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第13回小児心機能血行動態談話会

日時平成5年10月23日

会場東京女子医科大学（世話人中沢　誠）

　1）右室流出路形成術後の純型肺動脈狭窄に対す

る，右室機能ならびに体肺動脈シャントの非侵襲的評

価の試み

　　　　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

　　　　　　　　　　　　山田　進一，宝田　正志

　目的：新生時期における，姑息術後の心室機能なら

びに体肺動脈シャントの評価は重要である一方，非常

に因難である．純型肺動脈狭窄の症例に対し，右室流

出路形成術後よりICU　Bed　sideにて非侵襲的なドプ

ラエコー法を用いて経時的に，右室機能ならびに体肺

動脈シャントの血行動態変化を評価しようと試みた．

　症例：純型肺動脈狭窄，男児．Valv．　PS　severe，　RV

hypertrophic　with　trabecular＆outlet　portion　hypo－

plasty，　TV　annulus　10mm，　TR　max．　vel．6．2m／s，

PFO　with　RL　shunt，　VSD（一）．

　日齢oよりチアノーゼ出現し，Lipo　PGE1を投与を

うける．PaO241．OmmHg迄上昇する．以下の経過を

とる．

　日齢4Balloon　Valvoplasty施行するもguide

wire先進せず断念．

　日齢6Brock　procedure

　日齢13RVOT　patch　enlargement，　Asc，　AO－RPA

shunt（Golaski　3．5mm）

　日齢25Shunt　take　down，　Lt．　classical　BT　shunt

（LSCA　2rnm）

　日齢28Asc．　AO・LPA　shunt（Golaski　3．5mm）

　日齢39Shunt　plication

　日齢55Shunt　Take　down

　方法：心エコードプラ法を用いて，右室流出路形成

術後より血流波形を経時的に観察した．術後であるた

めに感染の問題からアプローチは制限され，サンプリ

ングポイントは，肺動脈弁弁輪上，三尖弁弁輪上さら

に卵円孔に限った．数値は連続した5心拍の平均値を

用いた．

　結果：肺動脈弁弁輪上における，右室からの肺動脈

への収縮期の順行性血流はほぼ一定した最大血流速度

ならびに速度時間積分値を示したが，肺動脈から右室

に流入する拡張期の逆行性血流にっいては，最大血流

速度ならびに血流時間積分値はともに体肺動脈シャン

ト流量に依存していた．速度時間積分値を用いた方が

よりシャント流量を反映していると思われ，順行性と

逆行性血流の速度時間積分値の比の推移により（図

1），半定量的ながらシャント流量の評価に役立つと思

われた．

　さらに三尖弁弁輪上の血流波形は，シャント流の影
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　　　　　　　　　　Transtricuspld　Flow　pattern（RV　inflow）
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響をうけながらも右室自体の拡張機能を反映し，拡張

早期流入波と心房収縮期波パターンや速度時間積分値

の推移により，姑息術後の評価に役立った（図2）．右

室圧の判定に有用とされる三尖弁逆流の最大血流速度

や卵円孔での右左短絡血流速度からは，有用な情報を

得られなかった．

　考按：ドプラ心エコー法を用いた血流波形による評

価法は，半定量的であり絶対的な評価は困難であるが，

経時的に追跡することにより，新生児の姑息術後の心

室機能ならびに血行動態の把握に有用であると思われ

た．

　2）カラードプラ法を用いたProximal　isovelocity

surface　area法（PISA法）による小児僧帽弁逆流の

定量的評価について

　　　　千葉県こども病院循環器科

　　　　　　　　　　　青墳　裕之，飛田　公理

　　　　　　　　　　　　内柴　三佳，丹羽公一郎

　　　　同　心臓血管外科

　　　　　　篠崎　雅入，松尾　浩三，藤原　　直

　目的：房室弁逆流の新たな評価法であるPISA法を

小児僧帽弁逆流への適用し，その工夫およびその定量

性について検討すること．

　対象：心室間シャントおよび大動脈狭窄を認めない

僧帽弁逆流の小児16例．うち心内膜床欠損症8例を含

む．

　方法：A）PISA法による一回逆流量の計測：カ

ラードプラ法を用い僧帽弁逆流により左室内に形成さ

れるPISAを描出，その半径中央部におけるカラーM
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モードを記録し，一回逆流量（RVPISA：ml）を

　RVPISA＝2×π×r2×V×Tの式により計算．

　　V：aliasing　velocity（32cm／sec），T：PISAの形

　　　成される持続時間（sec）

r2については，1）2乗値の平均（方法1），2）平均値

の2乗（方法2），3）半径の最大値（方法3），の3通

りの値を使用し比較した．

　B）断層エコー法による左室容積計測およびパルス

ドプラ法による大動脈への一回拍出量（FSV）から一

回逆流量（RSV：ml）を求め，さらに逆流分画（RF：％）

を求めた．

　C）RVPISAとRSVの直線回帰，　RFとRV／BSA
の曲線回帰を行い，相関について検討した．

　結果：1）方法1と方法2は結果に大差なく，方法3

は過大評価の傾向が見られた．
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　2）方法2によるとRSV（X）とRVPISA（Y）はY＝

0．79X十92，　r＝O．75，　SEE＝5．9，　p＜0．001であった

（図1）．RF（X）とRV／BSA（Y）はY＝30．2×X／

（1－X）＋14．6の式により曲線回帰され，r＝0．86，　p〈

O．OOIであった（図2）．

　結語：小児においてはPISA半径が小さいためカ

ラーMモード法の併用が有用であり，またalliasing

velocityの設定は32cm／s程度が適当であった．　PISA

法により，小児僧帽弁逆流症例において一回逆流量お

よび逆流分画を定量的に評価することが可能であると

思われた．

　3）右室性単心室における心筋脂肪酸代謝異常一心

筋潅流および局所壁運動との関連一

　　　　東京女子医科大学口本心臓研究所循環器小児

　　　　科

　　　　　　近藤　千里，中沢　　誠，門間　和夫

　チアノーゼ性心疾患患者では経過中に心収縮不全を

伴うことがしばしば経験される．この病態は慢性の低

酸素血症や圧，容量負荷などに伴う心筋病変が関与し

ていると推測されるが，その自然歴，原因，可逆的あ

るいは不可逆的な機能障害であるかの区別は明らかで

ない．しかも心筋病変を視覚化するためにタリウム心

筋血流シンチグラフィを行っても，収縮障害の部位と

潅流欠損は一致しないことが多い．この不一致の原因

として，血流イメージングでは心筋の繊維化が高度に

進行しないかぎり異常として現われて来ない可能性が

考えられ，より早期に出現するであろう代謝面からの

検討が必要である．近年，ポジトロンを中心として代

謝マーカーによる心筋代謝の画像化が急速に発展し，

さらにシングルフォトン製剤である1231－BMIPP

（bata－methyl－iodophenyl－pentadecanoic　acid）が使

用可能となった．BMIPPは心筋ミトコンドリア内で

のbeta酸化そのものには組み込まれないが，細胞質の

脂肪酸プールに貯蔵される．低酸素などにより心筋の

脂肪酸代謝障害がおこると細胞膜での血流からの取り

込みと脂肪酸プールへの貯留が減少し，画像上欠損部

位となる．今回，高率に収縮障害を起こしうる右室性

単心室5例（年齢4歳～16歳）を対象にチアノーゼ心

における壁運動異常と脂肪酸代謝障害，心筋潅流の関

連を検討した．それぞれ心室を5区域に分割し5例の

計25区域についてみると，BMIPPの取り込みの低下

が認められた7区域ではすべて壁運動異常を伴ってい

た．このうち5区域はタリウムの潅流欠損を認めな

かった．他の2区域ではタリウムの潅流欠損を伴った
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が，ここではより高度な壁運動障害（dyskinesia）が認

められた．一方，BMIPPの取り込みは正常でタリウム

の潅流欠損のみを認めた2区域では，壁運動は正常で

あった．いずれも下壁であり潅流欠損の成因は

attenuationによるタリウム偽陽性の可能性が強く考

えられた．なお1例でこれらの検索の後行った肺動脈

のバルーン血管形成術が奏効し，PO，の上昇と術後2

週間での壁運動の改善をみたが，壁運動の改善部位は

術前BMIPPの取り込み低下，タリウム取り込み正常

の部位であった．BMIPP，タリウム両者の組み合わせ

で収縮障害の可逆1生が推定できる可能性が示唆され興

味深い．

　4．cine　MRI　tagging法で評価した右室局所収縮

能について＝右室圧の関与について＝

　　　　大阪大学医学部小児科

　　　　　　黒飛　俊二，松下　　享，津田　悦子

　　　　　　竹内　　真，岡田伸太郎

　　　　バイオメディカルセンター機能画像診断学研

　　　　究部　　　　　　　　　　　　内藤　博昭

　心室の局所収縮能を評価する上で，心臓は収縮しな

がら回転していくために従来の方法では評価上，問題

点を生じていたと思われる．cine　MRI　tagging法は心

筋の一部に印をつけ（以下tagと略す），　tagの動きを

cine　MRIで経時的に追跡することが可能であり局所

収縮能の評価に有用であることが報告されている．今

回cine　MRI　tagging法を用いて，右室圧上昇が左室

日本小児循環器学会雑誌　第10巻　第3号

局所収縮能に及ぼす影響を明らかにすることを目的と

した．

　対象：右室圧上昇を認める6例であり疾患はVSD

2例，TGA　ToF術後各1例，二次性肺高血圧症2例

である．全例，日常生活は問題なく過ごすことが可能

であり，年齢は7カ月から24歳（平均10歳8カ月）右

室収縮期圧／左室収縮期圧（RV／LV）はO．37から

1．0（平均O．73）であった．比較対象として当科で施行

した健康成人／0例のデータを正常群とした．

　方法：まずMRI　spine　echo法で左室短軸断面，長

軸断面を撮影し得られた2断面像に対してcine　MRI

tagging法による撮影を行った．tagの位置は短軸面で

は中隔，後壁，前壁，下壁の4壁と，長軸面では中隔，

後壁，心尖の3壁の計7壁に対して印加し各々の局所

壁収縮率（RWSF）を求めた．

　結果（Fig．1）：短軸面での各壁RwsFとRv／Lv

との関係を示す．中隔ではRV／LVが0．8未満の3例

に比してO．8以上の3例は低値であった．後壁では

RV／LVに関係なくRWSFは保たれていた．前壁では

RV／LVがO．3未満の3例に比してO．8以上の2例は低

値であった．下壁は前壁と同様の傾向を認めた（Fig．

2）．長軸面での各壁RWSFとRV／LVとの関係を示

す．中隔と心尖でRWSFが低値な2例を認めたが

RV／LVとの関係は明確ではなかった．後壁は正常範

囲に保たれていた．

　まとめ：今回の検討結果から右室圧の上昇は主に短
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Fig．1短軸面の各壁RwsFとRv／Lvとの関係．正常群の±1sDのRwSFを塗り
　つぶした四角形で表示している．
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Fig．2長軸面での各壁RwsFとRv／Lvとの関係．正常群の±1SDのRwsFを塗
　りつぶした四角形で表示している．

軸面に影響し，中隔と前壁の赤道方向での収縮に影響

を及ぼしていることが示唆された．このことについて

心室中隔は収縮期圧を反映して短軸面での直線化が認

められ左室自由壁とは異なった圧負荷を受けることが

原因であろうと思われる．cine　MRI　tagging法は右室

圧上昇が及ぼす左室局収縮能への影響を評価するのに

有用であると思われた．

　5．閉鎖循環回路の流速と循環血液量との関係短絡

疾患および右心バイパス手術での解析

　　　　福井医科大学小児科

　　　　　　斎藤　正一，松田　雅弘，須藤　正克

　はじめに：心一血管系を「準平衡状態の閉鎖循環系」

と見て，流速と血液量の関係を分析した．

　連続方程式と循環血液量：一方向の流れでは，任意

の部位xで以下の式（連続方程式）が成り立つ．

　　S（x）・v（x）＝Q（Q：流量，S（x）：

　　　流域断面，v（x）：流速）………………・・イ1）

　これは「流量が一定なら，流速が遅い部位の流域断

面は広い」ということを意味する．大動脈が1本で大

静脈が2本であること，心耳のリザーバー機能，大血

管の狭窄後拡張などは当該部での流速の差異と式（1）

によって説明できる．

　循環血流量（CBV）と総血管内容積は等しい．そこ

で，（1）を全経路（L）に沿って積分すると，

　　CBV＝∫LS（x）・dx

　　　＝∫L｛Q（x）／v（x）｝・dx・…・・………（2）

　　　＝Q・∫L／dx／v（x）｝

　　　－Q・∫TTdt＝Q・TT

　　　（TT：通過時間）……………………（3）

Qがxとは独立なら（3）という既知の関係が成り立

つ．左室と右室の拍出量を各々Qs，　Qpとして（2）の

経路（L）を大循環（Ls）と肺循環（Lp）に分割する

と，

　　CBV＝∫L，｛Qs／v（x）｝・dx

　　　　　　　大循環血液量

　　　＋∫L，｛Qp／v（x）｝・dx

　　　　　　肺循環血液量

となる．上式は右辺の第1項が大循環血液量，第2項

が肺循環血流量で，循環血液量（CBV），血液（Qs，　Q，），

局所流速（v（x））という3者の関係を簡潔に示してい

る．

　短絡がない場合の循環血液量

　Qs＝Qp－CO（CO：心拍出量）である．

　　CBV＝∫L，／CO／v（x）｝・dx

　　　十∫Lp｛CO／v（x）　／・dx　………　……　　（4）

　CBVが一定で大循環の流速が速いとき，肺循環の流

速も速ければCOが増えている．大循環の流速が速い

のにCOが増えていなければ第1項（大循環血液量）の

減少分だけ第2項（肺循環血液量）が増えて肺循環の

流速が遅くなっている（急性肺うっ血）か，あるいは

CBV全体が減少している（循環虚脱）か，のいずれか

である．
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　短絡がある場合の循環血液量

　左→右短絡（Q，，）がある場合を考える．

　　CBV＝∫L，｛CO／v（x）｝・dx

　　　＋∫Lp／（CO＋QLR）／v（x）／・dx

右室と左心系から肺動脈へCO，　QLRの血流が各々VR、，

VLRの速度で流入するとする．このとき肺動脈流速（V

（PA））との間に

　　v（PA）2＝　（vRv2・CO＋vLR2・QしR）

　　　／（CO＋QLR）

という関係がある．例えばQLR＝CO，　VLR＝VR、・2で

あれば，

　　v（PA）≒VRV・1．58

　　（CO＋Q，，）／v（PA）＝　（CO・2）

　　　／　（vRv・1．58）＝　　（CO／vRv）・1．27

となり，流量は2倍であっても肺動脈断面は短絡がな

い場合の3割弱増に留まり，CBVはさほど増えない．

VSDやPDAは高い流速の血液が肺へ流入し，そのエ

ネルギーが全て肺で消費されるため肺の負荷が大き

い．これに対してASDは流量が増えるだけで流速が

変らず，第2項のみが大きくなるので肺血管の拡張が

強度である．

　右心バイパス手術後

　短絡のない場合と同様，式（4）が適用できるが，

術前や正常例は大動脈流速v（Ao）と肺動脈流速v

（PA）がほぼ等しいのに対して，本術後は右室の加速

作用がなく，

　　v（Ao）＞＞v（PA）

である．もしCOが一定なら，肺循環内血液量が増加し

てCBVが増えるはずである．ところが実際は逆で，山

岸らによればFontan術後のCBVは大幅に減少して

いる1）．つまり術後，COが維持できていない．式（4）

はCOの減少がv（PA）の減少より高度であればCBV

が減少することを示している．我々も等価電気回路モ

デルを用いて本手術後にCOが著しく減少する機序を

分析した2）．

　ここで，流体としての血液の性質について付言した

い．近接部位x1，　x、で圧Pが速度vに変換されると

き，Bernoulliの定理より

　　P（xl）P（x2）＝｛v（x2）2－v（xl）2｝・ρ／2

という関係がある．血流を1m／sec加速するのに必要

な圧は初速（V（X1））に依存し，

　　v（x1）＝Om／secのときP（x］）

　　　－P（x2）≒4mrnHg

　　v（xl）＝2m／secのときP（xl）
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　　　一P（x2）≒20mmHg

と，流速が0に近いと僅かな圧で血液を駆動できる．

肺循環の流速に下限が存在する結果，式（4）の第2

項（肺循環内血液量）はさほど増加せず，CBVが少な

いときCOの減少を抑止できる．ただし，これによって

COを増すことはできない．

　　　　　　　　　　参考文献

　1）山岸正明，今井康晴，黒沢博身，澤渡和男：Fontan

　　術後血行動態の検討　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（6）

　　　1321－1322，1990（抄録）．

　2）斎藤正一，須藤正克：単心室に対する右心バイパ

　　　ス手術と中隔作成手術前後の血行動態：等価回路

　　　モデルを用いた分析．日本小児循環器学会雑誌，7

　　　（4）5986001992，（抄録）．

　6）フォンタン手術前後の肺循環と血管構築につい

ての検討

　　　　大阪大学医学部第1外科

　　　　　　明渡　　寛，中埜　　粛，島崎　靖久

　　　　　　川田　博昭，新谷　英夫，松田　　暉

　目的：フォンタン型手術を心要とするチアノーゼ性

心疾患においては，低酸素血症や先行して行われる姑

息的手術等により異常側副血行路が生じ，肺血管構築

に異常を呈するものがしばしば見受けられる．フォン

タン型手術症例における肺血管構築が，肺循環動態に

対して及ぼす影響について，術前後肺動脈造影と術後

心臓カテーテル検査の結果より検討した．

　対象及び方法：1990年以降，当教室においてフォン

タン型手術としてTotal　Cavo－pulmonary　Connec－

tion（TCPC）を行った17例中9例．対象とした．対象

症例9例の手術時年齢な3～14（7．6±5．6）歳，診断

は単心室5例，三尖弁閉鎖1例，僧坊弁閉鎖2例，両

大血管右室起始1例，1例にright　isomerismを合併

していた．これら対象症例の術後20日～7カ月（3．9±

4，0カ月）における肺動脈造影叉は上下大静脈造影検査

と，同時期に行った心臓カテーテル検査結果，及び，

術前の肺動脈造影検査について検討した．

　結果：肺動脈造影において中心肺動脈より造影され

ない肺動脈区域枝の数（欠損肺動脈区域枝数）は0～7

例（3．0±2．5例）であった．肺動脈断面積指数（PAAI）

は術前に比し術後で低い傾向にあったが（p＝O．07），

術前後を通じて欠損肺動脈区域枝数との間に関連は認

められなかった．一方，術後肺動脈平均圧は
11～17（13．9±2．0）mmHgで，欠損肺動脈区域枝数が
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増加するにつれ上昇する傾向を認め（r＝0．62；p－

0．07），術後肺動脈平均圧と肺動脈模入圧の差（PAP－

PCWP）は欠損肺動脈区域枝数と正の相関を示した
（r＝0．86；p＝＝O．008）．

　結果：TCPC術後症例における肺動脈造影検査と

術後の心臓カテーテル検査において，中心肺動脈より

造影されない肺動脈区域数と肺動脈圧との間に相関が

認められた．

　7．Pressure　Elastic　modulusの経年的変化から

見たJatene手術後の肺動脈のstiffnessの検討

　　　　東京女子医科大学心臓血圧研究所循環器小児

　　　　科

　　　　　　　　　　　　桃井　伸緒，中西　敏雄

　　　　　　　　　　　　中沢　　誠，門間　和夫

　目的：Jatene手術後の経皮的バルーン肺動脈拡大

術は術後3．5年以後で有効例が少なく，その原因として

肺動脈および周囲組織のstiffnessの増加が考えられ

ることを，以前，肺動脈の伸縮率を用いて示した．今

回，肺動脈狭窄のない症例について，Pressure　Elastic

modulus（Ep）を用いてstiffnessの進行を検討した．

477－（139）

　対象：対象はJatene手術の肺動脈狭窄のない13症

例で，それぞれ主および左右肺動脈を対象とし，計38

部位について検討した．対象症例のJatene手術後の経

過年数は1年2カ月～6年1カ月であった．

　方法：伸縮率を［（最大直径一最小直径）／平均直径］

とし，Ep．脈圧／伸縮率として求めた．対象群としては，

川崎病既往患者7例と軽症の大動脈弁狭窄症1例を用

いた．

　結果：対照症例のEpは34～146，平均82±30（平

均±標準偏差）で，2歳から10歳までの間では年齢に
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よる差は認めなかった．Jatene手術後の症例では図1

のように術後3．5年頃よりEpの上昇を認め，部位別で

は左右肺動脈より主肺動脈でEpが高い傾向がみられ

た．術後3．5年前後で2群に分けEpを比較すると，3．5

年以前の群の146±117より3．5年以後で311±153と有

意に高値を示し，かつ，両群とも正常値より有意に高

値であった（図2）．

　考案および結語：Jatene手術後の肺動脈および周

囲組織のstiffnessの増加は，術後3．5年頃より進行し

ていくことが示唆された．このstiffnessの増加は線維

化が主な原因と考えられ，将来の肺動脈の発育不良や

肺動脈圧の上昇をもたらすことが危惧される．長期的

には右室機能にも影響を及ぼす可能性があり，今後と

も肺動脈の性状に関するパラメーターを検討していく

ことが重要と考えられる．

　8．Rashkind動脈管閉鎖術前後の血行動態の変動

　　　　国立循環器病センター小児科

　　　　　　越後　茂之，山田　克彦，神谷　哲郎

　　　　釧路市立病院小児科　　　　　布施　茂登

　目的：Rashkind法による経静脈的動脈管閉鎖術

は，浸襲が少なく動脈管の閉鎖が可能である．したがっ

て，閉鎖後前後の血行動態の比較は，極めて短時間に

左室の容積負荷が減少した状況における，また，比較

的心筋収縮性の変動が少ない状態での血行動態の変動

が示されると予想される．今回，左右心室の容積特性

を中心に，動脈管閉鎖術前後の血行動態の変動を検討

した．

　方法：経静脈的動脈管閉鎖術を行い，造影上残存短

絡がないか少量以下と判断された1歳から11歳の小児

6例を対象とした．術前の短絡率は41～69％（平均53±

10％）であった．技術的な問題のため，術前の心室容

積は閉鎖術施行の3週以内に行ったシネアンジオから

計測した．術後の心室容積は，閉鎖術直後のシネアン

ジオから算出したが，人工呼吸下の造影であった．

　結果：6例全体の検討では，左室拡張末期容積

（LVEDV）が71±22mlから62±23mlへと有意に減少

した（p＜0．05）（図1）．左室収縮末期容積（LVESV）

は，術前後で変動がなかった．左室1回拍出量（LVSV）

は，術前の50±16mlから術後の41±15m1へと減少し

たが，有意の差はなかった（図1）．左室駆出率（LVEF）

は，術前71±4％，術後67±9％と大きな変動はなかっ

た．右室拡張末期容積（RVEDV）は，66±26m1から

術後は60±23mlへと有意に減少した（p＜0．05）．右室

収縮未期容積（RVESV）に変動はなかった．右室1回
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拍出量（RVSV）は，42±19mlから36±ユ3m］に減少し

たが，有意の差はなかった．右室駆出率（RVEF）は，

術前63±6％，術後60±4％で，有意の差はなかった．

　6例のうち術前の短絡率が41％であった1例のみ閉

鎖術直後から残存短絡がみられなかった．この例では

LVEDVが65mlから54ml，　LVSVが48mlから39mm

へと減少したが，RVEDVの減少は少なくRVSVの
変動もほとんどなかった（図2）．

　総括：LVEDVの減少は短絡量が減ったためと考え

られるが，右室については肺動脈圧の減少によって同

じRVSVを維持するにも少ないRVEDVで可能にな
るためと推測される．

　閉鎖術後直後から短絡が完全に消失した症例では，

短絡率から推定するとさらに大きなLVSVの減少が

予想されたが，減少量は少なかった．この症例では，

心拍数が術後むしろ増加しているため，心拍数の変動

がLVSVの減少量を少なくしたことはないと考える．
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