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左心低形成症候群における心房間交通の臨床的意義
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　左室低形成症候群23症例を対象として，心房間交通の大きさと血行動態および臨床経過について検討

した．心房間交通の大きさを心エコー図検査と術中所見より，卵円孔開存（PFO）群と心房中隔欠損

（ASD）群の2群に分類した．この両群に関して入院直後とその後のPO2，　PCO2，　Base　Excess（BE）

について検討した．さらに両群で入院中の人工呼吸器使用，利尿剤，カテコラミン，塩基製剤使用の有

無についても比較検討した．臨床経過から，ASD群では高肺血流と低心拍出に陥りやすく，全身組織灌

流の減少による代謝性アシドーシスから，多呼吸となり，これが血中炭酸ガス分圧を減少させ，さらに

肺血管抵抗を下げるという悪循環が引き起こされると推定された．即ち，心房間交通の大きさは血行動

態，臨床経過を大きく左右すると考えられた．この結果から，心房中隔欠損拡大術の適応も考察した．

　　　　　　　　　　緒　　言

　左心低形成症候群（hypoplastic　left　heart　syn－

drome：HLHS）の自然歴は不良で，本症候群の新生

児は重篤な心不全を生じ，95％以上は1ヵ月以内に死

亡している1）．本症候群の予後を悪くしている諸因子

の中で，肺血流量と肺血管抵抗は極めて重要な因子で

ある．本症候群において心房間交通の大きさと血液ガ

ス値，血行動態，臨床経過との関連は充分に解明され

ていない．本研究では，本症候群の心房間交通の大き

さと血行動態および臨床経過の変化との関連につい

て，後方視的に（retrospective）に検討した．

　　　　　　　　対象および方法

　対象は1982年1月から1991年12月までに当科に入院

し，HLHSと診断した23症例（男児13例，女児10例）

である．対象は心室間交通のない症例に限定し，病型

分類では，①大動脈弁閉鎖，僧帽弁閉鎖は13例，②大

動脈弁閉鎖，僧帽弁狭窄は6例，③大動脈弁狭窄，僧

帽弁狭窄は4例であった（表1）．入院時年齢は日齢1

から2ヵ月（平均12±標準偏差15日）であった．但し，

1ヵ月検診時発見例3例を除けば平均7±6日であっ

別刷請求先：（〒160）東京都新宿区河田町8－1

　　　　　東京女子医科大学心研循環器小児科

　　　　　　　　　　　　　　　　　本村　栄章

表1　HLHS　23症例の病型分類

PFO群 ASD群 計

AA，　MA 6 7 13（57％）

AA，　MS 4 2 6（26％）

AS，　MS 2 2 4（17％）

計 12 11 23（100％）

AA；大動脈弁閉鎖，　AS；大動脈弁狭窄，

MA；僧帽弁閉鎖，　MS；僧帽弁狭窄

た．これら23例を卵円孔開存（以下PFO）群12例と心

房中隔欠損（以下ASD）群11例に分類した．両群の分

類は，入院時の心エコー図所見と，手術した18症例で

は術中所見とにより，心房間孔の大きさが3mm以下，

心房間流速（左→右短絡）1m／s以上でかつ連続性血

流，心房中隔形態で心房中隔が右房側に突出する所見

を有する群をPFO群とし，心房間孔が4mm以上で，

心房中隔が右房側に突出していない所見を有する群を

ASD群とした（図1）．但し，　PFO群のうち2例は心

房中隔欠損拡大術（以下BAS）を施行した後入院した

ために，血行動態的にはASD群とした．両群に関し

て，初回診断時の日齢，末梢毛細管血による入院直後

のPO2，　PCO2，　Base　Excess（BE），入院経過中のPO，，

PCO2，　BEの変化について比較し，さらに入院中の人
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　　　　　　　図1　心エコー図検査によるASD群とPFO群の心房間口形態

A；ASD群の1例，　B；PFO群の1例の四腔断面．2個のvは心房間の開口部を示し，大きい矢印

は心房間のジェットを示す．

工呼吸器使用の有無，カテコラミソ，大量の利尿剤，

7％重曹水などの塩基製剤の使用の有無について比較

検討した．動脈管開存維持のために，prostagrandin　E1

（以下PGE1）あるいはlipo　PGE1を全例使用した．

各々の比較にはカイニ乗検定，またはt検定を用い，

p＜0．05を統計的に有意差ありとした．

　　　　　　　　　　結　　果

　初回診断時年齢は，PFO群では平均7±10日，ASD

群では平均6±10日で両群に有意差はなく，1ヵ月検

診時発見例のPFO群2例，　ASD群1例を除けば各々

平均は3±2日と3±4日であった．

　入院直後のPO2はPFO群では35±7mmHg，　ASD

群では50±10mmHgとASD群で有意に高値であっ

た（p〈0．01，図2）．PCO2はPFO群では38±10

mmHg，　ASD群では29±9mmHgとASD群で有意に
低値であった（p＜0．05，図2）．BEもばらつきはある

が，PFO群では3．4±4．3mEq〃，　ASD群では一3．1±

7．3mEq／1であった（p＜0．05，図2）．入院経過中（入

院後平均2±3日）のPO2の変化はASD群では50±

10mmHgより70＋25mmHgと上昇したが（p〈0．05），
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　図2　両群における入院直後のPO2，　PCO2，　Base　Excess（BE．）の比較
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　　図3　両群における入院経過中のPO2，　PCO2，

入院経過中；入院後半日～14日
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PFO群では35±7mmHgより41±9mmHgと有意な
変化はなかった（図3）．PCO2の変化はASD群では

29±9mmHgより36±10mmHg，　PFO群では38±10

mmHgより45±7mmHgと両群とも有意な変化はな

かった（図3）．BEの変化はASD群では一3．1±7．3

mEq／1より一3．1±9　．　6mEq／　1，　PFO群では3．4±4．3

mEq〃より4．5±4．6mEq〃と両群とも有意な変化は

なかった（図3）．ASD群，　PFO群の両群について比
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図4　入院直後Base　Excess（B．E）が正の群と負の

　群のPCO2の比較
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較すると，入院直後BEが正の症例のPCO2は41＋8

mmHg，　BEが負の症例のPCO2は27±7mmHgと，

BEが負の症例ではPCO、が有意に低値であった（p＜

0．01，図4）．

　入院経過中に状態悪化に伴い人工呼吸器を使用した

例，経口および静注を含め利尿剤の多量投与（ラシッ

クス5mg／kg／day以上）を要した例はASD群に多く

認められた（p＜0．05，図5）．カテコラミンを持続静

注した例もASD群に多い傾向にあった（p＝0．07，図

5）．塩基製剤はASD群では6例に，　PFO群では2例

に使用し，ASD群で多く使用したが，有意差はなかっ

た．

　　　　　　　　　　考　　按

　HLHSは1952年にLevら2）により，　hypoplasia　of

the　aortic　tract　complexesとして紹介され，さらに，

1958年にNoonanとNadasら3）により，　hypoplastic

left　heart　syndromeと定義された．本症候群は，解剖

学的には，1）大動脈弁閉鎖あるいは高度の大動脈弁狭

窄，2）左室低形成あるいは欠損，3）僧帽弁閉鎖ある

いは高度の僧帽弁狭窄，4）上行大動脈の低形成によっ

て特徴付けられる．1980年にNorwoodらにより本症

候群に対する手術法4）が報告されて以来，この手術法

は世界各国で施行されているが，満足する成績はあげ

られていない．本邦でも，Norwood手術あるいはその

変法4）～6）が新生児期に行われているが，その成績は極

めて不良である．

10

5

0

5

10

5

0

5

10

5

0

5

10　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10

　　ASD群　　　PFO群　　　　　　ASD群　　　PFO群　　　　　　ASD群　　　PFO群
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　本症候群の予後を悪くしている要因は，1）冠動脈循

環も含め動脈管依存性の体循環であること，2）動脈管

は自然閉鎖すること，3）1本の血管から体肺両循環に

拍出され，その拍出心室が形態学的右室であること7），

4）両循環からの流入が容量負荷となり，さらに圧負荷

も加わり，右室では三尖弁閉鎖不全が起こり易いこ

と8）9），5）冠循環は逆行性に上行大動脈より血液供給

がなされること10）11｝などが挙げられる．これらの要因

を規定する因子では動脈管の開存維持が最も基本とな

り，これについてはlipoPGE1あるいはPGE1を使用す

ることで可能である．次には，肺血流量と肺血管抵抗

が重要であり，この肺血流量，肺血管抵抗をコントP一

ルするために，PO2，　PCO2を40mmHg前後に調節する

方法がNorwoodらのグループにより考え出され
た12）．一方，先に野呂ら13｝が報告したように，適度の大

きさの心房間交通では比較的長期の生存もありえた．

また，左房圧の上昇は肺血管抵抗の上昇をもたらすと

いう事実も知られている．

　今回の結果から，ASD群ではPFO群に比べ入院直

後から末梢毛細管血PO2は有意に高値，　PCO2は有意

に低値，BEは有意に負に傾いていた．　ASD群では入

院経過中にもPO2は更に上昇し，カテコラミン，利尿

剤，塩基製剤をより多く使用し，人工呼吸器管理をも

必要とした．本症候群の血行動態からPO2を第1義的

に規定するものは肺血流量であり，今回のデータは，

これらの症例では高肺血流状態から体血流量の減少を

生じたことを示唆している．この研究によってもBE

によって表される体循環を悪化させずに管理するに

は，PCO2とPO，を35～45mmHgとほぼ同値に維持す

ることが必要であると確認された．肺血管抵抗はPO2

の上昇，PCO2の低下により低下するので，これらの調

節は，血液ガス所見をこの範囲に保つことによって肺

血流量の過度な増加を抑えるという結果になっている

と考えられる．これを目的とした積極的な試みとして，

1）呼吸抑制（筋弛緩剤などを使用し，深鎮静をかけ

る），2）呼吸器回路中の死腔の拡大，3）酸素濃度の低

下（N2を混合し，　FiO2を21％以下にする）などを我々

も施行した．ボストン小児病院では5％CO2ガスを吸

気に混入する試みを現在でも行っているようである．

その他に，千葉大学グループでは血液ガスの調節不良

の症例に肺血管内でバルーソを膨らませ，肺血流量の

調節を試みたと報告している14）．

　しかし，今回の結果から，内科的管理に限界のある

症例があり，それらはASD群に多く認められた．すな

273－（27）

わち，ASD群の症例の中には肺血流量が増加する傾向

にあり，自然予後が極めて悪いものが多い．この様な

症例では早期に外科的治療が必要であると考えられ

た．

　　　　　　　　　　結　　語

　①1981年1月より1991年12月までに当科に入院し

たHLHS　23症例について，心房間交通の大きさの違

いによりASD群とPFO群に分類し，血行動態および

臨床経過の変化について検討した．

　②ASD群の中には，内科管理の困難な症例が多く，

それらは肺血流量の増加によるものと考えられた．
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Prognostic　Significance　of　Inter－Atrial　Communication　in　Hypoplastic　Left　Heart　Syndrome

　　　　Hideaki　Motomura，　Masashi　Seguchi，　Makoto　Nakazawa　and　Kazuo　Momma

Department　of　Pediatric　Cardiology，　The　Heart　lnstitute　of　Japan，　Tokyo　Women’s　Medical　College

　　　Prognostic　significance　of　inter－atrial　communication　was　evaluated　in　23　patients　with

hypoplastic　left　heart　syndrome（HLHS）．　On　the　echocardiographic　examination　and　operative

findings，　the　inter－atrial　communication　was　classified　as　atrial　septal　defect（ASD，12　patients）and

patent　foramen　ovale（PFO，11　patients）．　PFO　was　diagnosed　by　following　findings；size　of　the　atrial

defect　was　less　than　3　mm；flow　velocity　across　the　defect　was　above　l　m／sec；flow　pattern　was

continuous；and　atrial　septum　was　convex　into　the　right　atrium．　Size　of　the　atrial　defect　in　ASD　group

was　larger　than　4　mm，　and　the　atrial　septum　was　not　convex．

　　　PO2　at　admission　was　significantly　higher　in　ASD　group（50±10　mmHg）than　in　PFO　group（35±

7　mmHg，　p＜0．01）．　PO2　spontaneously　rose　from　50±10　mmHg　to　70±25　mmHg　in　ASD　group　in　the

course　admission（p＜0．05），　whereas　in　PFO　group，　it　did　not．　In　ADS　group，　patients　required　artificial

ventilation，　diuretics　and　catecholamines　more　often　than　in　PFO　group．

　　　Patients　with　ADS　seemed　to　have　marked　increase　of　pulmonary　blood　flow，　decrease　of　systemic

blood　flow　resulting　in　poor　general　condition．　In　conclusion，　the　size　of　inter－atrial　communication　in

HLHS　is　one　of　the　major　determinant　of　global　hemodynamics　and　clinical　course．
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