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1．強度の肺高血圧症例におけるNO吸入による
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2．先天性心疾患の腹部エコー所見．1．心房中隔欠
損におけるうっ血肝
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的評価に有用であった．
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目的および方法：原発性肺高血圧（以下PPH）に対
するNO吸入による効果を心エコー図法，ドプラー法

山田

を用いて心機能血行動態的に評価した．20ppmのNO

塚野

を1回15〜30分，1日2回の間欠的吸入で行った．心
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機能指標には左室拡張末期容積，心拍出量，駆出率な

目的：心房中隔欠損（ASD）に合併するうっ血肝の

どの左心機能，左室流入血流速度，三尖弁逆流最大速

所見について検討した．また，利尿剤投与がうっ血肝

度，肺動脈駆出血流速度，右室収縮時相（RVSTI）を

に与える影響について検討をおこなった．

用い吸入前後における短期効果と約1年間の長期効果
結果：NO吸入による心指標の変化（短期効果）
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方法：対象を未治療群，術後群，利尿剤投与群の3

↑

RVSTI
PA

を伴わないもの計87例．年齢は11カ月から22歳，平均
年齢10．2＋4．6歳，男子40例，女子47例である．

LVEDV
Mitral

対象：94年1月から95年10月5日の問に当センター

で腹部エコーを施行されたASDのうち，他の心奇形

について検討した．

肝の合併率は29．0％，男女比は約3：2であった．ま
た，うっ血肝所見の程度は，ほとんどが軽度であった．

↑〜→

術後群におけるうっ血肝の合併率は12％で，未治療群

Velocity

に比し有意に低かった．ASDの外科的修復によって，

考察および結論：NO吸入前後で比較した肺血流シ

うっ血肝所見が消失する可能性が示唆された．ただし

ンチグラフィー上も肺血流不均等分布の改善が認めら

今回の検討では，術前，術後にわたって腹部エコーに

れNOによる肺血流増加効果が示唆された．しかしこ

よる経過観察例は，いまだ充分なものといえないが，

れらの改善は吸入終了後速やかに吸入前値に戻ること

術前，術後とも観察された6例中，うっ血肝所見の確

より持続的な効果は少ないと思われた．一方，期待と

認された症例は，4例（67％）であった．そしてこの

反し右室圧が上昇したが，軽度の肺高血圧と比べて器

うち3例では，術後の経過観察中にうっ血肝の所見が

質化病変が進行したPPHでは肺血管拡張予備能が少
なくNO吸入により増加した体血流量にみあうだけ

消失した．利尿剤の投与されたものは，投与前は全例
にうっ血肝の所見が認められたが，投与後3カ月ない

の肺血管拡張をもたらさず肺血管抵抗値が軽減しない

し2年後の腹部エコー上で，うっ血肝所見の消失した

ためと推測した．

症例が8例中5例みられた．うっ血肝の所見の認めら

また心エコーは非侵襲的でかつベットサイドで繰り

れなくなったものは，利尿剤の投与開始後3カ月から

返し施行が容易でありPPHにおける血行動態の経時

6カ月後の経過観察症例であり，利尿剤投与によって
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5．大動脈離断症（IAA）および大動脈縮窄症

うっ血肝所見の改善する可能性が示唆された．

結語：1）ASDに伴ううっ血肝について，87例の腹

（CoA）の術後症例における血圧の日内変動について

部エコー所見に基づいて検討した．2）ASDの29％に

東京女子医科大学付属日本心臓血圧研究所小

うっ血肝所見の合併を認めたが，そのほとんどは軽度

児科

なものであった．3）ASDの外科的閉鎖によってうっ

広川

徹，村上

智明

血肝所見の改善する可能性が示された．4）ASDに伴

中澤

誠，門間

和夫

うエコー上のうっ血肝所見に対して利尿剤投与によっ

目的：大動離断症および大動脈縮窄症術後患児の血
圧の日内変動を正常コントロールと比較する．

て，所見の改善する可能性が示唆された．

3．ボルター心電図からみたファロー四徴患児の心
機能

対象：1988年より当科で24時間自動血圧計を施行し
た大動脈離断症および大動脈縮窄症患児4名．

国立療養所岩木病院

五十嵐勝朗

心機能を論じる基本的な考え方として心拍数，前負

年齢：9歳〜21歳．

方法：日本コーリン社製自動血圧計（ABPM・630）

荷，後負荷などの要素が挙げられる．その際心拍数と

を使用し24時間血圧を測定．24時間の平均収縮期血圧／

は分時か，1時間当りか，24時間当りの総心拍数かと

拡張期血圧，日中の平均収縮期血圧／拡張期血圧，夜間

いうことがある．ホルター心電図の出現で分時も1時

の平均収縮期血圧／拡張期血圧を測定．結果は平均値±

間当りも心拍数の計測が可能になった．そこでファ

標準偏差とした．

ロー四徴患児の心機能を心拍数で判定することが可能

結果：症例1）21歳Dx．

CoA

post

かを検討した．対象は根治手術不能のファロー四徴患

24hrs

児6名で年齢は10歳から27歳であった．今回検討した

67±14，sleep

のは総心拍数，時刻時間の分時の最大と最小の心拍数，

IAA（A）VSD

24時間内の時刻時間の1時間当りの心拍数のうち最大

15／70±11awake

と最小の心拍数である．その結果，心拍数，特に最大

lOO±3／64±5，症例3）18歳Dx．

心拍数を問題にする場合は分時でも1時間当りでもど

ope

post

ちらでもよいように思われた．これまでファロー四徴

mBP

I36±14／65±12，

の場合，年長化しても運動量が増加しないのは分時心

例4）9歳Dx．

拍数が増加しないからではないかと言われてきた．今

98±20，awake

回の結果で，27歳の症例の分時最大心拍数は14〜16歳

121一ト8／82H−］0．

群よりは多いことからこの考えを肯定するには至らな
かった．しかし例数が少ないこともあり，すぐに結論
づけることには慎重を要するのでこれからも続けて検

mBP

mBP

post
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結語：4例ともコントロールに比べて血圧が高かっ
た．

6．腹部大動脈のElastic

Modulusに関する検討

順天堂大学小児科，江東病院小児科＊

討する．

4．大動脈縮窄解除術後興味深い経過を示した
MS，

133±14／66±11，

ope

hypoLV，

Co／A，
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背景：近年成人領域では心エコーを用いた年齢と動

郁夫＊

脈の弾性度の関係が報告されているが，小児領域では

先天性僧帽弁狭窄症，大動脈縮窄症，心房中隔欠損

その検討はなされていない．今回，小児における腹部

症に左室低形成を合併した症例に対し，subclavian

大動脈でのElastic

flap

し，発育との関係を検討した．

aortoplastyを施行したのちLVDdが12mm

（60％N）より19mm（94％N）へ増大し，以後も生後
9カ月まで増大を認め，僧帽弁交連切開術を施行した

Modulusを心エコーを用いて計測

対象：健常小児31例．男女比は13：18で，年齢は日

齢6から16歳，体重は3kgから51kg．

症例を経験した．エコー上SFA前後で心房中隔欠損
孔を介するシャント方向がR−L優位に変化したこと

よび拡張期血圧をPsおよびPdとした．次に心エコー

が左室容積の増大に関与したものと推測している．

を用いて腹部大動脈を描出し，収縮期の大動脈径を

方法：安静仰臥位にて血圧を測定し，収縮期血圧お
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結果：①年齢と，収縮期および拡張期血圧には相関
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の相関が認められた（p〈0．001）．③Sと年齢では正の
相関が（p＜O．05），Ep（p＜0．005）およびEp＊（p＜

図1

≡

毛細血管内の血液は，組織との酸素分圧較差に

に酸素分圧は低下する．（酸素分圧，飽和度）点が解

では年齢が増すと流速が増す傾向があった．

離曲線の左側に位置する様になるとヘモグロビンか
ら酸素が遊離され飽和度が低下し，酸素分圧は上昇
する．再び酸素分圧較差に比例した酸素が組織に伝
達され5，6のように酸素分圧は低下して行く．

考案：Lacolnbeらは20歳から80歳の検討で，年齢と

Sは負の相関，年齢とEpおよびEp＊は正の相関が
Heart

1

15E〕

比例した酸素を伝達し，番号1，2，3，4のよう

0．005）と年齢では負の相関が認められた．④Vと年齢

あったと報告している（Eur．

1

囮

は認められなかった．②年齢と拡張期大動脈径では正

l

J．1992；13：

1040−1045）．今回の0歳から16歳の検討ではLacom−
beらと逆の結果であり，新生児乳児期では大動脈の弾
性が低く，16歳から20歳をピークに弾［生が高く，その

る．

結果：一例として術前状態では毛細動脈平均圧を40

後年齢とともに再び弾性が低くなってゆくものと思わ

mmHg，毛細静脈平均圧を20mmHgと仮定し，イヌで

れた．

の計測から血液微小部分が毛細血管を通過する時間を

7．血管内圧，循環速度と酸素抽出

1secとする．動脈酸素分圧を100mmHg，組織酸素分圧
を40mmHgとすると，ある伝達関数の下に血液酸素飽

国立循環器病センター小児科
山田

修，渡辺

健，神谷

哲郎

和度は毛細血管の入り口での95％から出口では78％に

背景：フォンタン術後例の心拍出は一様に低下して

低下する．他の条件は不変で体静脈圧の上昇に伴い毛

おり体静脈酸素飽和度は低い．しかし術前の体循環心

細静脈圧のみが30mmHgに上昇したと想定すると，毛
細血管通過時間は2secとなり，毛細血管出口での血液

室拍出は低下しておらずポンプ能の低下はない．

目的：フォンタン術前後の変化すなわち体静脈圧の

酸素飽和度は70％に低下する．酸素抽出率は17％から

上昇が循環速度の低下をきたすことから，心拍出の低

25％に改善し心拍出は17／25（70％弱）で済むことにな

下を説明する．

る．

仮説：体静脈圧が上昇した時，毛細血管前後の軸圧

結語：体静脈圧の上昇により血液が毛細血管を通過

較差が減少し流速の低下すなわち循環時間の延長が起

するのに要する時間が延長し，その結果酸素伝達効率

こる．この事により組織への酸素伝達効率が上昇し，

が上昇する．この事からフォンタン術後の拍出低下を

少ない心拍出で組織へ酸素を伝達することが可能とな

説明することも可能である．

8．極低出生体重児（VLBWI）における左心機能の

る．

方法：以下のような仮定の下に数値シミュレーショ

経時的変化

聖隷浜松病院小児科

ンを行う．1）毛細血管での血流速がPoiseuilleの式に

従うものとし体静脈圧上昇に伴い毛細血管での滞留が

横山

岳彦，山守かずみ，大城

延長する．2）組織への酸素伝達は毛細血管領域でのみ

岩瀬

一弘，西尾

公男，瀬口

起こり，単位時間当たりの量は毛細血管と組織の酸素

犬飼

和久，鬼頭

秀行

分圧勾配に比例する．3）毛細血管内ではHbO2→
Hb十〇2の遊離のステップのみを考える．4）血液微小

学
正史

目的：VLBWIの経時的な左心機能の変化を明らか
にする．

部分が毛細血管内を通過する時間内に血液中酸素分圧

対象：1995年1月から9月までに当院NICUに入

が組織酸素分圧と平衡に達することはない．5）術後は

院した出生体重1，SOOg未満（954〜1，486g，平均1，209

静脈圧のみが上昇し動脈圧には影響を与えないとす

g）でカテコラミンなどの昇圧剤を使用しなかった12
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ラメーターと術後の左室収縮能との関連を検討した．

例．

波形より収縮末期血圧を求めた．さらに超音波エコー

対象と方法：対象は当科において過去10年間に
MVP， MVRを施行したcMRで術後の僧帽弁逆流が

にて左室の乳頭筋レベル及び大動脈弁のM−modeか

Sellers分類の1度以下の8例である．これらの症例に

方法：オシロメトリック法で血圧を測定し大腿動脈

ら，左室拡張末期径及び収縮末期径，収縮末期左室後

つき術前超音波検査結果より左室短縮率（FS），左室収

壁厚，左室駆出時間各々の4心拍の平均をとった．こ

縮末期内径指数（LVESDI），左室収縮末期壁応力／左室

れらよりColanらの方法に基づきEnd−Systolic

を計算した．これを生後12時間以内，24時間，48時間，

収縮末期内径指数比（LVESWS／LVESDI），そして
pWSを求め，術後のFSとの関連を検討した．検定は
Spermanの順位相関検定を用い危険率5％をもって

96時間の連続四回測定した．

有意とした．

Wall

Stress（ESWS）と心拍補正平均円周短縮速度（mVcfc）

結果：ESWSは生後12時間以内24。5±8．8（g／

結果と考察：術前のFSは相関せず左室収縮能を過

cm2），24時間31．8＋12．7，48時間35．3±10．O，96時間

大評価してしまう症例があった．LVESDI，

27．7±6．5と変化し，mVcfcは生後12時間以内1．22±

LVESDIは成人MVR症例では術後左室収縮能とよ

0．25（cir／s），24時間1．05±0．36，48時間0．96±0．35，

く相関するという報告があるがcMR症例では殆どの

96時間1．13±0．23と変化した．すなわち生後48時間ま

症例においてLVESDIが非常に大きく術後FSと相
関しなかった．pWSは術後FSとよく相関し（r＝

ではESWSの増加に伴いmVcfcが低下し，96時間で
ESWSの低下によりmVcfcが増加していた． ESWS
とmVcfcの関係は24時間でmVcfc＝1．661−0．019×

ESWS（r＝−0．677），48時間でmVcfc＝1．765−

0．898，p＝0．0160）cMRの手術時期決定の目安の一つ
として有用であった．

10．カラーMモード法を用いた左室流入血流伝播
パターン分析による左室拡張能の評価

0．023×ESWS（r＝−O．659）であった．

考察：片山らの報告に比べESWSに対しmVcfc
がより低値をとっており，VLBWIの出生後の心筋は
後負荷の増大に対し収縮能の低下を来しやすい事が示

1）千葉県こども病院循環器科，2伺

9．先天性僧帽弁逆流における左室機能評価一pre−
Wall

心臓血管

外科

された．

dictive

LVESWS／

岡嶋

良知1）地引

松尾

浩三2）横山

利昭1）藤原
晋也2｝青墳

直2）
裕之

）

背景：カラーMモード法を用いた左室流入血流伝
播パターン（CM−IN）の解析により，左室拡張能を評

Stressをもちいて一

東京女子医科大学附属口本心臓血圧研究所循

価できるとされている（M．Stugaard

環器小児科

1994；24：663−70）．そこで，小児の心不全例を対象

村上

智明，中澤

誠

中西

敏雄，門間

和夫

et

al

JACC

として有用性を検討した．

対象：拡張型心筋症（DCM）4例，心内膜線維弾性

目的：先天性僧帽弁逆流（cMR）は逆流の高度な症

症，肥大型心筋症，ミトコンドリア酵素異常症，僧帽

例では乳児期より心不全症状を呈し僧帽弁の形成術
（MVP），置換術（MVR）といった外科的治療を必要

弁閉鎖不全，心筋梗塞各1例，計9例を心不全群（F群）

とする．その時期は心不全症状の程度，使用できる人

（3〜12歳（Zl））を正常対照群（N群）とした．

（3〜13歳（10．3））とした．器質的心疾患のない11例

工弁のサイズ，そして徐々に進行する左室収縮能の低

方法：四腔断面像でカラードプラ表示した僧帽弁口

下といった要素から決定される．cMRにおいては左室

から心尖部に至る僧帽弁流入血流の中央部にカーソル

から低圧系である左房へも駆出されるため，左室収縮

を当て，カラーMモード像を得た．これから，左室流

能を過大評価してしまう傾向がある．predictive

入血流の僧帽弁から心尖部への伝播時間（M−AP）を測

Wall

Stress（pWS）は術前の左室拡張末期径，左室拡張末

定した．パルスドプラ法により僧帽弁流入血流のA波

期後壁厚，そして大動脈の拡張期血圧を用いて算出し

面積／A波面積＋E波面積比（SA／SA＋SE）を，

Bモー

た術直後大動脈弁開放時に左室にかかる壁応力に相当

ドから左室拡張末期容積対正常％値（LVEDV％N）と

するもので，成人においてはMVR後の血行動態とよ

左室駆出率（LVEF）を計測した．

く相関すると報告されている．今回我々はcMR症例

中の測定値を検討した．

についてpWSを含めた術前の様々な左室収縮能のパ

DCMの2例は経過

結果：全例で容易にCM−INが記録できた．
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M−APは平均55msec（SD±23），F群は138msec（SD＋
60）と有意に延長した（p＜0．003）．M−APはSA／SA＋
SE（r＝O．57，

p＜O．Ol），及びLVEDV％N（r＝0．567，

（79）

typeであり，症例7を除いては8mm以下であった
（表）．

方法は，フォローアップ期間1．7〜13年（平均6．8年）

p＜0．01）と正の相関，LVEFとは負の相関（r＝−

に施行された2〜7回の心カテーテル法による心室造

0．72，p〈0．001）を認めた．

影よりDigitizerを用いて左室と右室の容積を求め

DCMの2例の経過で，／

例はLVEFが改善（0．35→O．54），1例は悪化（0．25→

た．形態学的左室はArea−Length法，形態学的右室は

0．21）したが，臨床症状の改善に伴い，両者ともSA／

modified

SA＋SE及びM−AP（0．21→0．10，0．25→0．13）の減

行した心エコー検査より得た情報も分析に加味した．

Simpson法を用いた．さらにほぼ同時期に施

結果：左室拡張末期容積は経年的に増加を示した

少を認めた．

結論：小児においてCM−INの解析は容易に行え

が，体表面積より算出された予測値に対する比は，新

た．M−APは拡張能を反映し，心機能の一指標になる

生児乳児期早期には40〜50％Normalの比較的大きな
左室を有する症例でも2歳を過ぎるころより減少傾向

と考えられた．

11．流出路欠損，および僧帽弁閉鎖・狭窄を伴う左
室の成長に関する検討一Corrected
VSD，

PA（S），

TGA，

DORV，

を示した．6歳頃には症例7と8を除いて20〜30％
Normalとなった．心室全体に対する左室の容積比も

同様な傾向を示し，症例7を除いて全ての症例が2歳

MA（S）一

神奈川県立こども医療センター循環器科

を過ぎるとほぼ10〜20％の間にプロットされ，加齢に

岩堀

よる変化はみられなかった（図）．左室の駆出分画は症

晃，康井

制洋

山田進一，林 憲一
目的：流入路閉鎖ならびに流出路欠損を伴う左室

例7を除いて，50〜60％に保たれ加齢によるポンプ機
能の変化はみられなかった．しかし，心室中隔欠損が

ような左室がどのような経年変化を示すのかを検討し

大きい症例7では，4歳を過ぎる頃から拡張末期容積
の増加傾向を示し，それに伴って駆出分画の減少が認

た．またこの左室の成長に影響を与える因子について

められた．心室に前負荷の増大をもたらす体肺動脈

は，心室中隔欠損が唯一の交通路である．今回，この

シャント前後での心室拡張容積の変化（シャント手術

も考察した．

もつ症例8例を対象とした．但し，左室低形成症候群

前後3カ月以内）を検討してみると，症例7以外の症
例では，％Normal値の変化はほとんどみられなかっ

や生下時より明らかに低形成の左室を有する

たが，症例7では有意に上昇した．しかし，心室全体

Univentricular

に対する比は，有意差がなかった．

対象と方法：解剖学的に上記の条件を満たす左室を

Heart（RV

type）は対象から除外し

た．8症例のうち，6例が［S．LL］DORV， MA．1
例が［S．DD］DORV， MA．の診断であった．症例8
はMSであるが，僧帽弁口は狭小でドプラエコーによ

室中隔欠損の大きさに依存し，小さな場合は加齢によ

り左室への血流の流入を認めず，左室への血流は心室

の血行動態に影響を受け，右室の成長に類似してくる

中隔欠損を通して右室からの血流に依存していると判

と思われた．

結語：流入路閉鎖及び流出路欠損を伴う左室は，心
らず低形成の左室のままであり，大きな場合は，右室

断し，この症例を含めた．心室中隔欠損はすべてInlet
表

症

例

60

PA

Dx，

Case］

［S．LL］DORV，

MA
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左室の心室全体に対する容積比の経年的変化
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12．Pressure−Volume
Switch

CurveからみたArterial

第12巻

第4号

術後，左室の収縮性の低下は明らかでないものの，仕

Operation術後の心機能評価

事効率すなわち心筋酸素消費量に対する心の仕事量の

倉敷中央病院心臓病センター小児科

低下している可能性があり，その意義については明ら

脇研自，小西央郎，丸子俊成
Arterial

馬場

清，田中

Switch

Operation（以下ASO術）施行例

においてPressure−Volume

陸男

かでないが，今後症例を重ね検討する必要があると考
えられた．

curveによる左室機能の

13．完全大血管転位・Jatene術後症例における冠動
脈の発達と左室収縮能についての検討

評価および術後冠動脈の発育と左室の発育の検討を

東京女子医科大学日本心臓血圧研究所循環器

行った．

小児科

対象：ASO施行例のうち術前後の結果の得られた
8例で，dTGA 6例， DORV 2例．冠動脈はShaher
分類1型7例，2A 1例で，手術施行年齢は生後12日か

では冠状動脈の太さは正常以下である．心機能への影

ら9カ月，うち4例は2期的に行った．コントロール

響が危惧されるが，過去にこの点について検討した研

群として冠動脈合併症のない川崎病6例を用い比較検

究はない．今回，我々は冠状動脈の太さと，Stress

討した．

Velocity

方法：左室では，術後の左室圧一容量曲線から
Emaxおよび仕事効率を算出しコントロール群と比較

係について検討した．

検討した．左室の発育の評価としてLV

II型および手術ステージ別に，1−prim（1期手術），1−

mass

index，

LVEDVIを測定し術前後で比較検討を行った．また冠

飛田

公理，中澤

誠，門間

和夫

背景および目的：完全大血管転位・Jatene術後中期

Index（以下SVI）からみた左室収縮能の関

方法：完全大血管転位・Jatene術後89例を，1型，
two（II期手術），

II−primおよびII−twoの4群に分類

動脈径についてもASO術前後での径を測定し検討し

した．冠状動脈の太さは，選択的冠状動脈造影から右

た．術後2カ月から16カ月（平均9．5カ月）で評価した．

冠動脈（RCA），左前下行枝（LAD）および左回旋枝

結果：1）EmaxにおいてASO群3．91±1．15，対照

（CX）起始部の直径を計測するとともに，断面積総和

群3．86±O．72と両者間で有意差を認めなかったのに対

（Total

し，仕事効率はASO群43．1＋11．0％，対照群57．0±

2．80％とASO群において有意に低値を示しており，

た．これらRCA， LAD， CXおよびTCSAにっいて，
体表面積より予測される正常値に対するZ・scoreを求

心筋の酸素消費量に対する心の仕事量低下の可能性が

めた．SVIは，超音波断層法より左室収縮末期壁応力

示唆された．一期的手術群と二期的手術群でみると，

有意差は見られないものの，仕事効率において二期的

（ESWS）と左室平均基準化駆出速度（mVcfc）から
Colan等の方法により求めた．これらZ・scoreおよび

手術群においてやや低値を示す傾向が見られた．2）左

SVIについて，4群問で比較した．次に，

室の発育の指標として，LV

SVIの相関を求めた．多群比較には，一元配置分散分

mass

indexは術前38．9±

11．0から術後66．7±8．9g／m2へ，

LVEDVIは術前

82．5±14．0から術後142．6±35．2％Nへ両者共有意に
増加しており，術後の左室の発育は良好と考えられた．

cross−sectional

area；以下TCSA）を算出し

Z−scoreと

析を，Z−scoreとSVIの比較には一次回帰分析を行っ
た．

結果：全群（術後平均3年10カ月）で冠状動脈の太

3）冠動脈径は術前，術後それぞれRCAは平均1．58

さは，右冠動脈優位で左冠動脈は細く，TCSAも正常

mmから2．22mmへ，

LCAは1．32mmから1．52mm

に比して小さかった．SVIは各群とも正常範囲内で

と，術前術後ともRCAが大きい傾向が見られ，術後に

あった．各群間で有意差を認めなかった．Z−scoreと

おいて有意差が認められ，術後LCAの発育が悪い可

SVIの間には有意な相関は認めなかった．

能性が考えられた．LCAの径に対するLV
と仕事効率の関係をみると，LV

massの比

mass／LCA比が大き

いほど仕事効率が低値を示す傾向にあるようにみられ

1・prim

1・tWO

（11−30）

（n＝32）

たが，統計学的には両者に有意な相関関係は認められ

Z−RCA

＋L55土1．52

なかった．

Z・LAD

一

2．84±L40

一

2．88±1，53

Z−CX

一

L34±｛〕86

一

一

1．49土【L55

考察：ASO術後，左室の発育に対して左冠動脈の発
育が追い付いて行かない可能性が考えられた．また，

Z−TCSA
sVI

十⑪．］6±276
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一

prim

II−two
（n＝6）

（n＝21）

＋205±1．32

一

2、52±102

一

2．96±O．99

一

3．58：〔〔｝76

L55±1．42

一

146上0．66

1．63±｛｝95

一

174士〔L97

日．61±197

一

Il

〇6〔）＋2．〔〕6

｛018土2．44

s
s

L63±Il3

s

1．95±0．89

s

＋0］0±2．63

s

一
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考案：完全大血管転位・Jatene術後中期の時点で
は，病型，手術ステージに関わらず冠状動脈の太さは

1．0

正常より細くTCSAも小さいが，左室収縮能は正常に
保たれており，細い冠状動脈が，左室収縮能を低下さ
せる要因になっていなかった．

14．二心室を有するFontan型手術後に生じた収縮
響

の不一致による低心拍出に対する心室ペーシングの影
東京女子医大心臓血圧研究所循環器小児科
檜垣

高史，中澤

富松

宏文，近藤

門間

和夫

誠，中西
千里，森

spontaneous A・sensing
RV

敏雄
善樹

図1

背景：二心室を有するFontan型手術後に収縮時相

pacing

Biventricular

paCtng

ペーシングによる心拍出量の変化

駆出の一部は左室に流入していることが示された．右

の不一致のために，心室間で振子様血流が生じ低心拍

室ペーシングをした場合，右室が先行して収縮するた

出を招く．

めに，まず右室から左室に流入する血流が生じ，遅れ
て左室が収縮を開始すると，左室から右室方向の血流

目的：ペーシングを行い収縮時相を変化させること
により，血行動態がどのように変化するのかを明らか

が生じる．これは，左室から大動脈弁方向への血流を

にすること．

示している．両室ペーシングでは，自己リズムと同様

方法：心カテーテル検査時に，右室ペーシング，両

の血流パターンが認められた（Fig．2）．

考察：本症例では，右室が先に収縮する方が僅かで

室同時ペーシングを施行し，心係数，心室間血流パター

はあるが，拍出効率が良い可能性があると思われた．

ンの変化を検討した．

症例：7歳の男児，診断は｛SLL｝Dextrocardia，
ECD，

DORV，

biventricular

PS，

CA，

bil

SVC，

そのため右室はRESERVER

repairは困難と判断されTCPCを施行

された．心電図検査では，CRBBBで，

secとwide

右室ペーシングの方が効率が良くなる理由としては，
①流出路である大動脈が，右室から起始していること，

CAVVRである．

CHAMBERにはなり

にくいこと．②右室の方が収縮時間が長いことが主と

QRS幅は，0．16

して考えられる．③右室の方が先に収縮すると左室は

QRSであった．

拡張するため左室にとっては適当な前負荷がかかりよ

心拍出量：自己リズムでの心拍出量を1とすると，

り有効な拍出が得られる，などがあげられる．

心房sencingした右室ペーシングでは，心拍出量は，

15．Univentricular

1．1，両室ペーシングではo．95であった（Fig．1）．

心室間血流パターン：自己リズムでは，左室が先行

heartの局所心室拡張能につ

いて

して収縮するため，大動脈弁が開くまでに左室から右

大阪大学医学部小児科

室に向かう血流が出現し，遅れて右室が収縮すること

カル教育研究センター機能画像診断部2），同

），同

によって右室から左室方向の血流が認められ，右室の

放射線科3），同

第1外科4）

齢酬十 ぎ｝浩

SPONTANEOUS

RV

BIVENTRICULAR

PACING

PACING
図2

1nterventricular

flow

dynamics

Presented by Medical*Online

バイオメディ

570

日本小児循環器学会雑誌第12巻第4号

（82）

黒飛

俊二1）佐野

哲也1）内藤

博昭2）

竹内

真1）小垣

滋豊1）有澤

淳3）

松田

暉4）岡田伸太郎1）

目的：Univentricular

regional

shunt後1例，

modi丘ed

PAB及びBT

median

RDF不均一性を定量化するためにasynchronization
index（AI）（AI＝standard

13y）

of

shunt後1例，

magnetic

resonance

さらにrudimentary

imaging（1．5

すなわち房室弁開放時から開放後150msecまでに
Tagではさんだ心筋がどの程度拡張したかを計測し

segment

of

RDF／mean

charnber（RC）容積（ml／m2）を

MRIからSimpson法を用い求めた．
結果：①全segments（63 segments）でRDF計測が

TSiemens）を用いて心室局所拡張能の評価を行った．

main

deviation

RDF）を用いた．その後，全例に心臓カテーテル検

査を施行し，心室圧容積，駆出率，心筋重量を求めた．

Fontan後7例）である．

方法：Tagged

RDFの測

定は7segmentsで行い（図1），これら7segmentsの

張能を評価し，血行動態との関連を検討すること．

（BT

fraction（RDF）（％）として定量

trol）を用いてRDFをZscoreへ変換した．

heart（UVH）の局所心室拡

対象：UVH症例9例（年齢5〜19y，

diastolic

化した．さらに健康成人10人から求めた正常値（con−

可能であった．hypo−diastolic

segment（＜−2SD）は

chamberの7segmentsを計測．
2，6：rudimentary

chamber（RC）に接するsegment．
図
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16segments存在し，内8

segments（50％）がRCに

接するsegmentであった．一方，

hyper−diastolic

seg−

方法：通常の心カテにひきつづき，左右肺動脈をバ
ルーンカテでそれぞれ閉塞し，Fick法を用いて非閉塞

ment（〉±2SD）は2segmentsあり， RCに接する
segmentはなかった． RCに接するsegmentは，その

側のRpを別々に求め，1／Rp＝】／Rp（右）＋1／Rp（左）

他のsegmentに比してRDFが有意に低下していた

た．

の式から得られた値を左右の肺をあわせたRpとし

P−0．04）．②AIは，

UVH

結果：通常の心カテによるRpは平均2．2U・m2，閉

でcontrolに比して有意に上昇していた（73±30

vs

塞により求めたRpは平均1．8U・ln2であり，両者間に

（−2．0±1．2vs

−1．1±1．4，

51±14，p＝0．04）．③AIとRC容積との問には有意な

有意差はなかった．しかし，通常の方法で求めたRpよ

正相関を認め（r＝O．75，p＝0．02），さらには心室拡張

り閉塞により求めたRpのほうが低値，もしくは等し

末期圧との間に有意な正相関を認めた（r＝0．88，p＝

かった3例ではF手術が施行され，良好な血行動態が

0，001）（図2）．

得られた．一方，閉塞により求めたRpが通常の方法で

結語：UVHのRDFを解析した結果，

RCに接する

segmentのRDFが有意に他のseglnentのRDFに比

求めたものより高値であったものは2例であり，1例
は小さい右室を用いた心内修復術を行ったが血行動態

して低下しており，局所拡張の不均一性を引き起こす

が不安定でグレン手術を追加した．また，他の1例は

一 因となることが考えられた．さらに局所拡張不均一

他の条件も含め手術適応条件を満たさないとして現在

とRC容積及び拡張末期圧との間には正相関が存在
し，UVHの局所拡張能さらには心室拡張能に対して

経過観察中である．

RCが影響を及ぼしていることが示唆された．

試験は血流量を増加させた場合のRpを求め肺血管床
の予備能力を評価しようとしたものである．今回の対

16．フォンタン型手術前心臓カテーテル検査におけ
る肺動脈閉塞試験の試み

考案：Rpは血流量により変動する．肺動脈の閉塞

象例では血流量増加によりRpが低下もしくは不変の

東京女子医科大学日本心臓血圧研究所循環器

ものは，比較的肺血管床の予備能力があり，Rpが上昇

小児科

したものは予備能力が乏しいものと考えられた．

富松

宏文，森

中西

敏雄，中澤

善樹，朴
誠，門間

仁三
和夫

背景・目的：肺血管抵抗（Rp）は肺血流量の変化に
伴い変動することが知られている．フォンタン（F）手

結語：肺動脈閉塞試験は肺血管床の予備能力を評価
する上で有用な試みと思われた．

特別講演1
1．『Heterotaxyの外科治療］一どこまで治せるか

術後は肺血流量が術前とは異なることが多い．そこで，

今回肺血流量を変化させてRpを求めることにより，

東京女子医大心研循環器小児外科
高梨

肺血管床の予備能力を評価した．

対象：F手術を目的として心臓カテーテル検査（心

カテ）を行った5例．原疾患は三尖弁閉鎖3例，右室

吉則先生

2．『術後管理の功罪」

千葉県こども病院麻酔科集中治療科
羽鳥

性単心室2例．
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