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第16回小児心機能血行動態談話会

日　時

会　場

世話人

平成8年10月5日（土）

大阪大学医学部附属病院

佐野　哲也（大阪大学小児科）

　1．心血管造影のデジタル画像から得られるTDC

の有用性一肺血流シンチ（Tc－MAA）所見との比較一

　　　　大阪府立母子保健総合医療センター小児循環

　　　　器科

　　　　　　萱谷　　太，北　　知子，稲村　　昇

　　　　　　高田　慶応，中島　　徹

　目的：デジタル画像で得られるTime－Density

Curve（TDC）を肺血流シンチ所見と比較し，　TDCが

肺循環・局所肺循環を如何に反映するかを明らかにす

る．

　対象：造影シンチと近接部に行った1～4歳の6例

で，完全大血管転位のJatene術後3例，ファロー四

徴・肺動脈閉鎖（TOF，　PA）の心内修復術後2例，単

心室・肺動脈閉鎖のBT　shunt術後1例である．

　方法：東芝シネアンギオシステム・解析コンピュー

タDFP－2000を用い，デジタル画像収集レートは512×

512×8，30fpsとした．関心領域を主肺動脈（PA），左

房（LA），および左右の上中下肺野と全肺野に任意の

大きさで設定し，各frameの平均デジタル値から

TDCを描き後述の補正を行った．図の如く肺循環時間

（PA－LA）はpeak　to　peakで求め，局所肺循環時間

（LLCT）はPA－LAの何％で造影剤のpeakが局所肺

を通過するかで表現した．各肺TDCの補正：Auto

mode撮影では造影剤による被写体密度の変化に応じ

X線量が変化してTDC波形に影響する．そこで造影

剤の影響を殆ど受けない腋窩と第12胸椎のTDCをコ

ントロールに用い，これがフラットになる様に他の

TDCを補正した．またTDCは心拍と呼吸の影響を受

けるため移動平均によりsmoothingを行った．

　結果：①肺野全体のTDCはシンチで左右差の強い

2例で左右差を反映しなかった．②局所肺のTDCは

シンチでカウントの少ない領域で変動が小さかった．

③Jatene術後肺動脈狭窄（PS）のない例ではLLCT

は左右上中下肺野とも45～85％と差がなかった．

Jatene術後左PS（左右カウント比35：65）の例も

LLCTは38～49％と差がなかった．　Jatene術後右PS

（67：33）の例ではLLCTは左上中下肺野とも約30％，

右約100％と右肺の循環遅延を認めた．TOF，　PAで主

要体肺動脈側副血行路（MAPCA）のない例は血流低

下のある右上葉ではLLCTが143％と遅延した．

TOF，　PA，　MAPCAs術後例では血流の多い右中下葉

を除きLLCTが約90％と遅延した．単心室例では左肺

の血流低下を認め（25：75），LLCTは左上肺下肺野と

も約110％，右約70％と左肺の循環遅延を認めた．

　結語：TDCはシンチの肺血流分布の左右差を必ず

しも反映せず，局所の血流分布異常についてはその有

無を反映する．TDCは局所肺血管床の異常を反映しう

る．
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　2．Brain　Natriuretic　Peptideによる小児期心不

全の評価

　　　　岡山大学医学部小児科

　　　　　　石原　陽子，鎌田　政博，大月　審一

　　　　　　荒木　　徹，片岡　功一，清野　佳紀

　目的：小児期心不全の評価に，血漿BNP値による

評価が有用か検討した．

　対象・方法：対象は心臓カテーテル検査施行時に

BNP測定を行った147例，正常コントロール群240例

で，先天性心疾患例の内訳は，左室容量負荷群（VSD，

PDA）69例，右室容量負荷群（ASD）15例，右室圧負

荷群（PS，　ToF）30例，その他20例であった．各群に

つき，QP／Qs，　LVEDV，　RVP／LVP，体重（SD）な

どとBNPの相関を検討した．

　結果：左室容量負荷群では，BNPとQp／Qs，

LVEDV，　RVP／LVPとの間に良好な正の相関を認め

た．VSD例ではQp／QsとBNP間にY＝－42．3＋
40．9X（p＜0．01）の式が成立し，　BNP－21～40pg／ml

が手術適応の境界領域と考えられた．右室の容量負

荷・圧負荷群では，RVP／LVPとBNPの間に正の相

関関係が成立したが，BNPが正常域にあるものが多

く検討を要した．肺動脈圧が体動脈圧を凌駕するPPA

症例では，BNP値が著明に高く（400～2，000pg／ml），

右室の高度圧負荷，虚血性変化の関与が推察された．

BNP正常値は各年齢（新生児を除く）で有意差なく，

全体の平均値は6．61pg／mlで，正常上限値（ヰ2SD）は

18．6pg／mlであった．　BNP値が300pg／ml以上の症例

は心不全が高度で，特にBNPIOOO以上の症例では死

亡率が高いため（42％），可及的早期の外科手術が必要

と考えられる．

　結語：血漿BNP値は小児期心不全の重症度を反映

し，外来での安全な経過観察・適切な外科治療時期の

決定などにも有用と考えられた．

　3．右室圧負荷が左室局所拡張運動に及ぼす影響に

ついて

　　　　大阪大学医学部小児科，同　バイオメディカ

　　　　ル教育研究センター機能画像診断部＊，同　放

　　　　射線科＊＊

　　　　　　黒飛　俊二，佐野　哲也，内藤　博昭＊

　　　　　　有沢　淳＊＊，竹内　　真，小垣　滋豊

　　　　　　　　　　　　三輪谷隆史，岡田伸太郎

　背景：右室圧上昇時，左室拡張能が低下することが

報告されており，その原因として心室中隔の収縮期の

扁平化を伴う左室の変形に伴う拡張運動の変化が一因

ヒ1小循誌　13（4），1997

として考えられているが検討はなされていない．

　目的：右室圧上昇が左室局所の拡張運動に及ぼす影

響を明らかにする．

　対象：右室圧上昇を呈する4例（Pgroup：原発性

肺高血圧1例，2次性肺高血圧1例，肺動脈弁狭窄1

例，肺動脈弁下狭窄1例），年齢は（14～18y，　median

15y）．右室収縮期圧は（85～110mmHg，　median　102

mmHg）．　Controlとして健康成人10例（年齢26～35y，

median　27y）を用いた．

　方法：Siemens社製Magnetom　1．5Tを用いtag－

ged　cine　MRI法にて左室短軸面乳頭筋レベルでの4

segments（中隔，前壁，下壁，側壁）と長軸面での2

segments（中隔，側壁）の計6　segmentsにおいて各々

収縮後期に2本のtagで心筋をはさみ，僧幅弁開放時

（MVO）とその150msec後（MVO150）の時点で，2

本のtag間の心筋長を心内膜側，心外膜側の各々で測

定し，拡張率（Regional　Diastolic　Fraction：RDF）

をRDF（％）＝｛（MVO150の心筋長）一（MVOの心筋

長）｝÷（MVOの心筋長）×100として算出した．

　結果：Pgroup　24　segrnents中21　segmentsにおい

てRDFの測定が可能であった．図1にControlの

RDFの±1SDを影でPgroupのRDFをプロットで
示す．短軸面において，心内膜側では中隔，前壁，下

壁，側壁のRDFはControlに比較して低下傾向を認

め，特に中隔で明らかであった．一方，心外膜側では

前壁で低下傾向を認めたが，中隔では逆に上昇傾向を

認めた．その結果，中隔においては，Controlに認めら

れる心外膜側に比して心内膜側で優位な拡張運動が消

失する傾向を認めた．長軸面においては，COntrolと比

して明らかな差は認められなかった．
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　結語：右室圧上昇により，赤道方向での左室局所拡

張運動に変化が生じることが示唆され，特に中隔では

心内外膜側で各々RDFのまったく異なった反応を認

めた．

　4．Arterial　Switch　Operation術後における大動

脈の伸展性

　　　　東京女子医科大学循環器小児科

　　　　　　村上　智明，中澤　　誠，門間　和夫

　完全大血管転換症のarterial　switch　operation術後

における大動脈の伸展性について検討した．

　対象と方法：対象はarterial　switch　operation術後

の20症例．一期的に手術が施行されている症例が13例，

二期的に施行されている症例が7例．年齢が4．9±2．6

歳，術後4．9±2．5年であった．これらの症例の左室造

影側面像において，後述する部分の収縮期最大径及び

拡張期最小径を求め，心周期における径の変化の最大

径に対する割合である％change　of　diameterおよび

elastic・module（Ep）をもとめた．計測部位は①；val－

salva最大径部，②；valsalva直上部，③；②～④中間

点，④；第一分岐のでる直前，⑤；横隔膜レベルの5

箇所である．

　結果：①②における径は健常児に比較し明らかに大

きい傾向があった．また同部位の％change　of　diame・

terはそれぞれ4．1±2．4，7．5±4．5［％］と明らかに小

さく，Epとしても2．5＋1．7，1．4±0．9［106dynes／cm2］

と大きい傾向が認められた．

　考察：この原因としてvasa　vasorumの血流遮断の

影響が考えられた．すなわちvasa　vasorumは大動脈

最外層を栄養する‘血管の血管’で，上行大動脈では冠動

脈に，大動脈弓では気管支動脈に由来しnetworkを形

成する．この血管を取り去ることにより大動脈の伸展

性は低下し，径は拡大しaneurysmを形成することが

知られている．arterial　switch　operationイホ『後の大動

Ep
｛106dynes／cm2）

4．0

2，0

0

Ep

①　②　③　④　⑤

　　　図
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脈基部は，上方は切断され，下方は冠動脈を剥離する

ためvasa　vasorumの血流が遮断されている可能性が

あり，今回のような結果をもたらしたことが考えられ

た．次にこの伸展性の低下の意義であるが冠血流に影

響を及ぼしている可能性が考えられた．大動脈の伸展

性の低下により冠血流が減少することが報告されてお

り，arterial　switch　operatiol蔀1了後の冠動脈の低形成

はこのことに起因しているのかもしれない．

　5．ドプラエコー法によるドブタミン負荷時の左室

流入血流速波形の検討

　　　　京都府立医科大学小児疾患研究施設内科部門

　　　　　　神谷　康隆，佐藤　　恒，問山健太郎

　　　　　　小澤誠一郎，寺町　紳二，中川　由美

　　　　　　城戸佐知子，周藤　文明，坂田　耕一

　　　　　　糸井　利幸，浜岡　建城，尾内善四郎

　目的：ドプラエコー法によってドブタミン（DOB）

負荷時の左室拡張動態変化を評価する．

　対象および目的：対象は8～15歳（平均12歳）の健

康小児5例．負荷方法はDOBを5γ／kg／分より開始

し，3分毎に5，10，20，30γまで増量．ドプラエコー

図は安静時とそれぞれのDOB負荷時の左室流入血液

速波形より，拡張早期血流最高流速（E），心房収縮血

流最高流速（A），その比であるE／A，E／Aを心拍数

RR（sec）で除して補正したcE／Aを求め，各負荷段階

での変化を検討した．

　結果：各指標の安静時とDOB　30γ負荷時の平均

値＋SDは，心拍数：71±14，124±14（／min），収縮期

血圧；97±］0，150±21（mmHg），　Double　product；

6，954±1，615，　18，378±2，157（beat．　mniHg／rnin），

E；83．3±18．7，95．9±8．7（cm／sec）［NS］，　A；

31．9±7．7，76．5±20．1（cm／sec）［p＜0．05］．　E／A；

2．69±0．74，1．3±0．25［p〈0．05］．cE／A；3．13±

0．68，2．66±0．38（／sec）［NS］であった．また負荷に

関係なく，得られたE／Aと心拍数との関係はy－－

0．02x＋4．18，　r＝－0．82［p〈0．001］の高い負の相関

を示した（図）．cE／Aは心拍数と無相関であった（図）．

　結語：EはDOB負荷により増加傾向を認めた．　E／

Aは負荷により有意に低下し，心拍数と高い負の相関

を認めた．cE／Aは負荷，心拍数に無相関であった．左

室流入血流速波形はDOB負荷ならびに心拍数によっ

て一定の変化を示し，左室拡張動態の評価に有用と考

えられた．

　6．超音波断層法による心室中隔欠損兼僧帽弁閉鎖

不全の僧帽弁逆流流量評価法一左室短軸拡張末期断面
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積の対正常％値を用いて一

　　　　東京女子医科大学附属日本心臓血圧研究所循

　　　　環器小児科

　　　　　　飛田　公理，中澤　　誠，門間　和夫

　背景および目的：超音波断層法による僧帽弁逆流の

評価は，カラーフローマッピング（CFM）が一般的で

ある．しかし，心室中隔欠損に合併した僧帽弁閉鎖不

全例（VSD寸MR）では，僧帽弁口逆流血流に加え，心

室間短絡血流による左房拡大の影響もあり，単独の僧

帽弁閉鎖不全とは異なる評価となり得る．VSD＋MR

では，左室への容量負荷は心室間短絡およびMRの両

者が関係することから，左室容量負荷の指標として左

室乳頭筋レベル短軸断面積（LVEDA）を用いて，

VSD寸MRにおけるMRの重症度および外科適応の

評価が可能か否か検討した．

　対象と方法：対象は，外科適応となったVSD　12例

（平均2歳6カ月±2歳5カ月）およびVSD＋MR　16

例（平均1歳0カ月±1歳3カ月）で，Eisenrnenger

例，僧帽弁にcleftなどの明らかな形態異常を認めた

例は除外した．超音波断層法により左室乳頭筋レベル

短軸断面積（LVEDA）を用手的に計測し，体表面積に

対する対正常％値（％LVEDA）を算出した．％LVEDA

と心臓カテーテル検査より得たQp／Qs，　Rp／Rsおよび

僧帽弁に対する外科適応例の有無について比較した．

　結果（図1～2）：VSD単独例（n＝12）では，　Qp／

Qs（X）と％LVEDA（Y）の間に有意な正相関を認め

た（Y＝31X十71，　r＝0．84）．　VSD十MR（n　IO）で，

Qp／Qsから予測される％LVEDAより著しく大きい

例（Z－score＞3）では，全例とも僧帽弁に対して外科治

療を要した．VSD±MR例ではRp／Rsと％LVEDA
の間に有意な正相関を認めた（r－0．78）．％LVEDAが

225％以上（16例中9例）では1例を除いて僧帽弁に対

して外科治療を要した（p＜0．01）．
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　考察：％LVEDAはVSDに合併したMRの重症度
および外科適応の有無の簡便な評価法として有用であ

る可能性が示唆された．

　7．Acoustic　Quantification法を用いた心機能の

検討

　　　　山梨医科大学小児科

　　　　　　　　　　　　丹哲士，矢内淳
　　　　　　　　　　　　杉山　　央，中澤　眞平

　目的：Acoustic　Quanti丘cation法（以下AQ法）は

心筋組織と血液からの信号レベル差を解析し，非侵襲

的にreal　timeでvolume，心機能を評価できる方法と
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して近年普及してきているが小児における検討はまだ

充分なされていない．今回はAQ法を用いて正常児に

おけるvolUme，心機能の検討を行った．

　対象：基礎心疾患を認めない1～15歳の小児18名と

新生児8名．

　方法：HR社製Sonos2500を使用しM－modeで
Pombo法によりLVEDV（左室拡張末期容量），EF（駆

出率）を測定し，またAQ法Area・modeを用いて

EDA（拡張末期面積），　FAC（面積短縮率）を乳頭筋レ

ベル左室短軸像で測定し，MOD－mode（disk法）を用

いてLVEDV，　EFを心尖部四腔断面像で測定した．

　結果：年齢とEDAの相関はバラツキが少なく年齢

の増加と共にEDAの増加を認めた．　POmobo法によ

るEDV，　AQ法によるEDv，　EDAと年齢の関係は

EDAの回帰式はr－0．87とPombo法のO．80，　AQ法

のO．82に比べ最も有意な相関を示した．それぞれの測

定法における体表面積当りのEDVとGrahamの予測

値の比較ではデータのバラツキはAQ法のほうが少

なかった．AQ法による新生児期と幼児学童期のEDV

の平均値は新生児期の方が有意にデータのバラツキが

少なかった．左室収縮期指標としてPOmbo法による

EFとAQ法によるEF，　FACの比較はFACはバラツ

キは一番小さかった．

　結語：AQ法はArea・modeはデータの測定の簡便

さ，バラツキの少なさからFACは長軸成分を加味す

ることにより心疾患児の変形した左室形態を対象とし

て非侵襲的で簡便な容量，収縮期及び拡張期指標を作

成できる可能性がある．

　8．Fontan循環における肝血流の運動時の反応

　　　　大阪大学医学部第1外科，小児科＊

　　　　　　久米　庸一，門場　啓司，澤　　芳樹

　　　　　　川平　洋一i，黒飛　俊二㌔佐野　哲也＊

　　　　　　松田　　暉

　Fontan循環では高い静脈圧のため門脈灌流におけ

る灌流圧は低下し，LOS状態は腸管血流が減少し門脈

血流や肝動脈血流の減少を招くと予想される．また

Fontan循環にある患児の運動負荷試験では約1／3の

症例で平均肺動脈圧が20mmHgを越え，心係数も低値

にとどまった．そこでFOntan循環での肝循環動態を

把握するため運動負荷ドップラー及びカテーテル検査

結果より検討した．

　対象：Fontan術後の5例（三尖弁閉鎖2例，左室型

単心室2例，僧帽弁閉鎖1例）を対象とした．検査年

齢は平均12．4歳であり術後経過年数は平均5．2年で
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　方法：肝静脈血流量計測；（1）下大静脈合流部にお

ける中肝静脈の血流速度を計測．血流は1頂行性と逆行

性の2相性で呼吸により変動するため1呼吸サイクル

の平均値を用いた．（2）一ド大静脈合流部にて3本の肝

静脈の断面積の総和を求めた．（1）と（2）の積を体表面

積で除し肝静脈血流量指数（HVFI）とした．

　結果：HVFIは運動負荷（1W／kg）により平均662＋

174から496±239ml／分／m2，　HVF／心拍出量（CO）は

25％から11％に減少した（図la，　b）．肺動脈圧や心拍

出量と肺静脈血流量の関係は明らかでなかった．

HVFIが425（安静），240（運動）ml／分／m2と最低であっ

た症例の血清総ビリルビン値は4．1mg／dlと高値を示

した（間接ビリルビン値優位）．肝逸脱酵素は正常範囲

内であった．

　まとめ：1．Fontan術後遠隔期における肝血流動

態をDoppler検査により評価した．2．運動時肝血流

量は減少の傾向を認めた．3．安静・運動時肝血流量が

最も低値の症例で血清総ビリルビン値は最も高値を示

した．

　9．機能的単心室における，フォンタン術の心室拡

張機能に及ぼす影響について一力テ先マノメーターよ

り求めた指標を用いて一

　　　　神奈川県立こども医療センター循環器科

　　　　　　　　　　　　岩堀　　晃，山田　進一

　　　　　　　　　　　　林憲一，康井制洋

　われわれは，カテ先マノメーターより用いて心室拡

張機能指標を求め，以下にあげる4項目に関して検討

した．拡張機能指標としては，Millimal　dP／dt
［mmHg／s］，　Max　dP／dt／Min．　dP／dt（Max／Min），

Time　constant（T）［ms］（VVeissの方法による）を

用いた．

　検討1）Time　constant（T）の検出方法
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　検討2）左室拡張機能に影響を及ぼす因子

　検討3）フォンタン術前の機能的単心室における拡

張機能

　検討4）フォンタン術後の拡張機能，とくに心筋肥厚

に伴う変化との関連について

　【検討1】Tを算出する方法として，以下の式を用い

た．

　p（t）－A＊e”t（asymtote＝0）　t：Min　dP／dtから

の経過時間　T＝－1／a　TEDP：t1，　TEDP＋5：t2

　tl：EDPまで下降するのに要した時間

　t2：EDP＋5mmHgまで下降するのに要した時間

　く結果＞t2を用いて算出したTの方がt1を用いて

算出したTより決定係数が高く信頼度の高い数値と

いえる．

　【検討2】2心室を有し，左室が体循環の駆出を担い，

体循環・肺循環にシャントがない疾患群14例を4群に

分けて各指標の特性を検討した．

　Control君羊　（n＝6）

　　LVEDV＜150％Norma1かっLVEF＞50％かつ
　　0．75〈LV　mass／LVEDVく1．25

　LVH群（ll＝4）

　　LV　mass／LVEDV≧1．25（他の条件はControl群

　　と同じ）

U本小児循環器学会雑誌第13巻第4号

　Poor　EF君羊　（n＝2）

　　LVEF≦50％（他の条件はControl群と同じ）

　LVE群（n＝2）

　　LVEDV≧150％Normal（他の条件はControl群

　　と同じ）

　＜結果＞Min．　dP／dtは様々な因子から影響を受け

る可能性がある．一方Max／MinあるいはTに関して

は，心筋肥厚以外の因子による影響が少ない可能性が

ある．

　【検討3】フォンタン施行前の機能的単心室16例（主

心室：左室6例，右室10例）を対象として，心室機能

特性ならびに各指標による拡張機能の評価を施行し

た．

　〈結果〉機能的単心室は有意にEDVが大きく，EF

が低かった．Mass／EDV（左室のみ対象）は差がなかっ

た．拡張機能指標では，Min．　dP／dtはControl群に比

べ低値を示したが，Max／MinとTは差がなかった
（図1）．

　【検討4】フォンタン術後症例10例をフォンタン術後

期間1年未満（n＝4）と1年以上（n－6）に分けて検

討3と同様な検討を行った．

　〈結果〉フォンタン術後1年未満では有意にEDV

が大きく，EFが低かった．しかし，1年以上経過する
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図1　機能的単心室の拡張機能
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図2　フォンタン術後の心室拡張機能

Fontan＞1Y

と正常化する傾向を示した．Mass／EDV（左室のみ対

象）は年数が経過するとともに高値を示した．拡張機

能指標では，Min．　dP／dtはControl群に比べ低値を示

したが，Max／MinとTは差がなかった（図2）．

　【まとめ】フォンタン術後の拡張機能は比較的良好に

保たれている可能性を示唆したが，例数が少なく，条

件の設定も不十分であることから更なる検討を要すと

考えられた．

　10．グレン手術後の肺血管抵抗算出に関する検討

　　　　東京女子医大附属口本心臓血圧研究所小児科

　　　　　　篠原　　修，小坂　和輝，村上　智明

　　　　　　近藤　千里，朴　　仁三，中西　敏雄

　　　　　　中沢　　誠，門間　和夫

　背景および目的：機能的単心室性疾患において，

フォンタン（F）までの経過中にグレン（G）手術を施

行する症例がある．しかし，その特有な血行動態のた

め，肺血管抵抗（Rp）の評価が困難となる．　Rp算出の

方法について検討した．

　対象：最近当科にてG手術後，R適応評価のカテー

テル検査を行った5例．

　方法：Rpの算出方法として，①Fick法を用い，酸

素消費量（VO2）／｛1．36×Hb×（PVsat－PAsat）｝で

求めた肺血流量から算出する方法．②（a）Ao　sat×

QS二PVsat×Qi・v＋IVCSat×Qlv〔，（b）QS＝Qp，＋

Ql、c，（c）Qs＝VO2／［0，capacity×｛Aosat－（SVC＋

IVC）sat／2｝］の連立方程式から算出する方法（図）．③

FloW　wireでの血流速，血管径から算出する方法．

　結果：①法では左右のPAsatが異なる場合には誤

差が大きい．

　②法では，PAへの順行性の血流や，側副血行があ

る場合には（a），（b）が成立せず算出は不能．③法は

測定部位，血管径の変動により計測誤差が生じやすい

（表）．5例のうち3例にF手術施行．①②にてRp〈3

単位・m，の2例はF手術後順調に経過．①にてRp

l．8～4．0単位・ln2，②にて3．8単位・m2とした1例は術

SVC
①Ao　sat×Qs

　＝PVsatxQpv＋IVCsat×Qlvc

②Qs－Qpv＋Qivc

③Qs
　　02consumption
O2　capacity×｛Ao　sat－（SVCsat十IVCsat）／2｝

セ区
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表

方法1 方法2 方法3
利　点 比較的直接的な 左右肺動脈の酸 方法1，2が使

測定 素飽和度が異 えない症例でも
なっても算出可 算出可能
能

欠　点 短絡血行等で， 肺動脈への順行 1疽管径の変動，

左右肺動脈の酸 性血流があると 1〔ll管内測定部位

素飽和度が異な 算出不能 により肺血流量
ると誤差が大き の計測が不確実
し、 となる可能性

後LOSが持続し治療に難渋した．

　考察：G手術後症例のRp評価はその血行動態，側

副血行の存在等により非常に困難である．G手術後の

F適応条件について新たな基準が必要と思われた．

　11．フォンタン術後の心拍出量の予測

　　　　国立循環器病センター小児科

　　　　　　山田　　修，渡部　　健，神谷　哲郎

　背景：BaudetやKreutzerの基準以来フォンタン

手術の適応はさまざまに決定されているが，fenestra－

tionやNOなどの導入によりこれまでの基準では禁

忌とされていたような症例にもフォンタン手術は拡大

されている．しかし，適応とされた症例が術後どのよ

うな血行動態に移行するかという予測がないままに手

日本小児循環器学会雑誌　第13巻　第4号

術が行われているのが現状である．

　目的：術前の血行動態指標から術後の血行動態を予

測することが今回の目的である．

　方法および基本的仮定：術前の循環系各構成要素の

特性が術後も変化を被らないものとして，右心ポンプ

（圧発生器）が消失し，中心静脈圧（CVP）が肺動脈圧

となった状態に移行すると考える．大動脈圧（AoP）

とCVPとの圧勾配によって組織循環が保たれるとす

ると，組織循環時間は圧較差に反比例する．血液から

組織への酸素運搬効率は組織循環時間が長いほど上昇

するが，このメカニズムについては昨年度の本会で述

べたごとくである．心拍出量の調節は，組織への酸素

伝達が組織の酸素需要と等しくなった時点で平衝に達

するものと考える．すなわちVO2＝（心要拍出量）×酸

素伝達効率）であるが，心拍出量COも酸素伝達効率

も，他のパラメータを一定すると，CVP依存性に決定

され得る．具体的には心室充満圧はCVP－COxRp（肺

血管抵抗）と記述することができるが，この心室充満

圧によって心室拡張期容積が決定され，さらに動脈圧

が一定であれば一回拍出量SVが決定される．　SVに

心拍数を乗じればCOを得る．以上のステップを繰り

返すことにより平衝に達する際のCVPを求めること
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が可能となり，その時点でのCOも決定される．

　結果：上記の仮定に基づく数値シミュレーションを

行い術後のCVP，　COの予測が可能であった．1例を

図に示す．

583－（77）

　特別講演

　『心不全治療に対する新しいアプローチ」一遺伝子

治療の可能性について一

　　　　大阪大学医学部第1外科　澤　　芳樹先生
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