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心室中隔欠損症乳児における左室機能の検討

（平成5年10月21日受付）

（平成6年4月12日受理）

東邦大学医学部第1小児科学教室

　山　　本　　　真

key　words：乳児，心室中隔欠損症，左室機能，左室圧一容量関係，心不全

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　単独の心室中隔欠損（VSD）を対象として心カテーテル所見とM－mode心エコー所見により左室圧

一容量関係の検討を試み，VSDにおける左室機能について考察した．

　25例のVSDを1群（小短絡群10例，左右短絡率19．5±2．9％），2群（大短絡群15例，同63．6±1．95％）

に分けて1心周期の圧変化，容量変化，圧一容量関係について，圧変化は心カテーテルにより計測，容

量変化はM－mode心エコーから算出し検討した．

　各症例の計測値は時相を心周期の1／128ごとに一致させた．また，容量は予測左室拡張末期容量に対

する百分率に補正した．各曲線から圧，容量の経時変化，圧一容量関係を検討した．収縮能の指標は左

室駆出率（EF），　maximum　left　ventricular　elastance（Emax）また，左室弛緩能の指標として拡張期

時定数（τ），拡張能の指標としてdP／dVを，更に左室後負荷の指標としてeffective　arterial　elastance

（Ea）を両群で比較した．

　EF，　Emaxは両群で差を認めず，収縮機能は正常に保たれることが示唆された（EF：1群72．1±

2．25％vs．2群76．4±1．72％，　Emax：1群2．977±0．447mmHg／ml　vs．2群2，081±0．407mmHg／ml）．

左室拡張末期容量は1群116．6±8．73％of　Normalに対して2群190．1±2L9％of　Normalと著明な増

加を示した（p＝0．015）．拡張期dP／dVの解析から拡張早期の左室流入は両群とも概ね同等だったが拡

張後期流入は1群，2群の比が18：65で短絡量の大半は拡張終期に流入することが示され，左室の良好

な拡張性が示唆された．2群のEaは1群の約1／2に低下しており2群において左室後負荷の著明な低

下を認めた．

　今回の検討で，乳児期のVSDでは左右短絡率が60％程度までは左室の良好な拡張性とVSDを介した

左室後負荷の大幅な減少により心機能が代償されることを示した．

　近年の心臓生理学の進歩により左室の種々条件下に

おける圧一容量関係が明らかになってきた．特にSag－

awaらの方法1）A’4｝は左室機能と心不全の研究に不可欠

な手段となり，非短絡性疾患の左室血行動態について

は実験的，臨床的研究が数多く行われている5）一’7）．しか

し，先天性心疾患においては方法論的にも，心臓生理

学的にも不明な点が多い．その理由として成人を対象

として開発された方法を乳幼児で行うことが困難であ
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り，実験的にも先天性心疾患のモデル動物が安定的に

得られないことなどが挙げられる．本研究においては，

単独の心室中隔欠損（VSD）を対象として左室圧一容

量関係を心カテーテル圧所見とM－mode心エコー所

見による検討を試み，VSDにおける左室機能について

考察した．

　　　　　　　　　対　　象

　1986年から1992年までに心エコーと心カテーテル検

査を施行した25例の単独のVSDを対象とした．これ

らの症例を小短絡群（1群：10例．左右短絡30％未満）

と大短絡群（2群：15例，左右短絡50％以上）の2群
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に分けた．鎮静は心エコー施行時，triclofos　sodium　l

ml／kg，心カテーテル時はMeperidine　lmg／kgを筋注

し，必要に応じて追加静注した．

　　　　　　　　　　方　　法

　1．心エコーおよび心カテーテル

　心エコーは心カテーテル前日に施行した．左室M－

mode心エコー図は断層エコー下に施行し，連続4な

いし5心拍を記録紙上に記録した，

　心カテーテルは右大腿動静脈からおこなった．右心

カテーテルではバルーンカテーテルを，左心カテーテ

ルはビッグテイルカテーテルを使用した．ただし，卵

円孔が残存する例では経心房中隔的に左室圧を計測し

た．採血と圧測定は左室造影に先だって施行した．圧

波形は記録紙上に記録し，体および肺血流量などは

Fick法により計算した．

　2．データ収集

　圧曲線とM－mode心エコー図はイメージスキャナ

を用いてデジタル化した．画像解像度は144dot・per－

inchでgray　scaleは8Bitとした．これらの画像はマ

イクロコンピュータ（Macintosh　Ci，　Si．　Apple　com－

puter）上に保存した．その後モニタースクリーソ上で

R波から次のR波までの1心周期を1データセット

となるように連続する4ないし5心拍についてトレー

スした．

　3．データ正規化

　1心周期を128等分した上で，圧は保存データの中で

最も近い区分の両端を結ぶ直線上の1点として，左室

径は画面上最も水平方向に近い画素での心室中隔と左

室後壁間の距離を求めこれを値とした．求めた径は

V＝D3（V：容量，　D：左室径）に代入して容量を計算

した．最後に体表面積による予測左室拡張末期容量

（LVEDV）に対する百分率を補正左室容量（％of

Normal）とした8）．このようにして算出した圧および

左室容量を1，2群について検討した．各群において

128点すべてについて同一心周期の平均値を計算した．

　4．データ解析

　圧曲線，容量曲線および圧一容量曲線を1心周期に

ついて作製し解析した．収縮期はR波から最低容量時

として，最低容量を左室収縮末期容量（LVESV），同

時期の左室圧を左室収縮末期圧（LVESP），拡張期は

最低容量から心周期の終了時までと定義した．心周期

終了時の容量と圧を左室拡張末期容量（LVEDV），左

室拡張末期圧（LVEDP）とした．収縮末期圧一容量関

係（ESPVR）の指標としてESPVR直線の勾配

（Emax）を
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　　　　　　　　　　　　LVESP
　　Emax（mmHg／ml）＝
　　　　　　　　　　　　LVESV

により，また，後負荷の指標としてeffective　arterial

elastance（Ea）を

　　　　　　　　　　　　LVESP　　E、（mmHg／ml）＝
　　　　　　　　　　LVEDV－LVESV

により算出した9）．ただし，Emaxの計算時unstressed

volume＝0とした．左室拡張期圧時定数（τ）はWeiss

らの方法により圧曲線から求めた1°）．τを除いて時間

軸はR波から心周期各時点までの時間をRR間隔で

除した値に置き換えた．拡張期については圧，容量お

よび圧一容量関係の各波形の非線型回帰分析を行っ

た．また，各波形の1次微分dP／dt，　dV／dtおよびdP／

dV（左室stiffness）11）について検討した，

　5．統計解析

　データは平均値±標準誤差と表現した．群間の比較

は月齢と体表面積を除き分散分析によった．月齢およ

び体表面積はMann・Whitney　Uテストにより比較し

た．拡張期の圧波形と圧一容量曲線は4次曲線回帰，

容量曲線は3次曲線回帰分析を適応した．有意水準は

p＜O．05とした．

　　　　　　　　　　結　　果

　1，諸計測値

　2群間には月齢と体表面積において有意差を認め

た．月齢の中央値は1群にて44．95ヵ月，2群では8．5

ヵ月であった（p＝0．0013）．体表面積は1群と2群で

それぞれの中央値は0．631および0．408M2だった（p＜

0．0027）（表1）．RR間隔は1，2群とも心エコー施行

時より心カテーテル施行時で有意に短かった．また，

心エコー時1群が2群より長いRR間隔を示した（表

2）．RR間隔の差を反映して1，2群の1心周期内に

おける収縮期／拡張期比率はそれぞれO．94±0．08，

1．30±0．09（p＝0．0073）となり2群において拡張期比

率の短縮を要めた（図1）．左右短絡率は19．5±2．9％，

2群で63．6±1．95％，肺体血流比は1群で1．17±0．06，

2群で2．81±0．13とこれらの指標が両グループを特徴

付けた（それぞれp＜0．0001）．平均肺動脈圧は1群が

2群より有意に低値を示したが（19．8±O．80vs．32．6±

2．62，p＝0．0007），肺動脈模入圧および肺血管抵抗値

は両者の間に差を認めなかった（表1）．

　2．圧曲線，容量曲線および圧一容量曲線

　両群の圧曲線は全心周期を通じてほぼ同等だった

が，統計学的有意差は認めないものの拡張早期におい
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表1　月齢，体表面積および諸計測値

1群 2群 pvalue Expression test

Age（Months） 4495 8．5 0．0013 median Mann－Whitney　U

BSA（M2） 0，631 0，408 0．0027 median Mann・Whitney　U

mean　PAP（mmHg） 19．8±0．80 32．6±2．62 0．0007 mean±SE ANOVA
mean　PCW（mmHg） 9．9±0、64 11．5±0．68 0．1093 mean±SE ANOVA
LVEDP（mmHg） 10．90±1．44 10．47±0．87 0，787 mean±SE ANOVA
LVESP（mmHg） 85．8±3．38 75．7±7．19 0，309 mean±SE ANOVA
LVEDV（％N） 109．2±8．65 182．1±22，1 0．0164 mean±SE ANOVA
LVESV（％N） 36．3±3．28 50．6±7．38 0．1444 mean±SE ANOVA
Ea（mmHg／ml） 1，112±0．107 0．608±0．089 0．0013 mean±SE ANOVA
Emax（mmHg／ml） 2．977±0．447 2．081±0．407 0．1607 mean±SE ANOVA
τ 20．08±1．296 19．86±1233 0．9091 mean±SE ANOVA
LR　shnnt（％） 19．5±2．9 63．6±19．5 ＜0．⑪⑪01 mean±SE ANOVA
Qp／Qs 1、17±0．06 2．81±0．13 〈0．0001 mean±SE ANOVA
Rp（U・M2） 2．13±0．32 2．46士0．29 0．4557 mean±SE ANOVA
　　　　　　　　　　　　　　　　　LVESP
Ea：Effective　arterial　elastanceは　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　により，Emax：Maximum　left　ventricular
　　　　　　　　　　　　　　　LVEDV・LVESV

　　　　　　　　LVESP
　　　　　　　　　　　　　　によりVo＝0とおいて算出した．ここでは，　Voはunstressdd　leftelastance↓ま
　　　　　　LVEDV．LVESV
ventricular　volume，　BSA：Body　surface　area，　PAP：Pulmonary　arterial　pressure，　PCW：Pulmo－

nary　capillary　wedge　pressure，　LVEDP：Left　ventricular　enddiastolic　pressrue，　LVEDV：Left

ventricular　end－diastolic　volume，　LVESV：Left　ventricular　end・systolic　volume，τ：Time　con・

stant，　LR　shunt：Left・to・right　shunt，　Qp／Qs：Pulmonary　to　systemic　flow　ratio，　Rp：Pulmonary

vascular　resistance，　ANOVA：Analysis　of　variance，％N：％of　normal　LVEDV．

　　　表2　各群，各検査のRR間隔（msec）

1，2群ともM－modeエコー施行時よりも心カテーテ

ル施行時のRR間隔が短く，検査別にはM－modeにお

いて1群が2群より長かった．

　　　　M－mode

echocardiography
　　　Cardiac
catheterization pvalue

1群

2群

680±39．5

531±25．8

459±25．6

414±13．5

〈0．0001

0．0006

pvalue 0．00⑪2 0．2422

1．60

B1．40
’
531．20
冒
詔　1．oo

b”

壱・80

’且．ω

日
　　．409
お ．20

0

　p＝O．OO73

一

1群 2群

図1　収縮期／拡張期比率．2群の比率が有意に大き

　く，2群での拡張期比率の低下を示した．

て2群の圧が1群よりも低い傾向を示した（図2A），

2群の容量曲線はLVEDVが増大したことにより1

群よりも深い谷を形成した（図2B）．これらを反映し

て圧一容量曲線は2群で単純に大きく右方拡大を示し

た（図2C）．

　3．収縮期

　LVESPは1群より2群で低く，LVESVは逆に2
群で高い傾向を示したが両群間で差を認めなかった．

LVEDV，　LVESVから2群の一回拍出量（SV）は1群

の約1．7倍と計算されたが，駆出率（EF）は1群72．1±

2．2％，2群76．4±1．7％（p＝0．1355）で両群に差を認

めなかった．Eaは1群で2群の約2倍の値を示し，2

群において著しい後負荷の低下を認めた．収縮力の指

標となるEmaxは2群で低い傾向にあったが両群間

に有意差を認めなかった（表1）．

　4．拡張期

　τは1群20．08±1，296，2群19．86±1．233で両者間

に差を認めなかった．LVEDPには差を認めなかった

が，LVEDVは2群にて著明に増加していた（表1）．

拡張期圧曲線は4次曲線により最もよく回帰された

（図3A，　B；1群：R2＝0．996，　p＜0．0001，2群：R2＝

0．989，p＜0．0001）．従って，　dP／dtは3次曲線により
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図2　（A）圧曲線．（B）容量曲線．ともに各群の平均値±標準誤差を示す．横軸は拡張末期から次

　の拡張末期までの1心周期．（C）圧一容量曲線．Group　IIの拡張末期容量の増加を反映して

　Group　IIの曲線は大きく右方に拡大した．

表現された（図3C）．2群のdP／dtは振幅が1群より

やや大きいものの両者間に差を認めなかった．容量曲

線は3次曲線に回帰した（図4Al群：R2＝1．000，　p〈

0．0001；図4B　2群：R2＝O．991，　p＜0．0001）．　dV／dt

はこれより上凸の放物線で表現された（図4C）．ピーク

値は1群では0．78心周期に200．1％of　Normal／心周

期で，2群では0．72心周期に451．1％of　Normal／心周

期だった．すなわち，1群，2群ともに左室急速流入

期に最大流速を示し，最大流入速度は2群が1群の約

2倍の値を呈した．拡張期の圧一容量曲線は圧曲線と

同様4次曲線により回帰した（図5A　1群：R2＝

0．996，p＜0．0001；図5B　2群：R2＝0．997，　p＜

0．0001）．その1次微分（dP／dV）は3次曲線となった

（図6）．dP／dVの容量軸切片は1群で91％of　Nor－

mal，2群で117％of　Normalだった．これらの値か

らLVESVを引いた値がdP／dVが負値の時期，すな

わち拡張早期に左室に流入する量を示しており，1お

よび2群でそれぞれ55，66％of　Normalであった．ま

た，拡張終期に流入する量は拡張末期容量から各群の

容量切片値を引くことにより求めることができて，そ

れぞれ18，65％of　Normalだった．以上から1および

2群の左室総流入量に対する拡張早期流入量の比率は

75および55％，拡張終期流入量の比率は25，45％だっ

た．

　　　　　　　　　　考　　察

　1．方法論

　Jarmakaniらは1968年にいくつかの先天性心疾患

の左室圧一容量関係について報告し12），今日でも小児

心臓病学の教科書ではVSDの左室機能は彼らの結果

により説明されている．しかし，現在では心室機能は

収縮期のESPVRとその関連指標，拡張期のτ，　dP／

dVなど1968年当時よりも詳細な指標をもとに評価す

るようになり，先天性心疾患の複雑な血行動態におい

てもより詳細な心室機能評価を可能とする方法が求め

られている．ところが，様々な非観血的検査法が開発

された今日においても精密な心内圧，容量変化の計測

には観血的検査に頼らざるを得ない部分が残されてお

り，基礎生理学や成人で用いられる方法をそのまま乳
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図3　拡張期圧曲線と4次曲線回帰（A）Group　I，（B）Group　II．（C）各群の拡張期dP／dt．両群

　ともほぼ同等の経時的変化を示した．

幼児に使用することには困難な点が多い．本研究の目

的の1つは，新たな侵襲を患児に与えることなく，日

常の検査所見を心室血行動態の生理学的解析に役立て

る方法を検討することである．

　日常の検査法による所見の解釈に当たっては容量計

測，圧計測のいずれにおいても正確性の点で考慮すべ

き問題が種々存在する．心周期内の左室容量変化は断

層心エコー図やcine－angiographyを使用してかなり

正確に計測可能である．しかしながら，これらの方法

のsampling周波数はVSDを有した乳児の心拍数に

対しては低すぎ経時計測という点では本研究の対象に

は不向きである．容量と圧を同時にしかも経時的に計

測できるconductance　catheteri3）i4）はサイズの点から

乳児には適応が困難である，今回M－mode心エコー図
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（A）

Group　1

y＝2483－1129x　　＋1841x　、851x，
R2＝09997　p〈O．OOOI

0．7　　　　　　　0．8

　Cardiac　C　cle

（B）

Gro　up∬1

y＝1203－5103x＋7154x2－3072x3，

R2＝09991p＜OOOOI

0．7　　　　　　　0．8

　Cardiac　C　cle

↓c♪

図4　拡張期容量曲線と3次曲線回帰，（A）Group　I，（B）Group　II．（C）各群のdV／

　dt．拡張期におけるdV／dtのpeakはいずれの群も拡張早期すなわち急速流入期に

　認められた．

を使用した理由は乳児においても施行可能であること

と心拍数を問わずsampling周波数を任意に設定し得

るということである．しかし，周知のようにM’mode

法による容量計測は測定誤差が大きい，近年，断層心

エコーによりmsec単位で経時的心内断面積変化を記

録する方法が開発され，この分野への適応が期待され

る15）．体外transducerによる圧計測は容量変化との時

相差，カテーテルダンピングなどの影響を考える必要

がある16）．

　このような計測上の問題を克服する方向は個々の症

例の絶対的評価を目指すか，特定の疾患に共通する生

理学的特性の抽出を目指すかにより異なる．個々の絶
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↓A）

y．測・1539x－O．1277x2＋0016・3－56・81・6x4
，

R2＝O．9963　P＜O．OOOI

↓B）

y・4000．1103．＋01138．ユ．051σ3×3・O．8S　IO・x4
．

R2＝09998ρ＜00001

図5　拡張期圧一容量関係．（A）Group　I，（B）Group　II．両群とも4次曲線に回帰した．
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図6　拡張期圧一容量関係の回帰曲線から求めたdP／dV．曲線の容量軸切片の値（Group　I：91％

　of　Normal，　Group　II　ll7％of　Normal）は急速流入期とそれ以降の流入量の境界を示す．
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対評価を行うためには，あくまで測定精度を向Eさせ

ることで，この努力は今後も続くと思われる．しかし，

非侵襲的検査法と外科技術の発展により，VSDなどの

疾患では手術適応を決める上で心カテーテル所見の絶

対的な必要性が薄れてきており，個々の症例でより正

確な生理学的評価を可能とする計測機器の開発にはな

お多くの時間を必要とすると考えられる，一方，本研

究においては，対象とする疾患が生理学的に顕著な部

分を有していれぽ，複数例を統計的に処理することで

際だった生理学的特徴の抽出が可能と考える立場を

とった．本研究で用いた方法の基本はまず時相の一致

である．この試みにより圧および容量の経時的変化を

領域として表示することが可能だった．ここで得られ

た結果から導かれる様々な血行動態の指標を検討する

ことで，以下に述べるように，大きな左右短絡を有す

るVSDの特徴は，小短絡と比較して，心収縮能拡張

能の変化よりも後負荷の大幅な減少であることが示唆

された，

　本研究で，通常のM－mode心エコーと心カテーテル

の結果を用いて，上記のようなVSDの血行動態的特

徴の抽出が可能であることが示された．しかし，無視

できない誤差を含みうることも明らかになった．まず，

心拍数の相違に基づく心周期内での収縮期／拡張期の

比率が2群で1群に比し有意に大きく，結果に対する

影響を十分に考慮すべきと考えられた．次に，体表面

積による容積正規化の正当性が問題になる．本研究で

は，Nakazawaらの研究8）による経験的な（正常’

LVEDVを基準として補正を施した．しかし，経験貝1」

による値は必ずしも生理学的裏付けを伴うとは限ら

ず，この点も結果を左右する重要な要素であることを

十分に認識すべきと思われた．

　このような限界があることが同時に認められたが，

全体の結果は日常診療での印象と一致したと考えられ

た，

　2．収縮能

　EFは収縮機能を量変化により表現した指標で，こ

れに対して，量変化に圧変化を加味した指標が

ESPVRである．非短絡心におけるESPVRは拡張末

期容量を増加させると右上がりの直線関係となり，そ

の傾き（Emax）は同一心において異なる前負荷を2点

以上与えることで決定される．今回の検討では両群と

も前負荷は1点のみで左室のunstressed　volumeを決

定できないので厳密にはEmaxを求めることはでき

ない，しかし，EFとVo，Emaxの関係17）からEFが大
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きい場合unstressed　volume＝0とおいて計算した値

も1，2群問の相対的な差を検討する上では有効と考

えた，計算されたEmaxは1群，2群間で統計的には

差を認めなかったが，2群で低下傾向を示した．この

結果をEFが70％を越える状態で同じLVESVに対す

るLVESPがやや低下する心室の正常収縮特性18）と解

釈するか，現実の収縮力低下と評価するかは微妙であ

る．一方，左室後負荷の指標であるEaは2群において

1群の約1／2に著しく低下していた．これは，VSDの

左室後負荷は体血管抵抗と肺血管抵抗および欠損孔の

通過抵抗によって構成され，欠損孔が大きくなること

で肺血管床の関与を大きくしたことによると考えられ

た．Emax，　Ea両指標の結果からLVEDVの拡大にも

かかわらずLVESPが1，2群でほぼ同等であった理

由は心筋収縮力の低下よりも左室後負荷の著しい減少

によることが示唆された．

　3．拡張能

　左室拡張機能は弛緩能と拡張能に分けて考えること

ができる．拡張能はさらに拡張早期と拡張後期に分割

される．本研究では心室弛緩の指標としてτを用いた

が，結果に示したように両群に差を認めず左右短絡率

が60％に達するVSDにおいても心室弛緩能は正常に

保たれることが示された．

　拡張早期には両群ともにほぼ等しい量の血液が左室

内に流入したが，流速は2群が1群の約2倍の値を示

した．流速を流量一定の条件で上昇させるための要因

は左房左室間圧較差の増大であり，左房圧が上昇する

か，左室圧が低下するか，またはこの両者が同時に起

きるかである．拡張早期の左室圧曲線を見ると統計学

的有意差は認めないものの2群の圧は1群より低い傾

向にありこれが流入速度上昇に影響を与えた可能性も

ある．しかし，圧較差の検討には左房の圧変化の検討

が不可欠で，拡張早期流入速度（dV／dt）が2群で大き

くなった理由は今回の検討では明らかにできなかっ

た．

　一方，拡張後期の流入量は2群が1群の約3倍で

VSDの短絡により増加した血液は主としてこの時期

に左室に流入することが示唆された．2群の左室dP／

dVすなわちstiffnessは大きく上昇することなく拡張

末期まで経過し，左室は容易に拡張することを示した．

以上から，本研究で対象とした症例の拡張機能は弛緩

能，拡張能のいずれの低下もないと判断された，

　4．心不全とVSD

　心不全が心筋，心室機能の低下に基づいた臨床的症
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状19）とすれぽ，短絡量の多いVSDは心不全の原因と

なり得る．VSDが心不全の原因となる理由は以下の2

点に要約される．（1）LVEDVを増すことにより心筋

の外仕事量を増し，酸素消費量を増大する．（2）心室

の拡大はLaplaceの法則より拡張期壁張力を増加さ

せ心室負荷を増強する，実際，結果に示したように圧

一容量曲線が囲む面積，すなわち左室外仕事量は2群

が1群の約1．6倍に増加した．ESPVRが両群同等であ

ると仮定すると左室仕事量は外仕事量の増加分だけ増

すことになり，圧一容量面積と酸素消費量の関係2°）21）

から2群では（1）の条件を満たすことが示された．しか

し，今回の検討では収縮期，拡張期の心機能指標から

心機能低下を示す所見は得られなかった．結果に示し

たようにdP／dVすなわちstiffnessは拡張期後半にお

いても小さい．従って，dP／dVは大短絡群（第2群）

の左室は大きな短絡容量を受け入れる際に内圧の増加

は僅かであり，この群の左室が非常に柔軟であること

を示した．大短絡群において明らかな心機能不全を認

めなかった理由の1つは左室の柔軟性によると考えら

れた．また，大きなVSDの存在により左室の後負荷が

軽減され比較的小さい収縮力で大量の流入血液の拍出

が可能になることもまた心機能不全を認めなかった理

由と考えられる，このような条件が成り立つ背景は，

おそらく，本研究で対象とした症例が主として1歳未

満の乳児で心筋傷害の要素が小さいこと，肺血管抵抗

がまだ十分に低く保たれていることが影響したと思わ

れる．以上から，今回の結果は左右短絡率が60％程度

のVSDを有する乳児における左室の代償状況，また

は前心不全状態を示したと考えられる．

　　　　　　　　　　結　　語

　1，様々な制約のある乳児期の心室血行動態の臨床

的評価をする上で心周期内の各時相に注目した統計的

解析方法は有用であると考えられた．しかし，無視で

きない誤差を含みうることも明らかになり，個々の症

例における絶対値の評価は慎重にすべきと思われた．

　2．乳児期のVSDでは左右短絡率が60％程度まで

は左室の良好な拡張性とVSDを介した左室後負荷の

大幅な減少により心機能が代償されることを示した．

　稿を終えるにあたりご指導，ご校閲賜りました東邦大学

第1小児科学教室松尾準雄教授，佐地　勉助教授に謹んで

感謝の意を表します．本稿の要旨は第29回日本小児循環器

学会総会（横浜市，1993年7月）において発表した．

　　　　　　　　　References

　1）Maughan　WL，　Sunagawa　K，　Sagawa　K：

日本小児循環器学会雑誌　第10巻　第2号

　　Effects　of　arterial　imput　impedance　on　mean

　ventricular　pressure・flow　relation．　Am　J　physiol

　　1984；247（6Pt　2）：H978－983

2）Maughan　WL，　Sunagawa　K，　Burkho音D，　Sag－

　　awa　K：Effect　of　arterial　impedance　changes

　　on　the　end－systolic　pressure・volume　relation．

　Circ　Res　1984；54：595－602

3）Sunagawa　K，　Sagawa　K，　Maughan　WL：
　　Ventricular　interaction　with　the　loading　sys－

　tem．　Ann　Biomed　Eng　1984；12：163－189

4）Sunagawa　K，　Maughan　WL，　Sagawa　K：Opti－

　mal　arterial　resistance　for　the　maximal　stroke

　work　studied　in　isolated　canine　left　ventricle．

　Circ　Res　1985；56：586－595

5）Yamakado　T，　Nakano　T：Left　ventricular

　　systolic　and　diastolic　function　in　the　hypertro・

　　phied　ventricle．　Jpn　Circ　J　l990；54：554－562

6）Miyazaki　S，　Guth　BD，　Miura　T，　Indolfi　C，

　　Schultz　R，　Ross　JJ：　Changes　of　left

　ventricular　diastolic　function　in　exercising　dogs

　without　and　with　ischemia、　Circulation　199g；

　　81：1058－1070

7）Litwin　SE，　Raya　TE，　Anderson　PG，　Litwin　CM，

　　Bressler　R，　Goldman　S：Inductlon　of　myocar－

　dial　hypertrophy　after　coronary　ligation　in　rats

　decreases　ventricular　dilatation　and　improves

　　systolic　function．　Circulation　199；84：　1819

　　－1827

8）Nakazawa　M，　Marks　RA，　Isabel　JJ，　Jarmakani

　JM：Right　and　left　ventricular　volume　charac．

　　teristics　in　children　with　pulmonary　stenosis

　　and　intact　ventricular　septum，　Circulation

　　1976；53：884

9）Sagawa　K，　Maughan　L，　Suga　H，　Sunagawa　K：

　　Cardiovascular　interaction，　in　Cardiac　contrac－

　　tion　and　the　pressure－volume　relationship．　New

　　York，　Oxford　university　press，1988，　pp232－298

10）Weiss　JL，　Fredericksen　JW，　Weisfeldt　ML：

　　Hemodynamic　determinants　of　the　time・course

　　of　fall　in　canine　left　ventricular　pressure．　J　CIin

　　Invest　1976；58：751－760

11）Katz　AM：Indices　of　myocardial　contractility

　　and　relaxation，　in　Physiology　of　the　Heart．

　　New　York，　Raven　Press，1992，　pp396－414

12）Jamakani　MM，　Edwards　SB，　Spach　M，　Canent

　　RV，　CapP　MP，　Hagan　MJ，　Barr　RC，　Jain　V：

　　Left　ventricular　pressure・volume　characteris－

　　tics　in　congenital　heart　disease．　Circulation

　　1968；37：879－889

13）Kass　A，　Yamazaki　T，　Burkhoff　D，　Maughan

　　WL，　Sagawa　K：Determination　of　left
　　ventricular　end－systolic　pressure・volume　rela・

Presented by Medical*Online



平成6年8月1日 271－（41）

　　　tionships　by　the　conductance（volume）catheter

　　　technique，　Circulation　l986；73：586－595

14）ApPlegate　RJ，　Cheng　CP，　Little　WC：Simulta・

　　　neous　conductance　catheter　and　dirnension

　　　assessment　of　left　ventricle　volume　in　the　intact

　　　animal．　Circulation　1990；81：638－648

15）Vandenberg　BF，　Rath　LS，　Stuhlmuller　P，　Mel・

　　　ton　HEJ，　Skorton　DJ：Estimation　of　left

　　　ventricular　cavity　area　with　an　on－line，

　　　semiautomated　echocardiographic　edge　detec－

　　　tion　system．　Circulation　1992；86：159－166

16）Sagawa　K，　Maughan　L，　Suga　H，　Sunagawa　K：

　　　Methods　for　studying　the　pressure－volume　rela－

　　　tionship，　in　Cardiac　contraction　and　the

　　　pressure・volume　relationship．　New　York，　Ox－

　　　ford　university　press，1988，　pp370－444

17）Sagawa　K，　Maughan　L，　Suga　H，　Sunagawa　K：

　　　Chamber　pressure－volume　relation　versus　mus－

　　　cle　tension’length　relation，　in　（ed）：Cardiac

　　　Contraction　and　the　Pressure・Volume　Relation一

　　　shiレ．　New　York，　Oxford　University　Press，1988，

　　　pp42－109

18）Suga　H，　Kaitabatake　A，　Sagawa　K：End－

　　　systolic　pressure　determines　stroke　volume

　　　from　fixed　end－diastolic　volume　in　the　isolated

　　　canine］eft　ventriCle　unCer　a　ConStant　cOntrac－

　　　tile　state．　Circ　Res　1979；44：238－249

19）Talner　NS：Heart　failure，　in　Adams　FHEG，

　　　Rimenschneider　TA（eds）lHeart　Disease　in

　　　Infants，　Children　and　Adlescents，　Baltimore，

　　　Williams＆Wilkins，1989，　pp890－911

20）Yasumura　Y，　Suga　H：Cross　bridge　model

　　　compatible　with　the　linear　relation　between　left

　　　ventricular　oxygen　consumption　and　pressure－

　　　Pvolume　area．　Jpn　Heart　J　1987；29：335－347

21）Nozawa　T，　Yasumura　Y，　Futaki　S，　Tanaka　N，

　　　Igarashi　Y，　Goto　Y，　Suga　H：Relation

　　　between　oxygen　consumption　and　pressure－

　　　volume　area　of　in　situ　dog　heart．　Am　J　physiol

　　　1987；253：H31－H41

Left　Ventricular　F皿ction　in　Infants　with　Ventricular　Septal　Defect

　　　　　　　　　　　　　　　　Shin　Yamamoto

Department　of　Pediatrics　University　of　Toho，　School　of　Medicine

　　　Left　ventricular　pressure－volume　relationship　in　infants　with　isolated　ventricular　septal　defect

was　studied　using　cardiac　catheterization　and　M－mode　echocardiography．

　　　Twenty・five　patients　were　divided　into　two　groups：Group　I，10　patients　with　19．5±2．9％of

left・to’right　shunt　ratio，　Group　II，15　patients　with　63．6±1．950ro　of　left・to－right　shunt　ratio．　Pressure

values　were　obtained　from　cardiac　catheterization．　Changes　in　left　ventricular　volume　were　calculated

from　M・mode　echocardiography　and　were　normalized　to　percentage　of　predictive　normal　left

ventricular　end－diastolic　volume．　The　left　ventricular　ejection　fraction（EF）and　the　maximum　left

ventricular　elastance（Emax）were　examined　as　a　parameter　of　contractility．　The　diastolic　perform・

ance　was　scrutinized　using　the　diastolic　time　constant（τ）as　a　parameter　of　relaxation，　and　the　left

ventricular　stiffness（dP／dV）as　a　parameter　of　distensibility．　For　evaluating　left　ventricular　after－load，

the　effective　arterial　elastance（Ea）was　also　studied．

　　　Parameters　of　contractility　indicated　that　there　were　no　significant　differences　between　two

groups（EF：72．1±2．25％vs．76．4±1．72％，Emax：2．977±0．447　mmHg／ml　vs．2．081±0．407　mmHg／ml，

Group　I　vs．　Group　II，　respectively）．　End・diastolic　volume　of　the　left　ventricle　was　significantly

increased　in　Group　II（Group　I：116．6±8．30ro　of　Normal，　Group　II：190．1±21．9％of　Normal，　p＝0．015）．

Analysis　of　the　diastolic　dP／dV　revealed　that　the　diastolic　early　filling　was　almost　same　in　both　groups．

The　analysis，　however，　implied　significantly　increased　quantity　of　the　diastolic　late　filling　in　Group　II

（Group　I／II：18／65）．　Those　diastolic　findings　suggested　that　the　left　ventricle　in　Group　II　had　profitable

distensibility．　The　Ea　in　Group　II　diminished　approximately　a　half　of　that　in　Group　I　and　the　result

represented　that　the　left　ventricular　after・10ad　was　distinctly　reduced　in　Group　II．

　　　In　conclusion，　infants　with　ventricular　septal　defect　may　have　the　effortlessly　distensible　left

ventricle　and　significant　reduction　of　the　left　ventricular　after・load　via　a　septal　defect．
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