
日本小児循環器学会雑誌　14巻1号　8～13頁（1998年）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　肺動脈離断・分枝狭窄によって左右肺循環に著明な差があるFontan手術適応症例13例の肺血管抵抗

（Rp）を計算した．肺血流シンチグラフィーで左右の肺血流比（R＝右肺のカウント／全肺のカウント，

L＝左肺のカウント／全肺のカウント）を測定した．カテーテル検査にて得られた肺血流量（Qp），左右

の平均肺動脈圧もしくは肺静脈模入圧の平均圧（rtPAp，1tPAp）および肺静脈還流心房平均圧（LAp）

とR，Lを用いると左右肺全体の血管抵抗（Rp）は以下の式で計算される．

　　　　　　　　　（rtPAp－LAP）×（1tPAp－LAp）
Rp－ R×QP×（1tPAp↓Ap）＋－L×QP×（rtPAp．LAp）

以上の方法で得られた13例の肺血管抵抗は0．3から2．8単位，平均1．8±0．8単位であった．一方，全体の

肺血流量と高い側の平均肺動脈圧から計算した肺血管抵抗は0．8から3．8単位，平均2．4±1．1単位で5例

は3単位以上であったがFontan手術による死亡はなかった．Fontan手術前後に肺血管抵抗を測定した

12例では術前の肺血管抵抗1．7±0．5単位が術後2．5±1．2単位と上昇していた（p＜0．05）．離断・狭窄の

ない80例のFontan手術症例においても術前の1．8±0．8単位が術後には2．1＋0．8と上昇しており（p＜

0．01），両群間で術前後の肺血管抵抗値に差がなかった．

　本法は肺動脈離断・狭窄を伴った症例，殊に一側の肺動脈圧が高い症例の手術適応決定に際して有用

である．

　　　　　　　　　　はじめに

　肺動脈の離断・狭窄を合併し，左右肺動脈圧が異な

る症例の肺血管抵抗（肺小血管抵抗）測定法は確立し

ていない．最近我々はこのような症例，特にFontan手

術適応症例の肺血管抵抗を肺血流シンチグラフィーを

併用して測定している．本研究ではこの測定法とその

臨床的意義について検討した．

　　　　　　　　　　対　　象

　対象は肺動脈離断・狭窄を伴った13例のFontan手

術適応症例である（表1）．性比は男9例に対して女4

例，検査時年齢は1歳10カ月から23歳，平均7歳4カ
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月．Fontan手術施行時年齢は1歳11カ月から24歳，平

均7歳9カ月であった．このうち12例はFontan手術

時に肺動脈形成術を併せて行い，1例は術後に狭窄部

へのstent植え込み術を行った．術前評価からFontan

手術までの期間は4日から1年3カ月であった．

　肺動脈の離断は5例，5箇所，狭窄は8例に9箇所

あり，9例が動脈管の流入部，4例5箇所は短絡血管

の吻合部に認められた．

　　　　　　　　　　方　　法

　1）肺血流シンチを用いた左右肺血流比の測定．

　患児に仰臥位をとらせ，成人で185MBqの99mTC－

MAAを体格で補正し，左または右上肢の皮静脈より

5ないし10秒かけて静注する．静注直後からオンライ

ンで接続されたガンマカメラコンピューターシステム
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表1　対象

No 診　　　断
検査時

年齢（歳）
手術時

年齢（歳） 既往手術
肺動脈離断・狭窄部位 離断・狭窄

　の原因

1 三尖弁閉鎖（lb） 23 24 Wt十BH 右離断 動脈管

2 修正大血管転位，肺動脈閉鎖
心室中隔欠損

17 17 1－，r－BT，　C－S 左狭窄 1．BT

3 右室性単心室，肺動脈狭窄 8 8 r．BT 右狭窄 r－BT

4 右室性単心室，肺動脈閉鎖
共通房室弁

8 9 C－S，r－BT 左離断 動脈管

5 両大血管右室起始，
肺動脈閉鎖，左室低形成

3 5 1－，r－BT 両側狭窄 1－，r－BT

6 無脾症候群，共通房室管，両大
血管右室起始，肺動脈閉鎖

7 7 1－BT 左狭窄 1－BT

7 共通房室管，両大血管右室起始
肺動脈閉鎖

10 10 1－BT 左狭窄 動脈管

8 三尖弁閉鎖（la） 8 8 1－，r－BT 左離断 動脈管

9 三尖弁閉鎖（1a） 4 4 r－，1－BT 左狭窄 動脈管

10 房室弁交差，肺動脈閉鎖 1．9 2 1－BT 左狭窄 動脈管

11 三尖弁閉鎖（lb） 2 3 1－BT 左狭窄 動脈管

12 無脾症候群，右室性単心室，
肺動脈閉鎖，共通房室弁

1．8 3 1－，r－BT 右離断 動脈管

］3 純型肺動脈閉鎖 1．7 1．8 1－，r－BT 左離断 動脈管

Wt：Waterston手術，　BH：Blalock・Hanlon手術，　CS：Central　shumt手術，　BT：Blalock－Taussig

手術

（Siemens，　Digitrac，　Orbiter　7500，島津，シンチパッ

ク800）を用い，前・後面像において60秒で収集する．

左肺，右肺各々の全体をカバーする関心領域を設定し，

前面像および後面像のカウントを右肺，左肺ごとに総

合して全肺のカウントで除した値を左右の肺血流比

（R：L）とした．

　2）左右肺血流比を用いた肺血管抵抗値（肺小血管抵

抗値：Rp）の算出法．

　Fontan手術前のカテーテル検査時には開放回路法
　　　　　　　　　
で酸素消費量（VO2：m1／min／m2）を測定し，　Fick法

により両肺全体の肺血流量（Qp＝1／min／m2）を測定し

た．Fontan手術後は肺血流量（≒心拍出量）を熱希釈

法で測定した．

　Fick法を用いると肺血流量は以下の式で求められ
る．

Qp－1．36×Hb×ξ織一SPA。，）

Hb：血清ヘモグロビン値（g／dl）

SPVO2：肺静脈血酸素飽和度（％）

SPAO、：肺動脈血酸素飽和度（％）

……
　（1）

　肺血流シンチから得られた左右肺血流比（L，R）と

肺血流量の積より左右の肺血流量を算出する．

　　rtQp＝R×Qp……………・…・……・…………　（2）

　　ltQp＝L×Qp……・…………・・………………　（3）

　R＝右肺カウント／全肺カウント

　L＝左肺カウント／全肺カウント

続いて左右各々の肺血管抵抗値（Wood単位・m2）を

求めた．

　　　　　　rtPAp－LAp　　　　　　　　　　　　　　…　’・・・・…　一・一・・・・…　一一一　（4）　　rtRp＝
　　　　　　　　rtQp

　　　　　　ltPAp－LAp　　　　　　　　　　　　　・・・・…　一・・・・・…　一・・・・・・・・…　　（5）　　ltRp＝
　　　　　　　　ltQp

　Rp：肺血管抵抗（U・m2）

　PAp：平均肺動脈圧（mmHg）

　LAp：平均左房圧（mmHg）

並列循環において総conductance（1／Rp）は各血管の

conductanceの和であることから以下の式が成り立
つ1｝2）．

古一，h．，＋iiltp・…一・……一…・……（6）

従って全肺の肺血管抵抗は
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R・－ i鵠鵠……・……・

となる．（7）に（2），（3），（4），（5）

抵抗を以下の式で計算した．

・・台◆◆・一・
　　　（7）

を代入し肺血管

　　　　　　（rtPA　－LAp）×（1tPAp－LAp）
Rp＝
　　R×Qp×（ltPAp－LAp）　寸L×Qp×（rtPAp－LAp）

　3）対象の肺血管抵抗測定．

　対象13例の術前の肺血管抵抗値を本法と全体の肺血

流量と左右の平均肺動脈圧各々を用いて算出し比較し

た．さらに12例の術前術後の肺血管抵抗を本法で測定

し，肺動脈の離断・狭窄を伴わない80例のFontan手術

施行例における術前術後の肺血管抵抗の変化と比較し

た．

　統計は対応のあるt検定を用い，危険率5％以下を

有意差ありとした．

　　　　　　　　　　結　　果

　各症例の肺血流シンチグラムから得られた肺血流比

（右：左）は30：70から87：13，肺動脈平均圧は10から

28mmHgまでの幅があり，左右差は最大9mmHgで
あった（表2）．症例11では血流量の多い右肺動脈の平

均圧が19mmHgで，肺血流量の少ない左肺動脈の平均

圧が28mmHgと高かったが，それ以外はいずれも肺血

流量の多い側の肺動脈圧が高かった．

　全体の肺血流量，左右いずれかの平均肺動脈圧およ

び肺静脈還流心房圧から算出した肺血管抵抗は，低い

口本小児循環器学会雑誌　第14巻　第1号

側の肺動脈圧を用いるとO．4から2．3単位，平均1．4±

0．6単位．高い側の圧で計算すると0．8から3．8単位，平

均2．4±1．1単位で3単位以上の症例が5例認められ

た．Fontan手術の適応境界を3単位とすればこの5

例は適応なしと評価された可能性もあった．一方，左

右肺血流比を用いて全体の肺血管抵抗を算出すると

0．7から2．8単位，平均1．8±0．8単位となり，肺血管抵

抗は全例3単位未満であった（図1）．このため全例

Fontan手術を施行し，手術死亡，遠隔期死亡ともな

かった．

　術後カテーテル検査を施行した12例の手術前の肺血

管抵抗はO．7から2．8単位，平均1．7±0．8であったが，

術後は1．3から4．1単位，平均2．5±1．2単位と有意に高

かった（図2，p〈O．05）．肺動脈の離断・狭窄がなく，

左右肺血流比を用いて肺血管抵抗を計算する必要のな

い80例におけるFontan手術前後の肺血管抵抗を比較

すると術前の1．8±O．8単位が術後には2．1±0．8単位と

上昇していた（p＜O．Ol）．また，これらの値は術前，

術後とも肺動脈離断・狭窄がある群との間に差はな

かった．

　　　　　　　　　　考　　察

　1974年にChoussatらによって提唱された10com－

mandments3）以来，　Fontan手術の適応基準は確実に拡

大してきている4ト12）．これらは手術手技や術後管理の

改善，医療機器の進歩などに負うところが大きい．こ

れまでのところ適応を拡大し得ているのは主に手術年

表2　Rp　pre－post　op

肺動脈平均圧 Rp（Um2） 肺血流比 肺血流比を用い計算したRp＊＊＊

症例 全肺血流量＊ （mmHg） 範囲＊＊ 右：左 右肺　　　左肺 全肺
（～／lnin／m2） 右　　左 （U・m2）

1 12．2 19　　　14 0．40．8 87：13 1．4　　　　0．5 0．7

2 4．3 14　　　12 0．5－0．9 67：33 1．4　　　　0．7 0．5

3 3．7 16　　　14 1．6－2．2 61：39 3．5　　　　4．3 1．9

4 6 14　　　10 1．0－1．2 69：31 1．7　　　　2．2 1

5 3．9 23　　20 2．3－3．0 74：26 4．1　　　　9 2．8

6 5．1 13　　　15 1．4－1．8 32：68 4．4　　　　2．6 1．6

7 5」 12　　　15 0．8－L4 30：70 2．7　　　　1．9 1．1

8 4．9 21　　　11 1．4－3．5 74：26 4．7　　　　5．4 2．5

9 2．6 15　　　10 1．9－3．8 69：31 3．8　　　　6．3 2．4

10 2．6 12　　　16 1．9－3．5 46：54 4．2　　　　6．4 2．5

11 7．1 19　　　28 1．4－2．7 59：41 2．4　　　6．6 1．8

12 3．8 24　　　21 1．3－2．1 51：49 4．2　　　　2．6 1．6

13 3．5 25　　　18 1．7－3．7 65：35 5．7　　　　5 2．7

　＊全肺血流量はFick法により求めた．

経 Rp範囲は全肺血流量と肺動脈平均圧，左房圧から計算した値．
＊＊’ 計算法は本文参照．
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図1　左右肺血流比（R：L）を用いて算出したRpと

　一側肺動脈圧から算出したRpの比較
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図2　Fontan手術前後のRp

Post

齢や解剖学的な因子に関してである．Fontan手術後

は駆動心室なしに肺循環を成立させねばならないこと

を考えれば，肺動脈圧，肺血管抵抗など肺血管床に関

する因子の重要性に疑問をはさむ余地はない．しかし，

通常のFontan手術を行う場合には肺動脈圧や肺血管

抵抗に関する適応境界はChoussatらの基準と大差な

いか，むしろ狭まっており］3）14），我々の旋設では平均肺

動脈圧20mmHg，肺血管抵抗3単位を適応境界と考え

ている．それ以上の高肺動脈圧や高肺血管抵抗に対し

てはfenestrated　Fontan手Zボ『，　bidirectional　Glelm手

術，hemi－Fontan手術など肺循環への負荷を軽減する

ような術式に変更することで変処しているのが現状で

ある15）”17）．

　施設によっては左右肺動脈の離断・狭窄はFontan

手術の重大な危険因子と考えられているが，これらの

症例では肺動脈形成術の手技上の困難さよりも従来の

Fick法では肺血管抵抗を測定できないことが手術成

績に反映している可能性もある14）．実際，肺動脈の離

断・狭窄を合併した症例で片側の肺動脈圧が高い症例

ではFontan手術の適応決定に苦慮することが多い．

このため我々の施設では離断・狭窄合併例では肺血流

11－（11）

シンチグラフィーで左右肺血流比を測定し肺血管抵抗

を算出している．

　Conductanceとは単位圧較差をもった血管内を単

位時間内に流れる血流量であり，血管抵抗の逆数とし

て表わされる．並列関係にある複数の血管全体のcon－

ductanceは各々の血管のconductanceの和に等し

い1）2）．従って，肺血管全体の抵抗は左右各々の肺血管

抵抗の積を各々の和で除した値となる．左右各々の肺

血管抵抗を算出するためには左右の肺血流量を測定す

る必要がある．肺血流シンチグラフィーは関心領域を

左右の肺各々に設定することにより各々の正確な放射

線活性を測定できる’8）19）．このため，我々はこの方法を

用いて左右肺血流比を測定している．

　本法は全ての症例に適用できるわけではない．全肺

血流量が測定できない症例は勿論のこと，左右の肺動

脈血各々の核種濃度が異なる症例にも使えない．具体

的には肺動脈血と肺静脈血の酸素飽和度較差が小さい

完全大血管転換類似の血行動態を呈する症例，短絡や

動脈管の開存により左右肺動脈血酸素飽和度が異なる

症例，Glenn手術既往例である．逆に言えば全体の肺血

流量が測定でき，肺動脈への流入口が一箇所か，複数

あっても系統静脈血と肺静脈血が大血管レベルまでに

完全に混合していればこの方法を用いて肺血管抵抗を

算出できる．特に後者においては，肺内への側副血行

が発達していても前毛細血管と中心肺動脈レベルの酸

素飽和度，核種濃度が等しいため本法の良い適応とな

る．

　従来，左右の肺動脈圧が異なる症例の肺血管抵抗の

評価には，全体の肺血流量と左右の平均肺動脈圧をも

とに算出した肺血管抵抗の最高値，最低値を用いてい

た．すなわち全体の肺血管抵抗はその範囲にあるとい

うことしか分からなかった．対象のうち5例では，高

い側の平均肺動脈圧を用いた肺血管抵抗は3単位を越

えており，これまでの方法ではこれらの症例は適応外

となった可能性もある．しかし本法では全体の肺血管

抵抗を測定したところ肺血管抵抗が3単位未満である

と評価され，Fontan手術が施行された．本研究は臨床

研究であり本法の妥当性が実験的に立証されているわ

けではない．しかし，本法で肺血管抵抗を測定した全

例が生存していることは，本法で求めた肺血管抵抗が

3単位未満であるなら手術適応となりうることを示唆

する．逆に本法で求めた肺血管抵抗が3単位以上で手

術を施行した症例がなかったので，3単位以上が禁忌

となるかは不明である．さらに，肺動脈離断・狭窄の
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あるなしに関わらずFOntan手術前後の肺血管抵抗に

差を認めなかったことは，本法の妥当性をある程度反

映していると思われる．

　　　　　　　　　　　　　　　　　ま　とめ

　　1）13例の肺動脈離断・狭窄を合併したFontan手術

適応症例の両肺全体の肺血管抵抗を肺血流シンチグラ

フィーによる左右の肺血流比測定をもとに算出した．

　2）本法で測定した対象の肺血管抵抗は0．3単位から

2．8単位，平均1．8±0．8であった．この中には高い側の

平均肺動脈圧と全体の肺血流量から求めた肺血管抵抗

が3単位以上の症例が5例いたが全例Fontan手術は

成功した．

　3）本法は簡単な方法であり，肺動脈離断・狭窄合併

症例のFontan手術適応決定の手がかりになるものと

考えられた．
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Measurement　of　Pulmonary　Vascular　Resistance　of　Fontan　Candidates　with

Pulmonary　Arterial　Distortion　by　Means　of　Pulmonary　Perfusio1ユImaging

In－Sam　Park，　Ayumi　Mizukami，　Hirofumi　Tomimatsu，　Chisato　Kondou，

　　　　　Toshio　Nakanishi，　Makoto　Nakazawa　and　Kazuo　Momma

　　　　　　Department　of　Pediatric　Cardiology，　Heart　Institute　of　Japan，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tokyo　Women’s　Medical　College

　　　We　measured　the　distribution　of　blood　flow　to　the　right（R）and　left　lung（L）by　means　of

pulmonary　perfusion　imaging　and　calculated　pulmonary　vascular　registance（Rp）in　13　patients，

whose　right　and　left　pulmonary　artery　pressures　were　different　by　2　to　g　mmHg　due　to　pulmonary

arterial　distortion（5　interruption，8stenosis）．　The　right　lung／left　lung　blood　flow　ratio　was

determined　and　from　the　ratio　and　the　total　pulmonary　blood　flow，　which　was　determined　using

the　Fick’s　principle，　the　absolute　values　of　right　and　left　pulmonary　blood　flow　were　calculated．

Using　the　right　and　left　pulmonary　blood　flow　and　the　right　and　Ieft　pulmonary　arterial　pressures，

right　and　left　pulmonary　vascular　resistance　were　calculted，　separately．　Vascular　resistance　of

the　whole　lung（Rp）was　then　calculated　using　the　following　equation．

　　　　　　　　　　1　　　　＝　　　　1　　　　十　　　　1

　　　　Rp　of　total　lung　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Rp　of　left　lung　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Rp　of　right　lung

Rp　calculated　from　this　equation　was　1．8十／－0．8　U・m2　and　all　values　were　less　than　3　U・m2

（range　O．3－2．8）．　Rp　estimated　from　the　conventional　method　using　the　total　pulmonary　blood

flow　and　pulmonary　arterial　pressures，　without　using　the　right／1eft　blood　flow　ratio，　ranging

from　O．4to　3．8U・m2　and　50f　13　patients　showed　Rp＞3U・m2．　All　patients　underwent　Fontan

operation　successfully．　These　data　indicated　that　this　method　is　useful　to　estimate　Rp　and　to

determine　the　indication　of　Fontan　operation　in　patients　with　pulmonary　arterial　distortions．
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