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研究成果の概要（和文）：詳細な心機能評価は心室容積と心室内圧の同時記録により行われるが、

心室容積の記録は大径の高額なカテーテルを経動脈的に挿入して行う必要があった。近年進歩

の著しい三次元心エコー図を用いて、非侵襲的に心室容積を記録して、さらに三次元心エコー

図で得られる心筋重量も加味した左室拡張機能の評価を行うことを試みた。現時点の三次元心

エコー図では、カテーテル検査中という特殊な環境で解析が可能な画質を持つデータを得るこ

とが難しかったが、種々の症例から三次元心エコー図の手技的および技術的な問題点を検討す

ることができ、今後の研究につながると思われた。 
 
研究成果の概要（英文）：A detailed evaluation of cardiac function is performed with 
simultaneous recording of intracardiac volume and pressure. However, there is a problem 
about obtaining intracardiac volume in the catheterization laboratory, because a costly and 
large sized catheter has to be inserted intra-arterially. So, I sought to obtain intracardiac 
volume using rapidly-advancing real-time three dimensional echocardiography in which 
cardiac mass is also obtained, with simultaneous recording of intracardiac pressure in the 
catheterization laboratory. Unfortunately, although it was difficult to obtain the high 
quality three dimensional echocardiographic data to assess the cardiac function in unusual 
circumstances of a catheterization laboratory, I could identify procedural and technical 
problems in three dimensional echocardiography at this moment. These evaluations should 
lead to further studies.   
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１．研究開始当初の背景 
（1）収縮機能評価の一つとして、最大弾性
率(Elastance max: Emax)が提唱され、心臓
の前負荷、後負荷に依存しない指標として世
界的に認知されている。心室を弾性（バネ定
数）の変化する袋と考え、心筋重量で正規化
して収縮期末における圧-容積関係(ESPVR)
の傾きを心臓の収縮性Emaxとして評価に用
いる。一方で、弾性体としての心室拡張機能
に関しては着目されて来なかった。拡張期末
圧-容積関係(EDPVR)はヒト正常心、病的心
に共通した特徴的な形状を有しており、
EDPVR を心筋量で正規化することで拡張
能評価が可能であることが以前の報告より
示唆された。 
このような理論的背景を生かして、ヒト生

体心での可変弾性モデルを用いた新しい拡
張機能評価を行うためには、正確な心室圧・
容積測定が必要である。特に複雑な形状を 
示す心室内腔の容積計測は困難であり、臨床
の場では、高額で大径のコンダクタンスカテ
ーテルを経動脈的に用いる必要があったが、
申請者はこれまでの心臓超音波検査による
心機能評価に関する臨床的研究を通じて、近
年の発展目覚ましい三次元心エコー図によ
る心室容積計測技術の応用が心室拡張能評
価を可能にするのではないかとの考えに至
った。 
 
（2）心房中隔欠損症の閉鎖術後に拡張不全
が原因と考えられる心不全症状が出現する
ことがある。循環血漿量との関係を考慮しな
ければならないが、心筋細胞レベルでの機能
に問題があるのか、長期の血行動態による心
室形変化を含めた拡張障害であるのかを明
らかではない。 
 

 

２．研究の目的 
（1）近年精度向上の著しい三次元心エコー
図を用いて心室容積と心筋重量計測を心内
圧測定と同時に行い、心臓拡張機能の可変弾
性モデルによる定量的評価を行うこと。 
（2）（1）で得られた結果をもとに、心房中
隔欠損症の閉鎖術前スクリーニングを行い、
閉鎖術後に時にみられる心不全症状との関
係を評価することに応用し、心室拡張のメカ
ニクスに関する知見を得ること。 

 
３．研究の方法 
（1）心臓拡張機能の圧容積関係による評価 
①左室内圧測定 
左心室圧と容積曲線を同時に記録し、圧-容積
ループを描く。左心室圧はピッグテールカテ
ーテルと液体充満圧力計を接続し、日本光電
社製の生体アンプ、日本ナショナルインスツ
ルメント製 LabView によるソフトにて記録
する 
②左室容積、心筋重量測定 
カテーテル検査室において、リアルタイム三
次元経胸壁心エコー図を使用して測定を行
う。心尖部アプローチより full-volume mode 
を用いる。full-volume data は 4～5 心拍の
楔形の subvolume の合成像であるため、心
内圧曲線が安定した時相をみて収集を開始
する。3D データはパーソナルコンピュータ
ーに転送して、解析ソフトを用いてオフライ 
ン解析を行う。また、可変弾性モデル解析の
ために左心室を形成する心筋重量の情報が
必要になるが、本研究では心外膜側トレース
による容積から心内膜側トレースによる容
積を差し引くことにより心筋量とする。 
③下大静脈閉塞による左室負荷変化 
オクルージョンバルーンカテーテルを用い
て下大静脈内でバルーンを一時的に拡張す
る。一過性下大静脈閉塞により、軽度の前負
荷低下を惹起した後、バルーン収縮により反
動的に増大した前負荷と併せて十分な範囲
の前負荷変化を得る。 
 
（2）経カテーテル的心房中隔欠損閉鎖術後
の拡張不全評価 
閉鎖前後の差は症例によるばらつきがみら
れ、高齢者や拡張 
能の低下した症例は閉鎖後の圧上昇が大き
くなることが推測 
されているが、それを明確に示したデータは
現在のところない。これらの症例群について
術前に収縮・拡張能評価を行い、心臓メカニ
クスの視点から解析を行う。 
 
 
４．研究成果 

（1）心臓拡張機能の圧容積関係による評価 
左室圧データは研究計画通り、当初はピッグ
テールカテーテルを用いての記録を試みたが、



特に拡張期圧データのばらつきが大きくなり、
圧ワイヤーを用いた圧データ収集に変更し、
詳細な圧データを収集することができるよう
になった。本研究の最大のポイントは、三次
元心エコー図により容積計測を正確に行うこ
とができるかどうかと言うことであったが、
研究計画のように経胸壁心エコー図を用いて
データ収集を試みたが、カテーテル検査中の
限られた時間内に、さらに仰臥位の体勢の患
者から鮮明な三次元心エコー図データを取る
ことにかなり難渋した。容積データ収集だけ
でかなりの時間を費やすことになり、解析し
うる高画質の三次元心エコー図データ取るに
至らなかった。超音波診断装置の変更も試み
たが、改善がみられず、研究計画通りに研究
が進まなかった。そこで、経カテーテル的心
房中隔欠損閉鎖術では、全身麻酔下に三次元
経食道心エコー図を挿入して行うため、研究
計画を一部変更して、これらの症例を対象に
して三次元経食道心エコー図による左室容積、
左室重量計測を行い、左室圧－容積関係曲線
を得ることを試みた。結果として9症例に対し
てデータ収集を行うことができ、症例を重ね
るごとに三次元心エコー図データの画質は向
上していったが、研究期間内に正確な圧－容
積関係曲線により定量的評価法を確立するに
は至らなかった。 
 心エコー図検査室で行われる三次元心エ
コー図による容積計測や重量計測は、MRIと
の比較において、強い相関を認めるとの報告
が多数あるが、カテーテル検査室における三
次元心エコー図を用いた左室容積計測は、時
間の制約や患者の体位といった制限があり、
下大静脈閉塞により左室容積が小さくなった
状態では、さらに心内膜トレースによる容量
計測が難しくなった。従って、カテーテル検
査室で行う三次元心エコー図による容積計測
は、通常の心エコー図検査室で行うものとは
ことなり、あらためてvalidation studyを行う
必要性があると思われた。しかし、圧容積関
係により心機能評価を行う場合、コンダクタ
ンスカテーテルによる左室容積計測は、大径
の高価なカテーテルを経動脈的逆行性に左室
内に挿入する必要があり、またMRIによる容
積計測は左室圧の同時記録が難しい。今後三
次元心エコー図装置の時間分解能、空間分解
能の改善や、データ取得手順の簡略化、ソフ
トウェアの利便性の向上により、容積計測の
精度が向上した場合には、持ち運び可能で非
侵襲的な心エコー図は大きく貢献すると思わ
れる。 
 
（2）経カテーテル的心房中隔欠損閉鎖術後
の拡張不全評価 
圧容積関係曲線による解析は行えなかった
が、圧曲線による9例（46.2±17.1歳、14歳～
63歳）の治療前後における検討は、治療後の

左室拡張末期圧は治療前と比較して有意に高
くなっていたが（10.9±5.0mmHg vs. 14.9±
6.7mmHg, p=0.015）、左室拡張末期圧の変化
とシャント量、欠損孔サイズ、治療前の左室
拡張末期圧、peak negative dp/dt、Tauいず
れとも有意な関連は認めなかった。しかし、
症例数が少なく、今後のさらなる検討が必要
であると思われた。 
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