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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　ドプラエコー法を用いて行なわれる各種定量的計測を小児科領域において行ないその精度と誤差要因

について検討した．右室圧＝右房右室間圧較差＋10として求めた右室推定圧とカテーテル検査時に計測

した右室圧とは相関係数r＝0．91をもってY＝0．83X＋9．8の良好な正の直線的回帰を示した．簡易ベル

ヌーイの式を用いて求めた肺動脈弁狭窄および大動脈弁狭窄の圧較差とカテーテル検査時に計測した圧

較差とは，相関係数それぞれr＝0．97，0．95をもってY＝0．89X＋2．4，　Y＝O．94X＋4．9の良好な正の直

線的回帰を示した．過大評価の誤差要因は狭窄の形状，同時測定でないことなど，過小評価の最も大き

な要因はドプラ入射角であった．北畠らが提唱したAcTあるいはAcT／ETは肺動脈内での計測値より

も右室流出路での計測値の方が肺動脈圧平均値と良好な相関関係を示したが，北畠らがしめしたそれよ

りは相関係数は低値であった（それぞれr＝－0．76，－O．66）．右室流出路でのAcTは肺動脈の収縮期圧，

拡張期圧，平均圧と負の相関関係を示し，その相関係数はそれぞれr＝－0．74，r＝－O．72，　r＝－O．76で

あった．右室流出路でのAcTと肺動脈平均圧が最も良好な相関を示した．心房中隔欠損症における肺体

血流量比推定ではパルスドプラ法で求めたQp／QsとFick法から求めたQp／Qsは，相関係数r＝0．90の

正の相関関係を示したが繁雑であった．カラードプラ法で求めたカラーエリアイソデックス（CA／BSA）

とFick法から求めたQp／Qsは，カラードプラ法の繰り返し回数lowの場合には相関係数r＝0．64で正

の直線的相関関係を示した．繰り返し回数middleの場合には相関係数0．33であった．体表面積が大きい

症例での超音波透過性不良が最も大きな誤差要因であった．マルチゲートドプラー心エコー図法を用い

た肺体血流量比はFick法で求めた肺体血流量比とr＝0．79で正の直線的相関関係を示した．マルチゲー

トドプラー心エコー図法によって開胸犬用いて行なった心拍出量の実験的計測値と電磁流量計を用いて

同時測定した心拍出量とは相関係数r＝0．98もってY＝0．88X－0．6の正の直線的相関関係を示し，今後

の臨床応用は有望であると思われた．

　　　　　　　　　緒　　言

　先天性心疾患におけるドプラーエコー法の応用は，

①短絡血流，②狭窄血流，③逆流血流のそれぞれの検
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出と定量化に集約される．本稿では主に定量評価に関

しての現時点での精度とその限界，誤差の要因と，そ

れらに対する注意点などについての我々の検討結果を

報告する．狭窄血流に関しては，簡易ベルヌーイの式

を用いて狭窄前後の圧較差推定が一般的に普及して来

ている1）一一5）．しかしながらどのような狭窄に対しても
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一様に簡易ベルヌーイの式を応用して正しく評価でき

るのか否か，またどのような狭窄では過大評価し，ど

のような場合には過小評価するのかなど臨床応用に当

たって明らかにしておかなければならない点が存在す

る5）．短絡血流の定量化はつまるところ心拍出量の定

量化であり，まだ実用性において満足できる段階には

至っていないが，現時点における種kの定量化の方

法6）一’1°）と，それらの方法による精度や実用性などにつ

いて検討結果を報告する．逆流についてはパルスドプ

ラ法やカラードプラ法の出現以来，逆流の有無の検出

や半定量化については報告も多いが真の意味の定量化

に関しては未だ内科領域でも問題の残されたところで

あるので本稿では除外した．

　　　　　　　　　　対　　象

　1．圧較差推定について

　1－1：右室圧推定：種々の先天性心疾患21例を対象

とした．

　1－2：肺動脈弁狭窄の圧較差推定：肺動脈弁狭窄症

53例を対象とした．

　1－3：大動脈狭窄の圧較差推定：正常例9例と大動

脈弁下狭窄2例，大動脈弁狭窄症6例を対象とした．

　2．時間軸計測について

　右室肺動脈間に圧較差を有しない種々の先天性心疾

患32例を対象とした．

　2－1：加速時間（AcT）の計測：上記の対象中右室流

出路と主肺動脈内でのドプラエコー記録が共に計測に

耐え得ると判断された28例を，また主肺動脈内での計

測は31例を対象とした．

　2－2：AcT／ET（ET：駆出時間）の計測：右室流出

路の計測は28例を，主肺動脈内での計測は31例を対象

とした．

　2－3：右室流出路でのAcT（RVOT　AcT）と肺動脈

圧の比較：収縮期圧との比較は32例，拡張期圧と平均

圧との比較は28例を対象とした．

　3．肺体血流量比推定について（心房中隔欠損症にお

いて）

　3－1：パルスドプラーエコー図法を用いた肺体血流

量比推定：心房中隔欠損症12例を対象とした．

　3－2：カラードプラー心エコー図法を用いた肺体血

流量比推定：心房中隔欠損症20例を対象とした．

　3－3：マルチゲートドプラー心エコー図法を用いた

肺体血流量比推定：心室中隔欠損症35例を対象とし

た．

　4．マルチゲートドプラー心エコー図法を用いた心
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拍出量の計測

　雑種成犬2頭を対象とした．

　　　　　　　　　　方　　法

　1．圧較差推定について

　1－1：右室圧推定：三尖弁閉鎖不全の最大血流速度

より簡易ベルヌーイの式より右房右室間圧較差（PG

（RV・RA））を求め，右室圧推定法としてのRVP＝PG

（RV－RA）＋10mmHgより求めた推定右室圧とカテー

テル検査時に測定した収縮期最大右室圧とを比較し

た．

　1－2：肺動脈弁狭窄の圧較差推定：肺動脈弁狭窄に

おいて簡易ベルヌーイの式を用いて求めた右室肺動脈

間圧較差（PG（RV－PA））とカテーテル検査時に測定

した右室肺動脈間最大圧較差とを比較した．

　1－3：大動脈狭窄の圧較差推定：大動脈狭窄におい

て簡易ベルヌーイの式を用いて求めた左室大動脈圧較

差（PG（LV－Ao））とカテーテル検査時に測定した左

室大動脈間最大圧較差とを比較した．

　2．時間軸計測について

　2－1：AcTの計測：右室流出路の肺動脈弁直下中央

部と主肺動脈内肺動脈弁直上中央部において記録した

ドプラ波形においてAcTを計測し，それぞれをカ

テーテル検査時に測定した肺動脈平均圧と比較した．

　2－2：AcT／ETの計測：右室流出路の肺動脈弁直下

中央部と主肺動脈肺動脈内肺動脈弁直上中央部におい

て記録したドプラ波形においてAcT／ETを計測し，

それぞれをカテーテル検査時に測定した肺動脈平均圧

と比較した．

　2－3：右室流出路でのAcT（RVOT　AcT）と肺動脈

圧の比較：RVOT　AcTと肺動脈収縮期圧，拡張期圧，

平均圧のそれぞれを比較した．

　3．肺体血流量比推定について（心房中隔欠損症にお

いて）

　3－1：パルスドプラーエコー図法を用いた肺体血流

量比推定：右室流出路と左室流出路の長軸断層心エ

コー 図よりおのおの肺動脈径（Dpa）および大動脈径

（Dao）と，それぞれ主肺動脈内肺動脈弁直上，大動脈

内大動脈弁直上において血流波形を記録する．それぞ

れの血流波形の時間速度積分（time　velocity　integral：

TVI）を求め，　Qp＝π（Dpa／2）2×TVIao×HR，　Qs＝

π（Dao／2）2×TVIao×HRとしてQpおよびQsを求

め，Qp／Qsを算出しカテーテルデータからFickの原

理を用いて算出したQp／Qsと比較した．　HRは記録時

の心拍数である．
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　3－2：カラードプラー心エコー図法を用いた肺体血

流量比推定：傍胸骨四腔断面で得られた心房中隔欠損

症の左右短絡血流の最大面積を求め，これを体表面積

で除して標準化した値CA／BSAについて，カテーテ

ルデータからFickの原理を用いて算出したQp／Qs

と比較した．カラードプラ法のゲイン設定はノイズの

混入しない最大のレベルとした．

　3－3：マルチゲートドプラー心エコー図法を用いた

肺体血流量比推定：傍胸骨四腔断面上で三尖弁下右室

流入路と僧帽弁上左房内を通過するようにドプラピー

ム方向に定め，このピーム上で得られたマルチゲート

ドプラーエコーから三尖弁流入と僧帽弁流入の血流波

形をそれぞれ1心周期にわたって距離速度積分（dis－

tance　velocity　integral）を加算することによりカーソ

ルライン上における単位深さ当たりの三尖弁通過血流

TAおよび僧帽弁通過血流MAを求め，これより求め

たTA／MAとカテーテルデータからFickの原理を

用いて算出したQp／Qsと比較した．

　4．マルチゲートドプラー心エコー図法を用いた心

拍出量の計測

　実験的検討についてのデータを示す．開胸犬につき

挿管麻酔下に心を露出し，心表面に超音波探触子を用

手的に固定しドプラビーム入射角が左室流出路に対し

て45度を保つように保持した．マルチゲートドプラー

心エコー装置は富士通社製　FSS・200およびME・120A

を使用した．得られたドプラエコー波形から次式によ

りVTR1画面33ms間の血流量（V）を求め，これを1

心拍加算して心拍出量を算出し，上行大動脈に設置し

た電磁流量計によって同時測定した心拍出量と比較し

た．

　　　　n　　π，i2　　πr1→．12　　　　fi＋fi＋1

　　V＝1＝，「21×2

　　　×154000×⊥。、i。θ・×⊥

　　　　　　　　　　　　　　30　　　　　　　　fo　　　　2Cosθ

　ここでriおよびri十1は得られた血流プロファイル

を中心軸の回りにi等分した時の中心からiおよび

i＋1番目の半径を，fiおよびfi＋1は中心からiおよび

i＋1番目の周波数をθは血流とドプラビームのな角

度を，f。は超音波の周波数を示す．設定条件よりθ＝45

度，f。＝3．5MHzである．

　　　　　　　　　　結　　果

　1．圧較差について

　1－1：右室圧推定：右室圧＝右房右室間圧較差＋10

として求めた右室推定医とカテーテル検査時に計測し
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図1　右室圧＝（三尖弁閉鎖不全の最大血流速度）2・

　4十10としてドプラ法を用いて求めた推定右室圧

　（Doppler　Estimated　RVP）と，カテーテル検査

　（Catheterization）時に計測した右室圧の比較．

　RVP＝右室圧，　CATH＝カテーテル検査
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図2　圧較差；（肺動脈狭窄部の最大血流速度）2・4と

　してドプラ法（Doppler　Echo）を用いて求めた圧較

　差と，カテーテル検査（Catheterization）時に計測

　した圧較差の比較．CATH＝カテーテル検査

た右室圧とは相関係数r＝0．91もってY＝0．83X＋

9．8の良好な正の直線的回帰を示した（図1）．

　1－2：肺動脈弁狭窄の圧較差推定：簡易ベルヌーイ

の式を用いて求めた圧較差とカテーテル検査時に計測

した圧較差とは，相関係数r＝0。97をもってY＝0．89

X＋2．4の良好な正の直線的回帰を示した（図2）．
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図3　圧較差＝（大動脈狭窄部の最大血流速度）2・4と

　してドプラ法（Doppler　Echo）を用いて求めた圧較

　差と，カテーテル検査（Catheterization）時に計測

　した圧較差の比較．CATH＝カテーテル検査
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RVOT　AcT　vs　PAP（mean）
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AcTと肺動脈平均圧：右室流出路（上段）と主

肺動脈（下段）での血流記録部位の比較．RVOT＝

右室流出路，PAP＝肺動脈圧，　MPA＝主肺動脈

　1－3：大動脈狭窄の圧較差推定：簡易ベルヌーイの

式を用いて求めた圧較差とカテーテル検査時に計測し

た圧較差とは，相関係数r＝O．95をもってY＝0．94
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図5　AcT／ETと肺動脈平均圧：右室流出路（上段）

　と主肺動脈（下段）での血流記録部位の比較．

　RVOT＝右室流出路，　PAP＝肺動脈圧，　MPA＝主肺

　動脈

X＋4．9の良好な正の直線的回帰を示した（図3）．

　2．時間軸計測について

　2－1二AcTの計測：右室流出路で計測したAcT

（RVOT　AcT）と肺動脈平均圧とは，相関係数r＝－

0．78をもってY＝－1．12X＋157．6の負の直線的回帰

を示した．主肺動脈内で計測したAcT（MPA　AcT）

と肺動脈平均圧とは，相関係数r＝－0．51でY＝－

0．63X＋117の負の直線的回帰を示した（図4）．

　2－2：AcT／ETの計測：右室流出路で計測した

AcT／ET（RVOT　AcT／ET）と肺動脈平均圧とは，相

関係数r＝－0．66をもってY＝－0．003X＋0．55の負

の相関関係を示した．主肺動脈内では計測したAcT／

ET（MPA　AcT／ET）と肺動脈平均圧とは，良好な相

関関係は示さなかった（図5）．

　2－3：右室流出路でのAcT（RVOT　AcT）と肺動脈

圧の比較：RVOT　AcTと肺動脈収縮期圧，拡張期圧，

平均圧は負の相関関係を示しその相関係数はそれぞれ

r＝－0．71，r＝－0．72，　r＝－0．78であった（図6）．

　3．肺体血流量比推定について（心房中隔欠損症にお
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図6　右室流出路AcTと肺動脈圧：肺動脈の収縮期
　圧（上段），拡張期圧（中段），平均圧（下段）の比

　較．RVOT＝右室流出路，　PAP＝肺動脈圧，　MPA＝

　主肺動脈

いて）

　3－1：パルスドプラーエコー図法を用いた肺体血流

量比推定ニパルスドプラ法から求めたQp／QsとFick

法から求めたQp／Qsは，相関係数r＝0．90をもっと

Y＝1．03X－O．23の正の相関関係を示した（図7）．

　3－2：カラードプラー心エコー図法を用いた肺体血

流量比推定：カラードプラ法で求めたCA／BSAと

Fick法から求めたQp／Qsは，カラードプラ法の繰り

返し回数lowの場合には相関係数r＝0．64で正の直線

的相関関係を示した（図8）．繰り返し回数middleの
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図10　マルチゲートドプラー心エコー図法を用いた心

　拍出量の実験的計測

場合には相関係数0．50であった．

　3－3：マルチゲートドプラー心エコー図法を用いた

肺体血流量比推定：マルチゲートドプラー心エコー図

法から求めた肺体血流量比はFick法で求めた肺体血

流量比とr＝0．87で正の直線的相関関係を示した．直

線の傾きは1．13，Y切片は0．05であった（図9）．

　4．マルチゲートドプラー心エコー図法を用いた心

拍出量の計測

　マルチゲートドプラー心エコー図法によって求めた

心拍出量と電磁流量計を用いて同時測定した心拍出量

とは相関係数r＝0．98をもってY＝0．88X－0．6の正

の直線的相関関係を示した（図10）．

　　　　　　　　　　考　　案

　圧較差推定に関しては三尖弁閉鎖不全，肺動脈弁狭

窄，大動脈弁狭窄いずれにおいてもカテーテル検査時

の実測と比較して，簡易ベルヌーイの式から求めた圧

較差は実用的な精度を有していた1）～4）．三尖弁閉鎖不

全における右房右室間圧較差に10mmHgを加算して

右室圧を推定する方法でも十分実用的な精度を維持し

ていた11）．三尖弁閉鎖不全において過小評価の誤差要

因としては，十分に外縁を追跡できない不十分な記録

で判定した場合であった（図11）．肺動脈弁狭窄に関し

て，過小評価の誤差要因としてはドプラビームの入射

角が最も大きな問題であった．特に肺動脈弁狭窄の

ジェットが肺動脈前壁に沿って胸壁に平行に認められ

るような場合にはドプラビームの入射角が大きくなる

傾向があった（図12）．大動脈弁狭窄においても過小評
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図11三尖弁閉鎖不全（TR）の不十分な記録二このよ

　うな記録で右室圧を推定すると過小評価しやすい．

‘h

図12　肺動脈狭窄では血流ジェットの方向が胸壁に平

　行の場合にドプラ入射角が大きくなり圧較差を過小

　評価する原因となりやすい．

価の誤差要因はドプラピームの入射角が最も大きな問

題であり，胸骨左縁下部，胸骨右縁上部，剣状突起下，

胸骨上窩など複数の音響窓からドプラビームを投入し

て最大流速を計測する努力をしなけれぽ過小評価の要

因となると思われた．

　三尖弁閉鎖不全，肺動脈弁狭窄，大動脈弁狭窄の過

大評価の誤差要因としては，覚醒時に記録したドプラ

の最大速度がカテーテル検査で鎮静時に記録した圧較

差よりも実際に大きかったことが考えられる．肺動脈

弁上狭窄，大動脈弁上狭窄では砂時計状の形状の場合

に過大評価していた．、狭窄が近い距離で2個重なった

場合には極めて困難な問題が生じて来る．図13に示す

ように今大血管転換症で肺動脈絞拒術後の例を想定し
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図13　大血管転換症で肺動脈絞拒術後の症例：肺動脈

　弁にドーム形成が認められるために左室流出路

　（LVOT），肺動脈弁（PV），肺動脈絞拒部（PAB）

　のそれぞれにサソプルボリュームを設定して記録し

　ているが，肺動脈弁の部位では弁狭窄の有無に拘ら

　ず絞ffE部に向かって既に血流加速が起こっているた

　めに肺動脈弁狭窄の正確な評価は極めて困難であ

　る．

てみる．絞拒部の上流に位置する肺動脈弁にドーム形

成が疑われたため，弁狭窄の有無が問題となったとす

る．この場合，どの部で血流加速がおこるかを見るわ

けであるが，このケースのように下流の狭窄部が弁か

ら近い距離にある場合には弁を通過する血流は弁狭窄

の有無に拘らず絞拓部に向かってすでに加速してい

る．従ってこのような場合には正確な判断には非常に

困難を伴うことになる．

　ドプラ法の時間軸上の計測に関しては，北畠ら12）が

提唱したAcTやAcT／ETは内科領域では精度の高

い肺動脈圧推定の方法であるとした報告もあるが，先

天性心疾患においても，あるいは小児においても同様

に判断して良いものか否かは現在まで厳密な吟味がな

されないままであった．血流計測の部位として，右室

流出路と主肺動脈のいずれが精度が高いのかについて

も現在まで比較したデータはない，今回の我々のデー
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　図14　心室中隔欠損兼肺高血圧の症例のAcT／ETの

　　計測の例：AcTは90msと短縮しているがETも短
　　縮しているためにAcT／ETを計測するとO．41とな

　　　り，さほど小さな値とはならない．

タは，同一対象群について2箇所での計測値を比較し

たものであるが，主肺動脈内での計測はぼらつきが多

く右室流出路で計測した方が明らかに精度が良いこと

を示している．このことは，AcT，　AcT／ETいずれも

主肺動脈内ではなく右室流出路で計測すべきことを示

すものである．右室流出路で計測したAcTが肺動脈

圧の収縮期圧，拡張期圧，平均圧のいずれと最も良好

な相関関係を示すのかに関しては，肺動脈平均圧が最

もよい値を示したが，他の2者でもほぼ同様の値を示

し，いずれの値とも相関関係を示すといってよい．但

し相関係数の値は0．76と，北畠らが成人で示した値に

比べると明らかに低い値となっておりこの点が小児特

有の問題点を含んでいるのか否かなど，さらに検討す

べき点を有していると思われる．北畠らは肺動脈圧の

ロガリズムとの相関が最も良好であったとしている

が，我々のデータでは肺動脈圧のロガリズムとの関係

をみても相関係数の改善は認められず，むしろ負の直

線的相関関係を示していた．肺高血圧を伴った心室中

隔欠損の症例において，AcTが短縮すると同時にET

も短縮を認めたためにAcTでは低値を示しているの

に，AcT／ETではかえってあまり低値を示さず相関関

係を不良にしている例があった．図14に示す症例は肺

動脈圧80／37（55）であるがAcTは90msと確かに短縮

しているにもかかわらず，一方，ETも220msと短縮し

ており，その結果AcT／ETの値は0．41とさして小さ
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図15　心房中隔欠損症（ASD）のカラードプラ法によ

　る肺対血流量比推定：過小評価の例：上段はQp／

　Qs＝3．6の26歳のASD症例である（図8＊印と同一

　症例）．体表面積がほぼ2あるために体表面積で補正

　したカラーエリアは比較的小さな値となってしま

　う．一方下段はQp／Qs＝2．0の症例であるがこちら

　の方がカラーエリアはindexは大きな値をとるこ

　とになる．

い値をとっていない．先天性心疾患における本計測上

の注意点であろうと思われる．

　心房中隔欠損症の肺体血流量比の推定に関しては，

パルスドプラ法で肺動脈内と上行大動脈内にサンプル

ボリュームを設定してそれぞれの血流量を求める方

法5）一一9）では時間がかかり繁雑ではあるが，Fick法との

相関は良好であった．本法は繁雑であることと，肺動

脈血流記録時と，大動脈血流記録時の心拍数が変化す

ることが大きな誤差要因となる．また，断層エコーか

ら求める血管径が2乗されて血流の断面積として計算

されるためほんのわずかの誤差でも大きな問題とな

る．

　カラードプラー心エコー図法を用いた肺体血流量比

推定13）では，左右短絡血流のカラー＝リアは大まかに

いって肺体血流量比と相関関係があるものの，体表面
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積が大きい症例で肺体血流量比が大きい症例におい

て，体表面積で除して補正することによってCA／BSA

の値が小さくなり相関を不良にしているケースがあっ

た．やはり問題となるのは超音波の透過性とゲイン調

節が大きな要素となるようである．図15上段はQp／

Qs＝3．6の26歳の心房中隔欠損症症例である．体表面

積がほぼ2であるために体表面積で補正したカラーエ

リアは比較的小さな値となってしまう．一方下段は

Qp／Qs＝2．0の症例であるがこちらの方がカラーエリ

アindexは大きな値をとることになる．カラーエリア

の大きさは同一の装置では，パルスの繰り返し周波数

を最低にして計測したものが繰り返しを増加して計測

したものよりも肺体血流量比との相関が良好であっ

た．また2つの異なるメーカーのカラードプラ法装置

を用いてカラーエリアを比較すると予想に反して異な

る機種間でのカラーエリアの面積そのものは異なる

が，面積の大小は異機種間でも正確に判断できると思

われた．体表面積の大きい症例も含めると全体として

の相関関係は良好とはいえない．体表面積が大きい場

合には超音波透過性が不良になるために相対的にカ

ラーエリアは過小評価されるものと思われた．

　マルチゲートドプラー心エコー図法は1977年頃から

考案され心内および大血管内の血流プロファイルを観

察するのに用いられてきたが14）～18｝，近年リアルタイム

に観察可能な装置が開発され18）一一’21）これにより定量化

への応用の可能性がでてきた．マルチゲートドプラー

心エコー図法を用いた心房中隔欠損症の肺体血流量比

の推定では，Fick法に比較して良好な正の相関関係を

認め（r＝0．87），回帰直線の傾きは1．13Y切片は0．05

とほぼ1：1に対応していた．繁雑な点を除けば臨床

的に実用的な精度を有しているといえる．カラードプ

ラ法の限界ともいえる超音波の透過性や装置のゲイン

設定によりカラーエリアが過小評価されることはなく

本法では，超音波透過性不良の場合にでも表示そのも

のは雑音を混じることはあっても血流速度を過小に表

示することはない．マルチゲートドプラー心エコー図

法を用いた定量化14～18）は臨床的に実用的な精度を得

ることができれば将来ナンライソ処理の可能性をも含

めて有望である．

　本論文の要旨は昭和63年7月第24回小児循環器学会にお

いて口述した．
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Usefulness　and　Limitation　of　Doppler　Echocardiography　in

　　　　　　　　　　　　Cardiology－Quantitative　Evaluation一

Pediatric

　　　　　　　　　　Gengi　Satomi　and　Atsuyoshi　Takao

Department　of　Pediatric　Cardiology，　Tokyo　Women’s　Medical　College

　　　Although　there　are　a　number　of　reports　about　Doppler　echocardiography　in　quanititative　analysis

of　cardiac　diseases　in　adults，　there　have　been　a　small　number　of　papers　about　it　in　the　filed　of　pediatric

cardiology．　We　evaluated　accuracy　and　limitation　of　quantitative　Doppler　echocardiographic　study　in

various　congenital　cardiac　diseases．　Right　ventricular　pressure（RVP）could　be　estimated　accurately　by

the　formula‘‘RVP＝10十4Vtr2”，　where　Vtr　was　maximum　flow　velocity　of　tricuspid　regurgitation．

Comparing　to　RVP　measured　by　catheterization，　correlation　coefficiency　was　O．91．　Pressure　gradient

across　the　pulmonary　and　arotic　valves　were　estimated　accurately　by　using　simplified　Bernoulli’s

equation（r＝O．97，0．95，　respectively）．　Time　to　peak　velocity（AcT）or　AcT　divided　by　ejection　time

（AcT／ET）showed　less　correlations　with　the　mean　pulmonary　arterial　pressure（mPAP）comparing　to

the　result　reported　in　adult．　AcT　measured　at　pulmonary　artery（PA）showed　less　correlation（r＝0．66）

than　measured　at　right　ventricular　outflow　tract（RVOT）（r＝－0．76）．　Pulmonary　to　systemic　flow　ratio

（QP／Qs）obtained　by　pulsed　DoPPIer　echocardiography　showed　a　fairly　good　correlation（r＝0．90），　but

was　time　consuming．　The　color　area　index（CAI）in　atrial　septal　defect（ASD），　i．e．，　the　area　of　left　to

right　shunt　divided　by　body　surface　area（BSA），correlated　with　the　Qp／Qs　measured　by　Fick’s　method

（r＝0．64＞，but　there　was　a　tendency　of　underestimation　in　patients　with　larger　BSA　with　large　left　to

right　shunt．　QP／Qs　in　ASD　estimated　by　multigate　DopPler　echocardiography　showed　a　fairly　good

correlation　with　QP／Qs　measured　by　Fick’s　method（r＝79）．　The　stroke　volume　obtained　experimen－

tally　by　multigate　Doppler　echocardiography　showed　excellent　correlation　at　r＝0．98　with　that

measured　by　electromagnetic　flowmeter．　Thus　we　conclude　that　O　simplified　Bernoulli’s　equation　was

very　useful　to　measure　the　PG　across　the　stenotic　lesions　in　various　CHD’s，②AcT　or　AcT／ET　in　CHD

were　less　accurate　to　estimate　mPAP　than　in　adult，③Color　Doppler　echocardiography　had　a　problem

for　the　quantitation　because　of　the　different　ultrasonic　penetration　in　patients　with　large　BSA，　and④

Multigate　Doppler　echocardiography　is　expected　to　be　one　of　the　accurate　nonivasive　quantitative

methods　to　obtain　stroke　volume　and　the　Qp／Qs．
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