplegic solutionとも呼ばれてお
り，ヒスチジンは緩衝作用として，ケトグルタル酸は
再灌流時のエネルギー産生として，トリプトファンは
細胞膜安定化作用としての効果が期待されている．臨
床ならびに実験研究において，他の細胞外組成の心筋
保護液やBcpとの比較検討が多くなされているが，共通
の結論には至っていない32–34）．小児開心術においては，
Bretschneider液は30～40ml/kgと多めの量が必要であり，
それに伴う術中の血液希釈に影響を及ぼす可能性がある
ことと，未熟心臓においては低ナトリウム，無カルシウ
ムであるため，他の心筋保護液と比較し，虚血再灌流後
の心機能低下が認められたとの報告がある35）．一方，
multidoseは大多数の施設で支持され行われていた．しか
し，家兎の未熟心臓を用いた虚血実験の報告では，
multidoseでの心筋細胞内浮腫やミトコンドリアの破壊が
報告されており36），さらなる検証や改良が必要ではない
かと考える．複雑な手術手技を要する開心術において
は，1 回投与で長時間心筋保護作用を得られる心筋保護
液は理想的であり，このような心筋保護液をめざした
研究開発が必要ではないかと考える．
　3）hot shot
　アンケートでは 4 施設でhot shotを行っていた．成人
開心術でのhot shotの有用性に関する報告は多く，実際
に臨床でも汎用されているが，小児での報告は非常に
少ない．Ccp，Bcp，Bcp + hot shotの臨床比較検討では，
より若年齢で長時間大動脈遮断のチアノーゼ患者にお
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けるBcp + hot shot使用群で，虚血再灌流後の有意なATP
やグルタミン酸減少の軽減をもたらしたと報告されて
いる37）．今後より多くの実験・臨床報告により結論が出
るのではないかと考える．
　4）逆行性冠灌流
　非生理的灌流である逆行性冠灌流は，右室の自由壁
から血液を受ける前心静脈や小心静脈は直接右房に開
口するため，右室自由壁および心室中隔の一部には達
しない．そのため，順行性冠灌流との併用が不可欠で
ある38）．逆行性冠灌流の血液は毛細血管レベルまで到達
しているが39），順行性の到達率が80％に対し，逆行性で
は20～26％と報告されており40），順行性の 3～4 倍の投与
量が必要と考えられている．左室壁肥厚症例や，冠動
脈狭窄症例に対する逆行性冠灌流の心筋保護作用は，
実験ならびに臨床報告されている41）．一方，小児開心術
においては，YonenagaらやMaddaliらはJatene手術で逆行
性冠灌流を併用した場合，術後心機能や術後CK-MB，
Troponin Iの値などは，順行性冠灌流と比較して有意差
はなく，逆行性冠灌流の有用性を報告している42，43）．
また，DrinkwaterらはBcpを用いた小児開心術における
順行性と逆行性冠灌流の併用（初回投与から最終投与に
おいて併用）の有用性を報告している44）．アンケート結
果では，Ross手術あるいはJatene手術で逆行性冠灌流を
併用している施設があり，Jatene手術では，順行性冠灌
流での心筋保護液投与の際の冠動脈損傷や，短い左冠
動脈主幹部による不十分な心筋保護の可能性から逆行
性冠灌流に利点があると考える．疾患や術式によって
は，順行性と逆行性冠灌流を併用することで，優れた
心筋保護作用がもたらされると考える．

結　　語

　多種多様な心筋保護液がさまざまな投与法で使用さ
れている背景には，小児開心術成績が飛躍的に改善
し，成績と心筋保護液の関連性が低いと認識されてい
ることが挙げられる．しかし，いまだ高い死亡率を有
する新生児開心術には，最適な心筋保護液の使用が成
績改善に寄与するのではないかと考える．新生児開心
術の多くがチアノーゼ性心疾患であり，煩雑な手術を
要するため長時間の大動脈遮断を要することが多い．
このような高リスクな患児に対する心筋保護液の臨床
研究は困難であり，消極的にならざるを得ないが，実
験的研究では，より適切な実験モデル使用下で，投与
方法や追加薬剤の心筋保護作用の有無，CcpとBcpの比
較検討等により最適な心筋保護液の開発が可能である
と考える．また，比較的手術成績が安定している非チ
アノーゼ性心疾患においても，より良い心筋保護液の

使用は，開心術を受けるすべての患児の術後早期のみ
ならず，遠隔期予後の改善につながるため，継続的な
研究開発は必要であると考える．
　施設間での心筋保護液の優劣を見出すことは困難で
あるが，多種多様化した心筋保護液使用状況を認識す
ることにより，心筋保護液への興味や関心が再び沸き
起こり，最適な心筋保護液の開発研究が各施設で再開
され，多くの施設で最良の心筋保護液が，最良の投与
方法で使用されることを期待する．
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