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　　　　　　　　　　緒　　言

　動脈スイッチ手術（Jatene手術）は，完全大血管転

位症（TGAと略）及び両大血管右室起始症に施行さ

れ，術後良好な成績が得られている．術後合併症の一

つとして肺動脈狭窄があげられている．桃井ら1）は術

後肺動脈狭窄を認めた症例を対象に，経皮的バルーン

肺動脈形成術前後での肺動脈ステッフネスを，伸縮率

とpressure－strain　elastic　modulus（Ep）2）で評価し報

告した．しかしTGA術後に肺動脈狭窄を認めない症

例も多く見られる．肺動脈狭窄を認めない症例におい

て，肺動脈ステッフネスが正常と異なるか否かについ

て調べた研究はない．本研究では肺動脈狭窄を認めな

い症例において，肺動脈ステッフネスをEpを用いて

評価し，さらに肺動脈ステッフネスが右心機能特性に

及ぼす影響について検討した．動脈スイッチ手術は従

来新肺動脈の拡大をパッチを用い行っていたが，近年

パッチを用いないで新肺動脈を形成する方法がとられ

るようになった．パッチの有無で肺動脈ステッフネス

が変わる可能性についても検討した．

　　　　　　　　　対象及び方法

　対象：当院にて1987年以降に動脈スイッチ手術を施

行し，術後遠隔中期に心臓カテーテル検査を施行し，

肺動脈弁，主肺動脈，末梢肺動脈いずれににも引き抜

き圧較差が20mrnHg以上なく，且つ形態的にも明らか

な肺動脈狭窄を認めなかった40症例である．原疾患の

内訳は，TGA　I型（心室中隔欠損なし）33例，　d・TGA
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II型（心室中隔欠損あり）4例，両大血管右室起始症

（Taussig－Bing奇形）3例であった．一期的動脈スイッ

チ手術が20例に，肺動脈絞拒術後二期的動脈スイッチ

手術が20例になされていた．動脈スイッチ手術法とし

ては，新肺動脈を補填物で拡大するLecompte法3）を

31例に，補填物を用いないPacifico法4）を9例に用い

ていた．Lecompte法ではウマ心膜（Xenomedica，

Baxter社製）や自己心膜で新肺動脈を拡大した5）．動

脈スイッチ手術時年齢は平均7＋8カ月，カテーテル検

査時年齢は53±27カ月，動脈スイッチ手術からカテー

テル評価までの期間は，46±21カ月であった．

　方法：心臓カテーテル検査にて右室圧，右室拡張末

期圧，肺動脈圧を測定した．正面，側面右心室造影よ

りSimpson法を用いて，右室拡張末期容積，右室駆出

率を算出した．右室拡張末期容積は，体表面積より算

出された予測値に対するパーセント表示とした．また

頭側30eからの肺動脈造影を用いて肺動脈径を計測し

伸縮率を計算した．心室造影や肺動脈造影は秒60コマ

で撮影した．肺動脈径の計測部位は，左右肺動脈は正

面像において分岐部と第一分枝の中間点とし，主肺動

脈は弁と分枝部の中間点とした．肺動脈圧は5～7Fの

側孔カテーテルで測定した．圧測定系の周波数応答は

約20Hzであった．肺動脈径と圧の測定値は3心拍の

平均とした，肺動脈圧は造影直前に測定したものを用

いた．肺動脈圧と径は同時に測定した訳ではないので

以下の点に留意した．即ち心拍数が造影前後で5拍／分

以上異なった症例や造影中期外収縮が多発した症例は

除外した．また予備的に3例で造影中にもカテーテル

先端についたトランスジューサーで圧を測定したが，
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造影前と造影中の肺動脈圧には有意差は無かった．伸

縮率は，

　　伸縮率（％）＝（収縮期最大径一拡張期最小径）

　　　÷肺動脈平均径×100

の式で計算した2）．但し平均径は，最大径と最小径の平

均値を示す．肺動脈ステッフネスの指標はpressure－

strain　elastic　modulus（Ep）を用いた．　Epは以下の

式で計算した2）．

　　Ep＝脈圧（g／cm2）／伸縮率×100

　対照群として冠動脈異常を認めなかった川崎病と，

圧較差30mmHg以下の大動脈弁狭窄患児9症例に対
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図1　対照群におけるEp値とカテーテル時年齢の関

　係．主肺動脈のEpは年齢と共に増加した（r＝
　｛〕．77）．左右肺動脈のEpは年齢と有意な相関は無

　かった．正常値を平均±3SDとするなら，主肺動脈

　は120g／cm2以上，左右肺動脈は160g／cm2以上が異

　常となる．
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図2　カテーテル時年齢と主肺動脈Epの関係．両者

　に有意な相関は認めなかったが，Epの異常高値（＞

　120g／cm2）を68％の症例に認めた．

口小循誌　ユ3（3），1997

して生後74．4±57．6カ月時に心臓カテーテル検査を施

行し，肺動脈伸縮率とEpを計測した．

　肺動脈径計測においては，二名の検者による検者間

検定を行った．

　統計：各測定値は平均値±標準偏差で表示した．統

計学的検討は対応のないt検定を使用し，p〈0．05を有

意とした．またパーセント値の比較には，ノンバラメ

トリック法を用いて検討した．

　　　　　　　　　　結　　果

　1）検者間検定

　二名による肺動脈径の測定を9症例の23部位につい

て，最大径，最小径，伸縮率を各々に施行した．相関

係数は各々0．94，0．94，0．95であり，良好な相関を得

た．

（N日
⇔
、
。
o
）
°
。
三
弓
o
Σ
呈
詔
国
。
旨
゜
。
吻
ω
土

700

600

500

400

300

200

100

●　main　PA

㎜8・

醐

　
錨

ω

数
　
勒

④

搬
　
縮

200

図3　手術よりの経過月数と主肺動脈Epの関係．有

　意な相関は認めなかった．
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図4　カテーテル時年齢と左右肺動脈Epの関係．両

　者に有意な相関は認めなかった．左右肺動脈どちら

　か一方のEpが異常高値（＞160g／Cm2）であった症

　例を53％に認めた．○：右肺動脈Ep値を，△：左肺

　動脈Ep値
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図5　主肺動脈Epと右室圧，主肺動脈収縮期圧の関係．主肺動脈Epが高値なほど，

　右室圧，主肺動脈収縮期圧は高値となり，その相関係数は各々0．59，0。65であった．
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図6　肺血管抵抗と右肺動脈のEpとの関係．肺血管

　抵抗と左右肺動脈のEpとの間には有意の相関を認

　めなかった．

　2）対象群9症例における主肺動脈Ep値は56±21

g／crn2，伸縮率は23±6％であった．主脈動脈のEpは

年齢と共に増加した（r＝O．77）．しかし症例が少ないた

め，年齢ごとの正常範囲は算出しなかった．主肺動脈

Ep値の正常範囲を平均値＋3SDとすると，120g／cm2

以上が異常となった．左右肺動脈のEp値は91±23g／

cm2，伸縮率は15±5％であった．左右肺動脈のEp値は

年齢と有意な相関は無かった．正常値を平均±3SDと

するなら，左右肺動脈は160g／cm2以上が異常と算出さ

れた（図1）．

　3）動脈スイッチ術後の主肺動脈伸縮率は12±5％

（4～22％）で，主肺動脈Ep値は186±107g／cm2

（49．0～592．6g／cm2）であった．対照群と比較して，動

脈スイッチ術後群でEp値は有意に大きかった．主肺
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図7　主肺動脈Epと右室容積特性の関係．主肺動脈Epと右室拡張末期容積，右室駆

　出率との問に有意な相関は認めなかった．
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動脈Ep値が異常高値であったのは27例（68％），左ま

たは右肺動脈のEpが異常高値であったのは21例

（53％）であった（図2，3，4）．主肺動脈Ep値と術

後経過月数の関係には有意な相関はみられなかった

（図3）．

　4）動脈スイッチ術後の平均右室圧は36±8

mmHg，主肺動脈収縮期圧は30＋8mmHg，主肺動脈拡

張期圧は12±4mmHg，主肺動脈平均圧は19±5
mmHg，主肺動脈脈圧は18＋6mnlHg，右室拡張未期圧

は7＋2mmllgであった．正常の右室圧，肺動脈収縮期

圧を30mmHg未満とすれば，異常高値はそれぞれ

78％，58％に認められた．主肺動脈Ep値と右室圧及び

主肺動脈収縮期圧の問に，各々相関係数が0．59（p＜

0．001），O．65（p〈O．OO1）の正の相関を認めた（図5）．

　5）肺血管抵抗は1．7±0．8Wood単位・m2であり，正

常の肺血管抵抗を3単位・m2未満とすれば，肺血管抵

抗3Wood単位・m2以上の上昇例は3例（8％）のみで

あった．また肺血管抵抗と左右肺動脈のEpとの問に

は有意の相関を認めなかった（図6）．

　TGAの型とEpの関係は，　TGA　I型の術後Epは

180＋90g／cm2（n＝33）に対し，　TGA　II型や両大血管

右室起始症では218±107g／cm2（n＝7）で，両群間に有

意差は無かった．

　6）動脈スイッチ術後の右室拡張末期容積は，正常値

の121＋21％であり，右室駆出率は57±6％であった．

主肺動脈Ep値と右室拡張末期容積，右室駆出率の問

には有意な相関は認めなかった（図7）．

表1　動脈スイッチ術後の右室，肺動脈特性：手術法

　（Lecompte法とPacifico法）による差異

Lecompte法
　n＝3ユ

Paco世o法
　n＝9

検　定

術後カテーテル
までの期間（月）

53．4±17．3 19．5±3．0 P＜0．001

右室圧（mmHg） 36．9⊥7．8 30’9±6．3 P＝0．04

主肺動脈収縮期圧
　　（mmHg）

30．4±8．1 29．3エ5．5 NS

右室拡張未期圧
　（mmHg）

7．2⊥2．0 8．1±2．8 NS

右室拡張末期容積
（％〔｝fnormal） 118±20 133±25 NS

右室駆出率
　（％） 57±6 56±5 NS

主肺動脈伸縮率
　　（％）

11．7±5．〔〕 12．3＝3．9 NS

主肺動脈Ep
　（9／Cln2） 196±1］4 153＋78 NS

口本小児循環器学会雑誌　第13巻　第3号

　7）Lecompte法31例とPacifico法9例の2群間で，

術後肺動脈ステッフネスの指標を比較した．肺動脈伸

縮率とEp値は両群問で有意差はなかった（表1）．

Lecompte法の中，　Xenomedica使用群と自己心膜使

用群ではEpの差はなかった．一期的手術と二期的手

術の間にもEpの有意差はなかった．　Lecompte法，

Pacifico法ともに，肺動脈に癒着がある二期的手術群

を除いて全例で，手術時肺動脈を肺門部まで遊離して

おり，手術法によるEpの違いは見いだせなかった．

　　　　　　　　　　考　　案

　動脈スイッチ手術後の肺動脈狭窄は7～28％に認め

られている6）～m．我々は以前に肺動脈狭窄を認める症

例においてEpが上昇していることを報告した1｝．今回

の研究の対象は形態的に狭窄が認められず，なおかつ

肺動脈での引き抜き圧較差が20mmHg以下の症例で

ある．これらの症例において，肺動脈ステッフネスの

指標を求め，それらと右室機能特性との関係について

検討した．

　1）Ep正常値

　肺動脈ステッフネスの正常値は，成人において主肺

動脈の伸縮率は15％，Epは160g／cm2と報告されてい

る12）．小児においては，Jarmakaniらの報告2）では，右

肺動脈で伸縮率が平均15％，平均Epが145g／cm2で

あった．今回対照群における主肺動脈伸縮率は23±

6％，Ep値は56±21g／cm2であった．またEpは主肺動

脈では120g／cm2，左右肺動脈では160g／cm2以上を異

常値とした．対照群の症例数が少なかった為，正常範

囲を平均±3SDと厳しくし，年齢相当の正常値は求め

なかった．正常値の範囲は症例を増やして将来改訂の

必要があるかもしれない．但しJarlnakaniらの報告で

（n＝60），右肺動脈のEpの正常範囲を平均±2SDとす

ると159g／cm2以上が異常となり，本研究の値とほぼ一

致する．

　2）TGAでのEp
　術後肺動脈狭窄が無い症例でEpが異常か否かを調

べた報告はこれまでに無かったが，今回の研究におい

て68％の症例に主肺動脈Epの高値を認めた．この肺

動脈Epの高値を来す要因としては，動脈スイッチ時

に肺動脈を前方へ移動させるので，肺動脈は伸展気味

であることや，術後の肺動脈ないし血管周囲の癩痕癒

着による硬化などが考えられる．

　肺動脈にパッチを充てた場合当然硬くなることが予

想される．動脈スイッチ手術で肺動脈にパッチを使用

した症例（Lecolnpte法3））と，補填物を用いない
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Pacifico法4｝で検討したが，肺動脈ステッフネスに関

して両群間に有意差を認めなかった．このことはパッ

チの存在が直接肺動脈ステッフネスの高値をもたらし

ている可能性は少ないことを示唆する．但しPacifico

群に関しては，カテーテルまでの術後経過時間が短く，

今後さらに検討が必要である．

　3）Ep高値の臨床的意味

　今回，肺動脈ステッフネスと右室圧，肺動脈圧の間

に正の有意な相関を認めた．心房中隔欠損患児におい

て，肺血流量が増え肺動脈の拡大が存在しても内圧が

正常であるのは，肺動脈の伸縮率が良好であることに

よると言われている］3）．本態性高血圧や冠動脈疾患患

者においては，粥状硬化が進行するほど大動脈のEp

が上昇するという報告がある14）15）．またMarfan症候

群においては大動脈の中膜嚢状壊死，中膜弾性線維の

断裂，減少，線維化が認められるが，これら患者で大

動脈のEpが上昇していたという16）．動脈スイッチ術

後の症例では心拍出量は正常で，肺動脈血流も正常で

あるが，肺動脈の伸展や疲痕癒着によりステッフネス

が上昇し，そのことにより肺動脈収縮期圧の上昇をき

たす症例があると言える．

　逆に，もともと肺高血圧があり，肺動脈圧の上昇に

伴って血管壁の肥厚とステッフネスの上昇をきたした

という可能性もあろう．Azizら12）は，　d－TGA　I型症例

の術前の右肺動脈Ep値は正常だが，　II型では肺動脈

圧上昇に伴い血管が硬化してくると報告している．肺

高血圧症例においては，中膜の肥厚による伸縮率の低

下によりEpは正常より高値を示すことが知られてい

る2）．肺高血圧症例の肺動脈の壁厚は，正常の2倍を示

すという報告も見られる’8）．本研究では肺血管抵抗は

1．7＋0．8Wood単位・m2であり，肺血管抵抗4Wood単

位・m2以上の上昇例は1例（3％）のみであった．肺

高血圧症でEpが高値を示すという報告2）は肺血管抵

抗が平均で4単位・rn2以上であり，本研究での肺血管

抵抗の値を考えると，肺高血圧に起因するEpの上昇

の可能性は少ない．しかもTGA　II型や両大血管右室

起始症で術後Epが高値であるという傾向もなかっ
た．

　動脈スイッチ手術後に肺動脈のステッフネスが上昇

していると，同じ血液量が通過する場合に後負荷がか

かり，駆出する側の右室への影響が考えられた．後負

荷増大の右室への影響としては，一つは肺動脈弁狭窄

症に類似した影響が考えられる．正常大血管関係の肺

動脈弁狭窄症例では，右室拡張末期容積は正常で，右
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室駆出率は上昇すると報告されている’9）．後負荷増大

が軽度であれば，右室駆出率が上昇する可能性がある．

もう一つは後負荷が強度になれば，逆に右室不全とな

ることが予想される．しかし今回の研究では，動脈ス

イッチ手術後症例では，主肺動脈Ep値と右室機能特

性の間には有意な相関は得られなかった．これは肺動

脈圧上昇の程度が軽く，手術後の経過年数が比較的短

い為であるかもしれない．さらに長期にわたり観察す

れば右室機能特性に変化が現れる可能性もあり，今後

のフォローアップが必要である．

　今回の検討では，Epを主肺動脈，左右肺動脈に分け

て計算した．本来肺動脈ステッフネスとは，主肺動脈

から末梢肺動脈までの全体の血管の硬さを計算すべき

であろう．Y字の形をした血管のEpが部位によって

異なる場合，右室の後負荷に複雑に影響すると思われ

る．但し，今回の検討では，右室圧や肺動脈圧とEpの

関係に於いて，測定した血管の部位によって結論が異

なることはi無かった．

　　　　　　　　　　結　　語

　1）動脈スイッチ手術後遠隔中期において，肺動脈狭

窄を認めない症例の68％で主肺動脈のステッフネスが

上昇していた．

　2）肺動脈Ep高値は，少なくとも遠隔中期には右室

機能特性に影響を及ぼしていなかった．

　3）肺動脈Epと右室圧，肺動脈圧との問に有意の正

の相関を認めた．

　本稿の要旨は，第30回日本小児循環器学会総会にて報告

した．

　　　　　　　　　　文　　献

　1）桃井伸緒：動脈スイッチ手術後の肺動脈狭窄に対

　　　する経皮的バルーン肺動脈形成術の効果　伸縮率

　　　との関連について　．日小循誌　1993；9：451

　　458
　2）Jarmakani　JM，　Graham　TP，　Benson　DW，　Can・

　　cet　RV，　Greenfield　JC：　In　vivo　pressure－radius

　　relationships　of　the　pulmonary　artery　in　chil・

　　dren　with　congenital　heart　disease．　Circulation

　　　l971；43：585－592

　3）Lecompte　Y，　Zannini　L，　Ilazan　E，　Jarreau　MM，

　　Bex　Jp，　Tan　Viet　Tu，　Neveux　JY：　Anatorni－

　　cal　correction　of　transposition　of　the　great

　　arteries．　New　technique　with（〕ut　the　use　of　a

　　prosthetic　conduit．　J　Thorac　Cardiovasc　Surg

　　1981；82：629－631

　4）Pacifico　AD，　Stewart　RW，　Bargeron　LM：

　　Repair　of　transposition　of　the　great　arteries

　　with　ventricular　septal　defect　by　ar】　arteria1

Presented by Medical*Online



442・『一（40）

　　　s、vitch　operation．　Circulation　l983；68：II－49

　　　11－55

5）Imai　Y，　Takanashi　Y，　HoshiIユo　S，　Nakata　S：

　　　The　ecluille　pericardial　valved　collduit　and　cur－

　　　rent　strategies　for　pulmonary　reconstruction．

　　　Semin　Thorac　Cardiovasc　Surg　1995；7：／57．

　　　161

6）Werl／ovsky　G，　Hougen　TJ、　Walsh　EP，　Sholler

　　　GF，　Colan　SD，　Sanders　SP、　Pamess　IA，　Keane

　　　JF、　Mayer　JE、　Jonas　RA，　Castaneda　AR，　Lang

　　　P：　］N・lidteri’n　results　after　the　arterial　switch

　　　operation　for　transpositiolユof　the　great　arteries

　　　、vith　intact　vel／tricular　septum：　Clinical，

　　　hemodynamic，　echocardiographic，　and　electro－

　　　physiologic　data．　Circulation　l988；77：1333

　　　1344

7）Yamaguchi　M，　Hosokawa　Y，　Imai　Y，　Kuros．

　　　awa　H，　Yasui　H，，　Yagihara　T，　Okamoto　F，

　　　Wakaki　N：Early　and　midterm　results　of　the

　　　a「te「ial　switch　operati（．）n　of　the　great　arteries　irl

　　　Japan．　J　Thorac　Cardiovasc　Surg　l990；2：261

　　　　　269

8）Lupinetti　FM，　Bove　EL、　Minich　LL：

　　　Intermediate－ternユ　survival　arld　functional

　　　results　after　arterial　repair　for　transposition　of

　　　the　great　arteries．　J　Thorac　Cardiovasc　Surg

　　　l992；103：421　　427

9）Zeevi　B、　Keane　JF，　Perry　SB、　Lock　JE：　Bal－

　　　loon　dilatation　of　postoperative　right

　　　ventricular　outfl（）w　obstractions．　J　Am　Coll

　　　Cardiol　1990；14：40］一一408

10）Nakanishi　T，　Matsumoto　Y，　Seguchi　M，　Nak－

　　　azawa　M，　Imai　Y，　Momma　K二Balk）on　angio－

　　　plasty　for　postoperative　pし111nonary　artery

　　　stenosis　ill　transposition　of　the　great　arteries．　J

　　　AIn　Coll　Cardiol　1993；22：859・－866

11）Nakarlishi　T，　Momoi　N，　Satoh　M，　Yamada　M，

　　　Terada　M，　Nakazawa　M，　Momma　K、　Imai　Y：

　　　Growアth　of　the　ne（．）pulmonary　valve　annulus

　　　after　arterial　switch　operation　in　transposition

［本小児循環器学会雑誌　第13巻　第3号

12）

13）

14）

15）

16）

］7）

18）

19）

of　the　great　arteries．　CircLilation　1996；94（Suppl

II）：II－27．　II－3ユ

Aziz　KU，　Nantion　MA，　Kidd　L，　Moes　CA，　Rowe

RD：　Variation　in　the　size　and　distelコsibility　of

the　pulnnonary　arteries　in　d－transposition　of　the

great　arteries．　Am　J　Cardiol　l976；38：452　457

11eath　D，　DuShane　JW，　Wood　EH：　The　struc－

ture　of　the　pulnior）ary　truIlk　at　different　ages

and　in　cases　of　pulmonary　hypertension　and

plllm（ハnary　sten〔）sis．　J　Pathol　Bacterio1　1959；

77：443　　456

1snard　RN，　Panrユier　BM，　Laurent　S，　London

GM、　Diebold　B，　Safar　ME：　Pulsatile　diameter

and　elastic　nユodulus　of　the　aortic　arch　ill　essen－

tial　hypertension．　A　nollinvasive　study．　J　Am

Coll　Cardiol］989；13：399－405

Hirata　K，　Triposkiadis　F，　Sparks　E，　Bowen　J，

Wooley　CF，　Boudoulas　H：The　Marfan　syn－

drorne：Abnorrnal　a（・）rtic　elastic　properties．　J

Am　Co11　CardioI　1991；18：57　　63

Hirai　T，　Sasayalna　S，　Kawasaki　T，　Yagi　S：

Stiffness　of　systenlic　arteries　in　patients　with

myocardial　infarction．　A　noninvasive　method

to　Predict　severity　of　coronary　atherosclerosis．

Circulation　1989；80：78　　86

Sievers　HH，　Lange　PE，　Aresman　FW、　Radley－

Smith　R，　Yacoub　MH，　Ilarms　D，　Ileintzen　PII，

Bernhard　A：Influence　of　two－stage　anatomic

correction　on　size　and　distensibility　of　the　ana．

tolnic　pLl11nonary／functional　aortic　root　in

patients　with　simple　transposition　of　the　great

arteries．　Circulati（ハn　1984；70：202　　208

Boughner　DR，　Roach　MR二　Etiology　of　pulmo－

nary　artery　dilatation　and　hilar　dance　in　atrial

septal　defect．　Circulation　1971；28：415．－425

Nakazawa　M，　Marks　RA，　Isabel－Jones　J，　Jar－

Inakani　JM：Right　and　left　ventricular　vol－

Llme　characteristics　in　children　with　pulmorlary

stenesis　and　intact　ventricular　septum．　Circula－

tiorl　1976；53：884　　890

Presented by Medical*Online



平成9年5月1日 443－（41）

Mechanical　Properties　of　Pulmonary　Arteries　after　Arterial　Switch

　　　　　　　　Operation　in　Transposition　of　the　Great　Arteries

　Hirohide　Kobayashi，　Toshio　Nakanishi，　Nobuo　Momori，　Morihiro　Sato，

Makoto　Nakazawa，　Masatsugu　Terada，　Yasuharu　Imai　and　Kazuo　Monma

　　Departrnent　of　Pediatric　Cardiology　and　Pediatric　Cardiovascular　Surgery，

　　　　　　　　　Heart　Institute　of　Japal〕，　Tokyo　Women’s　Medical　College

　　　This　study　determined，　first，　the　stiffness　of　the　pulnユonary　arteries（PA）and，　second，　the

relationship　between　the　stiffness　of　the　PA　and　the　right　heart　characteriscs　in　40　patients　with

complete　transposition　after　an　arterial　switch　operation　who　had　no　postoperative　pulmonary

arterial　stenosis．　Cardiac　catheterizations　were　performed　46±21　months　after　the　operation．

Indexes　of　pulmonary　arterial　wall　stiffness，　percent　change　in　the　radius　during　a　cardiac　cycle

and　the　pressure－strain　elastic　modulus（Ep），　were　calculated　from　the　pulmonary　arterial

pressure　and　radius　measured　from　a　cineangiogram．　Ep　of　the　main　PA　was　186±107　g／cm2

and　the　value　was　abnorlnally　high（＞120　g／cm2）in　27　patients（68％）．　There　was　no　significant

correlation　between　Ep　of　the　main　PA　and　right　ventricular　function　parameters，　including　right

ventricular　end　diastolic　volume　and　ejection　fraction．　The　right　ventricular　and　PA　systolic

pressures　were　36±8and　30±8mmHg，　respectively．　There　was　a　significant　correlation

between　Ep　and　the　right　ventricular　and　PA　pressures．　The　increased　stiffness　of　the　pulmonary

artery　may　result　in　increased　pulmonary　systolic　pressure　in　patients　without　pulmonary

stenOSIS．
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