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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　健常小児および各種心疾患における血漿hANP値を測定して以下の結論を得た．

　①健常小児の血漿hANP値は，2歳未満の乳幼児において有意の高値を示した．

　②心臓カテーテル検査時の各部位別血漿hANP値は，肺動脈・大動脈・下大静脈遠位・下大静脈近位

の順に減少し，肺・末梢血管・腎での代謝または消費が示唆された．

　③臨床的に心不全が強度の症例は，疾患によらずhANP値は高値を示した．また心不全例では平均右

房圧が高い症例ほどhANP値は高値の傾向を示した．

　④同程度のQp／Qsで比較すると，　VSD又はPDA（左房容量負荷）は，　ASD（右房容量負荷）に比

べて高いhANP値を示した．

　⑤心不全のない左右短絡疾患（VSD，　PDA，　ASD）においても，血漿hANP値は，同年齢健常児と

比較すると，やや高値の傾向を示した．

　　　　　　　　　　緒　　言

　ヒト心房性ナトリウム利尿ペプチド（hANP）は，心

房で合成され，冠静脈洞に分泌されるホルモゾ）2）で，

強力な利尿作用・平滑筋弛緩作用・降圧作用によって，

体液量と血圧の調節に重要な役割を果たしてい
る3）～5）．

　またアルドステロン4）6），ADH7）に対するカウンター

ホルモンとしても注目されている．今回，我々は血漿

hANP濃度をRIA法にて測定し，健常小児における

年齢変化，および各種心疾患児の心臓カテーテル検査

時の各部位のhANP濃度，血行動態指標とhANP値

の関連，心不全の臨床的な程度とhANP値の関連につ

き検討したので報告する．

別刷請求先：（〒409－38）山梨県中巨摩郡玉穂町下河

　　　　　東1110番地　山梨医科大学小児科学教室

　　　　　　　　　　　　　　　　　矢内　　淳

　　　　　　　　　対象と方法

　（1）健常対照群

　健常児群としては，心疾患・腎疾患を認めず体液バ

ランスに異常のない小児43名（1ヵ月～16歳）を用い

た．採血は原則として右肘静脈より行った．

　（2）心臓カテーテル検査施行例

　心精査のために心臓カテーテル検査を施行した症例

は40例である．6歳以下では硫酸アトロピンを前投薬

とし，塩酸ケタミンとジアゼパムの静脈麻酔を用いた．

7歳以上では硫酸アトロピンとペソタゾシンを前投薬

として塩酸リドカインによる局所麻酔を用いた．この

うち18例で目的としたすべての部位でのhANP測定

用の採血が可能であった．18例の内訳は，ASD　6例（5

～ 13歳），PDA　3例（1～3歳），　VSD　3例（5～7歳），

AR　2例（8，12歳），　MR　1例（16歳），　T／F　1例（1

歳），MCLS　2例（5，10歳）である．目的とした採血

部位は，肺動脈（PA），大動脈又は大腿動脈（Ao），腎
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静脈合流部より遠位の下大静脈（IVC　low），腎静脈

～ 肝静脈間の下大静脈（IVC　high），および上大静脈

（SVC）である．これらの採血は，血行動態が変化しな

いよう可能な限り短時間内で行った．

　（3）心疾患症例

　心疾患症例で末梢静脈より採血したのは47例で，内

訳はASD　9例（0～11歳），　VSD　9例（0～9歳），

PDA　8例（1～6歳），その他19例であった．

　採血後は直ちにEDTA2Na及びトラジロール入り

の試験管に入れ氷冷し，4℃にて血漿を分離し，－80℃

で保存してhANP測定に供した．抽出・RIA法は，既

に著者らが報告した方法8）に拠った．統計処理は（1）

についてはt検定，（2）（3）については，それぞれの

対象群の性質上，各測定値が正規分布をするとは考え

にくいため，Wilcoxon検定を用いた．

　　　　　　　　　　結　　果

　①健常対照群の血漿hANP値の加齢変化（図1）

　健常児を2歳未満，2～5歳，6～10歳，11～16歳

の4群に分けて検討すると，図1に示したように，2

歳未満の小児では，それ以上の年齢の小児に比して統

計学的に有意（p〈0．01）の高値を示し，年長になるに

従って減少する傾向が認められた．

　②部位別の血漿hANP濃度の検討（図2）

　心臓カテーテル検査施行例で各部位での採血をし得

た18例について，症例ごとの部位別hANP濃度の変化

を図2に示した．ほとんどの症例で，PA・A。・IV

clow・Ivc　highの順にhANP濃度は漸減した．全例

平均では，PA　79．4±14．Opg／ml，　Ao　67．1±13．2pg／

ml，　IVC　low　48．2±11．4pg／ml，　IVC　high　36．4±6．8

pg／ml，　SVC　52．4±9．1pg／mlでそれぞれの部位間で

統計学的に有意の差を認めた．PAでのhANP濃度を

100％とすると，Aoでは85％，　IVC　Iowでは61％，　IVC

highでは46％，　svcでは66％であった．

　③心不全の重症度と血漿hANP値の検討（図3）

　心疾患症例47例を，基礎心疾患に拘らず，臨床的な

心不全の程度によって分類すると，心不全強度8例，

中等度7例，軽度9例であり，残り23例には心不全の

徴候を認めなかった．心不全の有無については，基礎

心疾患・臨床症状・胸部レ線・心電図・心エコー所見

を総合して臨床的に判断し，心不全症例に対しては，

ジゴキシソと利尿剤が投与されている．また心不全の

程度の判定は，成人におけるNYHAの機能分類を乳

幼児に適用することはできないので，著者を含めた

Pediatric　cardiologistの判断により，強度の心不全と
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図1　健常小児血漿hANP濃度
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図2　心臓カテーテル検査症例の部位別hANP濃度
　ASD　6例，　PDA　3例，　VSD　3例，　AR　2例，　MR　1

　例，T／F　1例，　MCLS　2例

は，臨床的に重症（呼吸困難又は要呼吸管理，アシドー

シスの存在など）で数日以内に手術的手段を要したも

の及び数日以内に死亡のおそれのあるもの又は死亡し

たものとした．また軽度の心不全とは，胸部レ線・心

電図上の所見はあるが，強心剤，利尿剤によるコソト

ロールが良好で，日常生活における制約がほとんどみ

られず，気道感染も少なく，手術的に修正できる疾患

においては，各疾患の手術至適年齢とされる時期まで
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充分待機できると判断される症例とした．これらの心

不全の程度と，末梢静脈hANP濃度との関係を図3に

示した．肺血流の増加・非増加によらず，強度の心不

全では，極めて高いhANP値を示しており，中等度以

下の心不全例に比して有意の高値であった．また軽度

の心不全群と非心不全群との間にも，統計学的に有意

差を認めた．
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図3　心不全の程度と血漿hANP値

　④基礎心疾患と血漿hANP濃度の検討（図4）

　図4に，各種心疾患児における末梢血hANP濃度の

分布を示した．ASDでhANP値が著しく高値の2例

は，強度の肺高血圧（PH）を伴った心不全例である．

その他のASD　7例の肺体流量比（Qp／Qs）は1．8～2．6

で心不全を認めず，この7例のhANP値は46．0±13．8

pg／ml（すべて6歳以上）と，軽度上昇にとどまった．

VSDおよびPDA症例のhANPが低値であった6例
は，いずれもQp／Qsが1．4以下（平均1．23）のsmall

shunt症例で，　hANP値は31．7±8．8pg／ml（すべて4

歳以上）であった．small　shunt症例以外のVSD又は

PDA患児には，心不全例が多く，高いhANP値を示し

た．ファP一四徴（T／F）の3症例のhANP値は，各々，

40，33，22pg／mlであるが，年齢がそれぞれ，1歳，

8ヵ月，15歳であり，年齢を考慮するとT／F症例では，

hANP値は正常範囲内であった．心内膜床欠損
（ECD），三尖弁閉鎖（TA），肺動脈閉鎖（PA），拡大

型心筋症（DCM），先天性完全房室ブロック症例は，い

ずれも心不全症状を伴っており，これらの末梢血

hANP値は高値を示した．基礎心疾患の種類によらず

心不全例で高いhANP値となる傾向が認められた．

　⑤肺体流量比Qp／Qsと血漿hANP濃度（図5）

　図5に，左房容量負荷疾患として，心不全のない

VSD又はPDAの計8例と，右房容量負荷疾患とし

て，心不全のないASD　7例を選んで，横軸にQp／Qs

をとり，縦i軸に心カテ時のSVCでの血漿hANP濃度

をとってプロットした結果を示した．ASD例では，

hANP
（P9／・の

ECD　　MR
　　（Gr　4）

　図4 心疾患別の血漿hANP濃度
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図5　肺体流量比とhANP値（非心不全例）
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Qp／QsとhANP値との間に関連は認められなかっ

た．VSD又はPDA例では，少数例のため明言できな

いが，Qp／Qsの高い症例でhANP値も高値となる傾

向が認められた．またQp／Qsが1．8～2．0の2例の

VSD又はPDA例のhANP値は，　Qp／Qsが1．8～2．6

の7例のASD例のhANP値に比べて明らかな高値

を示した．

　⑥平均右房圧と血漿hANP濃度（図6）

　図6に，平均右房圧（mean　RAP）と肺動脈（PA）

で採血した血漿hANP濃度との関係を示した．心不全

のない症例においては，mean　RAPとhANP濃度と

の間に関連が認められなかった．心不全がある場合で

日本小児循環器学会雑誌　第4巻　第3号
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図7　肺でのhANP減少率と平均肺動脈圧の関係

もmean　RAPは必ずしも高くないが，高いmean

RAPを有する心不全例ではhANP値は著明な高値を

示した．

　⑦平均肺動脈圧と肺でのhANP減少率（図7）

　肺でのhANPの減少量と平均肺動脈圧との間に関

連があるか否かをみるために，縦軸にPA・hANPと

Ao・hANPの差の，　PA－hANPに対する割合（PA－

Ao／PA×100％）をとり，横軸に平均肺動脈圧

（meanPAPmmHg）をとって18例1こつきプロットした

（図7）．今回得られたデータからは，両者の関連は認

められなかった．

　　　　　　　　　　考　　按

　今回の我々の健常児群における検討では，血漿

hANP濃度に年齢差が見られたが，これについては，

年齢差があるという報告8）～12）と年齢差なしという報

告2）13｝の双方があって一致しない．体重に対する細胞

外液量の割合が乳児期では年長児に比べて高いこと，

体重あたりの水分摂取量が乳児は年長児よりも明らか

に多量であること，頻拍では血漿hANP値が上昇する

ことが知られている11）14）15）が，乳児期は生理的に頻拍

であること，などを考えあわせると，今回の検討で2

歳未満の乳幼児で血漿hANP値が高値であったこと

は合理的な結果であったと思われる．

　心臓カテーテル検査時の各部位別の血漿hANP濃

度の検討では，PAでのhANP濃度を100％とすると，

Aoでは85％，　Ivc　lowで61％，　Ivc　highで46％であ

り，肺循環，末梢血管，腎を通過することに血漿hANP

値は低下していることが示され，これらの組織での

hANPの消費が示唆された．末梢血管，腎での消費は，

hANPの生理作用を考えると当然の結果であるが，肺

でもhANPが消費されていることが窺われ，肺血管床

に対して何らかの役割を果たしている可能性が示唆さ

れた．しかし，平均肺動脈圧と肺でのhANP減少率と

Presented by Medical*Online



平成元年5月1日

の間には有意の関連は認められず，肺高血圧における

hANPの役割については今回明らかにできなかった．

肺循環でのhANPの消費については，　Richardら16）は

消費あり，Batesら’7）は消費なしと報告している．

hANPの肺血管床での役割については殆んど知られ

ていないが，ヨードラベルのANPを使ったオートラ

ジオグラムでも肺にANP受容体の存在することが確

かめられており，hANPが肺において何らかの役割を

果していることは充分に考えられる．

　末梢静脈のhANP濃度は，心不全の臨床的な程度と

良く関連し，基礎心疾患の種類や性質によらず，結果

としての心不全の程度との関連が強いように思われ

た．強度の心不全におけるhANPの著明な高値につい

ては，心不全の結果として代償的に多量のhANPを分

泌していると考えられるが，一方，強度の心不全では

hANPに対する腎・血管系の反応性が低下していると

いう可能性も否定できない18）19）．今回のデータでは示

さなかったが，ジギタリスで治療前の心不全と，同症

例の治療により心不全をコントロールした後の末梢静

脈hANP濃度を比べると，治療前300～600pg／mlから

治療後100～250pg／mlに変化しており，心臓への負荷

に反応してhANP濃度も変化していることが窺われ
た．

　心不全に至らない症例でのhANP濃度については

（図3，図4），ほとんどが正常対照群と同等またはや

や高値を示したに過ぎなかった．心不全を伴わない

ASD　7例は，　Qp／Qsは1．8～2．6に分布し，　SVC－

hANP濃度は，25～66pg／mlであったが，心不全のな

いPDAの2例はQp／Qsが1．8～2．0でhANP値は

135，150pg／mlと高値を示した（図5）．VSD又はPDA

は左房容量負荷，ASDは右房容量負荷と一般的には考

えられており，左房容量負荷の方がhANP分泌に関し

て強い刺激になっていると推測している報告もあ

り9）1°｝13）今回の我々の成績も，同様の結果のように見え

る．しかし同程度のQp／Qsが同程度の心房容量負荷に

なるとは限らず，hANPの分泌刺激に対する両房の影

響を比較する際には注意が必要である．すなわち同程

度のQp／Qsであっても，VSD又はPDAの場合は，左

室収縮期に肺静脈血が左房を充満する際に，短絡した

分だけそのまま左房の容量負荷となる．これに対して，

ASDの場合は，カラードプラー心エコー法でたびたび

観察される如く，右室収縮後期から拡張中期にかけて

左房→右房短絡が生じており，右室拡張期にもおこる

左房→右房短絡血は右房を単なる通りみちとして使う
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のみでこの分は右房の伸展負荷にはならず，ASDでは

実際に右房にかかる容量負荷は短絡率から予想される

より少なくなると考えられる．それゆえ，数値上は同

程度のQp／Qsでも，　ASDでの右房の方が，　VSDや

PDAでの左房よりもdistensionの程度は軽いと考え

られ，今回の結果を，従来の解釈のように，「左房容量

負荷の方がhANP分泌刺激が強いらしい」とは結論で

きないと考えられた．

　心不全に至らない心疾患症例について検討すると

（図4），AR（大動脈弁閉鎖不全），　T／Fのような心房

容量負荷のない疾患では血漿hANP値は著変なく，

ASD，　VSD，　PDA，　MR（僧帽弁閉鎖不全，16歳例）

などでは心房負荷に応じて軽度のhANP値の上昇を

認めた．心不全の際には一般に，①レニン・アンギオ

テンシン・アルドステロン系（RAA系）は充進して20），

循環血液量の増加，末梢血管収縮と，②交感神経系の

緊張により心臓に対しては正の変力．変時作用，末梢

血管に対しては収縮作用，腎に対してはレニン分泌作

用，等が作動しているが，これらは心不全に対する代

償機構であると同時に，一部は心不全の増悪因子とな

り得ると考えられる．またアソギナテソシンIIは副腎

髄質や交感神経節への刺激作用もあるといわれ，①と

②はpositive　feed　backを形成するとも考えられる．

このような病態にあって，心房への容量負荷に応じて

分泌されるhANP21）は，アンギオテンシソIIによる血

管収縮を抑制し，アルドステロン生合成・分泌を阻害

し，強力な利尿作用によって過剰な前負荷を軽減する

といった重要な調節作用を担っていると考えられる．

　また心不全に至らない心房負荷（ASD，　VSD等）で

もhANP値がやや高値であることは，前負荷を増やし

て充分な収縮，駆出量を得ようとするstageにおいて

は必ずしも有利に作動しているとは言えないが，一方

hANPの増加は末梢血管拡張へと働きafterloadを減

少させて心機能を改善する方向に作用しているとも考

えられる．今後の課題としては，心不全になりつつあ

る状態（failing　heart）におけるRAA系，交感神経

一 カテコラミソ系，hANPの相互関係をみることによ

り，うっ血性心不全成立の機序を推察することが可能

であると考えられた．

　本稿の要旨は，第23回日本小児循環器学会（1987年7月，

於福岡）で発表した．
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Plasma　Human　Atrial　Natriuretic　Polypeptide（hANP）Concentration　in　Normal

　　　　　　　　　　　　　　　Children　and　Patients　with　Heart　Diseases

Jun　Yanai，　Kenji　Ohyama，　Atsutoshi　Tsuji，　Masanori　Ohta，　Katayuki　Komai，

　　　　　　　　　　　　　　　　　Keiko　Kumabe　and　Kiyohiko　Kato

　　　　　　　　　　　　Department　of　Pediatrics，　Yamanashi　Medical　College

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Takasumi　Asaishi

　　　　　　　　　Division　of　Pediatric　Cardiology，　Ashikaga　Red　Cross　Hospital

　　　Plasma　hANP　was　measured　in　43　healthy　children　and　47　children　with　various　heart　diseases．

　　　Results　were　as　follows：

　　　1）In　normal　children，　plasma　hANP　level　was　significantly　higher　in　infants　under　2　year－01d

than　the　older　children．

　　　2）Regional　plasma　hANP　was　measured　in　patients　who　underwent　cardiac　catheterization．

hANP　level　in　PA　was　higher　than　one　in　the　other　sites；PA，　Ao，　lower　rVC，　higher　rVC　in　order．

　　　3）Patients　with　congestive　heart　failure（CHF）showed　much　greater　hANP　levels，　regardless　of

avariety　of　underlying　structural　anomalies．　The　level　of　plasma　hANP　was　well　correlated　with　the

clinical　severity　of　CHF．

　　　4）Plasma　hANP　level　was　slightly　higher　in　L－R　shunt　disease　without　heart　failure，　compared

with　normal　controls．
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