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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　高度の心不全のために乳児期早期に閉鎖術を余儀なくされた心室中隔欠損（VSD）の心機能特性につ

いて検討した．対象は1985年1月から1989年12月までの5年間に6生月未満で閉鎖術をおこなった20例

（A群）である．手術時月齢が6生月から12生月の15例（B群）を対照として，心臓カテーテル検査およ

び心血管造影所見より得られた諸指標について比較検討した．2群間の左室拡張末期容積（LVEDV）と

左室心筋重量の比に有意差はなかった．B群と比較してA群に左室心筋重量の相対的不足があるとはい

えなかった．A群は肺体血流量比（Qp／Qs）が有意に大きく，また右室拡張末期容積（RVEDV）が大き

な傾向を示し，さらにLVEDV／RVEDVが有意に小さかった．　A群では上大静脈に対する右房下部の酸

素飽和度の有意な上昇が認められた．乳児期VSDでは左室負荷に加えて右心室の拡大や心房短絡の有

無などの右心負荷が心不全の増悪に関与していると考えられる．

　　　　　　　　　　緒　　言

　乳児期に多呼吸，哺乳力不良，体重増加不良等を伴

う重症の心室中隔欠損（VSD）例に対しては人工心肺

や心筋保護法の進歩で1歳前後で閉鎖術を行うことも

多い．しかし時には高度の心不全によると考えられる

呼吸障害や著しい体重増加不良のため2～3生月に閉

鎖術を要する症例を経験する．そこで本論文では乳児

期早期に心室中隔欠損閉鎖術をおこなった症例の血行

動態の特性を6生月以降の乳児期手術群と比較検討す

ることで，乳児期早期の心不全の原因について解析し

た．

　　　　　　　　　　対　　象

　1985年1月から1989年12月までの5年間に当院で乳

児期（6生月未満）に閉鎖術をおこなったVSD　27例

（Down症候群を除く）のうち心臓血管造影で左右心室

容積の計測が可能な症例は24例あった．さらにこの中

から，短絡性心血管奇形合併例を除く20例；、男8名，

別刷請求先：（〒810）福岡市中央区舞鶴3－5－27

　　　　　浜の町病院小児科　　　　　上田　義治

女12名（A群）を今回の検討の対象とした．ただし卵

円孔開存および有意の短絡を伴わない小さな動脈管開

存合併例はこれを含めた．また比較検討の対照群とし

て同時期にVSD閉鎖術をおこなった6生月から12生

月までの乳児期18例のうち左右心室計測が可能で短絡

性心血管奇形のない15例；男6名，女9名（B群）を

用いた．

　心臓カテーテル検査の適応は，呼吸障害や著しい体

重増加不良などの臨床所見，胸写，心電図，心エコー，

血液ガスなどの所見により総合的に判断した．

　心臓カテーテル検査施行時の月齢は各々2．3±1．2月

（A群），6．8±2．2月（B群），手術時の月齢は3．8±1．5

月（A群），9．7±1．7月（B群）であった．

　出生時から手術時までの1日あたりの体重増加の平

均は13±6g（A群），12±2g（B群）で有意差はなかっ

た．中等度以上の呼吸障害（要入院管理）はA群で16

例（80％），B群で4例（27％）と差がみられた．

　　　　　　　　　　方　　法

　術前の心臓カテーテル検査および心臓血管造影所見

から得られた諸指標，即ち肺血流量，体血流量，肺体
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血流量比，左右短絡率，肺体血圧比，肺血管抵抗，左

室駆出率，左室心係数，左室拡張末期圧，平均左房圧

と平均右房圧との差，上大静脈に対する右房下部の酸

素飽和度の上昇，正常予想値に対する左室心筋重量の

百分率（LVM％N），正常予想値に対する左室拡張末期

容積（LVEDV％N），正常予想値に対する右室拡張末

期容積の百分率（RVEDV％N），　LVEDV％N／LVM％

N，LVEDV％N／RVEDV％N，　LVEDV％N／左右短絡

率について解析し，それらの差異について比較検討し

た．さらにもともと有意差のある体表面積をもとにし

た予測値の影響を除くため，左室拡張末期容積／左室心

筋重量（LVEDV／LVM），左室拡張末期容積／右室拡張

末期容積（LVEDV／RVEDV）についても解析し比較

検討した．

　肺体血流量比（Qp／Qs），左右短絡率はFickの原理

を用いて求めた．

　LVEDVは右前斜位と左前斜位の2方向同時造影か

らarea－length法を用いGrahamらの式から計算

し1），Jarmakaniらの正常予測値の式（LVEDV＝

72．5×BSAI・43）からLVEDV％Nを計算した2）．

RVEDVは正面，側面の2方向同時造影からSimpson

法を用いGrahamらの式から計算し3），　Nakazawaら

の正常予測値の式（RVEDV＝75．1×BSA1・43）から

RVEDV％Nを計算した4｝．

　LVMはRackleyの方法で計測し5），　Grahamらの

正常予測値の式（LVM＝89．5×BSA－1．5）から

LVM％Nを計算した1）．ただし左室後壁厚は断層心エ

コーによる左室長軸像のMモード法による左室後壁

厚を用いた．

　LVEDVとRDEDVの実際の計測は，　cine－viewer

の画像をcomputerのmonitor画面に出し，　digiter－

analyzerでトレースして解析した．平均値の差の検定

にはWilcoxon　t－testを用いておこない，　p＜0．05を有

意とした．

　　　　　　　　　結　　果（表1）

　心血管造影時に小さな動脈管開存がA群に2例，B

群に3例確認された．心臓カテーテル検査時にはカ

テーテルは全例において卵円孔を通過したが，手術時

表1　乳児期心室中隔欠損閉鎖術例における心臓カテーテル検査および心血管

　造影より得られた血行動態所見

A　群 B　群
n＝20 n＝15

体表面積（M2） 0．24±0．03 0．31±0．04 （P＜0．01）

肺血流量（L／M2・min） 18．8±7．1 13．6±4．0 （P〈0．05）

体血流量（L／M2・min） 4．1±0．7 4．5±0．9

肺体血流量比 4．7±1．8 3．1±1．1 （P〈0．01）

左右短絡率（％） 76±9 65±10 （P＜0．01）

肺体血圧比 0．64±0．18 0．63±0．22

肺血管抵抗（unit・M2） 1．8±0．9 2．3±1．3

左室駆出率 0．67±0．04 0．66±0．03

心係数（左室） 8．5±2．2 9．1±1．2

左室拡張末期圧（mmHg） 7±2 7±1

左房圧一右房圧（平均）（mmHg） 4±1 5±1

上大静脈に対する右房

下部の酸素飽和度の上昇（％） 4±5 0±5 （P＜0．05）

LVM％N（％） 1052±16．9 123．7±14．4 （P＜0．01）

LVEDV％N（％） 222．8±34．8 262．8±37．1 （P＜0．01）

RVEDV％N（％） 201．1±24．5 191．1±22．8

LVEDV％N／LVM％N 2．1±0．3 2．1±03

LVEDV／LVM 1．0±02 1．1±0．1

LVEDV％N／RVEDV％N 1．12±0．2 1、39±0．19 （P＜0．01）

LVEDV／RVEDV 1．07±024 1．34±0．20 （P＜0．01）

LVEDV％N／左右短絡率 3．0±0．5 4．1±0．5 （P〈0．01）

LVM：左室心筋重量　LVM％N：正常予測値に対する左室心筋重量の百分率
LVEDV：左室拡張末期容積　LVEDV％N：正常予測値に対する左室拡張末期容積の

百分率　RVEDV：右室拡張末期容積　RVEDV％N：正常予測値に対する右室拡張末

期容積の百分率
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にその開存が確認されたのはA群14例（70％），B群7

例（47％）であった．その他左上大静脈遺残がA群，

B群に各々1例，右鎖骨下動脈起始異常がA群に1

例，軽度の大動脈弁逸脱がB群に1例，圧較差13

mmHgの軽度の肺動脈弁狭窄がB群に1例みられ
た．

　手術中に計測した上行大動脈径と心室中隔欠損症と

の比は0．8±0．3（A群），0．8±0．3（B群），右左心室

圧の比は0．8±0．．2（A群），0．7±0．2（B群）であり

いずれも有意差はなかった．

　Qp／Qsは4．7±1．8L／M2・min（A群），3．1±1．1L／

M2・min（B群），左右短絡率は76±9％（A群），65±

10％（B群）といずれも有意にA群で大きかった（p〈

0．01）．上大静脈に対する右房下部の酸素飽和度の上昇

は4±5％（A群）と0±5％（B群）とA群で有意、

の上昇がみられた（p〈0．05）．LVEDV％Nは222．8±

34．8％（A群），262．8±37．1％（B群）と有意にB群

で大きかった（p＜0．01）．逆にRVEDV％Nは201．1±

24．5％（A群）に対し191．1±22．8％（B群）で有意差

はなかったがA群で増大傾向を示した．手術時年齢と

LVEDV％N／RVEDV％NとはY＝0．001X十
1．020（r＝0．476）の相関が認められた（図1）．

LVEDV％N／LVM％Nについては2．1±0．3（A群），

2．1±0．3（B群）で有意差はなかった（図2）．各症例

LVEDV％N
RVEDV％N
　2，0

1．0

●月齢6カ月未満

■　月齢6カ月から12カ月未満

0 3 6 9 12手術時月齢

心室中隔欠損におけるLVEDV％N／LVM％Nの手術時月齢による変化
LVEDV％：正常に対する左室拡張末期容積の百分率
RVEDV％N；正常に対する右室拡張末期容積の百分率
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心室中隔欠損におけるLVEじV％N／LVM％Nの手術時月齢による変化
LVEDV％：正常に対する左室拡張末期容積の百分率
LVM％N：正常に対する左室心筋重量の百分率

図　2
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の実測値によるLVEDV／RVEDVは1．1±0．2（A
群），1．3±0．2（B群）で有意差がみられた（p＜0．01）．

LVEDV／LVM　e：　1．O±O．2（A群），1．1±0．1（B群）

で有意差はなかった．またPp／PsはO．64±0．18（A群）

とO．63±0．22（B群），Rpは1．8±0．9unit・M2（A群）

と2．3±1．3unit・M2（B群），左房と右房の平均圧の差

は4±1mmHg（A群）と5±1mmHg（B群），左室拡張

末期圧は7±2mmHg（A群）と7±1mmHg（B群），左

室駆出率は0，67±0．04（A群）と0．66±0．03（B群）

でいずれも2群間に有意差はなかった．

　　　　　　　　　考　　案

　Rudolphによるとlarge　VSDでは6生月から9生

月の間に欠損孔の縮小や，肺血管抵抗の増加，右室流

出路の狭窄による血行動態の変化がおきるとしてい

る．特に出生後より低下傾向を示す肺血管抵抗はこの

時期に最低となり，同時に肺血流量は最高値に達する

が，これ以降肺血管抵抗の増加とともに右左短絡をき

たしうる6）．そこで本研究では症例を血行動態の変化

点となる6生月で2群に分け比較検討した．

　欠損孔が左室流出路より大きなNon・restrictive

VSDでは，短絡量は肺血管抵抗と体血管抵抗の比に

よって決定され，出生後の肺血管抵抗の低下に伴い，

左右短絡，肺血流量の増大をきたす，その結果として

左心系への還流量の増加は，左室への前負荷増大をも

たらし，左室拡張末期容積は増大し，左室はFrank－

Starlingの法則に従って拍出量を増すことになる7）．

－LVEDV／LVMについて検討したJarmakaniらは短

絡率が50％以上のVSD例ではこの過程が短期間のた

め，LVMの相対的不足がみられるとしている8）．

　今回検討した症例の上行大動脈径と心室中隔欠損孔

径との比は2群とも0．8±0．3であった．術中計測のた

め欠損孔径を過小評価している可能性は充分にあると

考えられるが，左右心室圧も等圧ではなく，従って

non－restrictive　VSD例とはいえない．しかしJarma－

kaniらの検討と同様に本研究の症例は全例で短絡率

は50％以上のVSDである．よってこれらの症例は

non－restrictive　VSDイ　1に近い有意の短絡量をもった

VSDと考えられる，

　今回の検討では，乳児期発症のVSDで6生月未満

と6生月以降の手術例において両群間のLVEDV／

LVMに有意差はみられなかった．この点における

Jarmakaniらの成績との違いは彼らの検討が2歳前

後のVSD例についての検討であることが一因である

と考えられる．今回の私達の成績から6生月未満の乳

日本小児循環器学会雑誌　第8巻　第5号

児期早期発症例では心不全増悪の因子として左室重量

の相対的不足に加えて他の要因について検討を要する

といえる．

　本研究の6生月未満にVSD閉鎖術を要した症例で

は6生月以降の手術例に比べてQpおよびQp／Qsが

有意に大きくまたRVEDV％Nが増大傾向を示し，

LVEDV／RVEDVが有意に小さいことが明らかに
なった．

　さらに6生月未満の手術例では心臓カテーテル検査

時に上大静脈血に対する右房下部血の酸素飽和度の有

意な上昇が認められ，また手術時に卵円孔開存の頻度

が高かった．このことから卵円孔とはいえ右室負荷と

なる心房間短絡の存在が心不全の増悪に関与している

と考えられる．

　Grahamらは1生月から9．5歳までのisolated　VSD

37例の右室容量についての解析を行い，左右短絡率が

35％以下の症例ではRVEDV％Nの増大は認められ

ないが，左右短絡率が50％以上の症例では平均159±

10％の増大を認めたとしている9）．さらに右室容積の

増大の要因としては拡張期または等容期の左右短絡の

存在をその原因としている，

　本研究の症例の左右短絡率はA群が76±9％，B群

が65±10％で有意にA群が大きく，かつ両群とも50％

を上回っていた．個々の症例における拡張期または等

容期の左右短絡の定量化は行えないがその左右短絡が

RVEDV％N増大の要因の一つになっていると考えら

れる．

　以上より卵円孔による心房間短絡と50％を上回る左

右短絡量の際に有意となる拡張期または等容期の左右

短絡が右室の拡張末期容量の増大をもたらし，ひいて

は肺血流を増し心不全増悪の因子になっていると考え

られる．

　従来より私たちは乳児期早期に高度の心不全を呈す

るVSD例の管理に際しては，短絡量や左室容積を重

症度の評価の目安としてきた．即ちQp／Qs　4．0以上で

かつLVEDV％N　200％N以上では心不全が強く乳児

期早期に閉鎖術が必要になる可能性が高いとしてき

た1°）．今回の検討例ではたしかにQp／Qsは6生月未満

の手術例が6生月以降の手術例より大きい．しかし

LVEDV％Nは6生月未満の手術例が6生月以降の手

術例より小さく，またLVEDV／LVMも両群間に差は

認められなかった．今回の検討で明らかになったこと

はGrahamらの指摘するごとく左右短絡量の多い6

生月未満の手術例では右心系の拡大がみられるという
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事実である．即ちLVEDVやLVMなどの左心系の問

題に加え右心系の負荷も心不全の増悪因子となってい

ることが判明した．今後乳児期早期に高度の心不全を

呈するVSD例の管理に際しては右心系の拡大や心房

間短絡の有無についても検討することが重要と考えら

れる．

　最後に，心室容積解析についてご助言を賜った東京女子

医科大学日本心臓血圧研究所小児科中沢誠教授に深謝いた

します．

　本論文の要旨は第27回日本小児循環器学会総会（1991年

6月，山形市）において発表した．
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Ventricular　Function　in　Infants　in　Congestive　Heart　Failure　with　Ventricular　Septal　Defect

Yoshiharu　Ueda1），　Takehiko　Tojo1），　Kunitaka　Johi｝，　Yasutaka　Ueno2），　Akira　Sese2｝，

　　　　　　　　　　　　　　Hiroko　Kawahara3｝　and　Junichiro　Fukushige4）

i｝Department　of　Pediatric　Cardiology，2）Cardiovascular　Surgery　and　3）Clinical　Labolatory，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kyushu　Well－Fair　Pension　Hospital

　　　　　　　　4）Department　of　Pediatrics，　Faculity　of　Medicine，　Kyushu　University

　　　To　determine　the　hemodynamic　characteristics　of　ventricular　septal　defect（VSD）which　resist

medical　anti－congestive　therapy　during　early　infantile　period，35　infants　were　retrospectively　studied．

Patients　were　divided　into　two　groups：20　infants　who　had　undergone　closure　of　VSD　before　6　months

of　age（Group　A）；15　infants　who　had　been　electively　repaired　between　6　to　12　months　of　age（group　B）．

There　was　no　significant　difference　in　left　ventricular　volume　mass　ratio　between　two　groups．　Group

Ahad　significantly　higher　pulmonary　to　systemic　shunt　ratio　than　group　B．　There　was　no　significant

difference　in　right　ventricular　end　diastolic　volume（RVEDV）between　two　groups　but　RVEDV　showed

atendency　to　be　larger　in　group　A．　The　left　to　right　ventricular　end・diastolic　volume　ratio　in　group　A

was　lower　than　that　in　group　B．　In　addision　to　the　lack　of　the　left　ventricular　mass，　right　ventricular

volume　over　load　caused　by　small　atrial　left・to・right　shunt　through　patent　foramen　ovale　and

ventricular　diastolic　left・to・right　shunt　proved　to　be　a　cause　of　early　infantile　congestive　heart　failure

in　patients　with　VSD．
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