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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　小児期における肺動脈の正常発育様式を調べ，肺動脈の発育を示すのにふさわしい指標について検討

した．対象は心血管系の奇形や心機能に異常のない64例の小児で，年齢は6ヵ月から13歳5ヵ月であっ

た．肺動脈径は心室造影像を用いて計測した．左右肺動脈断面積の和／体表面積（PA　index）は307±34

mm2／m2で，体表面積の大小にかかわりなく一定の値を示した．左右肺動脈径の和／下行大動脈径と体表

面積との間には有意の負の相関がみられた．以上から，小児の肺動脈の発育を表わす指標としてはPA

indexが優れていると思われた．

　　　　　　　　　　緒　　言

　先天性心疾患のなかで肺血流量が減少している疾患

の多くは肺動脈の発育が不良であり，根治手術に障害

となることがある．従って，根治手術の適応を決定す

る際には肺動脈の発育を評価しなければならず，その

基準が必要である．従来から，心血管造影法を用いて

肺動脈径と下行大動脈径との比1）一”7），両側の肺動脈の

断面積の和と体表面積との比9）9）あるいは左右肺動脈

の平均断面積と正常の右肺動脈の断面積との比1°）など

の指標が臨床に応用されているが，小児期における左

右肺動脈の正常発育を検討した報告はSieversら11）の

ものをみるにすぎない．

　本研究は，小児期における肺動脈の正常発育様式を

検討し，肺動脈の発育を評価するのにふさわしい指標

を得ることを目的とした．

　　　　　　　　対象および方法

　対象は，山形大学医学部小児科で心臓カテーテル法

および心血管造影法を施行し，心血管系の奇形や心機

能の異常を認めない男43例，女21例，計64例である．

年齢は6ヵ月から13歳5ヵ月，体表面積は0．36から

1．44m2であった．臨床診断は川崎病60例，無害性心雑
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音4例であった．

　心臓カテーテル法および心血管造影法の前投薬とし

て，Meperidine　HCI（1．5mg／kg），　Promethazine　HCl

（0．5mg／kg）およびChlorpromazine（0．3mg／kg）を

混合筋注した．心室造影にはウログラフィン（76％）

あるいはイナパミロソ（370mgI／ml）を使用し，自動

注入器を用いてO．7～1．Oml／kgを0．7～1．5秒で注入

した．右室造影は正・側，左室造影は正・側あるいは

30度右前斜位・60度左前斜位の同時2方向から行い，

毎秒50コマの35mmシネフィルムに記録した．拡大率

の補正はグリッドシステムを用いて行った．

　左右肺動脈は右室造影像を用いて第一分枝の直前

を，下行大動脈は左室造影像を用いて横隔膜の高さで，

いずれも，肉眼上最も拡張した時相の径を測定した．

肺動脈の断面積は，肺動脈の断面を円形と想定し以下

の式で算出した．

　　肺動脈の断面積（mm2）＝π（肺動脈径／2）2

また，左右の肺動脈断面積係数（pulmonary　artery

area　index，以下PA　indexと略す）を体表面積（body

surface　area，以下BSAと略す）を用いて次の式で求

めた．

　　PA　index（mm2／M2）＝

　　　　　　　　　左右肺動脈の断面積の和／BSA

　BSAはHaycockら12）の式で算出した．
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図1　右および左肺動脈径と体表面積との関係．
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図2　右および左肺動脈断面積と体表面積との関係．

　数値は平均値±標準偏差（最小値～最大値）で表わ

した．データの統計学的検討にはStudent－t　testを用

い，p＜0．05を有意とした．

　　　　　　　　　　成　　績

　右および左肺動脈の径とBSAとの関係をみると，

下記のべき乗関数に有意の相関がみられた（図1）．

　　右肺動脈径（mm）＝14．7（BSA）°・51

　　　　　　　　　　　　　　　（r＝0．95，p＜0．001）

　　左肺動脈径（㎜）＝13．0（BSA）°・48

　　　　　　　　　　　　　　　（r＝0．92，p＜0．001）

　右および左肺動脈の断面積とBSAとの間には，下

記に示す直線式に有意の正の相関が認められた（図
2）．

　　右肺動脈断面積（㎜2）＝－3．3＋175（BSA）

　　　　　　　　　　　　　　　（r＝0．95，p＜0．001）

　　左肺動脈断面積（mm2）＝0．2＋136（BSA）

　　　　　　　　　　　　　　　（r＝O．92，p＜0．001）
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図3　左右肺動脈断面積の和と体表面積との関係．
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図4　左右肺動脈断面積の和／体表面積と体表面積と

の関係．

　左右肺動脈断面積の和とBSAとは，下記の直線式

に有意の正の相関関係がみられた（図3）．

　　左右肺動脈断面積の和（mm2）＝

　　　－2．6十310（BSA）　　　　（r＝0．95，　p＜0．001）

　PA　indexは307±34（240～384）mm2／m2で，　BSA

との間に有意の相関関係はみられなかった（図4）．

　左右肺動脈径の和／下行大動脈径（以下PA／Aoと略

す）とBSAとの間には，下記に示す直線式に有意の負

の関係を認めた（図5）．
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図5　左右肺動脈径の和／下行大動脈径と体表面積と

　の関係．

　　PA／Ao＝2．55－0．47（BSA）

　　　　　　　　　　　　　（r＝－O．60，　p＜0．001）

　　　　　　　　　　考　　察

　肺動脈の径は左右ともBSAとの間に直線関係はな

く，BSAの約0．5乗の関数に良好な相関を認めた．

Sieversら11）は，左右肺動脈における拡張末期の最小

径と収縮末期の最大径の平均をそれぞれBSAと比較

しているが，右肺動脈径（mm）は14．6×（BSA）°・586，

左肺動脈径（mm）は13．7×（BSA）°・587の式に良好な相

関を示したと報告しており，我々の成績と類似してい

た．

　肺動脈の断面積は左右ともBSAとの間に正の直線

関係がみられた．Castellanosら13）は，右肺動脈の最大

断面積をBSAと比較し直線関係を認めたと報告して

おり，我々の成績と同様であった．Nakataら8）は，左

右肺動脈の最大径と最小径の平均から算出した断面積

の和をBSAと比べているが，やはり直線式に良好な

相関を認めている．

　以上のことは，肺動脈の正常発育様式を考える上で

重要であり，この結果をもとに肺動脈の発育を評価す

る指標を案出する必要がある．肺動脈径そのものを用

いる場合は，BSAから得られる正常予測値に対する百

分率で表わすのが適当であろう．しかし，この方法は

計算がやや煩雑であるという難点がある．Nakataら8）

は，左右肺動脈の最大径と最小径の平均から算出した

断面積の和をBSAで割った値をPA　indexとし，これ

がBSAの大小にかかわりなく一定であることから，
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肺動脈の発育を表わす指標として有用であると述べて

いる．我々の検討でも同様の結果が得られ，PA　index

は計算がより簡便であることから実用的であると思わ

れる．一方，左右肺動脈径の和と下行大動脈径との比

はBSAとの間に有意の負の関係が認められた．この

指標を正常例で検討した報告はみられないが，実際の

臨床でこれを用いて肺動脈の発育を評価している報

告1｝2）4）～7）がいくつかみられる．しかし，左右肺動脈径の

和と下行大動脈径との比をそのまま小児の肺動脈の発

育を評価する指標として用いるのは，これが小児期で

は一定の値を示さないという点でふさわしくないと思

われる．

　以上から，体格の大きく異なる小児期における肺動

脈の発育を示す指標としてはPA　indexが適している

と考える．この正常値は，われわれの成績では307±34

mm2／m2であったが，　Nakataら8）は330±30mm2／M2，

Brandtら7）はNakataら8）と同様の計算式を用いて

351±64mm2／m2と報告している．これは，測定時相や

拡大率補正の方法の違いによるものと思われる．この

結果から，平均値±2標準偏差を正常値とするならぽ，

われわれの施設における小児のPA　indexの正常範囲

は239　一一　375mm2／m2ということ1，こなる．

　稿を終えるにあたり，ご校閲を賜わりました林　正教授

に深謝致します．
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Assessment　of　Normal　Growth　Pattern　of　the　Pulmonary　Artery　in　Infants　and　Children

Tomoharu　Akiba，　Masaru　Yoshikawa，　Shinsuke　Otaki，　Yokio　Kobayashi，

　　　　　　　　Mitsuru　Nakasato，　Hiroshi　Suzuki　and　Tetsuo　Sato

　　　　　Department　of　Pediatrics，　Yamagata　University　School　of　Medicine

　　　Anormal　growth　pattern　of　the　pulmonary　artery　in　infants　and　children　was　estimated　and　an

index　for　expressing　the　growth　of　the　pulmonary　artery　was　assessed．　This　study　consisted　64　infants

and　children　without　cardiovascular　anomaly　and　cardiac　dysfunction，　ranging　in　age　from　6　months

to　13　years　5　months．　The　diameters　of　the　pulmonary　arteries　were　measured　from　cineven－

triculograms．　A　sum　of　the　cross’sectional　areas　of　bilateral　pulmonary　arteries　standardized　by　the

body　surface　area（pulmonary　artery　index）was　307±34　mm2／body　surface　area　in　square　meters　and

was　constant　over　a　wide　range　of　the　body　surface　area．　A　significant　negative　correlation　was　found

between　a　summated　ratio　of　the　diameters　of　bilateral　pulmonary　arteries　to　that　of　the　descending

aorta　and　the　body　surface　area（r＝－0．60，　p〈0．001）．　Thus，　the　pulmonary　artery　index　may　be

excellent　for　expressing　the　growth　of　the　pulmonary　artery　in　infants　and　children、
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