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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　カラードプラ法を用いた新しい房室弁逆流量の定量的計測法であるproximal　isovelocity　surface

area法（PISA法）の小児僧帽弁逆流評価における適用の可能性について検討した．僧帽弁逆流を認め

心室間シャントのない小児16例（年齢7ヵ月～12歳，平均50ヵ月）を対象とし（8例の心内膜床欠損症

を含む），カラーMモード法によりPISAの半径および逆流の持続時間を計測し一回逆流量（RVPISA）

を計算した．一方超音波断層法により計測した拡張末期および収縮末期容積およびパルスドプラ法によ

り求めた一・回拍出量を用いて一回逆流量（RVUCG）および逆流分画を求め，　PISA法による計測値と比

較した．RVPISA（Y）はRVUCG（X）と有意な相関を認めた（Y＝O．86X＋9．0，　r＝0．77，　p＜0．001）．

またRVPISA／体表面積（Y）は逆流分画（X）とY＝32．5×X／（1－X）＋14．6の式により非直線回帰が可

能であり，r＝0．88，　p＜0．001であった．　PISA法は小児においても僧帽弁逆流程度を定量的に評価しう

る方法であると考えられ，今後検討を重ねその診断精度の向上が望まれると思われた．

　　　　　　　　　　緒　　言

　カラードプラ法を用いることにより僧帽弁逆流の検

出は容易であり，従来左房内にみられる逆流ジェット

の到達距離や範囲の大きさによりその重症度が推測可

能であると考えられてきた1）2）．しかしその到達距離や

範囲は逆流量ばかりでなく，解剖学的な要素3）4）または

血行動態3）5）の影響，および超音波装置のセッティソ

グ5）などの影響を受けるため従来の方法はその評価の

うえで正確性を欠くことが，指摘されている．

　そこで，左室内の収束血流部分（flow　convergence

region）に着目して逆流量をより正確にかつ定量的に

評価しようとする試み（proximal　isovelocity　surface

area法：以下PISA法）がUtsunomiyaら6）その他7）8）

により報告され，その臨床への応用が検討されつつあ
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る．

　本論においては，小児の僧帽弁逆流を対象にPISA

法の応用を試み，

　1）小児における計測法の工夫

　2）計測値の信頼性およびその評価法（超音波検査法

による容積計測およびドプラ法併用法から求めた逆流

量および逆流分画との比較検討）

　3）臨床応用上の問題点

について検討したので報告する．

　　　　　　　　　　対　　象

　対象はカラードプラ法により左房内に僧帽弁逆流

ジェットを認め，かつ心室間シャントおよび大動脈狭

窄を認めない小児16例で，平均年齢4歳2ヵ月であっ

た．症例の内訳は表1に示したごとくで，8例は心内

膜床欠損症であった．

　　　　　　　　　　方　　法

　すべての検査は安静臥床にて，乳児では必要に応じ
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表1　対象

患者番号 検査時年齢
体重
（kg）

体表面積
　（m2） 診断または基礎疾患

1 12歳 36．0 1．23 リウマチ熱

2 7ヵ月 5．9 0．33 大血管転換症Jatene手術後
3 2歳 10．5 0．49 先天性孤立性僧帽弁閉鎖不全症

4 9歳 36．0 120 心室中隔欠損症閉鎖手術後

5 11歳 47．8 1．42 リウマチ熱

6 6歳 17．7 0．75 動脈管開存症

7 1歳 11．5 0．52 心室中隔欠損症閉鎖手術後

8 10ヵ月 5．9 0．33 心室中隔欠損症閉鎖手術後
9 2歳 8．5 0．40 完全型心内膜床欠損症心内修復手術後

10 3歳 17．3 0．7⑪ 心内膜床欠損症兼ファロー四徴症心内修復手術後
1／ 2歳 11．1 0．52 完全型心内膜床欠損症心内修復手術後

12 2歳 8．4 0．45 完全型心内膜床欠損症心内修復手術後

13 10ヵ月 9．7 0．42 不完全型心内膜床欠損症

14 5歳 18．0 0．73 不完全型心内膜床欠損症

15 2歳 9．6 ⑪．47 不完全型心内膜床欠損症

16 1歳 8．3 0．41 完全型心内膜床欠損症心内修復手術後

平均値 4歳2ヵ月 16．4 0．65

最大値 12歳 47．8 1．42

最小値 7ヵ月 5．9 0．33

トリクロフォスO．　7ml／kgを服用後に行った．全ての

PISA法による計測は3心拍の計測値の平均を算出し

検討した．

　リズムは1例のみDDDモードにて心房心室順次

ペーシング中，他は全例洞調律であった．

　1）proximal　isovelocity　surface　area法（PISA法）

による逆流量（一心拍あたり：以下一回逆流量）の計

算

　使用装置はアロカSSD870，送信周波数5MHz，パル

ス繰り返し数は4KHzとし，カラー断層法およびカ

ラーMモード法を併用した．ゼロシフトは行わず，

aliasing　velocityは約32cm／秒であった．

　心尖部または傍胸骨四腔断面像においてカラー断層

法により僧帽弁逆流の発生部分を詳細に観察し，逆流

弁口左室側の収束血流部分（flow　convergence

region）に着目した．このときaliasingにより形成さ

れるproximal　isovelocity　surface　area（PISA）（逆

流弁口に向かう血流が青から赤色に変化することによ

り認識される）が最も大きく観察されるようトランス

デューサーの向きおよび角度を調整した．ここでカ

ラーMモード法のカーソルをPISAの中心に設定，カ

ラーMモードの記録をビデオプリンター（ソニー

UP5000W）を用いて行いすべて計測はその記録上で

行った（図1）．

　PISAを示すaliasingはカラーMモード上青色と

赤色の境として記録され，この境界からMモードの僧

帽弁エコーのleading　edgeまでの距離が瞬時のPISA

半径と考えられる．

　PISA法の理論（図2A参照）9）～11）によりPISAを半

球と仮定すると逆流のflow　rate（FR）は

　　FR＝2×π×r2×V

　FR：flow　rate（ml／sec）

　r：PISAの半径（cm）

　V：aliasing　velocity（cm／sec）

　　　（今回の設定では32cm／sec）

となる．これは瞬時の逆流の流量を示すが，1心拍あ

たりの逆流量を計算するためにはこれを逆流の持続時

間全体にわたり積分する必要がある．そこで，PISAの

記録された持続時間（すなわち逆流の持続時間）をま

ず計測しこれをT（sec）とした．

　これらにより次の3種類の方法により逆流量を計算

した（図2B）．

　a）半径の二乗の平均を用いる方法（以下，二乗値平

均法）

　PISAの半径を図のごとく20msecごとに計測し，お

のおのをr1，r2，…・r。とすると
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　　　図1　カラーMモード法による記録

カラー断層（左）およびカラーMモード法（右）によ

り収束血流が青色から赤色に変わる（aliasing）境界が

観察され，この境界から僧帽弁エコーまでの距離が

isovelocity　surface　area〔1　PISA）の半径と考えられ

る　（本文参照）．

　RVPISA＝2×π×MEAN〔r2）×V×T

　　RVPISA：　一回逆流量（mD

　　MEAN（r2）＝（rl2×r22十……十r．2♪／n

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（cm）

　　T：逆流持続時間Csec）

　b）半径の平均値の※を用いる方法（以下，平均値

二乗法）

　PISAと僧帽弁Mモードエコーにより囲まれる部

分（図中陰影をつけた部ZIJ）の面積をプラニメーター

で計測，これをその持続時間を表すTの実測値で除

しtスケールで補正することにより，逆流持続中の平

均の半径を求めた．この値を用い

　RVPISA＝2×π×（MEANr）2×V×T

　　MEANr：上記方法により求めた半径の平均値

　　　（Cm）

　c）最大半径を用いる方法（最大半径t乗法）

　aの方法により計測したr1からr。のうちの最大値を

用い

　RVPISA＝2×π×（MAXr）2×V×T

　　MAXrr。の最大値（cm）

　2）心室容積計測およびドプラ法併用法による，僧帽

弁逆流量および逆流分画（regurgitant　fraction）の計

測

　a）心己容積計測による一回総拍出量（total　stroke

volume：TsV）の計測

　断層エコー法を用い，傍胸骨アプローチにより乳頭

日本小児循環器学会郊⊥　第9毛　第6号

PISA（aliasing）

　　　　　regurgitant　jet

　　　　　　図2A　　PISA法の3里言命

逆流血流はproximal　isoveIocity　surface　area

（．　PISA　；iを形成しながら弁コに向い収束する．よって

PISAを半径r（cm）の半球と仮定，同部での流速
Caliasing　velocity）をV（cm／秒）とすると連続の式

により，逆流弁L］における流量（flow　rate：FR：ml／

秒）は

　　FR二2×π×r2×V

により算出される．

E

、麟
　r2　r3

1－「一

MITRALVALVE
TRACING

　図2B　カラーMモード法上の計測方法を示す．

二乗値平均法および最大値二乗法においてはaliasing

による境界と僧帽弁エコーまでの距離を20msecごと
に計測し，（　rl，r2、　’・・r．），　MEAN（r2），およびその最

大値（MAXr）2を計算した．一方平均値二乗法では陰影

部分の面積を計測，逆流の持続時問Tの実測値で除

し，スケールで補正することにより，半径の平均値

（MEANr）およびその二乗（（MEANr）2）を求めた．

（本文参照）

筋レベルでの左室短軸像を描出，心内膜エコーの最も

輝度の強い部分を用手的にトレースし，その断面積

（A：cm2）を計測した．次に心尖部アプローチにより

左室長軸像を描出，大動脈弁中央から心尖部（心内膜

エコーの最外側部分）までの距離（L：cm）を計測し

た．計測は拡張末期（同時記録心電図のQRS開始の時
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相）および収縮末期（心臓のサイズが最も小さくなっ

た時相）において行った．

　area－length法により，

　V＝2／3×A×L

　　V：左室容積（m1）

　　A：短軸断面積（cm2）

　　L：大動脈弁中央から心尖部までの距離（cm）

の式により左室拡張末期容積（LVEDV：ml）および収

縮末期容積（LVESV：m1）を計算した，なおこの方法

の詳細についてはすでに報告した12）．

　以上より一回総拍出量（TSV）を

　　TSV（m1）＝LVEDV（ml）－LVESV（ml）として

求めた．

　b）ドプラ法による一回拍出量（forward　stroke

volume：FSV）の計測

　Kitabatakeらの方法13）に準じ次の様に計測を行っ

た，傍胸骨左室長軸像により断層エコー法を用いて，

収縮中期の大動脈弁輪径を計測（r：cm），大動脈弁の

断面積（CSA：cm2）を

　　CSA＝2xπ×r2

の式により求めた（KitabatakeらはMモード法によ

り弁輪径を計測している）．

　次に心尖部左室長軸像により，可及的に上行大動脈

とドプラビームのなす角度が小さくなるようトランス

デューサーの角度を調整したうえで，大動脈弁輪部に

おける血流をパルスドプラ法により計測した（角度補

正は行った）．血流波形のエソベロープを用手的にト

レースし，time　velocity　integralおよび上記の大動脈

弁輪面積から前方一回拍出量（FSV：ml）を求めた（三

心拍の平均値を採用した）．

　c）計算項目

　以上から一回逆流量（RVUCG）を

　RVUCG＝TSV－FSV
　　RVUCG：一回逆流量（ml）

　　TSV：容積計測による一回拍出量（ml）

　　FSV：　ドプラ法による一回拍出量（ml）

の式より求めた．さらに逆流分画（regurgitant　frac・

tion）を

　RF＝RVUCG／TSV
　　RF：逆流分画

　　RVUCG：一回逆流量（ml）

　　TSV：容積計測による一回拍出量（ml）

により求めた．

　d）上記方法による一回逆流量および逆流分画計算

737－（27）
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図3　僧帽弁逆流のない症例における容積計測法とド

　プラ法による一回拍出量計測値の比較．

の信頼性についての検討（図3）

　カラードプラ法を含む超音波検査により僧帽弁逆流

および心室間シャント，大動脈狭窄を認めない心奇形

16例およびその他13例，計29例（日齢1日～16歳：平

均5歳2ヵ月）の小児を対象に，上記の容積計測法お

よびドプラ法による一回拍出量を計測した．両者の間

にはr＝0．98と良好な相関を認めた（Y＝0．87X＋3．3，

標準誤差＝5．0，p＜0．001，　X：容積計測法，　Y：ドプ

ラ法）．その差の平均は0．4ml（標準偏差5．8ml），僧帽

弁逆流例と同様に計算した逆流分画は一9．6％（標準偏

差26．5％）であった．

　3）検討項目および統計学的検討

　A）一回逆流量（一心拍当たりの逆流量）について，

容積計測およびドプラ法併用法により求めた値と

PISA法により求めた値について一次回帰を行った．

　B）PISA法により求めた逆流量を体表面積で除し

たもの（RVPISA／BSA）と，逆流分画（RF）の関係

について非直線回帰を試みた．ここでRVPISA／BSA

をy，RFをxとおき，さらに各僧帽弁逆流症例におけ

る大動脈への一回拍出量を体表面積で除したものを一

定値aと仮定すると

　　X＝y／（a十y）

となる．yをxについて解くと

　　y＝（a×x）／（1－x）

よって，yとx／（1－x）は直線関係にあると考えられ

る．そこで

　　z＝x／（1－x）

と変数変換を行い，yとzについて一次回帰を行，回帰

後再変換することにより，xとyの非直線回帰を行っ
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表2　計測結果

容積計測およびドブラ 二乗値平均 平均値二乗 最大値．二乗 逆流持続 ・ 回逆汗量 一回逆流量 一一 回逆流量 回逆流量／ 一回逆流量／
法併用法による 法における 法における 法における 時間：T （二乗値平 （平均値二 （最大値二 体表面積 体表面積

MEANr MAXr患者番号 MEAN｛r2） 均法） 乗法） 乗法） （二乗値平均 （平均値二乗
・ 回逆流量 逆流分画 （cm2） （cm） （cm） （秒） （mD （ml） （ml） 均法） 乗法）

（ml） （％） （m1／m2） （ml／m2）

1 7．4 108％ 037 0．61 0．75 0．28 20．6 20．8 31．6 16．7 169
2 37 29．1％ 0．30 0．53 0．68 0．27 16．5 15．3 25．7 50．6 468
3

一
〇11

一
〇．6％ 008 028 0．30 0．17 2．6 2．7 3．1 5．3 5．6

4 2．9 5．5％ 024 0．48 0．54 028 13．2 12．7 15．9 11．0 105
5 13．4 20．8％ 021 0．46 0．53 030 13．2 12．7 174 9．3 90
6 3．5 9．1％ 0．19 040 0．49 0．28 10．4 8．9 13．2 13．9 12．0

7 5．9 一 32．6％ 0．15 0．39 0．51 0．31 9．4 9．4 16．3 18．3 181
8 22．2 71∵2％ 0．48 0．67 0．89 0．31 29．9 28．1 49．4 9L8 86．2

9 8．4 45．7％ 0．43 0．67 0．79 0．30 26．1 274 38．4 64．6 676
lo 一 5．8 一 23．0％ 0－14 0．40 0．43 027 7．3 87 100 10．4 12．3

11 一 3．9 一 32．2％ 000 0．05 0．05 0．04 0．0 0．0 0．0 0．1 0．0

12 14．3 544％ 0．45 0．63 0．78 0．27 243 21．8 327 54．3 488
13 一 22 一 22．4％ 0．01 0．08 o．lo 0．04 0．1 0．1 0．1 0．2 0．1

14 11．1 39．5％ 011 0．35 0．41 0．41 8．7 10．1 13．6 11．9 13．8

15 2．6 18．7％ 022 0．47 0．59 029 12．8 127 20．6 27．6 273
、］6

一 4．3
一 36．8％ 022 0．51 〔｝．56 0．16 7．0 81 9．7 17．2 199

平均値 4．2 9．8％ 022 0．44 052 025 12．6 125 18．6 25．2 24．7

最大値 22．2 71．2％ 0．48 0．67 0．89 0．41 29．9 281 49．4 91．8 86．2

最小値 一
5．9 一 36．8％ 0．00 0．05 0．05 0．04 0．O 00 00 0．1 0．0

た．

　　　　　　　　　　結　　果

　1）aliasingによるPISAは全例においてカラー断

層およびカラーMモード上検出が可能であった．主な

計測値および計算値を表2に示した．

　2）一回逆流量の計測値（図4A，　B，　C）

　統計解析結果を表3に示した．二乗値平均法，平均

値二乗法，最大値二乗法いずれによっても，PISA法と

容積計測およびドプラ法併用法による計測値との間に

はそれぞれ直線的な関係が見られ，一次回帰により有

意な相関がえられた．二乗値平均法および平均値二乗

法におけるX係数はそれぞれ0．86，0．79であったが，

最大値二乗法では1．30と過大評価の傾向がみられた．

　3）PISA法による一回逆流量／体表面積と逆流分画

の関係（図5A，　B）

　両者の間には明瞭な曲線的関係がみられた．二乗値

平均法，平均値二乗法いずれの場合も，yとx／（1－x）

の間には良好な一次相関関係がみられた（表3）．

　　　　　　　　　　考　　按

　1）従来の僧帽弁逆流程度評価法

　カラードプラ法の導入により，僧帽弁逆流の程度は

左房内の逆流ジェットの到達距離1）やその面積2｝によ

り容易に判断しうると報告された．しかしそれらの計

測値が逆流量のみならず，房室間圧較差3），左房のコン

プライアンス5），逆流弁口のサイズ3）およびその位置

（左房壁との位置関係）4），超音波装置のセッティング5）

などの影響をも強く受けることが指摘され，より純粋

に逆流量を定量する方法の開発が望まれてきた，

　なお従来法による小児の房室弁逆流評価についての

詳細な検討も少なく14），小児での評価法について再検

討の必要がある．

　2）Proximal　isovelocity　surface　area（PISA）法

　そこで逆流血流の弁ロへの収束部分（flow　conver－

gence　region）に着目したProximal　isovelocity　sur．

face　area（PISA）法が注目されている6｝“’8）．実験系に

おいてはこの方法により計測した逆流量速度（flow

rate）および逆流計測値の信頼性について十分示され

ており9｝1°），さらにこの方法による計測値が，弁口のサ

イズ，形態，装置のセッティング（ゲイン，壁フィル

タ＿，フレームノート，など）などに左右されないこ

とが報告されている9）．その臨床への応用については，

Bargiggiaら11）は，断層エコー法によるPISA半径の

計測から，瞬時逆流速度（flow　rate）を求め，心室造

影による逆流程度および心臓カテーテル検査中に計測

した逆流量とよく相関（順位相関係数による評価）す

ることを示し，またRecusaniらlo）はその半径そのも

のと，心室造影における逆流程度との間に関連のある

ことを報告している．臨床においてはさらに逆流量そ
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図4　PISA法と容積計測およびドプラ法併用法によ

る一回逆流量の比較

A：二乗値平均法

B：平均値二乗法

C：大値二乗法
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　　　　　C

のものの計測，逆流程度の定量的推測法へと発展が望

まれる．

　3）本論文における逆流量計測法の工夫点について

　A）カラーMモード法の併用について

　Bargiggiaらの報告11）による成人におけるPISAの

半径（aliasing　velodtyを38cm／秒とした計測におい

て0～23mm）と比較し，今回対象の小児例ではその半

径は0～約9mmと非常に小さく，また逆流量は半径の

二乗の関数であるため，成人の場合以上に正確な計測

が必要である．また断層エコー法による半径の計測法

は通常収縮期中の最大値の観察であるが，逆流量の推

測のためには1収縮期中の半径の時間的変化をも考慮

する必要がある．

　この点で，カラーMモード法を併用した方法15）～17）

は，よりaliasingによる境界および僧帽弁M・モード

エコー を観察しやすいためPISAの半径を正確に測定

しやすく，また収縮期中のPISA半径の時間的変化を

観察しうるため，逆流量を算出するためには必須の方

法と考えられる．

　B）aliasing　velocityの選択について

　aliasing　vecocityは，パルス繰り返し数の設定およ

びゼロシフトを用いることにより自由に設定が可能で

あるが，測定誤差を減少させるためにはよりaliasing

velocityをより小さくしPISAの半径を大きくするこ

とが必要である．しかしあまり小さくすると（おおむ

ね20cm／秒以下），収束血流以外の血流（左室流出路へ

向かう血流など）との区別が困難となるため，筆者ら

の経験では小児において32～24cm／秒程度が適当と思

われた．

　C）PISA法を利用した逆流量の算出方法について
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PISA法による一回逆流量／体表面積と逆流分

画の関係

A：二乗値平均法

B：平均値二乗法

日本小児循環器学会雑誌　第9巻　第6号

　逆流量を計算するためには，理論的には逆流持続中

のPISA半径の二乗の平均値を利用する必要がある

（二乗値平均法）．しかし今回の検討では半径平均の二

乗を用いた計算法（平均値二乗法）と比較し，逆流量

計測における相関係数はほぼ同様であった．ただしX

係数は二乗値平均法0．86に対し，平均値二乗法は0．75

とやや小さいため，より逆流量の多い症例において後

者は逆流量を過小評価する可能性がある，コソピュー

ター等を用い簡便に二乗値の平均値を計算することが

可能であれぽ，その値を用いることが望ましいが，臨

床では平均値を二乗する方法でも良いかと思われる．

なお最大値による方法（通常断層エコー法による計測

では最大半径を計測するためこの値とほぼ同様になる

と考えられる．）は相関係数は他の二つの方法とほぼ同

様であるものの逆流量を著しく過大評価する傾向で

あった．これは逆流時相中の逆流量が均一でないこと

（例えば僧帽弁逸脱によるものでは収縮後期に逆流量

の多いことが報告されている18）．）を考慮すれば当然で

あろう．

　4）本方法の利用法およびその利点について

　逆流量／体表面積が，逆流分画とよく回帰されたこと

から，逆流量を体表面積で除すことにより，体格の違

いによる補正が可能であり，この値から逆流分画を推

測することにより重症度評価が可能であると考えられ

た．Grossmanらの逆流分画と重症度との関連につい

ての記載’9｝を参考とすると，本論における平均値二乗

法によった場合，逆流量／体表面積が25ml／m2以下は逆

流分画20％以下となり軽度，50ml／m2以上は50％以上

となり重度，その間はその中間程度と考えられる，

　本方法の利点としての定量性は，患児の経時的観察

1：一回逆流量

表3　統計処理結果

方法 回帰式 相関係数 標準誤差 P値

二乗値平均法 Y＝0．86X十9．0 0．77 5．9 ＜0．001

平均値二乗法 Y＝0．79X十9、2 ⑪．75 5．9 ＜0．⑪Ol

最大値二乗法 Y＝1、31X十13．1 0．76 9．3 〈0．001

X：容積計測およびトブラ法併用法

2：一回逆流量／体表面積と逆流分画

Y：PISA法

方法 回帰式 相関係数 標準誤差 P値

二乗値平均法 Y＝32．5×X／（1－X）十14．6 0．88 13．0 ＜0．001

平均値二乗法 Y＝30．2×X／（1－X）十14．91 ⑪．86 13．1 〈⑪．001

X：逆流分画　　Y：一回逆流量／体表面積

注：相関係数はYとX／（1－X）の一次回帰によるもの
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において特に従来法に比較しすぐれていると思われ

る，同一患児で同一平面での観察による逆流量または，

逆流量／体表面積の比較検討は有意義と思われた．

　また今回評価の基準として用いた容積計測およびド

プラ法併用法による逆流分画の計算法は逆流程度の指

標として定量性があり参考となるが，心室中隔欠損症，

大動脈狭窄症の合併などにより計算不能となる．また

単心室症においても正確な容積計測が困難であるため

適用することはむずかしい．PISA法はそれらの症例

においても応用可能であり，また同様に三尖弁逆流や，

共通房室弁逆流（単心室などの場合を含む）に応用し

うる可能性がある．

　5）方法論における問題点

　本方法はPISAを半球型と仮定している．　Ut’

sunomiyaら9）は実験系において3方向（僧帽弁平面内

の垂直な2方向および僧帽弁平面に垂直な1方向）の

PISA半径を計測することによりPISAを半楕球と仮

定して逆流量を計算すると，半球と仮定した場合と比

較しより精度の高いことを報告している．今回の様な

一方向の半径のみの計測による方法は逆流弁口形態が

細長い場合（特に僧帽弁裂隙からの逆流の場合など）

に問題となり，過小評価の原因となりうるため注意が

必要であり程度によっては適応外とすべき症例もある

と考えられる．なお今回対象症例中にも心内膜床欠損

症症例で僧帽弁裂隙からの中等度以上（逆流分画40％

以上）逆流症例が3例含まれていた．

　また収縮期の僧帽弁面は平面と仮定しているが，実

際は多少左房側に凸のことも凹のことも考えられる，

特にこの点に注意した補正の必要性も論じられてい

る2°｝．僧帽弁逸脱の著しい症例ではそのような補正が

有用かと考えられる．今回対象例では症例2および6

が僧帽弁逸脱によると思われる僧帽弁逆流であった．

　なお逆流弁口が極端に心室中隔または左室自由壁に

近く，それらがPISAの半径内に入ってしまう場合は

理論的にこの方法は適応不能である．今回対象例中に

は存在しなかったが，心内膜床欠損症修復後僧帽弁裂

隙の起部からの逆流が残ったような場合が考えられ

る．

　その他，カラーM一モード法併用における問題点とし

て，拍動により常に移動する心臓を相手にflow　con－

vergence　regionの中央でM・モードを記録しうるか

という疑問がある．これはM一モード法において，常に

存在する超音波検査法の限界であるが，ドプラピーム

の方向と，移動の方向が可及的に一致するよう断面を

741－（31）

工夫することが望ましい．

　6）逆流量の基準（スタンダード）の問題

　僧帽弁逆流量および程度の定量的な評価の基準（ス

タンダード）として，今回我々は容積計測およびドプ

ラ法併用法により計算した一回逆流量および逆流分画

を用いた．僧帽弁逆流のない患児における両方法によ

る一回拍出量良好な相関ではあったが，症例によって

は僧帽弁逆流が存在しないにもかかわらず，その差が

大きく計算されてしまうこともあり，その定量精度は

非常に高いとはいい難い．このことが逆流量計測の比

較における相関係数を低下させている可能性もある．

なお古典的には心室造影とFick法または熱希釈法に

より逆流量を計算する方法が知られるが21），筆者らの

施設において（酸素消費量は実測値でなくLa　Farge

らの正常値表22）および成書23）の記載による正常値を採

用している），僧帽弁逆流および心室中隔欠損のない患

児21例において心カテーテル検査による左室容積計測

（area・length法：X）とFick法（Y）により計算した

一 回拍出量の間の相関係数は本論にのべた超音波法よ

りも低く，標準誤差も大きかった（r＝0．87，Y＝1．O

X＋0．6，標準誤差＝12．2ml）．基準とすべきより正確な

方法の開発が必要であり，その方法とPISA法を臨床

に於て比較した検討が今後望まれる．

　　　　　　　　　　結　　語

　PISA法の臨床への応用には未ださまざまな問題点

が残されていると考えられるが，本論に述べた方法に

より僧帽弁逆流量およびその程度の定量的評価が小児

においても可能であることが判明した．本法は理論的

に大変優れたものであり，その問題点，特徴を知った

上で小児における臨床においても適用すべき方法であ

り，今後さらにその精度を高めるための工夫が望まれ

る．
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　　　Imaging　of　the　proximal　isovelocity　surface　area（PISA）has　been　shown　to　provide　a　method　for

quantifying　the　atrioventricular　regurgitant　flow　rate．　An　attempt　was　made　to　determine　whether

mitral　regurgitant　volume　and　its　severity　could　be　measured　by　this　method　in　children　with　or

without　congenital　heart　defects．

　　　In　16　children　with　mitral　regurgitation　and　without　interventricular　shunts（mean　age　50

months，range　7　months　to　12　years），　the　radius　of　the　PISA　and　the　duration　of　regurgitation（T）were

measured　by　color－Doppler　M－mode　echocardiography．　The　regurgitant　stroke　volume（RVPISA）was

calculated　as

　　　　　　　　　RVPISA（ml）＝2×π×r2×V×T

where　r2　is　the　mean　value　of　the　square　of　the　instantaneous　radius　during　regurgitation，　and　V　is　the

aliaSing　VelOCity．

　　　The　RVPISA　and　RVPISA　divided　by　body　surface　area（RVPISA／BSA）were　compared　with　the

regurgitant　volume（RV）and　the　regurgitant　fraction（RF）calculated　by　echocardiographic　volumetry

combined　with　pulsed　Doppler　echocardiography、

　　　A　good　linear　correlation　was　found　between　the　RVPISA　and　the　RV（r＝0．77，　p＜0．001，Y＝0．86X十

9．0）and　the　RVPISA／BSA　revealed　significant　correlation　against　regurgitant　fraction　by　non－linear

regression　analysis（r＝0．88，　p＜O．OOI，Y＝32．5×X／（1－X）十14．6．

　　　These　findings　indicated　that　the　proximal　isovelocity　surface　area　method　is　useful　in　the

estimation　of　the　mitral　regurgitant　stroke　volume　and　the　regurgitant　fraction　in　children　with　or

without　congenital　heart　disease．
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