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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　圧負荷に対する右室自由壁運動の変化を評価するため，24例の肺動脈弁狭窄（検査時年齢9ヵ月より

14歳，平均6．6歳）を用いて右室駆出率，右室拡張末期容積，右室自由壁長短縮率（拡張末期，収縮末期

での右室自由壁長の変化率），右室長軸短縮率（拡張末期，収縮末期での右室長軸の変化率）及び局所面

積駆出率を右室造影正面側面像より計測した．収縮期右室肺動脈圧較差により症例を3群（1群20

mmHg以下，2群21～49mmHg，3群50mmHg以上）に分け，各群でこれら指標を比較検討した．圧

較差が増大しても右室拡張末期容積及び右室駆出率に有意な差はなく右室全体としてのperformance

には変化はなかった．圧較差の増大に伴い右室自由壁長短縮率は有意（p〈0．01）に増加したが，右室長

軸短縮率に有意な変化はなかった．右室造影側面像より求めた局所面積駆出率では，圧較差の増大に伴

い流出路，洞部，心尖部の各領域の駆出率は均一な駆出率（1群）より不均一な駆出率（2，3群）へ

と変化した．この駆出率の不均一性は圧負荷心における右室自由壁運動の特徴的変化の1つと思われた．

以上より，圧負荷に対する右室の収縮様式は長軸よりも自由壁での収縮性の増大が主体であり，全体と

して一定のperformanceを保つために右室自由壁運動が代償的に変化していることが明かとなった．ま

たこの変化を敏感に表現することが可能な局所面積駆出率の重要性が示唆された．

　　　　　　　　　目　　的

　心血管造影法による右心機能の評価法には現在まで

種々の指標が報告されているが，右室の容積計測及び

駆出率の計測が主体である．特に左室に対して応用さ

れる局所壁運動の評価法を右室に応用した報告は少な

く1）2）－9），また圧負荷，容量負荷のかかった右室の収縮

様式について言及した報告は非常に少ない1°）11）～13）．こ

の原因には右室の解剖学的な複雑さと，右室の収縮様

式が左室ほど解明されていないためと思われる．一般

に心室の収縮性を評価する場合，前負荷，後負荷，心

拍数，心筋の収縮性を考慮に入れる必要があるが14），今

回の検討例では後負荷のみを変化させた右室の収縮様

式の変化を主体に検討した．つまり肺動脈弁狭窄例を

もちいて，右室肺動脈圧較差から，ほぼ正常心に近い
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例と圧負荷の増大した例との右室の収縮様式の差を検

討してみた．

　　　　　　　　対象及び方法

　対象は24例の心房位短絡のない肺動脈弁狭窄であ

る，心エコー図上肺動脈弁のdomingを全例で認めら

れ心臓カテーテル検査を施行されている．検査時年齢

は9ヵ月より14歳，平均6．6歳である．右心カテーテル

検査により右室収縮期圧，右室拡張末期圧，収縮期右

室肺動脈圧較差を測定した．正側2方向の右室造影よ

り，右室容積と右室駆出率を計測した．

　右室容積はSimpson法にて計測し，　Grahamらの方

法1°）に従って補正をおこなった．また右室拡張末期容

積は中沢らの正常予測値12）に対する比率（対正常％）と

して比較検討した．一方右室造影側面像より，肺動脈

弁輪より心尖部までの右室自由壁長の収縮期，拡張期

での最大変化率を右室自由壁長短縮率，また肺動脈弁

輪と心尖部をむすぶ右室長軸の収縮期，拡張期での最

Presented by Medical*Online



480　（38）

大変化率を右室長軸短縮率として求めた（図1）．

　右室局所壁運動は右室造影側面像より計測した．拡

張末期像収縮末期像をとらえ各々の面積重心をfloat－

ingして重ね合わせた後，肺動脈弁輪より心尖部にい

たる15°毎の12の領域にradial　lineを引き，各領域毎の

㌘
Ld

K“
　　　　　Ld－Ls
RVFWFS｛61＝　　　　　　　×］〔〕o
　　　　　Ld

卜君

　　　　　Ld－LsRVLAFS　l：％／；　　　　　　　　×］〔〕e
　　　　　　Ld

RVEWFS：右室自由壁長知縮率
　　　　　　　　　　　　　　RVLAFS：右室長軸短縮率
Ld：拡張末期白由壁長
　　　　　　　　　　　　　　Ld：拡張末期長軸長
Ls：収縮末期自由壁長
　　　　　　　　　　　　　　Ls：収縮末期長軸長

図1　右室自由壁長短縮率（RVFWFS）および右室長

　軸短縮率（RVLAFS）の計測法

日小循誌　6（4），1991

局所面積駆出率を求めた．さらに6ぴ毎の3つの区域

S1　（anterobasal），　S2　Canterolateral），　S3　（anter－

oapical）に分け，　IS°毎に分けた4つの局所面積駆出率

の平均を各々の区域の壁運動とした（図2）．

　収縮期右室肺動脈圧較差により症例を3つの群（1

群20mmHg以下，2群21～49mmHg，3群50mmHg
以上）に分け，3群問で各指標を比較検討した．

　各群間の差の検定は分散分析の一元配置において有

意となった場合t検定にて行い，危険率5％以下を有

意とした．

　　　　　　　　　　結　　果

　1）右室圧及び収縮期右室肺動脈圧較差について

　右室収縮期圧は1群33．8±25．5mmHg，2群55．6±

11．3mmHg，3群106．7±22．2mmHgであった．右室

拡張末期圧は1群5．8±2．OmmHg，2群7．6±2．8

mmHg，3群9．3±2，lmmHgであった．収縮期右室肺

動脈圧較差の増大に伴い右室拡張末期圧も高くなる傾

向にあり，1～3群間で有意（p〈0．01）に3群の右室

拡張末期圧が高かった．

　2）右室容積及び右室駆出率について（表1）

　右室拡張末期容積（正常対％）は1群104．9±28．5％，

一
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図2　局所面積駆出率（REF）の計測法

表1　右室造影における各指標と各群との関係について

右室拡張末期容積
　（対正常％）

右室駆出率
　（％）

右室自由壁長短縮率
　　　（％）

右室長軸短縮率
　　（％）

　1群
（n＝10）

　2群
（n＝8）

　3群
（n＝6）

104．9±28．5

99．4±22．0

81．8±17．2

64．0±6．4

65．0±6．5

67．0±5．0

21．6±5．8

22．6±10．8

31．5±4．9＊

21．8±6．9

2⑪．6±10．6

24．2±7．8

＊ 無印群に対してp〈0．01
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図3　右室収縮期圧（RVSP）

　（RVFWFS）との関係

　　　　　　　RVSP
100　　120　　140（mmHg）

と右室自由壁長短縮率

表2　各群におけるS1（anterobasal），　S2（anter・

　olateral），　S3（anteroapical）の局所面積駆出率

S1（％） S2（％） S3（％）

　1群
（n＝10）

　2群
（n＝8）

　3群
（n＝6）

41．1±10．3

52．2±10．7＊

54．3±10．6＊

43．1±9．1

56．0±14．8＊

56．7±17．2＊

37．8±8．8

42．3±13．7

48．0±14．2

＊無印群に対してp＜0．05

2群99．4±22．0％，3群81．8±17．2％と圧較差の増大

に伴い減少する傾向にあったが有意差は認められな

かった．右室駆出率は1群64．0±6．4％，2群65．0±

6．5％，3群67．0±5．0％と圧較差の増大に伴い増加す

る傾向にあったが3群間での有意差は認められなかっ

た．

　3）右室自由壁長短縮率及び右室長軸短縮率につい

て（表1）（図3）

　右室自由壁長短縮率は圧較差の増大に伴い増加する

傾向にあり，1群21．6±5．8％，2群22．6±10．8％，3

群31．5±4．9％と1～3群間で有意差（p〈O．Ol）を認

めた．右室自由壁長短縮率と右室収縮期圧とはr＝

O．62の正の相関が認められた．右室長軸短縮率は1群

21．8±10．8％，2群20．6±10．6％，3群24．2±7．8％と

各群間での有意差は認められなかった．

　4）右室局所壁運動について（表2）（図4）（図5）

　S1における1，2，3群の局所面積駆出率は各々

41．1±10．3％，52．2±10．7％，54．3±10．6％と圧較差

の増大に伴い駆出率も増大し，1～2群及び1～3群

間で有意差（p＜0．05）を認めた．S2における局所面積

駆出率は，1群43．1±9．1％，2群56．0±14．8％，3群
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　　図4　1群における局所面積駆出率
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　　図5　3群における局所面積駆出率
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図6　・ミルーン肺動脈弁形成術（BVP）前および6カ

　月後の右室局所壁運動の変化
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56．7±17．2％と1～2，1～3群間で有意差（p〈

0．05）を認めた．S3においては1群37．8±8．8％，2群

42．3±13．7％，3群48．0±14．2％と圧較差増人に伴い

局所面積駆出率も増加する傾向にあったが有意差はな

かった．全体的に1群ではS1，　S2，　S3ともほぼ均一な

駆出率を保っていたのに対して，2，3群でCll　Sl，　S2

で比較的高く，S3でばらつきのある駆出率の不均一性

を認めた．右室収縮期圧とSl，　S2の局所面積駆出率は

各々r＝0．56，r＝0．50の正の相関が認められた．

　5）右室局所壁運動の妥当性の評価について（図6）

　右室局所壁運動の妥当性を評価する目的で3群の1

例にBVP（Balloon　valvuloplasty）を施行し，前及び

6ヵ月後の右室自由壁運動を比較した．右室肺動脈圧

較差は53mmHgより17mmHgへと減少し，局所壁運

動では術前の不均一な駆出率のパターンより術後6カ

月には均一なパターンへと変化した，この均一な駆出

率のパターンは1群で認められたものと同型のもので

あった．

　　　　　　　　　　考　　案

　心房位短絡のない肺動脈弁狭窄における右室拡張末

期容積は，通常正常かやや減少傾向に，また駆出率は

心不全のない限り正常以上であるとされている13）．今

回の検討でも同様の結果を得た．収縮期右室肺動脈圧

較差とこれら指標との間に有意な関係が認められな

かったことから，圧負荷により求心性に肥大した右室

のperformanceは全体としてほぼ正常に維持されて

いると考えられた．

　右室の収縮様式C’＆　Rushmer’5）によれば，肉柱乳頭筋

が三尖弁を心尖部に引き寄せてなされる長軸方向の短

縮，右室自由壁が短縮して中隔に近ずき右室横断面を

減少させるブイゴ様作用及び中隔の湾曲が主体である

と報告している．一方，右室自由壁は生理的状態では

右室全体の機能に役割を果たしていないとの報告も有

るが16｝17），右室後負荷の充進下では影響を及ぼすとの

報告も有り18）19），なお不明な点が多い．今回の検討では

右室造影側面像のみで右室収縮様式を評価することを

試みた．つまり，Rushmer15）による右室長軸方向の短

縮を右室自由壁長短縮率及び右室長軸短縮率とで評価

し，ブイゴ様作用を局所面積駆出率で評価することと

した．心室中隔の関与は圧負荷心において特に問題と

なるが，今回の検討では評価することが困難と判断し

検討から除外した．

　今回の検討例では右室全体としてのperformance

に変化がなくても，圧較差の増大に伴い自由壁の収縮
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性の増大を認め，かつ長軸方向の収縮性にあまり変化

がないという結果を得た．このことは自由壁の圧負荷

に対する反応性の変化と解釈され，自由壁の右室収縮

様式に対する重要性が示唆された．

　一方，右室自由壁における局所面積駆出率の増加は

真の収縮性の増大，もしくは肥厚した心筋が収縮期に

心室内側へ入り込む見かけ上の駆出率の増加の可能性

が考えられる．一般に肥厚した心筋の収縮力は正常以

上でないとされていることから13），この部分の駆出率

の増大は肥大心筋の代償性の変化と考えられる．今回

の検討では，全体的に圧較差の増大した例で駆出率が

増加する傾向に有るものの，駆出率のみで各群を分け

ることは困難であった，しかし局所壁運動の駆出率の

パターンを均一性，不均一性とに分けることにより，

正常に近い右室自由壁（1群）と圧負荷のかかった右

室自由壁（2，3群）とを容易に区別することが可能

であるため，この局所壁運動での駆出率の不均一性が

圧負荷心の一つの特徴ではないかと思われた．また局

所壁運動での駆出率の不均一性がBVP後に均一な駆

出率に戻ることから，この現象が右室心筋の正常化を

意味するのではなく，主体は右室後負荷の解除による

変化であろうと推測された，今後BVPの例数を増や

し更に検討を要する問題と思われる．

　右室局所壁運動の定量的評価法は現在までその報告

は少なく，ファロー四徴症根治術前後にたいして応用

されているのを散見するのみである1）2）一一9）．右室造影側

面像にて局所壁運動を論じる場合，radial　methodに

するかhemi－axis　methodにするかで評価法は大別さ

れる．radial　methodでは肺動脈弁輪と心尖部よりの

二等分線の交点を中心にradial　lineを引く方法5），拡

張末期の面積重心を固定重心にradial　lineを引く方

法7）などが有る．短縮率の評価法は局所面積駆出率と

して求める場合5）7）と，radial　line自体の短縮率として

求める場合9）が有る．実際これらの評価法ではradial

lineを引く中心点の決定が重要となり，収縮期拡張期

で右室重心が移動すること，また右室流出路の収縮が

必ずしも重心に向かわない点が問題となる．従って収

縮期拡張期の面積重心をfloatingして重ねあわせ，か

つradial　lineの短縮率よりは局所面積駆出率として

短縮率を求める方がより敏感に局所壁運動を捕らえら

れるものと思われる2°）．radial　lineを何度分割にする

かは議論の有るところである．左心室ではこれまで5

度分割21）と30度分割22）が報告されているが，一方では

細かすぎて煩雑であり，他方では敏感に局所壁運動を
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捕らえきれないと判断したため，今回の検討では15度

分割を採用した．hemi－axis法2）8）は拡張末期の面積重

心と肺動脈弁中点を通る直線を三等分し，この部分の

面積の変化率を片側のみ求める方法である．この方法

は右室自由壁の評価法としては優れているが，長軸方

向の評価が困難となり，かつ面積の計測が煩雑な点が

問題となる．

　我々の今回の検討は比較的簡単で敏感に右室自由壁

運動を評価しうる局所面積駆出率と右室自由壁長短縮

率および右室長軸短縮率を組み合わせておこなった．

例数が少ないため断定的な結論はできないものの，

BVP前後の駆出率のパターンの変化から，この方法が

ある程度の妥当性をもって右室自由壁運動を表現でき

るものと思われた．面積重心の決定の問題，右室流出

路の収縮の不均一性，radial　lineの分割の問題及び方

法論の簡素化など未解決な点が多いことから，この方

法が最適な方法とは我々は考えていない．しかしなが

ら右室側面像にて右室壁運動を論じる場合には，ある

程度の方法論の標準化が必要と考えられるため今回の

方法を報告した．

　　　　　　　　　　ま　と　め

　1）24例の肺動脈弁狭窄を用いて圧負荷に対する右

室自由壁の右室全体の収縮様式に及ぼす影響を検討し

た，

　2）収縮期右室肺動脈圧較差が増大しても右室拡張

末期容積及び右室駆出率に有意な差はなく，右室全体

としてのperformanceに変化はなかった．

　3）収縮期右室肺動脈圧較差の増大に伴い右室自由

壁長短縮率は有意に増加したが，右室長軸短縮率に有

意な変化はなく，右室収縮様式としては長軸よりも自

由壁での収縮性の増大が示唆された．

　4）右室局所壁運動では圧較差の増大に伴い各領域

の駆出率は均一な収縮様式から不均一な収縮様式へと

変化した．このことは圧負荷心における右室自由壁運

動の特徴的変化の1つと思われた．

　5）以上より圧負荷に対する右室の収縮様式は，右室

自由壁運動の変化が主体であり，全体的には一定の

performanceが保たれていることが明かとなった．

　本論文の要旨は第25回日本小児循環器学会総会（1989年，

久留米）において口演した．
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Assessment　of　the　Right　Ventricular　Free　Wall　Motion　in

　　　　　　　Children　with　Pulmonary　Valvar　Stenosis

Nobutaka　Noto，　Tomoo　Okada，　Kensuke　Harada　and　Masahiko　Okuni

　　　　　Department　of　Pediatrics，　Nihon　University　School　of　Medicine

　　　To　evaluate　the　changes　of　the　right　ventricular　free　well　motion　in　pressure　overload，　right

ventricular　ejection　fraction（RVEF），　right　ventricular　end－diastolic　volume（RVEDV），　fractional

shortening　of　right　ventricular　free　wall（RVFWFS）and　fractional　shortning　of　right　ventricular　long

axis（RVLAFS）were　measured　in　24　patients　with　pulmonary　valvar　stenosis（age　9　months　to　14

years，　mean　6．6　years）using　biplane　ventriculography．

　　　According　to　peak　systolic　right　ventricular　to　pulmonary　arterial　pressure　gradient（PG），　patients

were　divided　into　three　groups（Group　l　PG＜20　mmHg，　Group　221～49　mmHg，　Group　3　PG＞50

mmHg）and　these　parameters　were　compared　with　each　other　groups．

　　　No　significant　differences　were　noted　about　RVEF，　RVEDV　and　RVLAFS　in　each　group．　On　the

other　hand，　RVFWFS　increased　significantly　according　to　increment　of　PG（p＜0．01）．

　　　As　for　the　right　ventricular　regional　wall　motion　of　anterobasal，　anterolateral　and　anteroapical

using　lateral　ventriculography，　according　to　increment　of　PG，　regional　area　ejection　fraction　changed

significantly　from　the　pattern　of　uniform　ejection　fraction（Group　1）to　scattered　ejection　fraction

（Group　2，3）in　respective　area．

　　　From　these　results，　it　can　be　concluded　that　concerning　the　mode　of　right　ventricular　contraction，

contractility　of　right　ventricular　free　wall　was　higher　than　that　of　right　ventricular　long　axis，　and

compensatory　alteration　in　right　ventricular　free　wall　occured　to　keep　global　right　ventricular

performance　unchanged　in　pressure　overload．　Furthermore　right　ventricular　regional　area　ejection

fraction　was　thought　to　be　one　of　the　very　useful　methods　to　detect　the　minimal　changes　of　right

ventricular　wall　motion　in　pressure　overload．
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