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旨

　雑種成犬8頭にB－Tshuntを作製後，　PEEPをOcmH，Oより2cmH，Oごとに16cmH20まで付加し，

各時点での血行動態，短絡流量，動脈血ガスを測定し，PEEPの心血管系及びB－T　shuntに対する影響

を実験的に検討した．その結果，（1）心拍数，中心静脈圧，肺動脈圧は，それぞれPEEP　16cmH20，8

cmH20，6cmH20時にPEEP　OcmH20時と比較して有意（p〈0．05，　p〈0．05，　p＜0．01）な増加を示し

た．（2）大腿動脈圧，心拍出量，短絡量流は，それぞれPEEP　16cmH20，14cmH20，12cmH20時にPEEP

OcmH，0時と比較して有意（p＜0．05，　p＜0．05，　p＜0．05）な減少を示した．（3）短絡流量減少の機序と

しては，大腿動脈圧及び心拍出量減少による2次的効果が考えられた．（4）PaO2はPEEP　8cmH20よ

り有意（p＜0．01）な上昇がみられたが，pH，　PaCO2，　HCO3一には有意な変化はみられなかった．

　　　　　　　　　緒　　言

　Positive　end－expiratory　pressure（PEEP）は，従

来，低酸素血症に対する治療として使用されてきた

が1），その後，心血管系に及ぼす影響も徐々に解明され

る様になってきた2）～7）．

　近年，チアノーゼ性先天性心疾患に対して，新生児

期，乳児期早期にも慣例的に体一肺動脈短絡術が施行

される様になり8｝9），術後の呼吸管理においてもPEEP

を使用する場合が考えられるが，現在のところPEEP

の体一肺動脈短絡術に対する影響は充分に解明されて

きたとは言えない．

　そこで，今回我々は雑種成犬8頭にBlalock－Taus－

sig　shunt（BT　shunt）を作製後，　PEEPをOcmH20

より16cmH20まで付加し，その時の血行動態及び短

絡流量の変化を検討したので報告する．

　　　　　　　　　対象と方法

　1．実験操作

　雑種成犬8頭（9kg～16kg）を使用した．　Pentobar一
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bital　sodium　25mg／kg静脈内注射にて麻酔を行い，気

管内挿管後，FiO20．2，呼吸数20／min，1回換気量15

ml／kgの条件下に従量式人工呼吸器（アイカ社製，

Model　60）で調節呼吸とした．

　左大腿動脈，静脈から大腿動脈圧ライン（FAP）中

心静脈圧ライン（CVP）を確保した．右外頸静脈より

6F　Barman　angiocatheterを肺動脈まで挿入し，肺動

脈圧ライン（PAP）とした．右第4肋間側方開胸にて，

右肺動脈及び右鎖骨下動脈を露出，剥離した．両血管

の端側吻合を6－0プロリーン糸にて行ないB－T

shuntを作製した．

　上行大動脈，B－T　shuntに電磁流量計プローブを装

着した．

　2．血行動態の測定及びPEEPの付加方法

　血行動態の指標は，心拍数（HR），　CVP，　PAP，　FAP，

COで多用途プリアンプ装置（日本光電社製，　RMP－

6018）にて記録した．心拍出量（CO），短絡流量（SF）

を電磁流量計（日本光電社製Model　MVF　2100）にて

測定した．なお心電図を第II誘導で記録した．

　PEEPはPEEP補助装置（アイカ社製）を人工呼吸

器回路末端に装着し，OcmH20より2cmH20ごとに約

Presented by Medical*Online



　4g2－（126）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日小循誌　5（3），1990

5分間隔で16cmH，Oとなるまで付加していき，その　　有意差検定はステユーデントt一検定で行い，危険率

時の血行動態，SFを記録した．　　　　　　　　　　　　5％未満（p＜O．05）を有意差ありと判定した．

　各測定値は平均値±標準偏差（Mean±S．D．）で示し，

　　　　　　　　　　　　　　　　表1　PEEPによる血行動態，　shunt　flowの変化の一覧

＼PEEP（cmH20）

血行動態の指標

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Heart　Rate
　　（beats／min） 78±13 80±12 80±14 82±13 84±15 87±17 91±17 94±17 96±16

CVPmean
　　（㎜Hg）

5．5±0．8 5，6±0．8 5．9±1．0 6．4±1．3 6．9±1．5 7．9±1．5 9．1±2．0 10．8±1．9 12．3±1．8

FAPsystole
　　（mmHg）

149±23 150±23 148±25 147±27 143±28 137±30 126±32 112±34 101±38

FAPdiastol
　　（mmHg）

100±15 98±15 96±14 94±16 91±17 86±17 77±16 68±20 60±23

PAPsystole
　　（mmHg）

30．8±2．5 32．6±2．4 332±2．6 34．5±2．2 35。1±2．4 36．3±2．2 38．5±3．2 40．5±2．7 42．0±4．0

PAPdiastole
　　（mmHg） 1L6±2．3 12．1±2、5 12．5±2．8 12．7±3．0 13．3±3．0 14．0±2．8 15．3±3．0 17．1±2．8 18．9±3．0

Cardiac　Output
　　（L／min）

1．47±0．31 1．44±0．32 1．38±0．36 1．31±0．44 1．30±0．44 1．18±0．44 1．16±0．40 0．99±0．31 0．78±022

Shunt　Flow
　　（ml／min） 383±73 379±71 371±72 365±73 352±71 330±61 294±60 269±55 231±60
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図1　PEEP付加による血行動態・shunt　flowの変化のi例－T一
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　　　　　　　　　　結　　果

　実験中，心電図にはPEEPによると思われる有意な

変化は認められなかった．

　各実験のPEEPによる血行動態（HR，　CVP，　PAP，

FAP，　CO），　SFの変化を表1に示した．

　その中の典型的な変化を来した1例を図1に示し
た．

　HRは，　PEEP付加によりPEEP　OcmH20時78±13

beats／minからPEEP　16cmH20時96±16beats／min

と有意（p＜0．05）な増加を示した．

　中心静脈平均圧（CVP　mean）はPEEP　OcmH20時

5．5±0．8mmHgから8cmH20時6．9±1．5mmHgへ
と有意（p＜0．05）な上昇がみられ，以後各時点で有意

（p〈0．01）な上昇がみられた（図2）．肺動脈圧（PAP）

は，PEEP　OcmH20時30．8±2．5mmHgから6cmH20

時34．5±2．2mmHgへと有意（p＜0．05）に上昇し，以

後各時点においても有意（p＜0．05）な上昇がみられ

た．

　大腿動脈圧（FAP）はPEEP　OcmH20時149±23

mmHgからPEEP　14cmH20時112±34mmHgへと
有意（p＜0．05）な低下をみ，以後はPEEP　OcmH20時

に比べて有意（p〈O．Ol）な低下がみられた（図3）．

　心拍出量（CO）は，　PEEP　14cmH20時において，

PEEP　OcmH20時1．47±0．31L／minから0．99±0．3

L／minへと有意（p〈0．05）な減少を示し，以後有意

（p〈0．05）な減少がみられた．

　B・Tshuntの短絡流量（SF）はPEEP　OcmH20時

388±73ml／minからPEEP　12cmH20時に294±60

ml／minと有意（p＜0．05）な減少を示し，以後各時点

でPEEP　OcmH20時と比べて有意（p＜0．01）な減少

がみられた（図4）．

　PEEPをOcmH20から2cmH20ごとに16cmH20
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図2　PEEP付加による心拍数及び中心静脈平均圧の

　変化
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図3　PEEP付加による肺動脈圧及び大腿動脈圧の変
　化
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まで付加した時の各PEEPレベルにおけるSFのCO

に対する割合を短絡流量対心拍出量比（SF×0．001／

CO）とすると，各PEEPレベルにおけるSF×0．001／

COとPEEP　OcmH20時のSF×0．001／COの間に，い

ずれの時点においても有意差を認めなかった（表2）．

　また，PEEP　i＋2cmH20時の（i＝0，2，4

……… 16）PEEP　i　cmH20時に対する心拍出量及び短

絡流量減少の割合を

　　％F・ll　i・SF－SF噺iF　×…（Y）

Cerdtac　Output

　（L／m‘n）

2，0

1．5

Lo

0。5

0　　2 PEEP〔cmH・O｝

Mean±SD
＊P＜0．05

日本小児循環器学会雑誌　第5巻　第3号

％F・ll　i・C・－WC°，・6，．．ll］°i×1・・（X）

とし，各PEEPレベルにおける両者の相関関係を調べ

ると，相関係数r＝0．97，回帰式Y＝0．91×－0．62で，

両者に良好な正の相関関係が得られた（図5）．

　次に，短絡流量の減少と大腿動脈圧の減少との関連

をみる為に，PEEP　j＋2cmH20時の（j＝0，2，4

……… 16）PEEP　j　cmH20時に対する短絡流量及び大

腿動脈圧の減少の割合を

％F・11・SF…＋・一一・S2Zi2igtti2！｛ELF＋f，＝i　F×…（Y）

％F・ll　i・FAP・…＋・一」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　×100（X）

とし，各PEEPレベルにおける，両者の相関関係を調

べると，相関係数r＝0．91，回帰式Y＝1．00×＋1．23で

両者に良好な正の相関関係を認めた（図6）．

　COとSFのmaximum　PEEP（PEEP　16cmH20）

時のPEEP　OcmH20時に対する減少の割合を

　　Maximum％Reduction　in　CO＝

　　　　　　　　　　　　　　　　　－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　COp＝。
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PEEP付加による心拍出量及び短絡流量の変化

％Fall　！n　SF　（％）

図4

　　0　　　　　　　　　　5　　　　　　　　　　10　　　　　　　　　15　　　　　　　　　20

　　　　　　　　　　　　　　　　　％Fall　ln　CO　
（％）

図5　％Fall　in　SFと％Fall　in　COとの関係

表2　各PEEPレベルでのshunt廿owとcardiac　outputの比（検定は，各々

　PEEPOとの比較で行った）

PEEP
（cmH20）

0 2 4 6 8 10 12 14 16

SF×°・°°1 ／C。 0，269 0，275 0，284 0，307 0，300 0，300 0，279 0，287 0，307

有意差検定
（t検定） NS NS NS NS NS NS NS NS

NS＝not　significant
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表3各PEEPレベルでの、y，，，£呈H。wとsyste豊n°w

　　（検定は，各7te　PEEPO　cmH20との比較で行った）

PEEP
（cmH20）

0 2 4 6 8 10 12 14 16

　　　CO

systemic　How
1．34 1．35 1．36 1．37 1．36 L38 1．33 1．37 1．41

有意差検定
（t検定） NS NS NS NS NS NS NS NS

systemic　How

　　　SF
2．84 2．79 2．72 2．60 2．69 2．57 2．95 2．67 2．38

有意差検定
（t検定） NS NS NS NS NS NS NS NS

systemic　flow＝CO－SF

NS＝not　signi丘cant

（☆
）
L
の

⊂
一

一一佃

L

15
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5

●

●

●

●

Y　＝1　00×　＋1　23

r＝091（P＜001）
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　　　　　　　　　　　　　　　　％Fall旧　FAP

図6　％Fall　in　SFと％Fall　in　FAPとの関係

　　Maximum％Reduction　in　SF＝

　　　　　　　　　　　　　　　　　－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　SFp＝。

とすると，Maximum％Reduction　in　CO＝46．8±

8．4％，Maximum％Reduction　in　SF＝39．7±10．2％

であり，両者に有意差を認めなかった（図7）．

　systemic　flow＝CO－SFと定義し，各PEEPレベル

の

，y，t。£呈H。W及び『

を算出すると，表3の如くであり，

　　　　　　　　　　　　CO
PEEP　OcmH20時の　　　　　　　　　　　　　　　　及び
　　　　　　　　　　systemic　flow

『虹と各PEEPレベルの

　　　　CO
　syStemiC　flOw

及び」

％Reductlon　（％）

　　　　　　　　　Cardiac　Output　　Shunt　Flow

図7　Maximum％Reduction　in　COとMaxi－、
　mum　％　Reduction　in　SFとの比較（NS：not
　significant）

との間に，いずれの時点でも有意差を認めなかった．

　動脈血液ガス分析の結果，pHはPEEP　OcmH20時

7．43±O．07　で，PEEP　2，4，6cmH20時のみ有意

（p＜0．05，p〈0．01）な変化を認めたが，他のレベルで

は有意差を認めなかった．PaO2はPEEP　OcmH20時

68．2±8．OmmHgでPEEP　8cmH20時（85．6±13．4

mmHg）より有意（p〈0．01）に上昇した．　PaCO2

（PEEP　6cmH20時を除く），　HCOゴは全PEEPレベ

ルでPEEP　OcmH20時（32．5±5．5㎜Hg，20．3±0．9

mmol／ml）と比較し，有意差を認めなかった（図8，

9）．

　　　　　　　　　　考　　察

　PEEPは，1938年，　Brachら1°）によりうっ血性心不

全による急性肺水腫の治療に，continuous　positive
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図8　動脈血ガス分析の結果（1）
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図9　動脈血ガス分析の結果（2）

pressureとして，初めて臨床的に導入されたが，胸腔

内圧を高めて静脈還流を減らし，心拍出量を減少させ

るとの理由から，一般的に普及するには至らなかった．

その後，1959年Fruminら11）が，　PEEPにより動脈血酸

素化が増加する事を報告し，Ashbaughら1）により

adult　respiratory　distress　syndromeの治療法として

とりあげられて以来，広く用いられる様になった．

PEEPが動脈血酸素化を増加する機序については

Kumarら12）は（1）気道終末部のcollapseを予防し，

機能的残気量及び肺胞容量を増加して肺内シャントを

減ずる事，（2）肺胞内圧を高めて肺間質組織の水腫を

減ずる事によるとしているが，PEEPが血行動態，特

に心拍出量にどの様な影響を及ぼすかは従来から議論

のあるところであり，一般的には，心拍出量は前負荷

すなわち静脈還流により左右され，PEEPによる静脈

還流の減少がおきれば，当然心拍出量は減少する事に

なると考えられている13）14）．その他にも，（1）心室中隔

の左心室側への左方移動による左心室充満の障害から

くる左心室機能不全3）4），（2）迷走神経反射及び

humoral　factorを介して行われる気道内圧の増加に

由来する左心室収縮能の低下5）6），（3）陽圧呼吸時にお

ける肺動脈圧と肺胞内圧十胸腔内圧との圧差の縮小に

よる肺血管抵抗の上昇15）などが，心拍出量を減少する

と考えられている．

　また，肺血管抵抗の増減に関しては，肺の過伸展で

放出されるプロスタグランディンなども関与している

と言われている16）．

　1945年，最初にBlalockとTaussigが17）チアノーゼ

性先天性心疾患の姑息術として，鎖骨下動脈一肺動脈

短絡術を施行して以来，種々の体一肺動脈短絡術が行

なわれる様になり18ト21｝，最近は新生児期，乳児期早期

にも慣例的に体一肺動脈短絡術が行なわれる様になっ

てきた8）9）．

　この様に，最近の小児循環器内科，外科の進歩に伴

い，ますます体一肺動脈短絡術の症例は増加し，その

術後の呼吸管理において，低酸素血症改善の為，PEEP

を行う場合も考えられるが，その時PEEPが左一右短

絡を有する患者の血行動態及び短絡流量にどの様な影

響を及ぼすかは，現在のところ充分に解明されている

とは言いがたい．
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　また，Jonasら22）は25名の左心室低形成症候群に対

して，Norwood変法を行い，その際，　B－T　shuntまた

はcentral　shuntを設置したが，大すぎるshuntの為

に，血圧低下や酸塩基平衡の破綻をきたし，同手術術

周期管理時に，呼吸器や薬物による肺血管抵抗のコン

トロールが必要であり，PEEP付加は過剰な肺血流量

を低下させ，代謝性アシドーシスや血圧低下の改善に

つながるとしているが，その意味でも，今回の実験は，

その際のPEEP付加の目安となる可能性があると考

えられた．

　以上より，これらの問題解明の為，今回我々は本実

験を行った．しかし今回の実験モデルは，左一右短絡

作製前には正常の血行状態を有しており，pulmonary

oligaemiaの為に体一肺動脈短絡術を必要とするチア

ノーゼ性心疾患患児とは種々の点で相違がみられる．

pulmonary　oligaemiaを有する患児は，肺コンプライ

アンスが増加しており，PEEPが縦隔に伝播する程度

も強く，心拍出量に及ぼす影響も強いので，術前より

pulmonary　oligaemiaを有する臨床例では，今回の実

験モデルに比較して，低レベルのPEEPにおいても心

拍出量など血行動態に及ぼす影響が大きいと思われ

た．今回の我々の実験では，開胸したままの状態で

PEEPを負荷したが，　Metzlerら23）は，肺動脈を一過性

に絞拒する事で，右室の後負荷を増強せしめた22頭の

豚において，PEEPを4，8，12，16cmH，Oと負荷し，

開胸状態と閉胸状態での血行動態の変化を報告してお

り，それによると，開胸したままのグループではPEEP

を負荷しても，わずかな心係数の低下を示したにすぎ

ないが，閉胸グループでは，PEEP負荷により開胸グ

ループに比較して，より程度の強い心係数の低下をも

たらしたとしている．また，短絡流量減少と心拍出量

減少との間には，良好な正の相関関係を認め，短絡流

量減少の機序としては，心拍出量減少による2次的効

果が考えられたが，PEEPの付加は，小さい肺胞間血

管の圧排による肺血管抵抗の増加をおこし，その結果，

短絡流量は減少する事になるが，鎖骨下動脈一肺動脈

間に左一右短絡を有する今回の実験モデルでは，大動

脈一短絡部一肺動脈一肺静脈一左房一左室一大動脈と

いう循環回路を形成しており，短絡流量の減少は相対

的な心拍出量の減少をおこし，心拍出量の減少により

短絡流量が減少する事も考えられるが，同時に短絡流

量の減少が心拍出量を減少させる事も考えられ，両者

の減少は複雑に関与し合っていると思われた．今回の

実験ではPEEPを付加する事により，肺動脈圧，特に
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肺動脈拡張期圧はPEEP12cmH20より，有意な上昇

を示したが，この事は肺血管抵抗が上昇している事を

意味しており，肺血管抵抗が上昇すると短絡流量と右

心拍出量がともに減少するが，多変量解析（重回帰解

析）を用いて両因子の肺血管抵抗への関与の優位性を

検討した結果，短絡流量の方が右心拍出量に比べてよ

り大きく肺血管抵抗に関与していた．以上より，今回

の動物実験におけるB－Tshuntに及ぼすPEEPの影

響としては，右心系パラメーター（CVP，　PAP）に対

しては，比較的低レベルのPEEP（6cmH，O，8cmH2

0）から有意な変化をもたらしたが，左心系パラメー

ター（FAP，　CO）に対しては，　PEEPを14cmH20ま

で付加しなけれぽ有意な影響はなく，短絡流量は

PEEP　12cmH，Oより有意な減少をきたしたが，臨床

例では，今回の実験結果より低レベルのPEEPにおい

ても一層大きな血行動態・短絡流量の変化がひきおこ

される可能性があると思われた．

　　　　　　　　　　結　　語

　1）雑種成犬8頭にB－Tshuntを作製後，　PEEPをO

cmH2Pより2cmH20ごとに16cmH20まで付加し，血
行動態（HR，　CVP，　PAP，　FAP，　CO），短絡流量，

血液ガスを測定した．

　2）PEEPは右心系パラメーター（CVP，　PAP）を除

き14cmH20までは血行動態に有意な影響を及ぼさな

かった．

　3）B－Tshunt　flowはPEEP　12cmH20より有意な

減少を示した．

　4）B－Tshunt　flow減少の機序としては，心拍出量

及び体動脈圧（大腿動脈圧）の両者の減少による2次

的効果が考えられた．

　本稿の要旨は，第25回日本小児循環器学会総会（1989年，

久留米）及び第3回世界小児心臓学会議（1989年，バンコッ

ク）において発表した．
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An　experimental　Study　of　the　Influence　of　Positive　End－Expiratory

　　　　　　　　　　　　Pressure　for　A　BIalock－Taussig　Shunt

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Yoshito　Hayashibe

Department　of　Thoracic　Surgery，Juntendo　University　School　of　Medicine

　　　After　Blalock－Taussig　shunt（B－T　Shunt）was　created　in　eight　mongreal　dogs，positive　end－

expiratory　pressure（PEEP）was　applied　by　increasing　it　from　O　cmH20　to　16　cmH20　at　intervals　of　2

cmH20．　Heart　rate，　central　venous　pressure　and　pulmonary　artery　pressure　were　significantly

increased（p＜0．05，　p＜0．05，　p〈O．01）at　PEEP　of　16　cmH20，8cmH20，　and　6　cmH20，　respectively，　as

compared　with　those　at　O　cmH20．　Femoral　arterial　pressure，　cardiac　output　and　shunt　flow

significantly　declined（p＜O．05，　p＜0．05，　p＜0．05）at　PEEP　of　16　cmH2，14　cmH20，　and　12　cmH20，

respectively，　as　compared　with　those　at　O　cmH20．

　　　When　the　ratio　of　decline　in　cardiac　output　and　shunt　flow　in　PEEP　i十2cmH20（i＝0，2，4，．．．14）

against　PEEP　i　cmH20　was　expressed　as：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　SFp＝i十2－SFp＝i
　　　　　　　　％Fall　in　SFp＝i十2＝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　×100（Y）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　SFp＝i

　　　　　　　　％F・11inC・・－i＋2－C°・＝iまま三C°・＝i×1・・（X＞

　　　　　　　　（P＝PEEP）

　　　There　was　a　regression　equation　of　Y＝0．71X－0．62　and　high　positive　correlation（r＝0．97）between

two　values．　In　the　same　way，　the　ratio　of　decline　in　femoral　artery　pressure　was　defined　as：

　　　　　　　　％F・11inFAP・－i＋2－FAP・＝蒜三AP・＝i×…（X）

　　　Aregression　equation　of　Y＝1．00X十1．23　and　high　positive　correlation（r＝0．91）were　demonstrated

also．　As　a　result　of　this　experiment，　the　effect　of　PEEP　for　B－T　shunt　was　that　shunt　flow　decreased

significantly　from　12　cmH200f　PEEP　and　PEEP　did　not　deteriorate　the　hemodynamics　of　the　left　sided

heart　under　12　cmH200f　PEEP．

　　　Amechanism　for　the　decline　in　shunt　flow　was　considered　to　be　a　secondary　effect　due　to　a

decrease　in　cardiac　output　and　femoral　artery　pressure．
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