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一般社団法人日本心エコー図学会第 27 回学術集会が 2016 年 4 月 22 日（金）〜 24 日（日）の 3 日間，大阪国際会議場にて開催された。

22 日に行われた東芝メディカルシステムズ株式会社共催のランチョンセミナー 1 では，岡山大学循環器内科教授の伊藤 浩氏が座長を
務め，筑波大学医学医療系循環器内科准教授の瀬尾由広氏が講演を行った。

筑

波大学では，ここ数年にわたり東

が来ると思われるが，MRI や心エコーと

10％減少すれば抗がん剤による心筋症で

芝メディカルシステムズ社と心エコー

遜色のない心内膜の画像データが得られ

あるとしている。一方，5％というのは心

に関する産学共同研究を行ってきた。な

ており，現在は CT の動画を用いてボ

エコーによる検者間誤差の範囲内であ

かでもスペックルトラッキング技術を応用

リューム計測を行うソフトウエアも複数

ることから 1），心エコーで検出するのは

した壁運動解析アプリケーションである

登場している。ただし，CT は腎機能が

きわめて困難であり，2 D 心エコーより

“3 D-Wall Motion Tracking（3 D-

低下している症例では造影剤が使用でき

も検者間誤差が少ないとされる 3 D 心エ

WMT）
”では，ボリューム評価はもとより，

ないほか，被ばくの問題もある。

コーでのフォローアップが求められる。

ストレイン値を用いた収縮能・拡張能の

2．3
 D 心エコーによる左室容量計測
の意義

評価や Activation Imaging による時
相のズレなどの評価も可能である。さらに，

2 D 心エコーによる左室容量計測の精

現在は右室への応用も開始されている。

度を見ると，LVEF 以外はすべて低く見

3．ス
 トレイン計測の意義

近年，実臨床では「LVEF 50％以上
を保持した心不全（HFpEF）
」が多いこ
とが複数の報告によりがわかっている。

本講演では，上記の内容を中心に，共同

積もってしまうことから，計測に当たっ

心エコーで 10％前後の LVEF の差を見

研究の成果を総括する。

ては 3 D 心エコーを用いるべきである。

ることは困難なことから，心機能のより

また，EDV では左室のリモデリングが評

正確な評価を可能とする検査法として，

価可能であるが，ESV ではそれに加えて

左室ボリューム全体の心筋の挙動をとら

左室の収縮機能なども評価可能であり，

える 3 D-WMT を開発した（図 1）。

左室の包括的計測の意義
1．各
 モダリティにおける
左室容量計測の現状

有用性が高い。ESV は LVEF よりも予

左室は回転楕円体のため，右室と比較

日本循環器学会が 2013 年に公表した

後の規定因子として重要であり，より正

して3 D-WMTが容易である。2 D-WMT

「循環器疾患診療実態調査報告書」に

確に計測するためにも 3 D 心エコーの有

に対する 3 D-WMT の利点は，ストレイ

用性が期待される。

ン計測を行う際に，描出している断面に

よると，2012 年の日本における循環器

近年，LVEF は Oncology の領域で注

画像検査数は冠動脈 CT の約 40 万件，

ズレが生じる through-plane 現象の影響

心臓 MRIの約3 万件に対し，心エコーは

目されている。American Heart Asso-

約 470 万件と圧倒的に多く，2004 年の約

ciation（AHA）では，抗がん剤による早

260 万件から飛躍的に増加していること

期の心筋症を LVEF 53％以下と定義し，

から，心臓イメージングの中枢を担って

この段階での発見に力を注いでいるが，

change ratio（ACR）などがあり，いず

いるのは現在も心エコーであると言える。

症状がある場合は抗がん剤投与前より

れも LVEF とほぼ相関するが，CS との

ESC Guidelines 2012 には，各モダリ

LVEF 5％の減少，また，無症状でも

相関が最も良い。特に LVEF が悪いと

を受けないことである。
ストレインには circumferential strain
（CS）
，longitudinal strain（LS）
，area

ティの左室容量計測に関する推奨度，
計測精度が記載されており，2 Dシンプソ

a：拡張時

b：収縮時

ン法を用いた心エコーによる左室（LV）

Global strain（%）
局所 strain（%）

の拡張末期容積（EDV）
，収縮末期容積
（ESV）
，駆出率（EF）の計測精度は2＋，
MRI はすべて 3 ＋で，MRI がゴールドス
タンダードとなる。EDV と ESV につい
ては，3 D 心エコーで計測しても MRI の
値より低く見積もってしまうが，LVEF
については 2 D でも 3 D でもほとんど差が
ない。また，今後は CT で計測する時代
2
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図1

3 D-WMT の拡張時（a）と収縮時（b） 図 2
の画像

右室長軸ストレイン解析

Seminar Report
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図3

3 DRVSpeckletracking（a）と
3 DLVSpeckletracking（b）の
画像対比

図4

3 DRVSpeckletracking による
右室容量計測
自由壁側から

きの相関が強く，ストレイン計測によっ

えている。さらに，global longitudinal

三尖弁

肺動脈弁

三尖弁

strain（GLS）と糖尿病性微小血管障害

おり 2），これらの患者では心電図 R-R 間

流入路
下壁

図6

肺高血圧症の右室の
3 D ストレイン解析カラー画像

流出路
自由壁

三尖 流入路
側壁
弁

である神経障害，網膜症，腎障害のステー
ジが強く相関していることが発表されて

右室解剖学を反映したセグメント；
流出路の画像取得率の改善も期待できる。

肺動脈弁

て患者の予後層別化や，疾患に隠れた
サブクリニカルな問題が検出できると考

右室の 3 D ストレイン指標の計測

課題

中隔側から

肺動脈弁

図5

図7
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三尖弁

右室解剖学を反映したセグメント化

隔変動係数（CVRR）との相関も強いこ
とから，こうしたことを早い段階で知る

色なく RV のボリュームや EF の計測が

ソノマイクロメトリで撮ったストレイン値

ことは HFpEF を予防するためにきわめ

可能である。また，急性肺塞栓症におい

と心エコーのストレイン値はかなり良好

て重要と思われる。重症化する前の患

て，発症直後に低下した GLS が治療後

に相関しており 3），心エコーのストレイン

者の診断において，左室容量だけでなく

に大きく改善することが報告されている

値のデータの信頼性は高いと思われる。

ストレインも含めて包括的に計測する意

が，これは，発症直後に右室内で同期

図 6 は，肺高血圧症の右室の 3 D ストレ

義は大きいと考えている。

障害が起こっており，その改善が右室

イン解析画像に色付けしたものである。

右室のスペックルトラッキングの
有用性
1．右室機能評価の意義と課題

機能の改善に寄与することから，
“3 D

一方，右室の 3 D ストレイン解析にて

RV Speckle tracking”の意義は大きい

流出路の上の部分までしっかりと描出

と考える（図 2）。ただし，右室リモデリ

できる症例は約 6 割である。そこで，解

ングにより縦走する筋肉が斜走するため，

剖学を反映した右室のセグメント化を行

長軸ストレインで何を見ているのかがわ

うことで，流出路の画像取得率の改善

能も低下している症例の予後がきわめて

からなくなるという限界もある。このため，

を図った（図 7）。

悪いことが知られており，例えば左心不

面積全体での変化をとらえる，もしくは

全の患者を右室駆出率（RVEF）で層別

CS のデータが必要になると思われる。

近年，左室機能の低下に加え右室機

化可能なことから，右室機能評価に注
目が集まっている。

正常例，成人先天性心疾患，拡張型
心筋症，肺高血圧症などの 144 例を対象

そこで考案されたのが 3 D RV Speckle

に，実臨床にて計測を行った。RVEFと

tracking であり，東芝メディカルシステ

ストレイン値（ACR，LS，CS）の相関を

左心不全において右室機能に影響を

ムズ社の新しい超音波診断装置である

見ると，RVEF と最も良く相関していた

及ぼす因子は，主に肺高血圧症（PAH）

「Aplio i シリーズ」への搭載が予定さ

のは ACR であり，前述の通り面積全体

による二次的な右室の機能障害とされて

れている。図 3 a は 3 D R V S p e c k l e

での変化を見た方がよいという考えを裏

きたが，最近では，それ以外にも神経体

tracking の画像であるが，右室をこのよ

づける結果となった。また，右室全領域

液因子や分子生物学的特異性の問題な

うにきれいに撮像できると，三尖弁や肺

の解析可能率は約 63％で，37％程度は

ども注目されるようになり，右室は左室

動脈弁，室上稜，自由壁，中隔などの

流出路を中心に除外せざるを得なかった。

と若干異なるメカニズムを持つことがわ

右室内膜面の三次元構造が確認でき，

さらに，成人先天性心疾患における部位

かってきた。

2．3
 DRVSpeckletracking の開発

右室の収縮の確認や，右室容量計測も

別の解析可能率を見ると，inletとseptum

可能である（図 4）。右室の 3 D ストレイ

は100％，apexは86％，outletは79％で

ン指標も左室と同様に，CS，ACR，LS

あった。実はinletのACRが RVEFと非

前から心エコーによる 3 D RV imaging

の 3 つを同時に計測可能である（図 5）。

常に良く相関し（R 2 = 0 . 65，p< 0 . 001）
，

が試みられており，MRI との比較でも遜

われわれが行った動物実験での検証では，

RVEF を代替できることがわかっている。

右室は複雑な形態をしているため，以
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a：Artida

b：Aplio i シリーズ

a：NORMAL

図9

b：OMI

c：HCM

Aplioi シリーズによる正常例（a）
，陳旧性心筋梗塞（b），

肥大型心筋症（c）の画像
a：3D経食道用プローブ

b：実際の画像

図 8 Artida（a）と Aplioi シリーズ（ｂ）の画像比較
a：Severe TR

Small acoustic head

図 11

Easy handling grip

3 D 経食道用プローブ（a）と実際の画像（ｂ）

観察も可能である（図9c）。
図 10 はカラードプラ画像であるが，
（図10a右）
三尖弁逆流
（TR）
が明瞭であり
，

b：Trouble after MVR ＊

（図10b右）
心腔内の血流も描出されている
。

Aplio i シリーズで使用可能な3 D経食
道用プローブは，小さく，挿入しやすくなっ
ている（図11a）
。図11ｂに，正常例の僧
帽弁の画像を示す。
最先端技術が搭載された Aplio i シ
＊ MVR：僧帽弁置換術

図 10

Aplioi シリーズのカラードプラ画像

相関係数は2 D 心エコーのLSよりも高い
ため，3 D 心エコーの inlet の ACR の方
が有用と思われる。

3 D echo imaging の将来像
われわれは現在，東芝メディカルシス
テムズ社と共同で左心系の心房心室連

画期的な新製品
Aplio i シリーズ
東芝メディカルシステムズ社は，超音
波診断装置の新製品として，3 D 経食道
心エコーも可能な「Aplio i シリーズ」を
開発した。

関を 3 D 心エコーで描出する技術の開発

図 8 は「Artida」と Aplio i シリーズの

に取り組んでいる。右室のストレインと

画像比較であるが，新しいプローブでは

左室の収縮伝播を描出する Activation

描出能が飛躍的に向上している。

Imaging では，近い将来，心臓の四腔

図 9 は，正 常 例，陳 旧 性 心 筋 梗 塞

それぞれの収縮伝播を描出できるシステ

（OMI）
，肥大型心筋症（HCM）の画像

ムが構築されれば，AV coupling や VV

であるが，心尖部の描出能が向上してお

coupling も可能になると思われる。

り，陳旧性心筋梗塞の画像でも心尖部
の輪郭を明瞭にとらえられている（図9b）。
肥大型心筋症の画像では，心筋性状の
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リーズの今後に期待したい。
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