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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　胎児心臓病学と新生児心臓病学が臨床的に発展している．ラットと全身急速凍結法を用いた実験で得

られた研究結果を臨床的問題に敷術して考察を加えた．胎生期に片方の心室の拍出量が低下すると，そ

の心室の半月弁は閉鎖し内腔は縮小する．即ち大動脈弁狭窄と左室収縮不全から左室低形成症候群が，

肺動脈弁狭窄とEbstein病から肺動脈弁閉鎖と右室低形成が生じる．大動脈縮窄症は胎生期の左室拍出

量の低下で生じ，上行大動脈と大動脈弓・峡部の低形成がある．胎生期動脈管の抗炎症剤による収縮は

妊娠中期迄は無く，妊娠末期に強くなる．動脈管の収縮は長軸方向に30％の短縮を伴い，それにより下

行大動脈が牽引され前方に移動する．肺動脈弁欠損以外では，各種の先天性心疾患の左右肺動脈は胎生

期に正常の太さである．横隔膜ヘルニアでは肺が低形成になる．

　　　　　　　　　　緒　　言

　胎児心臓病学はまず1940年代に正常の血行動態の羊

胎仔での研究が始まり，Rudolphの研究1）により，1970

年迄に正常の胎生期血行動態について現在の知識の大

筋が判明した．次に心エコー図法が発達して，断層心

エコー図により胎児先天性心疾患の診断が可能とな

り，Allanは1，000例の胎児診断例を報告するに至っ

た2）．同時に心エコー図により，胎児不整脈の診断が可

能となり3），その治療が始まった4）．

　断層心エコー図により胎児先天性心疾患の形態の経

時的な観察が可能となり，更にドプラー心エコー図を

併用して妊娠経過中の心臓形態と血行動態の変化を観

察できた症例が蓄積され，最近では胎児の先天性心疾

患の自然歴と変貌の様相が解明されつつある．

　ラット胎仔と全身急速凍結法5）を用いた胎生期心臓

病学の動物モデル研究は，正常の胎生期循環から出生

後の循環への変化6）～9）を研究するのに適している．ま

たbis－diamineを用いて各種の先天性心疾患1°）“’15）を

作り，その胎生期心臓血管のin－situの形態を研究する

別刷請求先：（〒162）東京都新宿区河田町8－1

　　　　　東京女子医科大学付属日本心臓血圧研究所

　　　　　循環器小児科　　　　　　　門間　和夫

ことが出来る．またindomethacinを投与して胎生期

動脈管を収縮せしめ，その特殊な血行動態での心臓・

大血管の適応16）17）を研究する事も出来る．これらの動

物実験は厳密な条件設定と正確な測定により，臨床で

は得られない精度の高い結論が得られる．

　bis－diamineは強力な催奇形作用を持ち，ラットそ

の他の実験動物に総動脈幹症やファロー四徴症などの

円錐部動脈幹奇形，胸腺と副甲状腺の欠損，その他

DiGeorge症候群，或いはCATCH　22類似の奇形を生

じる16）．Bis－diamineの作用機序は心臓の発生初期段

階における神経堤細胞の遊走乃至作用発現を直接又は

間接に抑制すると考えられている17）．

　胎児及び新生児心臓病学に於いて，臨床と実験的研

究は車の両輪の如く連携して進歩することが望まし

い．そこでここでは全身急速凍結法を用いたラット胎

仔の実験結果を，臨床胎児心臓病学と新生児心臓病学

へ敷桁して考察する．尚胎生期と新生仔期のラットの

成長速度はヒトよりはるかに速やかで，相対的な成長

速度に関してラットの1日はおおよそヒトの1カ月に

相当する．

　1．重症大動脈弁狭窄と大動脈弁閉鎖

　胎生期の重症大動脈弁狭窄症は胎生期中頃でも末期
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図1　大動脈峡部の低形成と大動脈縮窄の成因の模式

　図．ここでは大動脈弁下狭窄により胎生期に上行大

　動脈への血流が低下した場合を示す．図1～9の略

　語．AA；大動脈弁閉鎖，　AAo；上行大動脈，　AI；

　大動脈峡部，AS；大動脈弁狭窄，　Co；大動脈縮窄，

　DA；動脈管，　DAo；下行大動脈，　EFE；心内膜繊維

　弾性症，FO；卵円孔，　IVC；下大静脈，　Indo；イン

　ドメサシン，LA；左房，　LPA；左肺動脈，　LV；左

　室，PS；肺動脈弁狭窄，　PT；肺静脈幹，　RA；右房，

　RV；右室，　RPA；右肺動脈，　SVC；上大静脈．

でも左室収縮不全を生じ，心内膜線維弾性症を生じ

る2°）．Allan達の観察によると，妊娠経過に従って数カ

月の経過を見ると，収縮不全におちいった左室は成長

が止まり，正常より小さい内腔になり，大動脈弁を通

過する血流が無くなり，最後には大動脈弁閉鎖を伴う

典型的な左室低形成症候群になる2°）（図1）．このよう

にして大動脈弁閉鎖が生じる現象は，胎生期には太い

動脈管を通じて右室からの拍出血液が大動脈の血流と

血圧を維持することと，発達途上の右室の代1賞性が大

きいことから理解される．胎生期には右室と左室が共

に同じ圧で大動脈へ血流を送り，左室低形成症候群で

左室の拍出の無くなった分は右室が代償している．こ

の経過は次に述べる如く，純型肺動脈弁閉鎖症とも共

通で，胎生期には拍出量の減少した心室は成長しない

のが原則と思われる．

　2．重症肺動脈弁狭窄と純型肺動脈閉鎖（図2）

　従来から純型肺動脈閉鎖症は胎生期に肺動脈弁狭窄

症から変化したと推定されてきた．その根拠は通常肺

動脈弁閉鎖症では肺動脈弁と肺動脈幹が形成されてい

る事，動脈管と大動脈との角度が他の肺動脈閉鎖の場

合よりも，正常の角度に近い事，などである．この推

定を裏付ける所見として，胎児心エコー図で肺動脈弁

狭窄の自然歴を観察すると，妊娠経過中に肺動脈弁閉

鎖に変化する例が見つかってきた21＞．・
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図2　肺動脈弁閉鎖の胎生期発症機序．肺動脈弁狭窄

　で右室収縮力が低下すると肺動脈弁が開かなくな

　り，閉鎖する．エプシュタイン氏病でも同じ機序で

　肺動脈弁閉鎖が生じる．

　この現象を理解する鍵は，胎生期には肺血管抵抗が

高く肺高血圧があり，肺血流量は少なく，動脈管から

の血流でも肺高血圧が維持される点にある．

　Ebstein病に肺動脈弁閉鎖が合併する事があり，そ

の胎生期に肺動脈弁が閉鎖する機序も同じと推定され

る．即ちEbstein病では三尖弁閉鎖不全のために右室

内圧の上昇が不充分で，右室収縮期圧が動脈管からの

血流による肺動脈圧より低く，肺動脈弁が閉鎖したま

まになると説明される．

　純型肺動脈閉鎖症は通常，右室の低形成を合併する．

この低形成の成因は胎生期の肺動脈弁狭窄が高度で，

その結果生じた右室の拍出量低下による．右室低形成

が胎生期の右室の後負荷増加により生じる事は，狭窄

部位は異なるが，次の実験から裏付けられた．

　インドメサシンを妊娠満期のラットに投与すると，

その後24時間，動脈管は強く収縮して，その内径は収

縮前の30％に，内腔は10％に縮小する（図3）19）．正常

の胎仔では右室から拍出される血液の90％が動脈管を

とおり下行大動脈へ行くので，動脈管の収縮は右室に

高度の圧負荷（後負荷）を加え，はじめに右室の拡張

を生じる19）．右室の拡張期圧は上昇し，右房圧は上昇し

て右房一卵円孔一左房の血流が増え，左室は拡張す

る19）．さらに時間がたつと代償性に肥大が生じて右室，

左室の心筋量が増加し，右室は内腔が縮小し（図3），

左室は内腔が拡張する．この場合の右室のconcentric

hypertrophyでは，右室流出路の狭小化が著しく，いか

にも漏斗部の閉鎖まで進行しそうに見える（図3）．

　3．大動脈縮窄

　出生後小児期の大動脈縮窄では，他の心奇形を合併

する場合でも合併しない場合でも常に大動脈弓と峡部
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図3　圧負荷に対する胎生期右室の反応．動脈管収縮

　により，始め右室と左室の拡張が生じ，後右室の内

　腔の小さい求心性肥大と左室の拡張性肥大を生じ

　る．
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図4　大動脈縮窄症は常に大動脈峡部の低形成を伴

　う．大動脈弓と峡部の大きさは中を流れる血流量に

　より決まる．大動脈縮窄部の限局性狭窄は動脈管の

　収縮により生じる．

は低形成である22）．大動脈縮窄では，通常峡部と下行大

動脈の移行部，動脈管（索）接合部の反対側の棚状の

突出部を大動脈縮窄と呼ぶ．しかし限局性狭窄に加え

て，峡部の低形成がある事は明らかで22），峡部低形成が

外科治療上問題になる例もある．峡部が内腔の無い索

状物の場合を大動脈弓閉鎖aortic　atresiaと呼ぶ．大

動脈弓が下行大動脈と全く繋がっていない場合は，大

動脈弓離断である．

　大動脈縮窄の成因は既に19世紀にSkodaにより動

脈管収縮により大動脈の棚状突起が生じると論じられ

た．更に大動脈縮窄の成因として胎生期の上行大動脈

への血流低下の関与がRudolphにより論じられ
た23）．その後の胎児心エコー図の観察では，大動脈縮窄

の棚状突起は胎生期に認められず，本症の胎生期には

上行大動脈と大動脈弓，大動脈峡部の低形成がある事

が明らかになった24）．

　ラット胎仔での2つの実験的研究から，胎生期と新

生児期の大動脈はその中を流れる血流量に敏感に反応

して適応し，太さが変わる事が判明した．第一の研究

は出生前後の胸部大動脈，腹部大動脈の内径をしらべ

た研究である7）．胎盤への血流は胎生期の体血流量に

近い量であり，胎生期の胸部下行大動脈と腹部大動脈

は胎盤への血流を送り，上行大動脈にほぼ同じ太さを

有する（図3）．出生後は胎盤への血流が無くなり，胸

部下行大動脈と腹部大動脈は血流量の減少に適応して

急速に縮小する7）．第二の研究はインドメサシンによ

る胎生期動脈管収縮の際の大動脈峡部の内径を研究し

たもので，動脈管が収縮すると左室経由の上行大動脈

への血流が増加し，峡部の血流も増加して，峡部が拡

張する23）（図3）．即ち胎生期と新生児期の大動脈の太

さは中を流れる血流量に適応して，速やかに変化する
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図5　動脈管の収縮形態．胎生期の抗炎症剤による収

　縮では後に大動脈端の限局性狭窄が残る．出生後の

　収縮では全体が収縮する．いずれも前後に30％の短

　縮を生じる．肺動脈は固定されているので，峡部と

　下行大動脈上部が前に牽引される．

事が実験的に明らかになった．

　動脈管のない総動脈幹残遺症’1）とFallot四徴症12）

では，胎生期の体血流と胎盤血流の全てが上行大動脈

から拍出されている．bis－diamine投与による先天性

心疾患のラット胎仔800例の全身急速凍結法による研

究では，このような胎生期血行動態の例が500例以上あ

り，これら動脈管の無い場合の大動脈峡部は常に太く，

同じ太さの胸部下行大動脈に移行している11）12）．これ

も大動脈峡部が中を流れる血流量に適応した太さを持

つ事を示している．

　大動脈縮窄では動脈管組織が大動脈中に伸展して分

布しており，大動脈縮窄の棚状の突出は出生後動脈管

組織の収縮により生じると考えるのが現在の通説にな

りつつある（図4）．

　4．動脈管収縮

　インドメサシンやアスピリンなど，抗炎症剤を妊娠
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満期のラットに投与すると，胎仔の動脈管が収縮す

る16｝（図5）．この現象はラットの動物実験では極めて

明らかで，動脈管収縮の強さは妊娠の時期に関係し，

妊娠中期には収縮せず，妊娠末期にのみ収縮する．と

ころが羊胎仔の動脈管のin　vitroの実験では逆に妊娠

中期に強く収縮し，妊娠末期には弱いと報告された．

ヒトで最近その点が胎児ドプラー心エコー図26｝で解明

され，流産防止の目的で妊婦に投与されたインドメサ

シンによる動脈管収縮は，妊娠24週迄はおこらず，26

週以後に生じる27）．

　胎生期の動脈管収縮，および出生後の動脈管収縮に

おいて，動脈管が収縮・閉鎖するとその長さが約30％

短縮する16）（図5）．この際，肺動脈は右室に固定され

ているので，動脈管が短縮した分は動脈管の末梢端，

即ち大動脈峡部・下行大動脈接続部が前方に引き寄せ

られる．この大動脈の前方への牽引が臨床上大動脈縮

窄症の大動脈造影側面像で認められる22）．

　ラットの動脈管が出生後に収縮・閉鎖する過程では，

動脈管は全長にわたり，管状に細くなり，閉鎖する16）．

ところがラット胎仔の動脈管が胎内でインドメサシン

で収縮する際の形態は，始めは全長にわたり収縮する

が，後には収縮が大動脈端にのみ残り，肺動脈端は拡

張する16）（図5）．この肺動脈側が拡張する理由は，恐

らく肺動脈圧が上昇して拡張すると推定されている．

　ヒトの場合，未熟児の動脈管がインドメサシン投与

後に収縮する過程が心エコー図で観察されているが，

心エコー図の現在の解像能には限界があり，将来より

明らかになる筈である．

　出生後の動脈管収縮で下行大動脈が牽引され，位置

が移動する現象は，血管輪の1種に認められる．即ち

右大動脈弓とretroesophageal　aortic　archと左動脈

管（索）の組み合わせでは下行大動脈が食道の後ろを

左側にまわり，前左の動脈管とともに血管輪を形成し

て食道を圧迫する．この血管輪のラット胎生期の研究

によると，胎生期には下行大動脈は大動脈弓と同じ側

にある14）．従ってこの血管輪では下行大動脈は大動脈

弓と反対側にある動脈管が閉鎖する際に，動脈管の牽

引により食道の後ろを動脈管側へ移動したと解釈され

る．この解釈は既にEdwardsが記載している28）．

　大動脈弓離断，左室低形成症候群などで太い動脈管

閉存が合併する場合に，その動脈管が収縮しているか，

全く収縮していないか，注目されるところである．大

動脈弓離断のラット胎仔の実験的観察では胎生期の動

脈管が下行大動脈と同じ太さを持つ29）．一方こうした
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図6　生後の変化は，動脈管の閉鎖，右室壁が薄くな

　り，左室壁が厚くなる，左右肺動脈と肺静脈が太く

　なる，などである．

臨床例の出生後の造影像を見ると，動脈管は下行大動

脈より細い事が多く，従って多少とも収縮している事

が多い．このような動脈管はしばしば誤って収縮の無

い動脈管と記載されている．

　5．肺動脈の発達

　胎生期の肺動脈幹（主肺動脈）は動脈管一下行大動

脈と続く太い本管である（図6）．ラット胎仔の全身急

速凍結法による観察では，主肺動脈，動脈管，下行大

動脈は同じ太さがある16）（図6）．ヒトでは胎生期末期

に動脈管内で血流の加速があり，動脈管は主肺動脈，

下行大動脈より僅かに細いとの観察がある27）．血流の

経済学からは，血管径は加速によるエネルギーの最小

になるように適応するはずで，ラット胎仔の太い動脈

管はその点で充分に適応している．

　ファロー四徴症のラット胎仔の肺動脈幹の太さは，

そこを流れる血流量により決まる．露斗部狭窄が軽い

ファロー四徴症の肺動脈幹は，対照よりやや細い．肺

動脈閉鎖に近い高度の狭窄ファロー四徴症では，動脈

管が欠如し，肺動脈幹は非常に細く，その内径は正常

の50％程度である．総動脈幹症1型の肺動脈幹も同様

に細い（図7）．

　胎生期の左右の肺動脈は太い主肺動脈とは対照的で

細く，内径は主肺動脈の40～50％程度である（図7，

8）．これは胎生期の肺血流量が右室拍出量の10％程度

で，極めて少ない事に対応している．肺動脈圧は大動

脈圧に等しく肺高血圧にあるにもかかわらず，左右肺

動脈は細い．胎生期と新生児期の左右肺動脈の太さは，

肺動脈圧とは関係なく，肺血流量に適応して，太さが

決まる．出生後は肺血流量が増加して左右肺動脈も急

速に拡大する6）．同時に肺動脈圧は低下している．この
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図8　胎生期の左右肺動脈の太さは，総動脈幹症，心

　室中隔欠損で正常である．肺動脈弁欠損のファロー

　四徴症では太くなるが，それ以外のファロー四徴症

　では正常である．肺静脈も胎生期には肺血流量が少

　ないので細い．

場合も肺動脈の太さは圧ではなく血流量に反応してい

る．

　新生児期後半に左右肺動脈の分岐部に一過性に狭窄

が生じ，収縮期雑音を生じる事がある．ラット新生仔

の肺動脈分岐部には2種類の狭窄様形態が認められ

る．第一に正常の胎仔と新生仔の左右肺動脈の形態は

分岐部なら肺門部まで同じ太さでなく，内径にして約

20％，ラッパ状に肺門部にむかって拡大している6）．第

二には出生後の動脈管閉鎖後，左肺動脈分岐部の内腔

に動脈管接続部が突出した形になり，軽い狭窄を形成

する．

　各種の先天性心疾患の肺動脈の太さは，肺動脈弁欠

損での拡大した肺動脈による気管支閉塞，肺血流減少

性チアノーゼ性先天性心疾患での肺動脈の低形成と末

梢狭窄，肺静脈狭窄での肺動脈末梢低形成などを生じ，

臨床上重要な問題となる．

　肺動脈弁欠損は通常Fallot四徴症と動脈管欠損に

合併して生じる．CATCH　22に合併する事もある．肺

動脈弁欠損では主肺動脈と左右肺動脈が動脈瘤様に拡

大し，気管支を圧迫して呼吸困難を生じる．この肺動

脈の拡大は胎生期から生じ，胎生期に既に気管支を圧

迫し，閉塞する1°）．この場合の肺動脈拡張の成因は右室

から肺動脈に拍出された血液が拡張期に右室へ逆流

し，肺動脈内に大きい脈圧が生じ，内膜へのshear

stressも大きい事によると思われる．これと類似の現
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象として，ラット胎仔の総動脈幹症の総動脈幹弁の逆

流がひどい例で総動脈幹と上行大動脈の拡張が著しい

ことが判明しているll｝．

　Fallot四徴症極型，その他，肺血流量減少性チア

ノーゼ性先天性心疾患では，しばしば末梢肺動脈の低

形成，狭窄を合併して，治療に難渋する．この種の肺

動脈の低形成と狭窄の発生機序は，従来胎生期の肺動

脈についての情報の欠如から，明らかでなかった．bis・

diamineを用いて生じた総動脈幹遺残，通常のFallot

四徴症，高度の肺動脈弁狭窄を合併するFallot四徴

症，心室中隔欠損，について，胎生期の肺動脈の太さ

を比較すると，肺動脈弁欠損のFallot四徴症では肺動

脈の拡大があるが，それ以外の先天性心疾患では胎生

期の肺動脈の太さと形態は正常であった15｝．ラット胎

仔のファロー四徴症と両側動脈管で，出生後に片肺動

脈孤立症になる場合も，胎生期の肺動脈の太さは正常

であった．従ってファロー四徴症の肺動脈の低形成，

乃至末梢狭窄は，胎生期には存在せず，出生後に生じ

ると結論される．ファロー四徴症以外の肺血流量減少

性チアノーゼ性先天性心疾患については，bis－diamine

で作れないので，実証されていない．

　臨床上，出生後の心室中隔欠損や総動脈幹症の肺動

脈は肺血流量増加を反映して正常より太い．ラット胎

仔での研究によると，胎生期の心室中隔欠損と総動脈

幹症の太さは正常であった（図8）．

　臨床上肺高血圧の有無に関わらず肺静脈閉塞ではそ

の肺の肺動脈が細くなる．この臨床的観察は肺血管の

太さがその中を流れる血流量に適応してきまる，との

原則に合う現象である．心房中隔欠損，心室中隔欠損

などの左一右短絡性先天性心疾患では肺動脈が拡大す

る．この拡大は出生前には存在せず，出生後肺血流量

増加に対する肺血管の適応である．

　6．肺容積

　横隔膜ヘルニアでは臨床上手術でヘルニアをなおし

ても，肺高血圧が持続して死亡する事がある．そのた

め横隔膜ヘルニアの手術成績は最近20年間向上してい

ない．剖株例では横隔膜ヘルニア症例の肺の重量が減

少している．bis・diamineでは先天性心疾患と共に横

隔膜ヘルニアも生じる13）．その場合には胸腔は僅かに

拡大するが，胸腔内に肝臓と胃が入りこんだ分だけ肺

と心臓が低形成になる．主肺動脈と左右肺動脈も細い．

最も重症の場合には，左胸腔内に肝臓が鎖骨の高さま

で入り，左肺が完全に欠損し左肺動脈も欠損する．横

隔膜ヘルニアでは臨床上左右肺動脈の太さ13）15）が肺低
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形成の指標になる筈である．

　胎生期心不全で胸水と心嚢液が貯留すると，肺の発

達が抑制される．

　7．静脈の太さ

　胎生期と新生児期の静脈の太さも動脈と同様に圧で

なく血流量に適応している．

　静脈管は膀帯静脈洞と下大静脈を結ぶ胎生期の静脈

である．しかしその太さには種差があり，ある種の動

物，例えばモルモットでは胎生期早期に閉鎖し，胎生

期末期には存在しない．モルモットの胎仔に静脈管が

無い事は私がこの動物を研究していた1980年に発見し

たが，発表はしなかった．その後10年してその論文が

他から発表された．静脈管の出生後の閉鎖過程の形態

を検索すると，出生後比較的速やかに，全体が細くな

り閉鎖する8）．その入り口に活拒筋があり，その収縮に

より限局性に狭くなる．との所見はない．組織学的に

も静脈管には平滑筋が乏しい．少なくともラットでは

活拒筋の存在は否定的である．なおプロスタグラン

ディンE1により静脈管は拡張するが，この場合も全体

が拡張する．

　肺静脈の太さも肺血流量を反映しており，胎生期に

細く，出生後に肺血流量の増加に応じて急速に太くな

る6）．これは臨床上総肺静脈還流異常症の手術後肺静

脈狭窄の発生機序を考えると，興味ある現象である．

この肺静脈狭窄は手術縫合部に生じる場合と，縫合部

より肺側の末梢静脈に生じる場合がある．末梢肺静脈

の狭窄は，恐らく胎生期と新生児期の肺静脈右房間の

閉塞病変による肺静脈圧上昇と肺血流量減少が関係し

ていると思われる．

　胎生期の心不全は胎児水腫を生じる．最も著明な胎

児水腫を伴ったのは，bis－diamineで作成した房室中

Pressure　Overload

DuctuS　constriCtion

　・　ミ　＼
　ノ　　　　　N
　O〃nい、＼
A

Volume　Overload　　Myocardial　Disease
AVSD，MR，TR　　　　Nitedipine

　　　　　　　　SVC

　三↓↑一くll

IVC二

図9　実験的にラットに作ったFetal　Hydropsの3
　種．いずれも心室の拡張，心嚢液量の増加を伴う．

　予想に反して，上大静脈，下大静脈の内径は対照よ

　り小さく，これらの静脈の内径が圧でなく血流量に

　反応してきまることが示された．
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隔欠損の場合であり，房室弁の異形成と閉鎖不全を合

併し，右房と左房の拡大，心嚢液貯溜，胸水貯溜を合

併していた3°）（図9）．この場合の上大静脈と下大静脈

の太さは正常よりやや細く，心拍出量の低下，静脈還

流血流量低下を反映していた．

　Ca　blockerであるnifedipineを妊娠満期のラット

に投与すると胎仔に心不全を生じ，心臓の全ての部屋

が拡大し，心嚢液量が増える31）．この場合にも上大静

脈，下大静脈の太さは変わらないか，やや小さくなる．

Ca　blockerの心筋抑制作用は胎生期に強く出生後次

第に弱くなる．中西の研究29）によれば，心筋細胞が収縮

する際のCaは，胎生期には細胞外のCaに依存してお

り，Ca　blockerによりそのCaの細胞内への移動が抑

制されて心筋抑制を生じる．出生後は心筋細胞内の小

胞体由来のCaによる収縮が主になり，　Ca　blockerの

心筋抑制作用は軽くなる．

　8．結　語

　実験的胎児新生児心臓病学では，動脈，静脈の太さ

は中を流れる血流量に適応して敏感に変化する．また

心室の大きさは拍出する血液量に応じて変わり，拍出

量が低下，ないし消失すると，心室の成長が止まり，

低形成となる．これらの原則に合う現象が臨床的にも

胎児心臓病学で認められる．
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Fetal　and　Neorlatal　Cardiology：Clinical　Application　of

　　　　　　Experimental　Studies　on　Rats　with　Rapid

　　　　　　　　　　Whole－Body　Freezing　Methods

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kazuo　Momma

The　Department　of　Pediatric　Cardiology，　The　Heart　Institute　of　Japan，

　　　　　　　　　　　　Tokyo　Women’s　Medical　Colユege，　Tokyo

　　　In　this　review，　the　results　of　studies　on　fetal　and　neonatal　rats　with　rapid　whole－body　freezing

methods　are　summarized　and　extended　to　clinical　fetal　and　neonatal　cardiology．　The　fetal

ventricular　cavity　is　diminished　following　diminished　output，　causing　a　hypoplastic　ventricle．　The

fetal　critical　aortic　stenosis　becomes　aortic　atresia．　Fetal　aortic　coarctation　is　associated　with

fetal　diminished　blood　flow　to　the　ascending　aorta，　small　ascending　aorta，　arld　small　aortic　arch．

The　fetal　size　of　the　right　and　left　pulmonary　artery　is　normal　in　tetralogy　of　Fallot，　truncus

arteriosus，　and　ventricular　septal　defect．　The　lung　is　hypoplastic　in　diaphragmatic　hernia．　Fetal

ductal　constriction　by　indomethacin　is　stage－dependent：it　becomes　stronger　after　26　weeks　of

gestation　in　humans．　Constriction　of　the　ductus　is　associated　with　30％shortening，　and　is

associated　with　an　anterior　shift　of　the　descending　aorta．
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