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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　健常小児の水中における血行動態の変化を明らかにするために，Mモード心エコー法とパルスドプラ

心エコー法を用いて，水浴・潜水中の心腔内・大血管内の血流を非侵襲的に観察した．

　対象は，健常小児8例（男児6例，女児2例，5歳から12歳で平均年齢8歳）と，対照として健常成

人15例（全例男性，16歳から37歳で平均年齢24歳）であった．

　立位で前胸部まで水浴した状態と，さらに潜水した状態での心拍数，血圧，下大静脈径，上大静脈血

流，肝静脈血流，右室・左室流入血流を測定した．

　地上立位と比較し，水浴中には心拍数の低下，下大静脈径の増大，下大静脈のCollapsibility　Indexの

低下，上大静脈血流波形におけるD波の減少，肝静脈血流波形上のD／Sの低下，そして右室流入血流波

形上のR波の増大とA／Rの増加が認められた．潜水時には，心拍数・各血流波形とも，水浴時より著明

に変化した．小児においては，特に右室流入血流波形が水浴・潜水時の血行動態の変化を最も鋭敏に検

出しうる指標であると思われた．

　以上の変化は主に右心系の流入障害を意味するものであり，水浴・潜水時の徐脈そして上半身への循

環血流の再分布に伴う静脈還流の増大に起因すると考えられた．

　　　　　　　　　緒　　言

　近年，水泳中の心電図記録システムの開発によって，

地上運動では不整脈が出現しない小児においても，水

泳中や潜水中には，種々の不整脈が認められることが

明らかとなってきた1）－3）．しかし，小児においては，水

泳における“水浴”，“潜水”という負荷に対して，い

かなる血行動態の変化が起こるか検討されていない．

　今回，我々は，健常小児の水中における血行動態の

変化を明らかにするために，水中での下大静脈径，上

大静脈血流，肝静脈血流，心室流入血流をMモード心

エコー 法とパルスドプラ心エコー法を用いて非侵襲的
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に観察した．

　　　　　　　　対象および方法

　対象は，健常小児8例，（男児6例，女児2例，5歳

から12歳で平均年齢8歳）と，対照として健常成人15

例（全例男性，16歳から37歳で平均年齢24歳）であっ

た．

　水浴は，リハビリテーション用の室内プールで，水

温を26℃に保って行った．被検者は前胸部まで水浴し

た．

　検査は以下のごとく，仰臥位，仰臥位（90度下肢挙

上負荷），立位，水中立位で，それぞれの体位を3分間

保持した後に，心拍数，血圧，下大静脈径，上大静脈

血流，肝静脈血流，右室・左室流入血流を測定した．

潜水時も同様に，成人では潜水10秒後の小児では，水
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中から顔を上げる直前の上記項目の記録を行った．

　超音波診断装置は東芝社製SSH・65Aで，3．75MHz

および2，5MHzの探触子を使用し，以下の像を得た．

　下大静脈径は，肋骨弓下アプローチにて下大静脈を

描出し，右心房入口部より約2cm末梢でMモード記

録を行い，心電図QRSのR波の点で下大静脈内径を

測定した．さらに，同様に深呼気・深吸気時の下大静

脈内径も測定して，Collapsibility　Index：（呼気時下

大静脈径一吸気時下大静脈径）／呼気時下大静脈径を算

出した4｝．

表1　成人の各体位における心拍数・血圧・下大静脈径・血流波形

仰臥位
　仰臥位
（下肢挙上） 立位 水中立位 潜水立位

心拍数（beats／m） 63．9±7．9 67．7±7．3＃ 80．0±10．0＃＃ 62．4±7．4＊＊ 55．8±8．8＊＊！！

収縮期血圧（mmHg） 115．7±6．5 120．6±6．9＃＃ 113、5±6．8 116．6±7．4 117．8±8．9

拡張期血圧（mmHg） 76．2±8．4 77．7±10．5 80．7±10．3 80．8±6．7 77．4±9．9

IVC（mm） 22．1±3．3 25．3±3．3＃＃ 19．2±3．1＃ 25．8±3．2口 27．9±5、8牟＊

（C。1．） 0．76±0．11 0．59±0．12＃ 0．61±0．07＃ 0．50±0．11＊

SVC（cm／s） 44．7±11．7 51．2±11．2＃ 94．0±23．0 93．3±18．6 74．1±25．9＊＊

（D／S） 0．75±0．08 0．67±0．18

HV（D／S） 0．92±0．23 0．85±0．20 1．09±0．22 0．87±0．21＊ 0，64±0．14＊＊！！

RVR（cm／s） 57．4±11．1 62．9±9．4 49．9±9．7 55．3±7．0° 58．1±9．4＊

A／R（％of　norma1） 99±18 94±9 99±19 104±15 127±18＊＊！！

LVR（cm／s） 68．1±10．5 66，1±6．4 62．3±10．1 61．9±11．0 60．6±7．5

A／R（％of　normal） 125±23 126±24 131±31 140±24 184±48＊＊！！

IVC；下大静脈径，　C．1、；collapsibility　index，　SVC；上大静脈血流最大流速，　D；拡張期最大流速，

S；収縮期最大流速，HV；肝静脈血流波形，　RV；右室流入血流波形，　LV；左室流入血流波形，

A；心房収縮期最大流速，R；急速流入期最大流速．

各測定値は，平均±標準偏差で表示した．

下肢挙上は仰臥位との比較（＃P＜0．05，＃＃P＜0．Ol），

水中立位・潜水立位は立位との比較（’p〈0．05，”p＜0．01），

さらに潜水立位は水中立位との比較（！P〈0．05，！！P〈O．Ol）で，有意差を検定した．

表2　小児の各体位における心拍数・血圧・下大静脈径・血流波形

仰臥位
　仰臥位
（下肢挙上） 立位 水中立位 潜水立位

心拍数（beats／m） 80．2±7．1 83．1±8．1 89．7±9．0 76．8±7．6＊＊ 70．3±10．5＊＊！！

収縮期血圧（mmHg） 110．0±4．7 108．0±6．1 108．0±5．2 105．6±3．2 108，8±6．3

拡張期血圧（mmHg） 61．2±5．9 59．2±4．1 66．0±5．7 61．7±3．4 61．7±3．7

IVC（mm） 11．8±0．7 16．4±3．7 11．3±2．5 16．0±4．3 16．0±5．2

（CJ．） 0．68±0．11 0．65±0．15 0．56±0．08 0．56±0．19

SVC（cm／s） 62．5±14．4 61．5±9．3 97．5±15．1 84．5±24．8 84．8±9．2

（D／S） 0．79±0．12 0．78±0．08

HV（D／S） 0．86±0．08 0．78±0．17 0．83±0．14 0、77±0．20 0．67±0，10

RV　R（cm／s） 66．0±9，4 62．9±6．9 59．8±10．8 67．4±13．5 69．3±13．6＊

A／R（％of　norma1） 100±19 93±28 83±8 94±4＊ 124±29＊

LV　R（cm／s） 84．3±15．4 81．6±15．6 72．］±11．1 82．0±10．9＊ 74．ユ±15．0

A／R（％of　normal） 99±14 101±11 119±13 108±18 123±22

IVC；下大静脈径，　C．1．；collapsibility　index，　SVC；上大静脈血流最大流速，　D；拡張期最大流速，

S；収縮期最大流速，HV；肝静脈血流波形，　RV；右室流入血流波形，　LV；左室流入血流波形，

A；心房収縮期最大流速，R；急速流入期最大流速．

各測定値は，平均±標準偏差で表示した．

下肢挙上は仰臥位との比較（＃p＜0．05，＃＃p＜0．Ol），

水中立位・潜水立位は立位との比較（＊p＜0．05，＊＊p〈0．01），

さらに潜水立位は水中立位との比較（！P〈0．05，！！P〈0．01）で，有意差を検定した．
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　肝静脈血流波形は，肝静脈に超音波ビームができる

だけ平行に入るようにした後，ドプラシグナルを記録

した5）．

　上大静脈血流波形は，右鎖骨上窩からのアプローチ

で左右腕頭静脈合流部にサソプルボリュームを設定し

記録した5）6）．

　右室・左室流入血流波形は，傍胸骨アプローチにて，

四腔断面でカラードプラのガイド下に三尖弁口中央・

僧帽弁口中央にサソプルボリュームを設定して記録し

た7）”11）．

　得られた血流速波形をStrip　chart　recorder（東芝社

製Line　Scan　Recorder　LSR－20B）にて紙送り速度10

cm／secで記録した．ドプラシグナルはvelocityで表

示し，心電図を同時に記録した．

　得られた心室流入血流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，A／Rを求めた．

A／Rは心拍数に影響されることが報告されているの

日本小児循環器学会雑誌　第9巻　第6号

で7）8｝，心拍数に対する予測値の％of　normalで表した．

また，上大静脈・肝静脈血流波形の収縮期の最大流速

Sと拡張期の最大流速のDの比，D／Sを求めた6）．各々

の計測値は，連続する4心拍を平均した．

　小児・成人において，それぞれの各体位における測

定値は，平均±標準偏差で示し，推計学的処理はWil’

coxon順位和検定を行い，危険率5％以下を有意とし

た．

　　　　　　　　　　結　　果

　結果は，表1（成人）・表2（小児），図1（成人・

小児）に要約した．

　1．下肢挙上の影響

　静脈還流の増大による各指標の変化を明らかにする

ために，仰臥位と下肢挙上負荷を比較した．

　小児では，心拍数・血圧は変化しなかったが，下大

静脈径は増大する傾向がみられた．Collapsibility

Indexは，成人では有意に低下し，小児でも低下傾向を
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IVC；下大静脈径，　HV；肝静脈血流波形，　D；　　　　　　　　　　収縮期最大流速，　RV；右

室流入血流波形，LV；左室流入血流波形，　A；　　　　　　　　　　R；急速流入期最大流速．

1～5はそれぞれ，1仰臥位・2仰臥位（90度下肢挙上負荷）・3立位・4水中立位・5潜水立位を
示す．

オープン・サークルは成人の測定値，クローズド・サークルは小児の測定値を示す．各測定値は，

平均±標準偏差で表示した．
＊ p〈0．05，＊＊p〈0．01，NS；not　significant（成人），’p＜0．05，”p＜0．01，　NS：not　significant（小

児）
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示した．しかし，肝静脈血流波形・心室流入血流波形

は変化しなかった（図1，1・2）．

　2．立位の影響

　静脈還流の減少による各指標の変化を明らかにする

ために，仰臥位と立位を比較した．

　成人では有意に，心拍数は増加し，下大静脈径は減

少した．小児でもその傾向が認められたが有意ではな

かった．血圧は変化しなかった（図1，1・3）上大

静脈血流速度は増大傾向を示し，波形は仰臥化の2峰

性パターンから，立位の連続性パターンへと変化した

（図2）．肝静脈血流波形・心室流入血流波形は変化し

なかった（図1，1・3）．

　3，水浴・潜水の影響

　水浴・潜水の影響を明らかにするために，地上立位

と水中立位・潜水立位を比較した．

　水中では，心拍数は有意に減少したが，血圧は変化

しなかった．下大静脈径は増大し，Collapsibility

Indexも低下傾向を示したが，小児では有意な変化で

はなかった（図1，3・4）．E大静脈血流波形は拡張

期血流が減少するパターソに変化した（図2）．肝静脈

血流波形のD／Sは低下傾向を示した．右室流入血流波

形のR波は増大し，A／Rは増加した．小児では症例数

が限られていたにも関わらず右室流入血流波形は有意

に変化した．左室流入血流波形に関しては，小児でR

波が有意に増大した（図1，3・4）．

　潜水時には，心拍数，下大静脈径，上大静脈血流速

㌔～杣，t 漕べ幽輪

聯撒撒辮く　

」‘鮒A‘1．Ittl

v一葺テ≡㌔r－『’　：’tl－・≡一≧⊇一室≡i一

　　　　　　　　　　　　　　　　　’
1」．1．‘1i‘．L．」III、1－1．．1‘1、、｜．llll，、III‘，［，，、1，．1－1．1，‘1」．，，1．L．［1，，［．‘1－1－1－［，，1、、1、。1、、、‘L．［．，1．、｝．，1、、、ilii、、lmi［i，，［．／vt，1、illll‘、iL‘iJ，，‘、1‘，1‘IJ，11111P」、1、、irL‘il、11、Lrr

lSVCl4il川㌧口lll

議〔～、，ン㌧・

　∵口L＄VdL5

1諏・
　　　　　　　　ρ6 海

一
〇　rSm7’　s11

　　　　　1一

1、Llll川Ll，111111111rl川1川dliii、Litiliml“ilpitlmil川iliii［i，lir，llii”1．tlniilimL．1川1川liiii、1、rPili）t、II）iil、、1，1川Altll「1．111‘II，llrl川1｜1，11Lt）1「t、t，liii、li）iil，，＋，1、titlilv，1川IL，，liii，1川imiLe“，

　　　　　　　　図2　上大静脈血流波形の水浴・潜水時の変化

SVC　l・3～5はそれぞれ，1仰臥位・3立位・4水中立位・5潜水立位を示す．立

位では2峰性パターンは消失し，ややphasicな傾向を示すものの，ほぼ連続的な流れ

となった．水浴により拡張期血流が減少し，潜水時には拡張期血流がほぼ消失した．
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度，肝静脈血流波形のD／S，右室・左室流入血流波形

のA／Rが，水浴時より著明に変化した．成人では，全

て有意な変化であったが，小児では，心拍数を除いて

有意ではなかった（図1，4・5）．

　　　　　　　　　　考　　察

　我々は，パルスドプラ法を用いて，非侵襲的に心腔

内・大血管内の径や血流を測定することにより，水中

における血行動態の変化を検討した．水圧・水温も含

めた全身的な影響を観察するために，単にface

immersionではなくhead－out　water　immersionにお

ける検討を行った．

　水浴・潜水により下大静脈径の増大，下大静脈の

Collapsibility　Indexの低下，上大静脈血流波形におけ

るD波の減少，肝静脈血流波形上のD／Sの低下，そし

て右室流入血流波形上のR波の増大とA／Rの増加が

認められた．これらの変化は全て右心系の流入障害を

意味するものであり，徐脈そして上半身への循環血液

の再分布に伴う静脈還流の増大に起因すると考えられ

た．また，左室流入血流波形に関しても，成人におい

て潜水時にA／Rが増加し，小児において水浴時にR

波が増大したことは，右室流入血流波形と同様に，前

負荷の増大を反映した変化と考えられた．

　水中運動では，地上運動と異なり，体位・水圧・浮

力・水抵抗・水温が影響する．一般に，水浴により，

循環血液は上半身に再分布し，中心静脈圧は上昇し，

1回心拍出量は増加することが報告されてい
る12）一一16）．今回の結果から，各血流波形も循環血液の上

半身への再分布による静脈還流の増大を鋭敏に反映す

ることが明らかとなった．

　潜水時に，上大静脈・肝静脈・右室流入血流波形は

水浴時と同様の変化を示したが，より著明な変化で

あった．単なる水浴に加え，Valsalva効果や鼻粘膜・

顔面への感覚刺激が加わったことが影響したと考えら

れたユ7）～19）．

　今回，体位による静脈還流の変化により，上大静脈・

肝静脈・心室流入血流波形が，いかに変化するかを併

せて検討した．しかし，体位の変化のみでは各血流波

形の有意な変化はみられなかった．小児においては，

成人に比し下肢循環血液量が少ないと考えられること

から，下肢挙上のみでは，十分な静脈還流の増加が得

られなかった可能性がある．また，下肢を挙上しても，

血流の再分布により，大血管・心腔内のレベルでは静

脈還流は増加していなかった可能性もある．水浴・潜

水時の上大静脈血流速波形上の拡張期血流の減少は，
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右室流入障害に関連していると考えられた．しかし，

上大静脈が胸腔内に存在し，呼吸・体位・胸郭への水

圧の影響をより強く受けると考えられ，また，体位・

測定部位により流速・D／Sが変化することも報告され

ている5）6）2°）21）．心室流入への水浴の影響を検討すると

きには上記の影響を考慮しておく必要があると考えら

れた．

　小児においては，呼吸の影響が除けないことや潜水

時間を規定できないことから，特に今回の様にパルス

ドプラ法を用いた非侵襲的な検査には限界がある．小

児において心拍数と右室流入血流波形以外の指標が有

意に変化しなかったことも，これらの要因に影響され

た可能性がある．しかし，小児症例数が限られていた

にもかかわらず，右室流入血流波形は有意に変化した．

この結果から，右室流入血流波形は水浴・潜水時の血

行動態の変化を最も鋭敏に検出しうる指標であると思

われた．今回の検討の対象は全て心機能に異常を認め

ない健常成人・小児であり，水浴・潜水によっても明

らかな血圧の上昇は認めなかったので，結果に関して

は，後負荷や心収縮力の影響は除外できると考えられ

た．また，水浴・潜水には“水への慣れ”が大きく影響

するとされている18）．このため，小児においても，水

浴・潜水の経験が，上記の結果にいかに影響したかを，

今後，再評価する必要があると考えられた．

　今回の検討で，水浴・潜水においては静脈還流の増

大による相対的な右心系の流入障害が起こることが明

らかとなった．この結果から心疾患，特にFallot四徴

根治術後などの右心系の拡張機能の低下が予測される

患児の水中での運動においては，事前の十分な血行動

態の検討と水浴・潜水中の監視が必要であると考えら

れた．
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Hemodynamic　Changes　in　Water　Immersion：Evaluation　of　Flow　Velocity

　　　　　　　　　　　　　　Pattern　by　Pulsed　Doppler　Untrasound

Hiroshi　Igarashi，　Hirohiko　Shiraishi，　Yutaka　Kikuchi，　Kou　Ichihashi　and　Masayoshi　Yanagisawa

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Department　of　Pediatrics，　Hichi　Medical　School

　　　To　study　the　influence　of　water　immersion　on　hemodynamics　in　healthy　children，　we　examined

inferior　vena　cava（IVC）dimension　and　blood　flow　velocities　in　superior　vena　cava，　hepatic　vein　and

ventricular　inflow　tracts　under　the　conditions　of　head－out　immersion　and　breath－hold　diving．　We

performed　M・mode　and　pulsed　Doppler　echocardiography　in　8　healthy　children　aged　5　to　12　years

（mean　age　of　8　years）and　15　healthy　adults　aged　16　to　37　years（mean　age　of　24　years）．　Water

immersion　was　conducted　at　26°C　in　the　standing　position　in　the　swimming　pool．　The　results　obtained

in　water　immersion　were　compared　with　those　in　air．

　　　In　both　children　and　adults，　heart　rate　decreased　but　blood　pressure　did　not　change．　IVC

dimension　increased　and　IVC　collapsibility　index　decreased．　The　peak　velocity　of　the　early　rapid　filling

wave　and　the　A／R（the　peak　velocity　ratio　of　the　atrial　contraction　wave　to　the　early　rapid　filling　wave）

in　the　right　ventricular　inflow　tract　increased．　The　superior　vena　cava　diastolic　flow　velocity　reduced

and　the　D／S（the　peak　velocity　ratio　of　the　systolic　wave　to　the　diastolic　wave）in　the　hepatic　vein

decreased．　All　above－mentioned　variables　changed　significantly　in　adults．　Heart　rate，　the　peak　velocity

of　the　early　rapid　filing　wave　and　the　A／R　in　the　right　ventricular　inflow　tract　changed　significantly　in

children．　In　breath・hold　diving，　the　changes　of　the　variables，　which　changed　in　head・out　immersion，

were　more　prominent　than　that　in　head－out　immersion．

　　　Distended　IVC，poor　IVC　collapsibility，　augmented　atrial　contraction　in　the　right　inflow　tract，　and

reduced　diastolic　flow　velocity　in　superior　vena　cava　and　hepatic　vein　in　water　immersion　indicate　poor

right　ventricular　diastolic　function．

　　　We　suppose　that　these　changes　could　be　caused　by　the　enhanced　preload　of　the　heart　due　to

bradycardic　response　and　cephalad　redistribution　of　the　blood　in　water　immersion．

Presented by Medical*Online


	0744
	0745
	0746
	0747
	0748
	0749
	0750



