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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　非侵襲的に右室収縮性の的確な評価が可能となれば，その臨床的意義は大きい．肺動脈弁狭窄がなく，

圧力損失が十分に無視できる条件下では，脈波の簡単な理論の解析から，Max（dp／dt）＝ρCMax（du／

dt）の関係が成り立つ．ここでρは血液密度，　Cは脈波速度，　uは肺動脈内流速，　pは右室圧である．従っ

て，非侵襲的にCとuが得られれば，右室の収縮性の指標Max（dp／dt）の絶対値の推定が可能となる．

各種心疾患からなる小児10例（小児対象群，8．2±1．0歳）と心房細動を合併した成人僧帽弁人工弁置換

術後症例2例（af群，32，55歳）を対象とし，この関係の妥当性につき検討した．心臓カテーテル検査

時にmultisensor　catheterを用いてuとpの同時記録を行い，右室Max（dp／dt）及び肺動脈の最大血

流加速度［Max（du／dt）］を求めた．　Cは心電図QRS波の始めから肺動脈末梢部と中枢側の肺動脈圧波

形のdicrotic　notchまでの時間差とカテーテルの引き抜き距離から求めた．以上からρCMax（du／dt）

を算出し，実測したMax（dp／dt）と比較した．小児対象群のρCMax（du／dt）と実測右室Max（dp／

dt）とには極めて良好な直線関係があった［R＝0．94（p〈0．0001），　Y＝0．92X＋16．6］．　af群の各心拍

時の実測右室Max（dp／dt）とρCMax（du／dt）間にも極めて良好な直線関係があった［R＝0．95，

0．97（p〈0．0001），Y＝O．97X＋24．9，　Y＝．97X＋39．2］．脈波理論を用いたMax（dp／dt）の推定式に

より，Max（du／dt）とCから充分な精度で右室Max（dp／dt）の推定が可能であった．

　先天性心疾患の手術法の選択，手術施行時期の判断，

術後の集中管理において，右室収縮性の評価法は極め

て重要である．右室収縮性の評価法には，右室圧一容

積関係を用いた方法［maximum　elastance（Emax）

等］と等容収縮期指標（Max　dp／dtやPeak　Vcf）が

ある1）．術後急性期等で，右室収縮性の指標が非侵襲的

に繰り返し得られれば，非常に有用である．しかし，

現在のところいずれの指標も心臓カテーテル検査時の

みにしか得られず，Bed　Sides等でこれを容易に得る

ことはできない．一方，最近では心超音波ドプラ法の

めざましい発達により，多くの先天性心疾患症例で非

侵襲的検査法のみにて手術適応，方法が決定されるよ
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うになった．従って，もし非侵襲的に右室収縮性の的

確な評価が可能となれば，その臨床的意義は大きい．

　我々は，脈波理論の応用から左室Max　dp／dtの非侵

襲的計測法を考案し，その妥当性を動物実験，臨床例

で証明してきた2）～5）．ここでは，この方法を右心系に応

用し，右室のMax　dp／dtの非侵襲的計測法の妥当性と

信頼性について検討した．

　　　　　　　　　対象及び方法

　理論的背景：脈波の理論から，時刻tの時点の上行

大動脈圧をPA，拡張末期の上行大動脈圧をPO，大動

脈の平均脈波速度をC，血液密度をρ，時刻tの大動脈

血流速度をuとすると，末梢からの反射波の効果が著

明となる以前の収縮初期では

　　PA－PO＝ρCu　　　　　　　　　　　　　　　　…（1）

　（1）式を時間微分すると，
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　　dPA／dt＝ρC（du／dt）　　　　　　　　　　　…（2）

　ここで，大動脈弁狭窄がなく，加速期の血液慣性力

による大動脈弁位の圧力較差が十分に無視できる条件

下では，駆出期の左室圧pは大動脈圧PAとほぼ等し

い6）．一方，dp／dtは大動脈弁開放の直前に，dPA／dtは

大動脈弁開放直後に最大となり，その時間差は無視で

きる．従って，

　　Max（dp／dt）＝Max（dPA／dt）

　　　＝ρCMax（du／dt）　　　　　　　　　　…（3）

　（3）式より，最大血流加速度Max（du／dt）と脈波速

度Cが得られれば，左室Max（dp／dt）は算出でき

る2）～5）．肺動脈でも，大動脈と同様，（2）式の関係は成

り立つ．

　　dp，へ／dt＝ρC　（dul，A／dt）　　　　　　　　　　　　　一一一（4）

　ここで，PPAは主肺動脈圧，　uPAは主肺動脈内流速であ

る．ところで，肺動脈内では，大動脈に比し，流速と

圧波形は比較的相似である7）．従って，大動脈内よりも

圧反射波の影響が少ないと考えられる．一方，PR、を右

室圧とすると，dp，、／dt，　dPpへ／dtともに肺動脈弁の開

放直後に最大となる8）．従って肺動脈弁狭窄がなく，肺

動脈弁位の圧力損失が十分に無視できる条件下では，

左室系よりもむしろ，

　　Max（dpR、／dt）＝Max（dpi、　，x／dt）

　　　＝ρCMax　（dupへ／dt）　　　　　　　　　　　　　一一一（5）

の関係が強く成り立つ．

　方法：各種心疾患からなる小児10例（年齢8．2±1．0

歳）と心房細動を合併した成人僧帽弁人工弁置換術後

症例2例（32，55歳）を対象とした（表1）．通常の右

心カテーテル後に，multisensorカテーテル（VPC663

表1　研究対象症例

No． Case Gender Age Diagllosis

1 N．1． M 8 心房中隔欠損症術後

2 0．T． M 4 動脈管開存症術後

3 O．S． M 9 心房中隔欠損症術後

4 O．T． M 5 機能性心雑音

5 F，Y． F 6 心房中隔欠損症術後

6 K．N． F 12 心房中隔欠損症術後

7 S，H． M 11 心房中隔欠損症術後

8 Y．S． F 7 動脈管開存症術後

9 H．T． M 6 動脈管開存症術後

10 S．R． F 14 心房中隔欠損症術後

11 H．U． F 32 僧帽弁人工弁置換術後

12 M．K． M 55 僧帽弁人工弁置換術後

M：男性，F：女性

747－（3）

A，Millar　Inc．）を左右どちらかの肺動脈のできるだけ

末梢まで挿入し，同部位の心電図と圧波形を記録した．

次いでカテーテルの先端を主肺動脈弁直上まで引き抜

き，同部位の心電図と圧波形，カテーテルの引き抜き

距離を記録した．最後にカテーテルの圧力センサーを

右室流出路内，流速センサーを主肺動脈内で良好に流

速が記録できる位置にカテーテルを留置した．同部で，

肺動脈起始部血流速度（u），右室圧（p）及び心電図の

同時記録を行った．各データはサーマルアレイレコー

ダー（OMNICORDER　8M15，　NEC　Sanei　Corp．）で

記録するとともにアナログ出力を2msecのサンプリ

ング間隔でアナログーデジタル変換し，コンピュータ

システム（Macintosh　LC475，　Apple　Inc．）に転送し

た．次いで，汎用ソフトウエア（Excel　4．0，　Microsoft

Inc．）を用いてMax（dp／dt）及びMax（du／dt）を求

めた．脈波速度Cは心電図QRS波の始めから肺動脈

末梢部と中枢側の肺動脈圧波形のdicrotic　notchまで

の時間差とカテーテルの引き抜き距離から求めた．得

られたMax（du／dt）とCから（5）式を用いMax（dp／

dt）を算出し［ρCMax（du／dt）］，実測したMax（dp／

dt）と比較した．血液密度ρは1．05g／cm3として計算し

た．統計処理にはStat　View　4．0（Abascus　Concepts

Inc．）を用い，通常の回帰解析を行った．データは平

均±標準偏差で表わし，p〈0．05を統計学的に有意で

あるとした．

　　　　　　　　　　結　　果

　図1に心房中隔欠損術後症例で得られた右室流出路

圧・肺動脈弁上部流速の同時記録を示す．圧脈波反射

波の影響がでない駆出初期の両者の波形はほぼ相似関

係にあった．

　表2に研究対象例で得られたピーク右室圧，肺動脈

ピーク血流速度，肺動脈圧脈波速度，肺動脈ピーク血

流加速度［Max（du／dt）］，算出右室Max（dp／dt）［ρ・

C・Max（du／dt）］，実測右室Max（dp／dt）を示した．

研究対象例には軽度の肺高血圧症も含まれ，その実測

右室Max（dp／dt）は軽度低下例から軽度増加例まで

多彩であった．

　表3に小児研究対象例10例で得られた実測右室

Max（dp／dt）と各パラメータとの関係を示した．実測

右室Max（dp／dt）とピーク右室圧間には有意な直線

相関を認めたが，肺動脈ピーク血流速度，同血流加速

度，肺動脈圧脈波速度間には有意な相関を認めなかっ

た．ρ・C・Max（du／dt）と実測右室Max（dp／dt）

は極めて良好な直線関係にあった．図2に両者の回帰
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図1　14歳，女児，心房中隔欠損症（ASD）術後症例の心電図（ECG），肺動脈内流速

　（PAV），右室圧（RVP）の同時記録波形

表2　研究対象症例の各パラメータと，実測右室Max（dp／dt）算出Max（dp／dt）
　［ρ・C・Max（du／dt）］

No． Case RVp PAV PWV Max（du／dt） ρ・C・Max（du／dt） Max（dp／dt）

1 N．1． 19 72 180 2，020 291 212

2 O．T． 20 87 220 1，320 226 255

3 O．S． 20 55 190 1，240 185 226

4 O．T． 20 98 190 2，830 433 392

5 F．Y． 20 65 330 770 198 174

6 K．N． 35 1（ハ5 430 1，8〔｝O 603 600

7 S．H． 30 81 230 1，390 251 306

8 Y．S． 23 74 220 1，820 308 264

9 H．T． 28 48 220 2，010 354 366

10 S．R． 24 51 280 1，290 283 260

Mean 23．9 76．1 240 1，690 316．6 310．6
±S．D． 5．4 17．8 80 560 125．4 122．1

11 H．U． 24－36 61－107 338 894－1，777 237－473 250－500

12 M．K． 29－38 57－112 389 825－1，869 253－573 293－6］5

RVP：ピーク右室圧（mmHg），PAV：ピーク肺動脈血流速度（cm／sec），PWV：肺動脈圧脈波

速度（cm／sec），Max（du／dt）：ピーク肺動脈血流加速度（cm／sec2），Mean：症例1－10の平均，±

S．D．：標準偏差

直線を示した．両者の回帰直線の傾きは1に十分に近

かった．

　図3，4に心房細動を有した症例11，12のそれぞれ

で得られた，Q－Q間隔の異なる各心拍時の実測右室

Max（dp／dt）とρ・C・Max（du／dt）との関係を示

した．正常洞房リズムの研究対象例10例（小児研究対

象例，図2）で得られた両者の関係と同様，この関係

には極めて良好な直線相関があり，回帰直線の傾きは
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表3　小児研究対象例で得られた実測右室Max（dp／

　dt）と各パラメータとの関係

R Slope 111tercept

Peak　RVP 78＊ 17．85 一 121．18

Peak　PAV ，59＊‡ 3．79 26．46

PWV ．57＊＊ ．93 74．26

Elax（du／dt） 48＊＊ 10 134．82

ρ・C・Max（du／dt） ．94＊＊＊ ．92 16．58

R：相関係数，Slope：回帰直線の傾き，Intercept：回帰直線

のx一切片

＊：P〈e．｛｝01，　＊＊：Ilot　significant，　⇔＊：P＜0．OOOI

ρ：血液密度，C：脈波速度，　PWv：脈波速度

小児研究対象例10例で得られた傾きよりも1に近かっ

た．

　　　　　　　　　　考　　察

　右室Max（dp／dt）と肺動脈流速と脈波速度から求

めたρ・C・Max（du／dt）は全てのデータで極めて良

好な直線関係にあり，その傾きは小児10例のプールド

データでも1に近く，心房細動症例2例ではさらに1

に近かった．Sugawara，　Harada，　Sendaらは左室

Max（dp／dt）の絶対値をρ・C・Max（du／dt）より

推定し，非侵襲的に十分な精度で左室収縮性の評価が

可能であることを報告している2）”5）．本研究の結果は

Max（dp／dt）＝ρ・C・Max（du／dt）式が右心系にお

いても，十分な精度で成り立つことを示した．

　主肺動脈のピーク血流加速度は，Doppler超音波法

による肺動脈流速の時間微分から容易に求められる．

一方，肺動脈々波速度の非侵襲的測定法は現在のとこ

ろまだ確立していない．しかし，弓場らが報告したド

プラ信号の直接相互相関を利用した局所脈波速度の測

定法など，肺動脈流速波形の立ち上がりから非侵襲的

に脈波速度を算出する方法も開発されつつある9）．今

の時点では，心臓カテーテル検査時にあらかじめ測定

しておいた脈波速度を用いる他はないが，近い将来完

全に非侵襲的に右室Max（dp／dt）の算出が可能と考

えられる．

　上行大動脈のピーク血流加速度［Max（du／dt）］は

左室収縮性の指標となり得るといわれ，Doppler超音

波の普及と共に左室収縮性の指標として使われてい

た1°）11）．Sendaらはこれに対し左室Max（du／dt）と上

行大動脈のMax（dp／dt）間に緩い相関関係のみしか

認めなかったことから，ピーク血流加速度は必ずしも

左室収縮性の指標とはいえないと報告している4）5）．一

方，主肺動脈のピーク血流加速度［Max（du／dt）］と

右心系の収縮性の指標との関係の検討を行った報告は

極めて少ない．我々の検討では，右室Max（dp／dt）

（mmHg／sec）
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　図2　小児研究対象例10例の実測右室Max（dp／dt）とρ・C・Max（du／dt）との関

　　係

　　R＝0．94（p〈O．0001），ρ：血液密度，C：脈波速度，　Max（du／dt）：肺動脈最大血

　　流加速度
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　　　図3　32歳，女性，僧帽弁人工弁置換術後症例の実測右室Max（dp／dt）とρ・C・Max

　　　　（du／dt）との関係

　　　　R＝O．95（p〈0．0001），ρ：血液密度，C：脈波速度，　Max（du／dt）：肺動脈最大血

　　　　流加速度
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　　　図4　55歳，男性，僧帽弁人工弁置換術後症例の実測右室Max（dp／dt）とρ・C・Max

　　　　（du／dt）との関係

　　　　R＝O．97（p＜0．0001），ρ：血液密度，C：脈波速度，　Max（du／dt）：肺動脈最大血

　　　　流加速度
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と肺動脈のピーク血流加速度［Max（du／dt）］間には

有意な相関は認められず，Max（du／dt）のみで右室の

収縮性を評価することには大動脈のピーク血流加速度

による左室の収縮性の評価と同様，多くの問題がある

ものと考えられた．

　本研究で，脈波速度の算出に用いたのは主肺動脈局

所（即ち，流速測定部位）の脈波速度ではなく，肺動

脈弁直上から肺動脈圧波形が記録できる右肺動脈ので

きるだけ末梢の部位までのそれぞれの局所脈波速度の

平均である．従って，この部分で既に，算出Max（dp／

dt）は誤差を含んでいることになる．もし局所の脈波速

度が測定できれば，より正確な右室Max（dp／dt）の

推定が可能と考えられる．しかしながら，大動脈加速

度から左室Max（dp／dt）を推定する場合とは異なり

肺動脈の距離は短く，肺動脈局所の脈波速度と平均脈

波速度との差異は大動脈における平均脈波速度と局所

の脈波速度とのそれほどは大きくないと考えられる．

　脈波速度は，方法に記した如く，心電図ORS波の始

めから肺動脈末梢部と中枢側の肺動脈圧波形のdi－

crotiC　notchまでの時間差とカテーテルの引き抜き距

離から求めた．一般的に肺血管壁のコンプライアンス

が大きい小児では脈波速度は低値である．その上，中

枢肺動脈（肺動脈弁上）から圧波形が良好に記録でき

る末梢側までの距離も非常に短い為，中枢肺動脈と末

梢肺動脈におけるQRS波からdicrotic　notchまでの

時相差は極めて少ない．従って，脈波速度の算出にあ

たっては誤差が大きくなることが予想される．小児例

ではMax（dp／dt）の算出に際し，前述したドプラ信

号の直接相互相関を利用した局所脈波速度の測定法な

ど9），より正確な脈波速度算出のための方法の工夫，開

発が要される．

　Hatle，　Angelsenらは僧帽弁逆流々速の上昇率の低

下から左室収縮期圧の圧上昇率の低下が導かれると指

摘した12）．一方，Nishimuraらは連続波Doppler法で

得られた逆流々速波形より簡易ベルヌーイ式を用い

て，左心系の逆流弁前後の圧較差を正確に計測した13）．

Bargiggiaらは，　Nishimuraらと同様の方法を用い

て，収縮初期の左室圧の平均上昇率を推定した14）．彼ら

はカテーテル先端型圧力計で測定した左室Max（dp／

dt）と求めた収縮初期の左室圧の平均上昇率を比較し，

良好な直線相関が得られたと報告している．Paiら，

Chenうもほとんど同様の方法で左室Max（dp／dt）の

絶体値の推定を試み，それぞれよい成績を報告してい

る15）16．一方，Yockらは右室圧の上昇が予想された各
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種疾患からなる62症例を対象に，連続波Doppler法に

より得られた三尖弁逆流々速と頸静脈圧から簡易ベル

ヌーイ式を用いて右室収縮期ピーク圧の推定を試み

た’7＞．彼らは推定右室収縮期ピーク圧と心臓カテーテ

ル検査時に測定された右室収縮期ピーク圧間に相関係

数0．93，傾き1．00の極めて良好な直線回帰関係が存在

したと報告している．理論的には彼らの方法で，右室

のMax（dp／dt）の推定も可能と考えられる．しかし，

この方法では，三尖弁逆流のない症例に用いることは

できない．一方，三尖弁逆流のある例では，右室のMax

（dp／dt）は，等容収縮期の収縮性の指標とはなりえな

い．従って，正確にMax（dp／dt）を推定できたとし

ても，このMax（dp／dt）は前負荷の影響を大きく受

け，収縮性の指標として用いることはできない．しか

し我々の方法を用いれば，三尖弁逆流が存在しなくて

も，非侵襲的に右室収縮性の評価が可能と考えられた．

　左室と同様の指標が用いられる等容収縮期指標は，

右室に特有な収縮様式から，左室に適応される仮定が

そのまま応用され難い．右室収縮期圧は左室に比し低

圧で等容収縮期が短く，等容収縮期の指標の計測上十

分なデータが得られない．従って，右室の等容収縮期

機能評価には制約がある’）．左室では等容収縮期の収

縮性の指標の一つであるMax（dp／dt）は，右室では

その発生時期が肺動脈弁開放直後となるため，正確に

は等容収縮期の指標とならず，従って，前負荷のみな

らず，後負荷の影響も受けることとなる．本研究でも

実測Max（dp／dt）とピーク右室圧間には緩い直線関

係を認めた．従って，厳密な意味でMax（dp／dt）は

収縮性の指標とはならない．実験的には正確な右室収

縮性の評価には主として圧一容積関係が用いられてい

る1）．しかしこの圧一容積関係を得るためには，その都

度，心臓カテーテル法を行わなければならない．その

上，右室は左室の形態と著しく異なり，左室における

仮定をそのまま右室に適応することはできず，右室容

積を臨床で使用可能な方法で得ることは実質的に不可

能と考えられる．また，圧一容積関係を用いた収縮性

の指標は全て，心臓の大きさに依存する．従って，圧

一容積関係を用いた収縮性の指標も必ずしも正確に右

室収縮性を代表しない．

　左心系における左室Max（dp／dt）の算出法と本研

究で用いた右室Max（dp／dt）の算出法を比較すると，

以下の差異が挙げられた．1）右室圧及び肺動脈圧の微

分値（dp／dt）が最大となる時点が共に肺動脈弁開放直

後の為8），左心系におけるそれより算出式がより強く
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成り立つが，右室Max（dp／dt）は後負荷の影響を左

室Max（dp／dt）に比し強く受けると考えられる．2）

心室圧一一容積関係を用いた左室収縮性の諸指標に対応

する右室の収縮性の指標は，右室形態の特異性から左

室と同様には扱えない’）．一方，Max（dp／dt）は負荷

依存性が比較的少さいこと，心臓の大きさに左右され

ないことなど長所も多い．従って，種々の制約を有す

るものの，左室Max（dp／dt）の左室機能評価の指標

としての重要性に比し，右室Max（dp／dt）は右室機

能評価の指標としてより重要と考えられる．3）左心系

では平均脈波速度（例えば，上行大動脈から大腿動脈

までの平均脈波速度）を非侵襲的に算出することは比

較的容易と考えられる．一方，肺動脈は短く，また肺

動脈の脈波速度は大動脈に比し低値であるため，その

正確な算出あるいは非侵襲的な算出は難しい．しかし，

ドプラ法を用いた局所脈波速度の計測法が開発されつ

つあり9），これを用いれば，正確な右室Max（dp／dt）

の算出が非侵襲的に可能となると考えられる．

　　　　　　　　　　　　結　　論

　小児10例において脈波理論を用いたMax（dp／dt）

の推定式Max（dpRv／dt）＝ρ・C・Max（du，、，，／dt）に

より，肺動脈の最大血流加速度［Max（dUPA／dt）］と

脈波速度（C）から充分な精度で右室Max（dp／dt）の

推定が可能であった．
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Evaluation　of　a　Noninvasive　Method　of　Measuring　Max（dp／dt）

　　　　　　　　　　　　　　　　　of　the　Right　Ventricle

Yukiyoshi　Kondoh＊，　Shizuo　Hanya＊＊，　Motoaki　Sugawara＊and　Hirokuni　Yoshimura＊＊

　　　　　　　　＊Department　of　Cardiovascular　Sciences，　Tokyo　Women’s　Medical　College

＊＊ Department　of　Thoracic　and　Cardiovascular　Surgery，　Kitasato　University，　School　of　Medicine

　　　In　early　systole，　before　the　effects　of　reflected　waves　from　the　periphery　become　significant，

the　following　equation　applies：Max（dp／dt）＝ρCMax（du／dt），　where　p　is　the　pulmonary　arterial

pressure，ρthe　blood　density，　C　the　pulse　wave　velocity，　and　u　the　flow　velocity　in　the　pulmonary

artery．　If　there　is　no　pulmonary　stenosis，　and　if　the　pressure　gradient　dute　to　inertia　of　the　blood

during　acceleration　is　ignored，　the　right　ventricular　pressure　PRv／dt　take　their　maximum　value

at　times　close　to　the　time　of　pulmonary　valve　opening，　the　following　equation　applies：Max（dp／

dt）＝Max（dpRv／dt）＝ρCMax（du／dt）．　In　12　patients　without　pulmonary　stenosis（ten　of　which

were　children　with　a　various　congenital　disease：CHD　group，　the　others　2　were　adults　with　atrial

fibrillation　after　mitral　valve　replacement：af　group），　right　ventricular　pressure　and　pulmonary

artery　ejection　flow　velocity　were　simultaneously　measured　with　a　multisensor　catheter．　Pulse

wave　velocity　was　calculated　from　the　pressure　wave　tracings　ill　the　proximal　and　distal

pulmonary　arteries．ρCMax（du／dt）was　calculated　from　the　measured　data　and　compared　with

measured　Max（dpRv／dt）．　A　good　linear　correlation　was　observed　between　Max（dpRv／dt）and

ρCMax（du／dt）in　both　the　CHD　group（R＝0．94，　p〈0．001；Y＝0．92X十39．2）and　the　af　group

（case　11：R＝0．95，　p〈0．0001；Y＝O．94X十24．9，　case　12：R＝0．97，　p＜0．0001；Y＝0．97X十39．2）．

The　absolute　value　of　Max（dp／dt）of　the　right　ventricle　can　be　obtained　by　measuring

noninvasively　the　velocity　of　the　pulse　wave　and　the　maximum　acceleration　of　blood　ill　the

pulmonary　artery．
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