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原著論文 
 
僧帽弁輪移動速度の機種間差と新しい計測法の提案 
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<<抄録>>                                           
目的）僧帽弁輪移動速度の機種間と計測法による差を評価することで、複数機種を用いる際の計測法の問

題点と推奨法を検討する。方法）2011 年 8 月から 11 月まで心臓超音波検査を受けた洞調律患者 10 例を対

象とした。同一患者に Philips 社製 iE33、iU22、アロカ社製α10の 3 機種を用いて僧帽弁輪移動速度を

連続計測した。検者間の誤差を除外するために同一検者が全ての計測を行った。心尖部 4 腔像において連

続 5 心拍の中隔側と側壁の僧帽弁輪移動速度（収縮期ｓ’、拡張早期 e’、心房収縮 a’）の平均値を算出した。

計測方法として、ｓ’波信号の上縁、及び、e’波と a’波信号の下縁を計測する margin 法と、それぞれの信号

の中心線を用いて計測する center line 法を比較した。結果）s’と e’は同一メーカーでも異なるメーカーで

も比較的良い相関を示し、両者の決定係数の平均値に有意差を認めなかった。一方、a’は同一メーカーでも

異なるメーカーでも機種間のばらつきが多く、その決定係数の平均値は s’と e’のそれらよりも有意に低値で

あった。center line 法の決定係数は margin 法のそれよりも有意に高値であった。3 機種の連続計測を行っ

た時、α10による e’は iEE33と iU22のそれらより有意に高値であり、α10による a’は iU22のそれよ

りも有意に高値であった。結論）s’と e’は同一メーカーであっても、異なるメーカーであっても機種間差は

少ない。一方、a’は同一メーカーであっても、異なるメーカーであっても機種間の相関が低い。center line
法を用いることで異なる機種間の計測値のばらつきを最小にできる。 
                                                
キーワード：心エコー図検査、組織ドプラ法、僧帽弁輪移動速度、機種間差 
（平成 27 年 3 月 15 日受領、平成 27 年 5 月 27 日採用） 
 
 
 
１ はじめに 

組織ドップラー法は心筋や弁のドプラ信号を用

いて速度を検出する手法である 1)。僧帽弁輪拡張早

期移動速度は左室拡張早期流入血流速度波に比べ

て前負荷の影響を受けにくく、左室弛緩能を鋭敏に

反映するため拡張障害の定量に有用な指標である

ため、広く臨床応用されてきた２)。 
近年、組織ドプラ信号には機種間やメーカー間に

差がある可能性が指摘されている３, ４）。しかし、

各メーカーの計測に関する設定には“black box”
の部分があり、その機種間格差を定量的に評価した

研究はない。 
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本研究の目的は僧帽弁輪移動速度の機種間差を

評価し、その問題点と推奨法を検討することである。 
 

２ 方法 
2011年 8月から 11月まで心臓超音波検査を受け

た洞調律患者 8 例を対象とした。このうち 5 名が慢

性心不全患者（男性 3 名、女性 2 名、平均年齢 51
±29 才）、3 名が健常者（男性 3 名、女性 2 名、

平均年齢 73±17 才）であった。慢性心不全患者は

急性増悪入院時と治療後の安定期の両者において

計測を行った。同一患者に Philips 社製 iE33、

iU22、アロカ社製α10のうち、2 機種、または、

3 機種（図 1１）を用いて僧帽弁輪移動速度を同一

日に連続計測を行った。検者間の誤差を除外するた

めに同一検者が全ての計測を行った。 
 

 

図１ 同一被検者の組織ドップラー信号。上から iE33, 

iU22, α10 による連続記録画像を示す。それぞれの機種を

用いて、margin 法によって計測した僧帽弁輪移動速度を示

す（s’：収縮期、e’：拡張早期、a’：心房収縮期）。 

 

セクタープローベを用い、送信周波数は iE33と

iU22において3.6 MHzを、α10において3.0 MHz
を用いた。iE33と iU22の解析ソフトウェアの

version は同一の物を用いた。心尖部 4 腔像におい

てサンプルボリューム幅を中隔と側壁の僧帽弁輪

の位置に設定した。記録 gain は背景ノイズが見え

ず、且つ、シグナルの全貌が観察できる適正な gain 

 
図２ ゲイン調整の実例 背景ノイズが見えず、且つ、シグ

ナルの全貌が観察できる最小の gain を適正ゲインと定義し

た。 

 

に設定した（図２）。僧帽弁輪移動速度は収縮期（s’）、
拡張早期（e’）、心房収縮期（a’）のぞれぞれの値

を連続 5 心拍計測し、その平均値を採用した（図１）。

組織ドプラ信号の波形成分は一定の幅を持った線

として描出されるため、以下の 2 種類の方法に基づ

いて計測した。1) margin 法：ｓ’は信号の上縁を、

e’と a’は信号の下縁で計測した（図１）。2) center 
line 法：目視で決定した僧帽弁輪移動速度波形の中

線（図３）を採用し、s’, e’, a’の値を決定した。 
 

 
図３ center line 法 目視で決定した僧帽弁輪移動速度波

形の中線（赤線）を用いて、s’, e’, a’の値を決定した（黄色

矢印） 

 

心室中隔と側壁の僧帽弁輪移動速度の両者を合

わせたデータを用いて、同一メーカーの 2 機種

（iE33と iU22）、及び、異なるメーカーの 2 機

種（α10と iU22、α10と iE33）を使用した計

測値の相関を、margin 法と center line 法の両者に

おいて評価した。また、iE33、iU22、及び、α10
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の 3 機種を用いて連続計測した値を用いて、それぞ

れの平均値を比較した。 
 
３ 統計 
 2 群の値の相関は最小 2 乗法を用いた。それぞれ

の相関を求める時のデータ数は 11 から 26 であっ

た。2 つの方法の計測値の平均値の比較のために

paired-t 検定を用いた。3 機種を同時計測した時の

平 均 値 の 比 較 の た め に repeated measure 
ANOVA テストを用い、その群間比較には

Bonferroni 検定を用いた。データ数は 11 から 20
であった。 
 

４ 結果 
組織ドプラ信号計測時 3 機種の設定パラメータ

ーを表 1 に示す。iE33と iU22の全ての設定項目

に有意差を認めなかった。サンプルボリュームの幅

と深度は 3 機種間で有意差を認めなかったが、それ

以外の項目は、α10と他の 2 機種間で有意に異な

っていた。 
 

 
表１ 組織ドップラー信号の計測時の 3 機種の設定条件。

α10 において、組織ドップラーゲインの表示はない。*: p< 

0.01 vs iE33 and iU22 

 
同一メーカーである iE33と iU22における s’

と e’の相関の決定係数は 0.85 – 0.94の範囲にあり、

異なるメーカーの機種間（iE33とα10、及び、

iU22とα10）における s’と e’の決定係数は 0.76 – 
0.96 の範囲であった（図４–９、表２）。s’と e’に
関する、それぞれの 6 つの決定係数の平均値に有意

差を認めなかった（図４–９、表 2）。一方、a’の決

定係数は同一メーカー間、及び、異なるメーカー間

の両者において低い値であり、両者をプールした a’
の平均値は s’と e’のそれらと比較して、有意に低値

であった（表２）。center line 法による決定係数の

平均値はmargin法のそれより有意に高い値であっ

た（表２）。 
 

 
図４ margin 法を用いた時の s’の異なる機種間の相関。A) 

iE33 と iU22 の計測値の相関、データ数 21、B) iU22 とα10

の計測値の相関、データ数 19、C) iE33 とα10 の計測値の

相関、データ数 20。 

 

 
図５ center line 法を用いた時の s’の異なる機種間の相関。

A) iE33 と iU22 の計測値の相関、データ数 15、B) iU22 と

α10 の計測値の相関、データ数 12、C) iE33 とα10 の計測

値の相関、データ数 14。 
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 3 機種の連続計測を行った時、center line 法によ

る s’, e’, a’、及び、margin 法による s’の 3 機種間の

計測値に有意差を認めなかった（表３）。一方、

margin 法によるα10の e’は iE33と iU22のそれ

よりも有意に高値であり、margin 法によるα10の

a’は iU22のそれよりも有意に高値であった（表３）。 
 

 
図６ margin 法を用いた時の e’の異なる機種間の相関。A) 

iE33 と iU22 の計測値の相関、データ数 23、B) iU22 とα10

の計測値の相関、データ数 20、C) iE33 とα10 の計測値の

相関、データ数 22。 

 

 

図７ center line 法を用いた時の e’の異なる機種間の相関。

A) iE33 と iU22 の計測値の相関、データ数 14、B) iU22 と

α10 の計測値の相関、データ数 13、C) iE33 とα10 の計測

値の相関、データ数 13。 

５ 考察 
 本研究は、s’と e’は同一メーカーであっても、異

なるメーカーであっても機種間差は少ないこと、a’
は同一メーカーであっても、異なるメーカーであっ

ても機種間の相関が低いこと、center line 法を用い

ることで異なる機種間の計測値のばらつきを最小

にできることを示した。 

 

図８ margin 法を用いた時の a’の異なる機種間の相関。A) 

iE33 と iU22 の計測値の相関、データ数 26、B) iU22 とα10

の計測値の相関、データ数 21、C) iE33 とα10 の計測値の

相関、データ数 23。 

 

 
図９ center line法を用いた時の a’の異なる機種間の相関。

A) iE33 と iU22 の計測値の相関、データ数 14、B) iU22 と

α10 の計測値の相関、データ数 11、C) iE33 とα10 の計測

値の相関、データ数 11。 
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s’と e’の計測値は同一メーカーの異なる超音波診

断装置間、及び、異なるメーカーの超音波診断装置

間において比較的良好な相関を示した（図４ – ７、

表２）。iE33と iU22は同じ解析プログラムと設

定（表２）、及び、同一検者によって計測されてい

るため、この 2 機種間の計測値のばらつきは主に

intra-observer variation に基づくと考えられる。

また、異なるメーカーの超音波診断装置間の相関の

決定係数のばらつき（表２）は同一メーカーのそれ

と大幅には異ならない。従って、s’と e’の計測値は

メーカーによる大幅な違いを考慮する必要はない

と思われる。 
一方、a’の相関の決定係数は s’と e’のそれよりも有

意に低値であった（表２）。同一メーカーの同一解

析ソフトを用いてもその決定係数は低値であるた 
 

 

表２ 図４から図９に示す各相関関係における決定係数のまとめ。平均は平均値±標準偏差で示す。*: p < 0.05 vs margin

法、+: p< 0.05 vs s’、++: p< 0.01 vs e’ 

 

 
 
表３ 3 機種を用いて連続計測した症例の平均値（平均値±標準偏差）の比較。3 群間の比較は repeated measure ANOVA

で示す。*: p < 0.05 vs iE33 and iU22、**: p < 0.01 vs iU22。 
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め、intra-observer variation が大きく寄与してい

ると思われるが、s’や e’の決定係数と比較して、a’
の決定係数が特に低くなる原因は不明である。 
 center line 法の決定係数の平均値は最大値法の

それを有意に高い値であった（表２）。組織ドップ

ラー信号は一定の幅を持っており、その輪郭はわず

かに毛羽立っている。このため、信号の margin を

認識するmargin法において誤差が大きかったと思

われる。このように center line 法を用いれば機種

間の計測値の差を減少させる可能性がある。 
 水田ら 4)は組織ドップラー法における送信周波数

が高いほど、組織ドップラー速度の計測値が低くな

ることを実験的に報告している。本研究において最

大値法によるα10の e’は iE33と iU22のそれよ

りも有意に高値であること、及び、最大値法による

α10の a’は iU22のそれよりも有意に高値である

こと（表３）は、iE33と iU22の送信周波数（3.6 
MHz）とα10の送信周波数（3.0 MHz）の違いに

よって説明できるかもしれない。 
 
本論文の要旨は日本超音波医学会第 85 回学術集

会にて発表した。 
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