
日本小児循環器学会雑誌　4巻3号　373～379頁（1989年）

川崎病に対する内胸動脈を用いた冠動脈バイパス術後の

運動負荷時血行動態及び冠血流に関する研究

（昭和63年8月16日受付）

（平成元年1月20日受理）

河内　寛治

森田　隆一

川田　哲嗣

浜田　良宏

　　奈良県立医科大学第3外科

北村惣一・郎　　関　　寿夫

西井　　勤　　谷口　繁樹

水ロ　ー三　　福富　正明

　

　

一

徳

毅

修

博林

上

林

小
井
小

key　words：川崎病，内胸動脈，冠動脈バイパス術，運動負荷時血行動態，冠状静脈洞血流量

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　川崎病に対し，内胸動脈（IMA）を用いた冠動脈・ミイパス術を施行した12例，手術時年齢8．7±3．0歳

を対象とし，自転車型エルゴメーターによる運動負荷（EX）時血行動態及び持続的熱希釈法による冠状

静脈洞血流量（CSF）を測定した．バイパス数は2．3±0．7本，全例，左前下行枝に左IMAを用い，5例

に右冠動脈にも右IMAを用いた．他はSVG　11本を用いた．術後1ヵ月目のグラフト開存率はIMA

100％，SVG　91％，1年で各々100％，50％（p＜0．05）を示した．

　運動負荷時血行動態では，1回心係数は術前安静（R）時とEX時には差はなかったが，術後，　EX時

の増加が認められた．R及びEX時のLVEDPの差（ALVEDP）とstroke　work　index（SWI）の差

（aSWI）の関係をみると，術前には6例中4例が∠LVEDPは正でASWIは負となり，心機能低下を示

したが，術後1例を除く5例にALVEDPは正，　ASWIも正となり，EX時の反応として改善が認められ

た．心筋100g重量当りのCSFは術前R時70±46から術後87±56ml／minに，　EX時に139±118から

183±150ml／minと術後有意に増加した．すなわち，　IMA冠動脈バイパス術後運動負荷時の血行動態及

び冠血流量の改善が認められた．

　川崎病の冠動脈病変に対する冠血行再建術症例は増

加しつつあり，最近ではグラフト材質として大伏在静

脈グラフト（SVG）のみならず1）一’3），内胸動脈（IMA）

グラフトの使用がなされるようになってきた4）5）．成人

における冠動脈バイパス術（CABG）においては，　IMA

グラフトの長期開存性が優れているとの報告が多数出

て来ており6）～9），IMAの優位性が強調されつつある．

しかしながら，負荷時における増大した心筋酵素需要

時には，IMAの流量で適切にまかなえるのかどうかは

問題とされており，論議の的となっていた1°）11）．川崎病
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に対して，小児期のIMAを用いた冠動脈バイパス術

後に負荷を加えた時の血行動態ならびに冠血流に関す

る報告はなく，未知の点が多い．今回，川崎病のIMA

を用いた冠動脈バイパス手術例に対し，術前，後運動

負荷時の血行動態ならびに冠血流量を測定し，これら

不明な点に検討を加えたので報告する．

　　　　　　　　対象及び方法

　川崎病に罹患し，昭和58年10月より昭和62年10月の

間にIMAを用いたCABGを施行した12例を対象と

した．男児11，女児1例であった．手術時年齢は8．7±

3．0（5～13）歳で，身長132．3±19．9（104～166）cm，

体重30。7±12．8（16　一一　59）kg，体表面積1．06±

0．30（0．68～1．65）m2であった．いずれも両側，多発
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　　　　　　　　No．　of　Graft

No．　of　pt
1 2 3 4

12 0 9 2 1

　　　　　　　　Site　of　IMA

No．　of　Graft
LAD RCA

17 12 5

　　　　　　　　Site　of　SVG

No．　of　Graft
LAD RCA LCX Dx

11 0 6 4 1

平均グラフト数　　2．3±0．7

平均IMA数　　　1．4±0．5

両側IMA　　　　　5
MVR　　　　　　　　　1

　　　　　図1　川崎病IMA－CABG

性巨大瘤で，冠動脈の閉塞ないしは高度狭窄を有した．

陳旧性梗塞を5例に認めた．手術は9例に2本，2例

に3本，1例に4本のCABGを行い，バイパス本数は

2．3±0．7本であった．僧帽弁閉鎖不全を合併した1例

は僧帽弁置換術を同時に施行した．12例全例に，左前

下行枝（LAD）には，左IMAを用いた．5例に右冠動

脈（RCA）にも右IMAを用いており，従って，両側の

IMA使用は5例であった．他はSVGを用いRCA　6，

LCX　4，対角枝1であった．すなわち，　IMA　17本，　SVG

11本であった（図1）．術後心臓カテーテル及び心血管

造影検査は全例に術後約1ヵ月目に行い，うち8例に

術後約1年の遠隔期に施行した．造影検査によりグラ

フトの形態変化の検索及び仰臥位における安静（R）時

及び運動負荷（EX）時の血行動態ならびに冠血流動態

を検索した．術前，後共に運動負荷検査を施行し得た

のは，比較的年長児の年齢10．2±2．9（6～13）歳の6

例で，血行動態ならびに冠血流動態の成績は術後1カ

月目の成績を用いた．冠血流動態はウエブスターヵ

テーテルを冠状静脈洞に挿入し，持続的熱希釈法12）13）

によりR時及び，EX時冠状静脈洞血流量（CSF）と

して測定した．CSFは左心系の冠血流量を反映するの

で14），左室造影より得た左室心筋重量から100g当りの

血流量を算出し，術前，後で比較した．運動負荷は仰

臥位で自転車型エルゴメーターを用いて行い，負荷量

は1watt／kgとし，約5分間施行した．グラフト開存率

の検定はカイニ乗検定を用い，他の検定はWilcoxon

検定を用い，危険率5％以下を有意とした．

日小循誌　4（3），1989

　　　　　　　　　　結　　果

　1．手術成績

　手術死，遠隔期死共になく，心不全や狭心症の再発

例もなく全例元気である．

　2．使用グラフトの成績

　術後1ヵ月目のグラフトの開存率については，IMA

は17本中17本全部（100％）が開存した．SVGは11本中

10本の開存（91％）を示した．術後1年になると，IMA

は10本中10本（100％）の開存を認めたが，SVGは10本

術後早期（約1ヶ月） 術後遠隔期（約1年）
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図2　川崎病CABGグラフトの開存率
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図3　川崎病の術前後安静時の血行動態
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中5本（50％）が閉塞し（図2），両者間に有意差が認

められた（p〈0．05）．

　3．術前，後安静時血行動態（図3）

　術前，後の心係数（CI）は各々4．78±0．74，4．69±

O．751／min／m2となり，共に正常値を示し有意差はな

かった．一回心拍出量係数（SVI）の術前後の各々は

48±9，44±8ml／m2となり，差はなかった．左室仕事

量係数（SWI）の術前後の各々は47．1±9．2，41．3±8．1

gm／m2で差はみられなかった．左室拡張末期圧
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（LVEDP）は各々6．8±2．7，7．0±1．5mmHgとなり，

有意差は認められなかった．EFは0．55±0．08，0．56±

0．05であり，術前後の変動はみられなかった．すなわ

ち，安静時血行動態の成績では殆ど有意な変化はみら

れなかった．

　4．術前，後運動負荷時血行動態

　1）心拍数（HR），　CI，　LVEDP，　SVIの変動（図4，

5）

　HRは術前R時92±10／minからEX時122±12／
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図4　川崎病術前後における安静時と運動負荷時のHRとLVEDP
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図5　川崎病術前後における安静時と運動負荷時のCIとSVI
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minに増加（p＜0．Ol），術後はR時106＋11から138±

17／min（p〈0．01）に増加した．その増加は各々平均

33％，30％であった．術前，後の比較では，安静時に

は有意の増加が認められ（p＜0．01），EX時には差はみ

られなかった．CIは術前R時4．88±0．81からEX時

6．18±1．081／min／m2と増加し（p＜0．01），術後もR時

4．86±O．94からEX時6．90±1．451／min／m2と有意に

増加した（p＜0．01），術前，後の比較では，R，　EX時

共に有意差はみられなかった．LVEDPは術前R時

5．5±2．0からEX時8．7±1．8mmHgと軽度増加した

（p〈0．05），術後はR時6．3±1．4からEX時8．8±2．4

mmHgと軽度増加を示した（p〈0．05）が，いずれも

正常範囲内の値を示した．術前，後におけるR，EX時

の差は認められなかった．術前のR及びEX時のSVI

はそれぞれ53±8，51±11ml／m2となり差はなかった

が，術後のR及びEX時の各々は46±7，50±6ml／m2

となりEX時に有意な増加が認められた（p〈0．05）．

　2）安静時及び運動負荷時のLVEDPの差
（4LVEDP）とSWIの差（ASWI）の関係

　図6に示すごとく，横軸にALVEDPをとり，縦軸に

bSWIをとり，その関係をみた．術前には6例中4例

がdLVEDPは正で，∠SWIは負となり，　Rossら15）の

いうdepressed　LV　functionを示した．術後は1例を

除く5例においてALVEDPは正，∠SWIも正となり

第1象限に属し，正常の左室機能の範鴫に入り，術後

日本小児循環器学会雑誌　第4巻　第3号

にはEX時の改善が認められた．

　5．術前後R時及びEX時の心筋100g重量当りの

CSF（CSF／LV）（図7）

　心筋100g重量当りのCSFは術前R時70±46から

術後87±56ml／minと有意な増加が認められた（p＜

0．05）．EX時では術前139±118から183±150ml／min

、う訓・
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図6　術前後の安静時及び運動負荷時のLVEDPの

差（ALVEDP）とSWIの差（ASWI）の関係
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となり，術後の有意の増加が認められ（p＜0．05），R及

びEX共に術後には増加を示した．

　　　　　　　　　　考　　察

　成人のCABG術後のグラフトの開存率に関して，

SVGでは術後1年で86％，4年で78％で，　IMAでは術

後1年で96％，4年で94％とIMAはより高い開存率

を示している6）．Grondinらの報告によると7），術後10

年目の開存率はIMA　84．1％，　SVG　52．8％であり，生

存率はIMA　84．3％，　SVG　70％を示し，開存率，生存

率共にIMAの方が良好とされている．　Tectorらの報

告では8｝，術後5～9年のIMAの開存率は94％，　SVG

で64％であり，IMAの生存率は91．6％と述べている．

Loopら9）はLADに使用したIMAとSVGの比較で

10年生存率はIMAの方がよく，SVGを用いた時，死

亡の危険性が高くなると述べている．川崎病のCABG

例のSVG開存率の集計を見ると16）8歳以下で65％，

8歳以上で87％と報告されており，低年齢ほど，閉塞

は高率となっている．SVGの開存率は年齢が7，8以

上では，成人の場合に比較しうる開存率を示しており，

SVG使用例の長期開存例の報告もある17）18）．また，

50～60％の開存率ではあるが，小児期でもSVG使用

が必要な例は少なくない．著者ら19｝はIMAは生きて

いるグラフトであると確信しており，遠隔期には必要

であれぽ太さが増加し，成長性を有し，自己調節能が

あることを見出している2°）．従って，IMAの使用は乳

幼児期に発生する本疾患には特に有用と考えられる．

　　　　　　　　　　血行動態

　術後の安静時の血行動態に関しては，須磨ら3）によ

ると術後1ヵ月目の血行動態の検索で術前EFO．45か

ら術後0．49に，LVEDP13から15mmHgとなり，術前

後に有意な変動はみられていない．著者らも安静時の

血行動態については有意な変動はみられなかった．本

症における外科治療後のEX時の血行動態の報告は著

者ら21）22）以外にはみられない．EX時の血行動態の反

応として，成人例において，Rossら15）は横軸に

ALVEDPを，縦軸に∠SVIをとると，第4象限は
depressed　LV　functionに属すると述べている．本報

告では，縦軸にASWIをとったが，術前の第4象限か

ら術後は第1象限に移動したことから，EX中の血行

動態の改善が認められた．Thadaniら23）はEX時の正

常の反応はLVEDPの増加と共にSVIは増加し，

LVEDPはEXで増加しても16mmHg以下であると

述べている．本症の術後EX時のLVEDPは15mmHg
以下であることから，ほぼ正常の反応であろうと考え

377－（61）

られる．

　　　　　　　　　　冠血流

　小児の安静時ならびにEX時のCSFの報告はみら

れない．IMAはSVGに比較し径が細く，充分な流量

が得られないという危惧がもたれる．Flemmaら1°）は

LADにSVGとIMAを吻合し，各々の流量を測定し，

SVGの流量はIMAより2～3倍であるとし，流量に

関してはSVGの方が優位であると述べている．　Bar－

nerら11）は術中の測定でSVGとIMAのflowに差は

なかったが，グラフトを閉塞させたあとに増加する

reactive　hyperemia　flowではIMAはSVGより少な

く，IMAには流量制限があると述べている．但し，術

後出血により，再開胸した時にIMAの流量を測定す

ると増加しており，時間の単位でIMAの流量は増加

しうることを述べている．Schmidtら24）はisoproter・

enolを点滴し，流量の増加の程度を検討し，　IMAと

SVGには差はなかったと述べている．Johnsonら25｝は

T12°1心筋シソチグラムを用いて，術後遠隔期のIMA

とSVGの流量を比較し，運動負荷時においても両者

間に差はみられなかったと述べている．この様に負荷

を加えた時のIMAの流量の増加は充分であるとする

ものと，不充分であると述べているものとの両方の意

見が存在するが，術後時間経過と共に流量は増加して

いるものと思われる．川崎病の冠動脈・ミイパス術後の

流量の変化に関しては不明であったが，術後造影から

はIMA径の拡大がみられ，また冠静脈洞血流量から

の本研究により安静時及び運動負荷時共に術後早期で

はあるが，流量の増加が認められた．以上のことから，

川崎病に対するIMAを用いた冠動脈バイパス術後に

は，著者らの調べた症例においては安静時及び運動負

荷時共に冠血流量は増加し，また，運動負荷時の血行

動態の改善が認められることから，本手術は本めて有

効と考えられる．
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Hemodynamics　and　Coronary　Blood　Flow　During　Exercise　After　the　Coronary

　　　　　　　　　　Artery　Bypass　Grafting　with　the　Internal　Mammary

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Artery　for　Kawasaki　Disease

Kanji　Kawachi，　Soichiro　Kitamura，　Toshio　Seki，　Hironori　Kobayashi，　Ryuichi　Morita，

　　　　　　　Tsutomu　Nishii，　Shigeki　Taniguchi，　Kiyoshi　Inoue，　Tetsuji　Kawata，

　　　　　　　　　　Kazumi　Mizuguchi，　Masaaki　Fukutomi，　Syuichi　Kobayashi

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　Yoshihiro　Hamada

　　　　　　　　　　　　　　The　3rd　Department　of　Surgery，　Nara　Medical　College

　　　The　subjects　of　the　present　study　were　12　pediatric　patients　with　Kawasaki　disease（avg．　age　8．7±

3．0）who　underwent　coronary　bypass　surgery　employing　the　internal　mammary　artery（IMA）．

Hemodynaics　during　exercise（Ex）were　measured　with　a　bicycle　ergometer，　and　coronary　sinus　flow

（CSF）was　measured　by　the　continuous　thermodilution　method．　The　average　number　of　coronary

bypass　grafts　was　2．3±0．7　per　patient．　For　all　patients，　the　left　IMA　was　anastomosed　to　the　left

anterior　descending　artery；for　5　patients，　right　IMA　was　also　anastomosed　to　the　right　coronary

artery．　In　addition，10　saphenous　vein　grafts（SVG）were　used．　The　postoperative　patency　rates　after

one　month　were　1000ro　with　IMA　and　910ro　with　SVG．　One　year　after　the　operation，　the　patency　rates

showed　1000ro　with　IMA　and　500ro　with　SVG（p＜0．05）．

　　　The　results　of　hemodynamic　measurements　showed　no　significant　differences　between

preoperative　stroke　volume　indices　at　rest　and　during　exercise．　However，　postoperatively，　the　stroke

volume　index　during　exercise　increased．　The　relationship　between△LVEDP（the　difference　between

LVEDP　at　rest　and　during　exercise）and△SWI（the　difference　between　the　stroke　work　index　at　rest

and　during　exercise）was　analysed．　Four　patients　out　of　6　showed　reduced　cardiac　function

preoperatively（△LVEDP＝plus，△SWI＝minus）．　However，　after　the　operation，5patients　out　of　6

demonstrated　improvements　in　cardiac　function　during　exercise（△LVEDP＝plus，△SWI＝plus）．

Coronary　sinus　flow　per　unit　left　ventricular　mass　increased　postoperatively　from　70±46　to　87±56

ml／min　at　rest，　and　139±118　to　183±150　ml／min　during　exercise，　In　conclusion，　the　results　of　the

present　study　revealed　improvements　in　both　hemodynamics　and　coronary　sinus　flow　during　exercise

after　coronary　bypass　grafting　with　IMA　for　Kawasaki　disease．
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