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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　大血管転換症に対するJatene手術後の冠動脈血流速度を定量的に計測した報告は未だない．そこで超

音波検査法により，パルスドプラ法を用いてJatene手術後患児6例（手術時日齢11～456日）において

冠動脈血流の検出およびその流速計測を試みた．

　大血管短軸像を基本とし，左冠動脈主幹部，右冠動脈および左回旋枝近位部においてサンプリングを

行った．特に左冠動脈主幹部は，最も入射角を小さくとることが可能であった．正常冠動脈パターン

（Shaher　I型）の5症例における冠動脈血流検出頻度は，左冠動脈主幹部の拡張期血流が最も高かった

（術後早期：5／5，術後中期：4／4）であった．左回旋枝血流の検出率は低かった（早期：2／5，中期：1／

4）．右冠動脈血流は，術後早期は検出率良好であったが（収縮期3／4，拡張期4／4），術後中期には全例検

出不能であった．

　術後早期の検査において，左室容積特性，壁運動に明らかな異常の認められなかった5例の左冠動脈

主幹部における拡張期最大流速は，16～50cm／秒であった．一方左回旋枝領域に冠循環障害の疑われた一

例においてはその最大流速が110cm／秒と著しく大きかった．

　パルスドプラ法によりJatene手術後症例の冠動脈血流を検出することが可能であり，特に左冠動脈主

幹部での拡張期血流の検出率が高かった．その最大流速の異常高値と，冠循環状態の異常との間に関連

が疑われた．

　　　　　　　　　緒　　言

　肺動脈狭窄合併のない大血管転換症に対しては，現

在Jatene手術が主流となっておりその成績もほぼ安

定したものとなっている’｝2）．しかしその冠循環状態に

対しては，術後急性期管理ぼかりでなく3），遠隔期にお

いても突然死例4）や左室壁運動異常のみられる症例の

あること5）も報告されており，常に注意が必要である．

今回我々は冠動脈血流を直接観察する手段のひとつと

して，パルスドプラ法を用いて冠動脈内血流の検出を

試み，Jatene手術後症例において冠動脈血流速度の計

別刷請求先、（〒266）千葉県千葉市緑区辺田町579－1

　　　　　千葉県こども病院循環器科　青墳　裕之

測が可能か否かおよびその有用性について検討を試み

た．

　　　　　　　　　対　　象

　対象は91年4月から93年1月までの間に当院におい

て大血管転換症に対しJatene手術（症例1～5におい

てはLecompteの変法）を施行した小児全例の計6例

で，大血管転換症のタイプは1型3例，II型3例であっ

た．手術施行時年齢は1例が1歳，他は新生児ないし

乳児期早期であり，冠動脈パターン（Shaher分類6））

は1型が5例（うち症例4は前下行枝と左回旋枝が

別々に起始），II型が1例であった（表参照）．

　なお術後早期の記録時においては，全例硝酸イソソ

ルバイドテープを貼布中であった．
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表1　対象

症例番号
大血管転換症
のタイプ

冠動脈パターン
（Shaher分類）

Jatene
手術時
日齢

術後早期検査
施行時術後日数

LVEDV％N
　　（％）

左室駆出率
　（％）

左冠動脈キ幹部
拡帳期最大流速
　（cm／秒）

1 1 1 13 20 96 61 50

2 1 1 12 38 107 51 50

3 1 1 10 17 112 50 21

4 I
I

1 11 25 243 21 110

5 I
I

IV 50 21 72 55 16

6 I
I

1 456 21 159 48 35

　　　　　　　　　　方　　法

　1）検査施行時期

　超音波検査は各患者に対し1～3回，計13回施行し

た．手術当日または翌日（以下，術直後）に2例，術

後17～38日（以下，術後早期）には全例，術後134～337

日（以下，術後中期）に5例に対し施行した，なお検

査は通常の超音波検査の一部として行った．

　2）冠動脈血流の検出方法

　超音波断層装置はアロカSSD－870，発信周波数5

MHz，パルス繰り返し数は血流速度に応じ4～12

KHz，ノイズフィルターは200または400Hz，サンプル

サイズは1mmとした．断層エコー法により新大動脈起

部の短軸像を描出し，トラソスデューサーをわずかに

移動また回転しながら平行線状に観察される左右冠動

脈を検索した．左冠動脈主幹部（以下LMT），左回旋

枝（以下LCX），右冠動脈（以下RCA）において別個

に血流検出を試みた．サンプルポイントの設定部位は，

可及的にトランスデューサと血管のなす角度を小さく

しうる部分を検索した結果，Shaher　I型の症例におい

てはLMTは大動脈起始直後，　LCXは新大動脈の左方

を後方へ走る部分，RCAは新大動脈走始後前方へやや

湾曲する部分が適しており，これらの部分において血

流検出を行った（図1および図2）．なおShaher　IV型

の症例のRCAに関しては，新肺動脈の右側において

超音波の入射角を小さくとることが可能であり，同部

にて検出を試みた．またLCXは，その起始部直後の位

置において血流検出を試みた，

　3）検出結果の分析

　記録はVTRまたはストリップチャートレコーダー

に記録し，計測は3心拍の平均値によった．
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　　　　図1　大血管および冠動脈の位置関係およびサンプル部位の模式図

左：Shaher　I型，右：Shaher　IV型の場合．矢印はサンプルポイントを示す．

NEO　PA：新肺動脈，　NEO　AO：新大脈，　LMT：左冠動脈主幹部，　LAD：前下行枝，

LCX：左回旋枝，　RCA：右冠動脈
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図2　サンプリングの実際：アステリスクは新大動

　脈矢印はサンプルポイントを示す．右は上段から

　心音図，ドプラ波形，心電図．流速のスケールは25

　cm／秒である．
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C：右冠動脈

　冠動脈の心拍に伴う動きのため，血流信号が拡張期

のみ記録される症例もあるため，検出率は収縮期別々

に検討した．拡張期血流については，拡張期全般にわ

たり続く血流信号が記録され，壁運動，大動脈または

肺動脈血流によると思われる信号の混入のないとき検

出可能例とした．一方収縮期においては，血流信号が

検出されかつ，拡張期同様他の信号の混入のないもの

を検出可とした．

　Shaher分類1型5例の術後早期のVTRを検討し

超音波と血管のなす角度を計測した．なお血管腔を描

出しえない症例は除外した．

　LMT血流の拡張期最大血流速を計測し（角度補正

を適用した），その経時的変化を観察した．

　4）心機能との関連についての検討

　術後早期の検査においては，断層エコー法を用い

araarea－lenght法により左室拡張期容積を求め，体表

面積による正常拡張末期容積に対する比率
（LVEDV％N）および駆出率を計算した7）．また左室短

軸像を心尖部より心基部までスキャンしながら左室壁

運動異常の有無につき視覚的に観察した．これらの結

果とLMTの拡張期最大流速との関連について検討し
た．

　　　　　　　　　　結　　果

　1）逮動脈血流の検出頻度（図3）および血流パター

ン

　A）冠動脈パターンがShaher　I型の症例

　LMT拡張期血流は，術直後（2／2），術後早期（5／5），

術後中期（4／4）とも全例にて検出が可能であった．一

方収縮期血流は術直後の2例は検出可能であったが，

術後早期は全例不可，術後中期は2／4例のみ検出可能で
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図3　検出頻度．術後17～38日（左図）と術後134～337

　日（右図）において比較した．上段は，Shaher　IV型

　の症例，F段はShaher　I型の5例における頻度を示

　す．

あった．

　LCXは細いためか血管腔が描出された症例は術後

日本小児循環器学会雑誌　第9巻　第6号

早期において2例のみであった．血流検出頻度は術後

早期で2／5例，術後中期では1／4例（この一例は術後早

期も検出成功例）のみであったが，いずれも収縮期拡

張期ともに記録された．またRCAは術後早期は検出

頻度が高かったが（収縮期3／4，拡張期4／4），術後中期

ではいずれの症例も血管腔を明瞭に描出することがで

きず，全例検出不可であった．

　冠動脈血流波形は拡張期収縮期ともに記録された症

例では，拡張期優位の二峰性であり，拡張期血流は拡

張早期にピークとなり，以後漸減する従来より知られ

たパターソであった．また収縮期血流は先鋭なピーク

を持った血流パターンが特徴であった（図4）．

　B）Shaher　IV型の症例（症例5）

　LMTの位置はShaher　I型の場合と同様であり，そ

の拡張期血流は検出が可能であった．RCAは新肺動脈

の右側にて術後早期（拡張期のみ），術後中期（拡張期

収縮期とも）とも血流検出が可能であった．LCX血流

は検出できなかった．

　2）超音波と血流のなす角度についての検討（図5）
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　　　　　図4　冠動脈血流パターン

A　左冠動脈主幹部（症例1），拡張期血流は明瞭に記

録されている．収縮期は大動脈血流が混入している，

B　左回旋枝（症例2）およびC　右冠動脈（症例3）

いずれも収縮期拡張期ともに血流が記録され，それぞ

れの時相にピークのある二峰性となっている．流量と

しては拡張期優位と考えられる．

（C）
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図6　左冠動脈主幹部における拡張期最大流速の推

　移．矢印は冠動脈パターンがShaher　IV型の症例．

　術後早期における記録のVTRを再生し，血管の走

行が観察された症例について超音波と血管のなす角度

について検討を行った，LMTでは5／6例が30度以内，

LCXでは2例とも0度と入射角度が小さく，流速の計

測において誤差は少ないと考えられた．しかし，RCA

では3／5例が30度を越えており流速の計測には信頼性

が低いと考えられた．

　3）LMT拡張期最大流速の計測値およびその経時

的変化について（図6）

　術後早期におけるLMT拡張期最大流速は16～110

cm／秒であったが，うち症例4を除く5例は16～50

cm／秒の範囲であり，Jatene手術後LMT拡張期最大

流速の標準的な値と考えられた（症例4を除外した理

由については次に記す）．
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図7　0pen　circleは左回旋枝領域に循環障害のあると思われた症例（症例4）．本文

　参照．
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　各症例における計測値の経時的変化には一定の傾向

はみられず，各患者内における変動は小さなかった．

　4）心室機能との関連（図7）．

　術後早期におけるLVEDV％Nおよび左室駆出率

はclosed　circleで記した5例はいずれも正常範囲に

近く，また壁運動異常も見られなかった．しかしopen

cicleの1例（症例4）のみ著しくLVEDV％Nが大き

くまたEFが小さかった．また左回旋枝領域（後側壁）

に壁運動異常（akinesis～hypokinesis）が見られ，心

電図ではII，　III，　aVFおよびV7に異常Q波を認めた．

更にディピリダモール負荷タリウムシンチグラフィー

においては，後壁から後側壁にかけて，心基部を中心

とした梗塞パターソを認めた．この症例の冠動脈パ

ターンはShaher　I型ではあるが前下行枝と左回旋枝

が別々に起始しており，両冠動脈の移植手術を施行し

たが，上記の超音波検査所見から術後左回旋枝の還流

が著明に低下または途絶していると考えられた（この

症例は血管造影は未施行である）．なおこの症例では左

回施枝血流は検出不能であった．

　5）術後の他の検査結果（上述の症例4以外の症例に

ついて）

　術後早期の超音波検査と同時期に施行した心電図で

は，症例1においてII，　III，　aVFおよびV5，　V6で軽度

STの平低化がみられたが，後日正常化した．他の4症

例では有意なST－Tの変化は見られなかった．

　心筋シソチグラフィーでは，症例1では心尖部ない

し下壁に灌流欠損および再分布を認めたが他の症例は

未施行である．また血管造影は症例1および6のみ施

行していたが，いずれも壁運動異常はなく，また冠動

脈は正常に描出された．

　　　　　　　　　　考　　察

　1）大血管転換症術後症例における冠循環評価の重

要性

　大血管転換症1型およびII型に対する手術方法とし

ては現在Jatene手術が主流であり，その成績も安定し

たものとなっている1）2）．しかし，依然として壁内走行

に代表される冠動脈の走行異常はJatene手術のリス

クファクターであり1），また遠隔期における心筋梗塞

死亡例もみられ4），術後の冠循環には十分な注意が必

要である．

　従来Jatene手術後症例の冠循環については，心筋シ

ンチグラフィー8）～11），または超音波断層法による壁運

動異常の検出5）などの方法により評価が行われてき

た．その結果しばしぼ還流欠損や，壁運動異常などの

日本小児循環器学会雑誌　第9巻　第6号

冠還流の低下または冠予備能低下を示唆する所見の出

現することが報告されてきた．しかしいずれも間接的

かつ定性的な評価法であり，Jatene手術後症例に関し

て冠血流を直接観察した報告はなされていない．

　2）パルスドプラ法による冠動脈血流速度計測

　冠動脈血流速度を直接計測する方法として，経胸壁

法12）一一15）または経食道エコー法16）17）によりパルスドプ

ラ法を用いて冠動脈血流速度を計測する方法が近年試

みられている．

　筆者らは13）大血管関係が正常の小児例においては，

経胸壁エコー法によると左冠動脈主幹部は超音波と血

管のなす角度（以下入射角）が大きくなりやすく（平

均40度）血流検出は容易でないが，新生児乳児例およ

び，術後症例では冠動脈の心拍動に伴う動きが小さい

ため冠動脈血流検出がしばしば可能であることを報告

してきた．

　3）大血管転換症Jatene術後症例の血流検出におけ

る特徴

　一方大血管転換症Jatene術後症例では，経胸壁エ

コー 法により左冠動脈主幹部において血流検出が容易

である．その理由として，

　①大血管および冠動脈起部の位置関係が正常と全

く異なり，左冠動脈主幹部の大動脈起始部においては

入射角を小さく設定しうる場合が多い．

　②手術後のため，心拍動に伴う冠動脈の動きが小さ

くサンプルポイントを血管内に設定しやすい，

の2点が考えられる．さらに今回対象症例は新生児例

が多く，このことも検出率が高かった理由と思われる．

なお今回対象例ではいずれもJatene手術前も冠動脈

血流検出を試みているが，全例左右冠動脈とも血管腔

は描出可能であったものの，心拍動に伴う冠動脈の運

動が大きいためか血流検出可能例はなかった．

　右冠動脈血流は術後早期では高率に検出されたが，

術後中期では検出例はなかった．その原因として，術

後経過と共に拍動を伴う動きが大きくなり，サンプル

ポイソトを血管内に設定しにくくなった，あるいは右

室圧の低下による右冠動脈径の縮小などが考えられ

た．また左回旋枝は良好に検出された症例もあるがそ

の頻度は低く，血管が細いためか血管そのものの描出

不能例が多かった，

　冠動脈血流パターソは従来拡張期優位の二相性，拡

張期血流は拡張早期にピークとなり以後漸減すると言

われているが18），今回検出したパターンはそれらの特

徴を有し，特に左冠動脈主幹部における拡張期の血流
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パターンは，筆者らが正常大血管関係の小児において

経食道エコー法を用いて記録した前下行枝の血流記録

と非常によく似ていると思われた17）．

　4）左冠動脈主幹部血流速度の計測およびその心室

機能との関連

　各サンプルポイントでの血流検出結果を比較する

と，左冠動脈主幹部の拡張期血流は最も検出頻度が高

く，また入射角も比較的小さくすることが可能である

ため，計測値の信頼性が高いと考え今回定量的な検討

は同血流のみに限定した，

　冠動脈の血流速度は心筋酸素消費量や，冠拡張薬な

どの影響を受け常に変化しているものと考えられ，あ

る一点での計測値に意味をもたせることは危険である

が，左回旋枝の冠循環に明らかな異常のあると考えら

れた症例4においてのみ，左冠動脈主幹部における拡

張期最大流速が他の5例と比較し著しく大きかったた

め，両者には関連があると推測した．この症例におい

て血流速度の大きい原因としては，1）吻合部狭窄によ

る狭窄後部での血流の加速，2）虚血状態の左回旋枝領

域への前下行枝から血流を供給するために左冠動脈主

幹部ないし前下行枝における流量が増加している状

態，3）心筋の部分的収縮能の低下（akinesis）を補う

ために正常部分が代償的に過剰に収縮しそのために心

筋酸素需要が増大し冠血流量が増している，ことなど

が考えられる．一般に冠動脈血流速度増大の原因とし

ては，他に僧帽弁逆流，大動脈弁逆流，心室間シャン

トなど特に心筋酸素消費量を増大させる病態の合併も

考えられるが，冠循環異常の結果である可能性も考慮

して管理すべきであると思われる．

　なお冠動脈狭窄がサソプルポイントより遠位部に存

在する場合冠動脈血流速度が著しく低下することも考

えられ，また狭窄部分前後のサンプルが可能な場合は

同部での流速の急激な増加を観察しうる可能性もあ

る’9）．後者の場合理論的には連続の式により断面積の

狭窄の割合も計算可能であるが，いずれもJatene症例

では経験および報告がなく，推測にとどまる．

　経時的変化に関しては，比較的変動が少ないことが

特徴であった．

　5）冠予備能推測への可能性

　冠動脈狭窄程度の評価法として，冠予備能計測の有

用性が知られているが，パルスドプラ法により冠拡張

薬負荷時の血流速度の増加率を計測し評価する方法が

試みられている16）2°），一例ではあるが，筆者らは

Jatene手術後症例においてもディピリダモール投与
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による冠動脈血流速度の増加を観察しえた症例を経験

しており21），追試が必要であると考えている．

　　　　　　　　　　終わりに

　Jatene手術後症例においては，その特殊な解剖学的

要因，および術後であるということが好条件となり，

冠動脈血流特に左冠動脈主幹部血流を経胸壁エコー法

により観察することが高率に可能である．

　非侵襲的かつ定量的に冠動脈血流速度を計測しうる

新たな方法であり，その意義は高いと考えられる．現

時点では症例が少ないため，臨床的な意義との関連に

ついては1例からの推測にとどまったが，今後症例を

重ねさらに検討を加える必要があると思われた．
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Coronary　Arterial　Flow　Detection　by　Pulsed　Doppler　Echocardiography　in

　　　　　　　　　　　　　Patients　with　Transoposition　of　the　Great

　　　　　　　　　　　　　　　　Arteries　after　the　Jatene　Procedure

Hiroyuki　Aotsuka1｝，　Shigeru　Tatenol），　Mika　Uchishiba1｝，　Koichiro　Niwa1｝，

　　　　　　Masato　Shinozaki2），　Kozo　Matsuo2｝and　Tadashi　Fujiwara2）

Department　of　Cardiology1｝and　Cardiovascular　Surgery，　Chiba　Children’s　Hospital

　　　We　attempted　to　detect　coronary　arterial　flow　by　pulsed　Doppler　echocardiography　in　6　patients

with　transposition　of　the　great　arteries　after　theJatene　procedure（age　at　surgery　from　l　l　to　456　days）．

　　　Examinations　were　performed　with　a　commercially　available　system（Aloka　SSD・870）operating

with　a　5　MHz　transducer　and　4－12　KHz　pulse　repetition　frequencies．　Imaging　was　obtained　from　a

parasternal　short　axis　view　of　the　great　arteries．　The　sampling　point　was　adjusted　on　the　left　main

tract（LMT），　the　proximal　portion　of　the　left　circumflex　artery（LCX）and　the　right　coronary　artery

（RCA）．

　　　In　5　cases　with　normal　coronary　arterial　pattern（type　I　by　Shaher’s　classification），　diastolic

coronary　flow　in　the　LMT　was　recorded　both　in　the　early　postoperative　period（5／5）and　the　late　period

（4／4）．The　incidence　of　flow　detection　in　the　LCX　was　low（2／5　and　1／44　respectively）．　In　the　RCA，　flow

was　detected　in　both　systolic（3／4）and　diastolic（4／4）phase　during　the　early　period，　but　was　not

detected　in　any　case　during　the　late　period．

　　　In　5　cases　with　normal　left　ventricular　performance　and　normal　left　ventricular　wall　motion，

maximum　diastolic　velocity　in　the　LMT　ranged　between　16－50　cm／s，　but　it　was　very　rapid（110cm／s）

in　a　case　with　abnormal　LCX　perfusion．

　　　Measurement　of　the　diastolic　coronary　arterial　flow　velocity　on　pulsed　Doppler　echocardiography

is　feasible　especially　in　the　LMT　in　patients　after　the　Jatene　procedure，　and　its　extraordinarily　high

velocity　might　suggest　abnormal　coronary　perfusion．
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