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Ⅲ．基礎

小児循環器領域における循環生理学の基礎
─圧容積関係から見た血行動態の解釈─
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Basic Concepts of Circulatory Physiology in Congenital Heart Disease: A View From
Pressure-Volume Relationship
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Hemodynamic abnormalities of congenital heart disease (CHD) are caused by a complex interaction between heart and
vessels, of which the structure and/or function are often fundamentally different from those in normal circulation. In
addition, the structure and/or function of the heart and vessels could drastically be altered with disease progression and
therapeutic interventions, including medications, catheter interventions, and surgery. Therefore, to better understand the
pathophysiology of CHD hemodynamics and thereby to maximize the treatment effects, we have to overlook the
hemodynamic status of CHD as the combined effects from the heart and vessels (i.e., systolic and diastolic function, preand after-load status, or heart rate), while evaluating each element separately. For this purpose, the pressure-volume
relationship provides the best tool by allowing heart properties to be separately quantified from vessel properties and
loading status. Heart properties and vessel properties can be coupled to predict net cardiac performance and hemodynamics.
In this article, we ﬁrst summarize the basic concepts of the pressure-volume relationship to help all pediatric cardiologists
and cardiovascular surgeons understand its usefulness. We then show how we should apply this theory to complex heart
disease in children for the better management of patients in the clinical setting, including in the bedside setting. We hope
that every physician engaged in pediatric cardiology will make the most of the pressure-volume relationship to maximize
the patient s quality of life throughout the treatment of congenital heart disease.
要

旨

元来，心筋の収縮拡張は負荷に依存し，負荷の変化に対する心筋挙動は心筋の特性によって変化する．小児
循環器領域で扱う疾患は，この基本的心臓生理に心血管構造異常が上乗せされ，実に多様な血行動態を呈する．
したがって，その治療にあたっては，血行動態を正しく把握するのが大前提であり，さらにそのうえで，その
血行動態を形成する要因は何かを正しく理解しなければならない．心室圧容積関係は，小児循環器疾患の治療
におけるこの基本事項を抑えるために有用かつ必須の概念であり，この概念を無視しての循環の理解は不備な
ものである．血管狭窄を Balloon 拡大して同じ圧差の減少を得ても，血行動態の変化は一様ではない．このこ
とが手に取るように理解できる小児循環器科医でなければならないことを，本稿で理解していただければあり
がたい．
心筋の拡張・収縮の異常が織りなす多様な病態が含ま

はじめに

れる1）．さらにこの病態は薬物療法やカテーテル治療，

小児循環器領域で遭遇する循環異常や心不全には先

手術により劇的に変化する2, 3）．したがって，これら

天的な心血管形態異常に伴う前負荷・後負荷の異常と

の症例に適切な治療を行うには，負荷条件と心室自体
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Fig. 1 The schema of “Rubber Ball”, as a model of heart and its loading

の収縮能・拡張能を適切に識別して評価することが必

口の締め具合が同じであっても出ていく水の量や圧力

須であるが，同時にそれらの相互関係を理解し，その

は変化する．心筋自体の特性はこのゴムまり素材の特

結果として具現化された循環として俯瞰的に捉えるこ

性にあたり，収縮する時と拡張する時にそれぞれの心

とも必要である．このような背景のもと，心室圧容積

臓で異なった性質を持つ．どのくらい強く収縮できる

関係は心臓機能と負荷条件を個別に評価することが可

か（収縮性），どのくらいやわらかく拡張して水を受け

能であり，かつ，それらの統合関係を同一 dimension

入れられるか（拡張性）というゴムまりの特性はおのお

で論じられる点で先天性心疾患の循環動態評価に極め

ののゴムまり固有の特性であり，負荷とは直接関与し

て有用な方法である．

ない．しかし，臨床の中で通常評価する心臓の収縮の

そこで本稿では，小児循環器病治療の一助となるよ

程度（駆出率など）はこの特性を見たものではなく，い

う，心血管血行動態を把握する際に基礎となる心室圧

わばゴムまりの 縮み具合 であり，前負荷，後負荷に

容積関係について概説し，さらにそれを実際の臨床で

依存した 見た目の心臓の動き である．

どのように応用し治療とリンクさせていくかを解説し
2．心室圧容積関係

たい．
心室圧容積関係
1．心筋負荷依存性
心臓は収縮・拡張を繰り返すことにより組織に血液

心室圧容積関係は上記のゴムまりのアナロジーをよ
り定量的に表現したものである．心臓収縮・拡張中の
心室圧と容積の変化を同時にプロットすると Fig. 2A
のように左回りの loop を描く
（pressure-volume loop：

を送り届けるが，心筋の特性としてその挙動は心筋に

PV loop）
．この関係が心室圧容積関係である．この関

かかる負荷に依存する．この関係は心臓をゴムまりに

係における拡張末期容積（点 A）が，心臓をどのくらい

例え，ゴムまりを水で満たし，ピンチコックのついた

満たすか（ゴムまりをどのくらい膨らませるか）を表す

蛇口から水が出ていくアナロジーで考えるとわかりや

前負荷
（Fig. 2A ①）とこのときの心室圧を示す．一方，

すい
（Fig. 1）．この場合，前負荷にあたるのがゴムま

心臓の後負荷は，収縮末期
（点 B）圧と 1 回拍出量の比

りに満たされた水であり，後負荷にあたるのが蛇口で

（ 単 位 体 積 の 拍 出 に 必 要 な 圧； 実 効 動 脈 elastance：

ある．蛇口からの水の出具合
（心拍出量や血圧に相当）

Ea 4））で表すことができ，蛇口の閉め具合に相応する

やゴムまりの縮み具合
（見た目の心臓の動きに相当）
は

（Fig. 2A ②）
．後負荷が上昇すれば（蛇口が閉まれば）
，

同じ性質のゴムまりを使用しても，満たされた水の量

拍出や見た目の動き
（ゴムまりの縮み具合）が減り，心

や蛇口の開き具合に依存して変動するし，ゴムまり素

室内圧は上昇し，Ea の傾き上昇として捉えることが

材の収縮性が変化すれば，同じ量の水で満たされ，蛇

できる
（Fig. 2A 破線② ）
．逆に後負荷が下がれば，Fig.

平成23年３月１日
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Fig. 2 Pressure-Volume relationship
A :The PV loop associated with preload and afterload
① : End diastolic volume as indicator of Preload,
② : Arterial elastance (Ea) as an indicator of afterload
B :	The PV loop associated with intrinsic cardiac properties, Ees and
diastolic stiffness
③ : End systolic elastance (Ees) as a marker of cardiac inotropic
state. This relation is called end-systolic pressure-volume
relationship (ESPVR).
④ : Diastolic stiffness as a marker of diastolic function, determined
by lusitoropic state of the ventricle. This relation is called enddiastolic pressure-volume relationship (EDPVR)
C :Ventricular-arterial coupling
	One PV loop is determined by specific cardiac function, Ees and
stiffness, and by specific loading status, Ea and EDV.
⑤ : Cardiac output as a result of ventricular-arterial coupling

2B ③ ）
．さらに，前負荷の変動に対して PV loop の拡張

2A 破線② のように Ea の傾きが低下する．
さらに負荷条件を急性に変化させたとき，たとえば
下大静脈を一過性に閉塞して前負荷を減少させると

，

5, 6）

末期点
（点 A）は曲線的に変化し，この関係を拡張末期
圧容積関係
（end-diastolic pressure volume relationship：

この loop は連続的に収縮期，拡張期とも容積が小さ

EDPVR）
という（Fig. 2B ④）．この関係は，ある拡張末

くなる
（Fig. 2B）．このとき収縮末期の点 B は前負荷

期容積をどのくらいの充満圧で保持できるかを示し，

の変動に対して概ね直線的に変化し，この関係を収縮

すなわち心室の拡張特性
（ゴムまり素材の拡張特性）

末期圧容積関係
（end-systolic pressure volume relationship：

を示し，
拡張能が良いほど傾きは低下する
（Fig. 2B ④ ）
．

ESPVR）といい，傾きを収縮末期 elastance（Ees）と呼

このように，心室圧容積関係を用いることで，負荷

ぶ（Fig. 2B ③）7-9）．Ees は前負荷・後負荷とはほぼ独立

条件と心室収縮，拡張能を個別に評価できる．さらに

した心室の収縮特性を示し，ゴムまり素材自体の収縮

実際の循環はこれらの要素が種々に変化した統合関係

特性に相応する．Ees はある収縮末期容積に対してど

の結果であり，前負荷，後負荷，収縮性，拡張性に応

のくらいの収縮期圧を発生させられるかを示してお

じて，それぞれ拡張末期容積，Ea，Ees，心室拡張性

り，収縮性が増せば，同じ容積でも高い圧を発生する

（stiffness）が存在し，PV loop が決定し，見た目の心臓

ことができ，傾きの増加として捉えることができる
（Fig.

の動き，一回拍拍出量，血圧が決定されることになる
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Fig. 3 Low output and PV loop
The change in contractility (left), preload (middle), afterload (right) affect the PV loop,
systolic pressure and cardiac output.

（Fig. 2C）
．このような関係を心室血管統合関係

容積関係である．双方とも心室は拡大し，駆出率は

（ventricular-vascular relationship）と呼び，直面している

30 〜 40％に低下しているが，患者 A では Ees は低下

病態，すなわち 実情 がどのような負荷条件や収縮・

しているのに対し，患者 B では Ees は，むしろ高値

拡張特性により形成されているかという，
循環の 内情

を示している．患者 B の Ees 高値を収縮性増加と表

を推定することが可能である．この内情が理解できる

現しても誤りではないが，Ees が圧を容積で除したエ

と自ずと問題点が明確化し適切な治療と直結する．た

ラスタンス，すなわち 硬さ の単位を持つ指標である

とえば，同じ血圧が低いという状態でも Fig. 3A のよ

ことを考えると，この患者の Ees は，心室収縮期硬度

うに収縮性低下が本態であれば強心薬の投与が本質的

の増加（硬い心室）と捉えることもできる．実際に強心

治療となり，さらに適正な後負荷軽減は，相乗的に心

剤で Ees が上昇し，収縮性が増加するときに心室はよ

拍出を増加させることができることがわかるが，Fig.

り硬くなっているわけである．これらの心不全患者に

3B のように前負荷低下が本態であれば，血圧が低い

おいて，心不全治療として後負荷軽減を考えると
（赤

からといって強心薬を投与したり，
昇圧薬
（血管収縮薬）

線 Ea）
，患者 A では Ees の低い分，Ea の低下に伴い

を投与することは本質から外れた治療であり，単に水

それなりの心拍出増加が見込まれるが（両矢印①），患

分負荷を増やせばよいことが明瞭に理解される．
また，

者 B では，Ees が高いため，さほど多くの拍出増加が

Fig. 3C のような病態では，見た目の心臓の動きは低

得られない
（両矢印②）のが予測できる．さらに，Ees

下して心拍出も低下しているが，病態の本質は後負荷

傾きが急峻な分，少しの後負荷軽減でも血圧の低下が

上昇であり，強心薬の投与は，見た目の動きや心拍出

大きく（両矢印③），その投与は慎重に行わなければな

は改善しても血圧上昇を招き，本質から外れた治療で

らないこともわかる．また，患者 A では，Ees の傾き

ある．適正な治療は，後負荷軽減
（動脈拡張）であり，

が低下しているため，ほんの少しの後負荷増加が多大

強心薬なしで，見た目の動きの改善と心拍出の増加が

な心拍出低下を招くことがわかり，この患者における

得られることがわかる．

後負荷管理の重要性が一目瞭然に理解できる．さらに，
心不全治療として強心薬の投与を考えた場合
（青線

3．負荷変動や収縮性変動に対する循環変化の予測

Ees）
，患者 A では，収縮性増加に対し期待される心

心室圧容積関係を用いると， 内情 の織りなす種々

拍出量増加は大きいが（両矢印④），患者 B では，も

の 実情 の病態本質を捉えることができ，適正な治療

ともとの Ees 傾きが急峻な分，強心薬投与で期待され

を行えることを示したが，Ees や Ea で示される 内情

る心拍出増加はごくわずかである（両矢印⑤）．それど

に包含される生理を理解すると，動的な循環生理の理

ころか，Ees のさらなる増加は，血圧の著しい上昇を

解のためにさらに有用な情報を得ることができる．

引き起こし（両矢印⑥），この患者の心室にとっては過

Fig. 4 は，ともに心不全で入院した患者の左心室圧
平成23年３月１日
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Fig. 4 The prediction of Blood pressure and Cardiac output by PV loop

容積関係を理解すると，内情の変化のみならず，負荷

圧や運動時高血圧が児の予後に影響を与えることが知

変化に対する心拍出量の変化や血圧の変動，収縮性変

られている．これまで，この原因は血管硬度やその反

化に対する心拍出量の変化や血圧の変動を予測するこ

応および調節異常，あるいは修復状態が病態の中心で，

とができ，きめ細やかな循環管理が可能となる．

主として血管の問題であると考えられてきた．しかし

さらに本稿では詳細は割愛するが，この心室圧容積

心室圧断面積関係を用いると血管側の要素だけではな

関係は心臓内圧と拍出する容積の関係を扱うことか

いことが明確となる．Fig. 5A にコントロールとして

ら，その面積は外的な仕事やエネルギーとの変換が可

の小短絡心室中隔欠損症と大動脈縮窄症症例の心室圧

能10） で，酸素消費からみた収縮効率の良否など心室

断面積関係を示した14）．コントロールの心室圧容積関

エネルギー効率を考慮した心不全評価，治療にも役立

係と比較し，大動脈縮窄術後症例では血管壁硬度の上

つ11）．

昇としての Ea の上昇のみならず，心室壁収縮期硬度
としての Ees も上昇しており，両者がこの症例におけ

先天性心疾患における心室圧容積関係の応用

る血圧上昇に寄与していることがわかる．コントロー

心室圧容積関係は循環動態を適切に評価する上で非

ルと同等の心室硬度を仮定して大動脈縮窄症における

常に有用であることを述べたが，実際の検査では連続

血圧上昇を分析すると，本疾患群の高血圧には心室硬

的心室容積測定が不可欠である．小児，特に先天性心

化が約 60％，血管硬化が約 40％の割合で影響してい

疾患においては心室形態の特殊性や小さな体格などが

ることが判明した14）．この症例において，dobutamine

妨げとなり，心室圧容積関係を構築することは困難と

負荷を行うと，Ees，Ea ともにさらなる上昇を来たし，

考えられていた．われわれは，心室容積の代わりに超

その反応の程度は control に比して過剰であり14），結

音波検査による AQ 法を用いた心室圧断面積関係を用

果として血圧は著しく上昇する（Fig. 5B）．さらに，こ

いることにより心室収縮・拡張能が評価できること，

の患者における運動時の PV loop を想定すると，運動

さらに後負荷の指標としての Ea も同じ次元で妥当かつ

時には一般に前負荷が確保されることから，Fig. 5B 破

信頼性の高い評価ができることを示してきた 2,

線で示したようになることが予測され，運動時血圧は

．

12, 13）

この心室圧断面積関係を用いることにより，小児心疾

200 mmHg を超えることが容易に推察でき，心室硬度

患の循環動態・病態をどのように理解し，問題を解決

の上昇は，血管壁硬度の上昇とともに本疾患術後の運

し得るかを一部紹介する．

動時高血圧にも深く関与していることが理解されよ
う．さらに，これらの結果を踏まえて大動脈縮窄術後

1．大動脈縮窄症術後の心室圧容積関係
大動脈縮窄症では大動脈を修復した後も遠隔期高血
30

高血圧症の治療を考えると，血管のみならず心室の
reverse remodeling を促す治療（たとえばカルシウム拮
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Fig. 5 The differences in ventricular-vascular coupling between
post operative CoA and control
volume
subject
A : Elevation of Ees / Ea and resultant elevation of BP were observed in patients with CoA
B : Dashed line indicates predicted Pressure-Area loop during exercise (details in text)

抗薬）
が有効であることがよくわかる．

識することが可能であり，特定の介入に対する反応の
強さや傾向を知ることができるが，われわれの日常臨

2．Catheter intervention 前後における心室圧容積関係

床においては，常にカテーテル検査によって PV loop

冒頭で述べたように intervention 前後では負荷条件

を描くことができるわけではなく，またその必要もな

や，状況によっては心機能も変化するため，その血行

い．ベッドサイドでも種々の身体所見やバイタルサイ

動態変化は複雑である．しかし心室圧容積関係を考慮

ン，胸部 X 線写真や超音波検査を駆使して，その PV

することにより適応や予測される効果を明確に想定す

loop を予測構築し，それを構成する Ees，Ea，EDV，

ることが可能となり，多種多様な局面できめ細やかな

diastolic stiffness をイメージして循環管理を行うこと

判断に貢献する．たとえばファロー四徴術後ではしば

が可能である．以下に，その考え方につき実際の症例

しば肺動脈狭窄を認めるが，その治療適応には狭窄前

をもとに概説する．

後圧較差や形態的狭窄の程度が用いられていることが
多い．しかしながらわずかな圧較差を伴う肺動脈狭窄

1．血圧と心臓の動きからの推定

でも，狭窄を解除することにより循環動態が著しく改

心室圧容積関係は圧と容積を扱ったものであること

善する症例もある．Fig. 6 に術後心不全管理に難渋し

から，血圧と心臓の動き・大きさからおおよその loop

た残存左肺動脈狭窄を伴うファロー四徴の右心室圧断

を想定することが可能である．29 週 900 g で出生した

面積関係を示す．左肺動脈圧較差は 20 mmHg 程度で

超低出生体重児の動脈管開存結紮術後，心不全を呈し

右室圧も 40 mmHg 程度であったが，本症例では Ees

た症例を Fig. 7 に示す．本症例は，術後に駆出率が

の傾き低下で示される右室収縮性低下があり，Fig. 4

45％と低下し，心拡大持続，尿量の減少する状態であっ

で議論したように，わずかな後負荷軽減も心拍出に良

た が， 血 圧 は 収 縮 期 圧 87 mmHg と 高 め を 呈 し た．

い影響を与えることが明確に予測される．実際に当患

Fig. 7A は動脈管開存症による容量負荷が過剰で，見

者は Balloon 治療により循環および右室壁運動の改善

た目の心臓の動きは良好であり，血圧は保たれている

を認め，治療は有効であった．カテーテル治療や手術

術前の状態を推定した圧容積関係であるが，術後は血

の適応評価に際して圧較差や形態診断は重要な情報で

圧が上昇し，見た目の心臓壁運動が低下しているため

あるが，
真に必要な介入であるかどうかは個体ごとに，

Fig. 7B の loop が想定される．このような loop をイメー

心機能ごとに異なるはずであり，介入適応の科学的根

ジすると動きが悪い本態は収縮性低下ではなく，Ea

拠としても心室圧容積関係の理解は重要である．

上昇で示される後負荷上昇であることが容易に推察で

ベッドサイドで診る心室圧容積関係
これまで述べてきたように，実際に PV loop を描き，
圧容積関係を評価すると心機能，負荷状態を明確に認
平成23年３月１日

きる．したがって，この症例の治療には強心薬は必須
ではなく，血管拡張薬を用いて後負荷を軽減すること
により（矢印）心拍出量を増加させることができる．一
方，この症例の血圧が術前と同程度であった場合，
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with pulmonary stenosis
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explain the PV loop with high BP and low
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was observed as predicted before intervention.
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Fig. 7 The schema of PV loop in PDA
A : PV loop of the symptomatic PDA
B : PV loop of postoperative PDA with increased afterload
C : PV loop of post-operative PDA with increased afterload and decreased contractility

PV loop は Fig. 7C のように想定され，後負荷上昇に

の変化や治療に対する反応性は，PV loop の想定にさ

加えて心収縮が低下した病態と判断できる．したがっ

らに有用な情報を提供する．具体例として，7 カ月時

て，治療は後負荷の軽減だけでなく，心収縮を改善す

に感冒に伴う呼吸不全から大動脈縮窄症が発見され，

ることも並行して行うのが効果的であることが理解さ

緊急の修復術を施行した症例を示す．術前，拡張型心

れる．

筋症様の著明な心拡大と駆出率の低下を認め，術後も
同様な所見が継続したが，本症例の特徴として利尿薬

2．負荷の変動や治療に対する反応性に基づく推定
血圧と心臓の動き・大きさからおよその PV loop が

や睡眠／覚醒による血圧の変動
（70 〜 120 mmHg）
が大き
いことが挙げられた．このような症例の心室圧容積関

想定されるが，臨床では常にその妥当性を検証しなが

係はどのように考えるべきであろうか．Fig. 8 に示し

ら診断・治療を進める．この過程において，負荷状態

たように正常の心室圧容積関係を破線で想定すると，
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V0’

Fig. 8 The PV loop with different V0 volume

本症例では見た目の壁運動低下および心拡大が著明で

3．拡張障害と心室圧容積関係

あることから，実線で示したような圧容積関係が描か

これまでは主に収縮・負荷連関を論じてきた．心室

れる．しかし一方で，著明な駆出率低下は①のような

圧容積関係に基づくと心室拡張能に対しても有用な情

低い Ees を想定しがちだが，容量変化による血圧変動

報を得ることができるが（Fig. 2）
，この関係をベッド

が大きいことや覚醒・睡眠などによる血管緊張度の変

サイドで思い描くのはなかなか難しい．それは，Fig.

動
（すなわち Ea の変動）に血圧変動が敏感であるとこ

9 破線の PV loop で示したように，われわれが観察で

ろから②で示したような Ees が高い，心室の硬い症例

きる血圧や心室の動きがまったく変わらない状態でも

と考えることができる．心拡大に伴う硬い心室
（大き

拡張能の変化が起き得るからである
（赤破線）
．実際に，

な Ees）
は V（
0 心室圧 0 mmHg のときの心室容積；心臓

先天性心疾患においても心室拡大や壁運動低下を認め

がとまった時に心室が本来持っている大きさに相当）

ることなく拡張が阻害される diastolic heart failure15）は

の増大を示唆し
（Fig. 8 における V0 ）
，心室 remodeling

存在し，心不全として認識されず放置されていること

が起きていることが理解できる．したがって治療の本

もあり得る16,

．さらに小児では diastolic heart failure

17）

質はこの remodeling の進行を抑え，改善することで

の症例に対して実際にカテーテルで心室圧測定を行っ

あり，時間を要する治療であることが治療戦略を立て

ても，安静時での拡張末期圧上昇が軽度であることは

る上で思い描けなければならない．動きの悪い心室に

しばし経験され，その診断を難しいものとしている．

対して強心薬を使用して拍出量を増加させるのではな

では，どのように拡張不全を捉えたらよいか．実際の

く，その使用は必要最低限とし，硬化した心筋と血管

症例を元に解説する．

に対して remodeling 抑制，改善を目的としたアンギ

症例は大動脈離断複合の児で，日齢 6 に大動脈再建

オテンシン変換酵素阻害薬やβ遮断薬，血管拡張薬を

の際に心停止をきたし緊急人工心肺下に心内修復術を

慎重に投与していく治療が適切と判断される．実際に

施行した．術後，呼吸器症状（wheezeing）のため長期

この症例は徐々に心拡大，心収縮が改善し 3 カ月の治

抜管困難であった．また dry side の水分管理で呼吸が

療ののち退院することができた．本症例では容量変化

安定する傾向があったが，利尿薬の効果が乏しく，結

や交感神経緊張による血圧の変動から Ees と V0 の変

果的に厳重な水分制限と大量の利尿薬を使用し管理し

動を予測したが，カテコラミン投与による心収縮性変

た．胸部 X 線写真では CTR 46％で心拡大を認めない

化に対する血圧変動や後述する腹部圧迫による前負荷

が，肺野はやや白い所見を認めた．超音波検査の左室

増大に対する血圧変動からも Ees，V0 の状態を窺い知

拡張末期径は 20 mm（正常予測値の約 79％），駆出率

ることができる．以上のように血圧と心臓の動き・大

は 68％で心収縮はおおむね良好で，僧帽弁の Doppler

きさ，負荷条件変動に対する反応から臨床的に整合性

inﬂow pattern は E<A，E/E は 12 であった．カテーテル

の高い PV loop を概ね推察することができる．

検査では大動脈弓に明らかな形態的狭窄や圧較差を認

平成23年３月１日
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EDPAR
Fig. 9 Diastolic dysfunction
PV loop in black line indicates control
patient, and PV loop in red line indicates
the patient with diastolic dysfunction.
Both loop shows same end-systolic
pressure, end-diastolic volume, and cardiac
output.

Area (cm2)
Fig. 10 Pressure-volume loop with abdominal compression in
diastolic dysfunction

めず，心室圧断面積関係
（Fig. 10）は Ees，Ea がとも

静時の心室拡張末期圧上昇は必ずしも顕著でないこと

に高く，心室収縮期，血管ともに硬いことが示唆され，

が多く，腹部圧迫により急速に前負荷をかけた際の拡

収縮期圧
（110 mmHg）
の上昇を認めた．しかしながら，

張末期圧変化の観察は拡張障害検出に非常に有効であ

定常状態での心室拡張末期圧は 10 mmHg と軽度高値

る．

を示したのみであった
（赤破線ループ）
．そこで腹部圧
迫による，一過性の前負荷増大の反応を調べると，

それでは，このような病態に対する治療はどのよう
に考えたらよいであろうか．残念ながら，現在のところ

EDPVR は急峻な右肩上がりの曲線を描き，拡張末期

迅速に拡張能自体（拡張期 Stiffness）を改善する薬剤は

圧 は 10 mmHg か ら 23 mmHg に 著 明 な 上 昇 を 認 め，

存在しないが，急性期には diastolic ventricular-ventricular

diastolic heart failure の診断を確定した．この症例では，

interaction に基づく右室 unloading が有効かつ早期に拡

胸部 X 線写真や超音波検査からはいわゆる収縮不全

張能全般を改善する重要な概念（Fig. 12）である．左右

に基づく心不全を疑う所見はなく，拡張障害を示唆す

の心室は中隔と共有し外層筋を共有し，心囊というひ

る特異的な超音波所見も乏しい．しかし臨床的にはわ

とつの囊で包まれている（Fig. 12A）
．したがって，右

ずかな水分負荷で呼吸障害が増悪する点，利尿薬に対

室からの圧迫が左室の拡張に少なからず影響を及ぼ

する反応が乏しい点は，
（呼吸器疾患が否定された状況

す．下大静脈閉塞中の最初の 1 − 2 心拍は，右心のみ

下で）容易にうっ血を引き起こす心不全と low output

が unload された状態であるため，このときの左室の

syndrome の存在を示唆するものである．心室拡張障

EDP の低下は，右心 unload の左室拡張に対する影響

害に起因する低心拍出量では，心拍出量維持のための

を直接に表す．実際，下大静脈閉塞中の最初の 1 − 2

代償機構による容量負荷が心室流入障害と相乗的に作

心拍の左室の PV loop は拡張末期容積を変えずに下方

用する．すなわち容易に拡張末期圧の上昇，心房圧上

に変位する
（Fig. 12B）
．この変化圧（Δ P）と EDP の関

昇をきたし，したがって収縮不全の有無にかかわらず

係を種々の先天性心疾患で検討すると，Fig. 12C のよ

肺うっ血を引き起こす病態であり，まさに本症例の臨

うになり，容積切片が 4 前後で，比例係数が約 0.4 の

床徴候と合致するものである．このような症例に対す

相関関係を示す．これは，とりもなおさず EDP が 4

る診断は，Fig. 11 に示したように，拡張不全に陥りや

mmHg 以上の約 4 割は右心の影響を受けているという

すい種々の背景因子や，臨床像，胸部 X 線写真，超音

ことを意味している．したがって，左室拡張障害に対

波検査，血液所見18）などから総合的に判断する必要が

する右室 unloading は，左室の preload を著しく損なわ

ある．確診が得られない場合には心室圧測定が必要に

ずに EDP を下げ得る有効な治療法である．過度の

なるが，本症例のように先天性心疾患術後症例では安

unloading は両心室に対する前負荷減少から急激な血
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Fig. 11 The schema of diastolic dysfunction : etiology and diagnosis
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Fig. 12 The schema of ventricular-ventricular interaction
A : Ventricular stiffness was influenced by the opposite ventricle.
B : EDPVR of LV was shifted downward by acute decrease of RV volume load
C : The relationship of LVEDP and the effect of LV de-stiffening by RV unloading
(Details in text)

圧低下や循環不全を惹起するリスクも内包しているた

生理解明にも貢献し，右室 unloading の有効性の科学

め，重症拡張不全に対する治療には十分な病態理解と

的根拠を示し，実際の臨床に欠かすことのできない論

緻密な循環管理体制が不可欠であるが，われわれは重

理的背景を形成している．

症例に対して塩酸コルホルシンダロバートを用いた静
脈拡張により EDP を低下させ肺うっ血を改善させる

まとめ

治療法にて良好な臨床経過を得ている
（Fig. 13）．この

これまで見てきたように，先天性心疾患に対する心

ように心室圧断面積関係の評価は拡張機能障害の病態

室圧容積関係に基づいた循環動態把握は心機能と負荷

平成23年３月１日
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after

CVP=14
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Fig. 13 The clinical efficacy of colforsin daropate hydrochloride for severe diastolic heart failure
The clinical improvement was observed with the dose of 0.05γof colforsin daropate
hydrochloride.

状態を個別に，かつ同一の dimension で統合して論じ
ることができる点で非常に有用である．そして心室圧
断面積関係を用いることにより小児症例においても必
要十分な循環動態の評価が可能となり，これまで解明
されなかった先天性心疾患の病態理解，さらにはきめ
細やかな循環管理に貢献することができる．日常の臨
床に際しては，実際に心室圧を測定せずともさまざま
な身体所見や検査データから目の前の症例の PV loop
を想定することが可能であり，患者状態の変化や治療
介入に対する反応から PV loop の変動を想定し，その
背景に在る心室収縮能，拡張能，後負荷の程度，負荷
状態の変動に対する血圧や心拍出量の変動を予測する
ことができる．小児先天性心疾患の管理は病態や血行
動態の多様性が種々の薬剤やカテーテル治療，手術に
も大きく修飾される複雑なものであるからこそ系統的
な評価と治療，
そして治療後の評価が不可欠であるが，
心室圧容積関係を念頭に置くことでなぜ治療が必要な
のか，なぜその治療を選ぶのか，治療がどこに効果が
あったのか，が明確となる．すべての先天性心疾患児
に対する循環管理が迷走することなく，客観性を持っ
た最善の選択であるために，ぜひとも習得していただ
きたい概念である．
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