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断層心エコー法による単心室症の心室容積特性の評価に関する研究
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　単心室症18例および一側房室弁閉鎖症5例を対象として，断層心エコー法を用いて心室容積特性の評

価を試み，心室造影法から求めた計測値と比較検討した．

　断層心エコー法による心室容積の算出には3方向からの心室の断層エコー像の断面積と房室弁一心尖

間距離を計測し，Single　plane　area－length法による楕円体近似式，簡易シソプソン法および著者らが新

しく考案した半楕円体近似式の3方法を用いた．

　心室容積においては，いずれの近似式を用いた方法でも断層心エコー法と心室造影法は良好な直線相

関（γ＝0．96以上）を認めた．駆出率においても，いずれの近似式を用いた方法でも，断層心エコー法と

心室造影法は良好な直線相関（r＝0．80以上）を認めた．3方法の中で半楕円体近似式が心室容積，駆出

率のいずれにおいても，相関係数が最も高く，推定標準誤差は最も低値であった．

　単心室症において断層心エコー法による心室容積および駆出率の評価が可能であることが示された．

本法を臨床応用することにより，単心室症の術後急性期および遠隔期の心室機能の詳細な把握が可能で

あり，断層心エコー法による単心室症の心室容積の定量的評価は，本症患児の内科的・外科的管理上有

用であると考えられる．

　　　　　　　　　緒　　言

　単心室症は心臓外科領域の進歩の著しい現在でも予

後不良の複雑心奇形である．本症に対する根治術とし

て，解剖学的根治術（Septation1）～3）），機能的根治術

（Fontan手術4）一’6｝，　Total　cavo－pulmonary　shunt手

術7｝が施行されている．これらの術式の適応の決定に

は心大血管の解剖学的構造，心室機能および肺血行動

態などが重要な因子である．中でもSeptationの適応

の判断に際しては，二分割するに充分な心室容積を有

すること8）9｝，またFontan型手術では良好な心室ボン
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プ機能を有することが必要であることから，術前の心

室容積特性の把握がきわめて重要である1°｝11）．また本

症に対するシャント手術後の経過において心室容積特

性の評価は重要であり12），しかもこれを経時的に行う

必要がある．しかしながら現在本症の心室容積特性の

評価には侵襲的方法である心血管造影法が必要であ

り，患児の負担は大きく，施行回数にも限界がある．

また本症の非侵襲的な心室容積特性の評価に関する報

告は少なく13）14），いまだ確立されたものはない．一方超

音波断層心エコー法（以下2－DE法）を用いての左室容

積特性の計測の進歩は著しく，方法論的にも信頼性が

高い15）一一17）．さらに右室容積計測においても同様の試み

がなされている18）～23）．そこで著者らは本症の2－DE像
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から心室容積を求め，’ 従来の心室造影法から算出した

値と対比することにより，本症の心室容積の評価を試

み，臨床応用の可能性について検討した．

　　　　　　　　　　対　　象

　1982年から1984年までに心血管造影検査を施行し，

単心室症と診断された18例と左側房室弁閉鎖5例の計

23例である．一側房室弁閉鎖では，いずれも房室間連

絡はなく（absent　atrioventricular　connection），心室

甥㌶蒜鷲蕊㍑㌶雅罵
し今回の検討に含めた．検査時年齢は生後2週間から

15歳（平均5歳10ヵ月）で，男児12例，女児11例であっ

た．単心室症18例の心室形態は，小塚・川島分類25）の1

型（左室型単心室症）4例，II型（両心室成分を有す

る型）3例，III型（右室型）11例であった．5例の左

側房室弁閉鎖の心室形態はいずれも右室型であった．

単心室症18例の房室弁形態は，15例が共通房室弁であ

り，1型の2例とIII型の1例が2個の房室弁を有して

いた．10例がのべ13回のシャント手術を受けていた．

11回がBlalock・Taussig手術で2回がcentral　shunt

手術であった．

　　　　　　　　　　方　　法

　1．断層心エコー法による心室容積の算出

　心血管造影検査前2日以内に安静仰臥位にて2－DE

検査を施行した．乳幼児ではTriclofos（⑧Tricloryl）

80mg／kgを服用後安静睡眠時に施行した．使用機種

は，YHPモデル77020A　ultrasonic　imaging　system

で，3．5MHzまたは5MHzのトランスデューサーを用

いた．心尖部四腔断面に相当する像および房室弁レベ

ルと乳頭筋レベルの2つの傍胸骨短軸断面像（図1）

を描出し，心電図を併せビデナテープ録画装置に記録

した．

　記録されたビデオテープ録画像より心電図上のR

波を拡張末期，T波の後半部で内腔が最小となる時相

を収縮末期とし，同一心拍の中で両時相共鮮明な内腔

像が得られる場面を静止させ，心室心内膜縁を透明な

セルロイドフイルムの上にトレースした．得られた各

断面の拡張末期と収縮末期のトレース像の面積を計測

した．また心尖一房室弁間距離を長軸径（L）とし計測

した．Lは共通房室弁例では房室弁輪の中点と心尖を

結ぶ線分の距離を，2つの房室弁を有する例では房室

弁の中隔尖付着部位と心尖を結ぶ線分をそれぞれ計測

した（図1a）．以上の計測はOscon　angio－analyze

computerのdigityzer　systemを用いて行った．

201－（11）

　2－DE像から求めた心室の各断面積と長軸径の測定

値から次の3つの近似式を用いて単心室の拡張末期容

積，収縮末期容積および駆出率を算出した．

　i）Single　plane　area・1ength法による楕円体近似

式（Ellipsoid　method以下E法）26）

　　V＝8／3π・（Aa）2／L

　ii）簡易シンプソソ法（modified　Simpson’s　rule以

下S法）15）27）

　　V＝Aa・L／3十（Av十Ap）／2・

　　　L／3十Ap／3・L／3

　iii）半楕円体近似式（Half　Ellipsoid　method以下

H－E法）28）

　　V＝4／3・Aa・v厩
　（Aa：心尖部四腔像の断面積，　Av：房室弁レベルで

の短軸像の心室断面積，Ap：乳頭筋レベルでの短軸像

の断面積，L：心尖部四腔像での長軸径）

　3つの近似式の仮定となった幾何学的モデルを図2

に示す．E法は心室を回転楕円体柱に近似させる方法

で，心尖部四腔断面の一断面のみの計測値を用いる．

S法は心室形状には仮定を置かないのが特徴で，三断

面の計測値を用いて算出する．H－E法は本症の断層心

エコー像の心室形状を考慮し，著者らが新たに考案し

た近似式である，すなわち心室を半楕円体と仮定し，

その容積をAaとAvの二方向からの断面積を用いて

算出するものである．

　II．心室造影法による心室容積の算出

　二方向映画撮影法による心室造影像からarea－

length法を用いて心室容積を算出した．補正式は1型

には左室容積計測に一般に用いられているVt＝
0．93×Vc－3．8（m1）29）を用い，　III型には島崎ら3°）の作

成した右室容積計測補正式Vt＝O．76×Vc－0．2（ml）

を用いた．Vt，　Vcはそれぞれ実測容積，計測容積を示

す．1型，III型共痕跡的心室（rudimentary　chamber）

は主心室に比して小さいために容積計算には含めな

かった．今回対象としたII型の4例はいずれも心室壁

の肉柱構造から両心室成分を有する型であり，大きい

方の心室成分の心室容積計測の補正式を用いた．

　造影剤の注入は心室腔内で行い，心電図を併せ記録

した．映画造影記録装置はフィリップス社製バイプ

レーンシネアンギオ装置Poly　Diagnost　Cを用い，60

コマ／秒または90コマ／秒で映画撮影を行った．計測は

心室性期外収縮とその一心拍後は除き，すべて正常心

拍時の像のみを用いて行った．心電図のR波を拡張末

期，T波後半部で造影像が最小となる時期を収縮末期
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図1　対象中の1例（2個の房室弁を有する1型単心室症例）の拡張末期の断層心エ

　コー図を示す．aは心尖部からの心室断面像，　b，　cはそれぞれ房室弁レベルと乳頭

　筋レベルでの傍胸骨短軸像である．点線は断面積計測の際トレースした心内膜面を

　示す．またLは長軸径を表す，

とし同一心拍で計測した．ライトベソによるdigityze

computer（フィリップス社製LVV100）を用いて拡張

末期容積収縮末期容積を算出した．

　III．統計処理

　2－DE法及び心室造影法を用いて求めた拡張末期容

積，収縮末期容積，駆出率についてそれぞれ相関回帰

式，相関係数，推定標準誤差（Standard　error　of　the

estimate，以下SEE）を求めた．また以下の式で心室

造影法による心室容積からの誤差率を求め，その平均

をmean　percent　error（以下MPE）とした．

　　％error＝（V’－echo－V－angio）／

　　　V－angio×100
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methods　Eltipsoid－single　plane
2－DE　views　　　　　single（apical）

geometric
　models

algorisms

　Simpson’s　rule
3（apical，　short　at　AVV＆PM）

　k－一一一一一L－一一一→1

Av

Half　Ellipsoid
2（apical．　short・at・AW）

　　　　　　　　Aa　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Aa
　　　　　　　　　　　　　　　　l←Y3＋Y3→←レ≦→｛

V一
号・（；芒　V－Av・9＋AきAp・9＋等・9　V－－9－・Aa・俘

図2　検討した3つの近似式の使用する心エコー断面，幾何学的モデルおよび心室容

　積の計算法，（AVV＝atrioventricular　valve，　PM＝papillary　muscle，　L＝長軸径

　の長さ，Aa二心尖部断面像での心室内腔断面積，　Av＝房室弁レベルの傍胸骨短軸像

　での心室内腔断面積，Ap＝乳頭筋レベルの短軸像での心室内腔断面積）

　（V’－echo：相関回帰式で補正した2－DE法による心

室容積，V－angio：心室造影法から求めた心室容積）

　　　　　　　　　　結　　果

　1．心室容積について

　i）拡張末期容積　心室造影法から求めた拡張末期

容積（y）と2－DE法から求めた拡張末期容積（x）との

間には，E法でy＝1．05x＋12．2（r＝0．939），　S法では

y＝1．23x十20．2（r＝0．946），およびH－E法ではy＝

1．32x＋10．1（r＝0．969）といずれの近似式においても

有意の（p＜0．001）直線相関を認めた（表1，図3）．

SEEはE法で18．3ml，　S法で14．6ml，　H－E法で10．8ml

であった．MPEは，　E法で10．5±7．04％（mean±SE），

S法で9．31±5．62％，H－E法で5．92±4，44％であった．

相関係数，SEE，　MPE共H－E法が最も良好な値を示

した．

　ii）収縮末期容積心室造影法から求めた収縮末期容

積（y）と2・DE法から求めた収縮末期容積（x）との間

には，E法でy＝1．12x十2．97（r＝0．922），S法ではy＝

1．26x十9．96（r＝0．923），およびH－E法ではy＝1．38

x＋3．22（r＝0．955）といずれの近似式においても有意

の（p＜0．001）直線相関を認めた（表2，図3）．SEE

はE法で9．13ml，　S法で8．12ml，　H－E法で5．88mlで

あった．MPEは，　E法で10．9±8．19％（mean±SE），

S法で10．6±6．32％，H－E法で5．84±4．60％であった．

収縮末期容積においても，H－E法が相関係数，　SEE，

MPEについて最も良好な値を示した．

　II．駆出率（以下EF）について

　2・DE法により求めたEFと心室造影法から求めた

EFとの間には，　E法でr＝0．802，　S法でr＝0．887，

H－E法でr＝0．936といずれも有意な（p〈0．001）直線

相関を認めた（表3，図4）．SEEはE法が0．0756，　S

法が0．0420，H－E法が0．279であった．　EFにおいても

HE法が最も相関係数が高く，SEEは最も低値であっ
た．

　　　　　　　　　　考　　察

　心エコー法による左室容積評価は，2・DE法が用いら

れるようになりその精度は向上し，正常左室だけでな

く心拡大や壁運動異常例においても非侵襲的容積評価

法として確立されている15）17）．また右室においても同

様の試みがなされ臨床応用の可能性が報告されてい

る18）一一23）が，単心室への応用の試みは見られない．今回

検討した3つの近似式のうちH’E法を除く2法は，既

表1　断層心エコー法から求めた心室拡張末期容積と心室造影法から求めた心室拡張末期容積との

　相関．（SEE＝推定標準誤差，　MPE＝平均誤差率）

SEE MPE
Regression　equation

Echo　algolit㎞ r
Slope Intercept pvalue

Ellipsoid　single　plane

Modi6ed　Simpson’s　rule

Half　Ellipsoid

0，939

0，946

0，969

18．3ml

14．6mI

10．8m1

10．5±7．04％

9．31±5．62％

5．92±4．44％

1．05

1．23

1．32

12．2m1

20．2ml

10．1ml

〈0．001

＜0．001

＜0．001
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図3　断層心エコー法より求めた心室容積と心室造影より求めた心室容積の相関図．

　直線は拡張末期容積と収縮末期容積をあわせた回帰直線を示す（Echo　Volume＝断

　層心エコー法より求めた心室容積，Angio　Volume＝心室造影法より求めた心室容

　積，EDV＝拡張末期容積，　ESV＝収縮末期容積，　SEE＝推定標準誤差）

表2　断層心エコー法から求めた心室収縮末期容積と心室造影法から求めた

　心室収縮末期容積との相関．

SEE MPE
Regression　equation

Echo　algolism r
Slope Intercept pvalue

Ellipsoid　single　plane

Modi負ed　Simpson’s　rule

Half　Ellipsoid

0，922

0，923

0，955

9．13m1

8．12ml

5．88m1

10．9±8．19％

10．6±6．32％

5．84±4．60％

1．12

1．26

1．38

2．97m1

9．96m1

322ml

〈0．001

＜0．001

〈0．001
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表3　断層心エコー法から求めた駆出率と心室造影法から求めた駆出率との相関

SEE
Regression　equation

Echo　algolism r

Slope Intercept pvalue

Ellipsoid　single　plane

Modi丘ed　Simpson’s　rule

Half　Ellipsoid

0，802

0，887

0，936

0．0756

0．0420

0．0279

0，520

0，793

0，951

0，268

0，100

0．0304

＜0．001

＜0．001

＜0．001
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図4　断層心エコー法より求めた駆出率と心室造影法より求めた駆出率との相関図．

　（SEE二推定標準誤差）

に左室及び右室の容積評価法として報告されている．

E法はKingら26）により報告された左室容積評価法で

あるが，本来area－length法は左室・右室共適用でき，

本症にも応用可能と考えた．S法は左室・右室共に応用

され現在最も高い精度を持つ方法として認められてい

る15）2°）27）．この方法は心室の形状について仮定を置か

ないため，原理的には本症の心室容積計測に最も適し

ていると考えられる．一方単心室症は主心室の肉柱構

造から左室型と右室型に大別されているが，心室の形

状は正常の左室や右室とは随分異なっている．すなわ

ちいずれの型においても，房室弁レベルで最大の短軸

断面を有する半球または半楕円体に近い形状をしてい

Presented by Medical*Online



206－（16）

る．H－E法は著者らがこの心室の形状を考慮し新たに

考案した近似法である．

　心室造影法と2・DE法との間には，心室拡張末期容

積，収縮末期容積の両者において，いずれの近似式で

もr＝0．92以上の高い直線相関を認めた（表1）．また

SEEは心室拡張末期容積で10．8～18．3ml，心室収縮末

期容積では5．9～9．1ml，拡張末期容積と心室収縮末期

を併せると8．6～14．2mlであった．これらの値は

Levineら22）の右室のキャストでの検討やWyatte

ら16）の犬の左室を使った検討と同程度であり，Folland

ら15）の臨床例の左室での検討より良好な値であった，

またMPEは拡張末期容積で5．9～10．2％，収縮末期容

積では5．8～10．9％で，Wyattら16）の犬を使った実験

の結果より良好であった．以上の検討から2－DE法を

用いた本症の心室容積計測法は臨床応用に際し十分な

精度を有していると考えられる．

　2－DE法から求めた心室容積はいずれの近似式を用

いても心室造影法から求めた心室容積に比し過少評価

傾向を認めた．この原因として2・DE法では心室造影

法に比し長軸径が過少評価されること17）27）および心室

造影法では乳頭筋と肉柱を心室容積に含めて計算し，

2・DE法ではこれらを含めていないこと17）などが指摘

されている．単心室の心室構造は一般に肉柱は荒く，

乳頭筋も異常に太いことが多いことから，前述の原因

のうち特に後者が，2・DE法による心室容積が心室造影

法による心室容積より低値を示した大きな要因である

と推測される．

　駆出率について心室造影法との相関を見るとH－E

法がr＝0．94と最も高い相関を示し，E法およびS法

ではそれぞれr＝0．80とr＝0．89であるが，いずれも有

意な直線相関を認めた．この成績はFollandらの報告

（r＝0．66～0．78，SEE＝0．097～0．116）15）に比し相関係

数，SEEとも良好な値であった．心室容積に加えて心

室のポンプ機能についても2－DE法を用いて評価が可

能であると考えられる．そして今回の検討では，心室

容積，駆出率の両者ともH－E法が相関係数，SEE，

MPEのすべてにおいて最も良好な値を示したことか

ら，本症に対してはH－E法による評価が優れているこ

とが示唆された．H－E法は通常よく用いられる二断面

のデータがあれぽ算出可能であり，臨床応用に適して

いると考えられる．

　2－DE法による心室容積の算出においては，原理的に

使用する断面の数が多い程精度は高くなると考えられ

る15）．S法は三断面の計測値を使用するため最も精度

日本小児循環器学会雑誌　第3巻　第2号

が高くなると予想したが，今回の検討ではH－E法と同

程度の精度であった．この理由の一つはS法が心室容

積算出に誤差が入り易い長軸径を用いた点にあると考

えられる．2－DE法では心尖を的確に描出することが困

難であり，心拍動により心尖が観察断面からずれる可

能性がある．さらに本症においては房室弁形態が不定

であることが，長軸径の正確な計測を困難にしている

ものと考えられる．他の原因としてS法で使用した乳

頭筋レベルの短軸断面の描出に際し症例ごとに断面が

一定しなかった可能性が考えられる．

　2－DE法による単心室症の容積評価を行う上での実

際上の問題点として，肉柱構造の荒い右室型単心室症

のトレースが挙げられる．右室型単心宝症においては

静止画像で心室内腔の辺縁の判断に苦しむ例が存在し

た．しかし通常の観察で十分心室の動きを把握し，10

心拍以上を記録した上で，最も鮮明な静止画像を選び，

さらに八木原ら19）の指摘する様に心内膜面として内側

の不規則なechoは除外し，　echo　free　spaceの最外縁

をトレースすることにより対象例全例の心室内腔断面

積の計測が可能であった．そして2－DE法と心室造影

法との心室容積の直線相関において右室型と左室型の

間に差を認めなかった．以上より右室型単心室症にお

いては心室内腔のトレース上問題点はあるが，前述の

点に注意すれぽ臨床応用の際問題となるほどの誤差は

避け得るものと考えられる．

　2・DE法の再現性は臨床応用の際重要な問題である．

今回の検討で，同一検者の2回の断面積計測ではほと

んどばらつきはなかった．別の検者でも同一記録から

のトレースでは，前述の点に一注意すれぽぼらつきは

少ないと予想されるが，別の検者が記録から行う場合

には，十分な観察により常に最大内腔を有する心室断

面を捉えるように注意しなけれぽならないと思われ
る．

　2－DE法は簡便でかつ非侵襲的であるという大きな

利点を有する．これを生かして心室造影法では得難い

心機能の評価を行うことが可能である．2－DE法による

術後急性期の経時的な心室機能の把握はより適切な術

後管理を可能にすると考えられる．また本症の長期的

な心室容積特性の変化を非侵襲的に知ることにより，

内科的管理を容易にし，心臓カテーテル検査・心血管

造影検査の施行回数を減らすことが可能である．今回

の検討から2－DE検査を用いて本症の心室容積特性を

評価することが十分可能であり，本法は単心室症患児

の内科的・外科的管理を行う上で大きな意義を有する
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と考えられる．

　　　　　　　　　　結　　語

　1）単心室症18例と一側房室弁閉鎖5例の計23例に

ついて，断層心エコー像から心室容積および駆出率を

算出し，心室造影法による計測値と対比した．

　2）2・DE像から楕円体近似式，簡易シンプソン法お

よび半楕円体近似式の3法を用いて計測した心室拡張

末期容積は，心室造影法により計測した拡張末期容積

とそれぞれr＝0．939，r＝0．946およびr＝0．969の有意

な直線相関を認めた．また収縮末期容積においてはそ

れぞれr＝O．922，r＝0．923およびr＝0．955の有意な直

線相関を認めた．

　3）2－DE法から楕円体近似式，簡易シンプソン法お

よび半楕円体近似式の3法を用いて算出した駆出率

は，心室造影法により求めた駆出率とそれぞれr＝

0．802，r－O．887およびr＝0．936の有意な直線相関を

認めた．

　4）3つの近似式のうち半楕円体近似式が心室容積，

駆出率の両者共，相関係数が最も高く，推定標準誤差

は最も低値であった．

　5）単心室症において断層心エコー法を用いて心室

容積および駆出率を算出することが可能であり，本症

に対して経時的な評価を行うことは治療方針の決定，

術後管理を行う上できわめて有用であると考えられ

た．
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　　　Assessment　of　ventricular　volume　and　function　is　essential　to　both　medical　and　surgical

management　of　patients　with　single　ventricle．　Two　dimensional　echocardiography（2－DE）was　utilized

to　estimate　ventricular　volume（SVvol）and　ejection　fraction（EF），　and　comparative　evaluation　was

made　with　angiographic　volumetry．　Twenty－three　patients　were　studied，　ranging　in　age　from　2　weeks

to　15　years　old，4with　left　ventricular　type，16　with　right　ventricular　type（including　5　with　mitral

atresia）and　3　with　intermediate　type．　In　each　patient　2－DE　images　were　recorded　in　magnetic

videotape　from　three　views，　apical　view　and　two　parasternal　short　axis　views　at　the　level　of

atrioventricular　valve　and　papillary　muscle．　Length　of　long　axis　in　apical　view（L）and　area　of　freezed

image　of　ventricle　in　each　view（Aa，　Av，　Ap，　respectively）were　measured　by　a　digitizer．　SVvol，　end・

diastolic　and　end－systolic，　and　EF　were　calculated　with　three　methods，1＞Half　ellipsoid（H－E）method，

with　algorism　of　SVvol＝4／3×Aa×∨願，2）Ellipsoid（E）method　with　single　plane　SVvol＝8／3×

Aa2／L，3）Modified　Simpson’s　rule　SVvol＝Aa×L／3十（Av十Ap）／2×L／3十Ap／3×L／3．　SVvol　and　EF

calculated　with　biplane　cineangiography（Y）by　area・1ength　method　was　compared　with　2・DE　calculate

SVvol　and　EF（X）using　linear　regression　analysis．　Results　were　following．　Ventricular　volume：H－E

method　Y（ml）＝1．36X十5．59（r＝0．98，　p＜0．001，　SEE＝8．6　ml），　E　method　Y＝1．10X十6．27（r＝0．95，

p＜0．001，SEE＝14．2），　Simpson’s　rule　Y＝1．29X十12．6（r＝0．96，　p＜O：OOI，　SEE＝11．8），　EF：H・E　method

Y＝0．95X十〇．030（r＝0．94，　p＜0．001，　SEE＝0．028），　E　method　Y＝0．52X十〇．27（r＝O．80，　p＜0．001，

SEE＝0．076），　Simpson’s　rule　Y＝0．79X十〇．10（r＝0．87，　p＜0．001，　SEE＝0．042）．　H－E　method　had　highest

correlation　and　lowest　SEE　in　both　SVvol　and　EF．　These　results　indicate　that　2－DE　appears　to　be　a

reliable　technique　in　estimation　of　ventricular　volume　and　pump　function，　especially　by　using　our

newly　developed　H－E　method．　This　non・invasive　method　is　useful　in　determining　the　surgical

procedure　as　well　as　long－term　follow　up　for　patients　with　single　ventricle．

Presented by Medical*Online


	0200
	0201
	0202
	0203
	0204
	0205
	0206
	0207
	0208
	0209



