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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　完全大血管転換症に対する二期的Jatene手術において肺動脈絞拒術後の左室圧を正確に評価するこ

とはきわめて重要であるが，我々が従来行ってきた左室扁平化度（a／b）などの非侵襲的な左室圧評価の

諸指標において左室圧を過小評価する症例を認めたので，これらの指標の妥当性を再検討した．

　左室圧を過小評価した症例では左室圧は収縮末期に急激に低下し，最大左室圧右室圧比を示す時相は

収縮中期であった．このため収縮末期の両心室圧比と最大左室圧右室圧比は著しく異なっており，これ

が過小評価の原因であると思われた．また最大左室圧右室圧比を最もよく反映する時相は絞拒部の最大

血流速度を示す時相と一致しており，a／bはこの時相で計測するのが妥当である．臨床的には同期した心

電図のT波の上行脚中央部で計測するのが簡便であり，精度が高い．この時相でのa／bを用いると，最

大左室圧右室圧比は，LVp／RVp＝0．11ヰ1．1（a／b）の回帰直線から推定できる．

　　　　　　　　　はじめに

　近年肺動脈弁狭窄のない完全大血管転換症（Trans－

position　of　the　great　arteries：TGA）に対し，大血

管レベルでの修復手術であるJatene手術が行われて

いる1）2）が，心室中隔欠損や動脈管開存などの左右短絡

のない完全大血管転換症では新生児期の生理的肺高血

圧が消失するとともに，左室圧は急速に低下してい

る3）．新生児期の一期的Jatene手術の成功例が多数報

告されるようになった今日でも，新生児期を過ぎて来

院する症例に対しては，まず肺動脈絞拓術兼Blalock－

Taussig短絡術を施行し，左心室の後負荷に対する適

応を待って二期的にJatene手術を行う方法がとられ

ている4）．我々の施設においてもこの様な二期的

Jatene手術を数多く施行している．このような肺動脈

絞拒術兼Blalock－Taussig短絡術後，左室圧を含めた

左室の適応状態を正確に評価することが必須である
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が，我々が現在まで行ってきた左室扁平化度（a／b），

絞拒部最大血流速度，拡張末期左室後壁厚などの心エ

コー 図による左室圧評価の諸指標において，一部の症

例で左室圧の過小評価を認めたので，a／bの計測法を

含め再検討を行った．

　　　　　　　　　対象と方法

　対象は心室中隔欠損，動脈管開存，肺動脈狭窄など

を認めないTGAで，肺動脈絞拒術兼Blalock－

Taussig短絡術後20例，及び肺動脈絞拒術前10例の30

例である．これらの症例で心臓カテーテル検査，およ

びリアルタイム断層心エコー図法，ドプラ心エコー法

を用いて以下の検討を加えた．装置はアロカ社製メカ

ニカルセクタスキャナー　SSD730を用いた．探触子は，

断層心エコー図法に際しては5MHzを，ドプラ心エ

コー 法に際しては2MHzを用いた．

　まず肺動脈絞拒術兼Blalock－Taussig短絡術後症

例の心臓カテーテル検査において，両心室圧曲線より

最大左室圧右室圧比を示す時相を検討した．心臓カ

テーテル検査は順行性のみで行っているため同時圧は
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図1　左室扁平化度（a／b）の計測法．a／bは乳頭筋レ

　ベルでの左室短軸断層像において心室中隔左室内面

　から左室後壁内面までの距ew　aを心室中隔が左室

　自由壁と接続する二点間の距離bで除したもので
　ある．

測定できないが，左室圧測定の直後に右室圧を測定し

ており，心拍数はほとんど変化なくほぼ同時の記録で

ある．

　さらにその時相とドプラ心エコー法で求めた絞拒部

血流速度が最大となる時相を同時記録の心電図を指標

に比較検討した．

　またリアルタイム断層心エコー像で同期させた心電

図を指標に収縮期の各時相におけるa／bを計測し，心

臓カテーテル検査の最大左室圧右室圧比との相関を検

討した．ここでa／bは乳頭筋レベルでの左室短軸の心

エコー 断層像において，心室中隔左室内面から左室後

壁内面までの距離aを心室中隔が左室自由壁と接続

する二点間の距離bで除したものである5）（図1）．心

電図上のT波の開始部分のa／bを（a／b）a，T波の

ピークの部分のa／bを（a／b）c，その中間の時相を（a／

b）b，従来の収縮末期のa／bを（a／b）sとして検討し

た．

　　　　　　　　　　結　　果

　図2は過小評価した症例の心臓カテーテル検査にお

ける右室圧及び左室圧曲線と絞拒部のドプラ波形であ

る．収縮期の右室圧のピークはほぼ平坦で最大右室圧

は全収縮期を通じて一定である．しかし左室圧のピー

クは前方に偏っており，収縮末期には左室圧は急激に

低下している，最大左室圧右室圧比は1．0に近いが，従

来のa／bの計測の時相である収縮末期では，右室圧は

左室圧を40mmHgほど上回り，左室圧右室圧比は著し
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図2　左室圧過小評価症例の両心室圧曲線，ECG：心

　電図，LVp：左室圧，　RVp：右室圧，　PAB：肺動脈

　絞拒部血流，黒矢印：絞拒部血流速度が最大となる

　時相，白矢印：収縮末期

　右室圧は全収縮期を通じてほぼ一定であるのに対

　し，左室圧は収縮末期には急激に低下し，右室圧を

　40mmHgほど下回っている．一方絞拒部血流速度が

　最大となる時相は，最大左室圧右室圧比を反映する

　時相と一致している．

く低い．また絞拒部血流速度が最大となる時相は心電

図上のT波の上行脚の中央部であり，最大左室圧右室

圧比を示す時相と一致していた．

　図3は左室圧を過小評価した症例の収縮末期の左室

短軸の心エコー断面像である．心室中隔は左室側に突

出して左室圧は右室圧より低くみえる．図4は同一症

例の（a／b）bの時相での左室短軸の断層像で，心室中

隔は直線状で左室圧はほとんど右室圧と等しくみえ
る．

　a／bと最大左室右室圧比の関係は，（a／b）aの時相で

は相関係数r＝0．76，（a／b）bの時相ではr＝O．86，（a／

b）cではr＝0．81であり，従来の計測法の収縮末期で

ある（a／b）sでは，r＝0．74の正の相関を認めた．なお，

危険率はそれぞれ1％以内である（図5）．従来の収縮

末期の時相で過小評価した症例は（a／b）bの時相で全
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図3　左室圧過小評価症例の収縮末期左室短軸像．心

　室中隔は左室側に突出し，左室圧は右室圧より低く

　みえる．
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図4　同一症例の（a／b）bの時相の左室短軸像．（a／

　b）b：心電図のT波の上行脚中央部の時相のa／b．

　心室中隔は直線状で，左室圧はほとんど右室圧と等

　しくみえる．

例回帰直線に近づいた（図6）．

　図7は絞拒部最大流速の時相と心電図の関係であ

る．心電図のT波の上行脚中央部の時相，すなわち（a／

b）b計測の時相が12例中9例と最も多く，最大左室圧

右室圧比（LVp／RVp）と（a／b）bとの回帰直線は次

のとおりであった．LVp／RVp＝0．11＋1．1（a／b）b

　　　　　　　　　　　考　　察

　Nakazawaらは二期的Jatene手術の検討におい

て，最大左室圧右室圧比がO．83以上の症例ではJatene

手術は成功していると報告しており6），最大左室圧右
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図5　最大左室圧右室圧比と（a／b）sの関係．（a／b）

　s：収縮末期のa／b．相関係数r＝0．74と正の相関を

　認めた．図中の2組の曲線はそれぞれ95，99％の信

　頼限界を示す．
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図6　最大左室圧右室圧比と（a／b）bの関係．相関係

　数はr＝0．86とより良好な正の相関を認め，左室圧

　を過小評価した症例は全例回帰直線に近づいた，図

　中の2組の曲線はそれぞれ95，99％の信頼限界を示

　す．
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図7　絞拒部最大流速の時相．絞拒部最大流速の時相

　は心電図のT波の上行脚中央部の時相，すなわち

　（a／b）bの時相が最も多かった．
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室圧比はJatene手術適応決定の上で非常に重要な要

素である，

　心室中隔の形態が両心室圧を反映することはよく知

られており7），a／bは最初Senning手術後のTGAの

症例の左室圧評価に考察された指標で，心室中隔の形

態は左室圧をよく反映しているとされていた5）．しか

し我々の施設で行われている数多くの二期的Jatene

手術症例のうち，a／bによる左室圧評価が過小評価さ

れる症例を認めた．この様な症例の心カテーテル検査

の収縮期の左室圧曲線はピークが前方に偏り，収縮末

期には急速に低下している．このため従来のa／bの計

測の時相である収縮末期の両心室圧は，最大左室圧右

室圧比と大きく異なっていた．これがa／bの過小評価

の原因であると思われた．またドプラ心エコーで肺動

脈絞拒部の血流速度が最大になる時相は最大左室圧右

室圧比を反映する時相と一致していた．このため最大

左室圧右室圧比を評価するa／bの計測の時相は肺動

脈絞拒部の血流速度が最大となる時相が妥当であると

考えられる．

　しかし臨床上この様な方法は繁雑であるため，最大

左室圧右室圧比を反映する時相が同期した心電図のど

の時相にあたるかを検討した．その結果（a／b）bが相

関係数r＝0．86と最も良い正の相関を示し，しかも従

来の時相のa／bで過小評価していた症例はすべて回

帰直線に近づいた．またこの時相は絞拒部最大流速の

時相とも一致しており，a／bは臨床上心電図のT波の

上行脚の中央部で計測するのが最も精度が高く，最大

左室圧右室圧比は（a／b）bから次のように推定できる．

　　LVp／RVp＝0．11十1．1（a／b）b

　肺動脈絞拒術兼Blalock・Taussig短絡術後の左室

圧評価にあたって我々はa／bのみならず，絞拒部最大

血流速度や拡張末期左室後壁厚等の指標も用いている

が，それぞれその精度には限界がある．a／bで左室圧を

過小評価した症例でも絞拒部最大血流速度が充分に速

い症例は，その高い左室圧を示唆し得る．しかし絞拒

部最大血流速度があまり速くない症例では左室圧が低

いのか，肺高血圧が合併しているのか鑑別できない．

左室圧を過小評価して進行する肺高血圧の合併を見逃

すことはJatene手術の適応決定やその予後に重大な

影響を及ぼすため，左室圧の評価は正確を期さなけれ

ばならない．さらに肺高血圧を合併すると絞拒部血流

は肺高血圧を合併していない症例に比しそのピークが

前方に偏り8）9），収縮末期の両心室圧比と最大左室圧右

室圧比の差はさらに大きくなる．このように高度の肺

519－（17）

高血圧が存在する症例では真の最大左室圧右室圧比

は，ドプラ心エコー法の肺動脈血流のピークと同様に

収縮早期に存在しており，この時期のa／bが計測には

最適なのであろうが1°），一般臨床用に簡便に用いられ

るように心電図のT波の中央部をもって標準化した．

　このように今回我々が行ったa／b計測の時相の補

正は臨床上きわめて重要であると思われた．

　　　　　　　　　結　　論

　（1）収縮末期におけるa／bで左室圧を過小評価し

た症例では，心臓カテーテル検査で左室圧のピークが

前方に偏り，収縮末期には左室圧は急速に低下してお

り，両心室圧比は最大左室圧右室圧比と著しく異なっ

ていた．

　（2）収縮期の各時相におけるa／bと最大左室圧右

室圧比との相関はT波の上行脚中央部の時相が相関

係数r＝0．86と最も良かった．

　（3）肺動脈絞拒部血流の最大となる時相もT波の

上行脚中央部の時相に一致した．

　（4）左室圧を過小評価した原因はa／bの計測の時

相と最大左室圧右室圧比を反映する時相のずれである

と思われた．

　（5）最大左室圧右室圧比を最もよく反映するT波

上行脚中央部の時相におけるa／bから，最大左室圧右

室圧比は

　　LVp／RVp＝O．11十1．1（a／b）b

の回帰直線により推定できる．
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Reevaluation　of　Left　Ventricular　Pressure　in　Patients　with　Transposition　of　the

　　　　　　　　　　　Great　Arteries　after　Pulmonary　Arterial　Banding　and

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Blalock－Taussig　Anastomosis

　　　　　　Hiroshi　Katayama，　Atsuyoshi　Takao，　Gengi　Satomi，　Susumu　Kanda，

　　　　　　　　　　　　　　　　　Hiroyuki　Aotsuka　and　Shigehiro　Yajima

Department　of　Pediatric　Cardiology，　Heart　Institute　of　Japan，　Tokyo　Women’s　Medical　College

　　　Accurate　evaluation　of　left　ventricular（LV）pressure　is　important　after　pulmonary　arterial

banding　and　Blalock－Taussig　anastomosis　in　the　two－staged　Jatene’s　operation　for　transposition　of　the

great　arteries（TGA）without　ductal　or　ventricular　shunt．　However，　we　underestimated　LV　systolic

pressure　in　some　patients　noninvasively．　Therefore，　we　reevaluated　the　noninvasive　estimate　of　LV

systolic　pressure，　especially　the　measurement　timing　of‘‘a／b”ratio．

　　　‘‘a／b”ratio　is　the　echocardiographic　method　of　LV　pressure・right　ventricular（RV）pressure　ratio

（LVp－RVp）for　the　patients　with　TGA．“a”is　the　LV　internal　dimension　at　the　papillary　muscle　level　of

the　LV　short　axis　view．‘‘b”is　the　length　of　interventricular　septum．‘‘a”is　perpendicular　to“b”．

　　　In　the　underestimated　cases，　the　cardiac　catheterization　findings　showed　that　LV　pressure

decreased　rapidly　at　the　end－systolic　phase，　the　phase　when　we　had　measured“a／b”ratio　previously．

However，　RV　pressure　plateaued　during　the　entire　systolic　phase．　Therefore，　LVp／RVp　at　the　end’

systolic　phase　was　much　lower　than　peak　systolic　LVp／RVp．　This　is　the　reason　for　the　underestima－

tion．

　　　Peak　systolic　LVp／RVp　was　correlated　with（a／b）a（‘‘a／b”ratio　at　the　initial　phase　of　T－wave　on

electrocardiography（ECG）；r＝0．76），（a／b）b（‘‘a／b”ratio　at　the　middle　of　the　acceleration　phase　of

T・wave　on　ECG；r＝0．86），（a／b）c（‘‘a／b”ratio　on　the　top　of　T・wave　on　ECG；r＝0．81）and（a／b）s（‘‘a／b”

ratio　at　the　end－systolic　phase；r＝0．74）．　The　relationship　between　peak　LVp／RVp　and（a／b）b　was　the

best，　and　the　phase　measured（a／b）b　was　the　same　phase　that　showed　maximum　pulmonary　flow

velocity　by　Doppler　echocardiography．　Furthermore，　in　this　relationship．　The　estimate　of　LV　pressure

improved　in　all　underestimated　cases．

　　　We　can　predict　peak　LVp／RVp　from　the　following　equation：

　　　　　　　　　Peak　LVp／RVp＝0．11十1．1（a／b）b
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