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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　正常新生児25例を対象に超音波パルスドップラー法を用いて肺静脈血流（PVF）波形を4回（生後2

～ 5時間，生後1日，3日，5日）計測し，波形パターンと3つの陽性波（A，S，　D波）の経時的変化

を検討した．また，卵円孔通過血流と動脈管血流を観察し，開存の有無とPVF血流速度との関連を検討

した．その結果，PVF波形は生後2～5時間では22／25例（88％）が連続した乱流パターンであり，生後

1日以後心周期毎に不連続で各波が明瞭に区別できる波形に移行した．3つの陽1生波の速度はいずれも

生後2～5時間で最も速く，生後1日，3日と次第に低下，生後5日で再び増加した．生後1日と3日

で，卵円孔と動脈管のいずれか一方が開存している群では両者がともに閉鎖している群に比べS波血流

速度は有意に高値を示した．

　以上の結果から肺静脈狭窄などの診断に肺静脈血流速度を用いる際には新生児早期の生理的な変化を

考慮して評価する必要があると思われた．

　　　　　　　　　　緒　　言

　新生児期早期にみられる胎児循環から成人型循環へ

の血行動態の変化は超音波ドップラー法で容易に観察

できるようになり，正常新生児の卵円孔や動脈管の閉

鎖過程1ト3〕，生理的肺高血圧の推移4｝が明らかにされつ

つある．

　一方，肺静脈血流（PVF）を解析し臨床応用する試

みが近年注目され，新生児期においても肺静脈狭窄で

の血流を観察した報告’3）15）が散見されるが，正常新生

児のPVF解析は，縣らの報告がみられるのみであ

る5）．今回，新生児早期のPVFをパルスドップラー法

を用いて経時的に観察し，PVFパターンと速度の経時

的変化について若干の検討を行ったので報告する．

　　　　　　　　　　目　　的

　新生児期早期の肺静脈血流速度を経時的に観察し，

その特徴を明らかにすることである．
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　　　　　　　　　対　　象

　正常新生児25名で在胎週数は平均39週3日（38週2

日～42週0日），出生体重は平均3，030g（2，577g

～ 3，421g），性別は男］3名，女］2名である．

　　　　　　　　　　方　　法

　YHP社製77020AC超音波診断装置を使用し，右上

肺静脈血流が左房へ流入する直前の部位の血流速度波

形をパルスドップラー法でストリップチャートに記録

した．また，動脈管通過血流と卵円孔通過血流をカラー

ドップラー法で観察し，それぞれの血流が認められる

ものを開存とし，開存の有無を観察した．これらの記

録を同一症例で生後2～5時間，生後1日，3日，5

日の計4回，延べ100回施行した．心拍数は心電図の

R－R間隔から算出した．以上のデータから1）PVF波

形パターンの特徴とその変化，2）収縮期早期，収縮期

後期，拡張期にピークを有する順行性成分A波，S波，

D波の血流速度とその経時的変化，3）心拍数の経時的

変化，4）生後1日と3日のそれぞれの時間で動脈管と

卵円孔のどちらかが開存している開存群と両者が閉鎖

した閉鎖群に分け，両群のPVF速度の差異を検討し
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た．速度の差の検定はparied　Student　t－testまたは

Student　t－testで行った．

　　　　　　　　　　結　　果

　1）PVFパターンの特徴とその変化

　生後2～5時間では25例中22例（88％）に陽性の乱

流パターンが心周期で途切れることなく連続して認め

られた（図1a）．生後1日以後では，全例が心電図QRS

波に一致して不連続となるパターンに移行した（図1

b）．

　A，S，　D波が明瞭な3峰性のパターン（図2a）は生

後2～5時間では3例（12％）と少ないが（表1），生

後1日以後頻度が増加し，延べ100回の記録でみると58

回（58％）と最も多く認められた．A波がS波上行脚

にノッチとして認められるパターン（図2b）は生後2

～ 5時間では13例（52％）と最も多く，その後頻度は

次第に減少した．A波，S波の区別が不明瞭で2峰1生の

パターン（図2c）を示した症例は生後2～5時間で9

例（36％），生後1日には2例（8％）でこれ以後は認

められなかった．

　2）各波血流速度の経時的変化（図3）

　生後2～5時間の血流速度はA波57．9±14．2cm／

sec，　S波802±19．6cm／sec，　D波81．5±16．Icm／sec

で各波とも4回の計測時の中で最も速かった．生後1

日にはA波37．2±11．9cm／sec，　S波53．3±14．7cm／

sec，　D波58．3±11．1cm／secと生後3日にはそれぞれ

29．5±5．0，40．2±10．3，43．9±7．Ocm／secと各波とも

有意（p〈0．01）に速度が減少した．しかし，生後5日
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　　　　図l　PVFパターンの経時的変化

a：心周期で途切れることなく連続したPVFパター

ン（生後2～5時間），b：心電図QRSに一致して不連

続となるPVFパターン（生後1日）

にはそれぞれ36．O±7．7，45．4＋10．2，45．4±7．7cm／

secと有意（p〈0．01）に増加した．
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　　　　　　　　　　　　　　　図2　PVFパターンの分類

a：A，S，　D波の明瞭な三峰性パターン，　b：A波がS波上行脚のノッチとして認められるパターン，

c：A波，S波の区別が不明瞭な二峰性パターン
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表1　血流速度パターンの変化

パターン分類 2～5時間 1口 3日 5日 合　計

3峰性 3（12％） 14（56％） 19（76％） 22（88％） 58（58％）

ノッチのある2峰性 13（52％） 9（36％） 6（24％） 3（12％） 31（31％）

2峰性 9（36％） 2（8％） 0（0％） 0（0％） ll（］1％）

合　計 25（100％） 25（100％） 25（100％） 25（1⑪（1％） 10〔｝（100％）

各時間で認められた例数及びその割合を示した．
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　　　　図3　各波血流速度の経時的変化

A，S，　D波の速度はともに生後3日まで有意に低下，

生後5日に有意に増加した．

　3）心拍数の経時的変化

　心拍数は生後2～5時間で134斗23／分，1［116±

14／分，3日118±13／分，5口122±13／分と変化し，生

後2～5時間は他の時期に比して有意（p＜0．01）に高

値を示した．

　4）動脈管開存及び卵円孔開存とPVF血流速度と

の関連

　生後1日の開存群は10例，閉鎖群は15例で，開存群

のS波は閉鎖群に比べ5％未満の危険率で有意に高

値を示した（図4）．生後3日では開存群5例，閉鎖群

20例で開存群のS波は同様に高値を示した（図5）．な

お，生後3日で開存群と判断された5例は，全例卵円

孔開存のみ認められた．

　　　　　　　　　　考　　察

　肺静脈血流（pVF）の速度波形を解析した報告は

1974年，Gunterothらにはじまる．彼らはパルスドップ

ラー式血流計を用いて犬のPVFを調べ，逆流波と3

峰性の順行波からなる拍動性血流を認めた6）．ヒトで
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図4　開存群と閉鎖群の肺静脈血流速度（生後1日）
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図5　開存群と閉鎖群の肺静脈血流速度（生後3日）

はKerenらが成人のPVFをパルスドップラー法で測

定したのが最初で，PVFは収縮期，拡張期にそれぞれ

陽1生のピークを持つ2峰性パターンを示すと報告され

た7）．その後，神田らは房室ブロックの患者でPVFの

成分を検討し，陽性波（A，S，　D波）と1つの陰性逆

流波を含む4つの成分を有すると報告した8）．彼らに

よればA波は左房収縮後の弛緩による左房への流入

を示し，S波は心室収縮期の左房拡大による左房への

流入，D波は心室拡張期の心室への急速流入，逆流波

は左房収縮による左房から肺静脈への逆流を示してい

ると考えられる．最近の経食道エコー法を用いた研究
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でも同様に4つの成分を認識したとする報告が多

い9）1°）．しかし経胸壁エコー法を用いた報告ではA波

や逆流波の検出が難しく，これら2つを検討していな

いものが多い11｝18）．我々の検討では陽1生波の3成分に

ついては，3峰1生もしくはA波がS波上行脚のノッチ

として認められるパターンが高率に認められた．また，

2峰性のパターンが生後1口までに認められたが，そ

の後3成分を区別できる波形に移行した．この2峰性

パターンはピークの時相から判断してA波がS波と

融合したものと考えられた．陰性逆流波は生後2～5

時間には陽性の順行性血流として記録されることが多

く，その後の時期でも明瞭な陰性波として記録できた

症例は少なかった．

　生後2～5時間では高速で連続性の乱流パターンが

認められ，D波速度が81．5±16．1cm／sec，最高123cm／

secに達した．このような高速で連続性のPVFパター

ンは孤立「生肺静脈狭窄12）15）または総肺静脈還流異常症

に伴う肺静脈狭窄13｝16）17），Mustard法やSenning法の

術後肺静脈狭窄14）のPVFパターンに類似していた．

肺静脈狭窄例では血流速度が1．6～22m／secと上昇

している事が多いが12）15），明らかな狭窄にも関わらず

60cm／secや1～1．21n／secと低速なものも報告されて

いる12）17）．正常新生児に見られた高速の連続性PVF

パターンは，胎児期にわずかな血流を受けていた肺静

脈が，出生後の肺血流量増大により相対的な肺静脈狭

窄をきたした事を示していると考えられる．臨床的に

は新生児期にPVFパターンが連続性の乱流である場

合には肺静脈狭窄を疑う根拠となるが，生後数時間の

時期では2．Om／secに近づくような高速でなければ肺

静脈狭窄を診断するのは難しい．

　PVFパターンが生後2～5時間で連続1生の血流パ

ターンを示した要因の1つとして，この時期の心拍数

上昇もあげられる．心房ペーシングで心拍数を増加さ

せると，PVFの先行するD波とA波が融合して次第

に連続性の血流となる変化が観察された22）．

　PVFの速度が新生児期に次第に減少する変化はこ

の時期の肺血流量が次第に減少する変化と関連してい

ると思われる．縣らは新生児期のPVF速度と動脈管

開存の大きさの関連を検討し5），動脈管が閉じるに従

いPVF速度が減少すると報告した．しかしかれらは

この時期に平行して進行する卵円孔開存の機能的閉鎖

については触れていない．一方肺血流増加とPVF速

度の関連について，森らは心房中隔欠損患児で肺・体

血流量比が大きくなるほどPVFのS波速度が上昇す

503－（15）

ると報告した18）．また，我々が心房中隔欠損，心室中隔

欠損，動脈管開存の3疾患群でPVF速度と肺血流量

比の関連を検討した結果では21），肺血流量増加に伴う

PVF速度上昇が最も大きかったのは心房中隔欠損で

あった．以上から本研究では生後の一時期に限定して

動脈管開存と卵円孔開存の両者の影響を検討した．そ

の結果，生後1日と3日で動脈管，もしくは卵円孔が

開存している開存群は両者が閉鎖している閉鎖群より

もS波血流速度が速く，肺血流量増加がPVF速度の

上昇に関与していると考えられた．さらに生後3日の

開存群5例では卵円孔開存のみが認められたが，閉鎖

群に比べS波血流速度は有意に上昇していた．以上か

ら新生児早期にPVF速度が経時的に減少した変化は

動脈管開存と卵円孔開存による肺血流量増加が次第に

正常化してゆく経過を反映していると考えられた．

　一方，PVF速度は生後3日まで減少した後増加に転

じており，この変化については肺血流量とは別の影響

を考慮する必要がある．その一つとして循環血流量の

変化に着目すると，PVFとの関連について2つの報告

が見られる．1つはDixonらの報告で，彼らは犬に電

磁血流計を植え込んでPVFを観察し，輸液や採血で

循環血液量を増減させると，PVF速度も増減したと述

べた19）．また，寒河井らは血液透析療法を受けている患

考で透析前後のPVFを測定し，除水により循環血流

量が減少した時，S波，　D波の速度が有意に減少したと

報告した2°）、新生児早期には生後2～3日まで生理的

な体重減少が認められ，その後増加に転ずる．この変

化は細胞外液量の増減が主因であり，循環血流量も少

なからず変動している可能性がある．生後3日を底と

したPVF速度の増減はこの循環血流量の増減と関連

しているのではないかと推測している．

　　　　　　　　　　結　　語

　新生児早期のPVF血流速度を観察，測定する際に

は生理的な血行動態の変動により影響を受けているこ

とを考慮する必要があると考えられた．
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Pulmonary　Venous　Flow　Pattern　il／Early　Neonatal　Period

　　　　　　　　　　　　　Takeshi　Isobe　and　Hideo　Sat（）h

Department　of　Pediatrics，　Tsukuba　University　School　of　Medicine

　　　We　investigated　pulmonary　venous　flow（PVF）patterns　in　25　normal　neonates，　using　pulse

Doppler　echocardiography．　PVF　patterns　were　recorded　at　the　postnatal　age　of　2－－5　hours，1day，

3days　and　5　days，　and　peak　velocity　of　three　wave　component（A，　S　and　D　wave）were　measured

serially．　Color　flow　signal　across　the　patent　foramen　ovale（PFO）and　patent　ductus　artreiosus

（PDA）were　observed　at　each　time　and　the　influerlce　of　their　patency　on　PVF　velocity　were

evaluated．　PFV　at　2－5　hours　after　birth　was　high　speed　continuous　pattern　and　in　some　cases　the

separation　of　A　or　S　wave　was　difficult．　Peak　velocity　of　three　wave　components　decreased　at

lday　and　3　days　after　birth，　but　increased　again　at　5　days　after　birth．　Peak　velocity　of　S　wave

was　significantly　higher　in　patent　cases　with　PFO　or　PDA　thaD　closed　cases　at　l　day　and　3　days

of　age，

　　　The　postnatal　change　in　PVF　observed　in　this　study　should　be　taken　into　consideration　for

diagnosis　of　pulmonary　venous　obstruction　in　the　neonates．

Presented by Medical*Online


	0500
	0501
	0502
	0503
	0504
	0505



