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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　二次孔型心房中隔欠損症（以下ASDと略）15例の肺静脈血流パターンをパルスドプラ法を用いて分析

し，正常対照群40例と比較検討し，心臓カテーテル検査による肺体血流量比とも対比した．

　1）ASD群では，正常群に比して，拡張期波（D波）の最高流速は有意な変化を認めなかったが，収縮

期波（S波）および0谷（S波とD波の間の谷）の最高流速が有意に高値で，ASDの肺静脈血流は収縮

期優位であることが示された．また，S波のピークは，正常群に比して有意に遅延して出現した．

　2）0谷の最高流速および，S波とD波のflow　velocity　integra1の比（D　AREA／S　AREA）は，肺

体血流量比と各々r＝0．82，－0．52の相関を示した．

　3）正常群では吸気時に，呼気時に比してD波の最高流速が有意に増加したのに対し，ASD群では，

吸気時にS波と0谷の最高流速が有意に減少した．

　これらの肺静脈血流パターンの変化は，本来の肺静脈血流に短絡血流が上乗せされたものとして解釈

された．

　　　　　　　　　　はじめに

　最近，肺静脈狭窄症1）や総肺静脈還流異常症2）の診断

に，ドプラ法を用いた肺静脈血流分析が報告されてい

るが，その他の疾患における肺静脈血流パターンの分

析の報告は少ない3）．著者らは，既に，パルスドプラ法

による正常小児の肺静脈血流パターンを詳細に分析し

報告したが4｝，今回は二次孔型心房中隔欠損症（以下

ASDと略す）における肺静脈血流パターソを分析し，

心房位短絡の存在により肺静脈血流がどの様に変化す

るかを，正常例と対比検討した．

　　　　　　　　対象および方法

　心臓カテーテル検査で確定診断された男6例，女9

例，合計15例のASDの小児を対象とした．年齢は2歳
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から14歳（平均年齢6歳3ヵ月）で，10例は心内修復

術を施行された．全例，肺動脈弁狭窄や肺高血圧症そ

の他の合併心奇形は認められず，Fick法にもとついて

算出した肺体血流比は2．1±0．5（平均値±標準偏差）

であった（表1）．正常対照群として，男22例，女18例

の合計40例（平均年齢6歳4ヵ月）を用いた．

　装置は，東芝製SSH－65A（発振周波数3．75MHz，パ

ルスの繰り返し周波数6または8KHz）を用い，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sampling　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を同時記録

し，呼気位の5心拍の記録を平均し，以下の測定を行っ

た．

　1．肺静脈血流パターン（図1）
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　　　表1　対象群の心臓カテーテル検査結果 肺体血流量比が2以上と，それ以下の2群に分けて記した．
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肺体血流量比く2 肺体血流量比≧2

No 年齢
歳

性
肺体血流
　量比

肺動脈圧

mmHg
右室収縮期圧

　mmHg
No 年齢

歳
性

肺体血流
　量比

肺動脈圧mmHg 右室収縮期圧

　mmHg
1 12 M 1．34 28／13 38 7 4 F 225 25／6 42

2 9 F 1．62 20／8 24 8 7 M 2．25 29／10 38

3 10 M 1．92 24／4 26 9 14 F 2．50 28／10 32

4 12 F 1．58 24／12 28 10 8 F 2．29 32／12 38

5 7 M 1．73 38／16 42 11 7 M 2．63 32／16 38

6 4 F 1．24 24／12 38 12 7 F 2．56 36／16 40

13 3 F 2．25 26／14 28

14 2 F 2．70 38／15 42

15 4 M 2．11 30／14 40

F；女性，M；男性

　　　　　　　　　　ASD
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図1　ASD群（左段）と正常対照群（右段）における肺静脈血流（上段）および左室

　流入血流（下段）の分析方法．心電図上RR間隔の等しい両血流の記録＋を，心電図

　のQRS波を一致させて並べ，左室流入血流の開始点（X点）をもって肺静脈血流の

　SAREAとDAREAの境界（図中×一×）と定めた．他の測定項目の詳細は，本
　文に記した．

　PV；肺静脈血流，　LVIT；左室流入血流
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図2　肺静脈血流の3指標と心拍数との相関

表2　正常群における肺静脈血流と左室流入血流の測定値．右段は，心拍数と有意な

　相関を有した測定項目の，心拍数との一次回帰直線を示す．

測定項目 　測　定　値
平均値±標準偏差

心拍数との相関係数　　　r＝

心拍数との回帰直線

S 45±9cm／sec 0．55 y＝0．185x＋28．1
駕
目 0 21±7cm／sec 0．16

一
ぎ D 51±9cm／sec 一

〇．26
一

鑑
握 D／S 1．18±0。31 一

〇．61 y＝－0．007x＋1．79

DAREA／S　AREA 0．93±0．45 一
〇．81 y＝－0．014x＋2．12

［く E 77±15cm／sec 0．09
『

駕
側恕 A 45±18cm／sec 0．85 y＝0．54x－4．24

掲目 A／E 0．59±0．22 0．82 y＝0．006x＋0，003

n＝40

　収縮期波をS波，拡張期波をD波とし，両老間の谷

を0谷とした．

　（1）心電図Q波から，S波・0谷・D波の各ピークま

での時間をsfRR’RSIIEで徐した補正値4）：QS／VRTt

時間，QO／viRR一時間，　QD／〉／RTt一時間

　（2）S波・0谷・D波の最高流速，およびS波とD

波の最高流速の比（D／S）

　今回の検討では，ピームと血流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

で，ほとんど無視しうると考えられ5），流速の角度補正

は行わなかった．

　（3）左室流入血流の開始点（図中×点）以降の肺静

脈血流波形の包絡線と基線とで囲まれる面積（flow

velocity　integral）と，開始点以前の面積の比：D

AREA／S　AREA

　なお，既報のごとく，肺静脈血流の指標のうち，S波

の最高流速，D／S，　D　AREA／S　AREAは心拍数と有

意な相関を有しているため4），心拍数との回帰直線（図

2）から，各症例の心拍数での正常予測値を求め，そ

の％of　normal値で表した（表2，上段）．

　2．左室流入血流パターン

　拡張早期波をE波，心房収縮期波をA波とし，各々

の最高流速および，その比（A／E）を測定した．心拍

数が120／分以上の場合，両波形が隔合し1峰性を呈す

る例が存在したが，それらは今回の検討から除外した．

　また，A波高，　A／Eも，心拍数と有意な相関を有し

ており（表2下段），心拍数との回帰直線から，各症例

の心拍数での正常予測値を求め，その％of　normal値
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図3　肺静脈血流の呼吸による影響，上段は正常群（A），下段はASD群（B）の1例

　を示す．Aは吸気時に肺静脈血流が増大した（S，　D波）が，　Bでは減少した（s，　d

　波）．呼気時には，これとは逆の関係になった．

　INPS；吸気，　EXP；呼気，　ECG；心電図，　PCG；心音図，　RESP；呼吸曲線

で表した．

　3．呼吸による肺静脈血流パターンの変化

　呼気時および吸気時とも良好な血流波形の得られた

ASD群4例，正常群15例で，肺静脈血流のS波・O谷・

D波の最高流速およびD／Sを，呼気・吸気別に測定し

た（図3）．

　各測定値は，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．ASD群の肺静脈血流は，収縮期1または2峰性，

拡張期1峰性であり，正常群のパターソ3）‘）に類似して

いた．15例中12例では，心電図のQRS波に一致して順

方向流は中断され，そのうちの7例でこの時相に逆方

向流を認めた，

　S波のピーク・0谷・D波のピークの出現時間のう

ち，ASD群では，正常群に比してQS／VRR’時間が有

意に延長し（p〈0．01），S波のピークの出現が遅延する

ことが示された（図4，表3上段）．

　2．肺静脈血流の流速の指標のうち，D波の最高流速

はASD群と正常群とで有意差を認めなかったが，　S

波および0谷の最高流速は，ASD群で有意に高値で

あった（各々，p＜0．01，p＜0．001）．また，　D／Sおよ

びDAREA／S　AREAはASD群で有意に低値で
（各々，p＜0．01，　p〈0．001），　ASDの肺静脈血流は収縮

期優位であることが示された（図5，表3中段）．

　これら5指標と肺体血流量比の対比では，0谷の最

高流速とDAREA／S　AREAが，各々r＝0．82，－O．52

と，比較的良好な相関を示した（図6）．図7は，ASD

群を肺体血流量比2以上とそれ以下の2群に分け，こ

の2指標を対比したものである（図7）．DAREA／S

AREAは両群間で有意差を認めなかったが，0谷の最

高流速は肺体血流量比が2以上の群で有意に高値を示

した（p＜0．01）．また，その最高流速が45cm／sec以上

の例は，全例，肺体血流量比が2以上であった．

　一方，左室流入血流に関して，ASD群では，正常群
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表3　正常群およびASD群での各測定値の対比

正　常　群 ASD群
平均値±標準偏差　n＝40 平均値±標準偏差　n＝15

QS／厄 327±49msec 393±43msec＊＊

QS／・厄 491±46msec 500±32msec

鋸 QD／厄 604±46msec 588±38msec

目
ぱ S 100±18％ 124±24％＊＊

紘 0 21±7cm／sec 40±10cm／sec‡計
農

D 51±9cm／sec 52±7cm／sec

D／S 100±22％ 84±17％＊＊

DAREA／S　AREA 100±31％ 67±13％“＊

K E 77±15cm／sec 69±11cm／sec
駕
側薫 A 100±29％ 99±23％

掲目 A／E 100±26％ 116±32＊

＊p＜0．05　”p＜0．01　＊＊＊p＜0．001

5

Q5／VflTR

C　　ASD

m5e

50

Q　oi　VRR　RR

C　　ASD

Q【￥傭

C　　ASD

図4　正常群とASD群における肺静脈血流の各ピー
　クの出現時間の比．各測定値はJRR’Illillffで除した

　補正値を求め，平均値士標準偏差で示した．

表4　正常群およびASD群での各測定値の呼吸に
　よる変化

　呼　気　時
平均値±標準偏差

　吸　気　時
平均値±標準偏差

誌
巴
捉
l
l
田
己

　S

　O

　D
D／S

心拍数

　45±9cm／sec

　23±8cm／sec

　48±9cm／sec

1．11±0．26

　90±19

　46±10cm／sec

　23±7cm／sec

　52±7cm／sec＊

1．17±0、26

　93±17＊

椎
寸
∩
l
l
の
口
く

　S

　O

　D
D／S

心拍数

　52±17cm／sec

　40±9cm／sec

　50±11cm／sec

O．98±0．10

　96±13

　43±13cm／sec＊

　32±10cm／sec＊

　49±10cm／sec

1．18±0．22

　96±12
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　●Control　nt40〈
　oASD　　n■15

に比しE波の最高流速は減少傾向を認めたが（p＜

O．10），有意差はなかった．また，A／EはASD群で有

C　　ASD

図5　正常群とASD群における肺静脈血流の各指標

　の対比

意に高値を示した（p＜0．05）（図8，表3下段）．

　3．正常群では，吸気時には，呼気時に比しD波の最

高流速が有意に増加した（p＜0．05）．一方，ASD群で

は吸気時にS波および0谷の最高流速が有意に減少

した（p＜0．05）（表4）．

　図3に症例を呈示する．上段（正常群）では，吸気
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図6　ASD群の肺静脈血流の各指標と肺体血流量比（Qp／Qs）との対比
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図7　肺静脈血流の2指標と肺体血流量比との比．2

　指標を，肺体血流量比が2以上とそれ以下の2群に

　分けて対比した．黒帯は，正常群での平均値±標準

　偏差を示す．

時に肺静脈血流の流速の増加が認められたのに対し，

下段（ASD群）では，逆に吸気時に流速の減少が認め

られた．図9はASD群の他の1例である．この症例で

は，呼気時に，S波とD波の間の収縮末期に左右短絡

のためと考えられる血流が上乗せされ，S波とO谷の

流速は増加した（大きい矢印）．一方，吸気時には，上

乗せされる異常血流は少なく（小さい矢印），呼気時に

比して，S波と0谷の流速は低値を示した．

　　　　　　　　　　考　　察

　ASDの短絡血流は，収縮末期から拡張早期・拡張中

期・心房収縮期の3峰性を呈し，そのうち収縮末期か

ら拡張早期の波の流速が最大であることが知られてい

る6）．ASDでは短絡血流が，心内の各部位での血行動

態に複雑に影響を及ぼすことが予想される．上大静脈

血流は，収縮期血流の流速の低下とそのピークの前方

への移動，および収縮後期の逆方向流が特徴的で，こ

れらは，正常の上大静脈からの流入が，短絡血流によ

り妨げられることにより生じると考えられる7）．更に，

肝静脈の血流パターンでは，II音に一致して，右房よ

り遠ざかる逆方向流が認められ，同様に，この時相で
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図8　正常群とASD群における左室流入血流の各指標の対比
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図9　ASD群の1例における肺静脈血流パターソの呼吸による影響．呼気時には，収

　縮末期に短絡血流による異常血流が上乗せされた（大きい矢印）．一方，吸気時には，

　その程度が減少した（小さい矢印）．

の短絡血流により生じるものとされている8）．

　欠損孔の上流にあたる肺静脈血流においても，短絡

血流のためにそのパターンは変化すると予想される．

今回の検討では，ASDの右肺静脈血流パターンを正常

児の場合と比較検討し，心臓カテーテル検査による肺

体血流量比とも対比した．

　1．ASDの肺静脈血流パターンの変化とその成因
（図10）

　ASD群の肺静脈血流パターンは収縮期優位で，　S波

と0谷の流速の高値，およびS波のピークの遅延が特

徴的であった．S波および0谷の高値は，本来の肺静

脈血流に短絡血流が上乗せされたためと解釈された．

またQS／JRR一時間の延長は，短絡血流のピークは収

縮末期にあるため，本来の肺静脈血流と加算された際，

S波のピークが後方へ移動したものと考えられた．

　一方，D波の最高流速は有意な増加が認められな

かった．ASDの左室流入血流では，拡張早期波（E波）

の流速が減少するとの報告がある9）．今回の検討でも，
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図10　ASDにおける肺静脈血流パターンの成因．左室流入血流のE波は減少傾向を

　示した．肺静脈血流は，本来の血流（細い実線：s波・o谷，d波）に，短絡血流が

　上乗せされ，S波・0谷の増高と，　S波のピークの出現遅延をきたしたと考えられた

　（太い実線）．

　LVIT；左室流入血流，　PV；肺静脈血流，　PCG；心音図，　ECG；心電図

ASD群では正常群に比しE波の流速は減少傾向を示

し，A／Eは有意に高値であった．また，左室流入血流

と肺静脈血流の関連においては，左室流入血流のA／E

は肺静脈血流のD／Sと逆相関を示し，D波は拡張期に

E波に引き続き生じることより4），E波が低流速の例で

は，肺静脈血流のD波も低流速であると考えられる．

すなわち，ASDでは，左室流入血流のE波は正常児に

比し比較的低流速で，そのため，左室へ流入すべき肺

静脈血流のD波も低流速であろうと推察された．更

に，それに上乗せされる短絡血流自体も拡張期には流

速を減じるため，両者を加算しても，D波の流速は正

常群と有意差を認めなかったと考えられる．

2．ASDの肺静脈血流に対する呼吸の影響

　正常例の肺静脈血流に対する呼吸の影響に関して

は，今だ定説はないが，Morganら1°），　Skagsethら11）

は，吸気時には肺静脈血流は増加すると報告している．

パルスドプラ法を用いた今回の検討でも，正常群では

D波の最高流速の増加が認められた．

　ASDの場合，　Boudoulasらは，心機図を用いた時相

分析より，吸気時には，右心系では体静脈からの還流

が増加し，短絡血流は減少するのに対して，呼気時に

は，体静脈から右心系への還流は減少し，短絡血流が

増加すると推測している．また，パルスドプラ法を用

いた検討でも，ASDの短絡血流は吸気時に減少し，呼

気時に増加すると指摘されている13）．今回の検討で，

ASD群の肺静脈血流は，呼気時にS波と0谷が増高

し，短絡血流の呼吸による変化に類似していた13）．ま

た，症例によっては，図9のように，呼気と吸気で肺

静脈血流パターンが著しく異なる例も存在した．

　今回の結果から，0谷の最高流速は，おおまかな肺

体血流量比の予測に有用であることが判明したが（図

7），この測定は呼気時で行われており，臨床応用する

際にも，呼吸の影響を念頭に置くことが重要であろう．

　3．ASDの肺静脈血流分析における問題点と課題

　今回の検討は，合併心奇形を伴わないASDの右肺

静脈での血流パターン分析であった．Swanらは色素

希釈法を用いた検討より，ASDでは左右の肺静脈から

の短絡の関与の程度に差のあることを示しており14），

パルスドプラ法でも，左肺静脈では異なる血流パター

ンを呈する可能性があると思われた．

　また，肺高血圧症や肺動脈弁狭窄症を伴うASDで

は，右室圧の上昇に伴い，心房収縮期には短絡血流が

減少するか右左短絡を呈することが報告されてお

り13），それに伴い肺静脈血流パターンも変化する可能

性があると考えられる．これらの点については，今後

も検討を重ねてゆきたい．
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Pulsed　Doppler　Echocardiographic　Analysis　of　Pulmonary　Venous

　　　　　　　　　　　　　　　Flow　in　Atrial　Septal　Defect

　Kazuhiro　Mori，　Tsuguaki　Dohi　and　Hiroko　Yamamoto＊

Department　of　Pediatrics，　Okayama　University　School　of　Medicine

　　　　　　　　　　　　＊Mizushima　Mitsubishi　Hospital

　　　Pulsed　Doppler　echocardiography　was　performed　to　evaluate　the　flow　velocity　pattern　of　the

pulmonary　vein　in　15　patients　with　atrial　septal　defect（ASD）．　In　all　cases　the　diagnosis　was　confirmed

by　cardiac　catheterisation　and　their　pulmonary　to　systemic　flow　ratio　was　2．1±0．5（mean±SD）．

Forty　normal　children　served　as　controls．

　　　1．The　peak　velocity　of　S　wave　during　systole　and　O　trough（trough　between　systolic　and

diastolic　wave）in　patients　with　ASD　were　significantly　greater　than　those　of　normal　controls，　but

there　was　no　singificant　differences　in　the　peak　velocity　of　D　wave　during　diastole　between　two　groups．

QS／VRR　interval　was　longer　in　patients　with　ASD　than　that　of　normal　controls．

　　　2．The　peak　velocity　of　O　trough　and　ratio　of　the　velocity　integral　during　diastole　to　systole（D

AREA／S　AREA）correlated　well　with　pulmonary　to　systemic　flow　ratio　obtained　by　cardiac

catheterisation（r＝0．82　and－0．52　respectively），

　　　3．The　peak　velocity　of　D　wave　increased　during　inspiration　in　normal　controls，　whereas　the

peak　velocity　of　S　wave　and　O　trough　decreased　in　the　patients　with　ASD．

　　　Such　changes　in　the　flow　pattern　of　the　pulmonary　vein　observed　in　patients　with　ASD　were

considered　to　be　due　to　the　superimposition　of　the　shunt　flow　through　the　defect　of　the　interatrial

septum　to　the　normal　pulmoanry　venous　flow．
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