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〈研究会抄録〉

第9回小児心機能血行動態談話会

日時平成元年10月14日

場所東京女子医科大学（世話人中沢　誠）

　1．ドプラーカテーテルによるsingle　coronary

artery内の血流分析

　　　　北里大学胸部外科

　　　　　　半谷　静雄，西山　清敬，石原　　昭

　単冠状動脈は発生率が0．04％前後の稀な心奇形で，

解剖学的特徴から側副血行路の発達が期待し難く，平

均寿命は一般人よりも低いとされている．しかし，現

在迄単冠状動脈内の血流動態に関する報告は皆無と

いってよい．今回，筆者らはドプラーカテーテルを用

いて単冠動脈内の血流分析を行う機会を得たのでその

詳細を報告する．

　研究方法：右室漏斗部狭窄とclosing　VSDを合併

する単冠動脈症例（Smithのtype　I，左冠動脈洞起始）

を対象に，心カテ時にドプラカテーテルを単冠動脈回

旋枝内に挿入し，流速波形を記録した．また，塩酸パ

パベリン10mgを冠動脈内に選択注入し，注入前後の

冠流速の変化から冠予備能（CFR）を求めた．同時に

multisensor　catheterにより胸部下行大動脈内の流速

と圧の同時測定も合せて行った．

　測定結果：図1に実際の記録波形を示した．収縮期

と拡張期に上向き，即ち順流方向への2相性の流速波

形がみられる．ピーク流速は収縮期，拡張期ともほぼ
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図1　R．Y．　20歳，男性．単冠状動脈6右室漏斗部狭窄

　症例，左冠動脈（単冠動脈）内流速，大動脈内流速・

　圧波形
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等しい．また心房収縮（atrial　cove），等容収縮期，大

動脈弁閉鎖直前に順流波形の一過性の低下がみられ

る．特に心房収縮時には僅かな逆流発生が観察される．

図2にパパベリン注入前後の各波形の変化を示した，

パパベリン注入直後にphasic冠流速と平均冠流速の

著明な一過性の増加がみられる．同時に末梢血管抵抗
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図2　RY．20歳，男性．（左）単冠状動脈（Smith　I型）

　症例

表1　d三常左右冠動脈との各パラメータの比較

単冠状動脈 左冠動脈 右冠動脈

diastolic　spike 一 0％ 66．7％（＋）

atrial　cove 十 75％（＋） 100％（＋）

等容収縮期逆流 一
50％（＋） 0％

大動脈弁閉鎖直前の逆流 一
50％（斗） 33．3％（＋）

ピークS／D比＊ 0．95 0．62±0．18 1，14±0．20

面積S／D比＊＊ 0．43 0，23±0、12 0．60±0，01

冠予備能（CFR）＊＊ホ 3．5 4，1±1．12 3．1±0．36

　＊ピークS／D比：収縮期最大冠流速値／拡張期最大冠流

　速値
＊＊ 面積S／D比：収縮期冠流速波形の積分値／拡張期冠流

　速波形の積分値
＊＊ ℃FR：パパベリン注入直後のピーク冠流速値／パパベ

　リン注入前のピーク冠流速値
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の低下による大動脈圧の低下と同流速の増大も観察さ

れる．

　表1に単冠状動脈内流速波形から求めた各パラメー

タと正常左右冠動脈内のそれとを比較して示した．

　考案：単冠状動脈内でみられた著明なatrial　cove

の発生は，単冠状動脈が丁度正常回旋枝と右冠動脈の

走行を左右房室間溝に沿って進むため，左右心房収縮

の影響を直接受けたためと思われる．単冠状動脈流速

波形の各パラメータが正常左右冠動脈のほぼ中間値を

示したこともこの単冠状動脈の解剖学的位置関係によ

り容易に理解出来る．更に単冠状動脈内でのCFRが

ほぼ正常値を示したことは，単冠状動脈の末梢冠血管

capacitanceには異常のないことを示唆する所見とも

思われるが，この点については更に慎重な検討が必要

であろう．

　結語：ドプラカテーテルを用いた単冠状動脈内流速

波形（Smithのtype　I，左冠動脈洞起始）の分析の結

果，単冠動脈内の各パラメータは正常左右冠動脈のそ

れのほぼ中間値を示した．

　2．完全共通房室管孔の心内修復術における左室の

predictive　wall　stressの意義

　　　　東京女子医科大学循環器小児科

　　　　　　瀬口　正史，中沢　　誠，高尾　篤良

　　　　同　小児外科

　　　　　　　　　　　　黒沢　博身，今井　康晴

　目的：完全共通房室管孔（CAVC）の心内修復術直

後の状態を左室の後負荷に注目して，術前の心臓カ

テーテル検査と超音波断層心エコー法によって予測し

ようと試みた．

　対象：心内修復術を施行された心不全症状の強い13

例のCAVCを持つ乳児（1ヵ月から12ヵ月，4．2±3．1

ヵ月）で，同様に乳児期に心内修復を必要とした心室

中隔欠損症の乳児13例を対照とした（5．9±3．1ヵ月）．

　方法二術前の心臓カテーテル検査における左室造影

からの左室拡張末期容積（LVEDV），左室駆出率

（LVEF）及び左室心筋重量（LVM）を求めた．また，

超音波断層心エコー法によって，左室後壁厚（LVPW）

を算出した．左室壁応力（LVWS）はSandlerら1）の方

法を用いた．

　LVWS＝Pb2／h（2b十h）

　p；大動脈拡張期圧（50mmHgに設定），　b；拡張末

期の左室短軸方向の半径，h；左室拡張末期後壁厚

　結果：13例のうち，3例が術直後に左心不全によっ

て死亡し（手術死亡例），10例が生存した（手術生存例）．

417－（81）

1）手術死亡例の月齢は1．3±0．6ヵ月で，手術生存例の

4．5±3．0ヵ月より低かった（p〈0．01）．2）LVDEV，

LVEF，　LVM，及びLVM／LVEDVの比は両群で差が

なかった．3）LVPWは手術死亡例では2．8±0．3mm

で手術生存例（4．1±0．9mm）よりも薄かった（p＜

0．01，図1）．4）LVWSは手術死亡例では全例で150

kdynes／cm2を越えていたが，手術生存例ではすべて

150kdynes／cm2以下であった．対照とした心室中隔欠

損症でもLVWSは全例150kdynes／cm2以下であった
（図2）．
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図1　左室後壁厚（LVPW）の比較：手術死亡例
　（nonsurvivor）は手術生存例（survivor）より有意に

　薄かった．
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図2　術前のデータから予測した左室壁応力（LV
　wall　stress）の比較：手術死亡例（nonsurvivor）は

　手術生存例（survivor），及び心室中隔欠損症（VSD）

　に比べて有意に高く，150kdynes／cm2を越えていた．
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　考察：本研究では心内修復術後の左室（僧帽弁逆流

と心室間短絡のない状態）の後負荷に注目して，術直

後の左室の状態を術前のデータから算出した壁応力

（LVWS）を用いて予測しようと試みた．これまで完全

大血管転換症での二期的解剖学的修復術（Jatene手

術）における術前のLVWSが手術適応の一つとして

評価されており2），予測LVWS値が150kdynes／cm2以

上あった症例は術後の左心不全で死亡している．本研

究でも，手術死亡例の予測LVWSは150kdynes／cm2

以上であった．このことから，予測LVWSの高い症例

では術直後に左室が後負荷に耐えられないことが予想

されるので，血管拡張剤などの使用により後負荷軽減

につとめることが重要であると考えられた．

　　　　　　　　　References
　1）Sandler，　H．　and　Dodge，　H．T．：Left　ventricular

　　tension　and　stress　in　man，　Circulation，43：895，

　　1971．
　2）Nakazawa，　M．，　Oyama，　K．　Imai，　Y．，　et　al．：

　　Criteria　for　two・staged　arterial　switch　opera－

　　tion　for　simple　transposition　of　great　arteries．

　　Circulation，78：124，1988．

　3．経食道ドプラ断層心エコー図による小児先天性

心疾患の術中術後評価

　　　　埼玉医科大学第1外科　許俊鋭
　心臓外科・麻酔科領域において経食道心エコー図は

急速な普及を見ているが，探触子のサイズが大きいた

め体重10kg以下の小児例には使用が困難であった．今

回，新生児など低体重症例に対しても使用可能な小児

用経食道ドプラ断層探触子（φ6．8mm）を開発し，有

用性・安全性を確認した．フォンタン手術1例，VSD＋

PS手術3例，　B・T短絡手術2例，　ASD根治手術1例，

PDA　1例，　ECD　1例，大動脈縮窄症1例，　Ebstein奇

形1例，MR　1例の12例（男7：女5，体重：3．4～35

kg，7例は10kg以下）に22回検査を施行した．今回開

発した小児用経食道探触子は深さ8cmまでの良好な

診断的画質が得られ，開心手術中の継続的使用にも問

題はなかった．根治手術の解剖学的再建修復状態，姑

息手術の新しい血行動態の評価が可能であった．本法

は心臓手術中の心機能モニターに有用であると同時

に，体重3kg程度新生児例にも安全であることが確認

された．

　4．小児心臓手術後におけるSupply・Demand

ratio（SDR）monitoringの意義について

　　　　日本医科大学胸部外科

　　　　　　井村　　肇，田中　茂夫，二宮　淳一

日本小児循環器学会雑誌　第6巻　第3号

　　　　　　佐々木建志，加治　正弘，松山　　謙

　　　　　　朽方　規喜，別所　竜蔵，杉本　忠彦

　　　　　　福島　孝男，保坂　浩希，庄司　　佑

　目的：我々はBuckbergらの提唱するdiastolic

pressure　time　indexをtension　time　indexで除した

Supply・Demand　ratio（以下SDR）を自動算出する装

置を開発し臨床の場で応用してきた．特に成人におい

ては，SDRがIABP離脱時期決定の有用な指標となり

得る事などいくつかの知見を得るに到っている．そこ

で今回，パラメーターの少ない小児開心術後において

SDRが心筋酸素需給バランス及び，血行動態の有用な

指標となり得るか特に急性期に注目して検討した．

　対象：開心術を受けた10ヵ月から9歳8ヵ月（平均

3歳0ヵ月）の小児5例である．各症例の診断及び術

表　1

症例 年　齢 性別
体　重
〔kg〕 診　　　断 術　式

一一1 10M F 5．5 VSDcASDcPH ICR

一一2 1y1M M 8．4 VSDcMRcPH ICR
一

3 9y8M F 23．0 Singl£atriUm　C ICR

MRcTR
一

4 2y6M M 9．2 VSDcAR ICR
一

5 1y1M M 92 VSDcPH ICR

SDR　l40

　　130

　　120

　　110
　　100

　　90

（n＝5）

（ICR；intra　cardiac　repair）

HRユ10

（1　；　standard　eir・r・f　mean）

100

90

P＜O・01　　NS（non　significant）　　P＜0．1

　　末梢一中枢
　　温度差
　　　　　30
　　　　　20
　　　　　10
　　　　　0＊＊混合静脈tin

飽和度
（＊＊，　n＝3）

　　　130

　　　120

　　　110

　　　100

P＜O、

NS

P＜O、05

NS

直後 6

NS　　　　　P＜O．o】

　　　ユ2 　24
〔hrs〕
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式は表1に示す．尚，SDRは全例末梢動脈圧波形より

測定した．

　結果：対象となった5例のうち術後早期よりLOS

に陥った症例や死亡例はなかった．術後急性期におけ

る血行動態の各指標及びSDRの変化を図1に示し

た．SDR値は術直後0．90±0．29，6時間値1．02±O．39，

12時間値O．89±0．30，24時間値1．08±0．32であった．

SDRは術後6時間において有意な上昇を示し，12時間

以降も上昇傾向を示した．末梢一中枢温度較差は術後

より6時間において著明な改善を示し，これはSDR

が上昇を示す時間と一致した．一方，心拍数は最初の

6時間において減少する傾向を示し全体としてSDR

値と逆相関する傾向があった．血圧，中心静脈圧では

有意な変化は術後みられなかった．

　考察：①術後6時間において末梢一中枢温度較差の

減少を主体とした末梢循環の改善を臨床的に認めた

が，同時期のSDRの上昇はこれと相関すると考えら

れた．しかしながら，術後急性期における末梢動脈圧

波形は大動脈圧波形を反映する保証はなく，術後急性

期でのSDR値の信頼性については今後検討の必要が

あると考えた．②成人においてはSDRと心拍数は逆

相関することが確認されているが，小児においても今

回の検討では同様の傾向がみられた．しかしながら小

児では成人に比して高い心拍数がありながら術後

SDR値は最も低い状態で平均0．90と比較的高値を示

した．小児SDRの絶対値の評価については今後検討

が必要である．

　結語：SDRは心筋酸素需給バランスを簡便かつ経

時的に測定できるため有用な指標と考えられる．我々

は今後SDRが小児の血行動態の指標となりうるか検

討を繰り返していくつもりである．

　5．筋ジストロフィー症患児の呼吸機能低下状態に

おける心機能

　　　　国立療養所岩木病院　　　　　五十嵐勝朗

　筋ジストロフィー症（筋ジス）の末期は大部分が呼

吸不全である．最近，積極的に気管切開が行われるよ

うになり呼吸管理が比較的容易になってきた．このよ

うな呼吸機能低下状態における心機能の変化について

検討した．

　対象：国立療養所岩木病院に入院中の11～22歳の男

子18名である．入院期間は1～12年である．日常生活

動作（ADL）は3～22で，また厚生省研究班による機

能障害度ではStage　VI～VIIIであった．

　方法：呼吸機能のパラメータとして1回換気量，

419－（83）

PaCO2，　PaO2，02Sat，　pHを，心機能のパラメータと

して血圧，心拍数，心係数，総末梢抵抗，駆出率を用

いた．

　結果：1）1回換気量は190～340ml（平均257ml）で

300ml以下は12例あった．2）PaCO2は35～57mmHg

（平均39mmHg）で41mmHg以上は6例あった．3）

PaO2は76～99mmHg（平均87mmHg）で89mmHg以
下が12例あった．4）O，Satは91～96％といずれも90％

以上であった．5）pHは7．32～7．42といずれも正常範

囲内であった．6）収縮期血圧は88～135mmHgの間

で，平均は111mmHgであった．7）拡張期血圧は

46～100mmHgで，平均は72mmHgであり，70mmHg
以上が11名あった．8）心拍数は69～113／分と正常範囲

内で，また平均は84／分であった．9）心係数は2．1～5．6

であり，平均は3．7であった．なお2．2以下は1例だけ

であった．10）総末梢抵抗は830～2，990dyne・sec／cm

であり，平均が1，529dyne・sec／cmであった．なお，

1，300dyne・sec／cm以上が12名あった．11）駆出率は

50～66％と全例が50％以上であった．

　考察：筋ジス患者では呼吸筋が萎縮するため胸郭運

動低下となる．呼吸機能の目安に1回換、気量，PaO2，

PaCO2，02Satなどを用いた．全体的に1回換気量と

PaO2の低下，　PaCO2は上昇の傾向がみられた．これか

ら呼吸機能の低下が推察される．またADLは23以下

でありかなり筋肉運動が制限されている．しかし収縮

期血圧，心拍数，心係数はほとんど正常範囲内である．

一方，拡張期血圧と総末梢抵抗は平均値でも上昇して

いる．以上のことから呼吸機能低下状態では拡張期血

圧の上昇と総末梢抵抗の増大が示唆された．

　結論：呼吸機能低下状態で心機能低下を抑制すると

いうことは，いかに拡張期血圧と総末梢抵抗を上昇さ

せないかである．

　　　　　　　　　　文　　献

　1）五十嵐勝朗：筋ジストロフィー症の呼吸不全．精

　　神・神経疾患研究委託費，平成元年度ジョイント・

　　　ワークショップ，平成元年8月，東京．

　6．拘束型心筋症の1例

　　　　富山医科薬科大学小児科

　　　　　　　　　　　　宮崎あゆみ，津幡　真一

　　　　　　　　　　　　市田　蕗子，岡田　敏夫

　6歳で既に肺高血圧を来し，以降11年にわたり経過

を観察し得た，拘束型心筋症の1男児例を経験した．

10歳で心不全症状が発現し，その時点での心臓カテー

テル検査にて，両心室内圧曲線のdip　and　plateau
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patternと拡張末期圧の上昇，及び心筋生検による心

筋細胞の変性と間質の著明な線維化が認められた．心

エコー上は，著明な左房の拡大及び軽度の左室壁の肥

厚を認めたが，僧帽弁狭窄の所見はなく，Mモード法

では左室の収縮機能は良好であった．しかし，心室中

隔及び左室後壁の拡張運動は拡張中期以降はほとんど

認められなかった．この所見に一致して，パルスドッ

プラー法では，両房室弁口において拡張期流入血流は

早期にのみ認められ，拡張後期の心房収縮波は認めら

れなかった．

　本例は，経過観察中に心エコー上，徐々に左室壁の

求心性の肥厚が進行し，内腔の狭小化が著明となって

きた．MRIでも左室壁の肥厚が明確に捕えられ，さら

に両心房の拡大と，血流うっ滞による左房内信号強度
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の増強が認められた（図1）．

　17歳時の心カテでは，tip　manometerの記録にて，

やはり両心室内圧曲線はdip　and　plateau　patternを

呈し，擁末期田拓室が12mmHg，左室が22mmHg
と上昇していた．心拍出係数は著明に低下し，心筋重

量は著増していた．左室駆出率は正常であったが，

peak（一）dp／dTの低下，　time　constant　Tの軽度延

長を認めた．拡張機圧容積曲線は上方に偏位して傾き

も急峻となり，コソプライアンスの低下を示していた．

左室充満曲線では，拡張早期の急速充満の後，左室容

積はほぼ一定であった（図2）．左室心尖部付近の心筋

生検では，間質の著明な線維化と心筋細胞の肥大，萎

縮，変性像を認めた（図3A）が，心内膜は正常であっ

た（図3B）．

　以上より，本例は拘束型の血行動態を示すものの，

心内膜心筋線維症やレフレル心内膜炎とは所見が異な

り，特発性の拘束型心筋症と考えられた．

　7．完全房室ブロックを伴う胎児の心機能評価

　　　　国立循環器病センター小児科

　　　　　　越後　茂之，須田　憲治，津田　悦子

　　　　　　山田　　修，神谷　哲郎

　　　　同　周産期科　　小林　秀樹，千葉　喜英

　目的：胎児の超音波検査が広く普及するにつれて，

胎児期に完全房室ブロックが発見される症例が増加し

つつある．これらの胎児の一部は心不全による胎児水

腫が出現するが，心不全が生じない症例も多い．心不

全による胎児水腫が出現した症例は，緊急処置による

出産やペースメーカー装置などの治療が必要になる．

胎児の心機能の分析から胎児水腫が出現する前にそれ

を予測できれば，発見や治療を迅速に行うことが可能

になるなど臨床的に極めて有用である．しかし，左室

駆出率は胎児水腫の発症直前まで正常に保たれている

ことが多く，これによる予後の推測は困難であり，心

不全による胎児水腫の発生を事前に予測するためには

他の心機能指標が必要である．今回，心機能指標から

胎児水腫を事前に予想出来るか否か，またこれにはど

のような心機能指標によって可能かを検討した．

　方法：対象は，胎児期のエコー検査にて先天性完全

房室ブロックと診断され，左室機能評価が可能であっ

た胎児5例である．検査時の在胎過影は28から35週で

あり，左室拡張末期容積，左室駆出率，左室心筋重量

などをMモード心エコーからPombo法ならびに
Rackley法にて算出した．

　結果：心機能分析を行った心エコー検査時には，全
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例に胎児水腫は認められなかったが，1から3週後に

2例で胎児水腫が発症し，緊急の帝王切開とペース

メーカーの装着が必要になった．他の2例は胎児水腫

を発症することなく順調に経過し，出生後もペース

メーカーは不要であった．残りの1例は胎児水腫が出

現し緊急の帝王切開が施行されたが，その後の経過は

順調でペースメーカーは不要であった．胎児水腫の発

症がない時点での左室駆出率は，全例86％以上の高値

を示し（Fig．1），予後との関連は認められなかった．

左室心筋重量・拡張末期容積比は，胎児水腫が発症し

ペースメーカーの装着が必要であった重症例では2．43

以下の著明な低値であったが，胎児水腫の発症がな

かった2例では9．17以上の高値を示した（Fig．2）．胎

児水腫が生じたにもかかわらず，その後の経過が比較

的順調であった症例ではこの比が4．79となり，両群の

LVEF（％）

100

50

Hydrops　　　　－　　　　＋　　　　＋

Pacemaker　－　　　一　　　＋

Fig．1　Fetal　Complete　AV　Block

LVMILVDd3

　Hydrops　　　　－　　　　　＋　　　　　＋

　Pacemaker　　－　　　　一　　　　＋

Fig．2　Fetal　Complete　AV　BIock
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間の値となった．

　考案：胎児水腫の発症がない時点では，全例が正常

の左室駆出率を示し，完全房室ブロックの胎児の予後

を左室駆出率から推測するのは困難であった．左室心

筋重量・拡張末期容積比は，胎児水腫の発症前から胎

児の予後の差に関係して値が大きく異なった．この要

因として，心筋重量が充分にある症例では，心拍数が

減少による心拡大に適応して心不全が出現しないが，

充分でない場合は，心拡大の進行によってある時点で

左室ポンプ機能が破綻を来し，心不全のため胎児水腫

が発症すると考える．したがって，左室心筋重量・拡

張末期容積比によって，将来の心不全による胎児水腫

の発症の有無を前もって推測することが可能であると

考える．

　8．胎生期心不全の心臓断面形態：ラット全身急速

日本小児循環器学会雑誌　第6巻　第3号

凍結法による研究

　　　　東京女子医科大学心研小児科　門間　和夫

　臨床上胎生期の心不全は従来非免疫性胎児水腫を生

じることが知られており，最近の胎児心エコー図によ

ると胎児の心不全では心拡大が認められる．胎児心臓

病学が臨床的に研究されはじめ，動物モデルによる実

験室での研究が重要になった．私達は10年来全身急速

凍結法を用いてラット胎仔動脈管の研究を行ってきた

が，最近この方法を用いて表1に示すような3種類の

胎生期心不全の動物モデルを作成・研究した．

　第一のモデルは妊娠21日（満期）の親ラットにニフェ

ジピン10mg／kgを経口投与して胎仔の心筋収縮力を

低下させて生じる心不全である．投与8時間後には表

2に示す如く両心室の拡大と心嚢液量増加を生じた

（Pediatric　Research　1989．　Oct．に発表）．

表1　ラット胎生期の心不全モデル3種の機序，投与薬剤，及び心不全の所見

機　　　　序 投与薬剤 心不全所見
心筋収縮力低下 ニフェジピン 心嚢液貯溜

10mg／kg， 右室と左室の拡大
妊娠21日 8時間後

動脈管収縮 インドメサシン 右室と左室の拡大（8時間後）
右室に圧負荷 10mg／kg 左室の拡大，右室の求心性肥大
左室に容積負荷 妊娠21日 心嚢液貯溜（24時間後）

肺動脈弁逆流 ビスダイアミン 右室と左室の拡張性肥大
（TF，　absent　PV） 200mg／head （21日＝11日後）

右室に容積負荷 妊娠10日

Control

・〆ぐ網麟無
lndomethacin，10mg／kgβHours，

　　　　Cardiac　Failure　by　Ductal　Constriction　in　Fetal　Rats．

図　ラット胎仔の全身急速凍結法による固定後の右室（RV），肺動脈（PA），動脈管

　（DA），下行大動脈（Ao）の矢状面断面写真．対照（A）と比較して，インドメサシ

　ン投与8時間後（B）では動脈管が収縮し，右室が拡張し，心嚢液（PE）が増加し

　ている．
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表2　3種のラット胎仔心不全に於ける心室容積，

　心筋量，心嚢液量．全て測定値は対照の測定値に対

　する百分率（％C）で示し，平均値±標準誤差（測

　定胎仔数）を示した．ニフェジピン投与後の心室は

　右室（R）と左室（L）の測定値を示した

心不全機序 持続時⇒漣容積 心筋量 心嚢液量

ニフェジピソによる
心室筋収縮力低下

8時間
N＝14

R　340±36
L　360±29

106±2
110±3

510±40
（14），％C

動脈管収縮による
左室容積負荷

24時間 200±27
（21），％C

130±5
（21），％C

370±35
（12），％C

肺動脈弁欠損による
右室容積負荷

11日
200±29
（10），％C

116±8
（10），％C

270±30
（16），％C

　第二のモデルは妊娠21日の親ラットにインドメサシ

ン10mg／kgを経口投与して胎仔動脈管を収縮せしめ，

右室に圧負荷，左室に容積負荷を加えて生じる心不全

である．8～24時間後には表2と図1に示す如く，左

室の拡大と心嚢液量増加が生じた（Circulation

Research　64：1137，1989に発表）．

　第三のモデルは妊娠10日のラットにビスダイアミン

200mgを経口投与し，その胎仔の20％に生じた肺動脈

弁欠損症候群（Fallot四徴症と肺動脈弁欠損と動脈管

欠損の合併）である．表2に示す如く右室の拡張と肥

大があり，心嚢液量も増加していた（未発表）．

　これらことなる機序による3種の胎生期心不全に於

いて，共通して心嚢液の増加と心室容積の増加が認め

られた．

　9．非チアノーゼ性左室容量負荷疾患の左室壁応力

と収縮能の評価

　　　　静岡県立こども病院循環器科

　　　　　　中野　博行，斉藤　彰博，野島　恵子

　非チアノーゼ性左室容量負荷群疾患において容量負

荷の壁応力におよぼす影響とこれらの疾患群における

収縮能の評価を試みた．対象は，心室中隔欠損（VSD）

132例，動脈管開存（PDA）57例，および僧帽弁逆流

（MR）21例で，大動脈圧と左室エコー図より心筋短縮

速度（Vcfc）および収縮末期応力（ρes）を算出し，Colan

らの方法による収縮能を評価した．収縮能の評価は，

42例の冠動脈病変のない川崎病から得たVcfcとρes

の関係式より正常予測値との百分率で表わした〔CS

（％N）〕．

　ρesと血行動態諸指標との関係は表1に示すよう

に，いずれの疾患群においてもVcfc，　FS（左室径短縮

率）とは逆相関し，左室容績（Ded，　Des），収縮末期

圧（Pes）とは正相関の傾向を示した．ρesはその算出

式より明らかなように，Des，　Pesとは比例関係にあ
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表1　ρesと血行動態諸指標との相関

BSA Qp／Qs Rp ETc Vcfc

一
〇．60VSD

PDA
MR

0．06

0．05

0．46

　0．04

－ 0．16

　　ホ

　0．05

－ 0．09

　0．12

　0．09

－ 0．46 一
〇．55

一
〇．36

一
〇．31

Ded（％N） Des FS hes Pes

一
〇．61VSD

PDA
MR

0．41

0．54

0．67

0．65

0．81

0．79

一
〇．72

一
〇．27

－ 0．44

0．39

0．45

0．53一
〇．50

一
〇．32

下線部は相関係数が相対的に大きいものを示す

9／cm？

120

100

80

60

40

ρes

VSD

PDA

200

100

CS㈱〉

　N　　　　岡　R　　　　VSD　　　　PDA　　　　　　　　　　　　　　　N　　　　M　R　　　　VSD　　　PDA

図1　名疾患群における左室壁応力と収縮能．N：正

　常対象群，＊＊＊p＜0．001，”p＜0．Ol，皐p＜0．05

9／c即～

100

50

100

50

ρes

1 l
l

皿

1 l
l

皿

150

100

50

150

100

50

CS〈XN）

1 H 皿

1 l
l

皿

図2　VSD，　PDAの3群における左室壁応力と収縮

　能．破線の部分は正常対象者群の平均±標準偏差を

　示す

り，hesとは逆比例するが，今回の結果はこれに一致し

ていた．中でも，左室容績の大きさはρesに最も大き

く影響する．疾患群別にみると，MRでρesは著明に

増大し，VSD，　PDAにおいても増大していた（図1）．

　VSDおよびPDAについては，肺血管抵抗（Rp）と

Qp／QSより3群に分けて検討した（1群：Rp≧4．O

U／M2，・II群：QP／Qs≧2．0，　Rp＜4．0，　III群：QP／Qs＜

2．0）．VSD，　PDAともにρesは3群とも増大していた
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Rp　（U／m2＞

　16

　14　…　－

　12　・…

　10　・…

PDA

Y＝－0．045X＋8．7　・

　r＝－O，33

　　N＝57

　　　　　　　曄醐

　40　　　　　　　　　80　　　　　　　　120　　　　　　　　16（b　　　　　　　　200

　　　　　　　　Cox｝tritctil　state　（測）

図3　PDAにおける肺血管抵抗と左室収縮能の関係

が，VSDでは容量負荷の程度を反映してII群で最も高

値を示した（図2）．収縮能は，VSD，　PDAともにRp

の高い1群で相対的に低く，II，　III群では増大してい

た．図3はPDAにおけるRpと収縮能との関係を示

したものであり，Rpの高い例では収縮能は低下して

いた．これらのRp増大例では，左室容績が相対的に縮

小し，またPesが低下しているためρesは低下する一

方，Vcfcが低いため収縮能は低下を示した．

　以上まとめると，非チアノーゼ性左室容量負荷群疾

患では，一般に左室壁応力は高く，また心筋短縮速度

が低下していないため収縮能（inotropic　state）は高い

値を示した．

　この傾向は僧帽弁逆流において顕著であった．また，

左右短絡群疾患では肺血管抵抗の増大例において収縮

能は低下傾向を示した．

　10．Time　varying　elastance　modelに基づく収縮

期の心内圧，容績，血流シミュレーション（II）．駆出

血流パターンからの心室内圧の解析

　　　　福井医科大学小児科

　　　　　　　　　　　　斎藤　正一，須藤　正克

　　　　国立循環器病センター小児科

　　　　　　山田　　修，越後　茂之，神谷　哲郎

　はじめに：時間，心室圧，同容績には相互関係が存

在し，このうち2つから他の1つが計算できる．我々

はこれらの関係を図示するシステムを作成し，流出障

害が収縮末期の心室圧上昇に到る過程を分析して本談

話会（前回）で報告した．今回も同様の手法を用いて

血流パターソと圧容績関係，とくに収縮期圧との関係

を分析した．

　方法：1．収縮期を等長収縮期と等圧収縮期とに厳

密に分離すると，血流は駆出開始直後に鋭いピークを

形成する．この波形は連続波超音波ドップラー検査な

日本小児循環器学会雑誌　第6巻　第3号

どで得られる流速曲線と著しく異なっているため，心

室のコンプライアンスを加味した系で処理して現実の

波形に似たものにした．2．次に，この系の上で流出動

脈のインピーダンスと最大収縮係数（Emax）の大小が

血流パターンと収縮期圧に与える影響を見た．3．最後

に血流パターンが既知の場合に収縮期圧が推定できる

かどうかを試みた．収縮開始時間，ピーク時相，絶対

値等を異にする典型的な血流曲線パターンをいくつか

想定し，ディジタイザーで瞬時血流を求めて圧容績

ループを復元し，その形状と収縮期圧を比較した．な

お，解析の簡素化のために拡張末期容績（EDV）と駆

出開始圧は一定とした．

　結果：1．当然ながら，流出動脈インピーダンスは血
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流，収縮期圧の双方を大きく左右する．2．そのイン

ピーダンスが一定の場合，Emaxが増加すると血流も

増加し，ピークは早期に移動するが，収縮期圧の変化

は比較的少ない（図1）．3．たとえ流出血流パターン

（血流波形）が等しくても，血流の絶対値が相似状に増

減すれぽ収縮期圧は大きく高下する（図2）．4．Emax

が一定のとき，血流のピークは後期にあるほど収縮期

圧が高くなる（図3）．

　考察：収縮期時相を含む心室からの流出血流パター

ンは収縮期圧のみならず流出動脈インピーダソス，心

筋の収縮性など複数の因子に規定される．収縮期圧が

異なっても血流パターンが類似する場合もあり得る．

従って，血流のパターンだけから収縮期圧を高い精度

で予測することは困難と思われる．

　12．右心バイパス術後の還流体静脈血の肺内分布の

左右差

　　　　国立循環器病センター小児科

　　　　　　須田　憲治，小野　安生，木幡　　達

　　　　　　中村　　浩，新垣　義夫，神谷　哲郎

　　　　同　放射線科　　西村　恒彦，高宮　　誠

　　　　同　心臓血管外科　　　　　　八木原俊克

　目的：肺動脈の血行再建を要する先天性心疾患に，

右心バイパス手術が施行されるようになり，術後肺血

流の評価の重要性が増している1）2）．99mTc－MAA肺血

流シソチグラフィー（以下PLS）を用い，体静脈血還

流部位の違いによる肺血流分布の左右差を検討した．

　対象と方法：両方向性Glenn術3）＋Fontan術後4

例（平均年齢6．8歳，平均術後5ヵ月）とtotal　cavopul・

monary　shunt4）（以下TCPS）後5例（平均年齢6．0歳，

平均術後9ヵ月）の計9例を対象とした．疾患の内訳

はTable　1に示した．全例血管造影で両側肺動脈が

confluentであり，左右肺血流が充分なことが確認され

ている，PLSは2～5mCiの99mTc－MAAを，上肢及び

下肢の各々から静注して施行した．左右両肺への集積

量を後面像で測定し，“集積の偏り”として，心臓側肺

の集積量に対する対側肺の集積量の比（C／1比）を求め

た．対照群として，両側肺動脈に障害の無い先天性心

疾患8例（平均年齢5歳）を用い，対照群の左右比

（1．19±0．13）と比較し十2SD以上をContralateral

deviation（C），－2SD以下をIpsilateral　deviation（1）

と判定した．

　結果：9例全例がPLS上1あるいはCと判定され

た（Table　1）．　PLSを複数回施行した8例で体静脈血

還流部位による肺血流分布の左右差を検討してみる

Table　1

InjeCtiOn　Site

ID　No Diagnosis Age Operation
Leg Ipsi．　arm Cont．　arm

0857257 Dextrocardia　MA
DORV　Bi－SVC　AZ

3 TCPS
　　1

（0）
　C
（。。）

1114544 Dextrocardia　CAVC
DORV　PS　Bi－SVC　AZ

5 TCPS 　C
（∞）

　　1

（0）
　C
（16．7）

0305512 UVH　CAVC　PA
Bi・SVC

6 Glenn十
　Fontan

　C
（2．22）

　　1

（0）
　C
（69．8）

0654845 Dextrocardia　UVH
PSAZ

6 TCPS 　C
（∞）

　　1

（0．55）

0666608 Dextrocardia　CAVC
DORV　PS　AZ

9 TCPS 　C
（1．61）

　　1

（0．76）

0307475 Dextrocardia　UVH
PS

9 Glenn十
　Fontan

　C
（1．47）

　　1

（0．80）

0617169 MA　DORV　CoA
P／oPAbanding

6 Glenn十
　Fontan

　N
（1．19）

　C
（。。）

0703967 Dextrocardia　DORV
PS

6 Glenn十
　Fontan

　　1

（0．14）
　C
（33．3）

0422169 UVH　PSAZ 7 TCPS 　C
（2．26）

Bi－SVC：Bilateral　SVC　　　Ipsi．　arm：Ipsilateral　arm

AZ：Azygous　connection　　Cont．　arm：Contralateral　arm

I：Ipsilateral　deviationは心臓側肺への偏りを，　C：Contralateral　deviationは対側肺への偏

りを示す．カッコ内はC／1比の値を示す．
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Fig．1上段左に肺血流シンチグラフィー後面像を，

　右に血管造影正面像を示す，上肢からの血液は左肺

　に，下肢からの血液は主に右肺に還流していた．

Fig．2　上段左に肺血流シンチグラフィー後面像を，

　右に血管造影（DSA）正面像を示す．上肢からの血

　液は主に右肺に，下肢からの血液は主に左肺に還流

　していた．

tDO305512
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Posterror

、蒙ダ

購
Leg

轟
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Fig．3　右上段に肺血流シンチグラフィー後面像を右下段に血管造影（DSA）正面像

　を示す．右上肢の血液は右肺に左上肢の血液は左肺に，下肢の血液は主に右肺に還

　流していた．
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と，両側上大静脈を有する症例での両側それぞれの上

肢静脈から行ったPLSでは，両方向性Glenn術で

あっても全例おのおのの注入側の肺に偏って分布した

（Table　1上3例）．また，上肢，下肢それぞれからPLS

を行った7例についてみると，7例中6例（86％）で，

それぞれからの注入によって異なる側の肺に偏って分

布したが，その分布に一定の傾向は認めなかった

（Table　1中7例），以下に症例を示す．

　症例1：AVdiscordance・Dextrocardia・Criss

cross　heart・DORV・PSの男児で5歳のときに
Glenn＋Fontan術を施行された．上・下大静脈は左側

を走行した．手術では下大静脈からの血流を心房内導

管を用いて主肺動脈に導き，上大静脈を左肺動脈分岐

部に端側吻合した（Fig．1下段模式図）．術後11ヵ月の

時点でのPLSと血管造影では上肢静脈からの血液は

主に左肺に還流し下肢静脈からの血液は主に右肺に還

流していた（Fig．1上段）．特にこの症例では通常行う

上肢静脈からのPLSではほとんど右肺が描出されて

おらず，重症右肺動脈狭窄あるいは右肺動脈の閉塞等

が考慮された．しかし下肢静脈からのPLSでは逆にほ

とんど右肺のみが描出され，狭窄や閉塞によるもので

はないことが判明した．

　症例2：Dextrocardia・UVH・CAVC・PS・Azygous

connectionの男児で6歳の時にTCPSを施行され
た．上・下大静脈では左側を走行した．左側肺動脈を

上大静脈背側で離断し，断端を上大静脈の左右にそれ

ぞれ端側吻合し，上大静脈は心房との接合部で結紮し

た．主肺動脈も分岐部の手前で結紮した（Fig．2下段

模式図）．術後1ヵ月のPLSと血管造影像（DSA）で

は上肢静脈からの血流は主に右肺に還流し，下肢静脈

からの血流は主に左肺に還流していた（Fig．2上段）．

　症例3：UVH・PA（non－confluent）・RAA・Bilat・

eral　SVCの男児．ブタ心膜ロールを用いた肺動脈再建

術により両側肺動脈をconfluentな状態にした後，6

歳の時Glenn＋Fontan術を施行された．左右の肺動脈

ロールの吻合部を再度離断し，左上大静脈の左右に端

側吻合し，左上大静脈は心房との接合部で結紮した．

右上大静脈は心房との接合部で離断し，右肺動脈ロー

ルの上面に端側吻合し，その下面に，下大静脈血が還

流するように心房内導管を吻合した（Fig．3左模式

図）．術後4ヵ月の時点の血管造影では左右肺動脈の間

に狭窄を認めなかったが，PLSでは右上肢からの血液

は右肺に，左上肢からの血液は左肺に，下肢からの血

液は右肺に主に還流していた（Fig．3右図）．

427－（91）

　総括：右心バイパス術は体静脈血の混合の場が充分

になく，このため体静脈還流血の起源による肺血流分

布の不均衡を来しやすいものと考えた．また，通常の

上肢からのPLSで著しい左右差の認められる症例で

は，対側上肢あるいは下肢からPLSを施行する必要が

あると考えた．

　　　　　　　　　Refere］nces

　1）del　Sefano，　T．，　et　aL：　Radionuclide　evaluation

　　of　lung　perfusion　after　the　Fontan　procedure．

　　Int．　J．　Cardiol．，20：107，1988．

　2）Alain，　C．，　et　aL：Abnormal　distribution　of

　　pulmonary　blood　flow　after　the　Glenn　shunt　or

　　Fontan　procedure：Risk　of　development　of

　　arteriovenous　fistulae．　Circulation，　72：　471，

　　1985．
　3）Ennio，　M．，　et　al．：Bidirectional　cavopulmonar’

　　y　shunts：　Clinical　apPlications　as　staged　or

　　definitive　palliation．　Ann．　Thorac．　Surg．，47：

　　415，1989．

　4）Kawashima，　Y．，　et　al．二Total　cavopulmonay

　　shunt　operation　in　complex　cardiac　anomalies．

　　J．Thorac．　Cardiovasc．　Surg．，87：74，1984．

　12．Fontan術前後循環血液量

　　　　東京女子医科大学心研循環器小児外科

　　　　　　山岸　正明，今井　康晴，黒澤　博身

　　　　　　藤原　　直，澤渡　和男，高　　英成

　　　　同　循環器小児科　　　　　　中沢　　誠

　Fontan術後において肺循環の前負荷である循環血

液量（CBV）の意義について検討した．

　対象および方法：1987年7月より1989年3月に

Fontan型手術を施行したうち，今回10例を対象とし

た．年齢は6～22歳（平均11．3歳），内訳はTA　3（Ib

2，Ic　1），　SRV　3，　SLV　2，　DORV　2で中等度の房室

弁逆流をSRVの1例に認めた．術式はmodi丘ed
Fontan手術9，　Bjork法1．　CBVの測定は術前約1

週間および術後約1ヵ月時のカテーテル検査と同時期

に行った．1311－5，u　Ciを静脈内投与し血漿標識法により

循環血漿量を測定．検査時のHctよりCBVを算出し
た．

　結果：術前後カテーテル検査で右房平均圧（RAP）

は8．3±3．1mmHg→14．8±3．OmmHgと有意に（p＜

0．01）上昇したが肺動脈平均圧（PAP）14．3±5．1

mmHg→14．0±2．7mmHg，左房平均圧（LAP）8．0±

1．7mmHg→7．6±2．6mmHgに有意な変化はなかっ

た．心室拡張末期容績（EDV）168．9±41．7％normal

→109．1±26．7％normal（p＜0．01）と心室駆出率（EF）
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62．0±8．2％→45．0±12．7％（p〈0．05）は有意に低下

した．術前肺血管抵抗（Rp）1．5±0．5unit・m2，術後Rp

2．1±0．6unit・m2，術後心係数（CI）3．15±1．1L／min／

m2，　PA　index　309．8±163．0であった．　CBVは術前

98．3±20．4ml／kgから術後82．4±12．2ml／kgと有意
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に（p＜O．05）減少した（図1）．

　RAP変化率（術後RAP／術前RAP）とCBV変化率

（術後CBV一術前CBV）／術前CBV）とは相関せず（図

2），術前後でRAPとCBVには一定の傾向を認めな

かった．心房中隔にperforated　patchを使用し術後

Rp　3．5であった一例を除くとFontan術後Rpと術後

CBVはr＝－0．9391の有意な相関を示し（p＜0．01），

y＝－0．02857x＋4．21008の回帰直線が得られた（図

3）．術前Rp，術後CI，術前後EDVとCBVには相関

関係は認められなかった．

　考察：肺循環に駆動心室を持たないFontan型循環

システムの場合，静脈系の流出抵抗である肺血管抵抗

（Rp）は肺血流量（Qp）の主要規定因子と考えられる．

このため肺血管抵抗が高い場合，静脈系での流出障害

により動脈系では流入障害（前負荷低下）が生じるこ

とになる．Fontan術後急性期の血行動態は静脈系で

は流出抵抗上昇のため血流のうっ滞を起こし，全身の

循環血液分布は静脈系にシフトしていると考えられ，

動脈系では容量減少，還流圧低下が生じる．しかし今

回，慢性期において循環血液量の減少つまり静脈容量

の減少が生じ，また肺血管抵抗が高値である程それに

反比例して循環血液量も減少した．これはFontan術

後肺循環の前負荷である循環血液量の意義を論じる上

で非常に興味ある知見である．

　これは圧負荷のかかった静脈系の減圧のために内分

泌因子等の関与により循環血液量が減少する．また流

体力学的にエネルギーロスとなるうっ滞，乱流を生じ

にくくするために静脈系が緊張，収縮（静脈容量減少）

し，それに伴い循環血液量が減少する等のメカニズム

によるものと考えられる．

　またRp－CBVの回帰直線（図3）より生存限界付近
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でのCBV（40～50ml／kg）に対するRpは3，0前後で

あった．これはFontan術後における非拍動流肺循環

の生理的限界を示唆するものと考えられる．

　結論：1．Fontan術後にCBVは有意に減少し，術

後RpとCBVには負の相関関係が認められた．

　2．Fontan術後生存限界と考えられるCBVでの

Rpは3．0前後であることが示唆された．

　13．三尖弁閉鎖における右房負荷Tl－201心筋イ

メージングによる検討

　　　　国立循環器病センター小児科

　　　　　　小野　安生，木幡　　達，須田　憲治

　　　　　　中村　　浩，山田　　修，神谷　哲郎

　　　　同　放射線科　　西村　恒彦，高宮　　誠

　　　　同　心臓血管外科　　　　　　八木原俊克

　はじめに：右心バイパス手術がこれまで手術不能と

されていた心奇形に対し試みられるようになり，右房

機能評価の重要性が増しているが，右房機能は低圧系

という分析の困難性のため，これまでその評価は十分

なされてはいない．一方，Tl・201心筋イメージング

（TMI）は心筋虚血および心筋障害の評価とともに特

に小児期先天性心疾患における右室負荷の評価にも有

用とされれている1）．更に，右房負荷の認められる心疾

患ではTMIにより右房が描出されることがある2）3）．

本研究は，右房負荷の認められる代表的な疾患である

三尖弁閉鎖におけるTMI上の右房描出の意義につい

て検討した．

　対象および方法：対象は2歳から15歳までの三尖弁

閉鎖35例である．対象を右心・ミイパス術前18例（うち

体肺動脈短絡術後15例）グレソ手術後6例，およびフォ

ンタン手術後13例（うちグレンおよびフォンタン手術

後2例）の3群に分け，それぞれれの群におけるTMI

上の右房描出例と非右房描出例について検討した．

TMIはPlaner像正面，および左前斜位45度を用い，

右房描出の有無を視覚的に判定した．全例に心臓カ

テーテル検査を行い，心内圧および左室容積を計測し

た．

　結果：右心バイパス術前例：18例中12例（67％）で

右房描出を認めた．右房平均圧は右房描出群5±3

mmHg，非右房描出群7±3mmHgで有意差は認めな

かった（Fig．1）．また右左短絡が制限されている心房

中隔欠損を有する1例でも右房描出を認めたが（Fig．

2黒丸で示す），左右心房圧に圧較差を認めない17例で

比較すると，左室拡張末期容積（正常値に対する百分

率は，それぞれ302±134％，197±68％で，左室拡張末
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期容積は右房描出群で有意に大きかった．左室駆出率

はそれぞれ58±8％，43±16％で右房描出群で有意に
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高かった．

　フォンタン術後例：13例中9例（69％）で右房描出

を認めた．右房平均圧は，右房描出群11±5mmHg，非

右房描出群12±2mmHgで有意差は認めなかった
（Fig．1）．左室拡張末期容積はそれぞれ67±19％，92±

18％，心拍出係数（cardiac　indenx）はそれぞれ1．86±

0．291／min／m2，2．30±0．181／min／m2で両群間に有意

差を認めた．左室駆出率はそれぞれ58±8％，65±4％

で両群間に有意差は認めなかった（Fig．3）．

　グレン手術例：6例中全例でTMI上右房描出は認

められなかった．右房圧の測定できた5例の平均右房

圧は，6±6mmHgであった．

　症例を示す．三尖弁閉鎖，心室中隔欠損，肺動脈狭

窄の例で，右心バイパス前，フォンタン術後3ヵ月，

フォンタン術後4年時のタリウムイメージをFig．4

に示した．右房描出は術前および術後3ヵ月では認め

るが術後4年時には認められなかった．術後3ヵ月時

は心不全が強く，術後4年時は無症状であった．両時

期の心カテ所見はそれぞれ右房圧5mmHg，15mmHg

左室拡張末期容積53％，70％，心拍出係数1．951／min／

m2，2．801／min／m2，左室駆出率は68％，62％であった．

　考案：タリウムの心筋への取り込みは，その部位で

の冠血流量に規定され，冠血流量は心筋での仕事量お

よび酸素消費量に規定されるとされている4）．右心バ

イパス術前においては心房での右左短絡に制限がある

場合，右房描出が認められたが，右左短絡に制限のな

い例では左室拡張末期容積が大きくしかも左室駆出率

が低下していない例で右房描出が認められた．特に後

者においては肺静脈潅流量の増大により二次的に右房

から左房への流入障害をきたし右房の仕事量を増大さ

せ，このことがTMI上の右房描出の原因と考えられ

たた．

　フォンタン術後例では低心拍出例で右房描出を認

め，その原因としては肺血管抵抗が高いことにより右

房の後負荷が増大したためと考えられた．提示症例に

みられるように，左室拡張末期容積，心拍出量が増大

することにより右房負荷は軽減した．このことからも

TMI上の右房描出はフォンタン術後例では，低心拍出

の心不全の指標として有用と考えた．

　グレン術後例では右房描出は認めず，このことは右

房流入血流量が少なく，右房仕事量が少ないためと考

えた．右房平均圧は，全群において右房描出とは関係

がなく，これは低圧系による限界性あるいは右房によ

る“負の仕事”の存在とも関係があると考えられた．

　結語：三尖弁閉鎖におけるTl－201心筋イメージン

グによる右房描出は右心バイパス術前例にいてはは，

restrictive　ASDあるいは肺血流量増加による心不全

を示唆すると考えられ，フォンタソ術後例では低心拍

出による心不全を示唆すると考えられた．

　　　　　　　　　References
　1）Mitomori，　T．，　et　al，：Myocardial　imaging　in

　　children　with　heart　disease；quantitative　assess－

　　ment　of　right　ventricular　pressure（in　Japanese），

　　Kokyu　to　Junkan，33：191，1985．

　2）Cowley，　MJ．，　et　al．：Visualization　of　atrial

　　myocardium　with　thallium・201：Case　report．　J．

　　Nuc1．　Med．，18：984，1977．

　3）Adachi，　H．，　et　a1．：Visualization　of　right　atrial

　　appendix　by　thallium・201　myocardial　scintigra・

　　phy．　J．　Nucl．　Med．，21：914，1980．

　4）Cannon，　P．J．：　Radioisotopic　studies　of　the

　　regional　myocardial　circulation．　Circulation，

　　51：955，1975．
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された症例に対し，PAbandingを施行し体重の増加と

全身状態の改善を待ち，二期的に根治術を行い，良好

な結果を得たので報告する．

　6．乳児期に重症心不全を呈したsimple　coarcta－

tionの2例
　　　　北海道大学小児科

　　　　　　間　　峡介，信太　　知，小西　貴幸

　　　　　　清水　　隆，長谷　直樹

　　　　北海道大学第2外科　　　　　酒井　圭輔

　　　　国立札幌病院　　　　　　　　明神　一宏

　simple　coarctationは上肢の高血圧に応じて左室壁

の肥厚を伴ってくることが多いが今回我々は，乳児期

よりDCM様の重症左心不全をきたしたsimple　coarc－

tationを2例経験した．2例とも心拡大があり，　ECG

では著明な左室肥大所見を示しUCGではDCM様の

左室の拡張および機能低下を認め縮窄部を確認した

が，主要な他の心内奇形は認めなかった．心筋炎を疑

わせる血液検査所見はなくUCGで心内膜線維弾性症

を示す所見はみられなかった．1例は大動脈再建術後

に左心機能も正常に回復している．

　7．Extended　aortic　arch　Anastomosis法により

大動脈再建を行った両大血管右室起始症を合併した大

動脈縮窄症の1例

　　　　札幌医大第2外科

　　　　　　馬場　雅人，馬見　知大，川村　英喜

　　　　　　森川　雅之，竹田　晴男，安喰　　弘

　　　　　　小松　作蔵

　　　　同　小児科　　　沢田　陽子，富田　　英

　生後27日目の両大血管右室起始症（Taussig－Bing奇

形）を合併し，低形成大動脈弓を有する大動脈縮窄症

症例に対し，Extended　Aortic　Arch　Anastmosis法に

よる大動脈再建を施行し良好な結果を得たので報告し

た．

　8．下心臓型総肺静脈環流異常症の一治験例

　　　　北海道立小児総合保健センター胸部外科

　　　　　　　　　　　山本　直樹，樫野　隆二

　　　　同　小児科

　　　　　　水江　伸夫，池田　和男，津田　哲哉

　congenital　pneumoniaを合併した下心臓型総肺静

脈環流異常症に対して，生後11日目にMalm法による

根治術を施行し，救命し得たので報告した．術前心カ

テーテル及び造影検査は，低浸透圧造影剤を使用し，

患児の状態の許す限り施行する方針である．高度低体

日小循誌　6（3），1990

温，大動脈遮断下にBlood　cardioplegia及びTopical

coolingを併用し，良好な結果を得たが，術前状態の不

良な症例に対しては，大動脈遮断をせずに，中等度低

体温，心拍動下の手術も考慮すべきである．共通肺動

脈の切開線は，吻合部狭窄防止のため，各肺静脈分枝

に広げないようにすべきである．

　9．最近経験した総肺静脈還流異常症（下心臓型）

の2例

　　　　国立札幌病院心臓血管外科

　　　　　　松浦　弘司，中村　文隆，石井　浩二

　　　　　　俣野　　順，明神　一宏

　　　　北海道大学第2外科

　　　　　　　　　　　酒井　圭輔，田辺　達三

　　　　北海道大学小児科

　　　　　　　　　　　信太　　知，小西　貴幸

　　　　　　　　　　　清水　　隆，長谷　直樹

　　　　天使病院小児科　　　　　　　太田八千雄

　最近，新生児の下心臓型総肺静脈環流異常症の手術

を2例経験した．症例1は16日の男児，症例2は12日

の女児である．いずれの症例も心エコーによる診断で

カテは行わず手術した．術式は，胸部横切開・軽度低

体温体外循環・心拍動下にposterior　approachにて

ASD閉鎖・左房一共通肺静脈管吻合である．術直後の

経過はいずも良好であったが，症例1は吻合部狭窄と

なり，術後40日に大動脈遮断・心停止下に吻合部の拡

張を行った．その後の経過は両例とも良好である．

　10．TAPVC（infracardiac　type）外科治療例の検

討

　　　　北海道大学第2外科

　　　　　　佐々木重幸，朝田　政克，村上　達哉

　　　　　　吉田　秀明，奥出　　潤，松居　喜郎

　　　　　　合田　俊宏，酒井　圭輔，田辺　達三

　　　　同　小児科

　　　　　　小西　貴幸，清水　　隆，長谷　直樹

　過去10年間に経験したTAPVCは12例であり，うち

6例がIII型（infracardiac　type）であった．6例中5

例が3ヵ月未満の症例で生後46時間で手術した例も

あった．術式は1例のみMalm法で，他はposterior

approach法で手術している．診断は1例に心カテ・造

影を行ったが，他はUCGのみで手術を行った．手術成

績は術死3例，晩期死2例，生存1例で，晩期死の原

因e＃　PVO　1例，吻合部狭窄1例であった．補助手段，

垂直静脈の処理などについても検討を加え報告する．
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