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一次性の心筋障害の合併を疑われた

心房中隔二次孔欠損の一小児例
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　症例は生後6ヵ月よりチアノーゼを指摘されていた6歳女児で，精査の結果肺高血圧や心合併奇形の

ない心房中隔二次孔欠損と診断した．開心術の際，典型的な中心部欠損型であることが確認され，直接

縫縮術を施行した．根治術の1年後，両心不全のため入院加療を必要としたが，強心剤・利尿剤により

管理可能であった．

　根治術前後の心臓カテーテル検査等から一次性の心筋機能障害が疑われ，本症例におけるチアノーゼ

は，心房中隔欠損による右室前負荷の増大があったにも拘らず右室が充分適応しえなかったので右房圧

の上昇をきたし，欠損孔を介して比較的多量の右一左短絡が生じたことによると考えられた．また術後

は欠損孔の閉鎖により左室前負荷の相対的増大により左心機能不全が顕在化する一方，心筋障害に由来

する右室拡張不全が両心不全をもたらしたと考えられた．

　　　　　　　　　1．緒　　言

　心房中隔二次孔欠損（以下ASDと略す）は乳幼児期

には心雑音以外の他覚的所見や自覚症状に乏しいが，

稀にチアノーゼを認めることが知られている．その多

くは肺高血圧や心不全，大静脈の位置異常を伴うこと

が報告されている．今回著者らは，生後6ヵ月よりチ

アノーゼを指摘されていたASDの一例を経験したの

で若干の文献的考察を加え報告する．

　　　　　　　　II．症　　例

　第1回目入院

　患児：K．C．6歳女児．

　主訴：チアノーゼ．

　家族歴，既往歴：特記すべきことなし．

　出生歴：在胎40週，正常分娩．出生時体重2，220g

別刷請求先：（〒143）東京都大森西6－11－　1

　　　　　東邦大学医学部小児科学教室

　　　　　　　　　　　　　　　　松裏　裕行

　現病歴：新生児期より哺乳力が弱く，体重増加不良

を指摘されていた．6ヵ月健診でチアノーゼを指摘さ

れ，某大学病院等でEbstein奇形兼ASDあるいは

ASD兼三尖弁閉鎖不全と診断され強心剤の投与を受

けた．5歳10ヵ月，当院受診し，入院となる．

　入院時診察所見：身長104cm，体重11．5kgと痩せ型

で発育の遅れ，軽度の発達遅滞があり，口唇ならびに

四肢末梢のチアノーゼ，バチ状指を認めた．血圧94／62

mmHg，呼吸数24回／分，脈拍116／分，整，緊張良．浮

腫・肝脾腫なく，呼吸音整，心雑音なく1音正常．II

音は軽度元進し正常分裂を示す．III音，　IV音は聴取さ

れなかった．

　検査成績：血液・生化学検査では赤血球数565万／

Mm3，　Hb　16．3g／dlと軽度の多血症を認める他は正常

で，動脈血ガス分析では，pH　7．43，　pCO230．2mmHg，

pO251．6mmHg，　HCO3－19．9m　mol／1，　BE－2．5m

mol〃，0、Sat　87．9％と明らかな低酸素血症を認めた．
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　　　　　　図1　胸部単純X線
（A）：第1回入院時．内臓心房正位，左大動脈弓，心

胸郭比48％．主肺動脈の陥凹と心尖部の突出を認め，

肺血管陰影は軽度増強している，（B）：第2回入院

時．著しい肺静脈うっ血像を認めるが心拡大はない．

（C）：根治術後1年8ヵ月．強心剤・利尿剤投与によ

り肺うっ血は消失し心拡大も見られない．

　胸部X線像では（図1A），内臓心房正位，左大動脈

弓，心胸郭比48％で主肺動脈の陥凹と心尖部の突出を
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図2　心電図
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（A）：第1回入院時．正常洞調律，QRS平均電気

軸＋30度，不完全右脚ブロック，著しい右房負荷，

右室肥大を呈する．（B）：第2回入院時．右室負荷所

見を示す．A・Bとも全誘導で1cm＝lmV．

認め，肺血管陰影は軽度増強していた．心電図（図2A）

は正常洞調律，平均QRS電気軸＋30度で，不完全右脚

ブロック，著明な右房負荷および右室肥大所見を呈し

ていた．M－mode心エコー図では心室中隔の奇異性運

動および深く広い肺動脈弁のa・dipを認めたが，心室

中隔の肥厚・左室流出路の狭窄・収縮期に於ける僧帽

弁の異常前方運動（systolic　hump），あるいは心内膜

や心外膜の肥厚等は認められなかった．断層心エコー

図では大きな心房中隔二次孔欠損を認めたが，肝静脈

の拡張はなく，左右心室の壁運動は良好であった．三

尖弁の付着部位は正常で，コントラスト・エコーおよ

びカラー・ドップラー断層心エコー図にて三尖弁閉鎖

不全は否定され，心房レベルで拡張早期に左一右短絡，

拡張末期には右一左短絡が認められた．

　心臓カテーテル検査（表1A）：カテーテルは容易に

右房より左房へ通過し，酸素飽和度は肺静脈では98％

と正常で心房レベルでの両方向性短絡の存在を示し

た．また，右房圧および右室拡張末期圧は著しく上昇

していたが，左室拡張末期圧は正常上限，肺動脈圧は
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表1・A　心臓カテーテル検査，第1回入院時（根治術前）および第2回入院時（術

　後約1年，両心不全のため入院）のカテーテルデータ

術 前 術 後

収縮駈灘辮平均） 酸素飽和度
　（％）

収縮勘麟縦均） 酸素飽和度
　（％）

上大静脈 49 a＝37．v＝31（27） 51

下大静脈 61 a＝36．v＝30（28） 68

右心房 a＝23．v＝17（15） 69 a＝38．v＝30（25） 50

右心室 33／11．EDP＝18 76 59／9．EDP＝9 47

主肺動脈 32／11（18） 77 45／26（36） 49

肺動脈模入圧 a＝15．v＝18（14） a＝40．v＝36（32） 98

左心房 a＝22．v＝20（15） 88

左心室 108／5，EDP＝12 88 113／16．EDP＝32 93

大動脈 114／74（93） 88 123／86（103） 93
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表1・B　（A）より計算で求めた心機能等，EDP＝end・

　diastolic　pressure；a＝a波：v＝v波）
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術　前 術　後

肺血流量（1／min） 3．8 2．3

体血流量（1／min） 2．2 2．3

肺血管抵抗値（unit・m2） 0．5 1．7

体血管抵抗値（unit・m2） 36 34

左一右短絡率（％） 56

右一左短落率（％） 23

駆出率（％）

左室 28

右室 50

心係数（〃min／m2） 1．6

∵
「

図3　術前心室圧曲線

第1回入院時（術前）心臓カテーテル検査にて得ら

れた心室圧曲線．（A）：右室圧，（B）左室圧．単位

はmmHg．

軽度上昇していたのみで，両心房間・肺動脈弁および

三尖弁に圧較差はなかった．また，心室圧曲線におけ

るdip　and　plateauや，左室腔内・左室一大動脈圧較

差などは認められなかった（図3）．左一右短絡率56％，

右一左短絡率23％（表1B）で，右室造影では三尖弁閉

鎖不全は認められず，肺動脈造影の肺静脈相で左房に

続いて右房が造影される所見が確認され，両方向性短

絡を伴ったASDと診断し根治術を施行した．　ASDは

1．5cm×3．Ocmの中心部欠損型であり，心房中隔に対

する上・下大静脈の位置は正常で，三尖弁・肺動脈弁・

僧帽弁に異常はなく肺静脈の還流部位も正常で直接縫

縮を行ない得た．術後早期の経過は順調でチアノーゼ

も消失し，外来にて経過を観察していたが，2ヵ月後

腹水貯留が出現，強心剤・利尿剤を投与しながら経過

を追ったところ徐々に増強したため，根治術後12ヵ月

目に再度入院した．

　第2回目入院

　入院時診察所見：血圧108／68mmHg，脈拍120回／

分，整．呼吸数26回／分，努力呼吸なし．チアノーゼ無

く，眼険および末梢の浮腫を認めた．腹部膨満が著明

で波動を触れ多量の腹水の存在を認めた．肝は右季肋

下に6cm触知し，辺縁鋭で弾性硬であった．呼吸音清，

心音は純でII音の軽度充進を認めた．
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　　　　　　　図4　心室造影
第2回目（根治術後）入院時左右心室造影．（A）：右

室造影収縮期正面像，（B）：左室造影収縮期右前斜

位30度．
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　検査成績：血清蛋白・電解質・肝逸脱酵素に異常は

無かったが，膠質反応・ビリルビン・アルカリフォス

フアターゼ’ロイシンアミノペプチダーゼの軽度上昇

を認めた．動脈血ガス分析ではpH　7．38，　pCO236．5

mmHg，　pO274．2mmHg，　HCO3－21．3mmol／1，　BE

3．0，02Sat　94．2％と軽度の低酸素血症，代謝性アシ

ドージスを認めた．胸部X線（図1B）では著しい肺静

脈のうっ血像を示したが心拡大はなく，心電図（図2B）

は右室負荷所見を示した．腹部エコーでは多量の腹水

貯留，肝腫大，下大静脈・肝静脈の著明な拡張が認め

られた．

　心臓カテーテル検査（表1A）：大静脈圧・右房圧・

肺動脈模入圧・左室拡張末期圧の著しい上昇，更に造

影上，狭小な心室および左心室の収縮不全を認め，ま

た三尖弁閉鎖不全（Sellers分類2度）・僧帽弁閉鎖不

全（同1度）を呈した（図4）．左右心室造影よりSimp・

son法にて求めた拡張末期容量は左室26ml（43ml／体

　　　図5　Tl－201心筋シンチグラフィ

根治術後1年9ヵ月時施行．左室心尖部と中隔に低

灌流域（レ）および右室負荷所見（一→）（右室の明

瞭な描出，平担な心室中隔）が明らかである．（A）：

冠状断，バックグランド処理後（カットオフレベル

40％）．（B）：矢状断，（C）：四腔面．

表面積m2），右室27ml（45ml／体表面積m2）と何れも

狭小で，駆出率は右室50％に比べ左室のそれは28％と

著しい低下を認めた（表1B）．

　利尿剤を増量して内科的治療を積極的に行なったと

ころ徐々に浮腫・腹水は消失し，胸部X線も正常化し

た（図1C）．約2年後の現在まで左心不全の再発は無く

良好な経過を辿っているが，T1・201心筋シンチグラ

フィでは（図5）左室心尖部と中隔の低灌流域と右室
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表2　チアノーゼを伴う心房中隔二次孔欠損の原因

　分類

1．右心系の圧が上昇する例

　　　肺高血圧

　　　肺動脈狭窄

　　　三尖弁狭窄

　　　右心室拡張能の低下

2．上下大静脈血流が心房中隔欠損を介して左心房へ流入

　する例

　　　低位心房中隔欠損

　　　肺切除による心臓の回転

　　　Eustachian弁遺残

　　　大静脈の右心房還流部位の異常

3．その他

　　　左心室拡張末期圧の低下

　　　大静脈が左心房へ還流する場合

負荷所見（右室の描出，平垣な心室中隔）を認め，強

心剤・利尿剤を投与しながら外来に於て慎重に経過観

察中である．

　　　　　　　　III．考　　案

　ASDは先天性心疾患の約7％を占め最も頻度の高

い疾患の1つであるoが，合併心奇形や高度の肺高血

圧のないASDの乳幼児にチアノーゼを認めることは

稀である．Rasmussenら2），　Galveら3），　Selzerら4）の

報告によれぽ，合併症のないASDの15％に右一左短

絡を認めるものの右一左短絡を認める群は左一右短絡

だけの群に比較し有意に年齢が高く，明らかなチア

ノーゼを呈する乳幼児は1％にすぎない．

　過去の報告からASDのチアノーゼの原因を分類す

ると（表2）①右心系の圧が上昇する場合，②大静脈

の血流がASDへ直接向かう場合および③その他，の

3つに分けることができる．この他，呼吸による胸腔

内圧の変化や徐脈，持続陽圧呼吸（PEEP）もこれらを

増強する因子とされている．

　ASDにおいてチアノーゼを呈する場合にはまず肺

病変および合併心奇形の有無に留意しなければならな

いが，本例には合併心奇形はなく，肺静脈酸素飽和度

が98％であることからもチアノーゼの原因が心房レベ

ルの右一左短絡であることは明らかである．また，チ

ァノーゼを伴うASDには欠損孔が大きい症例が多い

が酸素飽和度低下の程度はASDの大きさと相関する

ものではなく4），本例においてもチアノーゼの原因を

ASDの大きさだけに求めることはできない．欠損孔は

典型的な中心部型で，かつ上下大静脈の位置異常など

がないことは術前検査や術中所見で確認されており，
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解剖学的な理由から体静脈血流が左房へ向かっていた

可能性についても否定される．更に心不全・肺高血圧・

肥大性心筋症・収縮性心外膜炎等については臨床所見

および心エコー図・心臓カテーテル検査より否定され

た，

　本例に於ては，根治術前後の心房圧と心室拡張末期

圧の変化を検討することが極めて重要であると思われ

る．即ち術前は右室拡張末期圧が著しく上昇していた

のに対し，術後ぱ右室拡張末期圧が低下傾向を示す一

方，右房圧が術前より更に上昇すると共に左室拡張末

期圧が著しく上昇したのが特徴的である．また後述の

如く本症例の左右心室は正常小児と比べ狭小であると

考えられること，術後左心室が原因不明の自由壁の運

動低下を示したこと，術後右房圧のa波の増高が見ら

れ右室充満に対する抵抗の増大が示唆されること，術

後の心筋シンチグラフィで心筋の灌流低下が示された

こと等から左右心室の“一一．次性心筋障害”の存在が示

唆される．

　ASDを介する短絡の量と方向を決定づける因子は，

拡張期に於ける両心室の相対的なコンプライアンスの

差であるとされており3）5）6｝，右室のコンプライアンス

が低いためにチアノーゼが生じた例として右室低形成

を伴ったASDの報告7）がある．　Grahamら8）はシネア

ソギオより両心室容積を求め，正常児では左右心室の

拡張末期容量の比（RVEDV／LVEDV）が1．01であっ

たのに対しASD　8例は右室拡張末期容量が有意に大

きく，総肺静脈還流異常3例を含む計11例の平均は

2．36であったと報告している．彼等の計算式に基づき

身長および体表面積から右室容積を求めると本症例の

術後の右室容積は正常値の69～84％で，また木全ら9）

の方法によれぽ右室容積は正常の75％，左室容積は

74％であった．本症例では術前の心室造影は正面像の

みであるため右室容量の計測は行ない得ないものの，

心エコー図・心室造影正面像から判断する限りは根治

術前後で右心室容量に明らかな差が見られなかった．

　ASDにおける心房内圧の検討によれぽ，通常左房圧

が右房圧を上回るため心房での短絡は左一右優位だが

両心房の収縮開始時期およびピークに達する時期にず

れがあり1°）11），表2に示したような条件のもとでは心

周期のある時期にこの圧較差が逆転するため右一左短

絡が生じるとされている．本例のように両心房間の平

均圧に圧較差がない場合，心周期のある時期には右房

圧が左房圧を上回る時期があり，欠損孔が大きいため

比較的多量の右一左短絡が生じると考えられる．
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Levineら12）は心室収縮開始時と拡張早期，　Shaffer

ら1°）は心房収縮期に見られたと報告しており，右一左

短絡をおこす原因とその程度により心臓周期のどの時

期に右一左短絡が起こるかが決まると考えられる．本

例では主に拡張末期に右一左短絡が生じていたが，こ

れは右室拡張末期圧の著明な上昇を反映したものと考

えられる．

　以上の様に，術前はASDによる右室前負荷の増大

が有ったにも拘らず右心室が充分適応し得なかったた

め，心室拡張期に生じた右室と左室のコンプラインス

の差により右房圧が左房圧を上回り，右一左短絡が生

じていたと考えられた．また典型的なASDに於ては

右室容量負荷のため肺動脈弁の閉鎖が遅れII音の固定

性分裂を生じるとされているが，本症例は比較的大き

な右一左短絡のため肺動脈弁の閉鎖は遅れることなく

II音の正常分裂を来したと考えられる．

　術後生じた左心不全や左室壁運動の低下についても

手術侵襲によるとは考え難く，心筋の障害に起因する

と考えられる．即ちASDの閉鎖により左心室の前負

荷が相対的に増大したため，左室の心筋障害に基づく

機能不全が顕在化したと考えられる．また術後の右心

房圧特にa波が増高し右室充満に対する抵抗の増大

が示唆され，右室拡張末期圧が正常上限を上回ってい

ることなどから右室前負荷がASDの閉鎖により軽減

したものの未だ心筋障害に由来する右室拡張不全が比

較的強くあることが示唆される．術後生じた三尖弁閉

鎖不全も右房の上昇に関与していると考えられ，三尖

弁閉鎖不全の直接の原因は明らかでないものの本症例

の“一次性の心筋障害”と深く関与していることが推

察される．

　左心不全発症の時期は明らかでなかったが，未だ左

心不全の明らかでない術後2ヵ月より腹水の存在が認

められたことから右心不全は左心不全に先行して生じ

ていたと思われる．更に術前の右室拡張末期圧の著し

い上昇に比較し左室拡張末期圧が正常上限に留まって

いたこと，左心不全がとれた現在も比較的強い右心負

荷が残っていること等からも本症例の手術前後の心機

能異常には右室の寄与するところが大きいと考えられ

た．心筋障害の原因については，生後半年でチアノー

ゼを呈していることや左右心室の形成不全が示唆され

ること，更に子宮内発育遅滞があったこと等から例え

ば胎内に於けるウイルス感染等が予想されるが，心筋

生検やウイルス学的検索を行なっていないので明らか

ではない．

299－（99）

　一般的に乳幼児期にチアノーゼや心不全等の症状を

有するASDは予後が悪く，内科的治療に反応しない

場合早期に根治術を施行することが望ましいとされ

る．しかし，この様な症例は容量負荷に対する適応が

十分でなかったり心機能の予備力が不十分な症例であ

る13）から，根治術に際してはASDを閉鎖した後の心

機能について慎重に予測しなけれぽならない．今後同

様の症例につき検討を重ねる必要があると考えられ

た．

　本稿の要旨の一部は第118回日本循環器学会関東甲信越

地方会（昭和60年12月：東京）において発表した．
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Secundum　Atrial　Septal　Defect　with　Suspected　Primary　Myocardial　Damage：
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Hiroyuki　Matsuura，　Yu　Aoki，　Harumichi　Itoh，　Tetsurow　Umezawa，　Reiko　Hashiguchi，

　　　　　　　　　　　　Tsutomu　Saji，　Norio　Matsuo，　Katsunori　Yoshiwara＊and

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Yoshinori　Takanashi

　　　　　　　　　　　　Department　of　Pediatrics，　Toho　University　School　of　Medicine

　＊Department　of　Thoracic　and　Cardiovascular　Surgery，6－11－10mori－nishi，　Ota－ku，　Tokyo　143

　　　A6－year－old　girl　was　admitted　because　of　persistent　overt　cyanosis　since　early　infancy．　After

in・depth　examinations　and　tests，　she　was　diagnosed　as　atrial　septal　defect（secundum　type）without

such　complications　as　pulmonary　hypertension　nor　any　other　congenital　cardiovascular　abnormalities．

On　open　heart　surgery，　a　central　defect　of　the　atrial　septum　was　observed，　and　no　abnormalities　in　the

site　of　drainage　from　the　systemic　veins　were　detected．　The　defect　was　directly　sutured　and　she　was

discharged　without　cyanosis．　However，　she　gradually　developed　massive　ascites　and　pulmonary

congestion　and　was　re－admitted　one　year　after　the　operation．　Heart　failure　has　since　then　been

controlled　by　digoxin　and　diuretics　and　she　has　remained　well　during　the　recent　follow－up　period．

　　　Primary　myocardial　dysfunction　of　both　ventricles　is　speculated　from　the　pressure　data　obtained

from　pre・and　post－operative　catheterization　and　ventriculography．　It　is　assumed　that　elevation　of　the

right　atrial　pressure　was　due　to　insufficient　expansion　of　the　right　ventricle，　despite　preloading　of　the

right　ventricle　caused　by　the　atrial　septal　defect；this　might　have　caused　the　large　right－to・1eft　shunt

observed．　Left　heart　failure　after　the　operation　was　thought　to　become　prominent，　because　the　closure

of　the　atrial　septal　defect　might　relatively　increase　preloading　of　the　left　ventricle．　We　conclude　that

careful　prediction　of　cardiac　function　after　the　closure　of　an　atrial　septal　defect　associated　with

cyanosis　is　especially　important．
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