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要
旨
正常小児 85 名（1 カ月〜17 歳，平均年齢 7.8 歳）を対象に心室中隔と左室後壁の心筋速度勾配（Myocardial Velocity Gradient：MVG）と心筋壁肥厚速度（Myocardial Wall Thickening Velocity：MWT）の
解析を行った．カラー M モード組織ドプラ法を用いて心筋壁内の速度分布を求め，速度分布の回帰直線
から MVG を算出し，心筋壁両端の速度差から MWT を算出した．これらの指標は心臓全体の運動を相
殺し，心筋局所における壁厚の増加・減少運動を時系列で評価することが可能である．
中隔および左室後壁の壁厚増加・減少運動を本法を用いて比較すると，いずれにおいても収縮期に 1
峰性の壁厚増加速度および速度勾配を認め，拡張早期・心房収縮期の時相に一致して壁厚減少速度およ
び速度勾配を認めた．ただ，中隔における壁厚の増加は II 音の前に終了し，拡張早期での壁厚の減少運
動は多峰性になるのに対し，後壁では壁厚の増加は等容性拡張期まで持続し，拡張早期の壁厚減少運動
は 1 峰性であった．
各時相における MVG と MWT の指標を中隔と後壁で比較すると，全ての指標で後壁のほうが有意に
高値であった．
また，MVG の各指標は，すべて年齢と負相関し，心拍数と正相関した．収縮期と拡張早期の指標は年
齢との相関が最も良好であったのに対して，心房収縮期の指標は心拍数との相関が最も良好であった．
MWT については中隔と後壁の収縮期の指標は年齢と有意な正相関を示した．拡張早期の指標はいずれ
の因子とも相関を認めなかった．中隔および後壁の心房収縮期の指標は年齢と負相関，心拍数と正相関
を示し，心拍数との相関が最も良好であった．
MVG は壁厚の増加速度もしくは減少速度をその時点における壁厚で正規化した指標であることか
ら，年齢による心筋壁厚の変化を除去した指標と考えることができるが，実際には年齢とは負の相関を
示した．一方，MWT は年齢による心筋壁厚の変化の影響を受けて年齢と正相関を示したと考えられる．
カラー組織ドプラ法から求められる MVG，MWT はともに局所心筋の viability を評価する指標とし
て有用である．また，いずれの指標も心臓全体の運動を相殺することが可能であることから，心臓全体
の運動が影響を受けるような病態（右室容量負荷，開心術後，心外膜炎等）における新しい心機能評価
法として今後の応用が期待できる．
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はじめに

を得た．
方

組織ドプラ法は心筋の移動速度をパルスドプラ法を

法

用いて直接測定する新しい手法である．本法を用いて

超音波診断装置は東芝製 SSA―380 A を使用した．

壁運動速度をスペクトラム表示した組織パルスドプラ

記 録 に は 3.75 MHz と 5.0 MHz の プ ロ ー ブ を 使 用 し

法は心機能評価の新しい指標としてその有用性が小児

た．左室短軸断面乳頭筋レベルにて通常の M-mode

1）
2）

．また，カラー M

と M-TDI を記録した．記録時には心筋壁の運動速度

モード組織ドプラ法（Color M-mode Tissue Doppler

がカラードプラの速度レンジを越えないように調節し

Imaging：M-TDI）は通常の心エコー図上に心筋の速

た．M-TDI により求めた心筋壁内速度情報を off-line

度情報をカラーで重畳表示したものであり，本手法を

でパーソナルコンピューター（Macintosh 7300；Ap-

利用した報告3）も散見されるようになってきた．

ple Computer）
に保存し，東芝社製ソフトウェア Heart

科領域でも報告されてきている

組織ドプラ法により得られた壁運動速度は前負荷の

Ver 1.4.7 を用いて解析した6）．通常の M モード上で中

影響を受けにくく，また，その拡張早期の指標は流入

隔の右室側と左室側の心内膜を，後壁では心内膜と心

血流と異なり偽正常化（左室弛緩障害で低速となって

外膜を順次マニュアルトレースし，各時相における壁

いた拡張早期流入速度が，左室拡張末期圧の上昇によ

内の速度情報を M-TDI より求めた（図 1）
．MVG は

り再び増大すること）することなく，拡張機能障害の

Fleming5）らによる最初の報告と同様に，各時点におけ

4）

重症度に応じて低下することが知られている ．しか

る壁内の速度分布から最小二乗法により回帰直線を求

し，本法は心筋固有の運動速度だけでなく，心臓全体

めその傾きを MVG として算出した．MWT は心筋壁

の運動速度も一緒に計測してしまう欠点を有している

両端の速度差として算出した．MWT はその時点にお

ことから，開心術後や右心負荷を伴う症例など心臓全

ける壁厚増加・減少速度（壁厚変化の時間微分値）に

体の運動が影響を受ける病態においては解析に適さな

相当し，MVG は MWT を各時点における壁厚で正規

い．

化した指標であり，心筋壁内の一定距離あたりの平均

一方，M-TDI から求められる心筋速度勾配（Myo5）
〜7）

的な壁厚増大・減少速度と考えることができる．

，心筋 壁 肥 厚 速

10 msec 間隔で MVG，MWT を計測し，各時相にお

度（Myocardial Wall Thickening Velocity：MWT）は

ける両指標のピーク値について検討を行った．計測値

いずれも心臓全体の運動による影響を除去することが

が多峰性となる場合は各時相における最も高いピーク

可能な指標であり，局所心筋の壁厚変化を時系列で表

の値を測定値とした（図 2）．また，計測を行った時相

示することが可能である．M-TDI によって求められた

における心筋壁内の速度プロファイルを再検査し，異

任意の時点における心筋壁内の速度分布から回帰直線

常に飛び離れた値がないことを視覚的に確認した．呼

を算出し，その傾きが MVG として求められる．一方，

吸停止可能な児では呼気位での呼吸停止下に，呼吸停

MWT は心筋壁両端の運動速度差として算出すること

止困難な児では呼気位での 3 心拍の計測値を平均して

ができる．左室後壁における拡張早期の MVG 値は左

検討した．

cardial Velocity Gradient：MVG）

室拡張能の新しい指標として有用性が報告8）されてお

尚，通常のパルスドプラ法にて左室流入血流を僧帽

り，左室流入血流よりも直接的に左室拡張能を反映す

弁弁尖部にて記録し，左室早期流入血流（E），心房収

ると考えられている．

縮期血流（A）のピーク値を計測した．

正常小児におけるこれらの指標についてはまだ報告

結果は平均値±標準偏差（SD）で表示した．各時相

がなく，本研究では小児 85 名を対象にして本指標の正

における中隔と後壁の測定値を paired t-test を用いて

常値を求めた．また，各計測値と年齢・心拍数との関

比較検討した．また，計測値と各因子（年齢・心拍数）

係について検討を行った．

との関係を直線回帰分析にて解析し，Stepwise regres-

対

象

対象は身体所見，心電図，胸部レントゲンおよび心

sion 重回帰分析にて最も影響が大きい因子について
検討した．

エコー検査にて器質的心疾患を認めなかった川崎病既

また，測定結果の再現性についての検討は無作為に

往児および無害性心雑音例 85 名である．年齢は 1 カ月

選択した 20 名について行った．そのうち 10 名につい

から 17 歳，平均年齢 7.8 歳，男 48 名，女 37 名である．

ては同一検者によって約 1 週間の間隔で記録測定を 2

検査に先立ち，本法の検査内容を保護者に説明し了解

回行うことにより検者内差異（intraobserver variabil-
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図 1
color-coded M-mode から心内膜・心外膜をトレースして心筋壁内の速度情報を取り
出す
（左上図）
．取り出された心筋壁内の速度 profile から回帰直線を求め，その傾きが
MVG，また心筋壁両端の速度差が MWT としてそれぞれ算出される
（右図）
．10 msec
間隔で算出された後壁の MVG，MWT を時系列で表示（左下図）
．
End：心内膜，Epi：心外膜

ity）
を検討した．残りの 10 名については 1 時間の間隔

速度勾配が 0 になる場合とがあった（図 2）．中隔と後

をあけて他の検者にて記録測定を行い，検者間差異

壁において心電図の R 波から Svg の終了点までの間

（interobserver variability）を検討した．
p<0.05 を統計学的有意とした．
結

果

1）MVG

隔を計測すると，後壁のほうが有意に長く（中隔：
302.4±36.1 msec，後壁：367.3±42.2 mse；p<0.0001）
，
壁厚の増加は中隔よりも後壁の方が長く持続してい
た．

中隔における MVG は収縮期に一峰性でプラス（壁

Svg，Evg は中隔・後壁いずれにおいても全例で計

厚増加）の速度勾配（Svg）を示した．Svg は収縮期末

測が可能であった．一方，Avg は中隔では 70 例（82

期に終了し，次いで II 音もしくは II 音の直前にピーク

％）
，後壁では 82 例（96％）で計測が可能であった．

のくるマイナス（壁厚減少）の速度勾配を認めた．拡

尚，計測を行ったピークの時相における心筋壁内の速

張期には拡張早期と心房収縮期にマイナスの速度勾配

度プロファイルは一様な分布を示し，全例で良好な回

（Evg，Avg）を認めた．Evg は拡張早期から拡張期中

帰直線が得られた．

期まで持続し，一峰性もしくは多峰性を呈することが

2）MWT

多かった（図 2）
．

MWT は MVG と同様のパターンを示した．中隔に

後壁における MVG は中隔と同様に収縮期において

おける MWT は MVG と同様に収縮期に一峰性の壁

1 峰性でプラスの速度勾配（Svg）を示し，拡張早期と

厚増加速度（Swt）を呈し，拡張早期，心房収縮期に一

心房収縮期に一致してマイナスの速度勾配を認めた

致して壁厚減少速度（Ewt，Awt）を認めた．

（Evg，Avg）
．また，後壁では収縮期の間は Svg が持続
し， 等容性拡張期においても Svg が持続する場合と，

後壁も Svg と同様に収縮期に一峰性の壁厚増加速
度（Swt）を示し，拡張早期，心房収縮期に壁厚減少速

平成12年 7 月 1 日
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度（Ewt，Awt）を示した．

も遅れて収縮中期に認められることが多かった．この

拡張期の指標については MVG と MWT のピーク
となる時相がよく一致したが，収縮期においては必ず

傾向は乳幼児でより顕著であった．
Swt，Ewt は中隔・後壁いずれにおいても全例で計

しも一致せず，Svg のピークが収縮期早期に認められ

測 が 可 能 で あ っ た．一 方，Awt は 中 隔 で は 68 例

ることが多かったのに対し Swt のピークは Svg より

（80％）
，後壁では 82 例
（96％）
で計測が可能であった．
中隔と後壁における対応する時相での MVG，MWT
値について比較した（表 1）．いずれの時相においても
後壁における測定値が中隔よりも有意に高値であっ
た．
3）年齢・心拍数との相関
（1）MVG
測定値はすべて年齢と負相関，心拍数と正相関を示
した．中隔の Evg および後壁の Svg，Evg は年齢との
相関が最も良好であった．中隔の Avg および後壁の
Avg は心拍数との相関が最も良好であった．一方，中
隔の Svg は年齢・心拍数と同等の相関を示した．Evg
と Avg の比（Evg Avg）は中隔においては心拍数と負
相関，後壁においては年齢と正相関，心拍数と負相関
を示し，心拍数との相関が良好であった．
stepwise-regression 重回帰分析では，これらの計測
値は最も相関のよい因子から求められた単回帰直線で
の相関が最も良好であった．ただし，中隔の Svg につ
いては心拍数（標準回帰係数：0.35）と年齢（標準回帰
係数：−0.30）の 2 因子を使用した重回帰直線の相関
（r=0.60）
が最も良好であった．また，後壁の Avg も心
拍数（標準回帰係数：0.39）と年齢（標準回帰係数：
−0.37）の 2 因子を使用した重回帰直線の相関
（r=0.70）

図 2
上段：左室短軸断面 M-mode 記録（1 心拍）．
下段：M-mode に対応した中隔，後壁の MVG, MWT
時系列表示．
Avg：心房収縮期速度勾配，Awt：心房収縮期壁肥厚
速度，Evg：拡張早期速度勾配，Ewt：拡張早期壁肥厚
速度，Svg：収縮期速度勾配，Swt：収縮期壁肥厚速度，
I：I 音，II：II 音

が最も良好であった（表 2）
（図 3，
4）
．
（2）MWT
中隔および後壁の Swt は年齢と正相関，心拍数とは
負相関を示し，年齢との相関が良好であった．Ewt
は中隔，後壁ともにいずれの因子とも相関を認めな
かった．また，
中隔および後壁の Awt は年齢と負相関，
心拍数とは正相関を示し，心拍数との相関が良好で

表 1 正常小児における中隔と後壁の MVG，MWT
MVG
（sec−1）

MWT
（cm/sec）

中隔

後壁

中隔 vs 後壁

中隔

後壁

中隔 vs 後壁

Svg
3.03±0.90

Svg
4.41±1.12

p＜0.0001

Swt
1.74±0.36

Swt
2.60±0.63

p＜0.0001

Evg
3.55±1.44

Evg
10.29±3.11

p＜0.0001

Ewt
2.06±0.76

Ewt
7.00±1.82

p＜0.0001

Avg
1.34±1.00

Avg
2.06±1.28

p＜0.0001

Awt
0.62±0.35

Awt
1.05±0.51

p＜0.0001
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表 2 各計測値と年齢・心拍数との相関
MVG

MWT

年齢
（r）

心拍数（r）

年齢（r）

−0.56＊＊†

0.56＊＊†

Swt

Evg
Avg

−0.44＊＊†
−0.46＊＊

0.25＊
0.62＊＊†

Ewt
Awt

0.09
−0.24＊

−0.12
0.45＊＊†

Evg/Avg

0.15

Ewt/Awt

0.15

−0.33＊＊†

Svg
Evg

−0.52＊＊†

0.43 ＊＊

0.53＊＊†

−0.53＊＊†

0.49 ＊＊

−0.47＊＊
−0.20

Avg

−0.65＊＊†

Evg/Avg

0.34

中隔

後壁

−0.30＊＊†

0.48＊＊†

心拍数（r）

Svg

Swt
Ewt

0.65＊＊†
−0.45＊＊†

Awt

0.21

−0.25＊

−0.48＊＊

0.58＊＊†

0.41＊＊

−0.54＊＊†

Ewt/Awt

＊p＜0.05， ＊＊p＜0.01，r：相関係数
†：stepwise

regression 重回帰分析にて最も相関の強かった因子

考

あった．Ewt Awt は中隔においては心拍数と負相関，

察

後壁では年齢と正相関，心拍数と負相関を示し，心拍

組織パルスドプラ法で求められた壁運動速度にはプ

数との相関が良好であった．stepwise-regression 重回

ローブに対する心臓全体の運動速度が加味されるため

帰分析ではこれらの計測値は最も相関のよい因子から

心筋の壁運動の み を 評 価 す る こ と が 困 難 で あ る．

求められた単回帰直線での相関が最も良好であった

MVG，MWT は心筋壁内の速度情報から算出される指
標であり，心臓全体の運動を相殺して直接的に心筋壁

（表 2）
（図 4，
5）
．
4）左室流入血流 E，A，E A との対比

の壁 厚 増 加・減 少 運 動 を 解 析 す る こ と が 可 能 で あ

早期流入血流 E は中隔および後壁の Evg，Ewt と有

る5）〜8）．尚，乳頭筋レベルにおいて中隔および後壁は

意な相関を認めなかったが，心房収縮期血流 A は中隔

ともに 3 層の心筋線維から成っている9）が，実際に計測

および後壁の Avg，Awt いずれとも有意な正相関を認

を行ってみると MVG がピークをとる時相においては

めた．

心筋壁内の速度プロファイルは一様な分布を示し，良

E A は中隔の Evg Avg，Ewt Awt とは相関を認め

好な回帰直線が得られた．また，MVG の算出方法には

なかったが，後壁の Evg Avg，Ewt Awt とは有意な

壁内の速度分布から最小二乗法により回帰直線を求め

正相関を認め，特に Ewt Awt との相関が良好であっ

その傾きを求める方法5）〜7）と MWT をその時点での壁

た（表 3）
．

厚で除して計算する方法とがあるが，いずれの解析法

5）検者内・検者間差異

を用いても得られた MVG 値は良好に一致することが

検者内，検者間で各波形の検出率，測定値に有意差

報告されている10）．

を認めなかった．また，各測定部位における検者内差

1）中隔および後壁の壁運動の比較

異と検者間差異についてそれぞれ相関係数
（r）
，標準誤

本法は時系列で表示が可能なことから心室中隔と左

差（SEE：standard error of the estimate）を算出し以

室後壁における壁厚増加・減少運動の動態ついて比較

下に記載した．

検討が可能であった．収縮末期には中隔の壁厚増加運

，
検者内差異：
（中隔）
MVG
（r=0.93，SEE=0.52 sec−1）

動はすでに終了し，壁厚の減少に移行した．一方，後

MWT（r=0.91，
SEE=0.34 cm sec）
（
，後 壁）MVG（r=

壁の壁厚増加運動は中隔よりも長時間持続し，拡張期

0.95，SEE=1.45 sec−1），MWT（r=0.95，SEE=0.97 cm

直前まで持続することが多かった．また，壁厚の減少

sec）であった．

は拡張期の開始にほぼ一致して始まっていた．
−1

，
検者間差異：
（中隔）
MVG
（r=0.91，SEE=0.49 sec ）

中隔と後壁で各時相のピーク値を比較すると MVG

MWT（r=0.88，
SEE=0.44 cm sec）
（
，後 壁）MVG（r=

と MWT の値は全ての時相において中隔よりも後壁

，MWT（r=0.94，SEE=1.09 cm
0.92，
SEE=1.64 sec−1）

のほうが有意に大きい値をとった．以上のことから，

sec）であった．

壁厚増加運動は中隔に比して後壁でより強力で持続時
間も長く，壁厚減少運動は中隔では収縮期末期から始
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図 3
中隔・後壁における Svg，Evg と年齢との相関．実線が回帰直線，点線が 95％ タイル
値．いずれの指標も年齢と有意な負相関を示した．

まってダラダラと持続するのに対し，後壁では主に拡

研究の結果から明らかとなったように，全ての指標で

張早期に一気に行われると考えられる．後壁のほうが

年齢と負相関，心拍数と正相関を示した．一方，成人

中隔よりもダイナミックに壁厚の増加・減少を繰り返

領域における後壁の MVG と年齢との関係について

していると言える．このような中隔と左室後壁の違い

は，Svg は年齢との相関を認めないが，Evg は加齢と

は中隔が右室の収縮・弛緩にも関与していることが理
由として考えられる．

ともに低下（負相関）し，Avg は加齢とともに増加
（正相関）すると報告されている11）．このことは従来の

2）年齢・心拍数との相関

左室流入血流の加齢による変化12）と一致した所見であ

a）MVG

り，加齢よる心筋壁の拡張能の低下を反映していると

MVG は心筋壁内の速度情報を壁厚で正規化した値

考えられている．

であるため心臓のサイズによる影響を受けない指標で

小児においては年齢と Svg は負相関を示したが，こ

あると考えられる．当初，MVG の各指標は年齢によら

の理由として小児期における後負荷の変化の影響が考

ない一定の値をとるのではないかと考えられたが，本

えられる．小児期においては年齢とともに後負荷（壁
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図 4
中隔・後壁における Avg，Awt と心拍数との相関．実線が回帰直線，点線が 95％ タイ
ル値．いずれの指標も心拍数と良好な正相関を示した．

応力）が増加することが報告されており13），また，

とによると考えられている16）．心拍数の増加とともに

MVG は前負荷の影響は受けにくいものの後負荷の影

増大した A 波に対応するため Frank-Starling の機序

8）

響は受けると考えられていることから ，年齢ととも

に従って心房収縮力が増強し，Avg が増高すると考え

に Svg が低下したと考えられる．

られる．

また，後負荷は左室弛緩能にも影響を及ぼすことが
14）
15）

b）MWT

，Evg が Svg と同様に年齢とともに

中隔および後壁の Swt は年齢と正相関を認めた．

低下したのも後負荷の増加による影響と考えることが

Swt の変化は，心臓のサイズの変化を反映していると

できる．

考えることができる．Awt は Avg と同様に心拍数と

知られており

一方，Avg も年齢と負相関を示したものの，最も相

の相関関係が最も強く，心拍数と正相関を認めた．
Awt

関の強かった因子は心拍数であった．Avg は心房収縮

の心拍数に対する変化は Avg と同様の機序が考えら

期における心室壁の伸展を表したものであり，この指

れる．

標には心室壁のコンプライアンスと左房収縮力が反映

一方，Ewt は年齢，心拍数いずれとも有意な相関を

される．左室流入血流において A 波のピーク速度は心

認めなかった．従来，心エコー図で左室拡張機能を分

拍数と正相関するが，これは心拍数が増加すると E

析する際に使用されていた左室流入血流 E A，TPD

波の減速が不十分な時相に重なって心房収縮が起きる

による拡張早期運動速度はいずれも年齢・心拍数の影

ため，心房収縮期に送り出す血液量が増えてしまうこ

響を受けることから1）16），小児科領域でこれらの指標
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図 5
中隔・後壁における Swt, Ewt と年齢との相関．実線が回帰直線，点線が 95％ タイル
値．Swt は年齢と有意な正相関を示したが，Ewt は相関を認めなかった．

上有用であるかを検討してゆきたい．

表 3 左室流入血流と各計測値の相関
中隔

3）問題点

後壁

LVE

Evg
r＝0.11

Ewt
r＝0.005

Evg
r＝0.091

Ewt
r＝0.004

LVA

Avg
r＝0.41＊＊

Awt
r＝0.32＊

Avg
r＝0.40＊＊

Awt
r＝0.46＊＊

LVE/A

Evg/Avg
r＝0.19

Ewt/Awt
r＝0.12

Evg/Avg
r＝0.39＊＊

Ewt/Awt
r＝ 0.51＊＊

r：相関係数，

＊p＜

0.01，

＊＊p＜

0.001

本法の性質上，測定に最も適した部位はエコービー
ムに対して平行に心筋壁厚が増加・減少する場所に限
られる．よって現在のところ左室短軸断面における中
隔と後壁だけが主な解析の対象部位となっている．ま
た，本法はあくまで測定部位における心筋壁の収縮・
弛緩運動を壁厚の変化で評価したものであり，心筋梗
塞のように心筋壁の一部に asynergy を伴う場合には
本法だけから心臓全体のポンプ機能を推定することは

を利用する際にはその判定が煩雑であった．今回の検

不可能である．また，MVG は心筋内の速度分布が一様

討で Ewt が年齢・心拍数の影響を受けないことが明

であるとの前提で算出されており，心筋壁内の速度分

らかとなったことから，中隔では 0.57〜3.55 cm sec

布が一様でない病態
（心内膜下虚血，薬剤性心筋障害，

（95％ 信頼範囲）
，後壁では 3.45〜10.56 cm sec（95％

肥大型心筋症等17））では壁全体の MVG を求めるより

信頼範囲）を小児の正常域と設定できる．今後この指

も，心筋壁内を垂直方向に分割し，正常範囲と障害範

標が左室拡張能の新しい指標として小児科領域で臨床

囲それぞれについて MVG を求めるなどの工夫が必要
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であると考えられる．
以上のような問題点は有するものの，本法は組織パ
ルスドプラ法が有していた心臓全体の運動速度を計測
してしまうという問題点を排除した新しいドプラ指標
であり，右室容量負荷，開心術後もしくは心外膜炎等，
心臓全体の運動が影響を受けるような病態においても
心 筋 壁 の viability を 直 接 計 測 す る こ と が 可 能 で あ
る18）．今後，小児科領域においてもその応用が広がっ
ていくと考えられ，本研究の結果は小児における正常
値として利用できると考えられる．
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Quantification of myocardial velocity gradient and myocardial wall
thickening velocity in normal children
―New indicator of regional myocardial wall motion―
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Tissue Doppler imaging is a new ultrasound technique that has enabled tissue motion velocity
measurements in real time. However, the tissue velocities are affected by translational motion as well
as by the Doppler angle. The myocardial velocity gradient（MVG）and myocardial wall thickening
velocity（MWT）, determined by a color-coded tissue Doppler imaging, are able to evaluate the regional wall thickening and thinning motion independently of the translational motion.
To determine the normal range of the MVG and MWT of interventricular septum and posterior
wall, we studied 85 normal children（mean age 7.8±5.0 years）. Peak values of MVG and MWT at
each cardiac phase were measured：systole（Svg, Swt）
, early diastole（Evg, Ewt）
, atrial contraction
（Avg, Awt）.
Every peak values of MVG and MWT are higher in posterior wall than in interventricular septum, suggesting that thickening and thinning wall motion is more dynamic in posterior wall. Liner regression analysis showed that with the increase of age Svg, Evg, Avg and Awt decreased, whereas
Swt increased, however, Ewt showed no significant change. Svg, Evg and Swt are strongly affected
by age. On the other hand, Avg and Awt are strongly affected by heart rate. Since Ewt showed no
significant relationship with age or heart rate, it might be a new indicator that can evaluate the diastolic function independently of age or heart rate.

