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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　ドプラ断層心エコー法を用いて弁逆流の評価を行うことの有用性と限界について，ファロー四徴術後

の肺動脈弁閉鎖不全（PR）に関して検討した．ドプラ断層法による重症度の指標として，逆流シグナル

の到達距離（pulmonary　regurgitation　distance：PRD）および逆流面積（pulmonary　regurgitation

area：PRA）を用いた．対象が，体格の異なる小児例のため，前者は体表面積の平方根で，また後者は

体表面積で基準化した．逆流到達距離指数（PRD　index）・逆流面積指数（PRA　index）は，共に肺動

脈造影における半定量的指標による重症度分類に合致した．PRDI　2．5以上，　PRAI　4．0以上が有意な逆

流と考えられた．

　逆流の判定には，適切な断面設定が肝要であり，また主肺動脈内にsuction　signalを認めるため，計

測は肺動脈弁から行う必要がある．シグナルの方向が，2方向へ向かったり，右室壁で折れまがる例の

判定では，多方向からの三次元的評価が必要であった．

　本法は非侵襲的重症度評価法として，PRにおいて有用と考えられる．

　　　　　　　　　　はじめに

　ファロー四徴の右室流出路から肺動脈にかけての形

成術後には，しばしぼ肺動脈弁閉鎖不全が問題となる．

しかし，現在までその正確な非侵襲的評価法がなく，

心臓カテーテル検査を必要としてきた．近年のME技

術の進歩に伴い，ドプラ断層心エコー装置Dを用いて

非侵襲的にリアルタイムに弁逆流の有無およびその広

がりを観察することが可能となった．我々は，ドプラ

断層法を用いてファロー四徴術後の肺動脈弁閉鎖不全

を観察し，その重症度の評価を行った．そして，その

有用性および限界について検討した．

　　　　　　　　　対象と方法

　対象は，ファロー四徴術後1年以上を経過した46名

であり，ドプラ断層法と心臓カテーテル検査を同時に

施行したのは12例であった．心エコー検査の施行年齢

は，3歳8か月から15歳1か月（平均8歳10か月）で

ある．装置は東芝社ee　SSH－65Aを用い，発信周波数

2．5MHZ（一部の例では比較のため3　．　75MHzを用い
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図1　肺動脈弁および右室流出路を描出する断面設定

　図，a：胸骨傍短軸断面，　b：胸骨傍右室流出路長軸

　断面
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た），パルス繰り返し周波数4KHz，フィルターはHigh

（カットオフ周波数600Hz）を用いた．肺動脈弁閉鎖不

全の逆流シグナルの検出には，第3あるいは第4肋間

胸骨左縁から，やや頭側へ傾斜させた短軸断面（図

1a），あるいはそれとほぼ直交する長軸断面（図1b）を

用いた．右室流出路から肺動脈弁および主肺動脈を描

出し，拡張期に肺動脈弁から始まり，右室流出路に認

められる，探触子に向かう赤色系のモザイクシグナル

を検出した（図2）．カラーゲインはノイズが生じない

最大レベルに設定した．シグナルが最人となる時相，

すなわち拡張早期に装置のトラックボールを用いて逆

流シグナルの到達距離（pulmonary　regurgitation　dis－

tance；PRD）および面積（pulmonary　regurgitation

日小循誌　5（3），1990

area；PRA）を測定した．なお，逆流シグナルの計測

は肺動脈弁から行った．PRDを体表面積の平方根で除

した値を肺動脈弁逆流距離指数（pulmonary　regur・

gitation　distance　index；PRDI）とし，またPRAを

体表面積で除した値を，肺動脈弁逆流面積指数（puL

Inonary　regurgitation　area　index；PRAI）とした．

シネアソジオグラフィーでの肺動脈弁逆流ぱ，Sunak－

awaの方法2）を用いNIHカテーテルでの主肺動脈造

影による右室への造影剤の逆流を基に0度から4度に

分類した，0度は逆流を認めないものとした．右室の

肺動脈弁から心尖部までを4等分し，肺動脈造影側面

像での肺動脈弁逆流による造影剤の到達距離から1度

（軽度）から4度（重症）に分類した．
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図2　肺動脈弁逆流シグナルを示す．a：短軸断面，　b：長軸断面．逆流の到達距離

　（PRD）あるいは面積（PRA）は肺動脈弁から計測する．拡張早期にシグナルが最大

　となる時相でフリーズし，装置のトラックボールで計測する．

　略号：AO：大動脈，　LV：左室，　PV：肺動脈弁，　PRA：肺動脈弁逆流シグナルの面

　積，PRAI：肺動脈弁逆流面積指数，　PRD：肺動脈弁逆流シグナルの到達距離i，

　PRDI：肺動脈弁逆流到達距離指数，　RV：右室
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図3　逆流シグナルの到達距離および面積の短軸断面と長軸断面の相関．よく相関し

　ほぼ同じ値となる例が多い．a：到達距離，　b：面積，略号：PRD（S）：短軸断面で

　の逆流到達距離，PRD（L）：長軸断面での逆流到達距離PRA（S）：短軸断面での

　逆流面積，PRA（L）：長軸断面での逆流面積
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図4　できるだけ右室流出路を大きく描出するように

　断層面を設定する必要がある．a：胸骨傍第4肋間，

　b：胸骨傍第3肋間，略号：MPA：主肺動脈，　PR：

　肺動脈弁閉鎖不全，その他は図2を参照．
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図5　ドプラ断層法を用いた肺動脈弁逆流到達距離指

　数（PRDI）（左図）および肺動脈弁逆流面積指数

　（PRAI）（右図）と肺動脈造影での肺動脈弁閉鎖不全

　の程度を比較した．両者の間には，良好な相関を認

　めた．

　　　　　　　　　　結　　果

　対象46例中，45例で右室流出路での十分なカラーシ

グナルを得ることができ，1例だけがシグナルを得ら

れなかった．到達距離あるいは面積は，短軸断面と長

軸断面の間でほぼ同じ値となる例が多く，15例におけ

る両断面での到達距離の相関はr＝0．89，p＜0．001，ま

た面積の相関はr＝0．90，p〈0．001であった（図3a，

b）．しかし，まれに両者間に差を有し，1方向からの

計測では重症度の判断を誤る危険性があり注意を要し

た．短軸断面において，右室流出路を，下位肋間より

も上位肋間でより良く描出でき，かつより大きなPR

の血流シグナルを得られる例があった（図4a，　b）．心

臓カテーテルを施行した12例では，短軸断面での

Presented by Medical*Online



402－（36）

PRDIおよびPRAIを，肺動脈造影でのグレードと比

較した．両者はともに肺動脈造影のグレードに良く相

当し，PRDIとの相関はr＝O．72，　p＜0．01，またPRAI

との相関はr＝O．82，p〈0．005であった〔図5a，b）．

　重症例では，肺動脈弁逆流シグナルが右室流入血流

シグナルと重なることがあった（図6a）．この両者の鑑

別には，カラーシグナルを観察しながら行う，パルス

ドプラ法を用いたマッピングが有用であった．まれに，

日本小児循環器学会雑誌　第5巻　第3号

到達距離および面積計測を用いた逆流の重症度評価の

限界を示すと考えられる例もあった．すなわち，右室

流出路の短軸断面で，内側および外側の2方向に向か

う血流シグナルを有する例咽6b），および右室流出路

で逆流シグナルが折れ曲がる例（図7a、b）である．い

ずれもまれではあるがt評価法の限界と言えよう．図

7a，bの例では，逆流シグナルの方向が流出路白由壁側

へ偏位しており，短軸断面での断面設定にも注意を要
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図6　肺動脈弁逆流シグナルを表す．a’右室流入lfil流シグナルと重なりあっている

　（短軸断面）．b：逆流シグナルが内側と外側の2方向に認められる（短軸断面）．長

　い矢印：肺動脈弁，短い2本の矢印：肺動脈弁逆流シグナル
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図7　特異な血流シグナル．a：短軸断面では右室流出路で逆流シグナルが折れ曲

　がっている．b：同じ症例の長軸断面である，逆流ジェットは右室流出路自由壁方向

　に吹き付けている．黒い長い矢印：肺動脈弁，黒い短い矢印：逆流ジェット，白い

　矢印：主肺動脈内の探触子へ向かうシグナル
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すると考えられた．断面の設定によっては，主肺動脈

内の赤色系モザイクの血流シグナルが，右室流出路で

の逆流シグナルと連続して見える例がある．そこで，

肺動脈弁から逆流シグナルを計測した．

　今回使用した装置では，発信周波数2．5MHzと3．75

MHzとの比較において，　PRDI・PRAIともにほぼ同

じ値を得た．

　　　　　　　　　　考　　察

　肺動脈弁閉鎖不全の評価法に関しては，種々の方法

がある．しかしながら，通常定量的手法として行われ

る色素希釈法3）・ビデオデンシトメトリ法4）・電磁流量

計5）は，いずれも観血的手法である．近年，Goldberg

ら6）は，肺動脈弁閉鎖不全の非侵襲的定量的手法とし

て，バルスドプラ法を用いている．しかし，10mmHg

以上の圧較差を有する場合は適用できないとしてい

る．また，非侵襲的には，他の弁と同様にパルスドプ

ラ法での到達距離を用いた重症度の判定が行われてい

るが，時間を要しかつ熟練を要する7）．

　しかるに，ドプラ断層心エコー法を用いた弁逆流の

評価法8）は，容易にその広がりを判定することができ

ることにその最大の特徴を有する．ただ，今回のごと

く対象が小児である場合，心臓のサイズは様々であり，

逆流シグナルを標準化することが必要である．そこで，

到達距離は体表面積の平方根で，また逆流面積は体表

面積で除した値を重症度の判定に用いた．ドプラ断層

法で求めたPRDIおよびPRAIは，肺動脈造影での逆

流の程度と良い相関を得た．Sunakawaら2）は，肺動脈

造影での3度以上を，右心機能に影響を及ぼす有意な

逆流としている．そこで，肺動脈造影の3度以上に相

当するPRDI　2．5以上あるいはPRAI　4．0以上を，重症

な肺動脈弁閉鎖不全と判断することができる．

　この方法では，超音波ビームを投入する肋間設定に

は注意を要する．右室流出路をできるだけ大きく描出

し，最大の血流シグナルを捕らえるように留意すべき

である．また，肺動脈弁から計測を行っているため，

主肺動脈内からの連続するシグナルを同時に計測して

はならない．主肺動脈内の赤色系モザイクシグナルは，

大動脈弁閉鎖不全において，大動脈弁上部に見られる

suction　signal9）と同様のシグナルと考えられる．大動

脈弁閉鎖不全と同様に，肺動脈弁閉鎖不全でも重症例

で著明であった．ドプラ断層法による評価法の限界と

して，2方向への逆流あるいは右室自由壁での逆流シ

グナルの折れ曲がりを指摘した．同様のことが他の弁

逆流においても指摘されており，この方向の重症度評

403－（37）

価の限界と考えられる．

　ドプラ断層法による逆流の重症度の判定には，種々

の問題点を有することが知られている1°）．まず，第1に

逆流シグナルの広がりに対する超音波の生体減衰の問

題である．生体の個体差を無視はできないが，肺動脈

弁逆流の場合そのシグナルは他の弁での逆流シグナル

に比し探触子の近傍のシグナルであるために，深いと

ころに位置する弁逆流に比べて有利と考えられる．ま

た，胸壁の薄い小児では，減衰はさらに少なく，より

有利であると考えられる．我々の多数例においても，

15歳までの小児例では十分なカラー血流シグナルが得

られなかったのは1例のみであった．第2に，超音波

ビームと逆流シグナルの間の入射角度の問題も重要と

されている．多くの例では両者の間の入射角度は20度

以内であり，問題は少ないとも言えるが，図6b，図7a・

bのごとき例外を考えると2方向からの観察による総

合的評価，すなわち三次元的分布を把握し最大の逆流

映像を描出するようにすることが重要と考えられる．

第3に，S／N比あるいはフィルターの差を初めとする

ドプラ断層装置間の差は，異なる装置での逆流シグナ

ルの比較に問題を残すと考えられる．断層心エコー法

で近傍の像をより鮮明な画像とするためには，発信周

波数をより高くする必要がある．しかし，探触子の発

信周波数を変えることで到達距離および面積が変わる

なら重症度の評価には好ましくない．本装置では，発

信周波数2．5MHzと3．75MHzの比較において，ほぼ

同等との結果が得たが，他機種においても更に十分な

検討が必要と考えられる．

　以上，ドプラ断層法の問題点に関して述べてきた．

しかし，必ずいくらかの弁狭窄を残すファロー四徴術

後では，現在のところ肺動脈弁閉鎖不全の十分な定量

的方法がなく，非侵襲的重症度評価法として本法は有

用であると考えられる．

　　　　　　　　　　文　　献

　1）尾本良三：後天性弁膜疾患：カラーアトラスリア

　　　ルタイムドップラ断層心エコー図法（ドップラ断

　　　層の臨床）．尾本良三編著．診断と治療社，東京，

　　　1983，p．57－59．

　2）S皿akawa，　A．，　Shirotani，　H．，　Yokoyama，　T．

　　　and　Oku，　H．：　Factors　affecting　biventricular

　　functions　following　surgical　repair　of　tetralogy

　　of　Fallot．　Jpn．　Circ．　J．，52：401－410，1988．

　3）Collins，　N．P．，　Braunwald，　E．　and　Morrow，　A．G．：

　　Detection　of　pulmonic　and　tricuspid　regurgita・

　　tion　by　means　of　indicator　solutions．　Circula一

Presented by Medical*Online



404－（38） 日本小児循環器学会雑誌　第5巻　第3号

　　tion，20：561－568，1959．

4）Lange，　P．E．，　Onnasch，　D．GW．，　Bernhard，　A．　and

　　Heintzen，　P．H．：Left　and　right　ventricular

　　adaptation　to　right　ventricular　overload　before

　　and　after　surgical　repair　of　tetralogy　of　Fallot．

　　Am．　J．　Cardiol．，50：786－794，1982．

5）Rohmer，　J．　and　Van　der　Mark，　F．Z．：Pulmo・

　　nary　valve　incompetence：II．　ApPlication　of

　　electromagnetic　flow　velocity　catheters　in　chil－

　　dren．　Cardiovascular　Research，　10：　46－55，

　　1976．

6）Goldberg，　SJ．　and　Allen，　H．D．：Quantitative

　　assessment　by　Doppler　echocardiography　of

　　pulmonary　or　aortic　regurgitation．　Am．　J．　Car－

　　dio1．，56：131－135，1985，

7）北畠　顕，井上通敏編著：肺動脈弁閉鎖不全：超

　　音波心臓ドプラー法．丸善，東京，1986，p．154

　　－158、

8）Kobayashi，　J．，　Hirose，　L，　Nakano，　S．，　Matuda，

　　　H．，Kishimoto，　H．，　Kato，　H．，　Arisawa，　J．　and

　　　Kawashima，　Y．：Quantitative　evaluation　of

　　　pulmonary　regurgitation　after　correction　of

　　　tetralogy　of　Fallot　by　two－dimensional（real

　　　time　color）pulsed　Doppler　echocardiography：

　　　Pediatric　cardiology：Proceedings　of　the　Sec・

　　　ond　World　Congress（ed．　by　Doyle，　EE．，　Engle，

　　　M．A．，　Gersony，　W．M．，　Rashkind，　W．J．　and　Tal・

　　　ner，　N．S．），　Springer・Verlag，　New　York，　Berlin，

　　　Heidelberg，　Tokyo，1986，　p．129－132．

9）森近直子，岡本光帥，坪倉篤雄，中川　博，網岡英

　　　世，山形東伍，土岡由紀子，松浦秀夫，梶山悟朗：

　　　カラードプラ法による大動脈弁閉鎖不全症の弁上

　　　部のsuction　signal　imagingと逆流程度評価．日

　　　本超音波医学会講演論文集，52：335－336，1988．

10）宮武邦夫：カラードプラ法による逆流重症度評

　　　価．日本超音波医学会講演論文集，53：1－2，1988．

Quantitative　Evaluation　of　Pulmonary　Regurgitation　with　Two－Dimensional　Doppler

　　　　　　　　　　　　　　Color　Flow　Imaging－Usefulness　and　Limitations一

Toshiharu　Miyake＊，　Akio　Sunakawa＊，　Tatuo　Yokoyama＊and　Hitoshi　Shirotani

　　　　　　Division　of　Pediatric　Cardiology＊，　Department　of　Cardiovascular　Surgery，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kinki　University　School　of　Medicine

　　　We　evaluated　pulmonary　regurgitation（PR）by　Doppler　color　flow　imaging　in　46　patients　after

repair　of　tetralogy　of　Fallot，　aged　3－15　years．　As　an　index　of　the　severity　by　Doppler　color　flow

imaging，　we　used　the　distance　and　area　of　a　color　signal　of　a　regurgitation　extending　from　the

pulmonary　valve　to　the　right　ventricle．　The　PR　distance　and　area　were　standardized　by　the　square　root

of　body　surface　area　and　body　surface　area，　respectively．　Grading　of　PR（0：absent，1；trivia1，2；mild，3：

moderate，4：severe）was　according　to　the　extension　of　PR　flow　of　contrast　medium　seen　on　the　main

pulmonary　arteriogram’．　The　PR　distance　index（PRDI）and　PR　area　index（PRAI）reflected　the　grade　of

PR　by　the　pulmonary　arteriogram．　The　PRDI　of　2．50r　more，　or　the　PRAI　of　4．O　or　more，　were

equivalent　to　a　PR　of　grade　30r　more　of　pulmonary　arteriogram．　As　a　result，　they　were　a　reliable　index

of　a　significant　PR．

　　　In　450f　46　patients，　sufficient　color　signal　was　present　in　the　right　ventricular　outflow　tract．　In

order　to　observe　the　degree　of　the　regurgitation，　it　was　most　important　that　we　established　the　section．

Having　found　a　red－mosaic　signal，　which　was　toward　a　probe　into　the　main　pulmonary　artery，　we

measured　the　PRDI　and　PRAI　from　the　pulmonary　valve．　The　bi－directional　PR　signal　was　recorded　in

one　patient．　Also，　the　regurgitation　signal　blew　against　the　anterior　wall　in　the　right　ventricle　and

changed　it’s　course　in　another　patient．　In　such　cases，　it　was　necessary　to　estimate　the　degree　of　PR　in

Var10US　SeCt10nS．

　　　　The　finding　of　this　study　indicate　that　Doppler　color　flow　imaging　is　useful　in　the　non・invasive

assessment　of　PR．　This　method　will　be　useful　for　following　the　progression　of　PR　after　repair　of

tetralogy　of　Fallot．
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