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研究成果の概要（和文）：心腔内血流は心機能を反映する。血流は超音波ドプラ法で計測できるが、超音波ビーム方向
の血流しか評価できないという欠点がある。本研究では超音波の新しい技術を用いて、ビーム方向によらない血流の可
視化を試み、得られた血流速度情報から心機能を評価した。種々方法を試みた後、vector flow mapping法による血流
計測が妥当であること、また得られた血流速度から算出されるエネルギー損失が、大動脈弁閉鎖不全症の重症度を評価
しうることを明らかにした。

研究成果の概要（英文）：Intracardiac flow reflects cardiac function. Flow velocity can be measured by Dopp
ler echocardiography which has a limitation of Doppler angle dependency. Vector flow mapping is a new meth
od to obtain flow velocity independent of flow direction. We calculated energy loss of intracardiac flow a
nd clarified it reflected the severity of aortic regurgitation.
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１．研究開始当初の背景 

心機能は、血液が心房から心室にいかに効

率よく流入し、また心室から大動脈系にい

かに効率よく駆出されるかを表す指標であ

ると言える。それにもかかわらず、従来よ

り心機能は、心室壁運動、心室内圧、心室

容積変化等から評価されてきており、血流

動態からみた心機能評価法はほとんどない

のが現状である。心腔内血流は超音波ドプ

ラ法で評価され、このことを利用した心室

拡張機能評価法については多くの研究が行

われている。しかしドプラ法は超音波ビー

ム方向の血流速度しか計測できず、心機能

評価法としても自ずと限界があると思われ

る。われわれは、連続の式と心室壁運動速

度を利用した全く新しい超音波技術を利用

する機会を得た。この方法を用いれば血流

方向によらない血流速度の評価が可能であ

ると思われる。 

 

２．研究の目的 

新しい超音波技術を用いた血流速度評価法

を用いて、心腔内血流速を可視化し、得ら

れた速度と心機能指標との関係、血流速度

から算出されるエネルギー損失の意義につ

いて検討することを目的とした。 

 

３．研究の方法 

（１）新しい超音波技術を用いた心腔内血

流の可視化の検討 

麻酔開胸犬において日立アロカ株式会社が

われわれのアドバイスを受けつつ開発しつ

つある Vector Flow Mapping（VFM）を用い

て心腔内血流を観察する。VFM は連続の式

とスペックルトラッキング法による心室壁

運動評価に基づいてビーム方向によらずに

血流速度を求めることのできる手法である。

(図１)その精度については本研究と同時進

行の形で日立アロカ株式会社によって行わ

れ、満足すべき結果を得ている。本検討で

は血流を可視化する手法として少量のマイ

クロバブルを心腔内に注入してその軌跡を

見るコントラストエコー法を利用し、同法

で認められる心腔内血流パターンと VFM で

認められる血流パターンを比較しその妥当

性を検証する。 

図１ VFM の原理図。心腔内を格子の集合

と考える。心室壁に接した格子内の血流に

は連続の式が成立するため Va と Vc の和は

Vb と Vd の和に等しい。Va、Vb は超音波ド

プラ装置で求めることができ、Vc は壁運動

速度に等しいためスペックルトラッキング

法で求めることができる。従って超音波ビ

ーム方向に直交する Vd も求めることがで

きる。 

 

（２）心腔内渦流と心機能との関係につい

ての検討 

β遮断薬やカテコラミンを投与することに

より心機能を変化させ、それに伴う心腔内

渦流の変化とカテーテル法で求められる心

機能指標（左室圧、dP/dt、tau）との関連

を検討する。その結果として、渦流指標は

血行動態の影響を受けるのか、渦流指標は



心機能指標として妥当かにつき検討する。 

 

（３）血流の粘性摩擦に伴うエネルギー損

失の評価 

血流はその粘性摩擦によってエネルギーを

損失している。VFM を用いて求められる局

所局所の心腔内速度ベクトルを用いてエネ

ルギー損失を計測する。得られたエネルギ

ー損失が実験的に作成された大動脈弁閉鎖

不全症の重症度を反映するかどうかを麻酔

開胸犬で検討する。 

 

４．研究成果 

（１）新しい超音波技術を用いた心腔内血

流の可視化の検討 

VFM を用いることにより心腔内において直

進流（超音波ビーム方向に平行）のみなら

ず渦流（超音波ビーム方向に平行でない）

を明瞭に観察することができた（図２）。心

尖部長軸像において拡張期に左室への直進

流、および僧帽弁前尖側に時計回りの渦流、

後尖側に反時計回りの渦流を認めた。収縮

期には大動脈に向かう直進流を認めた。渦

流のパターンはコントラストエコー法で観

察された渦流パターンをよく反映していた。

なおこのパターンは MRI 等により報告され

ているパターンと同じであった。 

図２ 拡張期心腔内血流のベクトル表示。

僧帽弁前尖側に時計方向の渦流を、また後

尖側に反時計方向の渦流を認める。 

 

（２）心腔内渦流と心機能との関係につい

ての検討 

β遮断薬やカテコラミンで収縮性を変化さ

せると渦流の指標が変化することが確認さ

れた。僧帽弁前尖側の拡張期渦流の最大流

量、渦流の半値面積はβ遮断薬で減少し、

カテコラミンで増大した。一方、最大流量

と半値面積の比として求められる渦強度は

薬剤負荷によらずほぼ一定の値を示した。

最大流量は拡張早期左室流入血流速と良好

な相関を示したが、左室収縮期圧、拡張末

期圧、±dP/dt、tau と相関がなかった。ま

た渦の位置は負荷によって変化しなかった。

以上より、渦強度は血行動態の影響を受け

にくい指標であること、拡張期渦流は左室

流入動態の影響を受けることが明らかにな

った。 

 

（３）血流の粘性摩擦に伴うエネルギー損

失の評価 

麻酔開胸犬において頚動脈から挿入したカ

テーテルで大動脈弁を歪ませることにより

可逆的かつさまざまな重症度の大動脈弁閉

鎖不全を作成した。拡張期の心腔内速度ベ

クトルを用いて算出されたエネルギー損失

は大動脈弁閉鎖不全症が重症になるにつれ

て増大した（図３、４）。心腔内に逆流に伴

う乱流が発生すればエネルギー損失は増大

する。増えたエネルギー損失は熱として失

われるのだが、逆流を有する心室としては

本来の収縮拡張に関する仕事以外に、エネ

ルギー損失で失われる仕事を余分に行わな

ければならない。エネルギー損失が多い逆

流は心臓に対する負荷を取るために早期に

手術治療で逆流を解除することが望ましい

と思われる。本検討により、従来法とは全

く異なった観点からの弁閉鎖不全症重症度



評価の可能性が示唆された。 

 

図３ 左：コントロール時の血流ベクトル

とエネルギー損失。右：大動脈弁閉鎖不全

作成後の血流ベクトルとエネルギー損失。

エネルギー損失が大きい領域は明るい黄色

で色づけられている。大動脈弁逆流発生に

伴って、乱流が発生し、エネルギー損失が

増大していることがわかる。 

図４ 逆流の重症度が増大するにつれエネ

ルギー損失が増大している。 
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