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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　Hering－Breuer反射を利用したocclusion法にて新生児・乳児先天性心疾患（CHD）19例に対して，

手術前後に肺機能検査を実施した．肺血流量増加型CHDの術前における肺コンプライアンス（Crs）は

有意に低下し，呼吸抵抗（Rrs）は増加していた．肺血流量減少型CHDのCrsとRrsは心肺病変のない

コントロールと有意差を認めなかった．心臓と肺は相互に関連し，CrsとRrsは術前術後の血行動態をよ

く反映し，MAPCAによるシャント過多やBT短絡術のシャントサイズの評価に対しても有用であると

思われる．

　　　　　　　　　　はじめに

　多呼吸や陥没呼吸はしばしば左右短絡を伴った肺血

流量増加型CHDの児でよく観察される．彼らは呼吸

仕事量が著しく増加し，人工換気の補助を必要とする

ことが少なくない．このように，心臓と肺は密接な関

係にあり，互いに影響をおよぼしているにもかかわら

ず，心疾患をもつ小児，特に新生児および乳児の肺機

能検査は一般的に臨床応用されていない．その主な理

由として次の様なことが考えられる．一回換気量が小

さく，自発呼吸が速くて弱い新生児，乳児専用の呼吸

機能検査装置が少ない．患児の協力が得られず，steady

stateの状態で検査を行うことが困難である．ベッドサ

イドで簡単に実施可能な装置が未開発であるなどの理

由による．最近，未熟児，新生児領域で臨床応用が可

能な呼吸機能検査装置が開発され，呼吸器疾患児につ

いて多くのデータが報告されている1）2）．本研究では

CHD児の術前から術後抜管まで肺機能を経時的に測

定し，血行動態の変化との関係について検討すること

を目的とした．

　　　　　　　　　対象と方法

　呼吸機能検査はアイビジョン社製呼吸機能装置

VM－8400を中心とするシステムからなる（図1）．気流

の測定は“0”（死腔量4ml）と“00”（死腔量2m1）の2

種類のメタボ社製Fleisher型のPneumotachograph

を使用した．得られたデータをNEC　PC－9801USで解

析し，随時，Epson　HI－80のプロッタで描かせた．気道

閉塞はリモートコントロールによる切替弁で気道の開

閉操作を瞬時に行った．吸気終末に気道を閉塞して

Hering－Breuer反射により無呼吸をつくりだし，その

まま気道を大気圧に開放して受動的呼気をおこし，

flow－volume曲線を描かせた．肺コンプライアンスは

流量を閉塞時気道内圧で除し，呼吸抵抗は圧を流速で

除すことにより求めた．測定項目は肺コンプライアン

ス（Crs），呼吸抵抗（Rrs）を測定した．測定は手術開

始前と，術後の抜管時まで経日的に測定した．心臓手
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術麻酔はパンクロニウム・ブロマイドとフェンタネス

トが使用された．

　対象は19例（男9例，女10例）のCHD児である．肺

血流量増加型CHD　10例と肺血流量減少型CHD　9例

である．増加型CHDの内訳は左心低形成症候群1例，

完全型大血管転位症3例，大動脈縮窄複合症1例，A

型大動脈離断症1例，心室中隔欠損症兼動脈開存症1

例，心房中隔欠損症兼動脈管開存症1例，心房中隔欠

損症1例，動脈開存症1例である．減少型CHDの内訳

は肺動脈閉鎖症兼心室中隔欠損症3例，ファロー四徴

症5例，両大血管右室起始症兼肺動脈弁狭窄症1例で

ある．肺血流量増加型CHDの検査月齢は1．8±3．1カ

月（1日～11カ月），体重は3．3±1．7kg（1．4kg～6．5

kg）である．肺血流量減少型CHDの検査月齢は16．4±

17．2カ月（3日～59カ月），体重は7．4±3．2kg（2．4kg

～ 13kg）である．コントロールとして心肺に異常がな

い小児外科手術例を対象とした．その内訳は多趾症，

そけいヘルニア，ヒルシュスプルング病，十二指腸閉

鎖の4例（体重5．6±2．5kg，月齢4．8±4．4カ月）であ

る．肺血流量増加型CHDの検査年齢と体重が肺血流

減少型CHD型に比較して有意に低値なのは早期手術

を要するCHDの性質上，やむをえなかった．

　測定値は平均±標準偏差で表示し，統計学的検討は

t検定を用い，p〈0．05を有意とした．

　　　　　　　　　　結　　果

　1）術前のCrs（図2）

　肺血流量増加型CHDのCrsは0．6±O．11ml／cmH2

0／kg，肺血流量減少型CHDのCrsは1．51±0．34ml／

cmH20／kgであった．コントロールのCrsは1．2±O．2

ml／cmH20／kgであり，肺血流量増加型CHDで有意

にCrsが低く（p＜0．05），肺血流量減少型CHDのCrs

はコントロールと有意差を認めなかった．

　2）術前の呼吸抵抗（図3）

　肺血流量増加型CHDのRrsは383±107kg．cmH、

0／L／sec，肺血流量減少型CHDのRrsは220±43kg．

cmH20／L／secで，コントロールのRrsは276±53kg．

cmH20／L／secであった．肺血流量増加型CHDで有

意にRrsが高く，肺血流量減少型とコントロールの間

には有意差を認めなかった．

　3）術前・術後における肺血流量増加CHDの経時的

肺機能検査の変化（図4，図5）．

　術前・術後の検査が可能であった肺血流量増加型

CHD　6症例のCrsをプロットした．術前Crsは
O．64±O．lml／cmH20／kgと低いが，術後24時間で

　Crs
mレcmH20／kg
　　2．5
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図2　術前における肺血流減少型CHDと肺血流増加

　型CHDの肺コンプライアンス．肺コンプライアン

　スは肺血流増加型CHDで有意に低下していた．
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図3　術前における肺血流減少型CHDと肺血流増加

　型CHDの呼吸抵抗．呼吸抵抗は肺血流増加型CHD
　で有意に増加していた．

0．59±0．14m1／cmH、0／kgとさらに低下する傾向が

みられた．その後，次第に回復し，抜管時のCrsは

0．98±0．18ml／cmH、0／kgで術後2～3日で抜管可

能であった．それに対して，術前よりショック状態で

入院していた完全型大血管転位症II型（TGAII）と大

動脈離i断症（IAA）は回復過程が悪く，抜管時のCrsは

それぞれ0．79ml／cmH20／kg，0．63ml／cmH20／kgと

低く，抜管まで術後6日を要していた．6例の呼吸抵

抗は術前，術後24時間，抜管時の測定値はそれぞれ

347±68kg．cmH20／L／sec，362±53kg．cmH20／L／sec，

285±25kg．cmH20／L／secで各群間に有意差はみられ
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図4　術前・術後における経時的肺コンプライアンスの変化．術後24時間以内では術

　前より一時的に肺コンプライアンスが低下する傾向がみられた．その後，次第に回

　復したが，TGAII型とIAAの2例は回復過程が不良であった．　TGAI：大血管転位

　1型，ASD：心房中隔欠損，　PDA：動脈管開存，　IAA：大動脈離断，　TGAII：大血

　管転位II型
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図5　術前，術直後，抜管時における呼吸抵抗．術前，

　術直後，抜管時の呼吸抵抗はいずれの時期において

　も有意差を認めなかった．

なかった．

　4）症例の呈示

　症例（図6）：生後3日，女児．右室型単心室症，大

血管転位症，肺動脈閉鎖症．生後7日にBlalock－

Taussing術（BT短絡術）を実施した．術前のCrsは

1．2ml／cmH20／kgと正常であった．しかし，術後0．6

ml／cmH20／kgに低下し，その後，改善傾向がみられ

なかった．胸部X線写真でも次第に肺血流量が増加

し，呼吸器より離脱できないため心血管造影を実施し

た．その結果，主要大動脈肺動脈側副血管（MAPCA）

3本を認め，これを手術的に結紮した後にCrsは正常

化した．呼吸抵抗もBT短絡術後に悪化したが，その

後，次第に改善した．MAPCA結紮直後に一時的に上

昇したが手術による一過性の影響であると思われた．

肺機能検査の推移は患児の血行動態とよく一致してい

た．

　　　　　　　　　　考　　察

　1）測定方法の問題点

　全肺コンプライアンスは肺と胸郭を合わせたコンプ

ライアンスからなり，1／肺コンプライアンス＋1／胸郭

コンプライアンス＝1／全肺コンプライアンスの関係が

成立する．新生児，乳児の胸郭コンプライアンスが大

きいため，全肺コンプライアンスは肺コンプライアン

スに近似している．

　従来，先天性心疾患児の肺機能検査の報告は食道バ

ルーン法を使用した動肺コンプライアンス（Cdyn）に

よる報告が多い3）～5）．Cdynの信頼性は食道内圧がいか

に正確に測定されているかによる．しかし食道内圧の

測定は手技が繁雑で侵襲的であるだけでなく，胸郭コ

ンプライアンスの大きい呼吸障害児では胸壁の歪みに

より，食道内圧が正確に胸腔内圧を反映しないため，

Cdynの測定精度に問題があるといわれている6）．著者

らの測定方法はocclusion法（気道閉塞法）を用いた静

肺コンプライアンスである．occlusion法による測定

上の注意は気管内挿管チューブの周囲からのリークを

防ぎ，完全な無呼吸による受動呼気を得る必要がある．

そのためHering－Breuer反射がみられる2歳以下の

小児が望ましく8），今回の対象例は新生児と乳児に

限った．これまでocclusion法によるCHDの肺機能
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図6　症例の経日的肺機能検査．BT短絡術後，肺コンプライアンスは低下し，呼吸抵

　抗は上昇した．MAPCAの結紮後，肺コンプライアンスは改善したが呼吸抵抗は術

　直後のみ一時的に上昇し，その後低下した．BT　shunt：BT短絡術．　MAPCA：主

　要大動脈肺動脈側副血管

検査の報告は極めて少ない9）1°）．occlusion法は胸郭の

歪みが大きい呼吸障害児でも再現性は良好で，測定精

度は正確である7）．

　2）術前のCrs

　左右短絡性心疾患のCrsは肺高血圧を伴った肺血

流量増加の時に低下するが，肺高血圧を伴わず，単に

肺血流量の増加だけではCrsは減少しないとされて

いる3）～5）9）．Bancalariら3）は特異的Crsと平均肺動脈

圧は負の相関関係にあると報告している．Howlett

ら4）もCrsと肺動脈圧単独では相関がみられなかった

が，hyperkinetic　index（肺動脈圧×肺血流量）との間

には相関がみられたと述べている．Baraldilo）もHow－

lettらに一致した考え方であった．対象例のうち，肺血

流量増加型CHDは心エコーのみで手術を施行した例

が多いため，正確な肺動脈圧は測定していないが，心

エコー図より，ほとんどの例が肺高血圧と推定される．

肺血流量増加型CHDでは，すべての例でCrsは低下

していた．肺毛細管静水圧の上昇による肺うっ血や肺

間質の浮腫により肺は硬くなる．肺葉内肺動脈におけ

る筋性肥厚の増加は肺血管壁の張力を高め肺の膨張を

妨げてCrsを低下させると報告されている11）．

　3）呼吸抵抗

　先天性心疾患の呼吸抵抗は肺血流量や肺動脈圧に関

係なく，また術前術後を問わずに正常であるという報

告や心臓手術後の新生児および乳児の全肺抵抗を測定

すると，呼吸不全のある例はない例に比較して有意に

高く，全肺抵抗が75cmH、0／Lsec以上の児はすべて

呼吸不全に進展する可能性が高いという報告もみら

れ12），一致していない．本研究では肺血流量増加型で有

意に上昇していた．気道抵抗が上昇するのは内腔の粘

稠な分泌物，気管支攣縮，気管支粘膜浮腫などが原因

である．臨床的には肺高血圧を伴ったCHDの児では

しばしば喘鳴や胸部X線写真で肺気腫を認める．左房

圧が15～20cmH20まで上昇すると肺静脈圧の増加に

より末梢気道が圧迫されて気道抵抗が高くなる13）．肺

血流量増加型CHDではCrsが低くて，呼吸抵抗が大

きい場合，呼吸仕事量が著しく増強する．

　4）手術前後の経時的肺機能検査

　これまで術前後のワンポイントの測定はみられる

が，著者らのように経時的に手術前から術後の気管

チューブ抜管まで肺機能検査を実施した報告はみられ

ない．術前，Crsが低い肺血流量増加型心疾患でも根治

術後，すぐに正常に復するわけではない．術後24時間

は一時的に術前よりさらに低下する傾向がみられる．

これは長時間に及ぶ手術や麻酔によるストレス，開胸

および人工心肺の影響で肺うっ血や無気肺などが考え

られる．その後，Crsは次第に回復していた．気管

チューブ抜管時のCrsは0．98±0．18ml／cmH20／kg

であった．この測定値は心奇形のない新生児の抜管時

の値2）より高値であった．術前よりショック状態で入

院した完全型大血管転位症II型と大動脈離断症A型

の2例は術後のCrsの回復過程が不良であった．呼吸

抵抗は術前と術直後では差がなく，抜管時には低下す

る傾向を認める．
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　心臓と肺は相互に影響を及ぼし合うため，術前術後

の血行動態をよく反映している．術前のCrsが低い時

は肺高血圧を伴う肺血流量増多型CHDが考えられ

る．術後，CrsとRrsが異常であれば，遺残性病変や続

発症あるいは合併症の可能性がある．肺機能検査は

MAPCAによるシャント過多や肺動脈絞拒術の至適

肺血流量，そしてBT短絡術のシャントサイズの評

価，そして抜管の時期の判断に有用な情報提供になり

得るとおもわれた．
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Lung　Mechanics　in　Neonates　and　Infants　with　Congenital　Heart　Disease

　　　　　　　　　　　　　　　　Akira　Ohta1），　Hiroshi　Akita1），　Seikyou　Furukawa1），

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Yoshiyasu　Egawa2）and　Matsumura　Chousei2）

Department　of　Pediatrics1）and　Cardiovascular　Surgery2），　National　Kagawa　Children’s　Hospital

　　　We　studied　pulmonary　function　in　19　infants　with　congenital　heart　disease　10　of　whom　had

increased　pulmonary　blood　flow　and　g　of　whom　had　decreased　PBF，　using　airway　occlusion

technique　which　the　respiratory　muscles　were　relaxed　by　the　Hering－Breuer　reflex．

　　　Measurements　were　performed　before　and　after　operations．　Preoperative　Iung　compliance

was　significantly　lower　in　infants　with　increased　PBF　and　pulmonary　resistance　of　them　was

higher　before　surgery．　Preoperative　lung　compliance　and　pulmonary　resistance　were　within

normal　range　in　infants　with　decreased　PBF．　There　were　no　significant　differences　in　the

preoperative　lung　compliance　and　respiratory　resistance　between　infants　with　decreased　PBF

and　control　infants　without　cardiorespiratory　disease．　Postoperative　lung　compliance　improved

step　by　step，　but　pulmonary　resistance　wasn’t　different　significantly．

　　　　The　heart　is　related　to　the　lung　each　other　and　lung　mechanics　are　correlated　closely　to

hemodynamic　changes　before　and　after　operation．

　　　　Pulmonary　mechanics　may　be　useful　in　evaluation　of　hemodynamics．
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