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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　正常小児48例（平均年齢7．5±6．1歳）を対象に心尖部四腔断面で心筋内パルスドプラ法を施行し，長

軸方向での左室壁運動を分析した．

　左室壁運動は，主に収縮期の心尖方向への2峰性運動（Slw，　S2w），拡張早期（Ew）と心房収縮期（Aw）

の心基部方向への運動，拡張中期の心尖部方向への運動（Mw），の5つの波形より形成された．

　Slw，　Ew，　Mwの運動速度は中隔側より自由壁側で大であった．また，　Mwを除く4波形は心基部か

ら心尖部へ至ると運動速度が低下し，サンプル部位により運動速度が異なることが示された．

　自由壁ではAwを除く4波形，また中隔ではSlw，　S2w，　Ewの3波形の運動速度が心拍数と有意な

負の相関を認めた．また，これらの波形の運動速度は年齢・体表面積・身長とは有意な正の相関を認め

た．

　弁輪部での心筋内パルスドプラ法とAwとEwの運動速度の比（Aw／Ew）は，左室流入血流の心房収

縮期および拡張早期の流速の比（A／E）と有意な正相関を認めた．乳児から年長児へ年齢が大きくなる

とAw／Ewは低値となるが，これは主に年長児でEwが高値となることが関与した．

　四腔断面における心筋内パルスドプラ法は，左室の長軸方向の壁運動の解析が可能であり，本研究の

結果はその際の小児の正常値として利用できる．

　　　　　　　　　はじめに

　断層心エコー図による左室の局所壁運動の定量的評

価としては，左室を分割し拡張末期と収縮末期の画像

を対比することにより，各分画の収縮能を測定する方

法が行われてきた1）．最近，ドプラ法を用いた以下の2

つの方法により，左室の壁運動を評価する方法が可能

となった．すなわち，心筋内ドプライメージング法は，

血流によるドプラ信号を除去し心筋からの低速で反射

強度の強いドプラ信号のみを断層像と重ね合わせてカ

ラー表示することで，心筋運動を観察する方法であ
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る2）3）．一方，心筋内パルスドプラ法は，心筋内にサン

プル部位を設定しパルスドプラ法を施行する方法であ

る4）5）．内科領域では，後者の方法により左室短軸断面

または長軸断面でパルスドプラ法を施行し，心筋局所

の収縮および拡張能を評価する試みが開始され

た6）7）．しかしながら，本法の小児における報告は少な

く，その正常値のみならず体格・心拍数などの影響に

関しても不明である．本研究では，乳児から高校生ま

での健常人を対象に，心尖部四腔断面で左室壁の運動

を検討した．そして，心筋運動速度の正常値を明らか

にすると共に，心拍数・年齢・体表面積・身長の影響

を検討した．
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　　　　　　　　　　方　　法

　対象は，徳島大学小児科循環器外来を受診し，理学

的所見と通常の心エコー図検査で正常と判定された48

例である．年齢は生後3カ月から18歳（平均年齢7．5＋

6．1歳）である．検査に先立ち，本法の検査内容を保護

者に説明し了解を得た．

　超音波診断装置は東芝製SSA－380Aを用い，発振周

波数は3．75MHzを使用した．壁運動速度は＋30cm／

secの範囲で記録し，ドプラフィルターは可能な限り

低速（主に30Hz）に設定した．また，音響出力を下げ

て，ノイズの除去に努めた．心尖部四腔断面の心室中

隔および左室自由壁で，弁輪部から心尖部までの問を

各々3等分（弁輪部，中央部，心尖部）し，部位1か

ら6とした（図1）．これら6箇所の心内膜側にサンプ

ル部位を設定し，パルスドプラ法により左室長軸方向

での壁運動を解析した．図1では模式的に図1～3，

＿ 20cm／sec
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図1　心尖部四腔断面での心筋内パルスドプラ法の測

　定方法

　上段：①～⑥は，サンプル部位を示す．部位①から

部位③は中隔，④から⑥は自由壁である．下段：部

　位④でのパルスドプラ波形を示す．各サンプル部位

　の波形は下段右図に示す5つの波形より成る．

　ECG＝心電図，　PCG＝心音図
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4～6を同一ビーム上に表示したが，実際の記録では

ビーム方向が心筋各部位の長軸に一致するように努

め，角度補正は行わなかった．サンプルボリュームの

大きさはビームの深さ方向で3mrnとし，全心周期に心

内膜面にサンプルボリュームが留まるように注意し

た．記録はスペクトラム表示して，心電図・心音図と

共に紙送り速度5cm／secでストリップチャートレ

コーダーで記録した．呼吸停止可能な児では呼気位で，

呼吸停止困難な児では呼吸曲線を同時記録し，呼気位

の5心拍を平均して部位1～6の壁運動波形のパター

ンを検討した．また，各波形の運動速度と年齢・心拍

数・体表面積・身長との関係を検討した．更に，全例

で通常のパルスドプラ法により左室流入血流を記録し

た．

　結果は平均値±標準偏差（SD）で示した．中隔と自

由壁との運動速度の平均値の差の検定（部位1vs．部

位4，部位2vs．部位5，部位3　vs．部位6）では

paired　t　testを用いた．一一方，中隔内（部位1vs．部

①
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図2　心筋内パルスドプラ法の実測（14歳）

　①～⑥は図1のサンプル部位を示す．
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位2vs．部位3）または自由壁内（部位4vs．部位5

vs．部位6）での対比にはScheffeのF検定を用いた．

　　　　　　　　　　結　　果

　1．小児の壁運動速度の正常値

　各部位の心筋運動は，主に以下のようなパターンを

示した（図1下段，図2）．心室収縮期には2峰性に心

尖側への運動を認め，収縮早期の運動をSlw，収縮中

期から末期の運動をS2wとした．拡張早期および心房

収縮には心尖から遠ざかる運動を認めた（各々Ew，

Aw）．　EwとAwの間には心尖方向への運動（Mw）を

認めた．

　各部位の心筋運動速度の平均値は表1に示したが，

要約すると以下の通りである．

　（1）SlwおよびS2w：Slw，　S2wとも心基部に比し

て心尖部で低速であった．自由壁では急峻なSlwに引

続き，Slwよりも低速のS2wを認めた．一方，中隔で

はSlwとS2wの速度の差は少なく，両者併せてなだ

らかなピークを形成した．

　中隔と自由壁との対比（部位1vs．部位4，部位2

vs．部位5，部位3　vs．部位6）では，いずれの部位

でもSlwは自由壁が中隔より高速であったが，　S2w

は自由壁と中隔とでは有意差を認めなかった．

日本小児循環器学会雑誌、第13巻　第1号

　（2）Ew：部位1～6いずれにおいても，5波形成分

の中でEwの運動速度が最大であった．中隔・自由壁

とも心基部に比して心尖部での速度が小さく，中隔と

自由壁の対比では自由壁の速度が大であった．

　（3）Mw：運動速度は心基部と心尖部とで差を認め

なかった．中隔と自由壁の対比では，自由壁の速度が

大であった．中隔側では自由壁に比してMwが不明瞭

な症例が多かった（52～58％の例で測定可能）．

　（4）Aw：中隔・自由壁とも心基部に比して心尖部

で低速であった．中隔と自由壁との対比では運動速度

に差を認めなかった．心尖部（部位3および6）では，

17～19％の例で明瞭な波形が得られなかった．

　2．年齢，心拍数，体表面積および身長との対比

　心筋内パルスドプラ法による壁運動速度と年齢，心

拍数，身長および体表面積との相関係数を表2に示し

た．

　年齢との相関では，自由壁ではSlw，　S2w，　Ew，　Mw

が有意な正の相関を示した．一方，中隔側では，部位

1および2でSlw，　S2w，　Ewが，部位3ではSlw，

S2wが年齢と有意な正の相関を示した．体表面積およ

び身長との相関も類似していた．心拍数とは，同様に

負の相関を示した．

表1　正常小児での心筋内パルスドプラ法による壁運動速度

中隔　　　　　　　cm／sec　　n＝
　　中隔

Vs自由壁
自由壁　　　　　　cm／sec　　n＝

部位1　Slw　　　6．4±L6　　48 ⊥ 部位．4　Slw　　　92±2．8　　48

S2w　　　7．4±1．4　　48 S2w　　　　　7．0±1．3　　　　48

Ew　　　　l3．5±3．0　　　48 什 Ew　　　　18．3±4．3　　　48

Mw　　　L1±1．4　　28 廿 Mw　　　4．8±3．0　　35

Aw　　　　6．5±1．7　　48 Aw　　　　6．5±1．7　　48

部位2　Slw　　　4．5土1．4＊　48 井 剖～｛立5　　Slw　　　　　8．4±3．0＊　　　48

S2w　　　　　5．3±L6＊　　　48 S2w　　　　　5．1±0．8＊　　　48

Ew　　　　　11．1±2．3＊　　48 廿 Ew　　　　　16．0±3．4＊　　48

Mw　　　I．4±1、9　　28 升 Mw　　　5．0±3．〔｝　　41

Aw　　　　4．9±1．4＊　　48 Aw・　　　　　　5，2±1．3＊　　　45

部位3　Slw　　　3、5±12＊＃　48 什 部位6　Slw　　　7．8±3．4＊＃　48

S2w　　　　　3．4±1．1＊＃　　48 S2w　　　　　3．2±1．0＊＃　　47

Ew　　　　8．0±2．3＊＃　47 十 Ew　　　　　lO．9±2．7＊＃　　48

Mw　　　O．9±1．4　　25 什 Mw　　　4．8±3．4　　35

Aw　　　　3．2±1．6＊＃　39 Aw　　　　3．4±1．9＊＃　40

＊中隔では，心基部（部位1）の同一時相の壁運動速度との対比（p〈0．01）．自由壁で

　は，部位4との対比（p＜0．01）．

＃中隔では，中央部（部位2）の同一時相の壁運動速度との対比（p〈0．Ol）．自由壁で

　は，部位5との対比（p〈0．01）．

＋部位1Vs部位4，部位2vs部位5，部位3vs部位6での，同一時相の壁運動速度
　の対比（p＜O．Ol）．

Presented by Medical*Online



平成9年1月1日 43－（43）

表2　壁運動速度と年齢・心拍数・体表面積との相関

年齢との 心拍数と 体表面積 身長との 年齢との 心拍数と 体表面積 身長との
相関 の相関　　と の相関　相関 相関 の相関　　と の相関 相関

r＝ r＝ r＝ r＝ r＝ r＝ r＝ r＝

中隔 自由壁

部位1 Slw　　O．62＊＊ 一
〇．56＊＊ 0．67＊＊ 0．62＊＊ 部位．4 Slw 0．80＊＊

一
〇、75＊＊ 0．77＊＊ 0．65＊＊

S2w　　O．42＊ 一
〇．47＊＊ 0．48口 0．46＊＊ S2w 0．44＊

一
〇．47＊＊ 0．40＊ 0．40＊

Ew　　　O．65＊＊ 一
〇．70＊＊ ⑪．68＊＊ 0．62林 Ew ⑪．66＊＊

一
〇．69＊＊ 0．66＊＊ 0．60＊＊

Mw　　　O．11 一
〇．03 0．17 0．15 Mw 0．80＊＊

一
⑪．69＊＊ 0．80林 0．71＊＊

Aw　　　O．16 0．02 0．／8 0．19 Aw 0．22 一
〇、02 0．17 0．12

部位2 Slw　　O．63＊＊ 一
〇．49＊＊ 0．68＊＊ 0．62＊＊ 部位5 Slw 0、73＊＊

一
〇．70 0．72＊＊ 0．64＊＊

S2w　　O．57＊＊ 一
〇．57＊＊ 0．60＊＊ 0．56＊＊ S2w 0，58＊ 一

〇．55 0．54＊＊ 0．55＊＊

Ew　　　O．49＊＊ 一
〇．48＊＊ 0．57＊＊ 0．54＊＊ Ew 0．57＊＊

一
〇．60 0．58＊＊ 0．51＊＊

Mw　－0．07 0．20 0．00 0．05 Mw 0．77＊＊
一

〇．66 0．78＊＊ 0．61＊＊

Aw　　－0．03 0．21 一
〇．⑪4 0．05 Aw 0．33 一

〇．15 0．31 0．32

部位3 Slw　　O．57＊＊ 一
〇．48＊＊ 0．55＊＊ 0．54＊＊ 部位6 Slw 0．62＊＊

一
〇．67＊＊ 0．63＊＊ 0．60＊＊

S2w　　O．57＊＊ 一
〇．43＊ 0．57＊＊ 0．49林 S2w 0．49＊＊

一
〇．45＊ 0．42＊ 0．44＊

Ew　　　O．31 一
〇．25 0．34 0．22 Ew 0．56＊＊

一
〇．56＊＊ 0．59＊＊ 0．54＊＊

Mw　　－0．02 0．10 0．08 0．12 Mw 0．69＊＊
一

〇．62＊＊ 0．68＊＊ 0．61＊＊

Aw　　－0．09 0．14 一
〇．06 0．05 Aw 0．34 一

〇．17 0．31 0．35

＊p〈0．05　＊＊p＜0．01

　年齢，心拍数，身長および体表面積はお互いに強い

相関を有し，これら4因子のいずれの2因子も相関係

数の絶対値は，0．88以上であった．そのため，ドプラ

法の測定値を，ある因子との一次回帰式から求めた正

常予測値に対する％of　normal値に変換すると，それ

と他の3因子との有意な相関関係は消失した．

　一方，Awはいずれの部位でも，年齢・心拍数・身長・

体表面積とは有意な相関は認めなかった．

　3．心筋内パルスドプラ法によるAw／Ewと左室流

入血流A／Eとの対比

　弁輪部（部位1および部位4）において，心筋内パ

ルスドプラ法で拡張早期と心房収縮期の運動速度の比

（Aw／Ew）を測定し，左室流入血流の拡張早期波（E）

と心房収縮期波（A）の最高流速の比（A／E）と対比し

た．Aw／Ewの平均値は，部位1で0．53±0．22，部位4

では0．38±0．15であり，左室流入血流A／Eと各々r＝

0．66および0．67の正相関を示した．自由壁に比して中

隔のEwが低速であることを反映し，左室流入血流

A／EをX軸，心筋内パルスドプラ法Aw／EwをY軸

とした場合の一次回帰直線の傾きは中隔側で大であっ

た（図3）．

　心筋内パルスドプラ法Aw／Ewと年齢・心拍数・体

表面積および身長との相関を表3に示した．部位1お

よび4のAw／Ewは，年齢・心拍数・体表面積・身長

のいずれと有意の相関を認めた（p〈0．05）．なかでも，

Aw／Ew
（position　1）

1．5

1．0

0．5

0

Yロ0．71X＋0．18
r■0．66　　　　　　0　　　　　　　　0

　　　　　　　　　00
　　　　　00
　　　0　　00　　　　　　　　　0
　　　　　　o　　　　　（～）（90

Aw／Ew
（position　4）

1．0

0．5

0．5

A／E

1．0

Y＝0．49X＋O．14
r■0．67

　oO　　　O（◎

　○

　　　　0　　　　　　　0．5　　　　　1．O

　　　　　　　　　　　　A／E

図3　左室流入血流A／Eと心筋内パルスドプラ法

　Aw／Ewとの対比

　上段は部位①での，下段は部位④での回帰直線であ

　る．
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表3　心筋内パルスドプラ法Aw／Ewおよび左室流入

　血流A／Eと年齢，心拍数，体表面積，身長との相関

年齢

r＝

心拍数
r＝

体表面積

　r一

身長

r＝

左室流入血流

A／E 一
〇．50＊＊ 0．66＊＊

一
〇．49＊＊

一
〇．50＊＊

心筋内パルスドプラ法

Aw／Ew　部位1
　　　　　部位4

一
〇．38＊

一
〔〕．33†

0．55＊＊

0．52＊＊

一
〇．42＊

－
0．35†

一 〔L40＊

－
0．36†

†p＜0．05　＊p＜0．01　＊＊p＜0．001

Mitral　flow　　Doppler　tissue　imaging
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図4　左室流入血流と心筋内パルスドプラ法との対比

　一L段は生後3カ月，下段は14歳の症例である．左か

　ら，左室流入血流，サンプル部位1および部位4の

　心筋内パルスドプラ法を示す．左室流入血流のA／E

　が高値の上段の例では，心筋内パルスドプラ法の

　Ew／Awも高値である．一方，左室流入血流のA／E

　が低値の下段の例では，心筋内パルスドプラ法の

　Aw／Ewも低値である．

心拍数との相関が他の3者に比して良好であった．

Aw／Ewを，心拍数との一次回帰式から各症例での正

常予測値を算出し，それに対する％of　normal値に変

換すると，他の3因子（年齢・体表面積・身長）との
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有意な相関は消失した．即ち，心拍数で補正すると，

他の因子は無視しうることが判明した．

　図4に実例を示す．上段（case　1）は3カ月女児（心

拍数128／分）で，左室流入血流のA／Eは高値であり，

それに対応して部位1および部位4のAw／Ewも高

値である．下段は14歳男児（心拍数67／分）で，A／Eは

低値であり，それに対応してAw／Ewも低値である．

　両症例の左室流入血流のE波の最高流速は差は少

なく，A／EがCase　1で大きいのは，主にA波の最高

流速が大きいことによる．一方，心筋内パルスドプラ

法のAwは両症例で差が少なく，Aw／EwがCase　1で

高値なのは，主にEwが低速であることが関与する．

　　　　　　　　　　考　　察

　1．心尖部四腔断面での心筋内パルスドプラ法によ

る左室心筋運動波形

　本研究と同じ心尖部四腔断面による心筋運動速度に

関しては，Isaazらが成人で僧帽弁輪部の運動（本研究

のサンプル部位4および1に相当）を検討している4｝．

本研究では，弁輪部のみならず心尖側でも解析を行っ

た．

　収縮期の心尖方向への運動はSlwとS2wより形成

された．自由壁ではSlwの運動速度が中隔より大であ

るのに対し，S2wは自由壁と中隔では有意差がないた

め，収縮期全体の運動としては自由壁でその2峰性が

より明瞭であった．収縮期運動が2峰性であることに

関しては報告がない．収縮期前半のSlwには，左室の

収縮のみならず，肺静脈血流の収縮期2峰性血流9）と

同様に，左房拡大に伴う左室の動きが加味された可能

性が考えられる．また，自由壁のSlwが中隔に比して

急峻である理由も不明であるが，中隔の収縮には左室

と共に右室も関与するため，自由壁の波形とは異なる

可能性が考えられる．

　Mwは，拡張早期に能動的に心基部方向へ引き伸ば

された心筋が拡張中期に再度収縮することを反映する

と考えられる．Isaazらはこの波形が心筋の弾性特性

を示す可能性があると指摘している4）．

　最後に，EwおよびAwは拡張早期および心房収縮

期の左室心基部への運動を示していると考えられる．

　2．測定部位による運動速度の差

　中隔・自由壁とも，心尖部に近づくとMwを際く4

波形（Slw，　S2w，　Ew，　Aw）の運動速度が低下した．

心尖部からの左室長軸断面での心筋内ドプラ断層法に

よる検討では，心尖部の一部では，収縮期・拡張期と

も運動方向が他の部位と逆であることが知られてい
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る5）．部位3および6では，この反対方向の運動の影響

を受けやすく，運動速度が一部相殺され低値となった

可能性が考えられる．

　中隔と自由壁の対比では，Slw，　Ew，　Mwの3指標

が中隔に比して自由壁で運動速度が大であった．心尖

部からの左室長軸断面での中隔と後壁との対比でも，

Awは中隔と後壁とで運動速度に有意差を認めなかっ

たが，Slw，　Ewは中隔に比して後壁で大であったと報

告されている5）．中隔の運動には左室のみならず右室

の運動が加味されるため，自由壁（または左室後壁）

とは運動動態が異なる可能性が示唆される5）．

　心筋内パルスドプラ法の各波形が何を表しているの

か，また測定部位による運動速度の差が何に起因する

かに関してはまだ不明の点も多く，今後，各種疾患で

の検討や観血的指標との対比により解明する必要があ

る．

　3．心筋内パルスドプラ法の測定値に影響を及ぼす

因子

　本研究では，年齢・心拍数・体表面積・身長の4因

子と心筋内パルスドプラ法の指標を対比した．Slw，

S2w，　Ewは中隔と自由壁の両側で，　Mwは自由壁で，

これら4因子と粗な相関を示した．このことは，年長

児では，これらの時相で局所の心筋が大きく運動する

ことを示している．逆に，心房収縮期の運動は体格（ま

たは心拍数）の影響を受けにくいことが示された．

　また，これら4因子は相互に強い相関関係を有して

いるため，健常児と疾患群で心筋内ドプラ法の指標を

対比する場合には，ひとつの因子をマッチさせれば，

他の3因子の影響をほぼ無視しうる．

　4．左室流入血流A／Eと心筋内ドプラ法の弁輪部の

Aw／Ew
　心エコー図による左室拡張早期の指標のうち，パル

スドプラ法による左室流入血流のE波の最高流速は

成人と新生児で有意差を認めない1°）．一方，心筋内パル

スドプラ法のEwは体表面積（または年齢）と正相関

を有しており，パルスドプラ法の左室流入血流E波と

は異なる．

　成人ではA／EとAw／Ew（部位1または4）は正相

関を認め，加齢と共に高値となる．その要因として，

加齢による左室拡張能低下が挙げられる5）．本研究で

は，A／EとAw／Ewとは正相関を認めたが，年齢とは

むしろ粗な負の相関を示した．本研究の対象の年齢範

囲では，乳幼児のAw／Ewが高値なのは心拍数の関与

が大きいと推察される．心拍数が多い乳幼児では拡張

45－（45）

期時間が短く，左室流入血流ではE波の減少が不十分

なうちにA波が出現するためA／Eは大となる’1）．心

筋内パルスドプラ法においても同様に，心拍数が増加

した例では，拡張早期の後方運動（Ew）の終了前に心

房収縮による後方運動（Aw）が始まるため，　Aw／Ew

が高値を呈すると推定される．

　5．問題点

　本研究では，ドプラビームは心筋の長軸と可及的に

並行に設定したが，その方向は最大速度の方向ではな

く，あくまでもビーム軸に沿った運動ベクトルを表し

ているに過ぎない．そして，その測定値は，心室固有

の運動以外に収縮・拡張に伴う心臓自体の偏位が加

わったもので，絶対値ではない．

　左室はその面積重心へ向って収縮・拡張するため，

心尖部（部位3および6）では真の運動方向とドプラ

ビームの方向とは角度が大となり，誤差も大きくなる

危険性がある．本研究において，一部の指標は部位3

および6で測定不能であり，同部位の測定が臨床上意

義を有するかどうかは今後の検討が必要である．

　更に，左室心筋は収縮期には心尖方向に，拡張期に

は逆方向に運動しており，設定したサンプル部位が全

心周期を通じて同一部位の心筋の動きを観察している

訳ではない．

　このような問題点は有するものの，本法は今までの

心エコー図検査で評価が困難であった左室長軸方向で

の心筋運動を，任意のサンプル部位で収縮期のみなら

ず拡張期も記録できる利点を有している．今後，本法

が左室心筋全体の，あるいは局所機能評価に臨床応用

が可能かどうか検討してゆきたい．
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Evaluation　of　Left　Ventricular　Wall　Motion　in　Healthy　Children　by

　　　　　　　Intramyocardial　Pulsed　Doppler　Echocardiography：

　　　　　　　　　Assessment　from　Apical　Four　Chamber　View

　　　　　　　　　Kazuhiro　Mori1），　Tetsuya　Manabe1），　Suguru　Matsuoka2｝，

　　　　　　Yasuhiro　Kuroda2），　Tetsuya　Kitagawa3）and　Katsunori　Tatara4）

　　　　　　　　　　　1｝Department　of　Pediatrics，　Kouchi　Red－Cross　Hospital

　　　　　2）Departrnent　of　Pediatrics，　Tokushima　University　School　of　Medicine

3）Department　of　Cardiovascular　Surgery，　Tokushima　University　School　of　Medicine

　　　　　4）Department　of　Pediatrics，　National　Sanatorium　Tokushima　Hospital

　　　To　investigate　the　wall　motion　of　the　left　ventricle　in　longitudinal　axis，　intramyocardial

pulsed　Doppler　echocardiography　was　performed　in　48　healthy　children（mean　age　7．5±6．1

years）．　Sampling　volumes　were　placed　on　annular（mitra1），　middle（chordal），　and　apica1（papillary）

levels　of　interventricular　septum　and　left　ventricular　free　wall．

　　　The　Doppler　signals　of　the　left　ventricular　wall　motion　mainly　considted　of　5　waves：apically

directed　motion　with　two　peaks　during　systols（Slw，　S2w），　atrially　directed　motion　during　early

diastole（Ew）and　atrial　contraction（Aw），　and　apically　directed　motion　during　mid－diastole（Mw）．

In　most　of　these　waves，　peak　velocities　are　higher　in　the　left　ventricular　free　wall　than　in　the

interventricular　septum，　and　in　annular　level　than　in　apical　level．

　　　Peak　velocities　of　Slw，　S2w，　Ew，　Mw　in　the　free　wall　and　Slw，　S2w，　Ew　in　the　inter－

ventricular　septum　showed　significant　negative　correlation　with　heart　rate．　These　velocities

showed　significant　positive　correlation　with　age，　height　or　body　surface　ares．

　　　　Ratio　of　the　peak　atrial　to　the　early　diastolic　wall　motion　velocity（Aw／Ew）at　the　annular

level　correlated　with　that　of　the　peak　atrial　to　early　diastolic　mitral　flow　velocity（A／E）．　Lower

Aw／Ew　in　elder　children　was　brought　by　higher　myocardial　Ew　velocity．

　　　　This　method　may　provide　unique　information　on　left　ventricular　performance　in　the　lon－

gitudianl　direction．
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