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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　新生児・未熟児の左室拡張能についての検討は，未だ十分にはなされていない．我々は心室流入血流，

肺静脈血流をパルスドプラ法にて観察することにより，左室拡張能を検討した．対象は全身状態良好な

成熟新生児25例（在胎37週5日～41週3日，出生体重2，556～3，816g），未熟児18例（在胎27週6日～36

週1日，出生体重920～2，330g）であった．僧帽弁口，三尖弁口，右肺静脈内にsample　volumeを設定

し，血流速波形を記録した．僧帽弁口と三尖弁口の血流速波形から心房収縮期と急速流入期の最大流速

の比LV－A／RとRV－A／R，肺静脈血流速波形から収縮期の第2の波であるS波と拡張期D波の最大流

速の比D／Sを求めた．また，心疾患を有さない生後6ヵ月から15歳までの小児30例を対照群とした．

　対照群において心拍数とLV－A／R，　RV－A／R，　D／Sはそれぞれ相関を示した．

　成熟新生児群と未熟児群の比較では，有意な差は認められなかった．

　対照群の結果からの予測値と比較して，成熟新生児・未熟児ではLV－A／Rが有意に高値を示したが，

RV－A／R，　D／Sでは明らかな傾向は認められなかった．

　これらのことから，成熟新生児・未熟児ではそれ以降の児と比較して左室拡張能が十分でないことが

示唆された．

　　　　　　　　　緒　　言

　新生仔の左室拡張能の低下を示唆する実験報告はあ

るが1），新生児についての検討は十分になされていな

い．一方，従来より超音波パルスドプラ法から得られ

る心室への流入血流を分析することにより，心室拡張

能を評価する方法が試みられている2）～6）．また近年，左

室の拡張能の評価方法として肺静脈血流パターンが注

目され，いくつかの報告がなされている7）8）．今回我々

は，新生児・未熟児の心室流入血流，肺静脈血流をパ

ルスドプラ法にて観察することにより，心室拡張能を

検討したので報告する．

　　　　　　　　対象および方法

　対象は呼吸，循環状態に異常を認めず，全身状態良

別刷請求先：（〒329－04）栃木県河内郡南河内町薬師

　　　　　寺3311－　1

　　　　　自治医科大学小児科　　　　市橋　　光

好な成熟新生児25例（A群：在胎37週5日～41週3

日，出生体重2，556～3，816g），未熟児18例（B群：在

胎27週6日～36週1日，出生体重920～2，330g）であっ

た．装置は東芝社製SSH－65Aを用い，はじめに心内奇

形が無いことや動脈管が開存していないことを確認し

た．その後，心尖部四腔断面でカラードプラのガイド

下に僧帽弁口中央，三尖弁口中央，右上肺静脈内に

sample　volumeを設定し，得られた血流速波形を

Strip　chart　recorderにて紙送り速度10cm／secで記録

した，僧帽弁口と三尖弁口の血流速波形から心房収縮

期の最大流速Aと急速流入期の最大流速Rの比LV－

A／RとRV・A／R，肺静脈血流速波形から収縮期の第2

の波であるS波と拡張期D波の最大流速の比D／Sを

求めた（図1）．各々の計測値は，連続する5心拍を平

均して求めた．なお，心拍数が多くA波とR波が融合

し，1峰性となったものは，あらかじめこの検討から
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図2　左室流入血流のA／Rと心拍数との関係

AS D

’酬『’㌦ハ酬1“’噌ザ　酬椚“輌γ

　　図1　心室流入血流と肺静脈の血流パターン

左室流入血流パターン．R：急速流入波，　A：心房収縮

波．肺静脈血流パターン．A：心房拡張波，　S：心室収

縮波，D：心室拡張波．
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図3　右室流入血流のA／Rと心拍数との関係

除外した．検査は成熟新生児では生後3～5日，未熟

児では生後5～7日の自然睡眠時に行った．また，無

害性心雑音や肺炎治癒後などの，明らかに心疾患を有

さず全身状態良好な生後6ヵ月から15歳までの小児30

例を対照群とした．

　　　　　　　　　　結　　果

　A／R，D／Sは心拍数に影響されることが報告されて

いるので9）’”11），対照群における心拍数との関係を調べ

た．左室流入血流によるLV－A／Rと心拍数との関係は

r＝0．70と有意の正相関を示し，回帰式はY＝0．0058

X＋0．112であった（図2）．右室流入血流によるRV－

A／Rと心拍数との関係もr＝0．82と有意の正相関を示

し，回帰式はY＝0．0140X－0．377であった（図3）．肺

静脈血流におけるD／Sとの関係はr＝－0．38と弱い

負の相関を示し，回帰式はY＝－0．0033X＋1．457で

あった（図4）．

　成熟新生児と未熟児における左室流入血流のA／R

と心拍数の関係を示す（図5）．成熟新生児と未熟児群

の間には差を認めなかった．一方，対照群の結果から

得られた回帰式を用い，成熟新生児や未熟児における

心拍数から計算されたA／Rを予測値とし，実測値と

比較した．その結果，成熟新生児と未熟児では予測値
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図4　肺静脈血流のD／Sと心拍数との関係

と比較してA／Rが有意に高かった（Wilcoxon検定，

p＜0．05），

　右室流入血流のA／Rと心拍数を図6に示す，成熟

新生児群と未熟児群で差を認めなかった．対照群から

の予測値と比較すると，成熟新生児の1／3でA／Rの高

値を認めた．

　成熟新生児群と未熟児群における左右心室流入血流

の比較では，両群とも右室流入血流速波形のA／Rが

左室のそれよりも有意に高かった（表）．

　肺静脈血流のD／Sと心拍数の関係を図7に示す．や
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図5　新生児における左室流入血流のA／Rと心拍数

　との関係
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図7　新生児における肺静脈血流のD／Sと心拍数と

　の関係
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図6　新生児における右室流入血流のA／Rと心拍数

　との関係

表　成熟新生児・未熟児の左右心室流入血流のA／R

LV－A／R RV－A／R

成熟新生児 1．05±0．20 1．47±0．35

未熟児 1．11±0．20 1．47±0．28

（平均±SD，）

はり，成熟新生児群と未熟児群の間で差を認めなかっ

た．対照群からの予測値との比較では，新生児では明

らかな傾向は認められなかった．

　　　　　　　　　　考　　察

　対照群における心室流入血流のA／Rは，心拍数と

強い相関を示した．左右心室の比較では，右室のA／R

が左室より大きく，かつ心拍数に対する変化率も右室

の方が大きいために，心拍数が増加するにつれ，両心

室のA／Rの差も大きくなった．このような両心室の

拡張特性の差異は，以前に報告されたものと同様で

あった9）1°）．

　成熟新生児群と未熟児群でそれぞれ，右室流入血流

速波形のA／Rが左室のそれよりも有意に高かった．

この新生児期における両心室の拡張特性の差異から，

新生児期における右室拡張能の低下を結論づけている

論文もある12｝．しかし，その差は，左室と右室の形態的

な違いにより心拍数に対するA／Rの変化率が異なる

ためだけのものかもしれない．左室と右室の相対的な

比較のみでは不十分であり，本研究のように左室と右

室のA／Rと心拍数の関係を求めたうえで比較検討す

べきである．

　左室流入血流のA／Rは，成熟新生児・未熟児ともに

対照群と比べ，有意に高かった．この原因としては，

出生後の左室への流入血流の生理的な増加に左室の拡

張能が十分に対応しきれていないことを示唆している

と思われた．新生児のデータはないが，Grahamらは

乳児期には左室容積に比べ左室心筋重量が大きいこと

を報告している13）．このことから，新生児の心室壁が厚

いために，新生児期の心室拡張能が悪いことも考えら

れる．

　同様に，未熟児では成熟新生児よりさらに心室拡張

能が低いことが考えられるが，今回の検討では両群に

差を認めなかった．Appletonらは，　Mモードによる左

室壁運動の伸展速度から，未熟児の左室拡張能は成熟

新生児より低下していると報告している14）．しかし，彼

らの報告における未熟児のうち64％は人工呼吸管理で

あり，呼吸・循環状態が一定でないという問題点があ

る．我々の検討では未熟児群には超未熟児が2例しか

含まれておらず，健常でより低体重児での検討が必要

と思われた．

　A／Rは拡張能だけでなく，後負荷や流入血流量にも

影響される．成熟新生児群の一部で右室流入血流の

A／Rが高かった理由は，成熟新生児は生後3～5日と

出生後早期に検査したために，肺高血圧が影響してい
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るためかもしれない．

　心拍数が110／minを越えると，しだいにR波とA

波が完全には分離せず，融合するようになってくる．

2つの波が融合すると，R波が下がりきらないうちに

A波がその上に乗り，そのためにA／Rが大きくなる

のではないかという疑問がでてくる．しかし本研究に

おける対照群において，症例は少ないが心拍数110／

min以上のものも含めて心拍数とA／Rは1次回帰直

線で表される関係を保っており，また矢内の報告でも

心拍数160／min程度まで心拍数とA／Rの関係は一定

しているので1°），R波とA波が融合していても，心室

拡張能の評価法として利用できると思われる．一方，

心拍数が140／minを越えると心室流入血流速波形は1

峰性となり，2つの波を区別できなくなる例が増えて

くる．この場合，A／Rは測定不能となり，心拍数が多

い新生児の心室拡張能を評価する本法に限界があると

いえる．

　肺静脈の血流速波形は，経食道心エコー法により鮮

明に記録することができ，本波形の分析による新しい

臨床応用が期待されている．健常者の肺静脈血流速波

形は，3つの陽性波と1つの陰性波により構成される

が15）16），今回の検討では陰性波は必ずしも明らかでは

なかった．その理由として，心房収縮による陰性波は

4つの波形のうち最も小さく，経胸壁アプローチから

得られる波形からは十分に描出することが難しいと思

われた．心室収縮期の第1の波A波は，能動的心房拡

張による肺静脈からの流入波と考えられている．第2

の波S波は左室の収縮に伴う左房の伸展による左房

への流入血流と考えられ，左室収縮力の程度，あるい

は房室弁位置の変動と密接な関係があることが示唆さ

れている，左室拡張期のD波は，左室拡張に伴う左房

への流入血流と考えられている15）16）．D／Sは肥大型心

筋症で減少することが報告されているが，Dが減少し

たためかSが増加したためかは報告により異な
る15）16）．また，D／Sと僧帽弁口血流速波形のA／Rの間

には有意な相関が見られなかったことも報告されてい

る15｝．このパラメータが何を最もよく反映するかは未

だ明らかではなく，今回のD／Sの検討でも，対照群と

比べて成熟新生児・未熟児で明らかな傾向は見いだし

えなかった．しかし，新生児や未熟児における肺静脈

血流パターンの報告は今までに無く，今後の検討に役

立つと思われた．

　新生児の心室拡張能に関する今までの報告は，新生

児の左室および右室の拡張能を相対的に比較した

日本小児循環器学会雑誌　第8巻　第4号

り12），生後24時間前後の変化を比較するものであっ

た17｝．今回の報告は，乳児期後半以降の児についての心

拍数とA／Rの関係を考慮した上で比較検討したもの

であり，成熟新生児・未熟児の左室拡張能がそれ以降

の児と比べ十分でないことが示唆されたことは新しい

知見である．今後は病的新生児やより低体重の未熟児

についても検討を重ねる必要があると思われる．
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Transmitral，　Transtricuspid　and　Pulmonary　Venous　Flow　Patterns　in　Term　and　Preterm　Infants
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　　　The　diastolic　properties　of　the　left　ventricle　in　newborns　have　not　been　fully　examined．　We

therefore　studied　transmitra1，　trnastricuspid　and　pulmonary　venous　flow　patterns　in　newborns．

Eligible　for　this　study　were　25　term　infants（gestational　age　from　37　weeks　and　5　days　to　41　weeks　and

3days　and　body　weight　from　2556　g　to　3816　g）and　18　preterm　infants（gestational　age　from　27　weeks

and　6　days　to　36　weeks　and　l　day　and　body　weight　from　920　g　to　2330　g）．　The　sample　volume　for

Doppler　analysis　was　placed　at　the　level　of　the　AV　valve　anulus　and　in　the　right　upper　pulmonary　vein

to　record　the　flow　pattern．　LV－A／R　and　RV－A／R　was　calculated　by　dividing　the　peak　velocities　of　the

atrial　conduction　waves　by　the　peak　velocities　of　the　early　rapid　ventricular　filling　at　the

atrioventricular　anuli．　In　addition，　D／S　was　calculated　by　dividing　the　peak　velocity　of　the　diastolic

wave　by　the　peak　velocity　of　the　systolic　second　wave　in　the　right　pulmonary　vein．　A　control　group　of

30children　aged　from　6　months　to　15　years　who　did　not　have　heart　diseases　was　also　evaluated．

　　　In　the　control　group，　LV－A／R，　RV－A／R　and　D／S　were　correlated　with　heart　rates．　There　was　no

significant　difference　between　the　LV－A／R，　RV－A／R　and　D／S　of　the　term　infants　and　those　of　the

preterm　infants．　The　LV・A／Rs　of　the　newborns　were　significantly　higher　than　the　projected　values

based　on　the　results　of　the　control　group．　However，　there　was　no　such　tendency　with　respect　to　RV－A／R

and　D／S．

　　　These　results　suggest　that　the　diastolic　properties　of　the　left　ventricle　are　not　matured　in

newborns．
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