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〈研究会抄録〉

第17回小児心機能血行動態談話会

日　時

会　場

世話人

平成9年10月4日（土）

順天堂大学医学部付属順天堂医院

井埜　利博（順天堂大学小児科）

　1．起立負荷心エコー法の有用性と限界

　　　　順天堂大学小児科

　　　　　　高橋　　健，井埜　利博，工藤　孝弘

　　　　　　大久保又一，秋元かつみ，西本啓

　　　　　　山城雄一郎

　　　　江東病院小児科　　　　　　　久場川哲男

　目的：起立負荷心エコー法は，起立時の血行動態変

化を評価する上で臨床上簡便かつ非侵襲的な方法であ

る．起立性調節障害（orthostatic　dysregulation，　OD）

は，起立により生じる血行動態変化から種々の症状が

出現する疾患であり，今回は本疾患に対して起立負荷

心エコー法を施行し，その有用性と限界について検討

した．

　方法：対象は種々の不定愁訴からODが疑われ起立

負荷心エコー検査を施行した20例．年齢は9～15歳（平

均11歳）．症状によりA群：大，小症状から診断基準を

満足し，起立負荷により血圧低下，脈圧狭小および嘔

吐，頭痛などのOD症状が出現した7例，　B群：ODが

疑われたが診断基準は満足しなかった7例およびC

群：正常健康児6例に分類した．方法は全例20分間の

起立負荷心エコー検査を施行，心拍数，血圧を経時的

にモニターした．心エコーにより左室長軸断層から得

られたM－mode　scanから左室容量，駆出率，心拍出量

を，また剣状突起下矢状断面において肝後方に下大静

脈を描出し，径およびドップラーにより流速を経時的

に計測した．

　結果：①A群では10～20分の起立により左室容量

の著明な低下（49±34％の低下率），心拍出量の低下

（15±25％），下大静脈径（60＋22％）・流速（80±27％）

の有意な低下を認めた．②B，C群では起立により左室

容量（63＋40％），心拍出量の低下（68±39％），下大

静脈径（85±12％）・流速（88±28％）の有意な低下を

認めたが，いずれもA群より軽度であった．
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　総括：起立負荷心エコー法はODの簡易検査法とし

て有用であり，新たな診断基準の一つと成り得るが，

立位では心臓の位置が移動するため熟練を要する．典

型的ODでは起立による前負荷の減少から左室拡張未

期容量が低下し，その結果心拍出量の著明な低下を生

じる．

　2．小児における腹部大動脈の血管特性一早産児に

おける大動脈弾性度の検討一

　　　　順天堂大学小児科

　　　　　　大久保又一，井埜　利博，工藤　孝広

　　　　　　高橋　　健，稀代　雅彦，秋元かつみ

　　　　　　西本　　啓，斉藤　昌宏，篠原　公一

　　　　　　山城雄一郎

　背景：これまでに健常新生児，乳児，学童および成

人の腹部大動脈の弾性度を心エコーを用いて検討して

きた．その結果，年齢と大動脈の弾性度は二次関数で

近似できることを報告してきた．（Normalized　Ep；

Y＝4」6－0．174X＋0．007×2）今回早産児と満期出生

児の大動脈弾性度を比較検討した．

　対象：A群；在胎37週未満の早産児，14名．在胎週

数：32．7±19．1週，出生時体重：1，644±302．8g，検査

時日齢：12．3±13．1日，検査時体重：1，661±367g．　B

群；満期出生児で1歳未満の健常新生児，乳児，41名．

月齢；3．72±3．37カ月，体重；5，658＋2，233g

　方法：自動血圧計で収縮期血圧（Ps）および拡張期

血圧（Pd）を測定．胸骨下長軸像M－mode　scanにて

腹部大動脈を描出し，最大拡張径をDs，最小径をDd

とし，さらに大動脈血流速度（V）を測定．また，傍胸

骨短軸にて左室短縮率（FS）を計測．以上を用いて以

下を算出した．1）S（Aortic　strain）＝（DS－Dd）／Dd，

2）Ep（Pressure　strain　elastic　modulus）＝（Ps－Pd）／

S，3）Ep＊（Normalized　Ep）＝Ep／Pd

　結果：SはA群で有意に低値であり（A；0．145±

0．06，B；0．214±0．07，　p＜0．005），Ep＊はA群が有意

に高値であった（A；6．07±3．33，B；4．08±1．68，　p＜

0．05）．EpおよびVでは両群間に有意差は認めなかっ
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たが，FSではA群が有意に低下していた．しかし，　A

群内ではFSとS，　Ep，　Ep＊との間には有意差は認めな

かった．

　考案：早産児の大動脈弾性度は，満期正常新生児お

よび乳児よりも低い，すなわち血管が堅いことが考え

られた．その原因として，心収縮力低下のみならず血

管の未熟性も関与しているものと思われた．すなわち，

中膜平滑筋細胞の生物学的特性の違いに由来する可能

性が示唆された．

　3．新生児重症三尖弁閉鎖不全症の1例一新生児期

早期の高肺血管抵抗，三尖弁逆流，肺動脈低形成のた

め，機能的肺動脈閉鎖を呈した一

　　　　埼玉県立小児医療センター循環器科

　　　　　　菱谷　　隆，星野　健司，北澤　玲子

　　　　　　上原　里呈，小川　　潔

　症例：日齢0，男児

　現病歴：40週3，852g，正常分娩，9／8，出生直後より

著しいチアノーゼ，PGE1開始して当科紹介入院．

PaO222mmHg，呼吸微弱のため，挿管．超音波エコー

にて，高度三尖弁逆流，肺動脈弁開放なし．PDA　flow

少なく，状態改善ないため，入院10時間後PPSを考え

緊急手術．Brock手術（4．5mm　Hegar容易に挿入可

能）施行するがPaO228mmHgと改善ないため，右

BTshunt追加．術中，右室圧，肺動脈圧ともに30mmHg

で等圧．術中所見及び術後エコーにて機能的肺動脈閉

鎖と診断．CCUに帰室後も状態不安定．　PO223

mmHg，血管拡張剤，　NO投与，　BAS施行するも，ア

シドーシス，血圧低下を繰り返した．メイロン持続投

与にてPHを維持．入院後30時間後，　PO228mmHg，

血圧徐々に上昇したが，全身状態は一進一退を繰り返

した．日齢35，心臓カテーテル検査施行．右室造影に

て肺動脈は造影されず．肺動脈は低形成（PA　index：

58）．4カ月で退院．以後外来にて経過観察．高度三尖

弁逆流は不変．10カ月時の心エコー検査にて肺動脈の

forward　flow検出．1歳10カ月，心臓カテーテル検査

施行．RV造影にてPAが軽度造影され，左肺動脈の成

長も認めた（PA　index　119）．

　結論

　（1）新生児早期の高肺血管抵抗，高度三尖弁逆流，

肺動脈低形成のため，機能的肺動脈閉鎖の病態呈した

例を提示した．

　（2）通常，機能的肺動脈閉鎖は新生児早期に，認め

られるが，本例では長期間継続し，特異な血行動態を

示した．

463－（75）

　（3）機i能的肺動脈閉鎖の診断には，器質的なものと

の鑑別をする上で，肺動脈弁の動き，逆流の有無など，

特に注意深い検索が必要である．

　4．双胎間輸血症候群受血児に於ける出生後心機能

の経時的変化一壁応力と収縮速度の関係を指標にして

　　　　聖隷浜松病院小児科

　　　　　　横山　岳彦，山守かずみ，寺澤　俊一

　　　　　　岩瀬　一弘，西尾　公男，瀬口　正史

　　　　　　犬飼　和久

　目的：双胎間輸血症候群（TTTS）の受血児（R）に

おいて，胎内の特殊な循環動態が胎外環境へどのよう

に適応するかについては不明な点が多い．Rにおいて

収縮末期壁応力（ESWS）と心拍補正左室平均短縮速

度（mVcfc）を中心に出生後の左室機能について観察

したので報告する．

　対象：1996年4月から1997年6月までに当院で出生

したTTTSのR4例
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　方法：超音波心エコー検査と非観血的血圧測定を行

い，ESWSおよびmVcfcをColanらの方法に従い計

算した．さらに，Doppler法により心拍出量を求めた．

出生後6時間以内にこれらの検査を開始し，生後48時

間まで経時的に測定した．

　結果：症例1は生直後より左室収縮能は減弱してお

りそれが徐々に改善していった．症例2は生後22時間，

症例4は生後8時間に，それぞれ前検査時よりESWS

の増大を認めそれに伴いmVcfcの著しい低下を認め

た．このとき両者供，心筋の壁厚が薄くなっていた．

症例3は出生当初から，良好であったが，著明な心筋

肥厚を認めた．この症例では，心拍出量は出生直後に，

422m1／kg．minと著明に増大していた．

　考案：TTTSでは，心機能が充進しているものから

低下に陥っているものまで幅広い病態を示した．各症

例の病態を理解しそれに応じた循環管理を行うのに

ESWS－mVcfcの関係は有効であると思われた．

　5．心エコーによる肺高血圧の半定量評価法（PH

score）第1報；PH　scoreの作成
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　　　　神奈川県立こども医療センター周産期医療部

　　　　新生児未熟児科

　　　　　　川滝　元良，後藤　彰子，猪谷　泰史

　新生児医療の進歩に伴い，より体重の少ない，より

未熟な新生児の救命率が向上しているが，それととも

に，慢性肺疾患の合併率が増加している．慢性肺疾患

の管理では，肺高血圧の評価が重要となるが，軽症か

ら中等症の肺高血圧を的確に評価する方法は確立され

てない．我々は，心エコーによる簡便で非侵襲的肺高

血圧の評価法を考案したので報告する．

　生後3カ月から4歳までの心肺機能に異常のない正

常児200例での基準値は，すでに発表しているので，そ

の結果をそのまま使う．

　今回肺高血圧の評価に用いた心エコーの指標は，こ

れまでに多くの報告で肺高血圧と関連していることが

示されているものだが，個々の指標は正常群とのオー

バーラップが大きく，単独の指標から肺高血圧の程度

を正確に評価することは困難であった．そこで，7項

目の心エコー指標をまとめて総合的に判定することに

した．我々が用いた心エコー指標は，右室収縮時間以

下RSTI，肺動脈血流の加速時間と収縮期間の比以一ド

AT／ET，収縮末期における左室短軸像での心室中隔

に平行な内径と直交する内径の比以下LVS／L，左室

計測位のMモードエコーにおける拡張期及び収縮期

の右室壁厚（RVaw（d），　RVaw（s），肺動脈弁輪径と大

動脈弁輪径の比（P／A），三尖弁輪径と僧帽弁輪径の比

（T／M）の7項目である．

　心奇形を合併していない3カ月から4歳までの児48

例で，有意の三尖弁逆流を合併している症例を対象と

した．簡易ベルヌーイの法則を用いて右室一右房間の

圧較差を求め，右房圧は，三尖弁輪径と僧帽弁輪径の

比が1．2以下の場合は5，1．2より大きい場合は10と仮

定し，右房圧と右房一右室圧較差の和より肺動脈圧を

推定した．

　RSTIと推定肺動脈圧は，　R2＝0．64の一次相関をみ

とめるが，正常群とも広くオーバーラップしていた．

このグラフから推定肺動脈圧75に相当するRSTIは

0．35であり，O．27から0．35の症例には＋1，0．35より大

きい症例には＋2を与えた．

　同様に，AT／ET，　LV（S／L），RVaw（d），RVaw（s），

P／A，T／Mと肺動脈圧との相関それぞれ0．33，0．591，

O．59，0．55，0．424，0．636R2＝0．36であり，正常群と

も広くオーバーラップしていた．推定肺動脈75に相当

する値はそれぞれ027，0．60，3．5，4．2，1．40，1．40
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であった．

　以上の結果から表のようなscoreを考案した．これ

ら7項目の点数を合計したものをPH　scoreとした．

推定肺動脈圧とPH　scoreはR＝0．767と良好な一次

相関を示し，正常群とのオーバーラップも非常に少な

くなった．推定肺動脈圧30，50，75に相当するPH　score

はそれぞれ2点，5点，9点であるため，PH　score　O

～ 2点を肺高血圧なし，3～5点を軽症肺高血圧，6

～ 9点を中等症肺高血圧，10点以上を重症肺高血圧と

診断した．

項目

RSTI

AT／ET

LV（S！L）

RVaw（d）

RVaw（s）

P／A

T／M

　　0点

3－5ケ月　6ヶ月以上

≦0．30　　　　≦0．27

≦0．30　　　　≦O．33

≧0．70　　　≧0．75

≦2．2

≦4．2

≦1．25

≦1．20

＋1点

≦0．35

≧0．27

≧0．60

≦35

≦6．5

≦1、40

≦1．40

＋2点

＞0．35

＜0．27

＜0．60

＞3．5

＞6．5

＞1．40

＞1．40

　6．心エコーによる肺高血圧の半定量評価法（PH

score）第2報；慢性肺疾患に合併する肺高血圧の評価

　　　　神奈川県立こども医療センター周産期医療部

　　　　新生児未熟児科

　　　　　　川滝　元良，後藤　彰子，猪谷　泰史

　当院NICU退院後，在宅酸素療法（以下HOT）行い，

1年以上経過観察できた13例を対象に臨床経過とPH

scoreの関連を検討した．

　1年以内にHOTを中止できた軽症例は，退院時点

のPH　scoreは低く，また，短期間に改善していた．

　HOT離脱までに1～2年を要した中等症例は，退

院時点のPH　scoreは軽症例よりも高く，また改善に

より時間を要した．

　HOT離脱までに2年以上を要した，あるいは退院

できない，あるいは死亡された重症例をまとめてみる

と，PH　scoreは常に高値を維持し，改善していなかっ

た．

　重症例の気道感染前後のAT／ETを比較すると，感

染後に明らかに悪化していた．気道感染を契機に呼吸

不全，心不全が悪化し不幸な転帰をとる理由の一因に

肺高血圧の悪化が関与していることが示唆された．

　CLDで肺高血圧を合併していた未熟児卒業生が

いったんCLD，　PHとも改善した後でも，扁桃肥大な
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どの上気道狭窄を契機に肺高血圧が悪化する症例が

あった．

　今後，未熟児卒業生の全身管理にPH　scoreを生か

していきたい．

　7．プロスタサイクリン持続静注療法を行った原発

性肺高血圧の1例

　　　　東邦大学第1小児科

　　　　　　星田　　宏，中山　智孝，小澤　安文

　　　　　　松裏　裕行，佐地　　勉

　　　　聖隷浜松病院小児科　　　　　瀬口　正史

　プロスタサイクリン（PGI，）の持続静注を行った原

発性肺高血圧の8歳の女児例を経験し，心臓カテーテ

ルおよび心エコーにて血行動態の変化を評価したので

報告する．

　PGI、急性投与による血行動態の変化では，平均肺動

脈圧の低下はなく，平均大動脈圧は10ng／kg投与より

上昇し，PA／Ao比は増加傾向にあった．心拍出量は10

ng／kg投与より1．9〃minに増加し，その後徐々に増

加し18ng／kg投与時では約21／minまで増加し前値に

比べ18％の増加を認めた．全肺血管抵抗値も10ng／kg

投与より低下傾向にあり，18ng／kg投与時で12％の低

下を認めた．

　しかし，効果判定としては非反応群であった．

　PGI，長期投与による血行動態の変化では，肺血管抵

抗値は35．7から292単位へ18％低下し，心拍出量は

2．04から2．841／minへ39％の増加を認めた．

　心エコーでは，三尖弁逆流速度は軽度の低下で，右

室圧は変化ないものの，左室拡張期終期径は徐々に拡

大し，心拍出量の増大と考えられた．

　血管動作物質の変化では，ヒト心房性Na利尿ペプ

チドは持続的に高値を示していた．エンドセリンー1は

軽度低下傾向にあったが，正常上限であった．6ketoP－

GF1αは前値5pg／mlがPGI2静注開始後に約1，000pg／

mlに上昇し，トロンボキサンB2は115pg／mlから29

pg／mlに低下した．

　臨床経過では，肝腫大はPGI2開始時には右季肋下に

5cm触知していたが，2カ月目より触知しなくなっ

た．NYHAはclass　IIIからIIへ，6分間歩行も，3

カ月後には400mを越えるようになった．

　PGI，による急性効果判定にて血管拡張反応はあま

り良好でなかったが，長期効果では肺循環動態の改善

に有効であった．

　肺動脈圧の低下がなくてもPGI、により肺血管抵抗

は低下し，肺循環血量が増加することにより心拍出量
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は増大し，心不全症状は明らかに改善した．

　特別講演

　冠血管内皮によるNO，プロスタノイド遊離と活性

酸素

　　　　順天堂大学医学部第2生理　　岡田　隆夫

　冠血管内皮細胞はプロスタサイクリン（PGI，），一酸

化窒素（NO），エンドセリン等のオータコイドを遊離

し冠循環の調節に重要な役割を果たしている．一方，

虚血一再灌流に際し，スーパーオキシド（OE）や過酸

化水素（H、0、）等の活性酸素が発生し，再灌流障害の

進行に重要な役割を果たしていることが知られてい

る．成熟及び未熟ラットの心臓を摘出し生理的塩類溶

液で灌流（ランゲンドルフ法）する実験から，内皮由

来のPGI2やNOと活性酸素との間には複雑な相互作

用があり，再灌流時の心筋細胞の非可逆的損傷の阻

止・増悪，心筋収縮機能の回復の促進・遅延に大きな

影響を与えていることが明らかとなって来た．例えば

虚血一再灌流を単純化したモデルである心臓の低酸素

灌流一再酸素化実験においてPGI2遊離は再酸素化時

に著増するが，NO遊離は増加しない．　PGI2遊離の増

加を阻害剤により抑制すると心筋障害は有意に増悪す

る．NO遊離を抑制した場合も心筋障害は軽度ながら

増悪し，PGI，とNOはともに心筋保護的にはたらいて

いることが示唆される．ところがO∵を灌流した場合は

冠血管は収縮し，PGI2の遊離は変化しないままNO遊

離が増加する．この場合はNO遊離を抑制すると心筋

障害が軽減され，NOが恐らくOiと反応してパーオキ

シナイトライト（ONOO　）となり心筋障害的に作用

していると考えられる．一方H，0、はNO遊離には影

響を与えないままPGI、遊離を著増させる．そしてO；

とH、0、が共存する場合は増加したPGI、の作用に

よって冠血管は拡張し，NO遊離の増加が抑制され心

筋障害が軽減される．このように低濃度のH202は

PGI、を介してNO遊離を抑制し，心筋保護的に作用す

ると考えられる．ところが，幼弱心では様相が異なっ

ている．幼弱心は低酸素灌流一再酸素化に対して成熟

心よりもはるかに抵抗性が高く，再酸素化時にもPGI，

遊離は増加しない．即ち，PGI2遊離の増加は膜リン脂

質崩壊の反映でもあり，極度のPGI，遊離の増加は心筋

障害が進行しつつあることを示唆するものと考えられ

る．

　8．術後のAT（anaerobic　threshold）からみた術

前のFontan適応について

　　　　東京女子医科大学循環器小児科
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　　　　　　本村　秀樹，中澤　　誠，門間　和夫

　AT（Anaerobic　threshold）とは有酸素エネルギー

産生に無酸素性エネルギー産生機構が加わった時点の

運動時のVO2のレベルといわれ，運動能を客観的に数

値に定量することができる．Fontan術後に施行した

ATを用いて術前のRp，　Ejection　fraction，　PA　index，

PO2，　HTRと術後の運動能との関連を検討した．

　方法：三尖弁閉鎖症22名，非三尖弁閉鎖症30名の合

計52名のFontan術後患者に対してchest社製のAY－

500－Tを用い，エルゴメーターでランプ負荷を行い

AT値を測定した．　AT検査時の患者の年齢の平均値

は20．7歳で，平均術後年数は三尖弁閉鎖症で10年，非

三尖弁閉鎖症で5年あった．なお，非三尖弁閉鎖症で

のEjection　fraction（EF）は両心室の拡張終末期容量

とEFの加重平均を行った値を用いた．

　結果：全体の平均値は16．1ml／min／kgで三尖弁閉

鎖症のATの平均値は16．9ml／min／kg，非三尖弁閉鎖

症の平均値は15．3ml／min／kgであった．術前のRpが

2単位以下が多かったが，2単位から3．5単位のハイリ

スク群でも良好なAT値をとるものもあり，相関は認

めなかった．PA　index　250から300単位ではAT値は

低めの傾向はあるが，相関関係は認めなかった．EFは

45～65％に分布しており，その間では相関はなかった．

また，EFは40％以下は2例あったが，1例はAT値

15．6ml／min／kgと平均値となっていた．術前のPO2，

CTRともに相関関係は認めなかった．

　考察：術前のFontan適応条件を満たしていれば，

術後の運動能は単因子では相関係数において有意差を

認めなかった．しかし，多因子的な解析は行っておら

ず今後の検討が必要である．また，運動能（AT値）は

循環，呼吸，筋力の総合的なものである．呼吸，筋力

は術後の生活習慣に大きく左右される．このため，術

前因子とともに術後の因子も関係していると思われ
る．

　9．フォンタン術後の心拍出の予測第2報一実際例

との対比一

　　　　国立循環器病センター小児科

　　　　　　　　　　　　山田　　修，渡辺　　健

　　　　　　　　　　　　越後　茂之，神谷　哲郎

　目的：昨年我々は当談話会でFontan術前の血行動

態から術後の血行動態を予測する試みについて発表し

た．今回その推測の有効性を検討するために推測値を

術後に実測された中心静脈圧，心拍出量と対比した．

　対象：対象例は心室容量計測が可能であり，肺血管
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抵抗が算出できた三尖弁閉鎖の7例であり，術後血行

動態計測は術後3カ月～13カ月に行われた．

　方法：術後心拍出量CO，中心静脈圧CVPの推測は

昨年の当談話会で報告した方法で行った．すなわち術

前の心室収縮性Ees，肺血管抵抗Rpが術後も不変と

考え，組織への酸素伝達をみたすCVPにおいて循環

動態が平衡に達すると想定する．但しこの時の血液か

ら組織への酸素伝達係数は仮想値であるので算出され

たCO，　CVPは真の値に一定の係数（定数）を乗じた

ものになる．そのため予測の有効性の検定は順位相関

によって行った．

　結果：1例においてはFontan循環が成立しないと

いう予測にもかかわらず手術は成立した．他の6例で

もCO，　CVPともFontan術前の血行動態からの術後

の血行動態の推定は実際の計測とは順位の一致はな
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かった．CTの平均予測値（3．17±0．07）は実際値より

高値であり，CVP平均予測値も実際値より高値であっ

た．

　考案：術後のEes　4．98±O．86は術前の2．24±1．15

に比べ有意に高かった．これは術後の心室容積以下に

よるところが大きいと考えられたが，各症例によって

の変化率のばらつきが大きく，これが予測の合致しな

かったことの一因と思われた．またRpも比較的一定

であった4例と2倍以上に増大した3例とが認められ
た．

　結語：肺血管抵抗や心室収縮性が術前後で変化する

ことが予測の不一致の原因と考えられる．

　　10．カテーテル心房中隔欠損閉鎖術前後の血行動

態

　　　　国立循環器病センター小児科

　　　　　　　　　　　　越後　茂之，西田　公一

　　　　　　　　　　　　吉村　　健，神谷　哲郎

　心房中隔欠損孔を閉鎖すると，肺循環血液量が著明

に低下し，右室の心拍出量が減少して，右室や左室の

心パフォーマンスに大きな影響を与えることが予想さ

れる．しかし，右室容積を非侵襲的方法で計測するこ

とは困難であり，心房中隔欠損閉鎖術直後の血行動態

が急激に変化した時点における正確な心室容積の評価

はこれまで行われていない．一方，エンジェルウイン

グス心房中隔閉鎖システムを使用したカテーテル心房

中隔欠損閉鎖術は，閉鎖術直後から心房中隔欠損での

短絡がほとんど消失する症例が多く，心房中隔欠損閉

鎖前後の血行動態の急激な変化を評価するには絶好の

手技である．今回，エンジェルウイングスによる心房

中隔欠損閉鎖術を施行した6例（5～13歳）について，

左右心室の容積特性と左室圧を術前後で比較検討し

た．

　閉鎖術前のQp／Qsは1．8～3．3（中央値：2．25）で，

術直後に3例が完全閉鎖し3例に少量の残存短絡が認

められた．RVEDVIは，心房中隔閉鎖によって128±24

ml／m2から101±14ml／m2へと大きく減少した．

LVEDVIは，68±17ml／m2から75±16ml／m2へと軽度

増加した．LVEDPは9．0±2．2mmHgから15．8±5．5

mmHgへと著明に増加した．左室拡張末期圧・容積関

係の変動から，心房中隔欠損の左室コンプライアンス

は低いと考えられた．一方，RVSIは77±9ml／m2から

59±11ml／m2へと著明に減少し，　LVSIは50±11m1／

m2から59＋12ml／m2へとかなり増加した．この結果，

右室と左室の一回拍出量比（RVSI／LVSI）は術前の
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1．61±0．30から術後の1．01±0．15へと大きく変動し

た．RVEFは61±6％が59±5％になり，　LVEFは

74±4％から80±6％になったが，いずれも著明な増

減はみられなかった．

　閉鎖術直後の低い左室コンプライアンスは，血行動

態からみて心房レベルでの短絡が残存しやすい状態を

示すが，閉鎖術後にコンプライアンスが徐々に増加す

ると短絡が減少したり消失するのに好都合な状態に変

化する可能性があると考える．

　11．演題取り消し

　12．携帯型長時間血圧モニタリングを用いた大動脈

弓離断・縮窄症術後再狭窄症例の血圧日内変動に関す

る検討

　　　　東京女子医科大学循環器小児科

　　　　　　小坂　和輝，石井　徹子，相羽　　純

　　　　　　中澤　　誠，門間　和夫

　大動脈弓離断（IAA）・縮窄（CoA）症の術後に心筋

肥大を来している症例がある．とくに狭窄での圧較差

がでないような症例でも心筋肥大を来してくるものが

ある．そこで，血圧日内変動の心筋肥大への影響を，

携帯型長時間血圧モニタリング（ABPM）を用いて検

討した．

　対象は，大動脈弓離断・縮窄症の術後で当院でフォ

ロー中の14症例（IAA　6例，　CoA　8例）で，年齢は6

歳から23歳（平均13歳），性別は男11例，女3例．この

14症例に計20回ABPMを施行．対象の上肢収縮期血

圧は110から172mmHg（平均138mmHg）．上下肢差は

0から70mmHg（平均30mmHg）．

　患者の血圧を日中6：00～21：00は20分おき，夜間

21：00～翌朝6：00までは30分おきに測定し，その

dataをともに収縮期血圧1日平均値，収縮期血圧最高

値，覚醒時収縮期血圧平均値（ASBP），睡眠時収縮期

血圧平均値（SSBP），睡眠時最低収縮期血圧（基底血

圧），睡眠時収縮期血圧低下率％ABP＝（ASBP－

SSBP）／ASBP×100（％）を検討．左室肥大の指標は，

心エコーから左室心筋重量を導き，体表面積からの予

測左室心筋重量と比較し％N値としたものを使用．上

記血圧のdataをX軸に，心筋重量％N値をY軸にと

り，各々散布図を描いたがこの結果からは有意な相関

を見いだせなかった．

　今後日内変動の検討を心肥大の評価のparameter

を他のものでも比較するとともに他にも影響を及ぼす

因子として血圧の動作時の変化度の検討やレニンーア

ンジオテンシン系やアンジオテンシン変換酵素等を検
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討してゆく必要があると思われる．

　13．動脈管開存における肺静脈血流の検討

　　　　愛媛大学医学部小児科

　　　　　　檜垣　高史，山本　英一，中野　威史

　　　　　　澤田　裕美，松田　　修，寺田　一也

　　　　　　後藤　悟志，宮崎　正章，貴田　嘉一

　はじめに：小児の肺静脈血流については，種々の検

討がなされているが，いまだ不明な点も多い．我々は，

動脈管開存の閉鎖前後で，肺静脈血流パターンの解析

を行い，前負荷の肺静脈血流パターンに対する影響に

ついて検討した．

　対象：動脈管開存症4例．

　方法：心臓カテーテル検査時に，動脈管をバルーン

カテーテルで閉塞し，その前後での右肺静脈血流パ

ターンを超音波パルスドップラー法によって記録し

た．検討項目は，peak　S，　peak　D，その比であるD／

S，Sarea，　D　area，　D　area／S　area，　D　D　Tである．

　結果：

　《動脈管閉塞時の右肺静脈血流パターン》（Fig．1）
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　動脈管閉塞直後では，肺静脈血流の流速は全体とし

て低下し，D波が著しく低下した．

　《動脈管開放時の肺静脈血流パターン》（Fig．2）
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肺静脈血流速度は増加し，D波が著しく増加した．

PDA開放 PDA閉塞

S 54±2．8 44±2．1

D 46±3．6 22±1．1

D／S 0．86±0．08 0．49±0．03

Sarea 14．2±t1 11．0±1、0

Darea 6．5±0．9 2．9±0．3

Darea　1　Sare∂ 0，46±0．08 0，2ア±0．04

DDT 115±16．7 149±13．5
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　動脈管閉塞後に，肺静脈血流のS波，D波ともに有

意に低下した．D／S，　D　area／S　areaも有意に低下し，

より有意にD波が減高することが示された．

　考察：動脈管をバルーンカテーテルによって閉塞

し，前負荷を変化させることによって肺静脈血流パ

ターンの変化を検討した．動脈管を閉塞すると，肺動

脈，肺静脈血流が減少するが，この時の心室の収縮能，

拡張能は急性期では不変であり，また左房のコンプラ

イアンスも一定である．動脈管をバルーンカテーテル

で閉塞することにより，前負荷のみを変化させること

ができるひとつのモデルとなる．肺静脈径も急性期で

は変化しないと考えると，肺静脈血流速度の低下は，

肺静脈血流の減少を反映しており，D波の減高は，拡

張期肺静脈血流が減少したことを示し，左室の拡張に

よる流入血流が減少したと考えられる．S波は，若干減

少したが変化は小さく，左房の拡張によって流入する

血流の変化は小さい．血行動態的に，肺静脈血流量の

増減の急性変化に対しては，左室の急速流入が増減す

ることによって対応していることが示された．
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