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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　パルスドプラ法を用いて，正常小児40例の肺静脈血流パターンを分析した．収縮期波（S波）は1また

は2峰性，拡張期波（D波）は1峰性で，29例では心房収縮期の逆方向流を認めた．左室流入血流の拡

張早期波（E波）・心房収縮期波（A波）との対比では，D波はE波のピークより平均35msec遅延し，

A波より早期に終了した．また，S波・D波の最高流速の比（D／S）は，　E波・A波の最高流速の比（A／

E）および心拍数と負の相関を示した．これは，心拍数増加によりA波が増高し，それに続く心房緩期

に左房からの吸引作用が大となり，S波が増高したものと推察された．また，　D／Sは心拍数で補正した

場合，年齢の影響は無視しうると考えられた．一方，呼吸による影響では，吸気時にD波の最高流速が

増大したが，S波の最高流速およびD／Sには有意な変化を認めなかった．以上より，肺静脈血流の分析

に際しては，心拍数・呼吸の影響を考慮する必要があると思われた．

　最近，肺静脈狭窄症1）や総肺静脈還流異常症2）の術前

診断，またMustard手術3）や総肺静脈還流異常症の術

後評価4）に，ドプラ法を用いた肺静脈血流分析が報告

されている．

　しかし，その基準となる正常小児での肺静脈血流パ

ターン分析の報告は少ない5）．また，肺静脈血流には，

心拍数・呼吸・年齢・左心機能などの種々の因子が影

響しうると考えられるが，それらに関する報告は見ら

れない．今回，著者らは，パルスドプラ法を用いて正

常小児の肺静脈血流パターンを分析し，その正常値を

明らかにすると共に，心拍数・呼吸・年齢の影響につ

いても検討したので，報告する．

　　　　　　　　対象および方法

　生後1ヵ月から16歳，平均年齢6歳4ヵ月±5歳2

ヵ月の心疾患を有さない健康小児（男22例，女18例）

を対象とした．

別刷請求先二（〒700）岡山市鹿田町2丁目5－1

　　　　　岡山大学医学部小児科　　　森　　一博

　東芝rV　SSH－65A（発振周波数3　．　75MHZ，繰り返し

周波数6または8KHz）により，心尖部四腔断面で，右

肺静脈内および僧帽弁輪部中央の左室流入路にsam－

ple　volumeを設定し，得られた血流波形を心電図第II

誘導と共に，紙送り速度5cm／secで，　strip　chart

recorderに記録した．呼吸停止可能な児では呼気位

で，また不可能な児では呼吸曲線と同時記録し，呼気

位の5心拍を平均し以下の計測を行った．なお，sam－

plingはsample　volume幅を2mmとし，400Hzの
high　pass丘lterを使用した．

　1．肺静脈血流パターソ

　収縮期血流をS波，拡張期血流をD波とし，両者間

の谷を0谷とした．また，心房収縮期の逆方向流をR

波とし，以下の測定を行った（図1）．なお肺静脈血流

は，呼吸時に全例で満足すべき血流波形が得られた．

　（1）心電図Q波から，S波・0波・D波の各ピーク

までの時間二Q－S時間，Q－0時間，　Q－D時間．

　心拍数と有意な相関を有する場合にはVRITR］il！Ei一で

除した補正値も算出した（以下，時間軸の計測におい
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図1　測定方法．上段は肺静脈血流，下段は左室流入

　血流を示す．測定項目の詳細は本文に記した．

　PCG＝心音図，　ECG＝心電図

ては同様の補正を行った）．

（2）S波・0谷・D波の最高流速，およびS波・D波

の最高流速の比（D／S）．

　今回の検討では，ドプラ断層法を参考に，ピームと

血流のなす角度を可及的に0度となるようビーム方

向を設定し，角度補正は行わなかった．

　（3）左室流入血流の開始点（X点）以前の肺静脈血

流波形と基線とで囲まれる面積（flow　velocity　inte－

gral）と，　X点以後の肺静脈血流のHow　velocity　inte－

gralの比：DAREA／S　AREA

　2．左室流入血流パターソ

　拡張早期波をE波・心房収縮期波をA波とし，以下

の測定を行った．心拍数が120／分以上の場合，E波とA

波が隔合し1峰性を呈する例が存在したが，それらは

対象から除外した．

　（1）心電図Q波からE波・A波のピークまでの時

間：Q－E時間，Q－A時間．

　（2）E波・A波の最高流速，および最高流速の比（A／

E）．

217－（17）

　（3）E波・A波の血流波形と基線とで囲まれる面積

（flow　velocity　integral）の比：AAREA／E　AREA．

なお，心拍数が大でE波とA波の一部が重なる例で

は，両波間の谷から基線に垂線を引き，その線を境と

し，EAREA，　A　AREAを定めた．

　3．肺静脈血流と左室流入血流の時相的関係

　両血流の拡張期における時相的関係を検討する目的

で，肺静脈血流の順方向流の終了点をZ点，左室流入

血流の開始点をX点，終了点をY点とし，以下の計測

を行った．

　（1）X点から0谷までの時間（X－0時間）：Q－0－

Q－X時間より求めた．各対象とも，5心拍ずつ，上記

の式よりX－0時間を算出し，その平均値を求めた（以

下，同様）．

　（2）E波のピークからD波のピークまでの時間

（E－D時間）：Q－D時間一Q－E時間より求めた．

　（3）Z点からY点までの時間（Z－Y時間）：Q－Y時

間一Q－Z時間より求めた．

　4．呼吸による影響（図2）

　呼気および吸気時における血流波形が共に良好に得

られた15例で，呼吸曲線を同時記録し，呼気，吸気時

各々5心拍を平均し，以下の測定を行った．

　（1）肺静脈血流のS波とD波の最高流速，およびそ

の比（D／S）．

　（2）左室流入血流のE波とA波の最高流速，および

その比（A／E）．

　各測定値を，平均値±標準偏差で示し，推計学的処

理は，Student　t－testにより，危険率5％以下を有意と

した．

　　　　　　　　　　結　　果

　1．肺静脈血流の時相分析（表1）

　（1）肺静脈血流は，収縮期で1または2峰性，拡張

期では1峰性パターンを呈した．すなわち，図1のご

とくS波の上行脚にnotchを有する例が20例，図2の

ごとくnotchを有さない例が20例であった．両群間の

心拍数には有意差は認められなかった．

　29例では，D波に引き続き，心房収縮期の逆方向流

（R波）が認められた．

　（2）拡張期の肺静脈血流と左室流入血流の関連で

は，X－0時間とE－D時間は，各々27±17，35±22msec

であり，心拍数とは有意な相関を示さなかった．全例

で，X点・0谷・E波のピーク・D波のピークの順に

出現した．また，Z－Y／vfRITは146±125msecで，特に

心拍数75／分以下の15例では，A波の開始前にD波は
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図2　肺静脈血流（上段）・左室流入血流（下段）に対する呼吸の影響．S・D・E・A

　は吸気時の，またs・d・e・aは対応する呼気時の血流波形を示す．

　PV＝肺静脈血流，　LVIT＝左室流入血流，　EXP＝呼気，　INSP＝吸気

表1　肺静脈血流・左室流入血流の時相分析

測定項目
平均値±標準偏差 心拍数との相関係数 年齢との相関係数 心拍数による補正値（厄）

msec r＝ r＝ msec

肺
静 Q－S 279±57 一

〇．73 0．60 327±49

脈 Q－O 416±67 一
〇．77 0．57 491±46

血
流 Q－D 507±86 一

〇．85 0．59 604±46

左血
室流 Q－E 477±82 一

〇．92 0．70 564±33
流 Q－A 738±262 一

〇．94 0．65 842±145
人

両時 X－0 28±17 0．07 一
〇．04

血相
流差 E－D 35±22 一

〇．12 0．08

一の Z－Y 139±134 一
〇．74 0．56 146±125

各測定値で，心拍数および年齢との相関係数を算出した．心拍数と有意な相関を示す場合には，厄で除

した補正値も求めた．

終了した．すなわち，D波は，全例で，左室流入血流

のE波より遅れ，A波よりも早期に終了することが判

明した．

　2．肺静脈血流の流速（表2）

　（1）S波，D波の最高流速は，各々，45±9，51±9

cm／secであった．また，　R波は12±10cm／secと低流

速であった．

　S波の最高流速と心拍数とはr＝0．55の正の相関を

示した．D／SおよびDAREA／S　AREAは，心拍数と

各々r＝－0．61，－O．81の負の相関を示した（図3）．一

方，O谷とD波の最高流速は，心拍数と有意な相関を

示さなかった．

　（2）左室流入血流のA波の最高流速は，心拍数と

r＝0．85の正の相関を示した．A／EおよびAAREA／E
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表2　肺静脈血流・左室流入血流の流速

測　定　項　目
測　　定　　値

平均値±標準偏差
心拍数との相関係数

　　　γ＝

年齢との相関係数

　　　γ＝

S 45±9cm／sec 0．55 一
〇．41

O 21±7cm／sec 0．16 0．01

肺 D 51±9cm／sec 一
〇．26 0．27

静
脈 R 12±10cm／sec 一

〇．01
一

〇．05

血
流

D／S 1．18±0．31 一
〇．61 0．50

O／D 0．41±0．13 0．35 一
〇．13

DAREA／S　AREA 0．93±0．45 一
〇．81 0．72

左 E 77±15cm／sec 0．09 一
〇．27

室
流 A 45±18cm／sec 0．85 一

〇．71

入
血

A／E 0，59±0．22 0．82 一
〇．63

流 AAREA／E　AREA 0．45±0．24 0．78 一
〇．66

各測定値とも，心拍数および年齢との相関係数を求めた．

D岨EA！S　AREA

DゾS
2．o

1．o

　　　　　　　　　　　　　　　　HR　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　HR
　　　　50　　　　　　　　100　　　　　　　t50　　　　　　　　　　　　　　50　　　　　　　　tOO　　　　　　　150

図3　肺静脈血流のD／S（左図）およびDAREA／S　AREA（右図）と心拍数との相

　関．いずれも，心拍数と有意な負の相関を示した（r＝－0．61および一〇．81）．

AREAは，心拍数と各々r＝0．82，0．78の正の相関を示

した．一方，E波の最高流速は心拍数と有意の相関を示

さなかった．

　肺静脈血流と左室流入血流との対比では，D／Sと

A／Eとはr＝－O．68，DAREA／S　AREAとA
AREA／E　AREAとはrニーO．73の負の相関を示した
（図4）．

　また，S波の最高流速とA波の最高流速とは，　r＝

0．66の正の相関を示した（図5）．

　3．肺静脈血流と年齢との関係

　時相分析では，X－0時間とE・D時間は年齢と有意な

相関を認めなかった．その他の指標は，年齢が大きい

程，延長傾向を示した（表1）．

　流速の分析では，D／S，　D　AREA／S　AREAは年齢

と正の相関を示した．また，左室流入血流では，A／E，

AAREA／E　AREAが年齢と負の相関を示した（表

2）．これら4指標を心拍数との回帰直線で補正した値

（％of　normal値）を表3に示す．この補正値を，年

齢と対比したところ，両者間には有意な相関は認めら

れなかった（表3，右段）．
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図4　肺静脈血流と左室流入血流の相関．左図は各血流の最高流速の比（D／SとA／E）

　を対比し，右図はflow　velocity　integralの比（D　AREA／S　AREAとAAREA／E

　AREA）を対比した．いずれも，有意な負の相関を示した（r＝－0．68および一〇．73）．
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crTySec

10 30 50 　　　s
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図5　左室流入血流A波と肺静脈血流S波の最高流
　速の相関．両者は，有意な正の相関を示した（r＝
　0．66）．

　4．肺静脈血流の呼吸による影響（図6，表4）

　肺静脈血流では，D波の最高流速が，呼気時に比し

吸気時に有意に増高した（p＜0．05）．S波の最高流速

表3　肺静脈血流・左室流入血流における流速の指

　標の心拍数による補正値

測　定　項　目
心拍数による補正値
（％of　normal値）
平均値±標準偏差

％of　nomlal値と
　年齢との相関　　　r＝

D／S 100±22％ 一
〇．04肺血

静流
脈 DAREA／S　AREA 100±31％ 0．01

左血
室流

婆
A／E 100±26％ 0．16

AAREA／E　AREA 100±30％ 一
〇．02

左段に，心拍数との回帰直線で補正した値（％of　normal

値）を示す．右段には，その補正値と年齢との相関係数を示

す．各補正値と年齢は有意な相関を認めなかった．

は，吸気時に増高傾向を示したが，有意な変化はなく，

D／Sも有意な変化を示さなかった．

　一方，左室流入血流では，吸気時にE波の最高流速

のみ有意に減少した（p＜0．05）．なお，心拍数は，吸

気時に有意に増加した（p＜0．05）．

　　　　　　　　　　考　　察

　肺静脈の2峰性血流の成因に関しては，右心系から

の伝播によるとする説6）と，左心系からの“suction

effect”によるとする説7｝に分けられる．　Skagsethら8），

Rajagopalanら9）は，肺静脈血流パターンが左房圧波

形と鏡面像を呈し，主に左心系の圧変化が肺静脈血流
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図6　肺静脈血流（上段），左室流入血流（下段）の最

　高流速に対する呼吸の影響．肺静脈血流では，D波

　のみ有意に増高した（p〈0．05）．左室流入血流では，

　E波のみ有意に減少した（p＜O．05）．

表4　肺静脈血流・左室流入血流に対する呼吸の影響

測定項目
　　呼　　気

平均値±標準偏差

　　吸　　気

平均値±標準偏差

肺血
静流
脈

S
D
＊

45±9cm／sec

48±9cm／sec

46±10cm／sec

52±7cm／sec

D／S 1ユ1±0．26 1．17±0．26

左血
室流
流
入

E車

A
78±11cm／sec

45±13cm／sec

73±11cm／sec

44±12cm／sec

A／E 0．57±0．15 0．60±0．15

心　拍　数寧 90±19／分 93±17／分

呼気・吸気時別に，各流速およびその比を求めた．

阜 は，呼気・吸気間で，有意な変化を示した指標を示す（p＜

0．05）

を規定するとの実験結果を報告した．

　Kerenら1°）は，パルスドプラ法を用い，成人例で肺

静脈血流の非観血的分析を行い，その血流パターンが

従来の実験報告7）8）と同様に2峰性であると報告した．

また，不整脈での分析から，S波は左房弛緩により生

じ，D波は，僧帽弁開放後，左房の血液が左室へ急速
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流入する際，肺静脈血が左房内へ引き込まれることに

より生じると推論した．

　また，Smallhornら5）は，肺動脈血流が非拍動性であ

るFontan手術後やGlenn手術後の症例においても，

肺静脈血流は2または3峰性を呈することにより，

Rajagopalanら9）の説を支持した．

　著者らは，肺静脈血流と左室流入血流の時相関係を

分析し，心拍数・年齢・呼吸の影響についても検討し

た．

　1．肺静脈血流の時相分析

　著者らの研究対象では，20例（50％）でS波・D波

の2峰性パターンを呈し，他の20例（50％）でS波の

上行脚にnotchを有し3峰性パターンを呈し，　Small－

hornら5）の報告に類似していた．正常の左房圧波形は，

収縮期のX下行脚の途中に，僧帽弁の左房側膨隆によ

り小結節Cを形成する11）．肺静脈血流パターンを左房

圧曲線の鏡面像と仮定すれぽ9），収縮期における2峰

性S波は，心房弛緩（X下行脚），左房側へ膨隆した僧

帽弁の左室側への索引（X’下行脚）の2つの現象を反

映していると考えられた．

　また，拡張期血流に関して，D波のピークは左室流

入血流のE波のピークより平均35msec遅延し，　A波

よりも早期に終了した．このE・D時間は，E波に引き

続き，肺静脈血流が左房内に引き込まれD波を形成す

るのに要する時相差と考えられる．この結果は，左室

流入血流のE波の出現後，time　lagを置いて，肺静脈

から左房，左室へと血液が引き込まれることによりD

波が生じるとするKerenら1°）の説に一致していた．た

だし，本研究では，肺静脈血流と左室流入血流が同時

記録でないため，両血流間の時相分析においては，若

干の誤差を生じている可能性は否定できず，今後検討

を要する点である．

　また29例（73％）で心房収縮期の逆方向流（R波）

が認められた．これは，心房収縮により左房内血液は

左室へ流入するが，一部が肺静脈内へ逆流することに

より生じたものと考えられた．Smallhomら5）は88％

の例でR波を認めたと報告している．本研究では400

Hzのhigh　pass創terを使用したため，低流速の血流

は除去されており，R波の出現頻度を若干過小評価し

たと考えられた．

　2．肺静脈血流の流速

　左室流入血流では，心拍数の増加に伴い，A波が増

高し，A／Eも増大することが報告されている12）．著者

らの検討で，心拍数の増加に伴い，肺静脈血流ではS
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波が増高し，D／SおよびDAREA／S　AREAは減少す

ることが判明した．また，肺静脈血流と左室流入血流

を対比すると，A／Eの増加と共にD／Sは減少し，　A

AREA／E　AREAの増加と共にDAREA／S　AREAは

減少した．これらは，主に，A波の増大に伴いS波も

増大することに起因していた．すなわち，心拍数の増

加と共に拡張期時間は短縮し，E波の減少が不十分な

時相で心房収縮が開始されるためA波は増大し12），そ

れに引き続く心房弛緩期に，左房からの吸引作用が増

加し，S波が増大したものと推察された．

　今回の結果から，肺静脈血流は左室流入血流パター

ンと密接に関係していることが判明した．高血圧症・

心筋症・虚血性心疾患などの左室拡張障害をきたす病

態では，左室流入血流パターンが種々に変化すること

が知られている13）．肺静脈血流も，それを間接的に表す

可能性があり，今後検討すべき点である．また，心室

中隔欠損症などの肺血流増加を伴う先天性心疾患で，

左室流入血流が増加する際に，肺静脈血流がどう変化

するかに関しても，今後検討していきたい．

　S波，D波の最高流速は，いずれの心拍数において

も，全例80cm／sec以下であり，この値は，　Mustard手

術3）や総肺静脈還流異常症の心内修復術4）の術後評価

の際，正常値として利用できる．今回の流速の検討で

は，ドプラ断層法を併用し，肺静脈血流とビームとの

なす角度は全例20度以下に設定可能であり，その際の

誤差は6％以下14）で，ほとんど無視しうると考えられ

た．しかしながら，肺静脈の3次元的血流方向は考慮

されておらず5｝，なお若干の誤差を有する可能性は否

定できない．

3．肺静脈血流に対する年齢の影響

　D／S，DAREA／S　AREAは，年齢と正の相関を示

した．しかし，これらの指標を心拍数との回帰式で補

正した場合，その補正値（％of　norma1値）は，年齢

と有意の相関を示さなかった．すなわち，種々の年齢

のD／S，DAREA／S　AREAを検討する際には，各心

拍数から得られた予測値を正常値として用い，その％

of　norma1値で表せぽ，年齢は考慮する必要がないと

考えられた．

　4．肺静脈血流に対する呼吸の影響

　吸気時に，左室から大動脈への駆出血液量が減少す

ることは古くから知られている15）．Andersenら16）は，

断層心エコー図による検討で，吸気時に左室拡張末期

容積が減少することから，左室内への拡張期流入血液

量の減少が，大動脈への駆出量減少の主要因であろう
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と，推察した．

　一方，肺静脈血流に対する呼吸の影響に関しては，

未だ定説がない．従来，吸気時に肺血管床が拡大し，

肺に血液がプールされるため，吸気時の肺静脈血流量

は減少すると報じられていた1η．しかし，Morganら18）

およびSkagsethらs）は，吸気時には，肺静脈のみなら

ず左房も陰圧となり，吸気時に増大した右心系の血液

は，肺にプールされることなく，直ちに左心系へ到達

し，肺静脈血流は増加すると報告した．

　今回の検討では，吸気時にD波の最高流速は有意に

増高し，S波も増高傾向を示した．この際，吸気時の心

拍数増加を考慮する必要があるが，表2より，D波高

は心拍数とは有意の相関を示しておらず，このD波の

増高は呼吸の直接的な影響であろうと考えられる．肺

静脈径の呼吸による変化を無視しうる場合は，吸気時

の流速の増加は流量の増加を意味する．しかし，肺静

脈はコンプライアンスが大で，一心周期内でもその径

は変化するとの報告もあり8）19｝，本研究のみからは，吸

気時に肺静脈血流量が増加するとは断定できず，今後，

更に検討を要すると思われる．

　ドプラ法による肺静脈血流分析は，今後も各種先天

性心疾患の術前・術後評価に応用されると期待される

が，本研究の結果は，その評価に際して正常値として

利用できると考えられる．また）肺静脈血流分析には，

心拍数と呼吸の影響を考慮する必要があると思われ

た．

　稿を終えるにあたり，御校閲戴きました岡山大学医学部

小児科学教室木本　浩教授に深謝いたします．
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Pulsed　Doppler　Echocardiographic　Analysis　of　Pulmonary　Venous
　　　　　　　　　　　　　　　　　Flow　in　Normal　Children

　　Kazuhiro　Mori，　Tsuguaki　Dohi　and　Yuko　Yamamoto＊

Department　of　Pediatrics，　Okayama　University　School　of　Medicine

　　　　　　　　　　　　＊Mizushima　Mitsubishi　Hospital

　　　We　studied　pulmonary　venous　flow　pattern　in　40　normal　children　with　pulsed　Doppler

echocardiography．

　　　Biphasic　forward　flow　occurring　during　ventricular　systole（S　wave）and　diastole（D　wave）was

observed　in　20　subjects．　Triphasic　forward　flow　was　observed　in　another　20　subjects，　in　which　S　wave

was　divided　into　early　and　late．　Reversed　flow　during　atrial　sytole　was　seen　in　290f　40　subjects．

　　　The　peak　of　the　early　filling　wave（E　wave）of　the　mitral　flow　occurred　35　msec　earlier　than　that　of

Dwave．　D　wave　diminished　before　the　atrial　filling　wave（A　wave）of　the　mitral　flow．　The　ratio　of　the

peak　velocity　of　D　wave　to　S　wave（D／S）correlated　significantly　with　that　of　A　wave　to　E　wave（A／E）

and　heart　rate（r＝－0．68　and－O．61　respectively）．　It　was　speculated　that　the　peak　velocity　of　A　wave

increased　with　increasing　heart　rate　and　subsequently　that　of　S　wave　also　increased　with

augmentation　of　atrial　relaxation　during　ventricular　systole．

　　　There　is　no　need　to　consider　the　effect　of　age　in　calculating　D／S，　if　this　ratio　is　corrected　by　its

heart　rate．

　　　During　insperation，　the　peak　velocity　of　D　wave　increased，　but　that　of　S　wave　and　D／S　didn’t

change　significantly．

　　　In　conclusion，　it　is　important　to　bear　the　effect　of　heart　rate　and　respiration　in　mind，　when

attempting　to　quantitate　velocity　of　pulmonary　venous　flow．
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