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国立循環器病センター小児科　神谷　哲郎

　1．経皮的肺動脈弁形成術後の右室壁断面積と壁厚

の経時的変化：超高速CTによる評価

　　　　国立循環器病センター小児科

　　　　　　越後　茂之，布施　茂登，小笹　　浩

　　　　　　黒江　兼司，木幡　　達，神谷　哲郎

　　　　同　放射線科　　　　　　　　内藤　博昭

　目的：肺動脈弁狭窄に対して経皮的肺動脈弁形成術

（PTPV）を施行すると，右室圧負荷の軽減によって右

室の心筋重量や壁厚に変動が生じることが予想され

る．しかし，これらを正確に計測することは心エコー

法など通常の方法では極めて困難である．今回，超高
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速CTスキャソ（UFCT）を使用して，　PTPV後の右

室壁断面積と壁厚の変動を検討した．

　対象・方法：分析の対象としたのは，5歳の肺動脈

弁狭窄の男児で，PTPV前，　PTPV　7日後，28日後，

1年後に，4回のUFCTを施行した．　UFCTには

IMATORON　C－100使用し，6mmの厚さのスライスを

水平断面像で5mm間隔で収縮期にスキャンした．1ス

ライスの所用時間は100msecであった（図1）．右室壁

の分析は，流出路部と洞部に分け，流出路部として肺

動脈弁直下のスライスを，洞部は左室の長軸が最も長

い断面を選択して検討した．また，それぞれの右室壁

断面積と壁厚は以下のように定義して算出した．

　流出路部　壁断面積；流出路を取り囲む心筋の断面

積．壁厚；流出路の左右端を通る垂線に囲まれた前壁

の平均壁厚．

　洞部　壁断面積；心室中隔の延長線より右室側の心

筋の断面積．壁厚；三尖弁付着部位ならびに右室腔の

最左端を通る垂線で囲まれた部分の平均壁厚．

　結果：PTPVにて右室・肺動脈間の収縮期圧較差
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は，62mmHgから23mmHgへと減少した．さらに，1

年後には8mmHgに低下した．また，　PTPV直後の右

室洞部と流出路部の圧較差は7mmHgと軽度であり，

1年後には圧較差はほぼ消失した．UFCTで分析した

右室壁断面積は，図2（上図）に示すようにPTPV　7

日後には流出路はPTPV前の92％に減少したが，洞部

は99％と変動がなかった．28日後には流出路部で88％，

洞部で93％と軽度の減少がみられた．1年後には，流

出路部が64％，洞部が51％に低下した．流出路部と洞

部の収縮期の壁厚は，PTPV　7日後に軽度増加した

が，28日後には減少が始まり，1年後には流出路部で

PTPV前の71％，洞部で48％に低下した（図2下図）．

　結論：右室壁断面積は流出路部ではPTPV後の早

い時期に減少がみられたが，その程度はわずかである．

洞部では28日後からようやく軽度の低下が始まってい

る．したがって，両部ともPTPV　28日後の段階では，

右室壁のregressionは10％程度にすぎない．すでに報

告したように，PTPV前の圧較差が100mmHg以上の

重症の肺動脈狭窄例では，PTPV直後と1ヵ月後では

右室洞部と流出路間の圧較差に大きな変動がみられ，

1ヵ月以内にかなりの右室壁のregressionが生じる

ためと考えているが，本例のような中等度の肺動脈狭

窄例では早期に著明なregressionはみられなかった．

流出路部と洞部に収縮期圧の大きな差がないにもかか

わらず，1年後のregressionの程度に差がみられた要

因は，現時点では不明である．

　壁厚の変動は，心内圧変動と右室心筋のregression

を反映したものと考える．

　2．balloon　pulmonary　valvuloplasty前後の右室

収縮期および拡張期機能と心電図変化との関係につい

て

　　　　順天堂大学小児科

　　　　　　島崎信次郎，井埜　利博，薮田敬次郎

　目的：肺動脈弁狭窄症（PVS）における右室拡張機

能を心血管造影により，正常対照およびバルーン肺動

脈弁形成術（BPV）後と比較し，また心電図変化との

関係についても検討した．

　対象および方法：対象は，PVS　14例であり，圧較差

30mmHg以上の9例を1群，30mmHg以下の5例を
2群として分類した．正常対照（N群）は7例である．

方法は正側面にて施行した右室造影よりSimpson法

を用いて右室収縮末期，拡張末期容積およびdiastolic

filling　period（DFP）の半分の時点における右室容積

（それぞれRVESV，　RVEDV，1／2・V）を測定した．

Volume
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　　　　図1　右室機能の測定方法

更に，以上の数値を用いて，駆出率（EF），1RVEsv－

RVEDV「とEDPと0点との差との比であるAV／
AP，1／2・Vと1／2・DFPとの比であるpeak創ling　rate

（PFR），11／2・V－RVESV　lとlRVESV－RVEDV

lとの比であるhalf創ling　fraction（1／2・FF），を計

算し各群にて比較した（図1）．また，心電図変化につ

いては，右室負荷の指標としてV1のT波の高さ，　V1

におけるR／S比，V6におけるR／S比およびRV1＋

SV6とSV6十RV6の比を計測し，　BPV前後において

検討致した．

　結果：1群では，右室拡張末期圧（EDP）は有意に

上昇し，右室拡張末期容積（EDV），　AV／AP，　PFRは

低下しており，PVSにおける拡張機能の低下が示唆さ

れた．一方，BPV後においてEDPは低下し，　dV／nP

は上昇したが，PFRは変化せず，1／2・FFは低下した．

最後に，BPV前後において，　T波高と拡張期機能の変

化等，心電図変化と右室機能の変化について検討した

が，一定の傾向は得られなかった．

　考案：BPVは，右室肺動脈間圧較差を有意に低下さ

せ，右室の後負荷を数分間で減少させるが，右室心筋

の肥大性変化は，BPV後もある程度の期間持続してい

るものと思われる．従って，BPV前後で血行動態を検

討することによって，心筋の肥厚を除いた後負荷の影

響を推察し得ると考えられる．今回の検討においては，

PVSにおけるEDPの上昇，　AV／APおよびPFRの低

下がみとめられたことは右室拡張性の障害が存在する

ものと思われた．一方，BPV施行後，圧負荷の減少に

伴いEDPおよびAV／APは改善しましたが，　PFRは

変化せず，1／2・FFは低下していた．これはBPV施行

後の圧負荷の解除による拡張性の低下はearly　filling
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よりもむしろatrial丘llingに影響をおよぼした結果で

あると考えられた．すなわち，PVSの拡張機能障害は

心筋の肥大によるearly丘llingの障害および後負荷の

解除によるatrial　fillingの障害の両方が存在し，　PVS

施行後は，後負荷によるatrial　fillingの改善が得られ

るものと思われた．また，BPV施行後，　RV1のvoltage

に変化を認めず，TV1の高さが変化したことは，心筋

の肥厚による心電図変化はV1のR波の高さに，後負

荷による変化はT波の高さにそれぞれ反映されるも

のと思われた．

　3．心室中隔欠損にみられる冠血流様式の多様性と

その臨床的意義

　　　　千葉大学医学部小児科

　　　　　　　　　　　　寺井　　勝，小穴　慎二

　　　　　　　　　　　　岡嶋　良知，新美　仁男

　心室中隔欠損（VSD）11例（0～78日）における左

冠動脈前下行枝血流の特性を体重増加不良群と体重増

加群に別けてカラードプラ／心エコー法を用いて検討

した．

　方法：既に報告した方法で，傍胸骨より前室間溝を

描出し，左冠動脈前行枝からのカラードプラの検出が

可能であったVSD　11例を対象とした．ドプラ心エ

コー 装置はアPtカSSD　870を用いた．使用した超音波

周波数は5MHzおよび3．5MHzである．カラードプラ

のフレーム数は15～20Hzとした．パルス繰り返し周

波数は6～8KHzに，ノイズを除去するためのフィル

ターは遮断周波数を200Hzに設定した．サンプルボ

リュウムサイズは2mmとした．全例，入射角度は20度

以内に設定しえた症例である．VSDの位置は膜性部6

例，円錐部1例，筋性部3例，膜性部兼筋性部1例で

表1　心室中隔欠損

1日の体重増加9 症例 検査日齢 検査体重9 血　　圧

A　12～19

B　23～47 3
8

27±10

31±25

NS

3，023±235

4，335±751

　　＊

70～76mmHg

70～80mmHg

＊ p〈O．05
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ある．心疾患の診断はいずれも心断層エコー法とカ

ラードプラ法を用いて確定しており動脈管開存，大動

脈縮窄あるいは大動脈狭窄などの合併は認めなかっ

た．体重増加不良の基準は，体重増加が20g／日未満の

症例とした．この基準に従えば，体重増加不良VSDは

3例，体重増加VSDは8例であった．これら2群間

で，最大拡張期冠血流速度PFV（cm／sec），冠動脈拡

張期血流の開始より最大血流に至るまでの時間

TPFV（msec），検査時体重，体血圧，心拍数，心胸郭

比，左室短縮率，等容拡張期時間について統計学的に

検討した．

　結果：種々の冠動脈血流様式が認められた．同じよ

うに多呼吸を認めた症例間でもPFVあるいはTPFV

が全く異なる場合，あるいはPFVが同じでも症状が

ある症例とない症例があることなどである．これらを

解析した結果，PFV（cm／sec）はVSDの重症度と関

連を認めなかったが，心胸郭比と正の相関（p＜0．05）

を示した．一方，TPFV（msec）は体重増加不良例で

73±15，体重増加例で39±7であり，前者で有意（p＜

0．01）に延長していた．心胸郭比，体血圧，心拍数，

左室短縮率，等容拡張期時間は2群間で有意差を認め

なかった（表1，2）．

　結語：VSDにおけるPFVは心胸郭比と正の相関

を認め，左室前負荷に伴う心筋酸素需要に応じて変化

していることが推測された．一方，拡張早期冠動脈血

流のTPFVの延長は，症状を良く反映していた．これ

ら冠動脈血流パターソの解析は薬物治療，外科治療の

指標となりうると考えられた．

　4．BTシャント時の肺血流状態のDSAによる評
価

　　　　倉敷中央病院心臓セソター小児科

　　　　　　　　　　　　水戸守寿洋，馬場　　清

　　　　　　　　　　　　豊原　啓子，脇　　研自

　目的：BTシャソトを施行した肺動脈閉鎖を伴う先

天性心疾患群における肺血流の状態を評価をDSAを

用いて試みた．

　対象・方法：対象はファロー四徴・肺動脈閉鎖4例，

表2　心室中隔欠損

心拍数 CTR 左室SF％ IVRTms PFVcm／sec TPFVms

A　125±5

B　132±12
　　　NS

62±5％

58±4％

　NS

37±7

30±5

NS

35±5

31±2

NS

62±39

48±10

　NS

73±15

39±7

　＊＊

＊＊ p〈0．01

Presented by Medical*Online



平成4年1月1日

三尖弁閉鎖・肺動脈閉鎖2例，心室中隔欠損・房室錯

位・肺動脈閉鎖1例の計7例である．いずれも肺」血流

は右もしくは左の単一のBTシャソトからのみ供給

されている．3例はBTシャント狭窄に対するバルン

による血管形成術前後の状態も検討した．対照として

川崎病既往児5例の右房造影像を用いた．

　肺動脈の造影はできるだけ大動脈に近いBTシャ

ントグラフト内で先孔カテーテルを用いて2倍希釈し

た非イオソ性造影剤を全量1mg／kgを2～3秒かけて

注入した．えられたDSAの像から中心肺動脈，左右肺

野末梢部，左心房とバックグラウンドとして縦隔部に

それぞれ関心領域（ROI）を設定して，　time　density

curveを求めた．

　これより肺動脈，末梢肺野，左心房のピーク値がえ

られた時間を算出し，肺動脈から左心房までの時間を

総肺循環時間とし，DSA時の心拍数よりこれらを補正

した値をTotal　rateとした．

　総肺循環時間ならびにTotal　rate対照群では総肺

循環時間は2．34±0．38秒，Total　rateは4．12±0．46で

あった．肺動脈閉鎖群では総肺循環時間は2．52秒から

7．08秒のあいだにあり，延長する傾向がみられた．ま

たTotal　rateは5．00から7．41のあいだにあり，いずれ

も対照群より増加していた（Fig．1）．これより，総肺

循環時間を単純に比較するのではなく，心拍数で補正

したTotal　rateがより有用と考えた．

　PTAを施行した症例では，総肺循環時間は前後で

ばらつきがみられた．PTAが有効と考えられた2例

はTotal　rateは減少した．しかし，臨床上PTAが無

se；
6

5

total
Tate

　10

5

　　0　　　　　　　　　　　　　　　　　　0

　　　　　　　PA　　　　control　　　　　　　　　　　　　　control　　　PA

Fig．1左：controlとPA群の総肺循環時間，右：

　controlとPA群のTotal　rate
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Fig．2　左：PTA前後の総肺循環時間．右：PTA前

効と考えられた例では，総肺循環時間は短縮したが，

これはPTA後の心拍数が増加した影響によるため

で，Total　rateは延長していた（Fig．）．

　このように，Total　rateを比較することで，　PTAの

有効性の評価も可能と考えられた．

　結語：DSAは肺血流状態の機能的な評価に有用と

考えられた．

　5．肥大型心筋症におけるVerapami1負荷

　　　　国立循環器病センター小児科

同放射線科

　目的：

津幡　眞一，小野　安生，渡部　　健

中村　　浩，木幡　　達，山田　　修

神谷　哲郎

西村恒彦，高宮誠
　　　　心臓カテーテル検査時と心プールイメージソ

グ（以下CPI）時にVerapamil（以下V）を投与し，

投与前後における収縮期および拡張期の諸指標を比較

検討した．

　対象：対象は肥大型心筋症（HCM）3例でいずれも

非閉塞性であり，この内2例は非対称性中隔肥大

（ASH）を示し，残り1例は均等肥大型であった．

　方法：V投与は，心臓カテーテル検査，CPI時いず

れも0．1mg／kgを2分間でbolus　injectionした後

O．Olmg／kg／minの量を15分間継続投与した．　CPI
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図1　verapamil投与前後の拡張能の変化

　○，△はASHの症例で●はASHが認められな
　かった症例．影の部分は冠動脈に狭窄性病変のない

　症例の値である．

は99mTc－HSAを用いLAO　40度より，心電図同期法に

より連続イメージを得た．CPIでの諸指標は，収縮期

の指標としてLVEFを，また拡張期の指標としてfirst

third　filling　fraction（1／3FF），　mean　first　third　filling

rate（1／3FRm）を用いた．

　結果：V投与前後での心拍数，収縮期血圧の変化は

一 定の傾向は認められなかった．左室拡張末期圧

（mmHg）は2例が上昇し（14→16，14→15），残り1

例は21mmHgで変化せず，肺動脈喫入圧（mmHg）は

3例とも上昇した（8→9，13→15，8→12）．また心

係数（1／min／m2）は2例が増加したが（2．68→3、44，

3．70→4．38），残り1例は減少した（4．74→3．37）．peak

negative　dp／dt（mmHg／sec）はASHの症例では減少

傾向を示し（1，310→1，100，650→560）またtime　con－

stant　TはASHの症例では増加傾向が認められた

（39．8→148．9，4．3→40．9，56．7→37．2）．CPIでの諸

指標に関してはLVEFはV投与によって3例とも低
下した（0．78→0．75，0．76→0．59，0．77→0．61）．一方，

拡張期の指標である1／3FF（％）はASHの2例は投与

前は低値であったが，投与後上昇した（16．4→22．0，

24．7→28．1）．また，1／3FRmも同様な傾向が認められ

た（0．80→0．88，0．80→0．76）（図1）．

　考案：我々の症例では心臓カテーテル検査において

V投与で左室拡張末期圧，肺動脈模入圧が必ずしも下

降せず，従来の報告とは異なっていた．一方1／3FF，1／

3FRmは拡張早期の指標とされている．今回ASHの

2例でV投与により拡張早期の指標の”改善”が認め

られたが，均等肥大の1例ではこれが認められなかっ

た．心筋症の拡張期の反応は肥大のタイプによって異

なる反応をしめす可能性があり，今後さらに症例を増

やし検討する必要がある．

日本小児循環器学会雑誌　第7巻　第4号

　6．乳児期総肺静脈還流異常の術後遠隔期容積特性

　　　　静岡県立こども病院循環器科

　　　　　　中野　博行，斉藤　彰博，野島　恵子

　　　　同　心臓血管外科　　　　　　横田　通夫

　総肺静脈還流異常は乳児期早期に手術を必要とする

重篤な心疾患であり，その予後は重大である，今回，

乳児期に手術を施行した本症について，術後の容積特

性を中心に血行動態を検討したので報告する．対象は
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図1　両群における各指標の対比．A群：肺静脈閉塞

　早期出現群，B群：強度肺静脈閉塞非出現群
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表1　各指標間の相関係数

RVV RVEF LAV LAVC LVV LVEF PAMP PCw Rp

RVV ＊

一
〇．57

一
〇．35

一 一 一
〇．63 0．69 0．62 0．59

RVEF ＊ 0．35
一 一 0．61 一

〇．77
一

〇．65
一

〇．74

LAV ＊

一
0．66 0．47 一

〇．44
一

〇．44
一

〇．44

LAVC ＊

一 0．36 一
〇．45

一
〇．32

一
〇．48

LVV ＊

一 一
〇．38

LVEF ＊

一
〇．66

一
〇．71

一
〇．57

PAMP ＊

『
0．95

PCw ＊ 0．81

Rp ＊

相関係数は＋0．30以上または一30以下のみを示した．

乳児期に根治手術を施行した総肺静脈還流異常の25例

（男児12例，女児13例）である．病型は1型9例，II型

6例，III型10例である．手術は生後0日から6ヵ月の

間に行い，平均50日であった．なお，生後28日以内の

新生児期手術施行は12例（48％）であった．対象の25

例を2群に分けて検討した．A群は術後の早い時期に

強度の肺静脈閉塞が出現した7例であり，いずれも術

後3ヵ月以内に心カテーテルを行った．残り18例のB

群は術後経過が良好で強度の肺静脈閉塞は認めず，心

カテはすべて術後1年以後に行った．

　両群の容積特性および血行動態について対比して示

した（図1）．A群では，右室容積の著明な増大（150％

N）を認めたが，左房および左室容積は減少していた．

一方，B群では左房容積が増大傾向を示した（126％N）

が，右室および左室容積はほぼ正常に分布していた．

また，A群では右室および左室駆出分画が低下傾向

（0．44，0．55）を示したが，左房容積変化率は正常であっ

た．B群ではいずれの容積変化率も正常範囲にあった．

さらに，A群の肺動脈平均圧は7例中5例において著

明な上昇を示したが，B群に肺動脈圧の強い上昇例は

なかった．肺動脈圧模入圧はA群の3例で著しい上昇

を示し，B群においても有意に上昇する例が多く，多

少とも術後の肺静脈閉塞が合併していた．肺血管抵抗

値についても同様な傾向を示し，A群において著明に

上昇する例が多くみられた．

　病型別の容積特性については，III型では右室容積の

増大（132％N）および左房容積の減少（94％N）傾向

を認め，またII型で左房容積の増大（143％N）を認め

た．左室容積と病型の間には有意の関係を認めなかっ

た．また，病型と容積変化率との関係では，III型にお

いて右室および左室駆出分画の低下傾向（0．54，0．58）

を認めた．手術実施時期と術後成績との関係は，新生

児期手術例において左室容積の増大と左室駆出分画の

低下傾向を認め，また，肺動脈平均圧および肺動脈喫

入圧は手術時期が早期であるほど高い傾向を認めた．

　肺静脈閉塞の残存の程度と容積特性との関係を，そ

れぞれの相関係数で表1に示した．右室容積の大きさ

は後負荷と正相関を示したが，左房容積と後負荷は逆

相関を示した．左室容積は一定の傾向を認めなかった

が，肺血管抵抗と軽度の逆相関を示した．また右室駆

出分画，左房容積変化率，左室駆出分画のいずれも右

室後負荷と逆相関を示した．

　以上の結果より，総肺静脈還流異常の術後の容積特

性は，術式，病型，術前の左心系低形成が関与してい

ると思われるが，残存あるいは術後に出現する肺静脈

閉塞の程度が最も密接に関連していた．

　7．パルスドップラー法によるファロー四徴症根治

手術後における左右心室の流入様式の検討

　　　　山形大学医学部小児科

　　　　　　大滝　晋介，秋場　伴晴，芳川　正流

　　　　　　小林代喜夫，中里　　満，鈴木　　浩

　　　　　　松嵜　葉子，佐藤　哲雄

　　　　同　第2外科　　中村　千春，鷲尾　正彦

　目的：パルスドップラー法により得られた左右心室

の流入血流波形からファロー四徴症根治手術後

（TOF）の両心室の流入様式を評価した．

　対象および方法：ファロー四徴症根治手術後の患児

22例を対象とした．年齢は1．4から16．0，平均9．5歳で，

根治手術後24日から11．0年，平均5．8年経過していた．

正常対照群として器質的心疾患をもたない小児44例を

用いた．年齢は2．5から14．6，平均7．8歳であった．パ

ルスドップラー法を用い僧帽弁口および三尖弁口にお

ける両心室の流入血流波形を記録し，急速流入期最大

血流速度（R）と心房収縮期最大血流速度（A）および
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その比（R／A）を求めた．さらに，左室の流入波形か

ら等容弛緩時間（IVRT），　Rのピークから基線にまで

減衰するまでの時間（DT）を計測した．これらの指標

は呼吸の影響をできるだけ少なくするため連続する5

心拍を計測し，その平均値を用いた．有意な房室弁逆

流を認めた症例や不整脈を認めた症例は検討から除い

た．

　成績：正常対照群における検討からRは左室，右室

とも心電図のRR時間との間に有意差を認めず，　Aは

左室，右室ともRR時間との間に有意の負の相関を，

R／Aは左室，右室ともRR時間との問に有意の正の相

関を認めた．また，IVRTとDTもRR時間との間に

有意な正の相関を認めた．以上から，今回の検討では

Rは計測値をそのまま用い，AとR／Aは正常対照群

で求めた回帰式から得られる予測値に対する百分率

（％N）で表わした．INRT，　DTはRR時間の平方根

で除した値（clVRT，　cDT）を用いた．

　TOFにおける右室のRは正常対照群との間に有意

差を認めなかったが，Aは135＋7％Nと有意に高値

を示し（p＜0．001），R／Aは82±5％Nと有意に低値

を示した（p＜0．005）（表1）．連続波ドップラー法で

求めた残存狭窄の程度や，カラードップラー法で求め

た肺動脈弁逆流の程度で流入様式に変化は認めなかっ

た．TOFにおける左室の流入様式1：　R，　A，　R／Aとも

正常対照群との間に有意差を認めず，clNRTやcDT

も正常対照群との間に有意差を認めなかったことか

ら，左室の流入様式はほぼ正常であると考えられた（表

2）．

表1　結果（右室）

R（cm／s） A（％N） R／A（％N） RR（msec）

TOF群
（n＝20） 56±3 135±7 82±5 792±30

対照群
（n＝20） 54±2 101±4 100±2 849±25

P NS p＜0』01 p〈0．005 NS

日本小児循環器学会雑誌　第7巻　第4号

　今回の検討と同時に心臓カテーテル検査を行うこと

のできた7例から左右心室の拡張末期容積，拡張末期

圧，駆出率，右室肺動脈間圧較差を求め，各指標との

関係を調べた．その結果，左室拡張末期容積と左室の

R／Aとの間に有意な負の相関が（R－－0．68．p＜

O．05），右室肺動脈間圧較差と右室のAとの間に有意

な正の相関（R＝0．70，p＜0．05）が認められたものの

そのほかは有意な相関関係は認められなかった．

　考察：拡張期は等容弛緩期，急速流入期，緩徐流入

期，心房収縮期の各時相に分けられその評価は容易で

はない．近年パルスドップラー法で求めた心室への流

入血流波形の流入様式を評価することで拡張機能の推

測がなされるようになってきた．今回ファロー四徴症

根治手術後の左右心室の流入様式を検討したところ，

左室の流入様式はほぼ正常パターソを示したが，右室

の流入様式は心房収縮期最大血流速度が速く，急速流

入期最大血流速度と心房収縮期最大血流速度の比が低

値を示した．同時に行った心臓カテーテル検査からの

検討で，この右室の流入様式の異常の原因は残存狭窄

や根治手術後に生じる肺動脈弁逆流だけでなく，手術

による右室流出路切開，流出路パッチ，右室の収縮性

の低下，低酸素血症による心筋自体の変性などが影響

しあってその原因となっているものと思われる．

　結論：パルスドップラー法を用いたファロー四徴症

根治手術後の左室の流入様式は正常パターンを示した

が，右室の流入様式は心房収縮期最大血流速度が高値

を示し，急速流入期最大血流速度と心房収縮期最大血

流速度の比が低値を示し，右室の拡張機能の異常が示

唆された．

　8．ファロー四徴術後：心カテ中の運動負荷による

血行動態の変化

　　　　東京女子医大心研循環器小児科

　　　　　　中沢　　誠，中西　敏雄，門間　和夫

　　　　同　小児外科　　黒沢　博身，今井　康晴

　目的：ファロー四徴心内修復術後例の運動能に関し

ては，負荷テストでの最大酸素消費量，耐容時間，な

表2　結果（左室）

R（cm／s） A（％N） R／A（％N） cIVRT cDT RR（msec）

TOF群
（n＝20） 85±3 99±4 103±5 1．63±0．08 4．75±0．20 831±32

対照群
（n＝44） 84±2 100±2 99±3 1．71±0．03 4．64±0．09 764±20

P NS NS NS NS NS NS
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どによって判定されている．しかしそれらの判断は必

ずしも心機能の反応を示しているものではない．運動

中に心室機能が如何に反応しているかを知る事は，運

動がその患者固有の心機能に充分見合ったものか，或

いは，心臓がその予備能を大いに動員しなけれぽなら

ない状態なのか（さすれぽ危険があるか），の判断に役

立つと考え本研究を行った．

　対象と方法：15例で，手術時年齢は1．5～11歳，検査

時年齢は6～17歳，1～15年（平均6．4±4．0年）で，

約半数では心胸郭比が大きいなどの理由で検査となっ

たものであり，ランダムスタディではない．先ず，心

カテ中エルゴメータにて心拍数が安静時の150％とな

るように負荷（おおよそ20～40watts）し，心内圧と熱

希釈法による心拍出量を測定した．次ぎに心拍数が元

に戻った後，再び心拍数が同じとなる様に負荷し，正

側2方向，右室注入の心室造影を行い左心相まで記録

した．一方，個々の患者にトレッドミルテスト

（TMET）を行った．その負荷で心拍数が早期に正常域
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を越すか，耐容時間が正常以下の例を反応不良群とし

て心カテ時の反応と比較した．

　結果：運動負荷により，右室収縮期圧は上昇したが，

TMET反応不良群では拡張末期圧の上昇が大きい傾

向にあった（図1）．左室について心拍出量と肺動脈喫

入圧の関係からその機能をみると，やはり肺動脈喫入

圧が上昇する例にTMET反応不良群が多かった（図

2）．左室拡張末期容積は不変ないし増加で駆出率は増

加した．右室拡張末期容積は大きく増加する例があり

駆出率は2例で低下した（図3，4）．

　考察：方法に問題はあるものの，心室機能の反応が

良くない例でもTMETでの対応が良い例，即ち，日常

生活でも運動量が多いと考えられる例があった．これ

らの例では心機能がその運動量に見合っていない＝比

較的軽度な活動でいつも心臓が心機能の限界近くで作

動している＝可能性があり，この様な症例では術後長

期での心機能保持に問題を生じるかもしれない．

　9．チアノーゼ性心疾患における呼気ガス分析より

求めたAnaerobic　Thresholdの検討

　　　　東京女子医大心研小児科
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同　内科

井

沢

安

中

清，中西　敏雄

誠，門間　和夫

　　川越　康博

　目的：Anaerobic　Threshold（以下AT）は心疾患患

者においても運動耐応能の指標として用いられてい

る．今回は，チアノーゼ性心疾患患者において呼気ガ

ス分析より求めたATにつき検討した．

　対象と方法：対象はチアノーゼ性心疾患19例（男13

例，女6例）．年齢は11歳より33歳，平均18．7歳，運動

負荷は坐位自転車エルゴメーターにて3分間の一定負

荷を行い，その後10～15watt／分のRamp負荷を行う

プPトコールである．呼気ガス分析はチェスト社製

AY　500Tにて30秒毎に測定し，同時に心電図，血圧お

よびパルスオキシメータにてSaO2の連続測定を行っ

た．ATの判定はCO2　EQ平坦時の02EQ上昇点，又は

V・slope法にて判定しVO2（ml／min／kg）で示した．

　結果：ATは19例中17例で判定可能であった．パル

スオキシメータにて測定したSaO2は安静時平均

84．9％よりAT到達時平均66．7％へと著明に低下し

た．しかし，血圧などの血行動態上に危険な状態は認

めず安全に行い得た．心電図においてはPVCが6例

に（1例はCouplets），　ST低下は1例に認められたの

みであった．

　最近の症例も含めた計31例（男17例，女14例）につ

き測定したATでは男6、5より19．4（平均14．1±3．9），

女7．5より18．8（平均13．3±2．9）と幅広く分布した．

Normal　Controlは男22．8±4．9，女21．1±4．4であり，

チアノーゼ性心疾患でも正常範囲といえる症例も認め

られた．ATが14以上はNYHA　II°で階段は3階でも

それほど苦もなく昇れるような症例，10より13の症例

もNYHA　II°の症例ではあるが階段は2～3階でもか

なり息切れが出現するような症例，10以下はNYHA

III°あるいはIII°に近い症例であった．これにチアノー

ゼのない他疾患と比較すると，例えぽ成人例ではある

が僧帽弁狭窄症のNYHA　II°では15．5±3．3，　III°では

9．2±3．0でかなり一致した．ATと安静時PaO2とに

おいて，Y＝3．27e°・°3x（r＝O．48，　p＜0．05）の相関が認

められた．

　Fontan．　Rastelli手術前後でATを測定した症例に

ついて検討すると，Rastelliの1例では術前12．5より

術後6ヵ月で21．4と改善した．これに比し，Fontanの

6例（11歳より32歳，平均18．7歳）では，1ヵ月より

6ヵ月の経過ではあるが術前より改善した症例は1例

のみ（10．1より13．3）であり，他の5例は術前より低
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下した．

　結語：1）ATはチアノーゼ性心疾患患者において

も安全に測定することができた．

　2）ATは本疾患において運動耐容能の客観的な指

標となりうる可能性が示唆された．

　3）ATと安静時PaO2との間には有意（p〈0．05）の

相関関係を認めた．

　4）Fontan手術後の短期的な経過ではATの改善

は乏しかった．

　10．三尖弁閉鎖症（lb）に対するBj6rk手術後の血

行動態

　　　　札幌医科大学第2外科

　　　　　　　川村英喜，安喰　　弘，菊地　誠哉

　　　　　　森川　雅之，小松　作蔵

　三尖弁閉鎖症（以下TA）（Ib）に対するBj6rk手術

は，自己肺動脈弁を温存し右室のポンプ機能を期待し

た術式である．今回我々はTA（Ib）2例に対しBj6rk

手術を施行し術後早期及び遠隔期における右心系の血

行動態を検討した．

　症例1は7歳女児で先行手術として7ヵ月時に左

B－Tshunt術，6歳時及び7歳時にGlenn　shunt術，

Central　shunt術を施行した．症例2は4歳男児で3歳

時に左B・Tshuntを施行した．術前のPA　indexは

各々　277，268と肺動脈の良好な発育を認め，症例2で

は肺血管抵抗は2．3と低値を示していた．手術は共に軽

度低体温体外循環，cold　blood　cardioplegiaを使用し

心停止下に右房及び右室流出路に縦切開を加えた．右

冠動脈の前方で右房壁と右室壁を縫合しRA－RV吻合

後壁を作成し心房中隔欠損をpatch閉鎖した後，馬心

膜patchを用いてRA－RV吻合前壁を作成した．症例

1では肺動脈弁は二尖弁で若干の狭窄を認め交連部切

開を用いた．また症例2では体外循環に先立ちbidir－

ectional　Glenn　shunt術を施行した．術後経過は良好

で症状の改善を認め現在共に外来経過観察中である．

　術前後の右室の造影所見より2例とも容量増加を認

めた．症例1の術後6ヵ月目の心エコー検査では肺動

脈の血流パターソは時相の遅れはあるが正常左房にお

けるそれと類似しており，拡張期の左室の急速充満に

伴う引き込み血流と収縮期の左房の拡張に伴う引き込

み血流による二峰性の血流パターンを示している．ま

た右室流出路では収縮期に右室の収縮に伴う前方拍出

血流を認め，肺循環に対する右室機能の関与を示唆し

た．症例2の術後1ヵ月目の心エコー検査では，肺動

脈血流速パターンは症例1と同様，正常左房血流パ
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ターソと類似した．しかし，右室流出路では，拡張期

に右室の拡張と右房の収縮及び静脈血還流による順行

性の血流を認め，収縮期に右室の駆出に依る血流は認

められなかった．術後3ヵ月目では，吸気時にのみ右

室流出路の収縮期前方血流を認め，肺動脈では収縮期

の順行性血流速の増加を認めた．このことは，術後早

期では右室のポンプ機能は見られないが徐々に改善し

右室収縮による肺動脈への前方駆出血流を期待しうる

と考えられた．

　三尖弁閉鎖症Ib型に対するBjδrk手術では，術後

早期より右室容量の増加を認め，術後の右室の容積発

育に伴って次第に右室収縮による肺動脈への前方拍出

血流が期待されうると考えられた．反面右房への負荷

も増加すると考えられ今後とも慎重な経過観察を要す

る．

　11．Bidirectiona1　cavopulmonary　shunt術後の心

機能

　　　　大阪大学第1外科

　　　　　　笠井由美子，中埜　　粛，島崎　靖久

　　　　　　飯尾　雅彦，井川誠一郎，松田　　暉

　　　　　　川島　康生

　　　　同　小児科　　　　　　　　　佐野　哲也

　肺血流量減少性の単心室を主とする複雑心奇形に対

する姑息手術として，体肺動脈短絡は容量負荷による

心機能の低下や房室弁逆流を引き起こす可能性があ

る．我々1）は1988年以降これらの症例に対し将来の

Fontan手術を考慮し，　Bidirectional　Cavopulmonary

Shunt（BCPS）を採用している．そこで今回PCPS手

術前後における心室容積および心機能の変動を検討し

た．

　対象・方法：BCPSを施行したUniventricular

heart（UVH）で術前後に心臓カテーテル検査を施行し

得た5例を対象とした．手術時年齢は4～15（平均

8．0±3．9）歳，手術から検査までの期間は1～9（平

均5）ヵ月であった．心室造影より拡張末期容積指数

（EDVI），収縮末期容積指数（ESVI），駆出率（EF），

心室心筋重量（VM），駆出時間，心拍数を計測し，そ

れより収縮末期壁応力（ESS），平均基準化駆出速度

（MNSERc）を算出した．以上よりVM／EDV，　ESS／

ESVI，　ESS－EF関係，　ESS－MNSERc関係を求め心室

の収縮性を評価した．なおESS－EF／ESS－MNSERc関

係の正常範囲は佐野らの値2）を使用した．

　結果：術前後においてHb値は18．3±1．1g／dlから

14．0±1．2g／dlへと減少（p〈0．01），動脈のSaO2は
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表

術　前 術　後 P

EDVI
（ml／m2） 173±12 129±11 0．01

ESVI
（ml／m2） 76±10 57±6 0．Ol

EF
（％） 56±4 56±4 NS

VM／EDV
（9／ml） 0．50±0．07 0．67±0．15 0．05

　　　ESS
（kdynes／cm2） 277±37 203±43 0．05

　　　　ESS／ESVI
（kdynes・m2／cm2・m1）

3．6±0．3 3．5±0．4 NS

3．0

2．8

2，6

2．4’

藍2’2

望2・○

Σ　18

1．6

1．4

12
1．○

0　　　　　　100　　　　　200

　　　　　ESSc（kdyne5／cm2）

　　　図　ESS・MNSERc関係

300

81．1±2．2％から84．5±2．7％へと増加した（p＜

0．05）．EDVI，　ESVI，　EF，　VM／EDV，　ESS，　ESS／ESVI

の術前後の変化を表に示す．EDVI，　ESVIは全例で術

前に比し術後減少し，VM／EDVは増加しESSは減少

した．ESS－EF関係は術前後とも正常範囲内での変動

を示したが，ESS－EF関係はpreloadの影響を受ける

ため，preloadの影響を受けにくいESS・MNSERc関

係（図）をみると術前後とも正常範囲以下の低収縮域

に位置し，術前後における変動に一定の傾向は認めな

かった．

　まとめ：1．UVH　5例のBCPS前後の心室機能に

ついて検討した．2．術後は術前に比しEDVI，　ESVIは

減少し，ESSは有意に低値をVM／EDVは有意に高値

を取った．3．ESS－EF関係においては，術前後ともほ

ぼ正常範囲内での変動であった．4．一方，ESS－

MNSERc関係においては，術前後とも正常範囲以下

での変動であった．

　　　　　　　　　　文　　献

　1）Kuroda　O，　et　al、：Analysis　of　effects　of　the
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　　Blalock－Taussig　shunt　on　ventricular　funct三〇n

　　and　the　prognosis　in　patients　with　single　ventri－

　　cle．　Circulation，76：III－24，1987．

　2）Sano　T，　et　al．：Angiographic　assessment　of

　　left　ventricular　volume，　afterload　and　contrac・

　　tile　state　in　normal　children．　Am　J　Cardiol，15：

　　1021，1990．

　12．色素希釈法による平均循環時間，肺血量の評価

一 フォンタン型手術例を対象に一

　　　　国立循環器病セソター小児科

　　　　　　山田　　修，伊東　道夫，小野　安生

　　　　　　越後　茂之，神谷　哲郎

　　　　同　放射線科　　　　　　　　木村　晃二

　肺循環系へのポンプとしての右室が存在しないフォ

ソタン型手術例においてはペーシングによる心拍数の

変化が，肺へのポンプを持つ通常の循環系とは異なっ

た応答を引き起こすことが考えられるが，これまでそ

の検討の報告はない．ことに予想される血液プールの

分布の移動に関しては，適切な評価法がなかった．今

回我々は色素希釈法を利用し，肺動脈一左房平均循環

時間（MPCT）から肺血量（PBV）を求め，ペーシン

グ前後での変化を検討した．

　対象及び方法：2歳から16歳のフォンタソ型手術を

受けた5例を対象とした．2例は右房一肺動脈直接吻

合を，3例は大静脈一肺動脈導管吻合を受けている．

心拍出量（CO）及びMPCTの算出は，肺動脈主幹部

からICGを注入し左房に留置したカテーテルから血

液サソプルを持続吸引しキュベット法で色素濃度を測

定して行った．左房カテーテルは逆行性に心室から房

室弁を経過して挿入した．色素濃度データは10msec

間隔でAD変換を行い，日本電気三栄社製ジグナルプ

ロセッサ7T・18により解析した．安静時の測定を行っ

た後，心房または心室で安静時の約150％の心拍数で電

気的ペーシングを行い測定を繰り返した．また同時に

肺動脈平均圧（PAP），左房平均圧（LAP）を測定した．

　結果：安静時のCOは2．98±1．09L／min／m2と低下

していた．MPCTは8．67±3．31secであった．　PBVは

15．9±5．1ml／kgであり，諸家の正常値より低値で

あった．PAPは8．3±3．8mmHg，　LAPは1．6±1．9

mmHgであった．ペーシングによりCOは2．51±1．10

L／min／m2に有意に低下した．　MPCTは9．31±3．09

secとなった．　PBVは14．3±5．5ml／kgと減少傾向を

示した．PAPは9．3±4．OmmHgと全例上昇または不

変であった．LAPは0．5±0．6mmHgと全例低下また

5
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図1　Cardiac　index

　　Control　　　　　　　　　　　Pacing

図2　Pulmonary　blood　volume

は不変であった．

　考案：フォンタン型手術例の肺循環においてペーシ

ング負荷はCOを減少させる一方，　PAPを上昇させ，

LAPを低下させた．これは直流回路モデルでは肺血管

抵抗の増加を意味し，不合理であるが，CR並列交流回

路モデルではキャパシタの周波数依存性インピーダン

スの減少を意味し，肺循環系におけるレジスタンス血

管より手前でのプーリングを示唆している．レジスタ

ンス血管以遠ではLAP低下にみられるように血液

プールは減少していると考えられる．COとMPCTか

ら算出されるPBVは肺動脈主幹部から左房までの肺

動脈，毛細管，肺静脈血量の総和である．

　結語：フォンタン型手術例でペーシングによりCO

が減少するのは血液プールの移動により体心室の前負

荷が減少するためと考えられた．

　13．単心室に対する右心バイパス手術と中隔作成手

術前後の血行動態：等価回路モデルを用いた分析

　　　　福井医科大学小児科

　　　　　　　　　　　　斎藤　正一，須藤　正克

　単心室と，それと類似の血行動態を呈する疾患（房

室弁閉鎖，共通房室口など）の手術前，肺動脈絞拒術

後，右心バイパス手術，中隔作成術後の各々における

血行動態を，循環モデルによって分析した．

　1．肺動脈絞拒術一右心バイパス術

　循環系はRC並列回路モデルで表わされるが，コン
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　　　　　Qp→

　　　　Rs
　1）　単心室（術前）

1）　正常および中隔作成術後

Q→

Q→
Rp

○
Cp

SV Qs→ ⊥

Rs

Cs N

　　Rb　Rp
　　　　Qs→

　　Rs
2）　肺動脈絞掘術後

　Rs　　Rp
3）　右心バイパス術後

　　図　2
2）　単心室と類似疾患

3）　右心バイパス術後

　　　　図　1

デンサーは一時的なリザーバーに過ぎないので，エネ

ルギー出納の分析は抵抗だけを扱えぽよい．

　正常の循環系は「左心室＋体循環」，「右心室＋肺循

環」の直列回路，単心室系疾患は1つの心室と体肺循

環の並列回路，肺動脈絞拒術は肺循環に直列抵抗を挿

入する操作，右心バイパス手術は並列の体肺循環を直

列に結線変更する操作に相当する（図1，2）．

　循環系は定流系であって，血流を恒常的に保つよう

に血圧が変動する．各段階での心室の仕事量は，

　術前：Rs・Qs2・（1＋Rs／Rp）　　　　　　…（1）

　肺動脈絞掘術後：Rs・Qs2・｛1＋Rs／（Rp＋Rb）｝

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・（2）

　右心バイパス手術後：Qs2・（Rs＋Rp）　　　…（3）

　（Rp：肺血管抵抗，　Rs：体血管抵抗，　Rb：絞拒抵抗，

Qs：体血流量，　Qp：肺血流量．極端な肺高血圧がなけ

ればRs≧Rp＞0）

となる．

　上の3式のQsは右左短絡量が異なるために等しく

ない．もしもこれが肺動脈絞拒術前後で大きく変化し

なけれぽ，（1），（2）の差だけ負荷が軽くなる．

　Qsが一定でも（3）は（2）より小さいが，右心バイパス

術後は右左短絡の消失によりQsが著減するのでその

差がさらに大きくなる．この術式は心室の著しい負荷

減少をもたらすことが説明できる．

　しかし，Rpで偏微分すると（1），（2）は負に，（3）は

正になる．これは（3）が抵抗の変化に対して不安定であ

ることを意味する．肺血管抵抗が急に増加するような

場合，右心バイパスの術前には肺血流が減少するのみ

で心仕事量は増えないが，術後は心負荷の増加か血流

減少かの二者択一を迫られることになる．

　2．中隔作成術

　中隔作成手術の中隔は，容積だけでなく収縮性も2

つに分割することになる．左室容積：右室容積＝c：

（1－c）（0〈c〈1）の比で分割すると，cと後負荷の

間に，

　分割比＝（Psp－Ps）／｛2・Psp－（Ps＋Pp）｝　　…（4）

　（Psp：術前の心室収縮期圧，　Ps：術後の左室収縮期

圧，Pp：術後の右室収縮期圧）

という関係が成立する．術後の後負荷は右心と左心で

異なり，年齢や活動状況で変動し，しかも術前には予

測できない．（4）からわかるように，cは特定の後負荷

にしか対応しないのに，術後は固定して事実上変更不
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能である．むろん，収縮性は一定でなくてもよく，術

後には術前とは独立で，しかも左心側と右心側で異な

る収縮性が生じれぽ適応できる．しかし，これは収縮

性が後負荷につれて変化し，元来単一であった心室で

局所的に異なるという，奇異な収縮様態である．

　14．エルゴメーター負荷ドプラー検査一Fontan型

手術例での検討一

　　　　国立循環器病センター小児科

　　　　　　伊東　道夫，野木　俊二，山田　　修

　　　　　　新垣　義夫，神谷　哲郎

　目的：Fontan型手術後患児の心血管系の運動負荷

に対する反応を評価するために，エルゴメーター負荷

時の大動脈血流速度，心拍数おのび血圧の変化につい

て検討した．

　対象：Fontan型手術を施行された患児9例（F群）

および冠動脈障害を認めない川崎病既往児5例（C群）

の計14例である．F群の検査時年齢は8歳から17歳で

平均12．8歳，C群は9歳から12歳，平均11．3歳であっ

た．F群の内訳はUVH　4例，　TA　3例，　DORV　1例，

PA　1例である．

　方法：患児を臥位とし自転車エルゴメーター負荷を

2分毎に0．5w／kgずつ増量し症状制限的に施行した．

安静時および各stageでの大動脈血流速度をパルスド

プラ法および連続波ドプラ法により測定した．同時に

心拍数および血圧を求めた．

　結果二心拍数は運動負荷に伴い漸増し，運動終了後

に低下したF群およびC群の間に有意な変化は見ら

れなかった．血圧変化はF群ではC群に比べ全体的に

ゆるなかに増加し，回復期にゆるやかに減少した，大

動脈平均血流速度（Vm）はC群では安静時0，68±0．10

m／sから最大運動負荷時0．88±0．12m／sに増加し，運

動回復期1分時0．79±0．15m／sに減少した（p〈

0．01）．F群のVmは運動回復期1分時に最大になる

群（F－1群）とC群と同様に最近運動負荷時に最大にな

る群（F－2群）の2群に分れた．F－1群のVmは安静時

0．57±0．12m／sから最大運動負荷時0．68±0．16m／s

に増加，回復期には0．84±O．30m／sとさらに増加した

（p＜0．05）．F－2群のVmは安静時0．60±0．16m／sから

最大運動負荷時0．69±0．19m／sに増加し，回復期に

0．63±0．13m／sに減少した．心拍出量を表現するもの

として心拍数（HR）に大動脈平均血流速度（Vm）を

乗じた値を求めた．この値の変化率を安静時値を100％

として比較した．C群は最大運動負荷時に252．8±

68．7％に増加，回復期に178．8±51．8％に減少した．F・
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1群は最大運動負荷時に221．5±115，4％に増加，回復期

1分には263．8±118．7％とさらに増加した，F－2群では

最大運動負荷時に166．8±41．4％に増加，回復期に

130．6±31．7％に減少した．平均血流速度の代わりに最

大血流速度を用いても同様の結果であった．

　総括：エルゴメーター負荷時の大動脈平均血流速度

はC群では最大負荷時に最大になり，回復期に減少し

た．F群では最大負荷時より運動回復期にさらに増大

するF・1群と最大負荷時に最大になるF－2群の2群に

分れた．心拍出量を表現する心拍数（HR）×大動脈平

均血流速度（Vm）の値も大動脈平均血流速度の変化と

同様であった．F－1群は運動負荷に対する心血管系の応

答が遅いと考えた．

　15．三尖弁閉鎖症におけるフォンタン術後の運動時

左室機能

　　　　東京女子医大心研小児科

　　　　　　中西　敏雄，中沢　　誠，門間　和夫

　　　　同　放射線科　　近藤　千里，広江　道昭

　　　　同　心研小児心臓外科　　　　今井　康晴

　三尖弁閉鎖症にたいするフォンタン手術施行例で運

動時の左室容積の変化を調べた．

　対象：三尖弁閉鎖症でフォンタン手術後の症例10例

（男5例，女5例）とコソトロール群13例である．フォ

ンタン群は平均年齢16歳（9～24歳）で，手術したの

は平均11歳（5～19歳），手術後5年（1～8年）経過

していた．検査時の運動機能はNYHA分類1－IIで

あった．コントロール群は平均20歳（8～34歳）であっ

た．

　方法：運動負荷は仰臥位自転車エルゴメーターで行

い，左室容量はTc99mを用い心電図同期マルチゲート

心プールイメージソグより求めた．核医学の検査数日

前に本人の最大運動負荷量を求めた．即ち10～15Wか

ら開始し，毎分10～15Wずつ限界まで増加した．核医

学検査では安静時の心プールイメージングを行い，そ

の後本人の最大運動負荷の50％の負荷で3分間運動を

行った後75％に増やし3分間運動を行い最後の2分間

の間に心プールイメージングを施行した．安静時，運

動時ともに心周期を16等分し放射能活性を測定した

が，運動による心拍数の違いは16分割の時間間隔で補

正し単位時間あたりカウント数と比較した．

　統計：平均±SDで表し，2群間の差はStudent　t

testで検定し，％の差はWilcoxon’s　signed　rank－sum

testを用いて検定した．
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表1　運動による各パラメーターの変化

収縮期血圧（mmHg） 心拍数（／分） 左室駆出率（％） 左室拡張末期容積
（安静時よりの％変化）　　　　十

　左室一回拍出量
（安静時よりの％変化）運動負荷量

（w／kg／min）
Rest Ex Rest Ex Rest Ex

コントロール群

　（平均）

　（±標準偏差）

フォンタン群

　（平均）

　（±標準偏差）
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　結果：2群間で運動負荷量，心拍数，血圧に有意差

は無かった（表1），左室駆出率は運動で2群同様に増

加した．コントロール群では左室拡張容積は運動で変

化が無かったが，フォンタソ群では有意に低下した（図

1）．1回拍出量はコンントロール群では増加したが，

フォンタン群では有意に変化しなかった．

　結論：本研究の結果は，フォンタン手術後は運動時

に左室の前負荷を保つ予備能（preload　reserve）が減

少していることを示す．このことは右室がないことに

よる右心系の拍出の予備能の低下に起因すると思われ

る．
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