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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　川崎病の心合併症の有無によるrapid　atrial　pacingの肺循環時間に及ぼす影響をDSAを用いて検討

した．川崎病27例に対してDSAを施行し，得られた時間濃度曲線から，肺動脈最高濃度時間（Pmax）

大動脈最高濃度時間（Amax），出現時間，上昇時間（肺動脈）を測定した．また，心房ペーシング中の

循環時間を同様に測定した．（Amax－Pmax）は肺循環時間に近似しているのでその値を求め，川崎病で

心合併症のないA群と合併症のあるB群についてペーシング前，ペーシング中で比較検討した．

　A群の（Amax－Pmax）は，安静時；2．6±0．4秒，ペーシング中；3．3±0．8秒でペーシングにより有

意に延長した（p〈0．01）．B群の（Amax－Pmax）は安静時；2．9±0．4秒，ペーシング中；3．4±0．9秒

でペーシングにより有意に延長した（p＜0．02）．しかし，A群，　B群間で有意差はなかった．出現時間

はB群で，上昇時間はA群でペーシングにより延長した．A群，　B群間では有意差はなかった．　DSAか

らは容易に循環時間が求められるので，循環動態の把握には有用と思われた．

　　　　　　　　　　はじめに

　従来，肺循環時間の測定には色素希釈法とRI法が

用いられ，色素希釈法では心内に挿入されたカテーテ

ル先端部位の希釈曲線から右室一大動脈循環時間が，

RI法では心放射図Radiocardiogramから右室一左室

循環時間及び肺動脈一左房循環時間が測定されてき
た1）2）．

　最近，成人領域では，侵襲の少ないDSA法を用いて

各種循環時間の測定が行われている3）．我々は，同様に

DSA法を用いて川崎病既往児を対象に主肺動脈一上

行大動脈循環時間（P・A時間）の測定を試みた．P－A時

間は肺循環時間に大きく左右されるが，同時にrapid

atrial　pacingを施行し，これのP－A時間に及ぼす影響

と心合併症の有無によるP－A時間の相違を検討し，興

味ある知見を得たので報告する．
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表1　対　象

A　群 B　群 P

症例数

男／女

発症年齢　（月）

検査時年齢　（月）

　15

9／6

16±13

19±13

　12

8／4

9±8

17±13

NS
NS

A群＝冠動脈正常群，B群＝冠動脈異常群

　　　　　　　　対象及び方法

　川崎病既往児のうち，心合併症の精査を目的として

当科に入院し，選択的冠動脈撮影を受けた患児27例を

対象とした．内訳は，表1のように，冠動脈正常群（A

群）15例，冠動脈異常群（B群）12例，男17例，女10

例であり，A群，　B群の発症年齢はそれぞれ16ヵ月±

13ヵ月，9ヵ月±8ヵ月，検査時年齢はそれぞれ19±

13ヵ月，17±13ヵ月であった（表1）．冠動脈異常群12

例中5例に左右冠動脈のじゅず状動脈瘤が，4例に左

冠動脈瘤が，2例に右冠動脈瘤が，1例に左右の冠動

脈瘤が見られた．既往に心不全のある症例は対象から
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　図1　時間濃度曲線

除外した．

　心臓カテーテル検査終了後，全例に大腿静脈から2

倍希釈の造影剤イオパミロソ1ml／kgを2秒間で注入

し，DSA（30コマ／分）を施行した．肺動脈と大動脈の

起始部に関心領域（ROI）を設定し，この部位の経時的

な濃度変化を東芝製デジタルフルオPtグラフィー装置

で処理して図1のような時間濃度曲線を描き，この曲

線から肺動脈の出現時間，上昇時間（acceleration

time），肺動脈の最高濃度時間（Pmax），大動脈の最高

濃度時間（Amax），大動脈と肺動脈の最高濃度時間の

時間差（lPmax－Amax　l＝P・A時間）を求めた．

　次に，DSA施行5分後にrapid　atrial　pacingを開

始し，ペーシングを続行しながら3分後にDSAを再

度施行し，同様の方法によりP－A時間を測定した．以

上の結果を，A群とB群で比較検討した．

　なお，ペーシソグで房室ブロックを生じたものは除

外した．

　　　　　　　　　　結　　果

　1．A群，　B群の心拍数とペーシング数

　A群の安静時の心拍数は141±19／分，ペーシング数

は208±14回／分，B群の安静時の心拍数は155±17／分，

ペーシング数は208±12回／分であり，心拍数，ペーシ

ソグ数とも両群の間で有意差はなかった（表2）．
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表2　A群，B群の心拍数とペーシング数

A　群 B　群 P

心拍数（回／分）

ペーシソグ数（回／分）

141±19

208±14

155±17

208±12

NS
NS

表3　ペーシングによるP－A時間及び各種のパラ

　メータの変動（A群）

安　静　時 ペーシソグ時 P

P－A時間　　（秒） 2．6±0．4 3．3±0．8 0．01

Pmax　　　（秒） 2．5±0．3 2．7±0．4 0，001

Amax　　　（秒） 5．1±0．5 6．0±0．9 ⑪．01

出現時間　（秒） 0．9±0．2 1．0±0．2 NS
上昇時間　（秒） 1．6±0．3 1．7±0．4 0．02

P・A時間＝Pmax’Amax：肺動脈大動脈循環時間

Pmax：肺動脈最高濃度時間　Amax：大動脈最高濃度時間

表4　ペーシソグによるP・A時間及び各種のパラ

　メータの変動（B群）

安　静　時 ペーシソグ時 P

P－A時間　　（秒） 2．8±0．4 3．5±0．9 0．02

Pmax　　　（秒） 2．4±0．3 2．7±0．5 0．01

Amax　　　（秒） 52±0．7 6．2±1．4 0．05

出現時間　（秒） 0．9±0．2 1．0±0．3 0．05

上昇時間　（秒） 1．5±02 1．7±0．4 NS

　2．A群，　B群のペーシソグによるP・A時間及び各

種パラメータの変動

　1）A群

　A群のP－A時間は，ペーシングにより安静時の

2．6±0．4秒が3．3±0．8秒に（－Pmax　2．5±0．3秒が

2．7±0．4秒に，Amax　5．1±0．5秒が6．0±0．9秒に一）

なった．出現時間は，O．9±0．2秒が1．0±0．2秒に，上

昇時間は1．6±0、3秒が1．7±0．4秒になった．出現時間

以外のパラメータにはペーシング前後でいずれも有意

差が認められた（表3），

　2）B群

　B群のP・A時間は，ペーシングにより安静時の

2．8±0．4秒が3．5±0．9秒に（－Pmax　2．4±0．3秒が

2．7±0．5秒に，Amax　5．2±0．6秒が6．2±1．4秒に一）

なった．出現時間は0．9±0．2秒が1．0±0．3秒に，上昇

時間は，1．5±O．3秒がL7±0．4秒になった．ペーシン

グ前後のパラメータ間には，上昇時間を除いて，いず

れも有意差が認められた（表4）．

　3．A群，　B群の安静時，ペーシング時のP－A時間及
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表5　A群，B群の安静時のP・A時間及び各種パラ

　メータの比較

A　群 B　群 P

P－A時間　　（秒） 2．6±0．4 2．9±0．4 NS
Pmax　　　（秒） 2．5±0．3 2．4±0．3 NS
Amax　　　（秒） 5．1±0．5 5．2±0．7 NS
出現時間　（秒） 0．9±02 0．9±0．2 NS
上昇時間　（秒） 1．6±0．3 1．5±0．2 NS

表6　A群，B群のペーシング時のP－A時間及び各

　種パラメータの比較

A　群 B　群 P

P－A時間　　（秒） 3．3±0．8 3．4±0．9 NS
Pmax　　　（秒） 2．7±0．4 2．7±0．5 NS
Amax　　　（秒） 6．0±0，9 6．2±L4 NS
出現時間　（秒） LO±02 1．0±0．3 NS
上昇時間　（秒） 1．7±0．4 L7±0．4 NS

び各種パラメータの比較

　A群，B群の安静時，ペーシング時のP－A時間，

Pmax，　Amax，出現時間，上昇時間にはいずれも有意

差はなかった（表5，6）．

　　　　　　　　　　考　　察

　肺静脈狭窄のある総肺静脈還流異常の肺循環時間が

延長することは心血管造影時に経験するところであ

る．心不全時にも循環時間が延長するが，潜在的な心

不全，もしくは肺静脈狭窄の有無を評価するため，そ

の前段階として，今回は川崎病既往児を対象として

P・A時間を求めた．また，ペーシング時のP－A時間も

同時に測定し，冠動脈異常の有無によるP－A時間の差

異を検討した．

　前述のように，現在，肺循環時間の測定には，主と

して色素希釈法とRI法が用いられている．色素希釈

法で求められる循環時間は，イヤーピース法とキュ

ベット法で描かれる色素希釈曲線を解析して算定され

る．RI法では色素の代わりにRIが用いられ，時間濃

度曲線上の所定の2点の時間差から循環時間が求めら

れる．

　DSA法による肺循環時間の測定は，原理的には色素

希釈法，RI法と同じで，時間濃度曲線上の所定の2点

の時間差が利用される．DSA法は小児でも安全かつ確

実に実施することが可能であり4）5），侵襲度も低く，RI

法より解像力がよいため，これによるP－A時間の測定

は，小児科領域においても今後有望な検査法と考えら
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れている．

　P－A時間は，大動脈と肺動脈の起始部で描かれる時

間濃度曲線のピーク時間から計測される6）．ピーク時

間から循環時間を計測する長所としては，測定が容易

で計測上の誤差の少ないことが，短所としては，注入

部位とROIの設定部位の距離が離れると，造影剤が希

釈され，曲線のピークが不明瞭になることがあげられ

ている6）．我々の対象は2歳前後の小児であったため，

注入部位とROIの設定部位の距離が短く，しかも，肺

循環時間も短く，得られた時間濃度曲線のピークは明

瞭であった．そのため，我々は肺動脈及び大動脈のピー

ク時間を測定し，これをP・A時間とした．

　P－A時間に影響を与える因子としては，心拍出量，

循環血液量があげられている7）．循環時間と心拍出量

には逆相関がある8）．また，体循環時間は，年齢にも影

響されるといわれている9）10）．

　我々の対象では，循環血液量は，2回のDSAに要し

た時間が短かったため，一定と考えてよく，A群，　B群

で年齢差がなかったので年齢の要因も除外できた．

従って，通常，心拍数の増加に伴って心拍出量は増加

するが，心拍数が一定数以上になると心拍出量は逆に

低下してくることと，各群のペーシング数が200／分以

上であったことを考え合わせると，ペーシソグによる

P－A時間の延長の要因は，心拍出量の低下にあったと

考えるのが妥当であると思われた．

　B群ではペーシング前後の出現時間に差異が認めら

れたが，造影剤の注入速度，注入量はペーシング前後

で同一になるように設定してあったので，これにも心

拍出量の低下が関係していると思われた11）一一15）．

　P－A時間は肺循環時間と心内循環時間（左房から右

室流出部までの時間）の和であるが，心内循環時間に

比較して肺循環時間が長いので，P－A時間は肺循環時

間に大きく影響される．従って，心合併症のない川崎

病を対象にしたP－A時間2．6±0．4秒という値は概ね

同一年齢の小児の肺循環時間に近似しているものと考

えられる．

　一方，川崎病の心合併症の有無とP－A時間との間に

は，安静時もペーシング時も有意差は認められなかっ

た．このことから，冠動脈瘤の存在は，心拍数が200／

分程度で短時間の心負荷であれば肺循環時間に対して

影響を与えることは少ないものと予想された．今後，

川崎病の心合併症の重症度，心不全の程度との関係，

ペーシング時間との関係に関してもさらに検討を重ね

る予定である．
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　　　　　　　　　　結　　論

　1）DSAにより川崎病既往児の肺動脈一大動脈循環

時間，肺動脈最高濃度時間，大動脈最高濃度時間，出

現時間，上昇時間を測定した．

　2）冠動脈異常のない群のP・A時間は平均2．6±0．4

秒であり，rapid　atrial　pacingにより3．3±0．8秒と有

意に延長した．冠動脈異常のある群でもP・A時間の有

意の延長が認められた．しかし，心合併症の有無によ

るP・A時間の差異は安静時ペーシソグ時ともに認め

られなかった．

　3）冠動脈異常の有無にかかわらず肺動脈の最高濃

度時間，大動脈の最高濃度時間は，3分間のrapid

atrial　pacing後にいずれも延長した．しかし，その延

長と心合併症の有無との関係はなかった．
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Digital　Angiography　in　Assessment　of　Pulmonary－Arterial　Circulation　Time

Hideo　Satou，　Hitoshi　Horigome，　Tsuyoshi　lsobe　and　Hitoshi　Takita

　　　　　　Department　of　Pediatrics，　Tsukuba　University

　　We　studied　pulmonary　circulation　time（pulmonary－arterial　circulation　time；P．A　time）using　the

technique　of　DSA　for　the　purpurse　of　investigation　effects　of　rapid　atrial　pacing　in　Kawasaki　disease．

The　measurement　of　PA　time　was　performed　by　the　recording　of　concentration・time　curves．

　　The　subjects　of　the　present　study　were　the　twenty　seven　children　with　or　without　cardiac

involvement　in　Kawasaki　disease．

（1）Group　A（without　coronary　lesions，　n＝15，　mean　age　1．7　y）

　　At　rest：P．A　time　2．6±0．4　sec，　Pacing：P・A　time　3．3±0．8　sec（p＜0．01）

（2）Group　B（with　coronary　lesions，　n±12，　mean　age　1．5　y）

　　At　rest：P三A　time　2．9±0．4　sec，　Pacing：PrA　time　3．4±0．9　sec（p＜0．02）

　　It　was　concluded　that　P．A　time　is　increasing　by　rapid　atrial　pacing，　and　there　were　no　significant

difference　in　P・A　time　between　group　A　and　group　B．
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