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小児循環器領域に置けるドプラ断層表示画像の問題点：

特にスキャン速度・スキャン方向・入射角度の影響の検討
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　ドプラ断層診断の定量的評価における問題点を分析する目的でComputer　Simulationを用いてス

キャン速度・スキャン方向・入射角度のカラー血流映像に与える影響を検討した．心拍数180／minとし，

Frame　Rate（FR）＝30，15，10／sでスキャンしたところ，以下の結果が得られた．①表示血流面積はス

キャン速度（Frame　Rate）が低いほど流れの立ち上がりで過大評価され，立ち下がりで過少評価された．

②血流に対し，逆方向のスキャンでは同方向のスキャンより表示画像の歪みは大きく，スキャン速度が

低いほどその傾向は大きくなった．③ドプラ入射角40°以上では，最大表示血流面積で10％以上の誤差が

でた．結論として心拍数の高い小児のドプラ断層画像の定量的評価では，可及的に高いFrame　Rateで

一定方向にスキャンし表示画像の歪みを最小限に止めること，更に入射角が40°以上となる場合は角度補

正が必要事項と考えられた．

　　　　　　　　　緒　　言

　ドプラ断層は小児循環器領域に置ける無侵襲的診断

法として高く評価されてきたが，定量的診断1）～3）には

尚多くの問題を抱えている．すなわち，本法を用いた

診断基準を確立し，必要に応じて心臓カテーテル検査

を省略してドプラ断層診断に基づき外科手術を行うた

めには描出された異常血流画像を可能な限り定量的に

評価することが必要である．しかし現時点では検者に

より検査時のスキャン条件が異なることや装置間の血

流映像表示の差がある4）～6）ため，表示された異常血流

映像が施設問の共通した診断指標となり得ていない．

特に心拍数の高い新生児・乳児診断に置いては時間分

解能が相対的に低くなり表示画像に大きな歪みが生じ

る7）一一9）ため，定量的評価には成人症例以上の大きな問

題を抱えている．本報告の目的はドプラー断層画像の

定量的評価の問題点の分析し，Computer
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SimulationiO）を用いてドプラー断層の表示血流映像に

与えるスキャン速度・スキャン方向・入射角度の影響

を検討する事にある．

　　　　　　　　　方　　法

　ドプラー断層画像に影響する装置側の因子としては

①探触子の周波数②パルス繰り返し周波数③スキャ

ン速度（Frame　Rate），④スキャソ方向，⑤ドプラビー

ムの入射角などが考えられ，患者側の条件としては患

者の循環動態（心拍数，血圧など）や心臓の形態（大

きさ，位置など）が考えられるが，今回は患者側の条

件を一定として，ドプラー断層装置や検査条件による

表示画像の歪みを検討した．また，装置側の因子とし

て①探触子の周波数，②パルス繰り返し周波数はカ

ラーで表示される表示速度範囲に直接影響を与えるた

め表示画像に歪みが生じることは当然であるため，今

回はこれまであまり検討されてこなかった．③スキャ

ン速度（Frame　Rate），④スキャン方向，⑤ドプラビー

ムの入射角の3点に焦点をあてて検討した．モデルに

使用したSimulationは以下の数式で定義した．観察
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深度10cm，観察視野90°，として流れの起点よりの距離

｛x，y｝の速度分布（V）は中心線に対する流れの角度

をθとした場合

　V・＝｛Vmax－（2y／Y）｝cosθ（n）x［π｛n（Ts十Td）・

　　（HR／60FR）－Tpd・（x／Y）｝］

の式で表わされる．Simulationでは以下の5つの条件

が設定可能である．

①心拍数／Frame　Rate比（スキャン速度）

②ドプラピームの入射角（θ）

③血流速度（中心流速：Vmax）

④収縮期／拡張期比（Ts：Tp）

⑤血流の伝搬遅延時間（Tpd）

ドプラ断層画像のシミュレーションとしての本モデル

の適正に関しては既にその詳細を発表しており1°），本

モデルが臨床DATAとの対比において極めて実際の

ドプラ断層画像と近い特性を示すことを報告してき

た7）’－1°）．これらの条件設定により様々な心内血流の

Simulationが可能であるが，今回の検討では流れの幅

（Y）＝2cm，長さ（X）＝5cm，　Vmax＝1．5×最大検出

速度，Ts：Td＝1二1．50r　1：2，　Tpd＝0％とし

て左室駆出血流を想定して検討した．観察視野の中央

線に対し探触子より遠ざかる血流が60°の角度を持つ

ように設定し，流れに対し同方向（ISO，θ＝240°）と

逆方向（REV，θ＝120°）のスキャンをFR＝10，15，

30／sで行い，更にこの流れをスキャンによる時間遅れ

がない状況（FR＝。。とし心拍数／フレームレート比を

0とする）で瞬時（INF）にスキャンした場合，及びそ

の角度補正をした場合（INF．　ANG．　COR）などの各

血流速度表示面積を計算した．角度補正は映像視野上

の128本の各走査線の血流とのなす角度θ（n）を求め，

個々のpixelの表示速度をcosθ（n）で補正して得た速

度分布を表示したものである．

　　　　　　　　　　結　　果

　①スキャン速度（Frame　Rate）の影響

　図1はスキャン速度とスキャン方向の違いによる左

室流出血流イメージの違いを臨床例とSimulationで

比較したものである．スキャン条件の違いにより表示

画像が少しずつ変化していく様子をSimulationでも

よく再現されており，左→右スキャンに比べ右→左ス

キャソではより血流画像は太く短くなっており，この

スキャン方向による違いはFRが15／sよりも7．5／sと

低くなるほど顕著になっている．Simulationでこの変

化を心拍数180／minとして検討した．　FR＝30，15，10／

sでスキャソしたものと元の血流イメージ（INF：血
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図1　左室流入血流イメージのスキャン速度・スキャ

　ン方向による変化．上の4枚のパネルは心拍数＝87／

　minの正常心の血流イメージで，下の4枚のパネル

　は心拍数＝90／minのComputer　Simulationによ

　る血流イメージである．上下ともFrame　Rateを

　7．5／s，15／sとした場合の順（左→右）及び逆方向（右

　→左）のスキャンイメージで，左→右スキャンに比

　べ右→左スキャンではより血流画像は太く短くなっ

　ており，このスキャン方向による違いはFRが15／s

　よりも7．5／sと低くなるほど顕著になった．

流を瞬時にスキャンした場合，即ちFRが無限大にな

る様にSimulationを設定）及びその角度：補正をした

場合（INF・ANG・COR）などの各血流速度表示面積

の経時的変化を比較したものが図2aである．中心線

に置ける血流に対するドプラ入射角を60°に設定して

いるため，角度補正した面積（INF．　ANG．　COR）よ

りも各スキャン条件で得られる最大血流面積は小さく

表示されたが，一心周期の最適な時相（各FRにより異

なる）を見た場合各スキャン条件で得られる最大血流

面積は元の血流イメージ（INF）と同じ最大血流面積が

得られた．しかしスキャン速度が遅くなれぽなるほど

（FRが低くなればなるほど）時相一血流面積曲線は前
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図2　時相一血流面積曲線のスキャン速度・スキャソ

　方向による変化．観察視野の中央線に対し探触子よ

　り遠ざかる血流が60°の角度を持つように設定し，流

　れに対し逆方向（REV，θ＝120°）のスキャンをFR＝

　10，15，30／sで行い，更にこの流れをスキャソによ

　る時間遅れがない状況（FR＝○○とし心拍数／フレー

　ムレート比を0とする）で瞬間（INF）にスキャンし

　た場合，及びその角度補正をした場合（INF．　ANG．

　COR）などの時相一血流面積関係を表示した（a）．

　スキャン速度が遅くなればなるほどFRが低くなれ

　ばなるほど）時相一血流面積曲線は前方に移動し，

　血流面積はスキャン速度が低いほど流れの立ち上が

　りで過大評価され，立ち下がりで過小評価される傾

　向があった．また同方向（ISO，θ＝240°）と逆方向

　（REV，θ＝120“）のスキャンをFR＝10／sで行い比

　較した．時相一血流面積曲線は血流に対し逆方向

　（REV）のスキャンでは同方向（ISO）のスキャンよ

　り大きく前方に移動した（b）．

方に移動した．すなわち血流面積はスキャン速度が低

いほど流れの立ち上がりで過大評価され，立ち下がり

で過小評価される傾向があった．図2aに例示したよ

うな高い心拍数をもつ症例（HR＝180／min）の時相一

血流面積曲線では収縮期の前半1／3－－1／2の時相でス

キャンした場合の血流面積と元の血流イメージ（INF）

の面積との誤差を10％程度にとどめるためにはFR＝

30／sの条件でスキャンする必要があった．

　②血流に対するスキャソ方向の影響

　血流に対するスキャン方向を逆にしてFR＝10／sで
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図3　ドプラ入射角の変化の血流イメージに対する影

　響をlocずつ入射角を変化させた場合（上のパネル），

　入射角40°以上で血流イメージは大きく変化した

　（Original　lmage）．下のパネルはそれぞれの角度補

　正（Angle　Correction）した血流映像を示す．

同じ血流の時相一血流面積曲線を求めたところ，時

相一血流面積曲線は血流に対し逆方向（θ＝120°）のス

キャンでは同方向（θ＝240°）のスキャンより大きく前

方に移動した（図2b），またスキャン速度が低いほどそ

の傾向は大きくなった．

　③血流に対するドプラ入射角の影響

　同じSimulationを用いて心拍数180／minの左室流

出血流をFR＝30／sでスキャンし，10°毎にドプラ入射

角を変化させその影響を見たものが図3である．上の

パネルのオリジナル画像では入射角30°まではあまり

表示された血流イメージは変わらず，40°以上になると

中央部の色の反転領域（aliasing領域）も含めてそのイ

メージは急速に変化した．下のパネルはそれぞれの角

度補正した血流映像を示し各イメージはかなり類似し

たものとなってくるが，スキャソによる時相差のため

に角度補正しても完全には同じイメージとはならな

かった．図4が入射角と血流映像面積の変化をグラフ

で表わしたものである．上の2本の線は血流映像全体

の角度補正前（B）後（A）の面積，下の2本の線ぱ
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図4　入射角と血流映像面積の変化．上の2本の線は

　血流全体の角度補正前（B）後（A）の面積，下の2

　本の線はaliasing領域の角度補正前（D）後（C）の

　面積を示す．

aliasing領域の角度補正前（D）後（c）の面積を示す

が，入射角30°で角度補正を行わない場合では4％

（aliasing領域では19％）血流面積が小さく表示された

に過ぎないが，入射角40°で角度補正を行わない場合で

は11％（aliasing領域では32％）血流面積が小さく表示

された．入射角が大きくなるほどこの傾向は顕著に

なった．

　　　　　　　　　　考　　案

　新生児・乳児を取り扱う小児循環器領域に置いては

成人以上に簡易な無侵襲的診断法の確立が望まれてお

り11），ドプラ断層はその進歩に大きく貢献したが，心臓

カテーテル検査を省略してドプラ断層診断に基づき外

科手術を行うことになおためらいがある12）．すなわち

本法により描出された異常血流映像を施設問の共通し

た診断指標とするためには，検査時のスキャン条件が

異なりや装置間の表示血流映像の差を克服した心内異

常血流の定量的な把握が必要である13）．特に心拍数の

高い新生児・乳児診断に置いては時間分解能（＝スキャ

ソ速度）が低いと表示画像に大きな歪みが生じるため，

表示画像の定量的評価には成人症例以上の大きな問題

を抱えている．心拍数180／minに設定した今回の検討

では，スキャン速度が遅くなればなるほど（FRが低く

なれぽなるほど）時相一血流面積曲線は前方に移動し，

血流面積は流れの立ち上がりで過大評価され，立ち下

がりで過小評価される傾向を見たが，この傾向は血流

に対し逆方向のスキャンでは同方向のスキャソより大

きかった．血流をある時間をあけてスキャンし血流イ

メージを得る今日のドプラ断層の原理よりこのような

現象は必然的に生じるものであるが定量化に際し可及

387－（21）

的に高いFRでスキャンすることでかなりオリジナル

画像に近い血流イメージが得られるものと考えられ

る．すなわち，HR＝180／minに設定したSimulation

上ではFR＝30／sでスキャンした場合，収縮期の1／

3～1／2の時相にスキャンした場合の表示面積の誤差は

10％程度に抑えられた．また血流に対するドプラ入射

角が40＝＝以上となった場合は如何に適切な時相で血流

イメージを得たとしてもその誤差は10％以上となって

しまうため，血流イメージの大きさより，定量的評価

の試みを行う場合はドプラ入射角を40°以下とすべき

であろう．

　　　　　　　　　結果まとめ

　①表示血流済面積はスキャソ速度が低いほど流れの

立ち上がりで過大評価され，立ち下がりで過少評価さ

れた．

　②血流に対し逆方向のスキャンでは同方向のスキャ

ンより表示画像の歪みは大きく，スキャン速度が低い

ほどその傾向は大きくなった．③入射角40°以上では最

大表示血流面積で10％以上の誤差がでた．

　　　　　　　　　　結　　論

　ドプラー断層画像の定量的評価においては，可及的

に高いFrame　Rateで一定方向にスキャンし表示画像

の歪み最小限に止めること，更に，入射角が40°以上と

なる場合は角度補正が必要事項と考えられた．
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Quantitative　estimation　of　color　Doppler　flow　image－Computer　Analysis　of　the

　　　　　　　　　　Influence　of　Scan－Spped（Frame　Rate），　Scandirection，　and

　　　　　　　　　　　　　　Angle　of　Incidence　in　High　Heart　Rate　Patient一

Shunei　Kyo，　Yuji　Kondo，　Makoto　Matsumura，　Izumi　Yamada，　Eiko　Takanawa，

　　　　　　　　　　　　Toshiki　Kobayashi，　Yuji　Yokote　and　Ryozo　Omoto

　　　　　　　　　　　　　lst　Department　of　Surgery，　Saitama　Medical　School

　　　To　analyze　the　feasibility　of　color　flow　image　of　two－dimensional　Doppler　echocardiography　in

quantitative　assessment　of　intracardiac　blood　flow　of　high　heart　rate　pediatric　patient，　we　studied　the

influence　of　scan－speed（frame　rate），　scan－direction，　and　angle　of　incidence　between　flow　and　Doppler

echo　beam　using　computer　simulation．　In　the　simulation　model　flow　was　designed　to　have　sinusoidal

and　pulsatile　flow　pattern　with　a　parabolic　shape　of　flow　profile　in　the　vertical　direction．　The　heart

rate　was　adjusted　at　180／min　and　the　left　ventricular　ejection　flow　images　were　obtained　with　a　frame

rate　of　30，15，　and　10　in　iso－scan－direction　and　reversed－scan・direction　to　the　flow．　The　size　of　flow

image　was　overestimated　in　the　early　systolic　phase　and　was皿derestimated　in　the　late　systolic　phase，

and　this　tendency　was　much　more　in　the　lower　scanning　frame　rate　and　in　the　reversed・scan－direction．

The　difference　of　maximum　flow　area　became　more　than　ten　percent　from　that　of　true　flow　image

when　the　angle　of　incidence　was　larger　than　40　degree．　In　conclusion，for　the　quantitative　assessment

of　color　flow　image，　the　higher　scanning　frame　rate　in　fixed　scan－direction　is　advantageous　minimizing

the　distortion　of　flow　image，　however，　an　adequate　angle　correction　is　required　when　the　angle　of

incidence　is　larger　than　40　degree．
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