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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　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，検討した．対象は，　PVS　18例であり，圧軟差30mmHg以上の11例を1

群，30mmHg以下の7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丘lling　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．更に，以

上の数値を用いて，駆出率（EF），　l　RVESV－RVEDV　lとEDPと0点との差との比であるAV／∠P，

1／2・Vと1／2・DFPとの比であるpeak　filling　rate（PFR），　11／2・V－RVESV　lとlRVESV－RVEDV

lとの比であるhalf　filling　fraction（1／2・FF），を計算し，各群にて比較した．その結果，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，　AV／∠Pは上昇し

たが，PFRは変化せず，1／2・FFは低下した．以上より，PVSの拡張機能障害は心筋の肥大によるearly

fillingの障害および後負荷によるatrial田1ingの障害の両方が存在し，　PVS施行後は，後負荷の解除に

よるatrial丘llingの改善が得られるものと思われた．

　　　　　　　　　　はじめに

　肥大型心筋症や，大動脈弁狭窄症等の左心系圧負荷

疾患において，心筋肥大のための心筋重量の増加によ

る拡張機能の低下については，ドプラーエコーによる

僧帽弁血流パターンの検討等，従来よりいくつかの報

告がある1）－v4）．しかし，右心室の拡張機能の評価につい

ては，その検討方法が難しく，肺動脈弁狭窄症（PVS）

等の右室圧負荷疾患に伴う拡張機能の低下に関しての

報告は少ない5）～7｝．また，後負荷増加による心室壁の圧

負荷が右室拡張機能に及ぼす影響については更に少な

い8）．今回，右室造影像を用いた右室の拡張期容積およ
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び圧変化から，右室の拡張機能を計測し，正常対照お

よびバルーン肺動脈弁形成術（BPV）施行後と比較す

ることによりPVSにおける右室拡張機能の低下が心

筋重量の増加によるものなのか，或いは，後負荷によ

るものなのかを検討した．すなわち，BPVにより，圧

負荷は解除されるが心筋重量は変化しないという仮定

のもとに，BPV施行前後で比較することにより，心筋

重量の変化に影響されない圧負荷のみの右室機能の変

化を推察し得るものと考えた．

　　　　　　　　対象および方法

　対象は，PVS　l8例であり，1群として圧較差30

mmHg以上のPVS　11例（3．5±3．4歳），2群として圧

較差30mmHg以下のPVS　7例（6．1±1．5歳）の2群

に分類した．2群の7例は全例，心エコーあるいは右
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室造影にて肺動脈弁のdomingを認めた．また，　Qp／Qs

が1．3以下のsmall　VSD　6例および心室性頻拍症1例

の計7例（4．8±3．8歳）を正常対照としてN群とした．

BPVを施行した8例に関しては，術前の圧較差47．9±

15．5mmHgから，術後は20．5±13．6mmHgへと有意

に低下していた（p〈0．0001）．

　方法は，正側面にて施行した右室造影像から収縮末

期を選びトレースし，次に連続した拡張末期容積をト

レースし，それぞれの右室容積（RVESV，　RVEDV）

をSimpson法により測定した．次に，拡張期流入時間

（DFP）の半分の時点における右室容積（1／2・V）を測

定した．拡張期流入時間は，右室造影上より拡張期の

コマ数より計算した．用いたシネアンギオはSimp－

sons社製のCardiodiagnostで1分間，50コマで撮影

した．RVEDVに関しては，体表面積からRVEDVの

正常値を算出しそれを基に％RVEDVを求めた9）．以

上の数値を用いて，収縮機能の指標として駆出率（EF）

を計測し，また拡張機能については，拡張期容積変化

つまりRVESVとRVEDVとの差の絶対値（AV）と，
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右室拡張末期圧のEDPと0点の差（nP）との比（∠V／

AP）10），またpeak　filling　rate（PFR）として，

　　PFR＝（1／2・V－ESV）／1／2・DFP

half　filling　fraction（1／2・FF）として

　　1／2・FF＝（1／2・V－ESV）／4v

Vo1ume

　t

∠V－1・V・SV－・V・DVI．・・R一　　　告語V

図1　拡張期容積変化曲線および心機能測定方法
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図2　各群における心機能の比較
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を右室の拡張機能の指標として計算しll），各群にて比

較した（図1）．尚，EDPは右室圧曲線における6心拍

の平均を用いた．

　統計学的検討は，2群間の比較にはtおよびpaired

t検定を，3群間の比較には分散分析を用いた．

　　　　　　　　　　結　　果

　1）正常対照との比較について（図2）

　Fick法より求めた心拍出量は1群；3．4±1．2L／

min／m2，2群；3．6＋1．5L／min／m2，　N群；3。7±1．1

L／min／m2，と有意差はなかった．

BPV前後でのEDP変化
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　EFに関しては，1群；65，2±11．9％，2群；64．3±

10．0％，N群；58．6±5．2％と各群間に有意差はな

かった．％EDVは，1群；66．1＋21．8％，2群；77．2±

27．1％，N群；137．9±42．4％と，　N群と比較して，1

群および2群において有意に低下しており（p＜O．Ol，

p〈0．05），1群，2群，N群と上昇する傾向にあった．

1群の中に心房間短絡による右左シャントを来した症

例はなかった．EDPは，1群；6，5±1．lmmHg，2

群；4．0±1．OmmHg，　N群3．0±0．8mmHgと，1群に

おいては，2群およびN群と比較して有意に低下して

BPV前後でのAV／∠P変化 BPV前後での％FF変化
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図3　BPV施行前後における心機能の変化
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いた（p＜0．001，p〈0．001）．　AV／APは，1群；3。6±

2．3ml／m2／mmHg，2群；13．8±8．7ml／m2／mmHg，

N群；15．7±8．1ml／m2／mmHgと1群において有意

に低下していた（p＜0．05，p〈0．01）．　PFRは，1群；

60．7±28．6ml／sec，2群；95．1±32．7ml／sec，　N群；

126．6±51．8ml／secと，1群はN群と比較して有意に

低下しており（p＜0．05），1群，2群，N群と上昇す

る傾向にあった．1／2・FFは各群に有意差はなかった．

　2．BPV前後においての比較（図3）

　EFは，63．1±15．1％から63．3±7．9％と，また，％

EDVは，62．5±25．2％から64．1±21．3％と有意な変化

を認めなかった．EDPは，6．6±1．1mmHgから3．7±

0．8mmHgと有意に低下しており（p＜0．005），　AV／AP

は，2．7±1．9m1／m2／mmHgから5．4±3．9ml／m2／

mmHgと有意な上昇を認めた（p＜0．05），　PFRは，

47．2±15．2m1／secから44．1±20．1ml／secと有意な変

化はなく，1／2・FFは，53．0±16．9％から41．2±17．2％

と有意に低下していた（p〈O．Ol）．

　3）DFPについて（図4）

　尚，心拍数は，各々1群105±24／min，2群98±19／

min，3群106±14／min，であり，各群間に有意差はな

かった．また，BPV前後では102±22／minから108±

21／minと有意差はなかった．

　DFPは，1群；151．6±20．Omsec，2群138．2±36．4

msec，　N群；135．7±26．4msecと有意差はなかったが

1群，2群，N群と低下する傾向にあり，また，　BPV

施行前後で比較すると，148．0±20．Omsecから

141．3±21．1msecと有意に低下していた．

　　　　　　　　　　考　　案

　1）PVSにおける右室拡張期機能

　左室における拡張機能については，肥大型心筋症，

大動脈弁狭窄症等に代表される様に，心筋の肥厚に基

づく左室拡張機能の障害として，dV／dP，　dV／dP／Vお

よび，圧一容積指数関係（In－P・V　relation）の勾配k

が有意な異常値をとること，あるいは，ドップラーエ

コー上の僧帽弁流入パターンによるearly丘11ingの低

下などとして従来より認められてきた1）”’4｝12）’v15）．しか

し，同様に右室心筋の肥厚を呈する肺動脈弁狭窄にお

いては，左室と比較して右室の拡張機能の評価法が難

しいため，PVS等の圧負荷疾患における右室拡張機能

について検討した報告は極めて少ない5｝’－7）．また，拡張

機能の障害が，心筋重量の増加のみならず後負荷によ

る影響も加味されている可能性があり，この点に関し

てはBPV前後で右室機能の変化を検討することによ

629－（25）

り，心筋重量の変化に影響されない圧負荷のみの影響

を推察し得る．

　Melionesらは，同様に大動脈縮窄症等の左心系の後

負荷疾患においてDoppler　echoで求めた僧帽弁の流

入パターンよりrelaxationの低下を指摘している2｝．

筆者らの結果では，まずEFはPVSにおいても有意な

低下を認めず，心不全症状のないPVSにおいては，従

来どおり収縮機能の低下はないものと思われる．ま

た，％EDVはPVSにおいて有意に低下しており，こ

れはPVSにおける求心性の心筋肥大の結果，心筋コ

ンプライアソスが低下することによると考えられた．

一方，拡張機能については，PVSにおいてEDPは上

昇しており，また，AV／APおよびPFRは，　PVSにお

いて有意に低下していた．AV／4Pは右室のoverall

distensibilityの指標とされており1°），また，　PFRは

early丘llingにおける平均血流速度を示すものであり，

Doppler　echoで求めた三尖弁流入パターンのE波に

相当する．従ってこの値は，PVSにおいての拡張機能

の低下を示唆するものであり，左心の圧負荷疾患にお

ける上記の報告と一致する．

　2）BPV前後での右室拡張機能

　一方，BPV施行後では，　EF，％EDVは一定の変化を

示さず，右室収縮機能はBPV施行後も変化しないも

のと思われた．しかし，圧較差の低下に伴い，RVEDP

は有意に低下し，またAV／APは有意に上昇していた．

これらの変化はBPV施行後の拡張機能の改善を示唆

しているが，PFRの改善は認められずに，逆に，1／2・

FFは有意に低下していた．これは，　BPV施行後に

early　fillingと比較してatrial創lingが増加している

ことに他ならないがPFRは変化しておらず，　atrial

mlingが上昇していることを示唆している．これらの

結果は，BPV施行後の拡張機能の改善は，　early創ling

の改善よりも，むしろatrial　fillingの改善によるもの

であることが示唆される．すなわち，PVSにおける拡

張機能の低下は，主に心筋重量の増加によるearly

創lingの低下および，主に後負荷によるatrial創ling

の低下の両者が関与しており，BPVによる後負荷の解

除により，atrial創lingのみが改善され，　early　filling

には変化を及ぼしていないものと考えられる．

　この際，EDVおよびAVに有意な変化が認められて

いない以上，1／2・FFが低下する理由としては，1／2・

DFPの時点における右室容積と収縮末期容積との差，

すなわち1／2・AVが低下していることであるが，1／2・

∠Vと1／2・DFPの比であるPFRは変化していない．
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つまり，1／2・FFが低下しているにも関わらずPFRの

変化が認められないということは，BPV後に1／2・

DFPひいては，　diastolic創ling　periodが短縮してい

ることに他ならない．事実DFPはPVS群において低

い傾向にあり，BPV施行後は有意に低下していた．こ

の事実は，PVSにおける拡張機能の低下がDFPの延

長として認められていることが示唆される，また，

DFPは心拍数により大きく影響を受けるが，今回の

データからは，心拍数はBPV前後では変化しておら

ずPVSにおいて，心筋重量の増加がDFPの延長をも

たらすことが考えられるが，BPV施行後に改善してい

ることから，後負荷による拡張障害もDFPの延長に

関与している可能性も示唆された．

　以上の検討から次の仮説が考えられる．すなわち，

PVSにおける拡張機能の低下は心筋重量の増加のみ

ならず後負荷自体によっても引き起こされ，前者は

early　fillingに，後者はatrial　fillingに影響を及ぼして

いる．また拡張機能の低下が，diastolic創ling　period

の延長として反映されている可能性があるものと思わ

れた．

　　　　　　　　　　　ま　とめ

　PVSにおける右室拡張機能は，1）心筋重量の増加

によるearly　fillingの低下および，2）後負荷による

atrial　fillingの低下の両方が存在し，　BPVによる圧較

差の解除によりatrial　fillingのみが改善されるものと

思われる．またPVSの拡張機能の低下はDFPの延長

としてとらえられる可能性が示唆される．

　尚，本論文の要旨は，第26回日本小児循環器学会にて発表

した．
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Angiographical　Assessment　of　Right　Ventricular　Diastolic　Function　in　Children　with

　　　　　　　　　Pulmonary　Valve　Stenosis－Comparison　with　Normal　Control

　　　　　　　　　　　　　　　　and　Post　Balloon　Pulmonary　valvuloplasty一

Shinjiro　Shimazaki，　Toshihiro　lno，　Mataichi　Okubo，　Katsumi　Akimoto，　Kei　Nishimoto，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Masazumi　Iwahara　and　Keijiro　Yabuta

　　　　　　　　　　　Department　of　Pediatrics，Juntendo　University　Schoo1　of　Medicine

　　　To　assess　right　ventricular（RV）diastolic　function　in　children　with　RV　pressure　overload　and

hypertrophy，14　patients　with　pulmonary　valve　stenosis（PVS）were　divided　2　groups；group　1，9cases

with　pressure　gradient　more　than　30　mmHg；group　2，5cases　with　that　less　than　30　mmHg．　Normal

control　subjects　were　7　age・matched　cases．　In　addition，6cases　in　group　l　were　compared　with　post

balloon　pulmonary　valvuloplasty，　Each　child　were　underwent　biplane　right　ventricular　angiography

and　obtained　right　ventricular　volume　at　following　phase；end・diastolic，　end・systolic　and　one　half

diastolic　filling　period．　Ejection　fraction（EF），△V／△P，　peak　filling　rate（PFR）and　half　filling　fraction

（1／2・FF）were　calculated　from　the　above　data　and　comparison　with　each　group．　In　group　1，　end－

diastolic　pressure（RVEDP）was　significantly　increased，△V／△P　and　PFR　were　significantly　decreased．

On　the　other　hand，　at　post　BPV，　RVEDP　and　1／2・FF　were　significantly　decreased，△V／△P　was

significantly　increased，　but　PFR　was　no　change．　These　findings　suggest　that　RV　diastolic　f皿ction

disturbance　in　PVS　is　characterized　by　not　only　ventricular　hypertrophy　but　also　pressure　overload，

however，　ventricular　hypertrophy　effect　diastolic　early　filling　and　pressure　overload　effect　atrial

filling．　And　then，　diastolic　filing　period　may　be　prolonged　by　diastolic　function　disturbance．
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