
日本小児循環器学会雑誌　7巻2号　313～319頁（1991年）

肺内換気・血流不均衡分布がチアノーゼの増強因子と

考えられた単心室症の1例
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　低酸素血症の増強を認めた単心室症の5歳男児に対して，肺血流量の増大を目的にBlalock－Taussig

shuntを施行した．肺血流量は術前に比し増大したにもかかわらず，低酸素血症および臨床症状の改善は

得られなかった．その原因には，133Xeを用いた肺換気・血流シソチグラフィーにより確認された，肺内

換気・血流の著しい不均衡分布による影響が考えられた．本症例における肺内血流の不均衡分布は，

Blalock－Taussig　shunt後の肺内血流分布特性に加えて，左右肺動脈の非交通性がその不均衡分布をさ

らに増強させたものと考えられた．

　先天性心疾患の肺循環動態は，血行動態的評価に加え，換気機能も含めた総合的見地にたって評価す

ることが重要であると思われた．

　　　　　　　　　　緒　　言

　近年，Fontan型手術に代表されるように，種々の複

雑心奇形の手術適応に肺血管床の発育を含めた肺循環

動態の評価が重要となっている1ト4）．その評価方法は，

従来から心臓カテーテル検査による血行動態的評価を

中心になされてきた．しかしガス交換の場としてのよ

り生理的で有効な肺血管床を考える場合，肺の循環動

態に加え換気機能も含めた総合的評価が重要と思われ

る．今回我々は，単心室症児の進行する低酸素血症に

対しBlalock－Taussig　shuntを施行したがチアノーゼ

の程度は改善せず，その一因に肺血流量だけでなく換

気・血流の不均衡分布による影響が考えられた症例を
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経験し，先天性心疾患領域における肺換気・血流分布

の検討の重要性が示唆されたので報告する．

　　　　　　　　　　症　　例

　症例：K．T．5歳，男児．

　診断：単心室（右室型），共通房室弁，肺動脈閉鎖，

動脈管開存，内臓逆位，右胸心．

　現病歴：出生時よりチアノーゼを認め，生後19日目

に心臓カテーテル検査を施行し上記診断を得た後，生

後20日目に左側Blaleck－Taussig（BT）shuntを施行

した．加齢とともに次第にチアノーゼの増強を認め，

1歳6ヵ月時に右側modi丘ed　BT　shuntを追加した．

その後チアノーゼは軽減し順調な経過であったが，3

歳半ば頃から再度チアノーゼの増強と易疲労性を認

め，心臓カテーテル検査目的に入院となった．

　入院時現症：身長95．5cm（－1．OSD），体重14．7kg
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（－1．OSD），顔面・口唇・爪床にチアノーゼを認め，ぽ

ち状指を呈していた．軽度の努力様呼吸を認めるが，

呼吸音は肺胞音で明かな左右差はなかった．心雑音は，

胸骨右縁第3肋間にLevine　3／6の収縮期雑音を，また

左右の鎖骨中線上第2肋間にそれぞれLevine　2／6の

連続性雑音を聴取した．腹部では，肝臓を左鎖骨中線

上に2cm触知した．

　入院時血液検査所見：RBC　6．48×106／mm3，　WBC

10，100／mm3，　Hb　18．7g／dl，　Ht　58．3％と多血症を認

めた．またGOT　153u〃，　GPT　243u／1，　LDH　603u／

1，T－B　1．5mg／dl，　HBsAg（十），　HBsAb（一），　HBeAg

（＋）とB型肝炎による肝機能障害を認めた．

　入院後経過：胸部レソトゲ』ソ写真（図1上）では，

肺血管陰影は減少していたが明かな左右差はなく，ま

たCTRも55％と心拡大は認めなかった．入院後の心

臓カテーテル検査（表1）では，大動脈血の酸素飽和

度は78．9％と低値であった．造影検査（図1下）では，

璽

図1　初回入院時胸部レントゲン写真（上）と左右

　B－Tshunt造影（下）．

　左右肺動脈間の交通はなく，右B・Tの狭細化および

　右B・Tと肺動脈吻合部の末梢側の狭窄を認めた，

日小循誌　7（2），1991

表1　心臓カテーテル検査成績

初回入院時 術　　　後 再入院時

Pressure
（mmHg）

SaO2
（％）

Pressure
（mmHg）

SaO2
（％）

Pressure
（mmHg）

SaO2
（％）

SVC
IVC
RA
SV
PA
LA
Ao

　　　（8）

97／～6

　　　（9）

　　　（4）

88／53（72）

65．4

61．0

65．8

77．8

77．1

74．8

78．9

　　　（9）

92／～9

　　（10）

　　　（7）

94／64（73）

64．0

49．8

56．7

75．3

73．2

74．2

74．8

　　　（6）

84／～10

　　　（5）

78／46（62）

61．3

50．7

61．1

74．2

71．0

74．7

（　）；mean　pressure

左右のB－Tshuntは開存していたが左右肺動脈間の

交通はなくなり，右B－Tshuntに使用したグラフトお

よび肺動脈との吻合部の末梢側に狭窄を認めた．また

中等度の共通房室弁逆流を認めた．このため肝機能異

常の正常化を待って，肺血流量の増加を目的に右

modified　B－T　shuntの再施行と吻合部周辺の肺動脈

内血栓除去術，および右肺動脈狭窄部に対する術中

balloon　angioplastyを施行した．しかしながらチア

ノーゼの程度や労作時呼吸困難など臨床症状の改善は

得られなかった．術後の胸部レソトゲン写真（図2左）

では，右肺野の血管陰影は術前に比し増強し，術後20

日目に施行した心臓カテーテル検査でも右B－Tshunt

は術前に比し良好に開存し，狭窄部もかなり解除され

ていた（図2右）．一方，大動脈血の酸素飽和度は74，8％

と術前に比し改善は得られなかった（表1）．そこで低

酸素血症の原因精査目的に，133Xeを用いた換気血流

シンチグラフィーを施行した（図3）．

　換気分布ではカウント比が33対67と右肺野で減少し

ていたのに対し，血流分布では57対43と右肺野で増加

しており，換気血流比は右0．57，左1．57と左右肺での

著しい換気・血流の不均衡分布を認めた．この著しい

換気・血流の不均衡分布が患児の低酸素血症の一因で

あると考えられたことから，前回手術後2ヵ月目に左

右肺動脈の非交通部をパッチ拡大し交通性を保たせる

と同時にcentral　shuntを施行した．この手術の術後1

ヵ月目の胸部レソトゲン写真（図4）では，軽度の心

拡大を認めるが肺野の血管陰影の左右差は術前に比べ

改善していた．また同時期に行った133Xeによる換気

血流シンチグラム（図5）では，換気分布のカウソト

比は38対62と依然右肺野で減少していたが，血流分布

比は55対45，換気血流比は右0．69，左1．39と左右差は

術前に比し改善していた．患児はチアノーゼの程度も
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図2　術後胸部レントゲソ写真（左）では，右肺野の血管陰影が術前に比し増強し肺

　血管陰影の左右差を認めた．右B－Tshunt造影（右）では，　B－T　shuntの狭細化は

　改善され，B・T　shuntと肺動脈吻合部の末梢側の狭窄も解除された．
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図3　133Xeを用いた換気血流シンチグラム

　　　左；換気分布，右；血流分布

議

雛

軽減し日常生活も可能となったことから外来にて経過

観察を続けたが，退院後1ヵ月頃から再びチアノーゼ

の増強と努力呼吸を認め再入院となった．入院時の胸

部レントゲン写真では左肺野の血管陰影の減少を認め

た．心臓カテーテル検査（表1）による大動脈血の酸

素飽和度は74．7％と低く，また造影上central　shuntお

よび左B－Tshuntの閉塞が明かとなり，再度central

shuntと肺動脈内血栓除去術を施行した．術後の換気・

血流シンチグラム（図6）では，換気分布比は40対60，

血流分布比は47対53，換気血流比は右0．83，左1．15と

換気血流不均衡分布は以前よりも改善し，経皮的酸素

飽和度も上昇した．患児はチアノーゼの程度および運

動能も改善し，現在外来にて経過観察中である．

　　　　　　　　　　考　　案

　肺血流減少性チアノーゼ性心疾患に対する姑息術と

してB－Tshuntを中心とした種々の体肺短絡術が行

われるが5）一’7），その目的は肺血流量を増加させること

により低酸素血症の改善をはかると同時に肺血管床を

含めた肺動脈系の発育を期待するところにあ
る8）一一10）．

　今回我々が経験した症例のチアノーゼの増強の原因

は，入院後の心臓カテーテル検査の結果から肺血流量

の減少によるものと考えられ，右B－Tshuntの再施行

および狭窄部の解除術を施行した．しかしながら術後
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図4　再手術後1ヵ月の胸部レントゲン写真．肺血管

　陰影の左右差は改善した，

の胸部レントゲン写真および造影検査から，右肺の血

流量は術前に比し増強したにもかかわらずチアノーゼ

および臨床症状の改善は得られなかった．この原因に

は肺血流量や心内での動静脈血のmixingの問題　さ

らには肺動静脈痩の存在などが考えられるが，その主

因は肺シンチグラフィーで示されるように換気・血流

分布の左右差が著しく，その結果換気・血流のミスマッ

チを引き起こし，ガス交換に悪影響を及ぼしたものと

考えられる．図7は，本症例における左右肺の換気・

血流比の変化を経時的に示したものである．手術によ

り換気血流比の左右差が改善され，これに伴い経皮的

酸素飽和度の上昇を認めている．以上のことから先天

性心疾患におけるチアノーゼの原因として，肺内換

気・血流の不均衡分布もその一因であると考えられる．

　このように小児期の先天性心疾患領域において，肺

内血流分布だけでなく換気分布も含めた総合的検討は

少い11）12）．我々は，既に先天性心疾患児に対して133Xe

を用いた局所肺機能検査を行い，肺内の換気・血流動

態の評価を行ってきた13）．本法は血流分布の評価にユ33

Xeの溶液を用いていることから，単に換気・血流比を

求めるだけでなく次のような利点があると思われる．

すなわち従来からの99mTc・MAAでは，肺の末梢血管

に一時的に補足された微小塞栓の分布を評価している

のに対し，133Xeの溶液では肺毛細管から肺胞内に拡

散し気化した133Xeを評価するものであることか

ら14）．ガス交換が可能なより機能的な肺血管床を評価

しているものと考えられる．本例のような幼児例にお

いてもdead　spaceを小さくした装置を考案して使用

しており，検査前の十分な練習などにより安全に施行

できることから十分な評価が可能であると思われ
る15）．

　先天性心疾患術前後の肺血流分布については既に

種々の報告がなされてきた16）～2°）．特にB－Tshunt後の

肺血流分布について，赤坂らは吻合側に増加するとい

うよりは，むしろ術前の肺血流の左右差を軽減させる

方向に血流が保たれると報告している21）．一方，我々の

症例のように左右の肺動脈に交通のない場合には，

shuntの太さや長さなどshuntの持つ因子に加えて，

術前の左右肺血管床の状態により左右の肺血流分布は

乏曝ド㌶霞

図5　再手術後の換気血流シンチグラム．依然左右差を認めるが，術前に比し血流分

　布の左右差は改善した．

　左；換気分布，右；血流分布
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図6　再々手術後の換気血流シンチグラム，換気分布および血流分布の左右差，換気・

　血流比ともに改善した．
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図7　左右肺の換気・血流比と経皮的酸素飽和度の経

　時的変化．

　V／Q；換気・血流比，SpO2；経皮的酸素飽和度

大きく変動すると予想され，肺血流の不均衡分布を増

強する可能性がある．よって左右肺動脈の交通性は，

より生理的な肺血流分布を促すと同時に均等な肺血管

床の発育も期待できる点で重要であると思われる．

　　　　　　　　　　ま　と　め

　1．左右肺動脈の交通性のない単心室症の5歳男児

に一側のBlalock・Taussig　shuntを施行したところ，

肺換気・血流の不均衡分布を認めた．

　2．この換気・血流のミスマッチが，患児の低酸素血

症を増悪させる一因であると考えられたことから，左

右肺動脈の連続性を持たせたcentral　shuntを行うこ

とにより，肺換気・血流分布の異常とチアノーゼの改

善を認めた．

　3．先天性心疾患領域での肺循環動態と換気能の評

価は，肺血管床を評価するうえでも重要な要因である

と思われた．
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ACase　of　Single　Ventricle　with　Uneven　Intrapulmonary　Ventilation・Perfusion

　　　　　　　　　　　　　　　Distribution　after　Blalock－Taussig　Shunt

Tohru　Matsushita，　Tetsuya　Sano，　Futoshi　Kayatani，　Toru　Nakajima1），　Minoru　Ogawa2），

　　　　　　　　　　　Hikaru　Matsuda＊，　Susumu　Nakano＊，　Yasuhisa　Shimazaki＊，

　　　　　　　　　　　　　　　　　Yasunaru　Kawashima＊and　Shintaro　Okada

　Department　of　Pediatrics　and　First　Department　of　Surgery＊，　Osaka　University　Medical　School

　　　　　　　　　　　　　　Department　of　Pediatrics，　National　Cardiovascular　Centeri｝

　　　　　　　　　　Department　of　Cardiology，　Childrens　Medical　Center　of　Osaka　City2）

　　　A5year　old　boy　with　single　ventricle，　common　atrip－ventricular　valve　and　pulmonary　atresia

underwent　the　Blalock・Taussig（B・T）shunt　operation　because　of　progressive　cyanosis．　The　pulmonary

blood　flow　increased　after　B・T　shunt　on　chest　X・P，　but　his　symptoms　such　as　cyanosis，general　fatigue

and　tachypnea　did　not　improved．　The　pulmonary　ventilation－perfusion　scintigraphy　using　Xe－133　was

performed　and　these　images　showed　the　uneven　ventilation・perfusion　distribution．　It　was　suspected

that　this　distribution　mis－match　produced　an　inefficiency　in　the　overall　function　of　the　lungs　as　an　gas

exchanger．

　　　The　r㏄onstruction　of　non・confluent　pulmonary　arteries　which　might　influence　on　the　maldis－

tribution　of　pulmonary　blood　flow　was　performed　and　the　central　shunt　was　added　in　this　site．　The

postoperative　pulmonary　ventilation・perfusion　distribution　showed　a　better　pattern　and　his　clinical

symptom　was　improved．

　　　The　pulmonary　hemodynamics　in　congenital　cyanotic　heart　diseases　might　be　important　to　be

evaluated　including　the　overall　function　of　the　lungs．
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