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〈研究会抄録〉

第11回小児心機能血行動態談話会

日　時平成3年9月28日

会場東京女子医大
　　　　（世話人　中沢　　誠）

　1．Computed　Radiography（CR）による肺血管

の観察

　　　　千葉大学医学部小児科

　　　　　　岡嶋　良知，寺井　　勝，田島　和幸

　　　　　　内柴　三佳，新美　仁男

　Computed　radiography（CR）断層撮影は，ある程

度辺縁を強調することにより，従来の断層撮影では不

可避であった流れ像を除去できるため，肺内構造物の

鮮明な画像を得ることが可能である．そこで，本法を

用いて，先天性心疾患患児の肺血管を評価した．

　方法および対象：断層撮影には東芝80Fを使用し，

5枚のイメージソグプレートを10mm間隔で重ねた同

時多断層撮影を行った．撮影条件は，80kV，50mA，

1秒で，振角を50°とした．CR処理は富士CR1000を用

いた．縦隔の前後径を測定し，中心の前後5枚の断層

撮影を行った．

　症例は当科心臓外来で経過観察中の心疾患患児およ

び，肺血管正常例として他の基礎疾患を有する小児例

の30例である．

　結果：年長児では全例肺野の動静脈の走行が末梢ま

で読影可能であった．図1は心室中隔欠損兼肺動脈閉

鎖症の4歳女児例のCR像と右BTシャントからの肺
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動脈造影像である（図1）．この症例はPA　index　152

と肺動脈の発育がやや不良である．CRによって描出

された血管走行は血管造影とほぼ一致していた．拡大

率による補正を行い計測した血管径は，血管造影から

求めた値と一致した．また単純写真では血管陰影が不

鮮明な部位においても，CRにより肺動静脈の鮮明な

描出が可能であった，

　しかしながら乳幼児で協力が得られずに，撮影中に

呼吸を停止できない症例では鮮明な画像が得られな

かった．

　結論：CR断層撮影は，

　1．単純写真では十分に評価できない肺動静脈分枝

の血管径や血管の走行パターンなど肺血管の評価が可

能であること．

　2．造影剤は不要で従来の断層撮影に比較して被曝

量も軽減できること，

　3．撮影中に呼吸を止める必要があるため，乳幼児な

どで撮影に協力が得られない症例では適応がない．な

どの特徴があることが示された．本法は非侵襲的に肺

動静脈の分枝を評価できる有用な検査法であると考え

られた．

　2．完全房室ブロックを伴った急性心筋炎の1治験

例：急性心筋炎の経過と心筋生検像

　　　　神奈川県立こども医療センター循環器科

　　　　　　　　　　　　岩堀　　晃，康井　制洋

　　　　　　　　　　　　降旗　邦夫，宝田　正志

　目的：小児の急性心筋炎の発症早期より心エコーな

らびに心カテーテルにより心機能を経時的に追跡し，

同時に施行した心筋生検によりえた病理所見も考慮し

ながら，病態の変化を明らかにする．

　症例ならびに方法：対象となった症例は4歳10ヵ月

の男児で，先行症状として2日間の発熱，嘔吐がみら

れ，全身性の痙攣で発症．心原性ショック状態を呈し，

心電図モニターにて完全房室ブロック，心室性頻拍で

あったため，ペースメーカーを挿入し，カテコラミン

ならびにニトログリセリンを投与．この症例に対し，
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表1　LV　function

Ho6pital　day 1 4 10 16 23 36

LVDD　（㎜） 34．0 38．8 34．5 33．0 37．4 36．4

LVDS　（㎜） 25．5 3L6 21．6 1θ．1 24．5 23．5

LV聞）白y6t・（㎜） 9．1 9．6 lo．8 10．9 9．0 9．9

LVPWD　dia6t．（㎜｝ 7．0 7．0 8．6 7．O ‘．7 5．8

エVSD　8y6ヒ．（㎜） 8．5 13．6 10．9 10．9 ⊥O．3 9．9

工VSD　dia8ヒ．（画ロ） 7．6 11．9 9．3 6．7 7．3 ‘．7

LVEP（亀｝ 57．8 46．o 75．5 83．5 71．9 73．1

FS　（亀） 25．0 18．‘ 37．4 45．2 34．5 35．4

mV㎡（ci虻c！8｝ O，893 0，738 1，285 1，‘80 1，039 1，02‘

mVefc《ciτe／6） 0，724 0，529 1，061 1，179 0，809 o，851

酬s（9／㎝2） 59．04 49．59 28．35 18．57 5L67 45．83

H●arヒ　士a七●　（／瓜iロ） 91 117 8曾 122 99 97

Sy8七〇1ic　　ヒiロ1●　　　i江ヒ●r▼a】． 0．‘1 0．38 o．28 0．30 0．34 O．35

P●ak　　E　　▼●10ei七y　〈㎝／6） 52．4 59．0 73．7 ‘o．‘ 74．9 77．4

P●ak　　為　ve1◎ciヒy　（㎝／6｝ 13．3 28．7 38．O 64．1 52．2 5L1
E　／八　P●ak　　▼●1◎ciヒy 3．94 2．06 1．94 1．02 1．43 工．51

E　／　A　▼010ciヒy　／　ヒi鋤●　iロ七egr】ロ真1 7．OO 3．OO 3．82 1．02 2．01 2．07

Totンal　avg苦ago　　▼●100iヒy　　（α匝／8） 20．8 2‘．8 27．5 46．2 37．5 37．0

Tot劉1　　　i：1ヒ●汀：頂1　　　（㎞ヒioロ　　《晒） 4工1 233 357 236 2‘1 2θ1

取3しal　velociヒy　／　ヒim●　inヒ●9τa1　（㎝） 8．54 6．24 9．82 10．90 9．79 10．40
宮　胃a▼合　tim●　tO　Pθak　　（m8） 57 85 82 105 69 79

）㌧eo●19ロごatiαロ　of　　逗　wa▼o　　｛㎝　／　　臼2｝ 919 694 999 577 1085 9θ0

1）gc91eτaヒi㎝of　E　uavθ　《㎝／62｝ 952 921 759 748 ‘09 880
Ewa▼g　　duロヒi◎ロ　（囲） 112 149 179 1e6 192 1‘7

入　碗ve　　　《㎞ヒiくπ1　（皿3） 63 102 91 172 137 122
Pθak　　E　　ve1◎city　／　！Poヒal　a▼●xag●　▼elocit二y 2．52 2．20 2．‘8 1．31 2．00 2．09

H●a泊ヒ　蹴b●　（／mi江｝ 91 117 85 122 99 91

P●ak∀elociヒy　of　LV◎ロしflo貿　m｛㎝／■） 58．4 ‘9．1 93．9 109．3 77．1 103．2

LVσuヒflowヒimg七〇peak　（m8） ？ワ 91 76 79 94 75

Q－vi江ヒ●rra1（胆） 124 67 61 70 101 100
LV●jg（北ion　ヒim●　（団白） 157 204 239 192 241 254

Q　－viロヒgr▼a1　／LV　outf1㎝ヒimoヒo　p●ak 1．61 0．74 0．80 0．89 1．20 1．33

Ca泊ヨiac　outpuヒ　（L／nin｝ 1．26 1．98 1．90 2．25 1．98 2．07

H●arヒ　ロヒe　（／min） go 118 98 120 100 90

入院当日（1病日），4，10，16，23，36病日にて心エ

コー 検査を施行した．心エコー検査はMモード法によ

り左室内径や壁厚，各収縮能指標，さらに後負荷の指

標として収縮末期左室壁応力の変化を，ドップラー法

にて僧帽弁上における左室流入パターンと大動脈弁上

における左室流出パターンによる各心機能指標の変化

を検討した（表1）．加えて，2，16，44病日を施行し

た心カテーテル検査による心機能指標（表2）と，同

時に得られた心筋生検標本の病理所見もあわせて評価

した．

　結果：発症早期より左室内径は増加し，EFなどの

収縮能指標と低下した．16病日になると一見過収縮の

状態となり，23病日以降正常化した．左室壁厚は，4

病日に心室中隔側が，10病日に左室後壁が一過性に増

加し，収縮期と拡張期の差が減少した．

　次に，Colanが提唱する左室収縮末期壁応力と修正

平均左室内周短縮速度との関係を図示した（図1）．1，

4病日は収縮力低下状態にあるが，10病日以降は正常

収縮領域にあった．Mモード法による評価で一見過収

縮状態にみえたのは，後負荷が低下したことに起因す

るものであった．

　ドップラーによる左室流入パターンでは，急速流入

期に生ずるE波の最高速度は，1病日を除きほぼ一定

であったが，心房収縮期に生ずるA波の最高速度は発

症早期に低下しており，徐々に増加がみられた．一方，

左室流入パターソのデータより得られた心拍出量は4
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表2　心カテーテル・アンギオグラフィーデータ

9L8，　14　　左心カテ、造影は行わず。

　　　Rt．PAWP　a22　v　20　m　18　RPAP　26／16（22）

　　　RVP　　32／EDP　16

91．＆28　　Rt、PAWP　agvlOm8

　　　RPAP　　20！8（12）　　　LPA　　19／8（12）

　　　RVP　22／EDP　4　　　LVP　　l　10／EDP　14

　　　AOP　　　113／65　（91）

C．L　　4．4　L／inifilm2　Pp／Ps　O」9　　Rs　】9．5U　　Rp　1．28　U

HR　98血in
LVEDV　　　39．7　ml

LVE　SV　　　9．6　ml

LVEDV　index

LV　mass　　　65　g

LV　mass／LVEDV

LVEF　76％

62mlノ㎞2

mVcf

　％normaliZed　101．4％（Nakazawa）

　　　　103．7％（KCMC）
％normalized　　86．8％（K（；　c）

　　LVESV　index　　　l5　m　l／hfi

％normalized　　169．4％（KCMC）

1．64

　1．41　　　mV（fc　1．10

HR　102価n
Peak（P／dT　　Positive　2030　mmHgノもec　Negative　l370　mmHglsec

Positive　dP／dT　／Negative　dP／dT　　l．48

Ti　me　constant　　79疏ec

91．9．25　Rt、PAWP　a15　v　l8　m　13　Lt．PAWP　a14　v　l7　m　M

RPAP　　23／13（17｝

RVP　31／EDP　ll

AOP　　　98／58（77）

　LPAP　　　24！12（16｝

LVP　98／EDP　l　7

C．L　　4．51Vinirt，（m2　　Pp／Ps　O．29　　　Rs　15．3U　　　Rp　1．79　U

眠
LVEDV

79伽n
37．Om1

LVESV　　10．4　ml

LVEDV　index　　56．1　mVm2

LV　mass　　　48　g

LV　mass／LVEDV

LVEF　71．9％　　　mVcf

　ofO　no　rm　al　iZ　ed　　　92．5％（Nakazawa）

　　　　94．5％（KCMC）

　％normalized　　gL7％（KCMC）

　　LVESV　index　　　l　5．8　mレ㎡

％normalized　　l22．　I　o／o（KCMC）

1．30

　LO5　　　　　　mVcfc　　　O．92

HR　81血迦

Peak　dP／dT　　Positive　】100　mmHgムec　Negative　l260　mmHgrsec

Positive　dP／dT　／Negative　dP／dT　　O．87

Time　co皿s匂頚t　43　msec

CII℃／S

　1．4
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病日以降，ほぼ正常に保たれていた．

809／cm2

　16病日に施行した心カテーテル検査では，心筋重量

と拡張期能に異常が認められたが，44病日では改善傾

向にあった，心筋生検所見は，2病日にて著しい細胞

浸潤と変性壊死さらに浮腫が見られたが，16病日では

改善傾向を示し，44病日ではほぼ異常所見は消失した．

　結語：小児の急性心筋炎の急性期には心血行病態的

にさまざまな変化が見られた．心機能を経時的に評価

することにより，病態の把握のみでなく，治療効果の

判定や近接予後の推定を可能にする．

　3．Fontan手術後患児の酸素運搬能と動静脈酸素

較差にっいて

　　　　大阪大学医学部小児科

　　　　　　佐野　哲也，萱谷　　太，稲村　　昇

　　　　　　黒飛　俊二，岡田伸太郎

　　　　同　第1外科

　　　　　　高橋由美子，井川誠一郎，飯尾　雅彦

　　　　　　島崎靖久，松田暉
　　　　同　放射線科　　　　　　　　有沢　　淳

　目的：Fontan手術後患児の酸素運搬能と動静脈酸

素較差を評価し，日常生活の活動性および運動耐容能

との関係を明らかにすること．

　対象：Fontan手術後患児15例に対して行った21回

の心臓カテーテル検査結果を解析した．6例は術後1

年以内と1年以後の2回のデータを含む．心病変は単

心室8例（左室型2，右室型6），三尖弁閉鎖5例，純

型肺動脈閉鎖2例で，Fontan手術術式はRA－PA吻合

10例，TCPC　3例，　Bjork法2例であった．　Fontan手

術時年齢は平均7歳11ヵ月，検査時年齢は8歳8ヵ月，

手術から検査までの期間は平均1年4ヵ月であった．

正常児12例と軽症心疾患児3例の15例をコントP一ル

とし，比較検討した．

　方法：酸素運搬能＝Hb×10×1．36×SaO2／100×C．

Presented by Medical*Online



平成4年9月1日 331－（99）

酸素運搬能 動静脈酸素較差 心　係　数
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1．動静脈酸素較差＝Hb×10×1．36×（SaO2・SvO2）／

100により求めた．またBruce変法による多段階ト

レッドミル運動負荷テスト時の最大酸素摂取量とV－

slope法による嫌気性代謝閾値を運動耐容能の指標と

した．

　結果：1）Fontan手術後患児の酸素運搬能は365±

121ml／min／m2とコントn一ルに比して有意に低値で

あり，動静脈酸素較差は46±9ml／1と有意に高値で

あった（図1）．

　2）酸素運搬能とNYHA　classの間にはr＝－0．48

の有為な負の相関を認めた．心係数とNYHAの間に

も同様の相関（r＝－0．43）を認めた．動静脈酸素較差

とNYHAの間には相関はなかった，

　3）酸素運搬能と嫌気性代謝閾値との間には正の相

関（r＝0．50）を認めたが有意ではなく，最大酸素摂取

量とは相関を認めなかった．動静脈酸素較差および心

係数と運動耐容能の指標との間にも相関を認めなかっ

た．

　4）酸素運搬能と心係数の間にはr＝O．91の有意な

正の相関を認めたが，動脈血酸素含有量との間には相

関を認めなかった．

　5）酸素運搬能は術後経過中一定の変化を示さな

かったが，動静脈酸素較差は術後経過と共に増大する

傾向を認めた（図2）．また肺動脈酸素飽和度は術後経

過中一定の変化はなく，動脈酸素飽和度とヘモグPビ

ン濃度は増加の傾向を認めた．

　まとめ：1）Fontan手術後患児の酸素運搬能は著

しく低下しており，動静脈酸素較差は高値を示した．

2）酸素運搬能は主に心拍出量に規定されているが，

Fontan手術後の日常活動性および運動耐容能をより

反映している可能性がある．3）Fontan手術後経過と
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共に動静脈酸素較差は増大する傾向にあるが，組織の

酸素摂取能の増大よりヘモグロビン濃度の上昇が大き

な要因であると考えられる．

　4．両心室を用いたFontan型手術後の心機能につ

いて一心室収縮の非周期性についての低心拍出一

　　　　東京女子医大心研

　　　　　　山村　英司，朴　　仁三，中西　敏雄

　　　　　　中沢　　誠，門間　和夫

　近年，Fontan手術の適応条件の拡大と同時に，適応

疾患も拡大している．従来の三尖弁閉鎖症，単心室に

加えて，2つの心室を有する心奇形に対しても
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Fontan型手術が行われるようになってきた．　Fontan

型手術後の低心拍出が従来の適応条件の因子の他に，

2つの心室が同期して収縮していないことが原因と考

えられる症例が見られた．比較のために同期性の良い

症例，不良な症例と両者の中間型の症例を1例ずつ報

告した．

　症例1：同期性の良い症例．8歳女児．臨床診断は，

多脾症，修正大血管転換，心房中隔欠損，心室中隔欠

損，肺動脈狭窄，両側上大静脈．術前条件は，年齢8

歳PAIndex　466，平均肺動脈圧（meanPAp）12

mmHg，左室拡張末期容積（LVEDV）69％of　normal

（％N），左室駆出率（LVEF）72％，右室拡張末期容積

（RVEDV）79％N，右室駆出率（RVEF）51％であっ

た．術後のカテーテル検査では，心係数（C．1．）2．9L／

min／M2，平均右房圧（meanPAp）18mmHgで，

LVEDV　49％N，　LVEF　63％，　RVEDV　64％N，　RVEF

51％であった．心室造影から求めた心室容量を算出し，

容量の変化量を図1に示した．図1の○は左室の変化

量で1／20秒間に心室から駆出された量を正で，心室に

流入した量を負で記載した．同様に●は右室の変化量

である．両心室から同時期に血液が駆出され，同時期

に流入していることが分る．

　症例2：同期性の悪い症例．9歳男児．臨床診断は，

両大血管右室起始症，房室弁交差（Criss・Cross），肺動

脈狭窄，心室中隔欠損，動脈管開存．術前の条件は，

年齢9歳，PAIndex　361，　meanPAp　18mmHg，

LVEDV　79％N，　LVEF　68％，　RVEDV　79％N，　RVEF

51％であった．術後のカテーテル検査では，C．1．2．OL／

min／m2，　meanRAp　14mmHgで，　LVEDV　82％N，
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LVEF　43％，　RVEDV　II4％N，　RVEF　44％であった．

図2に心室容量の変化量をグラフで示す．右室の収縮

時に左室は拡張し，右室の拡張期に左室容積は小さく

なっている．従って，両心室からの駆出血液量は少な

く，代償性に心室が拡大している．

　症例3：症例1と2の中間の症例．8歳男児．臨床

診断は，Fallot四徴症，肺動脈閉鎖，動脈管開存，僧

房弁両室挿入（straddling　MV）．術前の条件は，年齢

8歳，PAIndex　327，　meanPAp　lOmmHg，　LVEDV

54％N，LVEF　50％，　RVEDV　130％N，　RVEF　50％

であった．術後のカテーテル検査では，C．1．1．9L／min／

M2，　meanRAp　13mmHgで，　LVEDV　47％N，　LVEF

44％，RVEDV　77％N，　RVEF　45％であった．心室容

量の変化は，右室の変化が主体で左室の収縮量は少な

く，同期しているが心拍出の多くが右室によっていた．

　症例2では，左心室は心室瘤様の血行動態を示して

いるが，原因として，心室内伝導の問題点の他に，心

室のcomplianceの因子，個々の心室の収縮力の問題

が考えられる．以上の3症例から，2つの心室を使用

したFontan型手術では，同時に，収縮力の差がなく収

縮することが必要であり，術前から両心室の収縮が同

期していない症例では，従来のFontanの条件に加え

て，適応を判断する必要があると考えられた．

　5．Fontan型術後症例に於ける体位変換による頸

部動静脈血流の変化

　　　　東京女子医大心研循環器小児科

　　　　　　　　　　　　里見　元義，菊池　典子

　　　　　　　　　　　　中沢　　誠，門間　和夫

　目的：Fontan型手術の術後症例の中に，起立時に，

眩量，嘔気を認め循環虚脱状態となる起立性調節障害
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（いわゆるOD）に類似した症候を呈するものがいるこ

とは知られている．これらのOD症状の発生するメカ

ニズムを明らかにしたいと考えたのが本研究のきっか

けである．

　対象：1群：正常対照群8例，2群：Fontan術後

でOD症状を有するもの5例，3群：Fontan術後で

OD症状を有しないもの6例である．3群間で年齢差

は認めない．Fontan型手術からの経過時間は2群で

32±34週，3群で43±52週と差を認めない．

　方法：上大静脈が存在する側の頸部に超音波探触子

をおき，断層心エコー図上で，カラードプラ法を併用

して内径静脈と総頸動脈を同時に観察しながら以下の

プロトコールに従って計測を行った．〔プロトコール〕

安静臥床5分以上を起立前とする．次に起立し，起立

後1分から5分までを起立時とする．再び臥位で5分

間観察する．〔観察項目〕1：心拍数（HR），2：血圧，

脈圧，3：内頸静脈径（JVD），4：内頸静脈最大血流

速度（Max　V　JV），5：総頸動脈最大血流速度（Max

VCCA）を，観察計測した．

　結果：2群の脈圧は前値（p〈0．05），起立時（p＜

O．Ol）共，1群に比して低値であった．2群の内頸静

脈径（JVD）は，起立後1分（p＜O．05），起立後5分

（p＜0．01）共に1群に比して低値であった（図1）．3

群の総i頸動脈最大血流速度（Max　V　CCA）は，起立

後1分（p〈0．05），起立後5分（p＜0．05）で1群に比

して高値であった．他の観察項目は有意差を認めな

かった．
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1」VDiameter
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図1　内頸静脈径の変化を1，2，3群で比較してい

　る．前値（臥位）に対する径の変化率を起立後1分，

　5分，臥位5分でみている．2群で起立後1分（p＜

　0．05），起立後5分（p＜0．01）で有意の径の減少を

　認めている．3群では1群との差は認められない．

　○：1群，●：2群，□：3群，　は平均値±標準

　偏差を示す．
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　考案：まだ進行中の研究であり，波形の分析等十分

は行い得ていないが，Fontan術後では循環血液量が

減少しているとの山岸らの結果から推測して，恐らく

低心拍出状態では一層前負荷，後負荷を軽減するとい

う合目的的に循環血液量は減少している．すなわち予

備循環血流量の不足状態と考えられる．2群では予備

循環血液量が高度に不足している状態にあり，起立時

に重力により頭部の血液が落Fするとそれを予備血液

量でも，心拍出でも補うことができず，頸静脈は虚脱

し，内径は極端に減少する，その結果として脳虚血状

態を引き起こすと考えられる．3群では，予備循環血

流量は不足しているが，高度ではないので，起立時の

頭部からの血液の落下をある程度補い，2群ほど高度

の内頸静脈径の減少はおこらない．起立後時間が経過

すると心拍出で補うなどの反応で再び内頸静脈径は回

復してくる．その結果，脳虚血症状を呈しないと考え

られる．

　　　　　　　　　（参考文献）

　　山岸正明，今井康晴，黒澤博身，澤渡和男：Fontan術

　　　後血行動態の検討一術前後循環血液量の変化を中

　　　心として一日本心臓血管外科学会雑誌，19：

　　　1321－1322，1990（抄録）

　6．経胸壁カラードプラ法による左冠動脈前下行枝

血流の検出一臨床の場における有用性について一

　　　　千葉大学医学部小児科

　　　　　　寺井　　勝岡嶋　良知，田島　和幸

　　　　　　内柴　三佳，新美　仁男

　我々は，カラードプラ心エコー法を用いて，正常児

および各種小児期心疾患における左冠動脈前下行枝血

流のカラーフローマッピング法について報告してきた

が，その臨床的有用性についてはいまだ検討段階であ

る．今回は本法の臨床の場における有用性について検

討した．

　カラードプラ心エコー装置はアロカSSD870を用い

た．使用した超音波周波数は5MHzおよび3．5MHzで

ある．カラードプラ検査のフレーム数は毎秒20～30と

した．パルス繰り返し周波数は6～8KHzに，ノイズを

除去するためのフィルターは遮断周波数を200～40Hz

に設定した．サンプルボリュームサイズは2mmとし

た．カラーフローマッピングには左傍胸骨からのアプ

ローチが有用で，左冠動脈前下行枝が肺動脈背側より

前方に向かい左心耳と左室間あるいは左室右室間の前

室間溝から心尖へと走行する前下行枝近位部からのカ

ラードプラシグナルの検出が可能であった．
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　症例1：日齢15の肺動脈閉鎖症例における冠動脈血

流パターンを検討した．プロスタグランジンによる管

理下のもとにおこなったカテーテル検査における右室

収縮期圧は120mmHgで体血圧は70mmHgであった．

右室造影では，左冠動脈前下行枝と右冠動脈が逆行性

に造影された．カラードプラとパルスドプラ法による

左冠動脈前下行枝の血流速度パターソでは，収縮期に

右室から大動脈の方向に流れる逆行性の血流が検出さ

れ，拡張早期には順向性の速い血流が確認された．心

電図ではST変化は認めなかった．右室流出路の容積

が少なく，ブレロックタウジッヒ短絡手術を施行した．

予想された如く手術後の冠動脈血流パターンには変化

が無く，収縮期の逆行性の冠動脈血流パターンによる

虚血の改善の有無を二期手術前後にフォローする必要

が感ぜられた．

　症例2：6歳のBWG症候群における手術前後の

冠動脈血流パターンを検討した．手術前の虚血変化は

無い症例である．手術前の左冠動脈前下行枝の血流が

カラードップラ法にて検出された．冠動脈拡張期血流

の方向は，肺動脈に向かう逆行性のものでその流速は

毎秒1mであった．収縮期は検出されなかった．手術後

は冠動脈血流パターンは検出されなかったが，この冠

動脈血流パターンは左冠動脈肺動脈起始の血行動態を

説明しうる所見で，本症の補助診断として使える可能

性が考えられた．

結語：冠動脈血流動態が手術前後で変化しうる症例で

は，病態の理解に冠動脈血流パターンの解析は有用で

あり，今後症例を増やして検討したい．

　7．パルスドプラ法により冠予備能評価を試みた

Jatene手術後の1症例

　　　　千葉県こども病院循環器科

　　　　　　青墳　裕之，立野　　滋，丹羽公一郎

　　　　同　心臓血管外科

　　　　　　松尾　浩三，中谷　速男，藤原　　直

　緒言：大血管転換症（TGA）に対するJatene手術後

の冠循環動態の評価法としては，従来心筋シンチグラ

フィーなどの定性的な検討がなされてきたが，今回は

パルスドプラ法により冠予備能を定量的に評価するこ

とを試みた．

　目的：TGAに対するJatene手術後症例の冠予備

能をパルスドプラ法により検討する．

　症例および方法：TGA　I型の診断にて，　BAS後，プ

ロスタグランディソを動脈管開存の目的にて使用．日

齢13日にて，Jatene手術を施行，術後4目めに抜管，

日本小児循環器学会雑誌　第8巻　第2号

術後20日にて超音波検査を施行した．心電図では，不

完全右脚ブロックおよびII，　III，　aVf，　V5，　V6誘導で

のT波の平低化を認めた．移植された左冠動脈主幹部

（LMT）の起始部，および左回旋枝（LCX）が大動脈

の左方を後方へ走行する部位にてパルスドプラ法によ

り冠動脈血流の検出を行った．次にディピリダモール

（DIP）0．7mg／kgを静注，その後アミノフィリン

（AMIN）により中和した．拡張期の血流パターンか

ら，次の項目を計算し，負荷後値と前値の比率を検討

した．1）最大流速（MAXVd：cm／sec），2）平均流速

（MEANVd：cm／sec），3）断面積を1mm2としたとき

の拡張期のみの血流量（Qd：ml／min／mm2）．なお対照

として，左冠動脈に異常のない1歳と6歳の川崎病の

患者において，食道エコー法により前下行枝（LAD）

血流を検出し，同様の負荷時の変化を比較した．

　結果（図1，図2，表1参照）：パルスドプラ法によ

り，両部位での冠動脈血流パターンを拡張期の全般に

わたり記録することが可能であった．DIP負荷により

LMTでの血流量は2．19倍に増加したが，　LCXでは，
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の間に冠予備能の差のあることを示唆すると考えら

れ，心筋シソチの結果と一致した．正常者とJATENE

術後の患児の間に冠予備能の差があるのか否かについ

ては今後の検討が必要である．

　結語：拡張期血流のみの計測であり半定量的ではあ

るが，Jatene術後の冠循環を評価する新しい有用な方

法であると考えた．

　8．大血管転位症に対するrapid　two・stage　arte－

rial　switch　operationの経験

　　　　静岡県立こども病院心臓血管外科

　　　　　　坂本喜三郎，横田　通夫，水原　寿夫

　　　　　　猪飼　秋夫，角　三和子，丹羽　弘之

　　　　同　循環器科　　中野　博行，斉藤　彰博

　　　　　　　　　　　　野島　恵子，池田洋一郎

　症例は日齢60，体重2．7kgの大血管転位症1型（以下

TGA　I）の女児．双胎第2子としてマニラで出生し，

日齢14dに心エコーにてTGA　Iと診断されBAS施

行．その後も多呼吸が続くため，日齢29にPDA結紮術

を施行されている，日齢58に日本に戻り，当院受診（日

齢60）し高度のチアノーゼ（PaO2＝27．4mmHg）で直

ちに入院となった．入院時心エコーと心カテ（日齢70）

にて一期的動脈側スイッチ手術（以下ASO）は無理と

判断し，rapid　two・stage　ASO1）を施行した（表1）．

　stage－1　for　LV　training：低酸素症のため肺を圧迫

できず，補助循環下にφ4－EPTFE　graftでrt、

表　1

表1　計測値（負荷後値／前値）

Patient TGA　post
JATENE KD　6Y KD　IY

Site LMT LCX LAD LAD

MAXVd 2．53 1．46 4．81 3．94

MEANVd 2．39 1．15 3．82 3．9

Qd 2．19 1．05 3．73 4．25

HR 1．08 1．09 1．12 1．05

1．05倍に増加したにとどまった．なお，対照例では，

LADにおける計測にて，流量はそれぞれ3．73倍，4．25

倍に増加した．タリウムシンチグラフィーでは，心尖

部～下壁において還流欠損および再分布像を認めた．

　考案：今回は拡張期血流のみの計測であるが，ペル

サンチン負荷による冠動脈血流の増加率はLMTと

LCXの間に差がみられた．これはLADとLCX領域

【入院時データ】

　血液ガス：PaO2＝27．4mmHg，　SaO2＝50．3％

　　　　　（FiO2＝0．21），　acidosis（一）

　心エコー：1）LVDd＝93％，　LVEF＝90％，

　　　　　　　LVPWT（s／d）ニ3、8／2．5mm

　　　　　2）IVSは収縮期にLVに凸，

　　　　　　　拡張期にflat

　　　　　3）PFO＝3mm，両方向短絡．　IAS肥厚

　CXP　　’CTR＝0，6，軽度の肺うっ血像（＋）．

　EKG　　：NSR　150／min，　axisニ＋150°，

　　　　　RVH（＋）
【術前心カテ（日齢70）】

　《診断：TGA　I，冠動脈走行：Shaher1》

　1）LV＝43／7　mmHg　　LVp／RVp＝O．52

　　RV＝83／7　mmHg

　　LA＝mean　5　mmHg

　　CVP＝mean　4　mmHg
　2）PaO2＝29．2mmHg，　SaO2＝52．2％（FiO2＝0．21）

　3）LVEDV＝102．9％of　normal，　LVEF＝70．7％

　　RVEDV＝156．1％of　normal，　RVEF＝69．3％
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＋LVDd（％of　N）
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図　1

modified　Blalock・Taussig　shunt（以下BTS）を作成

してから，肺動脈banding（以下PAB）を追加した．

最終的にLVp／ABP＝0．97（71／73），　PaO2＝30mmHg

前後，SaO2＝60～70％（1．0）に設定した．癒着を最小

限に抑えるため，十分な止血を行った後ヘパリン加生

食で洗浄し開胸した．心エコーで経過を追うとstage－

1直後に著明な収縮力の低下と中等度の拡大を認めた

LVは，術後5日目頃からのLVPWTの増加にとも

なって改善傾向に向かいLVp／RVp＞1となり，さら

に術後7日目になると，従来の2－stage　ASOの適応基

準を完全に達成した（図1）．また，術直後に認められ

た形態学的肺動脈弁の逆流（ASO後を考慮して，以下

AR）と僧帽弁逆流（以下MR）は，　LV機能の改善と

ともに消失，減少した．上記の結果，stage－1術後9日

目（1991．7．31．）にASOを施行した．

　stage－2（ASO）術中所見と術後経過：PDA結紮部以

外はPAB，　BTS周囲も容易に剥離できた．また，　PAB

テープを取り除くとPAは良好に復元し変形，狭窄を

認めなかった．ASOは当院で通常行っているとおり，

高位Ao切断にAt前面縦切開で開始し，冠動脈のボ

タン繰り抜きと移植，Lecompt法を用いた大血管の再

建，新PA前面への自己心膜パッチによる拡大を施行

したが，stage－1の影響で困難を感じることはなかっ

た．ASO術後経過は順調で，術後3日目に抜管，4日

日本小児循環器学会雑誌　第8巻　第2号

目に強心剤を中止，5日目に酸素投与中止し，7日目

にICUを退室した．その後の体重増加も良好で，術後

1ヵ月時の心エコーで，左室はLVEDV＝94％of　nor－

mal，　LVEF＝65％と正常化しており，　AR（一），有為

なPS（一）であった．

　まとめ：新生児期を過ぎ，LV機能が低下してから

手術介入をしなければならないTGA　I群に対する手

術として，従来の2’stage　ASOの問題点の多くが改善

される可能性を持つrapid，2・stage　ASOは，　LV　train－

ingの設定やASOの適応基準に論議の余地を残して

いるが，この群に対する第一選択になりうる術式と考

える．

　9．Jatene術後の心パフォーマンス

　　　　国立呉病院小児科　　　　　　津田　悦子

　　　　国立循環器病センター小児科

　　　　　　小野　安生，越後　茂之，神谷　哲郎

　　　　同　心臓血管外科　　　　　　八木原俊克

　目的：TGA，　TGA　VSDに対するJatene手術

（Lecompte法）後の心パフォーマンスについて造影像

を中心に検討した．

　方法：対象は国立循環器病セソターでJatene手術

を施行され，術後6ヵ月から2年以内に心カテを施行

されたTGA　15例，　TGA　VSD　20例の計35例である．

TGA　5例，　TGA　VSD　4例の計9例ではJatene術前

にPA　bariding＋BTshuntを施行した．　Jatene手術は

平均7ヵ月，術後の心カテは14±2ヵ月後であった．

（新生児期の手術例6例を含む）．左右心室拡張末期容

積は正側2方向シネアンジオから算出し，正常値に対

する％値として表した．左右肺動脈径を正面像におい

て，大動脈径を正側面像において測定し，正常値に対

する％値として表した．

　結果：RVEDV　110±24％，　LVEDV　131±41％，

RVEF　53±9％，　LVEF　63±7％であった．

　術後に生じた肺動脈弁上狭窄（SVPS）についてみ

た．右室主肺動脈圧較差50mmHg以上は8例（23％）

であった．右室主肺動脈圧較差とRVEFとの間には，

有意な負の相関がみられた（Fig．1）．4例において

SVPS修復術を施行し，　RVEFは増加した．1989年以

降，新肺動脈再建にlarge　patchを用いる方法では

SVPSはみられていない．また，右肺動脈径は98±

19％，左は98±23％であった．

　大動脈閉鎖不全（AR）の頻度について，術後心カテ

時に大動脈造影とColor　Dopplerによりみると，　none

14（列（40％），　trivial　15イ列（43％），　slight　5（列（14％），
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trivial

Area　of　aorta

slight

moderate　1例（3％）であった．肺動脈絞拒術を施行

した9例ではtrivial　5例，　slight　3例であった．ARの

各群についてLVEDV，　LVEFをみた（Fig．2）．　slight

群のLVEDVは，　none群に比べ有意に拡大していた．

正側面像から求めた大動脈の断面積を各群についてみ

た（Fig．3）．

　結語：Jatene術後の心パフォーマンスは，ほぼ正常

範囲を示した．術後に生じたSVPS，　ARは心パフォー

マソスに影響を与える因子であった．

　10．大血管転位における解剖学的根治手術後の心エ

コーによる血行動態の評価

　　　　静岡県立こども病院循環器科

337－（105）

　　　　　　　　　　　　斎藤　彰博，中野　博行

　　　　　　　　　　　　野島　恵子，池田洋一郎

　大血管転位に対する解剖学的根治手術が本院で施行

されるようになってから8年が経過したが，術後血行

動態や合併症を心エコー法を中心に検討した．

　対象は1984年5月より91年8月の間に解剖学的根治

手術を行い術後心エコーを施行できた19例で，1型が

11例，2型が8例であった．手術時年齢は生後10日か

ら5歳8ヵ月（中央値一48日）で，手術時体重は2．1か

ら15kg（平均4．3kg）であった．この内二期的手術を

行ったのが6例（1例は急速二期的），新生児期に一期

的手術を行ったのが6例，VSDなどの合併のため待機

して新生児期以降に行ったのが7例であった．単一冠

動脈の合併を3例に認めた．肺動脈の再建は前面又は

側面にゼノメディカパッチをあてたのが8例，前面に

自己心膜パッチをあてたのが3例で，残りの8例は直

接吻合した．冠動脈のくり抜きはスリットが7例で，

パンチアウトが12例であった．術後経過は1ヵ月から

7年4ヵ月（中央値4年1ヵ月）で，術後カテを11例

に，薬物負荷心筋シンチを10例に施行した．

　肺動脈狭窄には術後の主肺動脈にあたる吻合部に狭

窄を認める症例と，左右肺動脈の分岐部に狭窄を認め

る症例があり，ドプラー法での圧較差がそれぞれ60

mmHgと30mmHg以上を診断基準とすると，吻合部

狭窄を4例に，分岐部狭窄を5例に（1例は両部位狭

PS（＋）

PS（・）

　　　　■anastomOSIs　Ob「anch　口bOth

巨汀ト三緬L三1駒‘巨炉

o
．

，84　　　，85　　　　，86　　　　，87　　　T88　　　189

　　図1　Aortic　Regurgitation
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窄）認めた．吻合部狭窄は初期手術例で手術時体重の

小さい症例に，分岐部狭窄は新生児期手術症例で，手

術時の大動脈径や肺動脈径が細い症例に多い傾向を示

した．狭窄の程度は術後18ヵ月は進行し，その後安定

化するが，心拍出量の増加も一因と考えられた．最近

3症例に自己心膜で大きなパッチをあてた症例では狭

窄は認められなかった．

　大動脈弁逆流は10例に認めたが，1例で中等度で

あったが他の9例は軽度であった．逆流は冠動脈くり

抜きをパンチアウトした症例で少ない傾向を示し，手

術時大動脈径が大きい症例に多い傾向を示した．逆流

の程度は術後経過で軽度化する傾向にあった．

　僧帽弁逆流は3例に認めたが，誘因として一定の傾

向は認めなかった．

　左室短軸径は大動脈弁逆流や肺動脈狭窄など合併症

を有する症例で大きい傾向にあり，短軸径の短縮率は

肺動脈狭窄の合併症例で増加する傾向にあった．

　薬物負荷心筋シンチを10例に施行したが，有意の虚

血様所見は認められなかった．右室への集積は7例に

認められ，肺動脈狭窄合併症例に多い傾向を示した．

術後の冠動脈造影でも有意の狭窄は認められなかっ

た，

　結語：新生児期一期的手術の導入後に肺動脈の分岐

部狭窄を認めるようになったが，手術時の大動脈，肺

動脈径が細いのが原因で大きな自己心膜パッチを使用

することで解決できそうである．大動脈弁逆流はパン

チアウトを行うことで頻度は少なくなった．

　11．Jatene手術後中期における心機能と血行動態

　　　　兵庫県立尼崎病院心臓センター

　　　　　　池田　　義，武知　哲久，村上　洋介

　　　　　　愼野征一郎，小田　勝志，大谷　成裕

　　　　　　山中　一朗，岡本　文雄，安藤　史隆

　　　　　　横田　祥夫

日本小児循環器学会雑誌　第8巻　第2号

　目的：近年Jatene手術（以下J手術）の成績は著明

に向上したが，その遠隔期成績には不明の点が多い．

今回J手術後中期遠隔期症例に対して心エコーおよび

運動負荷試験による検討を行った．

　対象：1984～87年の間にJ手術を施行し生存を得た

11例のうち7例を対象とした（表1），年齢，病型等は

表1の通りである．大動脈縮窄の2例は新生児期に鎖

骨下動脈フラップ法による解除を行っている，J手術

前にPABを4例に対して行った．　J手術はLecompte

法を用い，冠動脈の移植はYacoubの方法によった．

右室流出路狭窄のため再手術を3例に対して行ってい

る．

　方法：安静時心エコー施行後，Treadmillを用いて

Bruce　protocolによる運動負荷を行った．運動は自覚

的最大運動を行うよう激励し，ベルトについて行けな

くなった時点で中止した．

　結果：結果を表2に示す．心エコー上LVDd，　LVDs

は正常よりやや高値を示したが著明な左室拡大は認め

られなかった．％SFもほぼ正常範囲内であった．右室

流出路での圧較差は平均39mmHgであった．　ARは1

例でmildに認め，　ASを認めた症例はなかった．　mild

MRを3例に認めた．

　運動耐久時間は7’26”～11’04”で，Cummingらの発

表した正常値と比較すると，7例中6例は50per－

centile未満であった．各Stageにおける心拍数も

Cummingらの正常値と比較すると全体的に下回って

いた．各Stageの心拍数は安静時のLVDdと負の相関

を有していたが（図1）他の因子との関係は明らかで

はなかった．

　不整脈に関しては，1例で運動終了後に単発の

unifocal　VPCを認めたのみであった．　ST・Tの虚血

性変化は認められなかった．

　考案：J手術後の左心機能は良好であり，当初懸念

表1　症例

＃ 性別
手術時年齢
　　（yr）

検査時年齢
　　（yr）

身長
（cm）

体重
（kg） VSD CoA coronary

arteries PAB Lecompte’s
　method

　RVOTO
reoperation

1 M 1．05 7．79 122．3 23．3 一 一 D 十 十
一

2 M 0．44 7．86 119．0 23．0 十
一 A 一

十 十

3 M 0．56 6．95 119．⑪ 21．0 一 一 A 一
十

　

4 M 1．89 7．63 118．0 20．0 十 十 A 十 十 十

5 M 0．94 4．85 102．0 17．5 十 十 D 十 十 一

6 F 0．57 5．78 116．0 19．0 十
一 B 一 十 一

7 M 1．84 8．35 130．5 29．5 十 一 A 十 十 十

mean 1．04 7．03 118．1 21．9
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表2　心エコーおよび運動負荷試験の結果

LVDd LVDs
心 拍 数

＃ （％of
norma1）

（％of
normal）

％SF RVOTO
（mmHg） AR MR 耐久時間

Rest Stage　l Stage　2 Stage　3 Max
Rec
2min

Rec
5min

1 120．2 127．1 33．0 16
一

mild 1σ00” 89 100 118 150 170 117 97

2 119．0 121．9 34．8 64 mild 一
9’35” 72 99 115 140 148 90 70

3 95．3 110．2 26．6 21 trivia1
一 1rO4” 108 127 147 163 187 116 113

4 122．1 118．8 38．0 49
一

mild 9’36” 68 93 105 159 167 73 67

5 113．2 126．1 292 36
一 一

7’26” 105 129 140 163 108 106

6 105．0 116．8 29．1 36
一

mild 10’20” 108 127 142 163 187 125 123

7 1099 124．5 28．0 52
一 1σ37” 90 111 144 159 170 106 100

mean 112．1 120．8 31．2 39．1 9’48” 9L4 112．3 130．1 155．7 170．3 105．0 96．6

200

180

160

　　140
　HR
（beat／mIn）

　　120
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図1　心拍数とLVDdの関係．各Stageにおいて心拍

　数とLVDdの間には負の相関が認められた．

されたARも問題となる症例はなかった．右室流出路

狭窄については再手術施行例でも術後3～4年の間に

再狭窄が認められ，初回手術時に右室流出路狭窄を予

防する術式の工夫が重要である．

　運動負荷では6例でStage　4に入ることができ，比

較的良好と思われたが心拍の反応はsubnormalで

あった．運動時不整脈が問題となった症例はなかった．

虚血性変化も認められず，冠動脈の移植が遠隔期にも

問題ないことを裏付けた．

　結語：Jatene手術後中期の心機能を心エコーと運

動負荷試験より検討し，以下の結論を得た．（1）左心

機能はほぼ正常であった．（2）右室流出路狭窄が遠隔

期の大きな問題点であった．（3）運動能力は比較的良

好であり，運動時の不整脈虚血性変化も認められな

かった，

　12．Jatene手術後中期における心機能と血行動

態：術前の心機能は術後の心機能に影響を与えるか？

　　　　国立循環器病センター小児科

　　　　　　越後　茂之，布施　茂登，小笹　　浩

　　　　　　黒江　兼司，山田　　修，神谷　哲郎

　　　　同　心臓血管外科　　　　　　八木原俊克

　はじめに：Jatene術後の血行動態は，術前と大きく

異なる．なかでも左室は，術前に比して後負荷が著明

に増加する場合が多く，術直後のafterload　mismatch

により死亡する症例もみられる．したがって，Jatene

術の適否は術前の心機能を厳密に評価して慎重に決定

することが肝要であり，現在まで種々の指標による適

応基準が使用されその成績も報告されてきた．今回，

これらの術前の指標や心機能が術後の比較的早期の臨

床症状や中期のポンプ機能に影響するか否かを検討し

た．

　方法：対象は，Jatene術を行い術後の心臓カテーテ

ル検査も施行した大血管転位の小児19例である（一部

の指標は29例を対象とした）．Jatene術の旋行年齢は

平均7ヵ月（6日～4歳）で，術後心臓カテーテル検

査までの期間は平均14ヵ月（6～27ヵ月）であった．

検討の対象とした術前の指標は，左室圧・容積曲線か

ら算出した左室拡張末期容積比（EDV2／EDV1，日小

循誌2：359参照），左室・右室収縮期圧比（LVP／

RVP），左室駆出率（LVEF），左室拡張末期容積

（LVEDV），左室心筋重量係数（LVMI）であり，Jatene

術による死亡，生存，術後のカテコラミン使用日数，

術後の心臓カテーテル検査時のLVEFと比較した．

　結果：術前のEDV2／EDV1は，　Jatene術による死亡

の5例ではL37以上の値を示した．一方，生存の24例

では1例を除き1．36以下の値であり，最高値の1．63で

あった症例も術直後は閉胸できず術後管理に極めて難

渋した．死亡例と生存例とでは，この指標値の重なり

がほとんどなかった（Fig．1，左）．　LVP／RVPは，死

亡例では0．29から0．66，生存例では0．41から1．09を示
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図　1

し，死亡例と生存例とで値の重なりが多かった（Fig．

L右）．術直後のカテコラミン使用日数と術前の各心

機能指標との関係では，EDV2／EDVIとはr＝
0．64（p＝0．003），LVP／RVPとはr＝0．63（p＝0．004）

とそれぞれ弱い相関がみられたが，LVEF，　LVEDV，

LVMIとは有意な相関はなかった．術後の心臓カテー

テル検査時のLVEF（56～82％）と術前の各心機能指

標との関係では，術前のLVMIとはr＝0．65（p－

0．003）の弱い相関がみられたが，EDV2／EDVI，　LVP／

RVP，　LVEF，　LVEDVとは有意な相関はなかった
（Fig．2）．

　結語：術前の心臓カテーテル検査時の指標EDV2／

EDV1はJatene術の適否の指標として非常に有用で

あり，術直後の管理の難易もある程度予想し得る指標

である．しかし，術後中期のポンプ機能とは相関がな

く，中期以降のポンプ機能を予想する指標ではないと
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　　　図　2

考える．また，術後のLVEFがLVMIを除く各指標と

相関を認めなかったことと，全例56％以上の値を示し

たことは，Jatene術直後のafterload　mismatchを乗

り越え，冠動脈に異常を認亘ない症例は，術前の指標

の値に関わりなく中期的には良好なポンプ機能を示す

と考える．術前のLVMIと術後のLVEFとの間では

相関がみられたが，術前のシネアンジオによる左室壁

厚が拡大した右室のため正確に計測できない可能性も

あり，今後の検討が必要であると考える．
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