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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　肺静脈血流速波形および左房短軸径の分析から左房コンプライアスを評価する方法を考案し，その臨

床的有用性について検討した．対象は，僧帽弁狭窄人工弁置換術後（MVR群）2例，心房中隔欠損症欠

損孔閉鎖術後（ASD群）6例，およびファロー四徴症心内修復術後（TOF群）10例，合計18例（4±1

歳；1～6歳）の開心術後群と対照とした健康小児群54名（3±2歳；1～7歳）である．

　肺静脈血流収縮期波（S波）の最高血流速度をS（m／sec），収縮期波と拡張期波の間の谷（0谷）の

血流速度を0（m／sec），　S波ピークおよび0谷と同時期の左房短軸径をそれぞれDs（cm）およびDo

（cm）として，左房コンプライアンスを反映する指標をLA　compliance　index（LAC　Index）＝7．5×

（Do1・8－Dsi・8）／S－0（ml・sec／m）とした．

　健康対照群の検討からLAC　lndexの正常値は年齢，心拍数，　S波形態に拘らず，7．5±1．5（ml・sec／

m）と設定できた．MVR群では2例ともにLAC　Indexは異常低値を呈した．　ASD群では全症例で正常

範囲内であった．TOF群では6例が正常範囲内であり，4例が異常低値であった．TOF群においてLAC

Indexが異常低値を呈した群では，正常範囲内であった群に比して，　DsおよびDoが有意に低値であっ

た．LAC　lndexは左房コンプライアンスを評価し，左房心筋独自のリザーバー機能への特性をあらわす

指標となりえることが示唆された．しかし，LAC　Indexは左房コンプライアンスの値そのものではない

点や測定上誤差を生じやすい点などの問題点もあることに注意しなければならない．今後，心臓カテー

テル検査などとの比較，検討を加える必要があると思われるが，LAC　Indexは非侵襲的に左房コンプラ

イアンスを評価するに有用な指標であると考えられた．

　　　　　　　　　緒　　言

　肺静脈血流速波形は左心系の血行動態を鋭敏に反映

し，その波形解析は左房機能および左房・左室連関の

非観血的評価に有用であることが報告されてい
る1）“’4）．左房は左室に対し，ブースターポンプ，リザ

バーおよびコンディットの3種の重要な機能を果たし

ているが，慢性的に左房負荷を有した症例ではこの3

機能の障害があり，心不全の一要因となっている4）5）．

先天性心疾患症例においても，慢性的な心房容量負荷
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　　　　　　　　　　　　　　　　早淵　康信

が持続し，心房機能障害が生じていることが推察され

る．しかし，心エコー図を用いて左房リザバー機能の

重要な規定因子として働く左房コンプライアンスにつ

いて検討した報告はない．

　今回，我々は肺静脈血流速波形および左房短軸径の

変化を分析することより，非観血的に左房コンプライ

アンスを評価する方法を考案し，その臨床的有用性に

ついて検討した．

　　　　　　　　対象および方法

　対象は国立療養所香川小児病院で経過観察している

僧帽弁狭窄人工弁置換術後（MVR群）2例（2±1

歳），心房中隔欠損症欠損孔閉鎖術後（ASD群）6例
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（5±1歳）およびファロー四徴症心内修復術後（TOF

群）10例（3±1歳），合計18例である．これらの症例

の平均年齢は4±1歳（1～6歳）であり，開心術後

2±1年（1～4年）経過している．また，僧帽弁逆

流および遺残短絡が認められず，左房の著明な拡大を

有さない（心エコー図で左房径／大動脈径く12）症例

に限定して対象とした．なお，対照として1歳から7

歳未満，平均年齢3±2歳の心疾患を有さない健康小

児54名を検討した．

　アロカ社製SSD－870（発振周波数2．5MHz探触子）

により，心尖部四腔断面で右肺静脈血流の存在を確認

した上で，左房開［部にsample　volumeを設定し，得

られた血流波形を心電図第II誘導および心音図と共

に，紙送り速度100mm／secで，　strip　chart　recorderに
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記録した．なお，samplingはsampling　volume幅を

2mmとし，200Hzのhigh　pass　filterを使用した．　M

モード法では胸骨左縁より描出した左房短軸径を同様

にstrip　chart　recorderの紙送り速度IOOmm／secで記

録した．

　肺静脈血流は収縮期波（S波），拡張期波（D波），心

房収縮期逆方向性波（R波）より構成される2）6）7）．S波

とD波の間の谷を0谷とし，S波が2峰性の場合に

は，収縮期第1陽性波（Sl波），第2陽性波（S2波）と

区別した．収縮期波が1峰性であるものは心電図のQ

波から肺静脈血流S波のピークまでの時間をQS時

間，収縮期波が2峰性であるものはQ波からS2波の
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図1　S波が1峰性である症例の測定方法（健康対照

　群2歳）

　上段はMモード法による左房短軸径，下段はドプラ

　法による肺静脈血流波形を示す．

　PCG：心音図，　ECG：心電図

　QS時間：170msec，　QO時間：380msec，　SO時間：

　210msec，　S：52cm／sec，　D：48cm／sec，　O：22cm／

　sec，　Ds：6．8mm，　Do：9．3mm，　LAC　Index：9．2
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図2　S波が2峰性である症例の測定方法（健康対照

　群3歳）

　上段はMモード法による左房短軸径，下段はドプラ

　法による肺静脈血流速波形を示す．

　PCG：心音図，　ECG：心電図

　QS時間：300msec，　QO時間：410msec，　SO時間：

　110msec，　S：36cm／sec，　D：54cm／sec，　O：18cm／

　sec，　Ds：9．Omm，　Do：10．lmm，　LAC　Index：7．1

　ml・sec／m
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ピークまでの時間をQS時間とした．心電図Q波から

0谷までの時間をQO時間とした．　SO時間はQO時

間からQS時間を差し引いて求めた．　S波の最高血流

速度をS（m／sec），　D波の最高血流速度をD（m／sec），

0谷の血流速度を0（m／sec）とした．なお，　S波が2

峰性の場合にはS2波の最高血流速度をS（m／sec）と

した．肺静脈血流の拡張期と収縮期のtime　velocity

integralの比をarea　D／Sとして測定した．　Mモード

心エコー図では，QS時間およびQO時間（肺静脈血流

波形にてS波ピークおよび0谷と同時相）における左

房短軸径をDs（cm），　Do（cm）として測定した（図

1，2）．

　左房容積および左房圧は以下のように求めた．左房

容量をV（ml），左房短軸径をD（cm）とすると，小

児期では，V＝7．5×D’・8の関係が成立すると報告され

ている8）．これよりSO時間の間に増加した左房容積

（dV）はAV＝7．5×（DolLDsL8）と求めることがで

きる．一方，肺静脈血流は左房圧の影響を大きく受け，

肺静脈血流速波形は左房圧波径の鏡面像を呈すると報

告されている2｝6）．肺静脈血流S波は左房圧波形X谷，

D波はY谷，R波はa波，0谷はV波に相当する6）’）．

つまり，SO間の肺静脈血流速波形は左房圧変化では

X谷からV波までの左房血液充満による受動的左房

圧上昇を示していると考えられる．このような特徴を

有する肺静脈血流速波形を利用して，SO時間での左

房圧変化を反映する値（aP）をAP＝S－O（m／sec）と

した．左房コンプライアンスは計算された左房容積変

化（AV）および左房圧変化を反映する値（AP）を用い

て算出した指標により評価することとした．つまり，

左房コンプライアンス＝左房容積変化／左房圧変化で

あり，LA　compliance　index（LAC　Index）＝AV／AP＝

7．5×（Do1・8－Ds1・8）／S－0（ml・sec／m）として検討した．

日本小児循環器学会雑誌　第11巻　第6号

　各測定値は平均値±標準偏差で示し，統計学的検討

には，Kruskal’Wallis検定，　Mann－Whitlley検定を用

い，危険率が5％未満を有意とした．

　　　　　　　　　結　　果

　1．健康対照児の検討と正常値の設定

　健康小児を年齢別に分けて諸指標を検討した．RR

間隔，QS，　QO時間は年齢群間に有意差が認められた

が，SO時間には有意差はなかった．肺静脈S波，　D波

および0谷の最高血流速度は各年齢群間において有

意差は認められなかったが，area　D／Sは年齢が高くな

るに従って有意に高値を呈する傾向が認められた．Ds

およびDoは，ともに高年齢群において有意に高値を

呈する傾向が認められた．LAC　Indexは年齢群間にお

いて有意差を認めなかった（表1）．

　次にS波が1峰性である群と2峰性である群との

間での諸指標を比較した．両群間に年齢およびRR間

隔の有意差は認められなかった．QS時間は2峰性群

において有意に延長していたが，QO時間は有意差が

なかった．SO時間は2峰性群において有意に短縮し

ていた．S波は1峰性群で有意に高値を呈していたが，

D波，0谷血流速度およびarea　D／Sに有意差は認め

られなかった．LAC　Indexは両群間に有意差は認めら

れなかった（表2）．

　算出したLAC　lndexと年齢，　RR間隔，　S，　D，0，

area　D／S，　QS時間，　QO時間，　SO時間，　Ds，　Doと

の関係を検討したが，いずれとも有意な相関関係を認

めなかった．

　これらのことより，LAC　Indexの正常値は，年齢，

心拍数，S波形態に拘らず設定できることが判明した．

全健康対照児のLAC　Indexの平均±標準偏差は，

7．5±1．5（ml・sec／m）であり，範囲は4．85～10．71（ml・

sec／m）であった．

表1　正常対照各年齢群における心エコー図指標

年齢群 人数 RR間隔
（IIlsec）

QS時間
（msec）

QO時間
（msec）

SO時間
（msec）

　　S波
（Cm／sec）

　D波
（Cm／sec）

　o谷
（Cm／sec）

area　D／S
Ds

（mm）

工）o

（mm）
LAC　Index
（ml　sec／m）

全年齢群 54 673±99 245±35 385±31 150±71 48±5 56±8 24±4 0．77±Ol7 9．1±1．3 105±1．2 7，5±15

1－2歳未満

2－3歳未満

34歳未満

45歳未満

5－6歳未満

67歳未満

lo

10

12

7
7
8

596±19

612亡42

648±92

713＝99

709＝59

82〔ヒ46

216±43

230±35

256±23

258＝27

255＝29

267＝17

362＝14

382＝11

376＝37

396＝46

402＝21

4（［7亡16

140±4（［

152±36

145±99

178±123

147±37

14〔〕±30

45±2

52±4

46±6

5〔ヒ5

46＝2

53＝4

50亡8

54＝6

58±4

61±4
F　一　　　　　　一
、）↓±．）

6ヒ12

21±4

23±3

23±5

27ご4

26＝5

25＝3

0．61±0．13

｛｝77±0．12

075＝0．15

0．75＝0．17

0．84＝0．12

｛L88＝0，21

7．9±10

8．7±11

8．8±1．0

92±Ll
lO．2亡｛13

1（［．2二1．0

9．4±0．9

m．4±0．7

10（ヒ1．l

H｝5二〇9

114ご04
11．6ご（L9

72±19
7．7±1．6

6．9＝1．3

7．3二1．3

8，6±L7

7．3亡0．6

Pva｜ue P＜1｝．05 P＜〔｝．05 P〈0．〔｝5 11．S n．S． 11．S ns． P〈0．〔15 P＜｛｝（15 P＜0」｝5 nS

測定値はmean±S．D．を示す．1）．s．：有意差を認めない．
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表2　正常対照群のS波形態による心エコー図指標の比較

S波形態 人数
年齢
（歳）

RR間隔
（msec）

QS時間
（msec）

QO時間
（msec）

SO時間
（msec）

　　S波
（Cm／sec）

　　1）波

（Cm／sec）

　　o谷
（Cm／sec）

area工）／S
Ds

（mm）
Do

（mm）
LAC　hldex
（1nl．　sec／111）

1蜂性群

2峰性群

39

15

3＝2

4＝2

66〔ヒ92

70い111

24｛ヒ30

268＝24

38（ヒ30

388±36

162二8

12｛ヒ26

50＝5

44＝4

一　　’　　　　　　　P

、）．〕＝∫

59二7

23＝4

24±4

｛L76＝0，18

（L79＝020

9．｛1±1．3

92±12

1（1．5＝Ll

lO．3亡12

7．8±1．7

7．〔ヒ1．5

Pva｜ue 11．S． 11，s． P＜0．Ol ll．s． P＜（LO1 P＜0．（［1 n．S． 11．S． n．S． 11．S． 11．S． 11．S．

測定値はnleall±S．D．を示す．　n．s．有意差を認めない．

表3　先天性心疾患開心術後群の心エコー図指標

疾患群 人数
年齢
（歳）

RR間隔
（msec）

QS時間
（msec）

QO時間
（msec）

SO時間
（msec）

　　S波
（CIn／sec）

　　D波
（Cm／sec）

　　O谷
（Cm／sec）

area　D／S
1）s

（mm）
Do

（mm）
LAC　Index
（m1．　sec／m）

MVR群
AS工）群

TOF群

2
6
1
｛
｝

2＝1

5＝1

3±1

725±55

697＝45

652＝103

23｛ヒ10

293＝24

225±52

415±5

416±20

372±33

185＝15

123＝4

147±9

62＝］

44＝4

57±21

60±2

48二9

72＝19

21＝2

24＝2

33＝15

0．62±｛｝．03

｛｝．83＝｛L11

｛L98±｛1．31

10．1±（L1

10．6±｛［．5

8．3±1．7

lo．9＝（［．2

11．6＝（［．3

9．4＝2．〔｝

2．8二〇．5

6．8＝1．6

6、3±2．5

MVR群：僧帽弁置換術後群，　ASD群

測定値はmetm±SJ）．を示す．

心房中隔欠損症欠損孔閉鎖術後群，TOF群：ファロー四徴症心内修復術後群
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図3　MVR群症例の左房短軸径および肺静脈血流速

　波形

　PCG：心音図，　ECG：心電図

　QS時間：240msec，　QO時間：410msec，　So時間：

　170msec，　S：61cm／sec，　D：59cm／sec，0：19cm／

　sec，　Ds：10．1mm，　Do：10．7mm，　LAC　Index：2．3
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図4　ASD群症例の左房短軸径および肺静脈血流速

　波形

　PCG：心音図，　ECG：心電図

　QS時間：310msec，　QO時間：420msec，　SO時間：

　llOmsec，　S：46cm／sec，　D：58cm／sec，　O：26cm／

　sec，　Ds：11．3mm，　Do：12．Omm，　LAC　Index：5．3

　ml・sec／m
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　2．開心術後患児例の検討

　LAC　Indexの正常範囲を健康対照群で求めた平均

および標準偏差より，mean±2S．D．と設定し，

4．5～10．5（ml・sec／m）を正常範囲として，開心術後

症例を検討した（表3）．MVR群2例では共に，　LAC

Indexは異常低値を呈していた（図3）．ASD群では全

症例で正常範囲内であった（図4）．TOF群では，6

例は正常範囲内であり（図5），4例は異常低値であっ

た（図6，7）．

　3．ファロー四徴症心内修復術後例の検討

　TOF群においてLAC　Indexが正常値を呈した6

例と異常低値であった4例とを比較検討した（表4）．

両群間には年齢，RR間隔，　SO時間，　S波，　D波およ

び0谷の血流速度および術前のPA　indexに有意差

は認められなかった．LAC　Indexが異常低値であった

日本小児循環器学会1メ〔記、第ll巻　第6号

群のDsおよびDoは，正常値であった群に比し，有意

に低値であった．

　　　　　　　　　　考　　察

　近年，成人においては経食道心エコー図法を用いて，

肺静脈血流速度波形を記録し，左房機能を類推する研

究が種々行われている1）一’4）．Satoらy）は心臓カテーテ

ル法で，左房の圧容積曲線を求め，Vループでの左房

圧容積曲線の傾きにより左房コンプライアンスを算出

し，僧帽弁狭窄などの慢性的左房負荷を有している症

例において，コンプライアンスの低下を確認している．

しかし，左房コンプライアンスを非侵襲的に算出，検

討した報告はない．

　肺静脈血流波形では，左房リザバー機能はS波に

よって表現される1°）1’）．しかし，同時にS波は心拍数，

『
　　　∫L三
ξr　　　’一一

　　Iw”（
　　　　レ 、 迦＝＝

tiS．一．
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図5　TOF群でLAC　Indexが異常低値を示した症
　例の左房短軸径および肺静脈血流速波形

　PCG：心音図，　ECG：心電図

　QS時間：220msec，　QO時間：320msec，　SO時間：

　100msec、　S：93crn／sec，　D：110cln／sec．　O：58cm／

　sec，　Ds：5．2mln，　Do：6．9mm，　LAC　Index：3．O

　In　1・sec／ll／

ぽ
▼
R

●ゆリワ
R

”雨▼
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図6　TOF群LAC　Indexが」1：常範囲内であった症

　例の左房短軸径および肺静脈血流速波形

　PCG：心音図，　ECG：心電図

　QS時間：310ms　ec、　QO時間：410ms．　ec，　SO時間：

　100msec，　S：39cm／s．・ec，　D：61cm／sec、0：30c11∀

　sec，　Ds：8．6mm、　Do：9．lmm，　LAC　Index：6．7

　rn　1・sec／lll
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図7　正常対照群および先天性心疾患開心術後群にお

　けるLAC　Indexの比較

　control：正常対照群，　MVR：僧帽弁置換術後群，

　ASD：心房中隔欠損症欠損孔閉鎖術後群，　TOF：

　ファロー四徴症心内修復術後群．正常対照群におい

　てmean±S．D．を示した．

僧帽弁逆流，mitral　annular　motion，前負荷，左房コ

ンプライアスなどの諸因子に影響されることが知られ

ている1）1°ト13｝．左房コンプライアンスの評価は，リザ

バー機能を規定する他の因子ときりはなし，リザバー

機能に寄与する左房心筋自体の機能を検討するために

重要であると考えられる．

　今回，我々は心エコー図を用いて非侵襲に左房コン

プライアンスを表現するため，LAC　Indexという指標

を新たに設定した．左房容量（V）については小児では

左房短軸径（D）との間に，V＝7．5×Dl・8の関係がある

ことを用いて算出した8）．さらに，左房圧の変化につい

ては肺静脈血流速波形から推察した．肺静脈血流は左

房圧の変化の影響を大きく受け，左房圧の鏡面像を呈

する．つまり，肺静脈血流S波は左房圧波形X谷，0

谷はV波に相当することから6｝’｝，左房血液充満による

左房圧上昇であるSO時間の左房圧変化は肺静脈血流

S波と0谷によって反映される．このことより，左房

圧変化を反映する値（dP）としてS波と0谷の血液速

度差（S・0）を設定した．これらの測定値より，LA

compliance　index（LAC　Index）という左房コンプラ

イアンスを評価する指標を作成した．

　今回の検討で，LAC　Indexは1～7歳未満の健康児

において年齢による有意差は認められず，心拍数，S波

が1峰性であるか2峰性であるかに関係なく，正常値

を7．5±1．5（ml・sec／m）と設定できることが明らかに

なった．

　開心術後群としては，僧帽弁狭窄により左房容量負

荷があったMVR群，心房中隔欠損孔閉鎖術に際し

パッチ装着したASD群，肺血流量の増加により左房

容量負荷が増加したと考えられたTOF群，3群すべ

てに左房コンプライアンスの低下が存在すると推察し

て疾患群を選択した．しかし，LAC　Indexの結果は，

MVR群では2例ともに低値を呈したが，　ASD群では

全症例で正常範囲内であった．また，TOF群では4例

のみ異常低値を認め，他の6例は正常範囲内であった．

このようにASD群またはTOF群においてLAC
Indexが正常値を呈した症例は心房および心房中隔の

操作または左房への還流血液量の増加によっても左房

コンプライアンスを正常範囲内に保てるだけの予備能

があったことが示唆される．長期にわたる左房負荷が

持続した僧帽弁疾患症例では，弁形成術後においても，

左房リザバー機能，ポンプ機能の充分な回復が認めら

れないことが多い14）15）．これは，左房壁が心筋線維の融

解，萎縮あるいは線維化などの器質的変化をきたすた

めであると考えられている16｝17｝．これに対し，短期間の

表4　ファロー四徴症心内修復術後群においてLAC　Insexが正常であった群と異常低値であった群との比較

LAC　hdexの
　　言1測値 人数

年齢
（歳）

RR間隔
（msec）

QS時間
（msec）

QO時間
（msec）

SO時間
（msec）

　　S波
（cm／sec）

　D波
（cm／sec）

　O谷
（cm／sec）

area　D／S
Ds

（mm）

r）o

（mm）
PA　index
（mm2／m2）

LAC　Index
（ml，　sec／m）

正常群

異常低値群 6
4

3±1

2士2

693±60

591±59

231±60

216±45

393±16

340±21

163±24

123±25

53±4

62±12

67＝6

80＝14

38±6

26±11

1．1亡0．2

〔L8±0．2

9．4±L1

6．6±1．7

10．5±2．1

7．5±2．0

243±34

215±17

8．5±13

3．0±0．6

pvalue n．S． n．S． n．S． n．S． n．s． n．S n．S． n．S． n．s． P＜（1．05 P＜0．〔15 n．S． P〈O．05

正常群：ファロー四徴症心内修復術後群でLAC　Indexが正常であった群，異常低値群：ファロー四徴症心内修復術後群でLAC

Insexが異常低値であった群，　PA　index：心内修復術前のPA　index

測定値はmean±S．D、を示す．

n．s．：有意差を認めない．
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心房負荷では重篤な病理学的変化を伴うことはまれで

あり，術後には左房機能も回復しやすい18）19）．以上のよ

うな左房壁の変化の有無が左房コンプライアンスに影

響すると考えれば，ASD群およびTOF群において非

可逆的な左房心筋の変化が生じていない症例ではコン

プライアンスが保たれていたのではないかと考えられ

た．また，TOF群においてLAC　Indexが，異常低値

を呈した群のDsおよびDoは，正常値であった群に比

して有意に低値であった．これは，TOF群では左房容

量の小さい症例ほど左房還流量増加による左房負荷の

影響が大きく，左房コンプライアンス低下の誘因に

なっている可能性を示唆するものと考えた．MVR群

では2例ともに，LAC　Indexの低下が認められたが，

左房心筋の病理学的変化や人工弁装着が左房コンプラ

イアンス低下の原因であった可能性がある15＞一一17｝．

　左房コンプライアンスは左房のリザバー機能を規定

する最も重要な一因である1°）川．しかし，今回検討した

LAC　Indexは，リザバー機能の指標である肺静脈血流

S波やarea　D／Sとは正常対照群においても，　TOF群

においても有意な関係は認められなかった．肺静脈血

流S波およびD波は心房機能のみでなく，心拍数や心

室の収縮能，拡張能にも影響される11）～’3）．左室の拡張

能障害が生じた場合には左室流入血流拡張早期波の低

下と肺静脈D波の低下が出現し，area　D／Sが低下す

る2°｝．しかし，左室拡張末期圧の上昇が著しくなると，

左室流入血流はいわゆる偽正常化し，肺静脈血流にお

いてもarea　D／Sは上昇する2°）．つまり，S波，　D波は

左室機能の影響を大きく受け，左房自体がリザバー機

能に寄与する特性としての左房コンプライアンスの評

価はできないものと考えられる．この点において，

LAC　Indexは左房心筋独自の機能を評価し，他の指標

と独立したひとつの評価方法となりえることが示唆さ

れる．

　今回検討に用いたLAC　Indexは，あくまでも左房

コンプライアンスを反映する指標として考えたもので

あり，正確な値ではない．この算出に用いたAP，　aV

はSO時間における左房圧，左房容積の変化と高い相

関をもって反映していると考えられるが，誤差を生じ

やすい点も否定しがたい．Hiraishiら21｝は断層心エ

コー図を用いて左房容量を左房短軸および長軸径を用

いてより正確な左房容量測定ができると報告してい

る．容量負荷や手術による左房変形に対しては左房短

軸径の変化のみで左房容量を評価することは問題が残

るのであろう8）21）．左房圧変化についても，その成分と

日本小児循環器学会雑誌　第11巻　第6号

肺静脈血流各成分との正確な関係は報告されていな

い．また，肺静脈圧および肺静脈径の心周期による変

化22）23）も考慮しなければ，肺静脈血流速波形から左房

圧を正確に算出できないと考えられる．今後，心臓カ

テーテル検査などによる容量圧変化を用いたコンプラ

イアンスを検討に加え，心エコー図による評価と比較

し，さらに詳細に臨床的有用性を確かめる必要性があ

ると考えられる．
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Evaluation　of　Left　Atrial　Compliance　by　Echocardiography

Yasunobu　Hayabuchil），　Akira　Ohta1），　Seikyou　Furukawa1），　Yoshiyasu　Egawa2），

　　　　　　　　　　　　　　Hiroshi　Masuda2）and　Chousei　Matsumura2）

　　　　　　　　　1）Division　of　Pediatrics，　National　Kagawa　Children’s　Hospital

　　　2）Division　of　Cardiovascular　Surgery，　National　Kagawa　Children’s　Hospital

　　　The　purpose　of　this　study　was　to　evaluate　the　clinical　usefulness　of　echocardiographic

parameter　which　assess　the　left　atrial　compliance．　We　studied　18　postoperative　congenital　heart

disease　patients（mean　age：4±1years：range　1－6　years）and　54　age－matched　healthy　children

（mean　age：3±2years：range　1－7　years）．　The　patients　group　had　undergone　the　following　cardiac

operations：mitral　valve　replacement　for　mitral　stenosis（MVR　group：n＝2），　patch　closure　of

atrial　septal　defect（ASD　group：n＝6），　and　surgical　correction　of　tetralogy　of　Fallot（TOF　group；

n＝10）．

　　　We　calculated　the　echocardiographic　parameter　as　follow；Left　atrial　complicance　index

（LAC　Index）（LAC　Index）＝7．5x（Do1・8－Dsl・8）／S－0（ml・sec／m），　where　S　is　the　peak　velocity　of

pulmonary　venous　systolic　wave（m／sec），　O　is　the　velocity　of　trough　between　systolic　and

diastolic　wave（m／sec），　Ds　is　left　atrial　minor　dimension　at　the　time　of　peak　S　wave（cm），　and　Do

is　left　atrial　minor　dimension　at　the　time　of　O　trough（cm）．

　　　Normal　value　of　LAC　Index　obtained　from　results　of　the　control　group　was　7。5±1．5（ml・

sec／m）．　This　value　was　independent　of　age，　heart　rate，　and　S　wave　pattern，　LAC　Index　were

abnormally　low　in　2　MVR　patients　and　within　normal　range　in　all　ASD　patients．　LAC　Index　were

normal　values　in　six　of　10　TOF　patients，　and　abnormally　low　in　the　remaining　four　patients．　The

Ds　and　Do　in　TOF　patients　with　abnormally　low　LAC　Index　were　significantly　lower　than　in　TOF

patients　with　normal　values．

　　　This　parameter　is　not　accurate　value　of　left　atrial　compliance．　Moreover，　there　are　limita－

tions　to　calculate　the　Ieft　artial　pressure　and　volume　precisely　only　by　pulmonary　flow　pattern

and　left　atrial　minor　dimension．　It　would　be　necessary　to　evaluate　the　comparison　with　the　results

of　cardiac　catheterization．　Although　there　are　some　limitations．　LAC　Index　is　the　useful　parame－

ter　to　reflect　left　atrial　compliance　which　shows　the　left　atrial　characteristics　for　the　reservoir

function．
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