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経静脈的digital　subtraction　angiographyで

作成した左室容積曲線による検討一
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　左室拡張期流入動態の指標に及ぼす生理的因子の影響を検討するため，心機能が正常と考えられる小

児50例（冠動脈造影が正常な川崎病既往児45例，軽症肺動脈弁狭窄症5例）を対象として，IV－DSAによ

り左室容積曲線を作成した．同曲線から得られた拡張期流入動態の指標に及ぼすHR，　EDV，　SBP，　EFの

影響を重回帰分析を用いて検討し，以下の結果を得た．

　1）対象全体（n＝50）における検討では，EDVで補正したPFR／EDV及び1／3FFは，　HR，　EFとの

間に有意の重回帰式が，SVで補正したPFR／SVはHRとの間に有意の単回帰式が得られた．　TPFRは

HR，　SBPとの間に有意の重回帰式が得られた．

　2）左室流入の二峰性パターンを分離できた症例のみ（n＝26）を対象とした検討では，それぞれ以下

の重回帰式（予測式）が得られた．

　　PFR／EDV＝3，6×HR－0．5×EDV－2．0×SBP十2．8×EF＋180．8（R＝0．80，　p〈0．001）

　　PFR／SV＝5．4×HR－0．6×EDV－2．0×SBP－3．8×EF十702．7（R＝0．84，　p〈O．OOI）

　　TPFR＝－0．7×HR十〇．8×SBP十84．5（R＝0．72，　p＜0．001）

また，回帰係数を標準化して検討した結果では，上記3指標の全てにおいて，HRの寄与率が最も大き

かった．

　以上のことから，小児を対象として左室容積曲線により左室流入動態を評価する場合には，さまざま

な生理的因子の影響を考慮する必要があり，特に心拍数及び心拍数と相関のある左室容積は，その影響

が大きいため，補正する必要があると考えられた．

　　　　　　　　　はじめに

　心筋症，高血圧などの左室肥大症例1）2）や虚血性心疾

患3）4）では，左室の拡張動態に異常が認められることが

ある．この拡張機能障害は単独でも心不全の原因とな
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　　　　　筑波大学臨床医学系小児科　堀米　仁志

るぼかりでなく5），収縮機能障害に先立って出現する

ことがあるため2）～‘）6），その評価が重視されるように

なった，左室拡張機能の評価には種々の方法があり，

左室容積曲線を用いて拡張期の流入動態を解析する方

法もその一つである．同曲線の作成には侵襲の少ない

核医学的手法2）～4）7）が用いられることが多いが，DSA

画像の濃度情報を適用すると，さらに空間・時間分解
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能の良い曲線を得ることができる8｝．しかし，この流入

動態の指標は，左室心筋の能動的拡張能や受動的コン

プライアンス以外にも，年齢，HR，左室前負荷，左房

収縮機能など多くの因子に影響されることが知ら

れ9）～15），その解釈が困難なことも多い，とくに小児で

は，体格がさまざまで，HRや血圧も容易に変動するた

め，これらの因子が流入動態の指標に対し，どの程度

影響するかを検討する必要がある．そこで，本研究で

は，左室容積曲線から得られた流入動態の指標への，

HR，　EDV，　SBP及びEFの影響を重回帰分析を用い

て検討した．

　　　　　　　　　　対　　象

　選択的冠動脈造影所見が正常な川崎病既往児45例，

軽症肺動脈弁狭窄症（主肺動脈・右室間の圧較差≦30

mmHg）5例の計50例を対象とした．年齢は7ヵ月か

ら14歳（平均±標準偏差＝5歳8ヵ月±3歳11ヵ月）

で，性別は男児30例，女児20例であった．Intraobserver

における再現性の検討は，川崎病症例45例中20例（年

齢7ヵ月～12歳，平均4歳10ヵ月）を対象とした．

　　　　　　　　　　方　　法

　1．左室容積曲線の作成

　左室容積曲線はIV－DSAを用いて作成した．　DSA

装置DFP50A（東芝）を使用し，年長児は呼吸停止下

に，呼吸停止ができない乳幼児では塩酸ペチジンにジ

略語表
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アゼパムまたはケタミンを併用して安静自発呼吸下に

DSA画像を撮影した．頻脈を避けるため，前投薬に硫

酸アトロピンは使用しなかった．X線曝射は連続モー

ドを用い，撮影条件は右前斜位30度1方向，秒間30フ

レーム，マトリックス・サイズ512×256とした．大腿

静脈に留置したシースイントロデューサーまたは四肢

の末梢静脈ライソから造影剤（イオパミロン300）1ml／

kg（最大25ml）を1～2秒間で注入し，造影剤が肺循

環を経て左室から大動脈に排出されるまでの全フレー

ムを撮影した．マスク像は造影剤注入前に長めに撮影

し，マスク像の変更（リマスキング処理）に使用した．

　続いて，呼吸運動によるmisregistrationが少なく，

左室内腔が濃く造影されている洞調律の2～3心周期

（それぞれ拡張末期から拡張末期）のフレームを心電図

を参考にして選択し，その全フレームの左室内腔（左

室ROI）をトラックボールを用いてマニュアルで設定

した．呼吸によるmisregistrationが生じた場合には，

横隔膜や肋骨のアーチファクトが消失することを目安

にして，リマスキング処理を行った．densitometryは

8ビット（256階層）を用い，バックグランドのdensity

を差し引いた各フレームのdensityを，拡張末期左室

ROIのdensityを100％として時間軸に対してプロッ

トした．ファーストパス法に基づく拡張期フレームの

濃度減衰は図1に示した係数を掛けて補正した．最後

にフーリエ級数3次項または4次項で周期関数に近似

して左室容積曲線とした．

　2．左室拡張期流入の指標の計測

　左室容積曲線及びその一次微分曲線から以下の指標

を求めた（図2）．

　1）PFR．　PFRはEDVで補正したPFR／EDV（単位

は％EDV／sec）及びSVで補正したPFR／SV（単位

は％SV／sec）の2指標を求めた．

　2）1／3FF

　3）TPFR及びTPFRをR－R間隔の平方根で除し
た値TPFR／JRR－（単位：％）

　4）EF

　また，EDVの絶対値はDSAの同一画像から1方向

area・length法を用いて算出した．いずれの指標も2

～ 3心拍の平均値を求めた．

　HRとSBPは，　DSA施行直前または施行中に心電

図計及びDinamap血圧計を用いて測定した．

　3．検討方法

　1）Intraobserverにおけるデータの再現性を検討

した．同一のデータを磁気テープに1週間以上保存し
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図1　ファーストパスによる濃度減衰の補正．1心拍

　内で最後の拡張末期画像のdensityを最初の拡張末

　期画像と同じdensityに合わせ，図のように流入し

　た血液量に比例した係数を掛けて，収縮末期（ES）

　以降の全画像を濃度補正した．
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図2　左室容積曲線とその1次微分曲線．横軸が時間，

　縦軸が左室のdensityで，上の曲線が各点のdensity

　をフーリエ近似した左室容積曲線，下の曲線がその

　1次微分曲線である．

　PFR：peak　filling　rate（最大流入速度，単位は％

　end’diastolic　volume／secまたは％　stroke　vol・

　ume／sec），　TPFR：time　to　peak創ling　rate（収縮

　末期からPFRに達する時間，単位はmsec），1／3

　FF：1／3臼ling　fraction（拡張早期1／3における流

　入率，単位は％），ES：end－systole（収縮末期）

た後に再生処理し，第1回と第2回のPFR／EDV，1／

3FF，　TPFRを直線相関を用いて検討した．　p＜0．01を

有意水準とした．

　2）左室容積曲線の1次微分曲線上，急速流入相と心

房収縮期流入相（二峰性流入）を分離できるHRの範
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囲を検討した．

　3）対象全体においてPFR／EDV，　PFR／SV，1／3

FF，　TPFR，　TPFR／、／RRを目的変量，　HR，　SBP，

LVEDV（ml），LVEFを説明変量としたときの重回帰

式及び標準化回帰係数を求めた．重回帰分析には統計

ソフトウェアStat　Flex（View　Flex社）を使用し，

F検定により，p〈0．01を有意水準とした．なお，説明

変量は寄与率を参考にした変量減少法によって選択し

た．また，説明変量間で相関行列を求め，相互に強い

相関を示す場合は一方の説明変量を棄却した．

　次に，同様の検討を上記2）のHRの範囲にある症例

を対象として行った．

　　　　　　　　　　結　　果

　1）Intraobserverの再現性の検討では，第1回と第

2回のPFR／EDV，1／3FF，　TPFRの間にはそれぞれ

r＝0．97，r＝O．98，　r＝0．97（いずれもn＝20，　p＜0．001）

の有意の相関が認められた．

　2）左室容積曲線の1次微分曲線上，急速流入相と心

房収縮期流入相（二峰性流入）を分離できるHRの範

囲は，HR≦106であった．ただし，分離できるか否か

表1　対象全体（n＝50）における全変量の結果

変　量　名 n 最小値 最大値 平均
標準
偏差

PER／EDV　　（％EDV／sec） 50 237 987 532 171

PFR／SV　　　（％SV／sec） 50 338 1，543 773 276

1／3FF　　　（％） 50 13．7 61．9 36．3 12．0

TPFR　　　（msec） 50 68 165 101 19

TPFR／厄（％） 50 10．1 20．8 13．9 2．1

HR　　　　　（bpm） 50 60 139 100 24

EDV　　　　（ml） 50 22 176 64 31

SBP　　　　（mmHg） 50 88 138 111 11

EF　　　　　（％） 50 55 83 71 7

表2　二峰性流入を示すHRの範囲（n＝26）における

　全変量の結果

変　量　名 n 最小値 最大値 平均
標準
偏差

PER／EDV　　（％EDV／sec） 26 237 563 416 76

PFR／SV　　　（％SV／sec） 26 338 878 581 116

1／3FF　　　（％） 26 29．0 61．9 42．9 10．0

TPFR　　　（msec） 26 73 165 109 19

TPFRハ厄（％） 26 10．1 16．9 13．8 1．6

HR　　　　　（bpm） 26 60 106 80 12

EDV　　　　（ml） 26 39 176 82 31

SBP　　　　（mmHg） 26 94 132 110 10

EF　　　　　（％） 26 63 82 73 6
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表3　説明変量間の相関行列

対象全体（nニ50） 二峰性流入（n＝26）

HR EDV SBP EF HR EDV SBP EF

HR
EDV
SBP
EF

1，000 一
〇．743

　1．000

一 〇．038

　0．180

　1．000

一 〇．279

　0．195

　0．011

　1。000

1，000 一
〇．528

　1．000

一
〇．450

　0．323

　1．000

一
〇．443

　0．225

　0．152

　1．000

表4　対象全体（n＝50）における目的変量別の各説明

　変量の標準化回帰係数と重相関係数（R）

目的変量 HR SBP EF 重相関係数（R）

PFR／EDV 0，962 一
〇．034 0，251 0．89　p＜0．001

PFR／SV 0，951 0，019 一 〇．003 0．89　p＜0．001

1／3FF 一 〇．542 一 〇．051 0，273 0．60　p＜0．001

TPFR 一
〇．595 0，185 0，022 0．69　p＜0．001

TPFR／厄 一 一 一 一　　　　NS

注）EDVはHRと強い相関を示すため説明変量から除外し，

　残り3変量による重回帰式の標準化回帰係数を示した．

　NS：not　significant

表5　二峰性流入を示すHRの範囲（n＝26）における

　目的変量別の各説明変量の標準化回帰係数と重相関

　係数（R）

目的変量 HR EDV SBP EF 重相関係数（R）

PFR／EDV 0，553 一
〇．201

一
〇．263 0，192 0．80　p＜0．001

PFR／SV 0，541 一 〇．158 一 〇．174 一 〇．186 0．84　p＜0．001

1／3FF 一 一 一 NS
TPFR 一 〇、444 一 〇．098 0，408 0，143 0．74　P＝0．002

TPFRハ短 一 一 　 NS

注）変量減少法により説明変量を選択する前の，4変量によ

　る重回帰式の標準化回帰係数を示した．

　NS：not　significant

の範囲にはナーバーラップがあり，HR＝100でも分離

できない例があった．

　左室容積曲線及びその1次微分曲線の具体例とし

て，HR＝62，82，95，120の症例の曲線を図3に示し

た．

　3）対象全体（n＝50）及び二峰性流入を示すHRの

範囲（n＝26）における全変量の値を表1，2に，説明

変量間の相関行列を表3に示した，また，対象全体

（n＝50）及び二峰性流入を示すHRの範囲（n＝26）に

おける重回帰式の標準化回帰係数の値を表4，5に示

した．

　変量減少法により説明変量を選択し，目的変量ごと

に求めた予測式及び標準化回帰式は以下のとおりであ

る．

　①対象全体（n＝50）における結果

　説明変量間の相関行列で，HRとEDVとが強い相

関を示したため，多重共線性の問題を回避するため，

EDVを説明変量から棄却し，残る3変量での重回帰分

析を行った，結果は以下のとおりであった．

　　PFR／EDV＝6．5×HR十6．6×EF－588．7，　R＝

　　O．89，　p〈0．001

　標準化するとPFR／EDV＝0．93×HR＋0．25×EF

　PFR／SV＝10．0×HR－228．9，　r＝0．88，　p〈0．001

　1／3FF＝－0．2×HR十〇．5×EF十18．7，　R＝O．59，

　　p〈0．001

　標準化すると1／3FF＝－0．45×HR＋0．30×EF

　TPFR＝－0．5×HR寸0．3×SBP十113．7，　R＝0．69，

　　p＜0．001

　標準化するとTPFR＝－0．65×HR＋O．20×SBP

　TPFR／vfRR一は有意な重回帰式が得られなかった．

また，上記のようにPFR／SVはHR以外の説明変量

を加えても寄与率の上昇はなく，HRによる単直線回

帰となった．

　②二峰性流入を示すHRの範囲（n＝26）における

結果

　説明変量間の相関行列で，相互に強い相関を示した

変量はなかったため，4変量を説明変量として採択し

た．

　PFR／EDV＝3．6×HR－0．5×EDV－2．0×SBP十

　　2．8×EF十180．8，　R＝0．80，　p＜0．001

　標準化するとPFR／EDV＝0．55×HR－0．20×

　　EDV－0．26×SBP十〇．19×EF

　PFR／SV＝5．4×HR－0．6×EDV－2．0×SBP－

　　3．8×EF十702．7，　R＝0．84，　p＜0．001

　標準化するとPFR／SV＝0．54×HR－0．16×

　　EDV－0．17×SBP－0．19×EF

　l／3FFは有意な重回帰式が得られなかった．

　TPFR＝－0．7×HR十〇．8×SBP＋84．5，　R＝0．72，

　　p＜0．001
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　標準化するとTPFR＝－O．45×HR＋0．39×SBP

　TPFR／ンRR一は有意な重回帰式が得られなかった，

　　　　　　　　　　考　　案

　左室拡張機能の評価は収縮機能の評価に比べると容

易でない．その原因として，①golden　standardとさ

れる拡張機能の指標が確立していないこと，②1つの

拡張期指標が明らかに異常を示しながら同一症例の他

の拡張期指標が正常であるなど指標間の相関に乏しい

こと，③左室拡張機能そのもの以外の因子に影響を受

け易いことなどが指摘されている16）．本研究の左室容

積曲線から左室流入血流のパターンを分析する方法

も，侵襲が少なく，他の方法で得られた指標とも良い

相関を示すという利点がある一方で，心筋の拡張能以

外の多くの因子によって変動することが明らかになっ

ている．例えば同曲線から得られるPFRは左室圧の

negative　peak　dP／dtや左室拡張末期圧との間に17），

1／3FFは左室後壁厚との間に2），さらにTPFRは左

室心筋massとの間に2）それぞれ有意の相関があるが，
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これらの指標はHR，年齢，左室前負荷・後負荷，左室

駆出期の指標などさまざまな因子にも修飾されること

が報告されている9｝～14｝18）”v21）．とくに小児では，左室容

積の絶対値に差のあることや，検査中の精神的な緊張

や前投薬などによりHRや血圧（後負荷）が変動しや

すいことなどの特徴があるため，これらの因子の拡張

期指標への影響を検討する必要がある．また，左室容

積曲線は時間と左室容積の関数であるため，容積の変

動を表しているEFも拡張期指標に影響する可能性が
ある11）22）．

　左室流入が一峰性となる頻脈の症例まで含めた検討

の結果，PFR／EDVはHRとEFによって規定され，

PFR／SVはほとんどHRのみに規定されることが判

明した．これは，頻脈になるにつれて左室容積曲線は

主に拡張期部分が短縮し，左右対称な曲線に近づくた

め（図3），PFRはその曲線の周期（即ちHR）と振幅

（即ちEF）によって規定されてしまうことを示してい

る．また，PFRをEDVで補正するとEFの影響を受
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図3　心拍数の変動による左室容積曲線の変化．横軸が時間，縦軸が左室のdensity

で，上の曲線が各点のdensityをフーリエ近似した左室容積曲線，下の曲線がその1

次微分曲線である．心拍数（HR）が速くなるにしたがって左室容積曲線は対称性に

近付き，PFRは増大し，　TPFRは短縮している．1次微分曲線では1｛R＝95までは

二峰性流入パターンを分離できているが，HR＝120では一峰性となっている．

HR＝62，82，95，120／分でのPFR／EDVはそれぞれ237，452，552，674％EDV／

secで，　TPFRはそれぞれ165，102，100，97msecである．

HR：heart　rate，　PFR：peak　filling　rate，　TPFR：time　to　peak　filling　rate，　ES：

end－systole
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けるが，SVで補正するとEFの影響を受けないこと

は，Stewartら12）の報告と同様である．即ち，　EFの異

なる心疾患のPFRを比較する場合はSVで補正した

方が妥当であると考えられよう．しかし，PFR／SVは

わずかなEFの変化でも値が大きく変動するなどの欠

点も想定されるため，EFが同等の疾患群において

PFR／EDVとPFR／SVのどちらが適切であるかは，

今後，異常の検出感度を検討する必要がある．また，

1／3FFはHRとEFに，　TPFRはHRとSBPに影響
されるという結果が得られた．結局，これら全ての指

標に共通していえることは，HRの寄与率が最も高い

ということである．ただし，ここで留意すべきことは，

EDVはHRと強い相関を示すため，説明変量から除

外したことである23）．各指標がほとんどHRに規定さ

れているということは，いい替えれば，EDVにも規定

されているということになる．

　さらに頻脈の症例では，1心拍を構成するフレーム

数が減り，容積曲線自体の精度が低下することや，拡

張期時間の短縮がRR間隔の短縮と直線関係にはなら

ないため24），単にRRで補正できないという問題もあ

り，拡張動態の評価はかなり困難であると考えられる．

すなわち，左室容積曲線をもとに左室拡張能を論じる

には，左室流入の二つのピーク（急速流入期と心房収

縮期）を分離できるHRが要求される．　Appletonら18）

によれぽ，ドップラー心エコーで二つのピークを分離

できるHRは，房室伝導時間にも左右されるため

130～180／分以下とかなり幅がある．IV－DSA法は，核

医学的手法よりも時間分解能も空間分解能も良好であ

るとぱいえ，今回使用したDSA装置では秒間30フ

レームの撮影が上限であり，二峰性を分離できるHR

は最大で106／分であった．

　次に，この二峰性流入を示したHR≦106の26例のみ

で検討した結果では，PFR／EDV，　PFR／SVは共に4

つの説明変量全てに影響を受けたが，やはり，最も寄

与率が高いのはHRであった．このことは，小児とし

てはHRが少ない部類でもHRの影響を補正する必

要があることを示している．EDVとSBPの回帰係数

はマイナスを示し，PFRの補正に用いる左室容積の絶

対値が大きくなれぽ，また，後負荷として働く体血圧

が上昇すれぽ，PFRは低下することになる．一般に前

負荷の増大はPFRを上昇させると考えられる1°）13）．し

かし，本研究では正常例を対象としているとともに，

左室拡張末期圧データを検討していないため，正確な

前負荷の評価は困難であり，EDVの変動は前負荷の変
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動というよりも，むしろ体格に比例した左室の大きさ

を表現しているものと考えられる．さらにPFR／EDV

ではEFの係数がプラスになり，　PFR／SVではEFの

係数がマイナスになる点にも注意が必要で，EFの異

なる心疾患のPFRを比較する場合は，単位をEDVで

補正するかSVで補正するかが問題となる12）ことを示

している．

　TPFRはやはりHRの影響が大きいが，体血圧（後

負荷）の大きさもかなり反映されていることが判る．

TPFRをRRで補正すると全ての説明変量との間に

相関がなくなり，正常値として13．8±1．6％を設定でき

る、1／3FFも全ての説明変量との間に相関がないが，

TPFR／s／RR一に比べるとばらつきが大きかった．1／3

FFの値が，容積曲線をフーリエ関数で近似した場合

の収縮末期点のずれに左右されやすいことも，このば

らつきの一因と推定された．

　以上，総括すると，左室容積曲線から得られる左室

流入の指標を用いて小児の左室拡張動態を評価する場

合は，様々な生理的因子の影響を考慮に入れて結果を

判定する必要がある．特に心拍数及び心拍数と相関の

ある左室容積は補正する必要があると考えられた．ま

た，急速流入と心房収縮期流入の二つのピークを区別

できる心拍を対象として，時間分解能の良好な左室容

積曲線を作成し，拡張期流入パターンを解析すること

が重要であると考えられた．本研究で算出した重回帰

分析の結果を，左室流入動態の指標の正常予測式とし

て適用できるか否かは，今後，左室肥大症例などの疾

患群での検討が必要と思われる．
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Influences　of　Heart　Rate，　Blood　Pressure，　and　Left　Ventricular　Volume　and　Ejection

　　　　　　　　　　Fraction　on　the　Indices　of　Left　Ventricular　Inflow　Patterns

　　　　　　　　　　　　　　　in　Children－Evaluation　by　a　Left　Ventricular

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Volume　Curve　Derived　from　Intravenous

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Digital　Subtraction　Angiography一

Hitoshi　Horigome，　Hideo　Sato，　Hironori　Imai，　Hisako　Saito，　Tomoyuki　Miyamoto　and　Hitoshi　Takita

　　　　　　　　　　　　Department　of　Pediatrics，　Institute　of　Clinical　Medicine，　Tsukuba　University

　　　To　assess　the　influence　of　cardiovascular　factors　on　the　indices　of　left　ventricular　inflow　pattern，

fifty　children（forty・five　patients　with　Kawasaki　disease　who　had　normal　coronary　angiograms　and

five　with　mild　pulmonary　stenosis）underwent　intravenous　digital　subtraction　angiography（rV－DSA）．

Global　left　ventricular　time・volume　curves　were　obtained　through　densitometry　of　the　DSA　images

and　were　smoothed　by　a　third　or　fourth－degree　Fourier　transformation．　Then，　we　applied　a　multiple

regression　analysis　to　evaluate　the　influences　of　heart　rate（HR／min．），　systolic　blood　pressure（SBP，

mmHg），　and　left　ventricular　end－diastolic　volume（EDV，　ml）and　ejection　fraction（EF，％）on　the

diastolic　indices　derived　from　the　time・volume　curve．

　　　We　found　significant　multiple　regressions　of　the　peak　filling　rate（PFR）expressed　as％EDV／second

and　one－third　filling　fraction　in　early　diastole（1／3　FF）（％）with　HR　and　EF（R＝0．89，　p＜0．001，　and

R＝0．59，pく0．001，　respectively）．　However，　when　the　PFR　was　expressed　as％stroke　volume（SV）／

second，　it　showed　a　linear　regression　with　HR．　Time　from　end－diastole　to　PFR（TPFR）（msec）also

correlated　significantly　with　HR　and　SBP，

　　　Then　we　evaluated　correlations　between　the　diastolic　indices　and　physiological　factors　only　in

patients　whose　left　ventricular　inflow　patterns　could　be　separated　into　two　peaks，　early　inflow　phase

and　atrial　contraction　phase．　The　multiple　regression　equations　obtained　were　as　follows：

　　　　　PRF（％EDV／sec）＝3．6×HR－0．5×EDV－2．0×SBP十2．8×EF十180．8（R＝0．80，　p＜0．001）

　　　　　PFR（％SV／sec）＝5．4×HR－0．6×EDV－2．0×SBP－3．8×EF十702．7（R＝0．84，　p＜0．001）

　　　　　TPFR＝－0．7×HR十〇．8×SBP十84，5（R＝0．72，　p＜0．001）

In　all　three　indices，　the　standard　regression　coefficient　of　HR　was　the　highest．　However，　in

interpretating　these　equations，　we　should　be　aware　that　EDV　and　HR　are　both　explanatory　variables，

significantly　correlated　with　each　other．　Therefore，　EDV　may　also　affect　diastolic　indices　to　some

degeee．

　　　In　conclusion，　the　influences　of　various　cardiovascular　factors　should　be　considered　in　the

evaluation　of　left　ventricular　inflow　properties　in　children．　Especially，　the　influences　of　heart　rate　and

left　ventricular　volume　are　so　large　that　they　must　be　standardized．
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