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ドプラ心エコー法を用いた左冠動脈血流の検出方法の研究
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　ドプラ心エコー法を用いた左冠動脈血流の検出方法を新生児症例について研究した．左傍胸骨からの

アプローチが有用で，左冠動脈前下行枝が肺動脈背側より前方に向かい左心耳下付近の前室間溝から心

尖へと走行し始める前下行枝近位領域からのドプラシグナルの検出が可能で，正常新生児の35例（0～2

日）中24例（69％），心疾患新生児の9例（0～26日）中6例（67％）において拡張期血流の解析が可能

であった．しかし，収縮期血流の検出はわずかに3例（9％）であり，本法の限界が判明した．新生児

ではこの部位の血管は管腔としてみえないため，冠動脈血流由来のカラーフP一の検出も検討した．カ

ラー表示された症例は正常新生児5例（14％）および心疾患新生児6例（67％）であり，これらの11症

例における入射角度は0～35度（平均7度）であった．得られた冠動脈血流は，原則として2音より急

速に増加しその後徐々に減速し等容収縮期に急速に終了する拡張期血流と収縮中期に棘波を形成する収

縮期血流の2相波であった．角度補正をおこなわず計測した最大拡張期血流速度は正常新生児が22～35

cm／s（平均27）で，心疾患新生児は40～65cm／s（平均50）であった．

　本法により各種病態における冠動脈血流速度の定量化や血流パターンの解析を非侵襲的におこなえる

可能性がある．

　循環系は出生を境に，それまでの右室優位の胎児循

環から左室を系統心室とする成人循環へとダイナミッ

クに変換する1｝．心臓は絶えず収縮弛緩を繰り返しそ

の酸素需要はかなり高いが，酸素の供給源である冠循

環が出生前後どのように対応するのかは非常に興味深

い．また不全心において，あるいは川崎病などの冠動

脈血管炎において冠循環をモニターできないであろう

か．これらを可能にするための方法として，わたした

ちは冠動脈血流の非侵襲的検出方法について研究して

きた．本論文ではまず新生児期の冠動脈血流の検出方

法について報告する．

別刷請求先：（〒280）千葉市亥鼻1－8－1

　　　　　千葉大学医学部小児科　　　寺井　　勝

　　　　　　　　　方　　法

　①対象

　正常新生児35例（日齢0～2）と心疾患新生児9例

（日齢0～26）を対象とした．正常新生児は本院産科に

て出生した35例で，いずれも心疾患のないことを理学

所見および心断層エコー法で確認した．心疾患例はこ

の1年間に本院にて出生あるいは受診した9例で，心

疾患のうちわけは心室中隔欠損4（小～中欠損で肺高

血圧合併はなし），ファロー四徴症1，エブスタイン氏

病1，大血管転位L肥大型心筋症1，総動脈幹遺残

1（半月弁の逆流あり）である．診断はいずれも心断

層エコー法を用いて測定した．

　②使用装置

　ドプラ心エコー装置はアロカSSD870を用いた．超
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図1　左冠動脈前ド行枝領域を含む断層面のシェーマ（a）とこれに相当する断層面

　（b）を示す．また正常新生児例のドプラ所見（c）と心疾患児のカラードプラ表示例

　（d）のモノクロ写真を示す．（d）では，本来サンプルボリュームマークのところで

　リニアなカラー血流が入射角0度で表示されている．（c）（d）ともに収縮期と拡張

　期の血流が検出されている．LV＝左室，　LA＝左房，　LAA＝左心耳，　AML＝僧帽弁

　前尖，PA＝肺動脈，　ECG＝心電図，　PCG＝心音図
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音波周波数は5MHzのものを使用した．パルス繰り返

し周波数は6～8KHzに，ノイズを除去するためのフィ

ルターは遮断周波数を200Hzに設定した．サンプルボ

リュウムサイズは2mmとした．得られたドプラ信号

は，FFT（高速フーリエ変換）により周波数分析され

流速スペクトグラムとして表示された．カラードプラ

法を用いる際はフレーム数をユ5～20Hzとした．レ

コーダーへの記録は紙送り速度10cm／sとして行い，

Mモード心エコー図，心電図，心音図も同時に記録し

た．ドプラ検査時，自動血圧測定装置にて血圧を測定

した．ドプラ心エコーの記録はビデオテープにもおさ

め，冠動脈血流検出例における解析をコマ送りでも

行った．

　③左冠動脈血流の検出方法

　正常新生児は自然睡眠時に，心疾患児はトリクロー

ルエチルフォスフェイトモノソジームにより入眠させ

いずれも仰臥位にて検査を行った．通常の心エコーお

よびドプラ検査をおこなった後に，左前胸部より冠動

脈血流の検出を試みた．左冠動脈前下行枝は肺動脈背

側より前方に向かい左心耳下の前室問溝から心尖へと

走行する，入射角度を小さく左冠動脈血流を捉えるた

めに，左冠動脈前下行枝近位部を含む図laに示す断

層面の描出を左前胸部より試みた．多くの場合，トラ

ンスデューサーの尾側を右側に傾斜させて，前室間溝
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の描出を試みた．通常，右室が消失する断層面（図1b）

で前室間溝にサンプルを設定し，拡張期優位のドプラ

シグナルをBモードと同時に表示しながら探索した．

新生児ではこの部位の血管は管腔としてみえないた

め，冠動脈血流由来のカラーフローの検出を同時に

行った．拡張期冠動脈血流を少なくとも6心拍連続し

て検出できた症例を陽性検出例とした．入射角度はカ

ラー表示された症例において，カラーフP一を含んだ

前室間溝とドプラピームとの間を計測した．最大拡張

期血流速度は角度補正をおこなわずに計測した．

　④冠動脈血流検出の確認のための付随検査

　同様の方法で冠動脈血流の検出が可能であった心疾

患乳児の2例において以下の検査を行った．生後7カ

月の大動脈縮窄例では末梢静脈からジピリダモール

（0．56mg／kg）を4分間かけて注入し，冠動脈血流の変

化を観察した．生後4ヵ月の心室中隔欠損例では，大

動脈造影検査時に冠動脈血流のドプラ心エコー法を

行った．

　　　　　　　　　　結　　果

　①冠動脈血流の検出

　冠動脈血流の検出は左傍胸骨からのアプローチが有

用であった．この際，左心耳が前室間溝を捜すための

指標となる場合が多かった（図1）．検出可能な心周期

は拡張期で，収縮期血流の検出は容易ではなかった．

左前下行枝の拡張期血流は正常新生児の24例（69％）

に，心疾患新生児の6例（67％）に検出が可能であっ

た．収縮期血流に関しては3例（9％）で検出された

が，他の41例では血流の検出はなかった．カラー表示

された症例は正常新生児5例（14％）および心疾患新

生児6例（67％）であった．これらカラー表示された

11症例における入射角度は0～35度（平均7．1±10．6

SD）であった．これらカラー表示例では冠動脈血流と

ドプラピームとの入射角度の設定が容易で，断層面を

多少ずらすことで入射角度をより小さく設定しえた．

ビデオテープに収めたBモードとドプラモードの記

録をコマ送りにて詳細に検討すると，サンプルボリュ

ウムは拡張期全般から等容収縮期までは前室間溝上に

ほぼ設定されているが，収縮中期以降は明らかに前室

間溝上からずれる場合が多かった．症例によっては拡

張期後半の血流検出が困難な症例もあり拡張期血流の

終了の時相が不明確な例も存在した．一方，拡張早期

は検出例の全例で解析が可能であった．

　②正常新生児における左冠動脈血流の特性

　図2に症例を示す．正常児の拡張期血流は，2音よ
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図2　正常新生児2例（a，b）の冠動脈ドプラ血流パ

　ターンを示す．紙送り速度は，100mm／secで2秒間

　のドプラ記録を示す，拡張期の血流は2音直後より

　始まり等容収縮期で急速に終了する．収縮期血流は

　正常児の第1例（a）で検出されているが，収縮中期

　に棘波を形成している．拡張期最大血流速度は，い

　ずれも35cm／secで，心拍数はそれぞれ121，122であ

　る．ECG＝心電図，　PCG＝心音図

一il、’一’一’一”’一”’wh’e”’一→
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　　　　　　　㊨75cm’sec

－s軋．．▲，，，e戯 b，

EC6

1‘，11‘1　い　↓I　tl　ll　L　、’ll　A　I‘

，、11∴、，＿1、　　　　　1∴，1‘

図3　日齢2日のファロー四徴症における冠動脈ドプ

　ラ血流を示す．紙送り速度は，100mm／secで2秒間

　のドプラ記録を示す．冠動脈血流は正常例と異なっ

　たパターンを示す．拡張期血流速度は65cm／secと

　増加している，心拍数は122である．ECG＝心電図，

　PCG＝心音図

り急速に増加したあと急速に減速し，その後は徐々に

減速しながら等容収縮期に急速に終了した．収縮期血

流は収縮中期に棘波を形成した．最大拡張期血流速度

は22～35cm／s（平均27±4．1SD）であった．冠動脈血

流を検出しえた正常児における心拍数は118±9SD

で，収縮期血圧は平均68mmHg，拡張期血圧は平均41

mmHgであった．

　③心疾患新生児における左冠動脈血流の特性

　心疾患児では，エプスタイソ氏病と大血管転位およ

び心室中隔欠損の3例を除いた6例で冠動脈血流の検

出が可能であった．これらの血流パターソは，正常例

と同様のものから拡張期早期に流速が急速に増加しそ
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の後ゆっくり減速する症例など病態により様々であっ

た．最大拡張期血流速度は40～65cm／s（平均50±8．8

SD）で，今回の対象例のなかではファP一四徴症例が

最大の拡張期血流速度を示した（図3）．冠動脈血流を

検出しえた心疾患児における心拍数は132±15．6SD

で，収縮期血圧は平均76mmHg，拡張期血圧は平均51

mmHgであった．

　④ジピリダモール負荷

　生後7ヵ月の大動脈縮窄の症例でジピリダモール負

荷を行った結果，注入開始4分間で最大血流速度が50

cm／sから100cm／sへと増加した．

　⑤大動脈造影時の冠動脈血流

　生後4ヵ月の心室中隔欠損例の大動脈造影では，造

影時にドプラ信号の増強を認めた．この変化は造影終

了後すみやかに消失した．最大血流速度は造影直後に

わずかに増加した後漸減し，造影終了後冠動脈血流速

度の再増加を認めた．

　　　　　　　　　考　　察

　冠動脈血流の非侵襲的検出は現在実用化されている

ドプラ装置では技術的に困難であると考えられてい

た．川崎病や冠動脈奇形患児において，冠動脈の形態

情報は心断層エコー法を用いて容易に得られる

が2）3），これら血管内の血流情報を得ることは容易では

ないという経験は珍しくない．冠動脈が心拍動ととも

に動くことからサソプルボリュームを血管内に保つこ

とが容易ではないこと，例え血管内に保持できたとし

てもドプラ効果を得るためのドプラピームと冠動脈血

管との至週入射角度を得にくいことが大きな理由とし

て挙げられる．1987年，Fusejima4）はパルスドプラ法を

用いて成人例の左冠動脈前下行枝血流の経胸壁よりの

検出に初めて成功した．彼は成人左冠動脈前下行枝中

位の血流検出が可能であると報告しているが，著者ら

は，小児ではこの部分の心筋の拍動は大きく冠動脈血

流の検出は容易ではないと実感している．Fusejimaの

研究は，現在実用化にあるパルスドプラ装置により冠

動脈血流検出の可能性を示したことで極めて意義深

い．

　Fusejimaの方法の問題点は検出率が低いことと入

射角度が大きいために定量化に難点がある事である．

私たちは，これらの問題点を解決するためには肺動脈

の背面より前方に向かう領域の左冠動脈前下行枝近位

部が入射角度が小さく捉えうる至適血管領域と考え，

その検出に有用な断層面を研究しここに報告した．冠

動脈造影にて経験することであるが，この左冠動脈前
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下行枝近位は血管そのものの上下（頭尾側）方向の動

きが比較的少なく，しかも新生児のような垂直心では

前胸壁に直角の方向に僅かに移動するのみである．成

人ではこの部位は胸壁より深いためドプラの減衰が大

きいことが予想できるが，新生児では2～3cmの深度

であり，血流検出が十分に可能と考えられた．事実，

正常新生児における検出率は高く，得られた血流波形

も拡張期に関しては解析に耐えうるものと考えられ

る．しかしながら，収縮期の冠動脈血流の検出率は極

めて低く，収縮期血流パターンの解析には限界がある

ことが判明した．

　事実，冠動脈血流を検出しえているかの確認として，

造影剤注入と冠動脈血流に影響を与える薬物による血

流パターンの変化を心疾患乳児において観察した．造

影中はドプラ信号の増強がみられ，検出している血流

領域に造影剤が流れた事実が示唆された．一方，冠動

脈血管とくに抵抗血管の拡張により冠動脈血流の増加

をもたらす薬剤であるジピリダモール5）の注入では，

予想された血流の増加を確認した．いずれも傍証であ

るが，私たちがひろっている血流が冠動脈血流である

ことを支持する結果である．

　心臓は収縮弛緩を繰り返すため，血流の多くは拡張

期に流れる．光ファイバーを用いた左冠動脈血流波形

の解析によれば中枢部では拡張期と収縮期の2相性の

血流であるが，心筋貫入直前の末梢部では前方流とと

もに逆流がみられる様になる6）．この傾向は心筋内冠

動脈に特徴的で前方流は拡張期に限られるようになる

ことが判明している．こうした血流様式は，右冠動脈

よりも心筋収縮の影響を強く受ける左冠動脈に特徴的

である．わたしたちのひろっている血流は中枢部の左

冠動脈のものと考えているが，心筋貫入直前の冠動脈

血流についての検討も必要と考えている．

　冠動脈血流量は力学的には冠潅流圧である大動脈と

右房との圧差および冠血管抵抗に規定されている7）．

大動脈圧の変化で容易に冠動脈血流は変化しうるが，

一般には血流量を一定に保つ自動調節の機構が存在す

る．一方，冠動脈血流量を代謝的側面から調節するも

のは心筋の酸素需要であり，これらは極めて密接な相

関関係があることが明らかにされている7）．冠動脈狭

窄がない場合，冠動脈血流量は拡張期最大血流速度と

正の相関関係にあることが示されている8）．今回の検

討では，心疾患児のなかに拡張期最大血流速度の早い

症例があり，これら患児では酸素需要が高まっている

ことが示唆された．
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　　　　　　　　　　　　臨床的意義

　本法は，入射角度が小さく角度補正をおこなわず血

流速度の定量化が可能な方法と考える．定量化が可能

となれば，各種心奇形の各病態における冠動脈血流速

度をモニターすることが可能で，各症例における心筋

酸素需要の変化を非侵襲的に評価しながら薬物療法の

選択が可能である．例えば，ダブルプロダクトや心拍

出量，尿量などのパラメーターとともに冠動脈血流速

度の変化をモニターすることで血管拡張剤あるいはカ

テコラミソ類などの薬物療法の効果を解析できる．重

症大動脈閉鎖不全や大きな動脈管開存などの不全心の

重症度を冠動脈拡張期血流障害の視点から非侵襲的に

評価しうる．

　川崎病冠動脈炎の重症度は急性期を過ぎた時点で冠

動脈瘤の有無により判定されているが，急性期早期に

重症度を評価し予測しうる方法がないのが現状であ

る．冠動脈炎が強いとおそらく冠動脈血管抵抗が増し

拡張期血流パターンに逆流などのなんらかの冠循環障

害があらわれ，血管炎の修復とともに正常化していく

ものと推測される．急性期の冠動脈血流パターンから

重症度を予測できれば，ガンマグPブリンの治療効果，

さらには新しい川崎病冠動脈炎の薬物療法の開発につ

ながると信ずる．

　産婦人科新生児室の御協力に深謝します．
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Detection　of　Left　Coronary　Artery　Blood　Flow　by　Doppler　Echocardiography

Masaru　Terai，　Shinji　Oana，　Tamotsu　Matsunaga，　Jyunichi　Sato　and　Hiroo　Niimi

　　　　　　　Department　of　Pediatrics，　School　of　Medicine，　Chiba　University

　　We　report　a　new　approach　for　detecting　coronary　blood　flow　using　two－dimensional　echocardi（）－

graphy，　pulsed　Doppler　ultrasound　and　color　flow　mapping　in　35　normal　neonates　and　9　neonates　with

congenital　heart　diseases．　The　proximal　segment　of　left　anterior　descending　artery，　which　turns

downwards　towards　the　apex　in　the　anterior　interventricular　groove，　was　available　for　detecting　blood

flow．　The　diastolic　blood　flow　was　detected　in　24　normal　subjects　and　6　patients，　but　the　systolic　blood

flow　was　in　only　3　cases．　The　color　flow　was　detected　in　5　normal　subjects　and　6　patients．　The　angle

between　the　beam　and　the　vessels　determined　by　color　flow　mapping　ranged　from　O～35°C　with　a

median　angle　of　7°．　The　coronary　flow　pattern　was　biphasic　and　characterized　by　systolic　and　diastolic

flows．　The　diastolic　flow　rapidly　increased　immediately　after　the　second　heart　sound　and　then

gradually　decreased　until　the　first　sound．　The　peak　velocity　during　diastole　was　22～35　cm／sec　in

normal　subjects　and　40～65　cm／sec　in　patients．　This　method　is　useful　for　noninvasive　measuring　of

coronary　blood　flow　in　neonatal　subj　ects．
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