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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　パルスドプラ法により検出される拡張期肺動脈内順流波（DFF）の発生頻度を調査すると共に，その

成因につき検討した．小児例10例を含む健常及び心疾患症例45例を対象に通常の心臓カテーテル検査時

にmultisensor　catheterを用い主肺動脈内同一部位における圧と流速の同時記録を行った．また1例で

は主肺動脈内流速及び圧とともに右室流出路内圧の同時記録も行った．得られた肺動脈内圧と流速から

肺動脈圧脈波反射波｛Pb（t）｝を算出し，　DFFとPb（t）との関係を検討した．小児例では40％に成人例

では8．6％にそれぞれDFFを認めた．　DFF（＋）群では，　DFFの時相に一致したPb（t）の一過性の低

下を示すDFF（一）群のPb（t）パターンと明らかに異なるパターンを認めた．また右室流出路内圧は

DFFの時相で，必ずしも肺動脈圧を凌駕していなかった．　DFFの成因にPb（t）の一過性の低下が大き

く関与していると思われた．

　最近，超音波パルスドプラ法による検索から，各種

心疾患及び健常例で拡張期肺動脈順流波（以下DFF

と略す）の報告1）～6）が散見されるが，DFF発生の成因

につき詳細に検討した報告は極めて少ない．そこで本

研究では同一部位における圧と流速の同時測定が可能

なmultisensor　catheterを用いてDFFの発生頻度を

調査するとともに，肺動脈流速と，同時計測した肺動

脈圧から肺動脈圧脈波反射波（以下Pb（t）と略す）を

算出し，DFFとPb（t）との関係から，　DFFの成因に

ついて検討した．

　　　　　　　　　　研究方法

　研究対象症例は，健常例6例，先天性心疾患症例11

例，僧帽弁疾患症例15例，大動脈弁疾患症例6例，虚

血性心疾患症例5例，その他2例の計45例である．対

象症例の年齢の範囲は4～69歳で，うち10例は13歳以

下の小児例である．小児研究対象症例の概要をまとめ

て表1に示す．また以上の症例はすべて正常洞調律を

示した．これらの症例を対象に，通常の心臓カテーテ
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ル検査時に，multisensor　catheter（Millar社，　VPC

シリーズ）を主肺動脈内に挿入し，同一部位における

圧と流速の同時記録を行った．圧及び流速のセンサー

部はちょうど肺動脈弁の直上で肺動脈の中心付近にく

る様に，透視下にカテーテルを操作した．また明らか

なDFFがみられた1例では肺動脈内同一部位の圧及

び流速と右室流出路内圧の同時測定を行い，DFFの時

相での右室流出路内圧と肺動脈圧との関係を調べた．

なお血流計本体はNarcomatic　RT－500（Narco

Biosystem社）を使用し，圧及び流速の記録はMingo－

graph　800（Siemens－Elema社製）を用いて行った．

　次に記録した肺動脈圧及び流速から下の
Westerho9）の式より導いた1）式を用いてPb（t）の算

出を行った．

　　Pb（t）＝1／2〔Pm（t）一ρ・

　　　C・Um（t）〕…………・…・・…・…………・…・（1）

　Pb（t）：肺動脈圧脈波反射波（mmHg）

　Pm（t）：実測された肺動脈圧（mmHg）

　ρ：血液密度（1．05g／cm3）

　C：脈波速度（cm／sec）

　Um（t）：実測した肺動脈内流速（cm／sec）
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表1　小児研究対象症例の概要

No． 症例 性
年齢
（yrJ 疾　患　名

1 W．K． ♀ 4 心室中隔欠損症

2 U．S． ♀ 9 心室中隔欠損症術後

3 E．0． ♀ 13 健常例

4 H．K． ♀ 4
心内膜床欠損症，僧帽弁閉鎖不全症

肺高血圧症

5 H．T． ♂ 13 心室中隔欠損症

6 K．S． ♂ 5 心房中隔欠損症

7 R．H． ♀ 4 心房中隔欠損症

8 H．K． ♂ 4 心室中隔欠損症，大動脈弁閉鎖不全症

9 T．F． ♂ 12 健常例

10 M．T． ♀ 6 心房中隔欠損症

　脈波速度の算出は，まず左右どちらかの末梢肺動脈

内の圧波形と，さらにそこから肺動脈弁直上部迄カ

テーテルを引き抜いた部位での圧波形の時間差とカ

テーテルの引き抜き距離より求めた．

　　　　　　　　　　結　　果

　小児例及び成人例でみられたDFFの発生頻度をま

とめて表2に示した．DFFはGibbsら6）の報告と同様

の，右室急速充満期に認めるもの（以下f波と略す）と

心房収縮期に認めるもの（以下a波と略す）と，a波，

f波の判別がつかないもの（以下a－f波と略す）に分け

られた．小児例10例中，4例にDFFを認めた．その内

訳は，1）f波のみ認めたもの一健常例，心内膜床欠損

症例の各1例，2）a波のみ認めたもの一心室中隔欠損

術後症例の1例，3）a・f波を認めたもの一心房中隔欠

損症の1例であった．成人例では健常例2例でf波の

み，冠動脈バイパス術後症例の1例でf波とa波を共

に認め，結局35例中DFFを認めたのはこの3例
（8．6％）のみであった．

　次にDFFと算出したPb（t）との関係を示す．図1

～ 4は実際の症例の心電図，肺動脈内流速及び圧波形

と，算出したPb（t）をプPットしたものである．図1

は12歳，健常男児で，DFFを認めなかった症例の記録

波形であるが，DFF（一）群ではいずれもほぼこの症

日小循誌　9（3），1993

表2　結果

症例数 f波観察例
　（％）

a波観察例
　（％）

総　計
（％）

小児例 10
2（1）＊

（30％）

1（1）＊

（20％）

　4
（40％）

成人例 35 　3
（8．6％）

　1
（2．9％）

　3
（8，6％）

f波：右室急速充満の時相の主肺動脈内順流波

a波：心房収縮の時相の主肺動脈内順流波

＊f波，a波の判別不能な主肺動脈内拡張期順流波

例と同じPb（t）パターソを示した．　DFF（一）症例

のPb（t）の特徴は，図1のごとくPb（t）は右室の血

流駆出開始とともに急激に減少し，肺動脈内流速波形

のピーク付近で最小値をとった後漸増し，肺動脈弁閉

鎖時に最大となり，以後，拡張期にかけて漸減するパ

ターンを示す，図2はf波（↓）を認めた63歳成人男性

例の記録波形であるが，f波の時相とほぼ一致してPb

（t）の一過性の低下（↓印の間）を認める．図3は頻脈

の為，a波f波の判別が困難なDFFを認めた4歳女

児，心房中隔欠損症症例の記録波形であるが，この症

例でもDFF（↓）の時相に一致してPb（t）の一過性

の低下（↓）がみられる．図4にf波とa波がともに認

められた58歳，男性，冠動脈バイパス術後症例で記録

した各波形を示した．この症例でもPb（t）は，　f波及

びa波のそれぞれの時相に一致して，一過性の低下

（↓印の間）を示している．以上のようにDFF（＋）症

例では，Pb（t）は駆出期には，　DFF（一）症例と類似

のパターンをとるものの，拡張期には，DFFの時相に

一致してPb（t）は一過性に低下する特徴的なパターン

がみられた．図5は9歳男児，心室中隔欠損症術後症

例の心電図，主肺動脈内流速，圧波形及び右室流出路

内圧波形である．この症例ではa波の時相では右室流

出路内圧が肺動脈圧よりも高いものの，f波の時相で

は，明らかに肺動脈圧は右室流出路内圧を凌駕してい

ることがわかる．

　　　　　　　　　　考　　案

　Gramiak8）がMモード心エコー上で肺動脈弁の拡

張期開放の報告を行って以後，各種心疾患での肺動脈

弁の拡張期開放の報告が散見される9）一’13）．またWolf－

sonら1）はカルチノイド心症例で右房造影により，拡張

期に肺動脈弁開放とともに，肺動脈内に順流波（DFF）

を認めることを報告している．その後超音波ドプラ法

の発達に伴い，ファロー四徴症根治術後症例2）4｝5），右室
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図1　12歳男児，健常．DFF（一）症例の主肺動脈内流速と同圧〔前進波（Pf（t）と反射波（Pb

　（t）〕との関係

　Pb（t）は駆出開始とともに急激に減少し，肺動脈内流速のピークで最小となった後，増高し，肺

　動脈弁閉鎖時にほぼ最大となる．そして拡張期にかけて漸減するパターンを示す．

　DFF：拡張期肺動脈内順流波，破線二Pb（t）
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図2　63歳，男性，健常DFF（＋）症例．主肺動脈内

　流速と同圧〔前進波（Pf（t））と反射波〔Pb（t）〕

　との関係

　f波（↓）の時相とほぼ一致してPb（t）（破線）の

　一過性の低下を認める．（↑から↑）

　f波：右室急速充満期の順流波

梗塞例3），肺動脈閉鎖不全症例4）等においてもDFFの

存在が報告されている．そして，これらの報告では，

DFFの成因として右室コンプライアンスの低下，また

は右室の容量負荷による拡張期右室圧の上昇等が考慮

されている．また木佐貫ら4）5）はファロー四徴症術後症

例に於けるDFFの成因として右室コンプライアンス

の低下に加え，肺動脈弁逆流による右室容量負荷によ

る拡張期の肺動脈一右室圧較差の消失を挙げている．

一方Gibbsら6）は超音波ドプラ法により健常新生児群

と2ヵ月から42歳の健常症例群の全例にDFFを認め

たことを報告している．そして右室流出路でDFFの

時相に一致した肺動脈弁方向への血流を認めたことか

ら，右房から右室への急速充満血流（f波）と右房収縮

による流れ（a波）が肺動脈弁を開放して肺動脈内に流

入する可能性と，これらの血流が肺動脈弁を単にpush

upしてDFFを生ずる可能性について述べている．ま

たVengenら14）は麻酔開胸犬を用いた動物実験から，

拡張期の延長による右房圧の上昇と左心系のみの収縮

力増大によるPAWPの低下によりもたらされる拡張

期の右房一肺動脈圧較差の消失または逆転が，右房収

縮の時相のDFFの成因であると報告している．しか
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図3　4歳，女児，心房中隔欠損症例，主肺動脈内流速と同圧〔前進波（Pf（t）と反

　射波（Pb（t）〕との関係

　f波，a波の判別不能なDFF（↓）の時相に一致してPb（t）（破線）の一過性の低

　下を認める（↓）

　f波：右室急速充満期の順流波，a波：心房収縮期の順流波

　　コ　　ゆ　　ロ　　　コ　　　コ　　　　　コ　　　　　　ト　ロ　　　　ll　　　　　　　　　　　　ゆ　　　び　

竃　　　人＿＿一図

主肺動脈内流速

主肺動脈圧

　　　Ocm／sec　

或
　　　20

　
　
］

　　　OmmHg

　　　　　　　　　　1sec，

図4　58歳，男性，冠動脈バイパス術後症例．主肺動

　脈内流速と同圧〔前進波Pf（t）と反射波（Pb（t）〕

　との関係

　f波，a波の時相に一致してPb（t）の一過性の低下

　を認める．

　f波：右室急速充満期の順流波，a波：心房収縮期の

　順流波

し，図5で示したように著者らのDFFの時相におけ

る右室流出路内圧と肺動脈圧との検討では，a波の時

相（右房収縮の時相）では右室流出路内圧は肺動脈圧

より高いものの，f波の時相では右室流出路内圧は肺

動脈圧より明らかに低値を示した．従って，肺動脈弁

欠損等の特殊な状態を除いて急速充満期に右房から右

室への急速流入血流が，肺動脈弁を開放して，そのま

まf波を発生させると考えることには無理があるよう

に思われる．一方，Pb（t）とDFFとの関係をみると，

DFF（＋）症例では，　DFFの時相に一致して，ほぼ普

遍的にPb（t）の一過性の低下を認めた．この事実のみ

で，DFF（a波，　f波）の成因を論ずる事は早計ではあ

るが，少なくとも拡張期におけるPb（t）の一過性の低

下に寄与すると思われる以下の種々の要因，◎肺末梢

血管床の流体力学的条件，◎肺血管のコンプライアン

ス，脈波速度，◎肺血管の解剖学的条件（肺動脈弁か

ら分岐までの距離など），◎左心系の収縮力，◎右室の

拡張機能（コンプライアソス等）がnet　effectとして

DFFの発生に大きく関与している可能性は充分に考

えられる．以上に列挙した個々の因子がPb（t）の低下

に寄与する事はWesterhofらの研究など7）16）17）から実

験的には明らかであるが，これらの諸因子が臨床例（健

常群及び各疾患群）で，どのようなメカニズムで反射
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　　　図5　9歳，女児，心室中隔欠損症術後症例の主肺動脈内圧・流速，右室流出路内圧．右室急速充

　　　　満の時相の肺動脈内順流波（f波）と心房収縮の時相の肺動脈内順流波（a波）を認める．a波の

　　　　時相では右室流出路内圧が肺動脈内圧より高いが，f波の時相では明らかに肺動脈内圧が，右室流

　　　　出路内圧を凌駕している．

波の低下に寄与しているかについては，未だ明らかで

はない．また本研究の対象例ではDFFを認めた症例

も少なく，ある一定の疾患群にてDFFが高頻度に認

められる傾向もなかった為，そのメカニズムについて

言及することはできなかった．今後の臨床例における，

血行力学的条件とPb（t）の関係の詳細な検討が必要と

思われる．

　次にDFFの発生頻度について考えてみたい，筆者

らの研究ではDFFの全体の発生頻度は15．5％で，小

児例が40％，成人例が8．6％と小児例に高い傾向を認め

た．本研究では小児研究対象症例数が少なく，また疾

患が多岐にわたるところからその頻度に言及するのは

無理があるが，健常新生児を中心とした研究対象例で

DFF発生頻度が100％であったGibbsらの報告6）と突

き合わせると，若年齢でよりDFFの発生頻度が高い

可能性がある．これは若年齢に共通なPb（t）に影響を

及ぼす心力学的条件一肺血管のコンプライアンス，肺

動脈弁から分岐までの距離等一がDFFの発生頻度に

大きく及ぼしている可能性を示しているようにも思わ

れるがこの点に関しては，各年齢層における心力学的

条件とPb（t）との関係を詳細に検討する必要性があ

り，今後さらに検討を予定している．

　胸壁からの超音波ドプラ法は，非侵襲的であり簡便

に施行可能なことに加え，より大きな血流速度，及び

加速度を持つ駆出期では妥当性のある肺動脈内流速波

形の記録ができる．しかし種々のartifactの影響を受

け，正確な流速波形の記録が困難な流速＝0付近の流

速及び駆出期に比し小さな流速の記録が必要な拡張期

血流の解析には適さないと考えられる．以上から，本

研究では他のDFFに関する報告のほとんどがドプラ

法を用いた研究であるものに対し2＞一一6），上記の条件で

も十分な精度で流速波形の記録が可能な18）multisen－

sor　catheterを用いたカテーテル法でDFFの解析を

行い，ドプラ法を用いた解析は行わなかった．

　稿を終えるに臨み，御援助御協力を頂いた北里大学病院

放射線部職員各位，同MEセンター職員各位に心より感謝

します．

　なお本論文の要旨は第25回日本循環器学会総会（1989年，

久留米）にて発表した．
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Diastolic　Forward　Blood　Flow　in　the　Pulmonary　Artery

　　　　　　　－The　Analysis　with　Reflected　Waves一

　　　　　　　　　　　　Yukioshi　Kondoh，　Shizuo　Hanya　and　Akira　Ishihara

Department　of　Thoracic＆Cardiovascular　Surgery，　Kitasato　University，　School　of　Medicine

　　　The　etiology　of　diastolic　forward　flow　in　the　pulmonary　artery（DFF）has　been　the　subjects　of

much　debate．　To　further　investigate　DFF，　the　pulmonary　artery　blood　flow　velocity　and　pressure　were

recorded　simultaneously　using　a　multisensor　catheter　in　45　normal　subjects　and　in　patients　at　the

same　site．　The　reflected　waves　were　calculated　from　measured　pulmonary　artery　flow　velocity　and

pressure．　Main　pulmonary　artery　blood　flow　velocity，　right　ventricular　outflow　tract　and　main

pulmonary　pressure　were　also　recorded　simultaneously　in　one　patient．　DFF　were　detected　in　9　cases

（20％）．Comparison　of　blood　flow　velocity　traces　with　reflected　waves　in　the　pulmonary　artery　showed

the　temporal　coincidence　of　DFF　and　instaneous　decrease　of　reflected　waves．　The　right　ventricular

outflow　tract　pressure　did　not　exceed　the　pulmonary　pressure　in　diastole　when　DFF　are　present．　It　is

suggested　that　DFF　is　temporally　related　to　instaneous　decrement　of　reflected　waves．
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