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超音波断層法による小児期の正常大動脈径と形態的特徴の評価
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Background: Since there are few data available regarding the normal aortic diameter in children, it is often difficult to evaluate aortic size in aortic dilatation or stenosis. Our aim was to establish the standard value to assess the morphological characteristics of aorta in childhood using two-dimensional ultrasonography.
Methods: We studied 208 normal subjects (118 males) confirmed by echocardiography. Their mean age was 8.7 years (range,
8 days–20 years) and their height was 128 cm (45–188 cm). Aortic diameter between inside adventitia of the anterior wall and
inside adventitia of the posterior wall was measured at 11 points from aortic valve annulus to abdominal aorta. We showed the
relationships between each diameter and the height, and calculated seven ratios of the diameters: sinus of Valsalva to aortic
valve annulus, sinus of Valsalva to sinotubular (ST) junction, ST junction to aortic valve annulus, sinus of Valsalva to thoracic
aorta, and ascending aorta 1 cm distal to ST junction to three points of descending aorta (thoracic aorta, descending aorta at the
diaphragm level, and abdominal aorta).
Results: The normal aortic diameters were lineally correlated with the height. The ratios showed few changes regardless of the
height, respectively.
Conclusion: Normal diameter of aorta in children can be predicted from their height. The ratios of diameters from various
sites may be useful for the assessment of the morphological characteristics of aorta.
要

旨

背景：発育を考慮した大動脈全体の径の正常域がなく，大動脈の拡大あるいは狭小化を来す疾患において小児期
での評価が困難となる場合がある．今回われわれは小児期の大動脈径の正常域の設定と形態的特徴を評価するこ
とを試みた．
方法：対象は小児心臓超音波検査で器質的病変を除外した 208 例（男 / 女 118/90，日齢 8 日〜20 歳，平均 8.7 歳，
身長 45〜188 cm，平均 128 cm）
．方法は，超音波断層法にて大動脈径を外膜の内側−内側間で，大動脈弁輪部か
ら腹部大動脈まで 11 カ所で計測した．各計測値を身長と比較するとともに，Valsalva 洞径と弁輪径の比，Valsalva
洞径と sinotubular junction
（ST junction）
の比，ST junction 径と弁輪径の比，Valsalva 洞径と胸部下行大動脈径の比，
および ST junction から 1 cm 末梢側の上行大動脈径と胸部下行大動脈径・横隔膜レベル大動脈径・腹部大動脈径の
比を算出した．
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結果：大動脈径は身長による直線回帰モデルで予測できた．7 つの大動脈径比は身長と相関はなく，身長にかかわ
らずほぼ類似した値を示した．
結論：小児期の正常大動脈径は身長で推定される．また，大動脈径比は，身長を考慮する必要がなく形態評価に
有用であると考えられた．

所の径を計測した（Fig. 1）．傍胸骨アプローチにより

はじめに

① 弁輪部，② Valsalva 洞，③ Valsalva 洞・上行大動脈

Fallot 四徴症，大動脈二尖弁などの先天性心疾患は

接合部
（sinotubular junction：ST junction），④ ST junction

．大動

より 1 cm 末梢側の上行大動脈，⑧ 胸部下行大動脈の

脈拡大は大動脈解離や破裂の危険因子であるためその

5 カ所を描出した
（Fig. 2a，c）
．また，胸骨上窩または

評価は重要である．また大動脈狭窄や，大血管転位の

高位肋間アプローチにより，大動脈弓部近傍の⑤ 第

動脈スイッチ術後など術後大動脈狭窄においても評価

一分枝分岐直前，⑥ -1 第一第二分枝間，⑥ -2 第二第

大動脈が拡大する疾患として知られている

1，2）

が必要となる．一方，Marfan 症候群においては結合織

三分枝間，⑦ 第三分枝分岐直後の 4 カ所を描出した

異常により大動脈拡大が起こるが，大動脈解離の予測

（Fig. 2b）．さらに，上腹部アプローチにより，⑨ 横隔

のみならず，診断においても大動脈拡大の評価は重要

膜レベル大動脈および ⑩ 腹部大動脈の上腸間膜動脈

である．大動脈径を評価する際，小児は発育に伴って

分岐直後を描出した（Fig. 2d）．いずれの部位も，縦断

大動脈径も大きくなっていくため，発育を考慮する必

像を描出し，心電図の R 波頂点の時相
（拡張末期）で，

要がある．しかし，現在のところ小児期における大動

外膜の内側間
［前壁外膜の後縁
（trailing edge）から後壁

脈全体の径の正常域はなく，臨床的な評価が困難であ

を壁に直交する距離を計測
外膜の前縁
（leading edge）］

る．今回，われわれは，これらの疾患の大動脈径を非

し，それぞれの大動脈径とした（Fig. 1）．なお，各対

侵襲的に評価するため超音波断層法を用い，小児期に

象者への計測は，小児心臓超音波検査に携わる臨床検

おける大動脈径の正常域の設定と大動脈の形態的特徴

査技師複数名のうち 1 名が行い，最適画像が得られる

を評価することを試みた．

まで同一者が複数回計測した．最適画像が得られない

対象と方法
1．対

象

心疾患を疑われ当院にて小児心臓超音波検査を施行
した結果，器質的病変を有さないと診断した 208 例を

場合，別の臨床検査技師が独立して計測し，最適画像
が得られた場合はその値を採用，最適画像が得られな
い場合は，計測不可とした．最適画像が確定した後，
すべての保存画像を 1 名の臨床検査技師が再確認し，
計測不良のものは除外した．

対象とした．内訳は，男性 118 例，女性 90 例，日齢 8
日〜20 歳， 平 均 8.7 歳， 身 長 45〜188 cm， 平 均

4．検討方法

128cm，体重 2.2〜76.8 kg，平均 31.6 kg，体表面積 0.16

おのおのの部位での計測値と身長との関係を比較検

2
Bois 式3））
，平均 1.05 m2 である．なお，
〜1.99 m（Du

討した．また，大動脈の形態的特徴を評価するため，

ドプラ上軽度の弁逆流，卵円孔開存，新生児の末梢性

Valsalva 洞径と弁輪径の比（② / ①）
，Valsalva 洞径と

肺動脈狭窄は，器質的病変に含めなかった．

ST junction 径の比
（② / ③），ST junction 径と弁輪径の

2．使用装置

/ ⑧），および ST junction から 1 cm 末梢側の上行大動

比
（③ / ①）
，Valsalva 洞径と胸部下行大動脈径の比
（②
使 用 し た 超 音 波 診 断 装 置 は， フ ィ リ ッ プ ス 社 製

脈径と胸部下行大動脈径・横隔膜レベル大動脈径・腹

SONOS 5500，アロカ社製 SSD 5500，東芝社製アプリ

部大動脈径の比
（④ / ⑧，④ / ⑨，④ / ⑩）の計 7 つを

オおよび SSA380A で，探触子は中心周波数 2.5〜5 MHz

求め検討した．また，これらの値と身長との関係も検

のセクタ型を用いた．

討した．
ST junction から 1 cm 末梢側の位置は，上行大動脈

3．大動脈径の計測方法

の成長と無関係に決めるため，第一分枝からの距離は

患者の体位を左側臥位または仰臥位にし，超音波断

身長により大きく異なることになる．すなわち，新生

層法にて，大動脈弁輪部から腹部大動脈まで，11 カ

児では第一分枝に近いが，大動脈の成長に伴い第一分
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① aortic annulus, ② sinus of Valsalva, ③ sinotubular
junction (ST junction), ④ ascending aorta at a distance of
1cm from ST junction, ⑤ ascending aorta right before the
first branch, ⑥ -1 aortic arch between the first and second branches, ⑥ -2 aortic arch between the second and
third branches, ⑦ descending aorta right after the third
branch, ⑧ descending thoracic aorta, ⑨ thoracic abdominal aorta at the level of diaphragma, ⑩ abdominal
aorta right after the superior mesenteric artery (SMA)
Fig. 1

Measurement of aortic diameters.
Left, schematic illustration of the aortic walls, made perpendicular to the long axis of the aorta between
inside adventitia of the anterior wall and inside adventitia of the posterior wall. Right, the 11 points of
the aorta were measured.

a

b

c

d

Fig. 2

平成22年 5 月 1 日

Two dimensional echo images of a normal subject.
a: Aortic annulus and ascending aorta by parasternal approach.
b: Aortic arch and descending aorta by suprasternal approach.
c: Descending thoracic aorta
by parasternal approach.
d: Abdominal aorta by epigastric approach.
SMA: superior mesenteric artery
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Table 1

Characteristics of relationship between aortic diameter and height

Site

Measurable number

Measurable rate

Regression line w95% predicted interval

R2

①

206

99.0%

y=0.10x+2.63w2.98

0.85

②

207

99.5%

y=0.13x+2.72w3.63

0.86

③

207

99.5%

y=0.11x+1.89w2.88

0.87

④

198

95.2%

y=0.10x+2.75w2.84

0.85

⑤

177

85.1%

y=0.11x+1.52w2.67

0.88

⑥ -1

176

84.6%

y=0.11x+0.81w3.20

0.84

⑥ -2

184

88.5%

y=0.09x+1.44w3.18

0.79

⑦

193

92.8%

y=0.08x+1.97w3.14

0.74

⑧

202

97.1%

y=0.07x+1.27w2.16

0.85

⑨

204

98.1%

y=0.07x+1.81w2.28

0.79

⑩

183

88.1%

y=0.06x+0.45w2.29

0.74

枝から遠のくことになる．上行大動脈が中枢から末梢

寄与率が 0.8 を上回り，よい精度と考えられた
（Table

側に向けて徐々に拡大もしくは縮小する形態であれ

1）．回帰式の傾きは，弁輪から大動脈弓部では大き

ば，計測位置として適当でないと考えられるため，第

く，下行大動脈では小さかった．

一分枝分岐直前径との差
（⑤ - ④）と身長との関係につ
いても検討した．

3．7 つの大動脈径比

5．統計解析

Valsalva 洞径と ST junction 径の比は 1.26w0.11，ST

Valsalva 洞径と弁輪径の比は 1.24w0.10
（meanwSD），
大動脈径と身長との関係については，直線回帰を行

junction 径と弁輪径の比は 0.99w0.10，Valsalva 洞径と

い，寄与率
（R2），回帰式および大動脈径の 95％予測区

胸部下行大動脈径の比は 1.83w0.21，ST junction から 1

間4）を求めた．7 つの大動脈径比と身長との関係およ

cm 末梢側の上行大動脈径と胸部下行大動脈径の比は

び ST junction から 1 cm 末梢側と第一分枝分岐直前径

1.51w0.17，ST junction から 1 cm 末梢側の上行大動脈

との差（⑤ - ④）と身長との関係については，Pearson

径と横隔膜レベル大動脈径の比は 1.61w0.19，ST junc-

積率相関係数（r）
を求めた．解析は Microsoft Ofﬁce Ex-

tion から 1 cm 末梢側の上行大動脈径と腹部大動脈径の

cel 2000 で行った5）．

比は 1.96w0.29 であった
（Table 2）．これら 7 つの比は
結

果

おのおの身長にかかわらず類似した値を示した（比と
身長の相関係数 0.02〜0.17）．

1．大動脈径の描出率
弁輪部から上行大動脈
（①〜④）
，胸部下行大動脈か
ら横隔膜レベル大動脈
（⑧〜⑨）は 95.2〜99.5％の症例
で計測可能であった（Table 1）
．一方，胸骨上窩または

4．ST junction から 1 cm 末梢側と第一分枝分岐直前
径との大動脈径の差と身長との関係
ST junction から 1 cm 末梢側の位置と第一分枝分岐

（⑤〜⑦）と腹部（⑩）
高位肋間からアプローチする部位

直前との大動脈径の差は，-5.2〜3.1 mm，平均 -1.01

は 85.1〜92.8％の症例で計測可能ではあったが，やや

mm であり，身長との相関は認めなかった（相関係数

計測しにくい傾向にあった．胸骨上窩または高位肋間

0.05）．

からアプローチする部位は，成長につれて計測しづら
くなる傾向があり，腹部は乳児で計測不可例が多かった．

考

察

1．大動脈径の計測方法について
2．大動脈径と身長との関係

これまでにも発育に伴う大動脈径の変化を検討した

大動脈径は，いずれの部位においても身長との間に

報告が散見される6–12）．これらはいずれも大動脈基部

良好な正相関を認め，回帰直線で表すことができた

に対する報告であり，大半は M モード法を用い，拡

（Table 1，Fig. 3）
．⑥ -2，⑦，⑨，⑩を除く部位は，

張末期の時相で計測したものである．また計測部分に
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Fig. 3

Relationships between aortic diameters and height.
a: ① aortic annulus.
b: ② sinus of Valsalva.
c: ③ sinotubular junction (ST junction).
d: ④ ascending aorta at a distance of 1cm from ST junction.
e: ⑤ ascending aorta right before the first branch.
f: ⑥ -1 aortic arch between the first and second branches.
g: ⑥ -2 aortic arch between the second and third branches.
h: ⑦ descending aorta right after the third branch.
i: ⑧ descending thoracic aorta.
j: ⑨ thoracic abdominal aorta at the level of diaphragma.
k: ⑩ abdominal aorta right after the superior mesenteric artery.
PI: predicted interval

平成22年 5 月 1 日

a

b

c

d

e

f

g

h
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k
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Table 2

The ratios of diameters from various sites

Each site whose ratio was calculated

Ratios of the diameters (meanwSD)

Sinus of Valsalva to aortic valve annulus

1.24w0.10

Sinus of Valsalva to ST junction

1.26w0.11

ST junction to aortic valve annulus

0.99w0.10

Sinus of Valsalva to thoracic aorta

1.83w0.21

Ascending aorta 1 cm distal to ST junction to thoracic aorta

1.51w0.17

Ascending aorta 1 cm distal to ST junction to descending aorta
at the diaphragm level

1.61w0.19

Ascending aorta 1 cm distal to ST junction to abdominal aorta

1.96w0.29

ST junction: sinotubular junction

ついては，壁の中央から中央，壁の内側から内側，前

よく，描出が容易であった．また，外膜は内中膜複合

壁の外側から後壁の内側と，さまざまである．Ameri-

体に比べエコー輝度が高く，内中膜複合体が認識でき

can Society of Echocardiography
（ASE）
は大動脈径計測に

なくても内側の境界は認識しやすかった．一方，外膜

leading-edge-to-leading-edge 法
（leading edge 法）
を推奨

の外側は周囲組織があり，境界面が認識しにくい場合

している13）．この方法は，探触子に近い側の大動脈壁

があった．したがって，今回の検討で用いた外膜の

は，外膜の外側を，遠い側は外膜の内側を計測するも

内側−内側間（trailing-edge-to-leading-edge 法）計測は，

のであり，機種による内部処理法やゲイン調整などで

最も認識しやすい方法と考えられた．

大動脈壁のエコー幅が変化しても径は不変であり，原
理的により正確であるといわれている．しかし，超音

2．部位による描出率の違いについて

波断層法で，傍胸骨アプローチによる左室内腔計測時

傍胸骨アプローチで描出する弁輪部から上行大動

には，心室中隔・後壁とも内腔との境界を計測，すな

脈，および胸部下行大動脈から横隔膜レベル大動脈

わち心室中隔は trailing-edge が，後壁測は leading edge

は，大動脈が直線的に走行するため，大動脈壁に対し

が計測されることがよくある．また，心尖からのアプ

て超音波ビームが直交する断面を設定しやすくなる．

ローチによる左室内腔計測では，横方向計測となり，

したがって，内中膜と外膜の境界も認識しやすく，計

leading edge 法は使えなくなることから，超音波断層

測可能な症例が多くなったと考えられた．一方，胸骨

法の場合 trailing-edge-to-leading-edge 法が許容されてい

上窩または高位肋間からのアプローチでは，音響窓が

る14）．一方，成人において，上行大動脈，大動脈弓部，

狭く，大動脈が彎曲しながら走行するため，大動脈壁

胸部下行大動脈，および腹部大動脈の拡大評価のため，

に対し超音波ビームが平行に投入される場合もあり，

超音波断層法を用いて径を計測した報告がある15，16）．

計測面の同定が困難であった．特に身長が高くなるに

いずれも拡張末期での計測であり，腹部大動脈につい

つれ，計測しづらくなる傾向があった．腹部大動脈

ては外膜の外側から外側を計測しているが16），その他

は，消化管ガスの影響で描出不能となったり，上腸間

の部位では壁の計測法に関する詳細な記述はない．拡

膜動脈が大動脈と平行に走行しない，正中方向から分

大病変の場合 CT でも経過観察することが多く，われ

岐しないなどで，大動脈と同一断面で描出できず，計

われは CT と超音波断層法との計測方法を一致させる

測部位の認識が困難になることがあった．特に乳児は

ために，腹部大動脈計測時には通常外膜の外側−外側

ガスの影響が大きく，計測できない症例が多かった．

間で計測している．このように，大動脈径の計測方法
は部位や研究者によりさまざまである．

3．大動脈径と体格との関係について

したがって今回，弁輪部から腹部までの大動脈径を

これまでにも大動脈基部径と体格との間に良好な正

計測するにあたり，すべての部位の計測方法を統一し

相関が報告されている6–12）．これらの報告では大動脈

た．近年，超音波診断装置の発達により高分解能を有

径と体重および体表面積の関係は，曲線回帰で表され

するようになったことから，動脈壁の内中膜複合体と

ているが，Nidorf らは大動脈基部の径は身長と最も相

外膜が分離されて観察されやすくなった．さらに今回

関があるとし，直線回帰で表している6）．

の対象が小児であることより超音波ビームの透過性が
26

今回の検討でも大動脈径は身長による直線回帰で表
日本小児循環器学会雑誌

第26巻

第3号

225

すことができた．しかし身長は，歩行可能な小児の場

5．ST junction から 1 cm 末梢側と第一分枝分岐直前
径との大動脈径の差と身長の関係について

合，通常立位で計測するが，立位になれない乳児の場
合は仰臥位で計測することとなる．仰臥位での身長は

ST junction から 1 cm 末梢側の位置と第一分枝分岐

立位での身長に比べて約 1 cm 大きく計測されるとい

直前との大動脈径の差と身長に相関はなかった．この

われており17），乳児期の大動脈径を評価する際には注

ことより，身長の大小で ST junction から 1 cm 末梢側

意が必要かもしれない．

の第一分枝からの位置は変わってくるが，計測に影響

われわれはまた，大動脈径を曲線回帰でも検討して

を与えないと考えられた．

みた．その結果，べき乗回帰や指数回帰で直線回帰と

結

ほぼ同程度の寄与率が得られた．また大動脈径は体表
面積によるべき乗回帰で表すこともできたが，大動脈

語

小児期の正常大動脈径は身長から推定される．ま

径と身長を直線回帰で表した場合の寄与率とあまり差

た，大動脈径比は，身長を考慮することなく形態評価

はなかった．これらのことから，大動脈径は身長や体

に有用であると考えられた．

表面積により曲線回帰で表すことも可能である．しか
し，直線回帰により，身長に比例して大動脈径が大き
くなることが表現できること，日常検査において複雑

本論文の要旨は，2004 年 5 月 18 日，日本超音波医学会第
77 回学術集会にて発表した．

な計算式は好まれないこと，また体表面積は身長と体
重から得られた推定値であり誤差がより大きくなる可
能性があることなどより，身長と直線回帰を用いた評
価方法を臨床上用いることが望ましいと考えられた．
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また，大動脈各部の回帰式の傾きは，径の大きい上
行側のほうが径の小さい下行側に比し，大きかった．
しかし，同一症例の上行側と下行側の大動脈径比と身
長との関係をみると，いずれにおいても相関はなく，
上行側と下行側で大動脈の成長の違いはないと考えら
れた．
さらに，これまでの報告では，体格と大動脈径の関
係を，回帰式および 95％予測区間の式で示している
ものもあるが7，8），多くはグラフのみである．今回わ
れ わ れ は， 回 帰 式 お よ び 95 ％予 測 区 間 の 式 を 用 い
て，大動脈全体の径の正常域の設定も行うことがで
き，異常の有無の評価に非常に有用であると考えられ
た．
4．大動脈の形態的特徴について
形態的特徴の評価に，同一例の各部位の比率を用い
た．Roman らは，Valsalva 洞径 / 弁輪径が，1.3w0.1，
ST junction 径 / 弁輪径が，1.0w0.1 と報告している7）．
大動脈基部が拡大する疾患においては大動脈弁逆流が
懸念されるが，大動脈弁逆流を来す機序として，弁輪
拡大によるものとは別に，弁輪径は正常でも ST junction の拡大によるものが報告されており18），拡大様式
の評価も重要になってきた．今回の検討で，発育過程
での大動脈の形態評価が可能となり，今後これらの指
標を用いた，拡大様式と大動脈弁逆流の関係の解明へ
の可能性が期待される．

平成22年 5 月 1 日
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