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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　Mモード心エコー図digitizing法を用いて，正常小児40例と心筋疾患16例の左房径変化速度を分析し

た．

　正常群では，心室拡張早期速度（LA－E）は最大左房径と，心房収縮期速度と心室拡張早期速度の比

（LA－A／E）は心拍数と各々r＝0．61，0．60の粗な相関を認めた．また，　LA－A／Eと，パルスドプラ法によ

る左室流入血流の心房収縮期波と心室拡張早期波の最高流速の比（LVIT－A／E）とは，　r＝0．70の相関を

認め，LA－A／Eが左室拡張における左房収縮の関与の程度を示すと考えられた．

　次に，拡張型心筋症8例と肥大型心筋症8例の左房径変化速度を正常群と対比した．拡張型心筋症群

では，心室収縮期速度（LA－S）が有意に低値で（p＜O．Ol），左室収縮力低下との関連性が示唆された．

また，肥大型心筋症群では，LA－A／Eが有意に高値で（p＜0．05），左房のポンプ作用の増大によるもの

と考えられた．心筋疾患14例中，左房径変化速度のLA－A／Eでは5例で，パルスドプラ法のLVIT－A／E

では4例で異常値を示した．

　心室拡張期の左房径変化速度は，ドプラ法による左室流入血流と相関を有しており，特にLA－A／Eは，

左室拡張能を知るMモード心エコー図の簡便な指標として，臨床応用が可能と思われる．

　　　　　　　　　はじめに

　一心周期における左心房の容積変化は，その解剖学

的位置から，主に左房前壁の運動によってもたらされ

る．そのため，Mモード心エコー図（以下Mモード）

による左房の前後径変化は，主に左房容積の変化を反

映すると考えられる1）2）．成人例では，Mモードによる

左房の前壁すなわち大動脈後壁運動の分析は，左房の

ポソプ作用や左室拡張能の評価に利用されてき
た3）””5）．しかし，小児での分析の報告はなく，左室流入

路のドプラ法による血流パターンと左房径変化との関

連についての検討も少ない6）7）．本研究では，Mモード

による左房径の一心周期における変化をMモード
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digitizing法を用いて分析し，小児における正常値を

明らかにすると共に，その臨床応用が可能かどうかを

検討した．

　　　　　　　　対象および方法

　対象は正常群40例（年齢は1歳～17歳，平均6．8±4．7

歳），心筋疾患群16例（年齢は1～17歳，平均12．3±5．1

歳）である．心筋疾患群は，肥大型心筋症と拡大型心

筋症の2群に分類し，詳細は表1に示した．なお，拡

張型心筋症群の2例では，パルスドプラ法によるフ

ローマッピング法8）でgrade　Iの僧帽弁逆流シグナル

を認めた．

　1．正常群における検討

　心エコー装置は，東芝製SSH－65A（発信周波数3．75

MHz，パルス繰り返し周波数6または8KHz）を使用

した．断層心エコー図で傍胸骨左縁から大動脈基部の
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表1　対　象

症例数
性　　別

男 女
内　　　訳

　年　齢　歳

（平均±標準偏差）

正常群（N群） 40 21 19 　1～15
（6．8±4．7）

拡張型心筋症群
　　　　（D群）

8 5 3

アドリアマイシン心筋障害　2
心内膜線維弾性症　　　　　　1
川崎病　　　　　　　　　　1
特発性　　　　　　　　　　4

　3～17
（10．3±6．1）

肥大型心筋症群
　　　　（H群）

8 6 2

ミトコンドリア脳筋症　　　2ヌーナン症候群　　　　　　　1

特発性　　　　　　　　　　5

　10～17
（14．4±2．7）

短軸断面を描出し，ピーム方向が左房中央部に垂直に

入射するよう注意しつつ，心電図第II誘導と共に紙送

り速度5cm／secで，ストリップチャートにMモード

を記録した．記録したMモードは，メディカルシステ

ムリサーチ社製Picture　Analyser　ModelΣ5を用い，

大動脈壁と左房後壁をトレースし，左房径（大動脈後
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図1　左房径変化速度の測定方法
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A：Mモード心エコー図，B：Aをdigitizing法でトレースした図，　C：左房径曲線，

D：Cの一次微分より求められた左房径変化速度曲線，左室拡張早期速度をE，心房収

縮期速度をA，心室収縮期速度をSとした，

AAW＝大動脈前壁，　PAW＝大動脈後壁，　PLAW＝左房後壁，　ECG＝心電図，　LAD

max＝最大左房径
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壁一左房後壁間）およびその一次微分である左房径変

化速度の経時的変化の曲線を求めた．本装置では，10

msecごとにデータを収集し，各点でその前後20msec

の値を加算・平均化するsmoothing法を用いた（図

1）．また，パルスドプラ法は，既に報告した方法で9），

心尖部四腔断面から左室流入路の血流を記録した．

　これらの心エコー図は可及的に呼気位で記録し，5

心拍の平均し，以下の項目を検討した．

　1）Mモード（図1）：左房径曲線（図1C）から，最

大左房径（LAD　max）を測定した．最大左房径は，体

表面積に対する回帰式1°）から各症例の正常予測値を算

出し，その値に対する％of　normal値で表わした．

　左房径変化速度（図1D）では，心室収縮期・心室拡

張早期・心房収縮期の最高速度を各々LA－S，　LA・E，

LA・Aとして測定し，後2者の比（LA・A／E）も算出し，

これらの指標の正常値を求めた．なお，心拍数が115／

分以上の例では，LA－EとLA－Aが融合し一峰性とな

るため，対象から除外した．

　2）ドプラ心エコー図：左室流入血流の，心房収縮期

波と心室拡張早期波の最高流速（LVIT－A，　LVIT－E）

および両者の比（LVIT－A／E）を測定し，左房径変化

速度の指標と対比した．今回の検討では，ピームと血

流のなす角度は全例20度以下に設定可能であり，流速

の角度補正は行なわなかった．

　2．心筋疾患群における検討

　上記1）と同様の方法で左房径変化速度の4指標を測

定し，正常群と比較した．また，14例では，ドプラ法

によるLVIT－A／Eも測定し，左房径変化速度のLA－

A／Eと対比した．

　測定値は平均値±標準偏差で示し，推計学的根拠は

student・t－testにより，危険率5％以下を有意とした．

表2　左房径変化速度の測定値および心拍数・最大左房径・年齢との対比

左房径変化速
度の測定項目

　　測定値
平均値±標準偏差

心拍数との相関

　　r＝

最大左房径との相関

　　　r＝

年齢との相関

　　r＝

LA・S
4．9±12
cm／sec

0．20 0．40 0．05

LA・E
6．6±1．5

cm／sec 一
〇．39 0．61 0．50

LA－A
3，6±1．O

cm／sec
0．45 0．18 一

〇．19

LA・A／E 0．57±0．18 0．60 一
〇．19

一
〇．48

LA㌣E

1・1
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　　　　　図2　左房径変化速度と，心拍数および最大左房径との対比

左図：LA－A／Eと，心拍数との対比．右図：LA－Eと，最大左房径との対比．
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　　　　　　　　　　　結　　果

　L小児の左房径変化速度の正常値

　左房径変化速度の4指標中，LA－A／Eは心拍数と，

またLA・Eは最大左房径と，粗な正の相関を示した

（r＝0．60，0．61）（表2，図2）．

　そのため，LA－Eは最大左房径で除した補正値（LA－

E／LAD　max）を正常値とした．また，　LA－A／Eは，

心拍数との一次回帰直線から，各心拍数での正常予測

値を求め，それに対する％of　normal値で表わした．

4指標の測定値と平均値はまとめて表3に示した（表

3）．

　なお，4指標のうち，LA・E，　LA－A／Eと年齢との相

関は各々r＝0．50，r＝－0．48と低かった．更に，これら

の補正値であるLA－E／LAD　maxおよびLA－A／E（％

表3　左房径変化速度の正常値

項　　目 測定値（平均値±標準偏差）

LA・S 3．0～7．9（4．9±12）cm／sec

LA・E／LAD　max 1．7～4．2　（2．5±0．5）　／sec

LA－A 2．0～6．0（3．6±1．0）cm／sec

LA・A／E

　66～147（100±26）％of　normal

y＝0．11＋0．0055xにより，各心拍

数に対する正常予測値を求め，そ

れに対する％of　normal値を算

出する．

表4　正常群と心筋疾患群の，左房径変化速度の対比

正常群n＝40 拡張型心筋症群

　　n＝8
肥大型心筋症群

　　n＝8

心拍数
　　／分 84±20 80±12 79±14

最大左房径
　　％of　normal 102±16 123±31 120±16＊＊

左室内径短縮率
　　％ 36±5 17±5⇔ 　　＊41±7‡

LA．S
　　cm／sec 49±L2 3．8±0．8＊ 5．5±1．4†

LA－E／LAD　max
　　／sec

2．5±0．5 1．7±0．6＊＊ L7±0．5＊＊

LA－A
　　cm／sec

3．6±1．0 3．4±1．2 　　　　＊4・6±0・8†

LA－A／E
　　％of　normal

100±26 128±54 156±26＊

†心筋症群間での対比でp〈0．05

‡心筋症群間での対比でp＜0．01
＊ 正常群と心筋症群との対比でp＜0．05
’＊ 正常群と心筋症群との対比でp〈0．01
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of　normal値）と年齢との相関係数は，　r＝0．18，　r＝－

0．02であった．

　2．ドプラ法の左室流入路血流との対比

　左室流入路のドプラ法による指標と，左房径変化速

度の指標の対比では，LVIT－AとLA・Aとの相関係数

はr＝0．45であったが，LA－A／EとLVIT－A／Eとは

r＝0．70の有意な相関を示した（図3）．心拍数で補正し

た正常群のLA－A／Eは100±26％of　normalで（表

3），この値は，既に報告したドプラ法によるLVIT・

A／Eの心拍数による補正値（％of　normal値）9）と同一

であった．

　3．正常群と心筋疾患群との対比（表4）

　拡張型心筋症群は，正常群に比し左室内径短縮率が

有意に低値であった（p＜0．01）．左房径変化速度の指

標では，LA－SおよびLA・E／LAD　maxが有意に低値

であった（各々，p＜0．05，　p＜0．01）．しかし，　LA－A／
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図3　左房径変化速度とドプラ法の左室流入血流との

　対比

　上図：LA・Aと，左室流入血流の心房収縮期の最高

　流速（LVIT－A）との対比．下図：LA・A／Eと，左室

　流入血流の心房収縮期波と心室拡張期波の最高流速

　比（LVIT－A／E）との対比．
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図4　正常群と心筋疾患群の左房径変化速度の諸指標

　の対比

　N＝正常群，D＝拡大型心筋症群，　H＝肥大型心筋症

　群．右下の図中D群のA，Bは，図6の症例A，　B
　を示す．

Eは正常群と有意差を認めなかった（図4）．図5に症

例を呈示する．症例A（図5，上段左）は心房収縮期

の左房径の縮小が小さく，LA・A／Eが著しく低値で

あった．一方，症例B（図5，下段左）は心室拡張早

期に比して心房収縮期の左房径縮小が大で，LA－A／E

が高値を示した．パルスドプラ法によるLVIT・A／E

は，症例Aが0．38，症例Bが1．38で，後者での左房収

縮の増大が推察された（図5，右段）．

　肥大型心筋症群では，左室内径短縮率は，正常群に

比し有意に高値であった（p＜0．01）．左房径変化速度

の指標では，正常群に比しLA－E／LAD　maxが有意に

低値で（p＜0．01），LA－AおよびLA・A／Eは有意に高

値であった（p＜0．05）（図4）．

　心筋疾患群16例の左室内径短縮率（LVSF）と左房径

変化速度のLV－Sは有意な正相関を示した（r＝0．74）

249－（27）

（図6）．すなわち，肥大型心筋症は拡張型心筋症に比

し，左室の収縮力が有意に大で（p＜O．Ol），心室収縮

期の左房拡大の速度も大であった（p＜0．05）．

　心筋疾患14例の，ドプラ法によるLVIT－A／Eと左房

径変化速度のLA・A／Eとは，　r＝0．73の有意な正の相

関を示した（図7）．正常群の平均値±2×標準偏差を

正常域とした場合（図中，黒枠），ドプラ法では4例，

左房径変化速度では5例と，ほぼ同数の異常例が検出

された．

　　　　　　　　　　考　　案

　Mモードによる大動脈後壁運動は，主として左房容

積の変化を反映する1）．すなわち，心室拡張早期には，

左房の受動的収縮により，左房から左室へと血液が流

入し，大動脈後壁エコーは後方へ移動する．その後，

心室拡張中期は平坦であるが，心房収縮期には能動的

収縮（ポンプ作用）により再び後方へ移動する．更に，

等容性収縮期には小さな前方運動を示し，心室収縮期

には，肺静脈血の左房への流入により左房は拡大し，

大動脈後壁は大きく前方へ移動する．このうち，心房

収縮期の左房の能動的収縮は，肥大心や心筋梗塞など

左室機能の低下例では重要で，Dreslinskiら3），　Tye

ら4）は，それらの症例で，大動脈後壁エコーの心房収縮

期後方運動が増大することを指摘した．

　また，野口らは，成人例で，心房収縮期と拡張早期

の大動脈後壁の傾きからLA－A／Eを求め，ドプラ法に

よる左室流入血流の流速比（LVIT－A／E）と相関を有

することを示し，大動脈後壁後退速度の分析が左室拡

張能の一指標となりうることを指摘した6）．本研究で

は，小児における大動脈後壁後退速度，すなわち左房

径変化速度をMモードdigitizing法を用いて分析し，

その臨床的意義を検討した．

　1．左房径変化速度の正常値

　心エコー図による正常児の左室拡張早期の指標のう

ち，左室のMモードの一次微分曲線から得られる左室

内径最大拡張速度（＋max　dD／dt）は左室径と正相関

を有するが，ドプラ法による心室拡張早期波（E波）の

最大流速は左室径と相関を有さないことが知られてい

る11）12）．その理由として，十max　dD／dtはE波の最高

流速×僧帽弁口面積で規定され，左室の大きい児では

僧帽弁口面積も大となるため，E波の流速に差を認め

なくとも，＋max　dD／dtは高値となると考えられてい

る13）．本研究での左房径変化速度のLA－Eも最大左房

径と粗な正相関を示したが，これも同様に，左房径の

大きい児は僧帽弁口も大で，より多くの血流が心室拡
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　図5　拡張型心筋症の2症例の左房径変化速度とドプラ法による左室流入血流

症例A（上段）では，LA・A／Eが著しく低下したが，症例B（下段）では，逆に高値

を示した，ドプラ法のLVIT－A／E（右段）も，　LA－A／Eと同様の傾向を示した．

張早期に左室へ流入するため，LA－Eが高値を示した

と推察された．

　一方，LA・A／Eは心拍数と粗な正相関を示した．ド

プラ法による左室流入血流では，心拍数の増加により，

心室拡張早期波に比し心房収縮期波の関与が大とな

り，LVIT－A／Eが高値を示すが12），左房径変化速度の

LA・A／Eも同様の意義を有すると考えられる．

　なお，成人例では，加齢によりLA－A／Eが高値とな

ることが指摘されている7｝．しかし，今回検討した幼児

期から青年期では，LA－A／Eの分析に心拍数で補正し

た％of　normal値を用いれぽ，年齢との相関係数は

r＝－0．02で，その影響は無視しうると考えられる．

　2．心筋疾患群での検討

　左房径変化速度のうちLA－Sは，左室収縮力の低下

した拡張型心筋症群で低値で，左室収縮力の元進した

肥大型心筋症群では高値であり，左室収縮力との関連

性が示唆された．Mモードの大動脈後壁の収縮期前方

運動には，肺静脈血流の左房への流入・大動脈への血

液の駆出・左室収縮に伴う僧帽弁輪の偏位などの種々

の要素が関与している1）．Kerenらは，心ユコー図によ

る僧帽弁輪部の運動を検討し，拡張型心筋症では，心

室収縮期の弁輪の心尖側への偏位が減少するとし，左

室収縮能低下との関連性を指摘した14）．このことは，本

研究と併せると，左室収縮力の低下した症例では，左

房は2次的に，心室収縮期に前方へも心尖側へも拡大

が障害されると推察される．

　一方，LA－A／Eは，ドプラ法による左室流入血流の

心房収縮期波と拡張早期波の流速比（LVIT・A／E）と
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図7　心筋疾患群での，左房径変化速度のLA－A／Eと

　ドプラ法のLVIT－A／Eとの対比

　黒丸は拡張型心筋症，白丸は肥大型心筋症，四角枠

　は，正常域（正常群の，正常値±2SD）を示す，

有意な相関を有することより，左室拡張能の間接的な

表現であると考えられ6），心筋疾患でLA・A／Eが高値

を呈しうることは容易に想像できる．しかし，拡張型

心筋症群の中に，LA－A／EとLVIT－A／Eの両者が著

しく低値を示す1例が存在した（図5上段）．最近，左

室拡張障害例で，拡張末期圧が著しく高い場合は，

LVIT－A／Eは低値で“pseudo・normalization”となる

例の存在することが指摘されている1珈6）．そのような

例では，左房径変化速度のLA－A／Eも低値を示すと考

えられた．
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　左房径変化速度の正常値は，表3に示すごとく若干

のバラツキを有していたが，正常群と心筋疾患群間で，

有意差が認められた．特に，LA－A／Eは，ドプラ法に

よるLVIT－A／Eとの対比で，心筋疾患群のうち異常値

を示す症例の検出率はほぼ同じであった（図7）．左房

径変化速度のLA－A／Eは，“左房の能動的収縮”をより

直接的に表現しており，ドプラ法を有さないポータブ

ルの心エコー装置でも分析可能であり，左室拡張能を

知る簡便なMモード心エコー図の指標となり得ると

期待される．

　3．左房径変化速度の分析上の問題点

　著しい僧帽弁閉鎖不全を合併する例では，ドプラ法

による左室流入血流の拡張早期波が増高し，LVIT－A／

Eは低値を示すが’7），左房径変化速度のLA－A／Eも同

様の可能性がある．また，大動脈壁運動は，胸郭変形

や大動脈壁硬化・大動脈瘤などの大動脈自体の病変に

より影響を受けるため3）6）18），これらの症例での分析に

は問題がある．更に，左房拡大の著明な例では，左房

は前後よりも左右方向への拡大が大で19），不均一に拡

大した左房に対して，本法による左房機能の分析が可

能かどうかも今後の検討課題である．また，今回の検

討は可及的に呼気位で分析を行なったが，吸気時には，

心臓は正中側に偏位することによりMモードのカー

ソルにズレをきたし，更に左室流入血流量自体も減少

するため，それらによる誤差を生じる可能性があり，

注意が必要である2°》．

　ドプラ法による左室拡張機能の分析では，LVIT－A／

Eが，左室の前負荷・後負荷の影響を受けることが報告

されている2D．左房径変化速度のLA－A／Eも，それら

の影響を受ける可能性が考えられる．すなわち，LA・

A／Eは，左房固有の収縮力を示しているのではなく，
“ ある負荷状態（loading　condition）での，左室拡張に

おける左房収縮の関与の程度”を示していると考えら

れる．今後は，左室の前負荷・後負荷の変化により，

左房径変化速度の指標がどの様に変化するかを検討し

てゆきたい．
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The　Rate　of　Change　of　the　Left　Atrial　Dimension　by　the　Digitized　M－mode

　　　　　　　　　　　　　Echocardiography　in　a　Pediatric　Population

Kazuhiro　Mori，　Tsuguaki　Dohi，　Masahiro　Kamada　and　Hiroko　Yamamoto＊

　　　　　　Department　of　Pediatrics，　Okayama　University，　School　of　Medicine

　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊Mizushima　Mitsubishi　Hospital

　　　We　analized　the　rate　of　change　of　the　left　atrial　dimension　in　40　normal　children　and　16　patients

with　cardiomyopathy　by　digitized　M・mode　echocardiography．

　　　In　normal　children，　there　were　rough　correlation　between　the　peak　velocity　in　early　diastole（LA－E）

and　the　maximal　left　atrial　dimension，and　the　ratio　of　the　peak　velocity　in　atrial　systole　to　that　in　early

diastole（LA・A／E）and　heart　rate（r＝0．61　and　O．60，　respectively）．

　　　LA－A／E　ratio　correlated　significantly　with　the　ratio　of　the　peak　velocity　of　atrial　filling　wave　to

early　diastolic　wave　in　the　left　ventricular　inflow　tract（LVIT・A／E）by　Doppler　echocardiography

（r＝O．70）．

　　　The　peak　velocity　in　ventricular　systole（LA－S）was　significantly　lower　in　8　patients　with　dilated

cardiomyopathy　presumably　due　to　hypocontraction　of　the　left　ventricle，　when　compared　with　that　of

normal　control（p〈0．01）．　The　peak　velocity　in　atrial　systole（LA・A）and　LA－A／E　were　significantly

higher　in　8　patients　with　hypertrophic　cardiomyopathy　than　those　of　normal　control，　indicating

increased　atrial　booster　pump　function（p＜0．05）．　LA－A／E　was　abnormal　in　50ut　of　14　patients　with

cardiomyopathy，　whereas　LVIT－A／E　by　Doppler　echocardiography　was　abnormal　in　4　patients．

　　　In　conclusion，　the　rate　of　change　of　the　left　atrial　dimension　during　ventricular　diastole　is　related

to　the　mitral　flow　velocity，　and　LA・A／E　can　be　useful　in　evaluating　the　left　ventricular　diastolic

function．
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