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　1型およびII型VSDにおける拡張期左右短絡血流の頻度と，その発生条件について検討した．心臓カ

テーテル検査をした1型16例，II型20例のうち，拡張期左右短絡血流が存在したものはそれぞれ8例，

17例であった．払張期血流は，左右心室間の圧較差が大きくなる拡張中期から末期にかけて認められた．

1型3例では，収縮期よりも下方へ向かう拡張期血流を認めた．VSD　II型で拡張期左右短絡血流を有す

る群では，有しない群に比べ，右室収縮期圧，左右短絡率の有意な高値を認めた．このことは，短絡血

流が多いものでは拡張期短絡血流も多い可能性を示唆していると考えられた．

　　　　　　　　　　緒　　言

　心室中隔欠損（以下VSD）では，収縮期だけでなく

拡張期においても，左室と右室の圧較差により欠損口

を介して短絡血流が生じることが報告されている1），

しかし，拡張期左右短絡血流に関する検討は，いまだ

十分ではない．今回我々は，Kirklin分類1型およびII

型VSDにおける拡張期左右短絡血流の頻度と，その

発生条件について検討したので報告する．

　　　　　　　　　対象と方法

　対象は，1986年1月より1988年5月までの間に当科

で心臓カテーテル検査をした患者のうち，心室造影中

に期外収縮を認めず，造影の良好なVSD　I型16例（男

11例，女5例），II型20例（男13例，女7例）で，7カ

月から17歳までの児36例であった．心内圧側定と採血

の後，左室造影，右室造影を行った．造影剤はイオパ

ミドールを用い，1．Oml／kgを2～2，5秒で注入した．

左室造影は第1斜位30◇，第2斜位60°で撮影し，シネ

フィルムに記録し，短絡血流を検討した．心周期はシ

ネフィルムの記録から，房室弁の閉鎖から半月弁の閉

鎖までを収縮期，それ以降を拡張期とした．造影上，

弁の開放が明らかでない場合は，同時記録した心電図
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QRS波からT波の終りまでを収縮期とした．検査で

得られた右室圧と左右短絡率をシネフィルムーヒ，拡張

期左右短絡の認められた群と認められなかった群で，

t検査を用いて比較検討した．なお，心エコー検査は，

カテーテル検査前日に全例に施行した．心エコーは安

静臥床あるいは自然睡眠で行ったが，心臓カテーテル

検査は10歳以下ではラボナール注腸麻酔下に行った．

　　　　　　　　　　結　　果

　左室造影所見からVSD　I型16例のうち，拡張期左右

短絡血流が存在したものは8例，存在しなかったもの

も8例であった．II型20例のうち，拡張期左右短絡血

流が存在したものは17例，存在しなかったものは3例

であった．

　拡張期短絡血流は，VSD　I型では第1斜位30◇，　VSD

II型では第2斜位60°で認められ，血流方向は1型3例

を除いて収縮期と同方向であった（図1）．1型3例で

は，収縮期短絡血流と比べ下方へ向う拡張期短絡血流

を認めた．

　拡張期の血流は，全例拡張中期から末期に認められ

た．

　心血管造影検査上，拡張期左右短絡血流を認めた25

例のうち，9例（36％）に心エコー図上も，カラード

プラ法による拡張期左右短絡血流を認めた．この割合

は，1型，II型とも同様であった．カラードプラ心工
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図1　VSD　II型の左室造影．上段は第1斜位3e°，下段は第2斜位60°，右側が収縮期，

　左側が拡張期である．矢印は左右短絡血流を示す．
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図2　VSD　II型のカラードプラ心エコー図．拡張期左右短絡血流はモザイクパターソ

　を示さない．

　LV；左室，　RA；右房，　RV：右室

コー 図上の拡張期左右短絡血流は，左右心室の圧較差

が少なく流速が遅いため，モザイクパターンを示さな

かった（図2）．Mモード表示による時相分析では，拡

張中期から末期に血流が認められた（図3）．また，連

続波ドプラ法における拡張期血流から想定される圧較

差は4～6mmHgであった（図4）．

　カテーテル検査における右室圧測定では，VSD　II型

で心血管造影上拡張期左右短絡血流を有する群で，有

しない群に比べ右室収縮期圧の有意な上昇を認めた

（表1）．データは示していないが左室圧および左室右

室間の拡張末期圧較差は，各群間で差を認めなかった．

左右短絡率は，VSD　II型で心血管造影上拡張期左右短

絡血流を有する群で，有しない群に比べ有意な増加を

認めた（表2）．1型，II型を合わせた全対象を肺体血
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図3Mモードカラードプラ法による短絡［i1流．収縮期のモザイクパターソと，拡張

　中期から末期にかけての赤色の左右短絡血流を示す．
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図4　連続波ドプラ法による短絡血流．収縮期の速い短絡血流と拡張期の遅い短絡血

　　　　　流を認める．

表1　カテーテル検査による右室圧測定

Diastolic　L→Rshunt

（＋） （一）

VSD　I 38±11／7±4 29±2／7±1

VSD　II ＊ 53±22／8±3 36±4／7±3

＊p＜0．05（t検定）

右室収縮期圧／右室拡張末期圧（Mean±SD　mmHg）

表2　カテーテル検査による左右短絡率

　　　　　　　　　　　　　　（mean±SD％）

Diastolic　L→Rshunt

（＋） （一）

VSD　I 29±13 20±11

VSD　II 牢49±10 21±15

＊p＜0．05
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表3　肺体血流量比と拡張期左右短絡血流の有無

Diastolic　L→Rshunt
肺体血流量比

（＋） （一）

2．0～ 8 0

1．5～2．0 11 1

～ 1，5 6 10

流量比で分けると，肺体血流量比が1．5以上では，造影

所見から拡張期左右短絡血流が検出しえなかったのは

わずか1例であるのに対し，1．5未満では16例中10例で

あった（表3）．

　　　　　　　　　　考　　案

　VSDの短絡血流の同定はドプラ法の進歩により容

易になった．それによりVSDの拡張期右左短絡血流

に関する実験および臨床研究の報告がなされ，短絡血

流の発生条件などが議論されている2）3）．軽症から中等

症のVSDでは収縮期だけではなく，拡張期において

も左右心室間の圧較差により，欠損口を介した左右短

絡血流が生じると言われているが，VSDの拡張期左右

短絡血流の検討は，いまだ十分ではない．

　カラードプラ法による拡張期左右短絡血流の検討の

報告も散見される4）．我々の日常診療でのドプラ法に

よる検出率は，心血管造影と比べ低かったが，これは

拡張期左右短絡血流が流速も遅く，血流量も少ないた

めだと思われる．超音波の繰り返し周波数を下げたり，

拡張期短絡血流に注意して検査を行えば，検出率はよ

り高くなるであろう．Mモードおよび連続波ドプラで

みると拡張期の短絡は左右心室間の圧較差が大きくな

る拡張中期から末期にかけて認められた．しかし，短

絡の時相は，短絡量や肺高血圧の程度により違いがあ

ると考えられ，より広い対象による検討が必要と思わ

れる．

　VSD　II型で左室造影により拡張期左右短絡血流を

有する群では，有しない群に比べ右室収縮期圧，左右

短絡率の有意な高値を認めた．VSD　I型では拡張期左

右短絡血流を有する群で，右室収縮期圧，左右短絡率

が高い傾向は認めたが，統計学的有意差は無かった．

短絡量は，欠損口の断面積と圧較差により規定される．

また，LevinらによるVSDの左右心室圧と拡張期の

血流方向の関係の報告によれぽ，右室収縮期圧が正常

ないし中等度上昇以下の群，および収縮期左右心室圧

較差が15～30mmHgの中等度以上の心室中隔欠損と

肺高血圧を有している群では，左右短絡血流が存在す

日本小児循環器学会雑誌　第5巻　第2号

ると述べている1）．今回の対象は，すべてこの範疇に含

まれる．すなわち，対象全例に拡張期左右短絡血流の

存在が考えられるわけである．カテーテルによる造影

所見や心エコーのカラードプラ法における短絡血流の

描出は，短絡血流が非常に少ないと検出できないと思

われる．逆に，拡張期短絡血流が検出されたことは，

一定量以上の短絡血流が拡張期にも存在したと考えら

れた．今回の対象で，1型，II型を合せて，肺体血流

量比と拡張期左右短絡血流の関係をみると，肺体血流

量比1．5以上の症例のほとんどに拡張期左右短絡血流

を認めた．以上より，全体として左右短絡量が多いも

のでは，収縮期短絡血流は勿論，拡張期の短絡血流も

多いと予測された．

　しかし，今回の対象では，肺体血流量比が3．1までで

あり，それ以上の大短絡や著しい肺高血圧例は含まれ
　　　　　　　　　　
ていない．肺高血圧が進行すれば，全体の左右短絡量

が減少する．拡張期にも左右短絡量は減少し，むしろ

右左短絡が生じやすくなるわけだが，全体の短絡量の

増減と拡張期短絡量の関係は不明であり，前述した関

係をVSD全体に広げることはできないかも知れな
い．

　拡張期左右短絡血流を有する数は，VSD　I型では16

例中8例，II型では20例中17例と1型の頻度が少な

かった．この原因は1型ではII型に比べ全体の左右短

絡量が少なく，拡張期の短絡血流も少ないために検出

率が低くなった可能性がある．VSDの位置が原因とは

考えにくい．VSD　I型で拡張期左右短絡血流を認めた

8例のうち，3例では収縮期短絡血流と拡張期短絡血

流の方向が明らかに変化し，拡張期には収縮期よりも

下方へ向かっていた．拡張期短絡血流が下方に向かう

のは右室洞部の容量が大きいためであろう．VSD　I型

に伴う大動脈弁逸脱は拡張期短絡血流を有する8例中

5例，有しない8例中4例に認められ，短絡の有無と

は関係ないようであった．VSD　I型における大動脈弁

閉鎖不全（以下AR）の合併は，拡張期左右短絡血流が

存在した8例中4例，存在しなかった8例中4例に認

められた．ARの合併の際には，左室拡張期圧が上昇

し，拡張期左右心室圧較差が増加するために，拡張期

左右短絡血流が生じやすいと予想されたが，ARの合

併の有無は拡張期左右短絡血流の検出率に影響しな

かった．これはARが1～II°の軽度なものであるため

だと思われた．

　カテーテル検査における左右心室間の拡張末期圧較

差は各群間で違いが無かったことから，拡張期短絡血
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流量は，拡張期の圧較差よりも欠損口の大きさにより

規定されたと思われた．しかし，通常のwater・filledカ

テーテルによる圧の間接測定法では，catheter　whip

や固有振動およびそれに伴う共振現象により，拡張期

圧の正確性に欠けることも考慮すべき問題点であ

る5）．心エコー図上，連続波ドプラを用いた拡張期短絡

血流速度から想定される圧較差は4～6mmHgで，カ

テーテルによる圧較差とほぼ一致していた．Hatleら

の報告以来，簡易Bernoulli式による圧較差の推定は

広く行われており6）7），VSDにおける左右心室収縮期

圧較差の推定も行われているが8），拡張期短絡血流の

ような遅い血流を用いた場合に関しては，さらに検討

が必要であると思われた．

　　　　　　　　　　結　　語

　1型およびII型VSDの拡張期左右短絡血流にっい

て検討し，以下のことが明らかとなった．

　1．拡張期左右短絡血流は，拡張中期から末期におこ

りやすい．

　2．短絡量が中等量までのものでは，全短絡量が多い

ものに，拡張期短絡血流も多い可能性がある．

　3．1型VSDには，拡張期短絡血流の方向が収縮期

短絡血流と異なるものが存在する．

　本論文の要旨は第24回日本小児循環器学会（1988年7月，

東京）にて発表した．
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Diastolic　Left－to－Right　Shunt　Flow　in　Ventricular　Septal　Defect

Kou　Ichihashi，　Hideki　Endo，　Toshihiro　Kuramatsu，　Hirohiko　Shiraishi，

　　　　　　　Sadayuki　Yano　and　Masayoshi　Yanagisawa

　　　　　　　Department　of　Pediatrics，　Jichi　Medical　School

　　We　examined　a　diastolic　left－to－right　shunt　flow　in　ventricular　septal　defect（VSD），　type　I　and　II

using　cardiac　catheterization　and　Doppler　echocardiography．　In　80f　16　cases　of　VSD，　type　I　and　in　170f

20cases　of　VSD，　type　II，　diastolic　left－to－right　shunt　flows　were　detected，　respectively．　The　diastolic

shunt　flows　were　recognized　during　mid　and　late　diastole．　The　diastolic　shunt　flows　changed　the

direction　in　3　cases　of　VSD，　type　I．　The　right　ventricular　systolic　pressure　and　left・to・right　shunt　ratio

were　significantlyt　increased　in　the　cases　with　diastolic　left・to・right　shunt　in　the　group　of　VSD，type　II．
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