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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　経食道エコー法による，新生児乳児の左冠動脈血流パターソの検出について検討した．対象は，心奇

形を有する患者12名で，日齢20日から12ヵ月（平均6．0ヵ月），全例気管内挿管，人工呼吸下であった．

心疾患の術前術後の4例を含め，計16回施行した．トランスデューサーは，周波数5MHz，先端径7mm×

7mm，走査方向は軸直角方向のみである．大動脈基部の短軸像を基本に，左冠動脈近位部を描出し，前

下行枝近位部にてサンプリソグを行った．拡張期血流は15／16（94％）例，収縮期血流は7／16（44％）例

において検出可能であった．拡張期血流は，拡張期早期にピークがあり，3例ではatrial　coveが認めら

れた．収縮期血流はその前半に棘波のある遅い血流で，いずれも拡張期に比較し最大流速がおそかった．

経食道エコー法により，新生児乳児の左冠動脈血の検出が可能であり，経胸壁エコー法に比較し検出率

が高かった．

　　　　　　　　　緒　　言

　冠動脈血流は心筋内圧変化の影響を受けるた

め1）2），その血流パターンは他の末梢動脈とは全く異な

り，拡張期優位の二峰性であることが知られてい

る3｝‘）．冠動脈血流の複雑な制御機構や，病態との関連

性については，動物実験を主体におびただしい研究が

なされてきた5）6）．しかし実際の臨床の場においてその

流量やパターンをほぼリアルタイムで計測することは

従来非常に困難であったため，人体での研究は歴史が

浅い．開胸などの侵襲的な手技を必要とせず，臨床の

場で冠動脈血流パターンおよび流速をリアルタイムで

検出しうる方法としては，1）心臓カテーテル検査中に

ドプラカテーテルを用いる方法7）’－9），2）体表面からの

パスルドプラ法（trans－thoracic　echocardiography：

TTE）10）’“’12），3）食道エコー法によるパルスドプラ法

（trans－esophyageal　echocardiography：TEE）13）－15）
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の三つが知られている．新生児，乳児における冠血流

パターンの研究は，きわめて少なく，体表面からのパ

ルスドプラ法により，筆者ら11），及び寺井らユ2）が，左前

下行枝の主に拡張期の血流検出に成功した報告がある

のみである．今回我々は，食道エコー法により左前下

行枝の血流検出を試みた．その結果，体表面からの方

法に比較しより良好な波形を検出しうると判断し，こ

こに報告する．

　　　　　　　　　　目　　的

　新生児および乳児において，経食道エコー法による

左冠動脈血流パターンの検出について，検討すること．

　　　　　　　　　対象，方法

　日齢20日から12ヵ月（平均6．0ヵ月），体重2．6～10．6

kg（平均5．5Kg）の心奇形を合併した新生児および乳

児，計12人を対象とした．心奇形の内訳を表1に示し

た．このうち4例では，心奇形に対する手術の術前術

後に，3例は術前のみ，5例は術後のみ施行し，計16

回検出を試みた．大血管関係は1例が両大血管右室起

始（side　by　side　relation）で，他は正常関係であった．
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全例，気管内挿管下に人工呼吸中であり，術前例は呼

吸不全のため挿管後（2例：一例は手術せずに抜管，

一例は2日後に手術），または手術の目的にて麻酔導入

後（10例），術後例はICUに帰室直後麻酔覚醒前に行っ

た．装置はアロカ，UST－5234S－5をSSD－870に接続し

た．この探触子は先端径7mm×7mm，走査方向は軸直

角方向のみで，上下方向のみ操作可能である．発信周

波数は5MHz，パルス繰り返し数4～8KHz，ドプラ

フィルターは200または400Hz，サンプル幅は1mmに

設定した．探触子は喉頭鏡を使用して食道入口部を直

視下に，または盲目的に頚部をやや伸展して挿入した．
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図1　サンプリソグの実例，a：（症例12），左回旋枝

　を分岐直後の前下行枝に，サンプルポイソトを設定

　している．AO：大動脈，　LCX：左回旋枝LAD：左

　前下行枝，矢印：サンプルポイント．b：（症例5），

　左回旋枝の分岐を確認後，前下行枝近位部にあわせ

　て断面を設定するが，この場合の，大動脈，肺動脈，

　左心耳，前下行枝の典型的位置関係が示されている．

　PA：肺動脈，　LAA：左心耳

日小循誌　7（4），1992

口角より約15cm程度挿入し，観察を開始した．探触子

をやや上方に湾曲させ，大動脈基部の短軸像を基本と

して左冠動脈近位部を探索した（図1aおよびb）．大動

脈弁の短軸像を描出すると，その前方に肺動脈弁，左

前方には左心耳が位置し，左冠動脈近位部の断層像が

えられた．通常左冠動脈は，大動脈左冠尖より起始後

わずかに左方に走行したのち前方へ屈曲し，すぐに左

回旋枝を分岐，以後左心耳の右側を，ほぼ直線的に前

方へ走行した．左回旋枝の分岐より近位部が左冠動脈

主幹部，遠位部が前下行枝近位部と考えられた．サン

プルポイントは，前下行枝近位部に設定し，心拍に伴

う運動の大きい症例では，その拡張期の位置とした．

パルスドプラ法により，冠動脈血流検出を試みた．一
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図2　左冠動脈主幹部でのサンプリング（症例12）．左

　回旋枝分岐部の近位にてサンプリングを行ってい

　る．LMT：左冠動脈主幹部
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　図3　計測の方法（症例4）．上段より，心音図，ドプ

　　ラパタンー，心電図，V：最大流速（cm／sec），　T：

　拡張期血流パターソにおいて，その急速な立ち上が

　　りから，ピークに達するまでの時間（msec）

　　この症例での収縮期は，その初期にわずかにaway

　Howがみられ，これに収縮期全般に続くtoward
　flowが重なっている．本文参照．
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部の症例では，左冠動脈主幹部での血流検出も試みた

（図2）．入射角は可及的に小さくし，角度補正は行わ

なかった．心音図を同時に記録し，ボラPtイドフィル

ムおよびストリップチャートレコーダーに紙送り100

mm／秒にて記録し，またVTRにも録画した．スト

リップチャードレコーダーを用いた記録より次の計測

を行った．（図3）

　1）拡張期および収縮期の最大流速（VdおよびVs）

　2）拡張期血流パターンにおいて，その急速な立ちあ

がりから，ピークに達するまでの時間（T）．

　　　　　　　　　　結　　果

　1）全例明瞭な断層エコー図が得られ，左冠動脈主幹

部，回旋枝分岐部，前下行枝近位部の断層像を描出す

ることが可能であった．入射角はいずれの症例も20度

以内とすることが可能であった．

　2）前下行枝近位部での血流検出（表1）

　A）拡張期における血流の検出

　12例，16回の試みにおいて，拡張期早期の急岐な立

ち上がりから拡張期全般にわたる，冠動脈血流を15／16

例（94％）において記録することが可能であった（図

3，図4）．拡張期血流の基本的パターンは，1）心音

図のII音とともに基線から急速に加速して拡張期早

期ないし前半にピークに達し，2）以後徐々に漸減，3）

拡張期の終了とともに急速に基線近くまで減速し，収

縮期血流へ移行，であった．流速がピークに達する時

相は，拡張期早期から中期まで，症例により若千異なっ

ていた．すなわち急速な立ち上がりからピークに達す

るまでの時間（T）は，20msecから140msecとぼらつ

きが認められた（表2）．3例では，心電図のP波の直

後に一時的に流速の減少を認め，従来atrial　coveと呼

ばれているものと考えられた（図4a）3｝．

　症例10においては，断層エコー上冠動脈形態は，良

好に観察されたが，心拍に伴う運動が非常に大きく，

拡張期血流の一部が記録されたのみで，分析に適さな
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図4　典型的血流パターン．a：症例5，　b：症例9，

　拡張期収縮期とも良好に記録され，拡張期優位の二

　相性血流となっている．またaでは心電図のp波の

　直後に一時的な流速の減少があり，atrial　coveとよ

　ぼれているものと考えられる．いずれも冠動脈血流

　パターンの特徴とされている．c：症例2，この例で

　は拡張期は冠動脈血流に特徴的な血流が記録されて

　いるが，収縮期は不明瞭なtoward　flowとなってい

　る．収縮期にはサンプルポイントが冠動脈外に移動

　したためと思われる．

C
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表　1

冠動脈血流検出

症例
年齢
（月）

体重
（kg） 診　　断 手　　術 術　　前 術　　後

拡張期 収縮期 拡張期 収縮期

1 20日 2．6 DORV　COA SCF，　PAB ND ND 可 不可

2 20日 3．4 TOF BT ND ND 可 不可

3 1 3．4 COA　VSD SCF 可 可 甘 可

4 3 4．2 TAPVD ICR ND ND 可 不可

5 4 6．2 VSD　PH ICR 可 可 可 可

6 5 4．7 VSD　PH ICR 可 不可 可 不可

7 7 6．0 VSD　PH ICR ND ND 可 可

8 8 6．0 VSD　PH 可 不可 ND ND
9 10 7．1 VSD　PH ICR ND ND 可 可

10 11 7．1 ECD　PH 不可 不可 ND ND
11 11 4．7 ECD　PH ICR 可 不可 ND ND
12 12 10．6 VSD　AI（IIつ ICR 可 可 可 不可

DORV：両大血管右室起始症　COA：大動脈縮窄症　TOF：ファロー四徴症　VSD：心室中

隔欠損症　TAPVD：総肺静脈還流異常症　PH：肺高血圧症　ECD：心内膜床欠損症　AI：

大動脈弁閉鎖不全症SCF：Subclavian　fiap法　PAB：肺動脈絞拒術　BT：Blalock－

Taussigシャント　ICR：心内修復手術　ND：施行せず

表　2

術　　　前 術　　　後

症例
　　Vd
（cm／sec）

　　T

（msec）
　　Vs
（cm／sec）

Vs／Vd 　　Vd
（cm／sec）

　　T
（msec）

　　Vs
（cm／sec）

Vs／Vd

1 38 75

2 50 40

3 60 140 25 0．42 35 80 17 0．49

4 35 80

5 34 45 10 0．29 42 20 20 0．48

6 26 85 33 40

7 32 90 11 0．34

8 44 80

9 75 30 25 0．33

10

11 103 55

12 38 85 21 0．55 30 70

Vd：拡張期最大血流　Vs：収縮期最大血流　T：本文参照

かった．

　B）収縮期における血流の検出

　16回中7回（44％）では，前後の拡張期血流とほぼ

連続し，その前半に棘波を形成しながら収縮期の全般

にわたって持続する遅い血流が記録された（図4a，　b）．

前後の血流との連続性，棘波を形成するパターン，拡

張期血流よりおそい流速などより，これらは，収縮期

冠動脈血流であると判断した．その他の症例での収縮
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期は，無信号，またはwall　motion，持続の短いaway

flow（図3），ほぼ収縮期全般にわたるtoward　flowが

記録された（図4c）．　VTRを再生しながら検討したと

ころ，これらの症例では収縮期においてサソプルポイ

ントが冠動脈内より外に移動しており，記録された信

号は冠動脈血流ではないと判断した．

　3）血流信号の計測（表2）

　最大流速（V）は，拡張期が26cm／秒～103cm／秒，

収縮期が10～25cm／秒であった．収縮期拡張期の両時

相にわたり血流が記録された7回の検出例での最大流

速は，全例拡張期が収縮期に比較して大きく，収縮期

最大流速の，拡張期最大流速に対する比率は0．29ない

しO．55であった．

　4）術前術後の比較

　術前術後に記録した4例中，非開心術を施行した症

例3において，大動脈縮窄症の修復術前後の計測値を

比較した．拡張期最大流速（Vd）の低下（術前60cm／

秒，術後35cm／秒），および拡張期血流のピークに達す

るまでの時間Tの短縮（術前140msec，術後80msec）
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　図5　症例3：この症例は大動脈縮窄症，兼心室中隔

　　欠損症（小欠損孔）のため，大動脈弓の再建術のみ

　　を施行した．上段が術前，下段が術後である，拡張

　　期最大流速（V）の低下（60cm／sec→35cm／sec）と

　　Tの短縮（140msec→80msec）がみられる．
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がみられた（図5）．

　4）冠動脈主幹部での血流検出

　4例においては冠動脈主幹部にても血流検出を試み

た．いずれも収縮期拡張期とも連続する血流を記録す

ることができ，その拡張期血流を，前下行枝のものと

比較した．3例では拡張期全般にわたって流速の大き

な変化がなく（症例5，7，12）（図6a），1例では最大

流速が小さかった（症例9）（図6b）．

　　　　　　　　　　考　　案

　冠動脈はその末梢で心筋内を貫通するため，その血

流量や血流パターンは大動脈と右房の圧関係ぼかりで

なく心筋内圧変動の影響を受ける1）2）．そのため，その
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図6　左冠動脈主幹部での血流パターン．a：症例5，

　拡張期全般にわたり大きな流速の変化がなく，図4a

　（同一時の記録）のような拡張期早期の明瞭なピーク

　が認められない．b：症例9，図4b（同一時の記録）

　と比較し拡張期の最大流速が小さい．
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血流様式は他の末梢血管とは全く異なり，拡張期優位

であることが知られている．また，その流量が複雑に

制御されていること5）6）16），各種薬物（造影剤17），アデ

ノシン18），ニトログリセリソ19），パパベリン2°）など）の

影響を受けること，血流パターンが，虚血218や，心疾

患6）により異なってくることが古くから報告されてい

る．しかし人体において，その流速や血流パターンを

計測することは従来非常に困難であったため，その研

究の大半は動物実験または，心臓の手術中に特殊な装

置を用いて計測したものなどであった．しかし近年

technologyの進歩により，ようやく一般の臨床施設で

施行しうる方法が開発され，人体での研究がはじまっ

ている．現在のところ，その方法としては1）ドプラカ

テーテル法7）｝9），2）体表面からのパルスドプラ法

（TTE）10）一’12，3）食道エコー法によるパルスドプラ法

（TEE）13）～15），があげられる．成人においては現在ドプ

ラカテーテル法が広く用いられ，冠動脈疾患を中心に

臨床に応用されつつあるが22）一一25），小児では冠動脈に比

しカテーテルが相対的に太くなるため，その挿入によ

り血流の特性が変化してしまう可能性があるばかりで

なく，検査の安全性にも問題がある．一方小児におけ

る表体面からのパルスドプラ法によるアプローチは，

最も非侵襲的かつ生理的という意味では良い法であり

筆者ら11吸び寺井ら12）が前下行枝での血流検出を試み

ている．しかし，いずれも冠動脈の心拍に伴う運動の

ため，拡張期血流の検出が主体であり拡張期の全般に

わたり血流を記録できる率は筆老らで34％，寺井らで

69～67％と十分ではなかった．また収縮期血流におい

ては，その検出率はそれぞれ0％，9％と低かった．

また我々の方法では入射角が大きく角度補正を必要と

した．

　TEEによる冠動脈血流の検出は，成人においてはす

でに報告があり，また小児において検出率は低いもの

のTTEによってその検出に成功している経験から，

小児でも同様に冠血流を検出することは十分可能であ

ると考えられる．そこで筆者らはTEEを用いて，前下

行枝近位部での血流検出を新たに試みた．今回の経験

では，断層エコー上前下行枝近位部は明瞭な管腔とし

て認められ，その中にサンプルポイントを設定するこ

とは，けっして困難ではなかった．従来冠動脈血流パ

ターンの特徴として，1）拡張期優位の二相性血流，2）

拡張期血流は拡張早期にピークをなして漸減，3）血流

中にatrial　coveを認めることがあるなどがいわれて

いるが3）6）26｝，今回検出された血流はいずれも上記特徴
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に合致していた．また特徴ある血流パターンは，管腔

内においてのみ記録され，サンプルポイソトが管腔外

に移動した場合は，検出されなかった．これらの点は，

今回記録された血流が冠動脈血流であることを十分示

唆していると考えられた．

　今回の経験ではTTEに比較して，　TEEの左冠動脈

血流検出における主な利点は，

　1）penetrationが良いため，冠動脈血流のように遅

い血流でも他の信号と明瞭に区別でき良好な記録がえ

られる．

　2）食道にプローベを置くと解剖学的位置関係から

前下行枝近位部での血流検出において，入射角を小さ

くとることが可能である．このため，低流速でもドプ

ラ効果を得やすく，良好な信号がえられる可能性が高

まる．また，角度補正が不用となるため，流速の測定

により信頼性がおける．

の二点であった．特に第二の点は重要で，入射角が小

さく，またビームの方向と，血管の運動の方向が一致

しやすいため，心周期のより長い時相において，サン

プルポイントを冠血管内に設定することが可能であ

る．その結果，TTEでは非常に困難であった収縮期血

流も一部の症例では検出された．

　検出率については今回は同一症例で2度施行した症

例を含んでいることや，開心術直後の症例（冠動脈の

心拍動に伴う運動が術前に比較して少ないため，より

検出しやすいと思われる）などを含んでいることより，

心奇形のない症例などでの検出率についてはまた別の

検討が必要である．また，対象を新生児，乳児に限っ

ているが，筆者らの経験ではこれらの年齢層において，

TTE同様TEEによっても幼児学童に比し検出が容
易と考えられた11）．

　計測値の比較分析にはサンプリングの位置について

十分な注意が必要である．今回の検討によると，特に

前下行枝近位部と左回旋枝分岐部以前つまり左冠動脈

主幹部とでは冠動脈の流速およびパターソが異なって

いた．そのためサンプルポイソトを設定するうえで左

回旋枝の分岐部を確認することが重要である．なお文

献上左冠動脈主幹部と，前下行枝または回旋枝の血流

を別に記録した報告はいくつかあるが，基本的に同じ

とするものもあり，その相違点についての明瞭な記載

は見あたらなかった3）9）．

　計測値と臨床との関連については，非常に興味深い．

大動脈縮窄症の症例での手術前後における，最大流速

の低下と，拡張期血流のピークに達するーまでの時間T
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の短縮は，左室圧負荷の軽減および拡張能の改善との

関連が推測される26）．しかし，冠動脈血流の量やパター

ンには血行動態の他，薬物，血液ガス所見など非常に

多くの因子が関与することを念頭におく必要がある．

　今回対象患児はいずれも挿管，鎮静下（麻酔下）で

あり，どの患者にも行える検査法ではなく，非侵襲的

な方法とはいえない，しかし，新生児乳児において，

比較的高率に左前下行枝冠血流パターソを記録するこ

とが可能な新しい方法であり，ここに報告した．

　　　　　　　　　　　　　　　　　結　　語

　新生児乳児において経食エコー法により前下行技近

位部での血流検出を試みた．拡張期血流は94％，収縮

期血流は44％において検出された．新生児乳児におい

て冠動脈血流を検出しうる新しい方法と考えられた．

　稿を終えるにあたり，御協力をいただいた，麻酔科の先生

方に深謝致します．
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Detection　of　Left　Anterior　Descending　Coronary　Artery　Flow　with　Transesophageal

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Echocardiography　in　Newborn　and　Infants

Hiroyuki　Aotsukai｝，　Mika　Uchishibai｝，　Koichiro　Niwa1），　Kouzo　Matsuo2）　and　Tadashi　Fujiwara2）

　　　　　　　　　　Department　of　Cardiology1），　Cardiovascular　Surgery2），　Chiba　Children’s　Hospital

　　　　Transesophageal　echocardiography（TEE）with　a　5　MHz　7　mm　single　plane　probe　was　performed

in　12　infants（20　days　to　12　months）to　assess　the　potential　role　of　this　technique　in　the　detection　of

coronary　arterial　flow　in　the　left　anterior　descending　artery（LAD）．　All　infants　had　congenital　heart

disease　and　total　of　16　trials　were　performed．　All　patients　had　been　intubated　either　for　operation　or

catheterization．　We　searched　for　the　LAD　by　modifying　short　axis　view　of　the　aortic　valve，　and　point　of

sampling　was　positioned　on　the　LAD　just　distal　to　the　origin　of　the　left　circumflex　artery．　Typical

pan－diastolic　forward　flow　with　early　peak　was　obtained　in　15／16（94％）and　max　velocity　in　diastole

ranged　from　26　to　103　cm／sec．　Systolic　coronary　flow　also　recorded　in　7／16（44％）patients．　In　these

patients，　max　velocity　in　systole　was　smaller　than　that　in　diastole．　In　conclusion，　TEE　is　a　new

approach　for　the　detection　of　LAD　flow　in　newborn　and　infants．
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