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心エコーハンドブック
シリーズ発刊の言葉

病院ではいろいろな検査が行われます．血液尿検査，胸のレントゲン，心
電図，CT，などなどですが，その中で検査施行時に「職人芸」を要する検査
はいくつあるでしょうか？

心エコー検査は，
「職人芸」を要するという意味

で極めて特殊でやりがいのある検査と言えます．昨今の EBM（根拠に基づ
く医療）の風潮により，熟達者の「経験」や「技能」は意図的に軽視されて
いますが，これには肯ける部分もあります．
「経験」や「職人芸」は，後進へ
の伝達が難しく，再現性や客観性にも問題がありえるからです．しかし，個
人の真摯な努力により達成された「技能」はとても尊く，軽視すべきではあ
りません．「検査技能」の中には，検査時に「考えながら記録を進める」とい
う行為も含まれます．考える葦，です．人間を裸で荒野に放り出しては「経
験」「技能」「思考力」はその身につきません．突きつめて言うと，この世は
荒野で，学問は荒野における事象の整理（帰納と演繹）です．必要な基礎事
項が整然と整理された上で，はじめて「修行」が可能となります．
本書は，ハンドブックとして，必要な基礎事項を整理して提供し，個人が
「職人芸」を習得する手助けとなることを目的としています．決して，本書の
内容がすべてではなく，単に必要事項を整理・掲載した出発点でしかないこ
とを理解し，「修行」の一助としていただければ大変うれしいです．

"Do not leave home without this echo handbook ! "
日本大学板橋病院循環器内科／東京大学医学部附属病院検査部
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心エコーハンドブック

冠動脈疾患 発刊にあたって

この度，心エコーハンドブック『冠動脈疾患』を発刊することになりました．本書は，2012
年発刊の『基礎と撮り方』，『心臓弁膜症』
，および別巻『心臓聴診エッセンシャルズ』
，さらに
2013 年発刊の『先天性心疾患』に続く，心エコーハンドブックシリーズ 5 冊目になります．
冠動脈疾患は，日常の循環器診療においてもっとも頻度の高い疾患のひとつで，本症におけ
る心エコーは，心電図検査に続いて実施されるごく当たり前の一般的検査法です．しかし，冠
動脈の全体像を捉えることができない，すなわち疾患の根源である冠動脈の狭窄部を確実には
診断できないこと，壁運動の判定は主観的要素が大きいことなどにより，残念なことに冠動脈
造影やマルチスライス CT，心筋シンチグラムなどに比べて，心エコーが軽んじられる傾向に
ありました．冠動脈疾患の患者が，最終的には主に冠動脈インターベンションに従事する医師
の手に委ねられることも，その理由のひとつかもしれません．
しかし，心エコーは冠動脈疾患においても診断や治療，その効果判定などのために，実に多
くの情報を得ることができ，非侵襲性を考え合わせると絶対的に必要不可欠な検査法です．と
くに近年，冠動脈疾患に対する新たな技術や手法が開発・研究され，心エコーでなければ得る
ことができない臨床的価値の高い現象までもがわかってきました．今や冠動脈疾患においても
心エコーの臨床的役割・価値は揺るぎないものになっています．
本書は，冠動脈疾患の病態生理に始まり，評価の基本となる壁運動評価や心筋梗塞の合併症，
応用・新手法として，負荷心エコー，スペックルトラッキング法による局所壁運動評価，冠動
脈エコー，さらには冠動脈バイパス術前後のグラフト血管の評価について，エキスパートの先
生方に，丁寧にかつわかりやすく解説していただきました．また，本症に関連する知識として，
冠動脈疾患の心エコー検査前に必ず確認すべき心電図波形の見方，冠動脈疾患の外科治療，イ
ンターベンション治療についてもトピックスとして章立てしました．
本書に掲載されている心エコー症例のほとんどは，いつでもインターネットで（スマートフ
ォンやタブレットからも）鮮明な動画をご覧いただけます．とくに壁運動については動画を確
認いただいてこそ，真にご理解いただけるものと思います．
心エコーで壁運動評価を少し苦手とする初心者の方，新手法を取り入れようと考えている諸
兄はもちろん，冠動脈インターベンションに従事する方々にも，必ずや本書がお役に立つもの
と信じています．
最後になりましたが，本書の主旨をご理解いただき頻回の校正にも快くご協力くださったご
執筆の先生方に厚く御礼を申し上げます．

平成 26 年 7 月

群馬県立心臓血管センター技術部

戸出 浩之
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病態生理
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冠動脈疾患の病態生理

1

年，わが国における生活習慣の欧米化によって，高血圧，糖
尿病，脂質代謝異常などの生活習慣病と高齢化による動脈硬

化性疾患は増加の一途をたどっている．
動脈硬化性疾患においては種々の新しい診断法が開発され，中でも
冠動脈疾患の診断に関する超音波技術の進歩には目覚ましいものが
ある．しかし検査の有用性を十分に引き出すためには冠動脈疾患の
病態に合わせた綿密な検査計画を立てる必要がある．
本章では冠動脈疾患の心エコー検査に必要な疾患に関する概念と各
論を理解するにあたっての基礎知識を整理した．

冠動脈に関する解剖学的知識
冠循環の生理学
心筋虚血の診断
急性虚血の臨床
心筋梗塞では何が起こるか
慢性虚血
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1

冠動脈に関する解剖学的知識

冠動脈の走行は概ね次のとおりである（図 1-1）
．
●

左冠動脈は大動脈弁左冠尖から起こり，肺動
脈と左心耳の間を前走し冠状溝に達し，左前
下行枝（ⓐ）は心臓の前面の右室と左室との
間の溝（前室間溝，ⓑ）を心尖に向かって対
角枝（ⓒ），中隔枝（ⓓ）を出しながら心尖部

前面

上行大動脈

肺動脈幹
左主幹部

洞結節枝

左回旋枝（ⓔ）
洞結節
左前下行枝（ⓐ）
右冠動脈
（ⓕ）

対角枝（ⓒ）

に向かって下行する．その支配領域は概ね心
室中隔前 2/3，左室前壁で多くは心尖部を回
左回旋枝の
枝（鈍角枝）

り込んだ部分を含む．
●

左回旋枝（ⓔ）は冠状溝を左方に回って後面
に至る．その支配領域はいわゆる側壁から後

右冠動脈の枝
（鋭角枝）

中隔枝（ⓓ）

前室間溝（ⓑ）

壁にかけての部分である．
●

右冠動脈（ⓕ）は大動脈弁右冠尖から起こり，

後面
洞結節枝

右房室間溝に沿って走り右室枝を出しながら
左室下壁から後壁へ向かう．
●

後下行枝（ⓖ）は後室間溝（ⓗ）に沿って走
り心尖部へ向かう．その支配領域は，下壁，

左主幹部
左回旋枝
（ⓔ）

右肺静脈
右冠動脈
（ⓕ）

後側壁枝

房室結節

心室中隔後ろ 1/3，右室自由壁である．
主要冠動脈は，房室間溝，室間溝に沿って走行

房室結節枝

するため，経胸壁心エコーにて冠動脈を描出する

冠静脈洞

際には，心室中隔の心室自由壁側や房室弁輪部が
解剖学的に重要な目印となる．

左前下行枝

後室間溝（ⓗ） 後下行枝（ⓖ）

なお，冠動脈は心外膜側から心内膜側に向かっ
て細い穿通枝を出している．狭窄により血液（酸

図 1-1

冠動脈の解剖

素）の供給が滞ると心内膜側から障害を受けやす
いのはこのためである．

2

冠循環の生理学

正常冠動脈では，左冠動脈の血流速度は収縮期
に比べて拡張期で著明に速い．これは収縮期には，

心筋虚血とは（図 1-2）
冠血流は，①冠動脈灌流圧，②心筋内圧，③心

心筋内細小動脈や毛細血管が心筋収縮に伴い圧排

筋酸素消費量，④血管収縮因子，⑤血管拡張因子

され血流が流れず，拡張期にはこの圧排が解除さ

など様々な因子によって規定されている．心筋虚

れるためである．一方，右冠動脈では左室の下壁

血とは心筋酸素需要に対して酸素供給が不足して

と低圧系である右室を灌流しているため収縮期に

いる状態である．例えば酸素消費量が安静時の約

も血流があり，冠血流速度のパターンは拡張期と

6 〜 7 倍に増加する運動時に，冠動脈狭窄のため

収縮期でほぼ同程度の二峰性を示す．

酸素需要を十分に満たす血流が供給されない場合
は虚血を生じる．

2

1
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冠動脈疾患の病態生理

心筋への酸素供給量

1

虚血出現時

平常時
心筋の酸素需要

心筋の酸素需要の増加
心筋への酸素供給量の低下
酸素運搬能の低下(貧血)
血液の酸素化不足(呼吸器疾患）
冠動脈血流低下
･ 冠動脈の器質的or機能的狭窄
･ 灌流圧の低下

図 1-2

心拍数の増加
心筋収縮性を増大
心筋壁張力を増大

酸素需給バランスと心筋虚血の関係

冠血流予備能とは（図 1-3）

有用であるが，狭窄がなくても，高血圧，大動脈
弁狭窄，肥大型心筋症，syndrome X などの微小

冠血流量は，冠動脈最大血管拡張時（運動負
荷・薬剤負荷）には安静時の 4 〜 5 倍に増加する．

血管障害でも低下することに注意する．

このように心筋酸素消費量の増大に応じて冠循環

心エコーで冠動脈血流を診るには

血流量を増大させ得る能力を冠血流予備能という．
安静時血流は狭窄度 85％程度まで保たれるが，

超音波ドプラ法の進歩により冠動脈への直接ア

冠血流予備能は 50％くらいから減少し始める．

プローチが可能となり，冠血流予備能評価や狭窄

それ以降は狭窄の程度に相関して低下するため狭

血流の描出による冠動脈病変の非侵襲的診断が行

窄度の評価に用いられる．

われるようになった．方法としては，まずカラー

心エコードプラ法では血流量は直接測定できな

ドプラ法で冠動脈血流を描出して冠動脈の位置を

いが，血管径が変わらないものとして血流速を用

認識した後，パルスドプラ法で血流速度のプロフ

いて，冠血流予備能≒冠血流速予備能（= 安静時

ァイルを記録する．安静時冠血流速度・血流パタ

の血流速度 / 最大血流速度）が評価できる．ヒト

ーンの観察および薬剤負荷による冠血流予備能評

での冠血流速予備能 2.0 未満での狭窄度 70％以

価を行い，冠動脈病変の有無につき診断を行う．

上の検出の感度は 92％，特異度は 82 〜 86％と

注意すべき点として，左前下行枝は描出できる

1）

の報告がある ．

確率が高いが，右冠動脈や左回旋枝などは，体表

冠血流予備能は，安静時の血流量が増加してい

のプローブから遠い位置にあるためドプラ信号を

る場合や冠血管抵抗が大きい場合は小さくなる．

十分に捉えられない場合があることが挙げられる

すなわち冠血流予備能は冠動脈の狭窄度の診断に

〔詳細は「7 冠動脈エコー」
（p.87 〜）を参照〕
．

冠動脈狭窄度と冠血流予備能との
関係

文献 2 より改変．

初期血流で補正した血流の割合

図 1-3
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3

心筋虚血の診断
Ischemic cascade（虚血の滝）

心エコーによる心筋虚血の診断

患者は心筋が虚血に陥った瞬時に胸痛を感じる

心エコーにおいては不安定狭心症（後述）で発

のではない．心筋への酸素供給の低下が起こると

作時に壁運動低下も捉えることができることがあ

心筋の代謝障害が始まり，続いて拡張機能障害，

る（図 1-5）
．しかし，安定労作性狭心症では非発

収縮機能障害，心電図変化そして最後に胸痛とい

作時には心筋虚血は生じていないので当然壁運動

う一連の現象が滝のように起こる．これは isch-

異常もない．それ故，運動やドブタミン負荷など

emic cascade（虚血の滝，図 1-4）として知られ

により虚血を誘発しそれに伴う壁運動異常を評価

ている．臨床的に虚血を診断するには負荷心電図

することになる．

検査や心筋シンチが用いられてきたが，負荷心電

壁運動異常の程度と広がりは心筋虚血の程度を

図では後壁の虚血，脚ブロック，左室肥大症例で

反映し，心機能と密接な関係があるため重要な指

は診断が困難な場合が多く，負荷心エコーによる

標である．壁運動は，①心内膜面の運動，②壁厚

壁運動の評価が極めて有用な診断手段となる．表

の変化，③壁の輝度に注目して評価する．

1-1 に各種検査の心筋虚血に関する感度と特異度

心内膜面の動きの観察は壁運動評価の最も中心

を示す．運動負荷心エコーは運動負荷心電図に対

をなすものであるが，正常組織からの牽引（teth-

して感度，特異度とも良好で，心筋シンチに比べ

ering）
，心腔内圧の変化などに影響され，また必

ると大がかりな施設と煩雑な薬剤管理等の必要が

ずしも「壁運動異常」イコール「心筋虚血」では

ないことから虚血の診断法として有用である．

ないことに注意する．

文献 3 などを参考に作成．

臨床症状︵＋︶

図 1-4
Ischemic cascade
（心筋虚血の滝）

de

sca

胸痛

m

he

isc

a
ic c

心エコーで検出

臨床症状︵−︶

コントラストエコー
心筋SPECT，PET
MRIで検出

灌流障害
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時間/虚血の強さ

表 1-1

各種検査の心筋虚血の検出能

運動負荷心電図

感度（％）

特異度（％）

68

77

運動負荷心エコー

80 〜 85

84 〜 86

ドブタミン負荷心エコー

40 〜 100

62 〜 100

血管拡張剤負荷心エコー

56 〜 92

87 〜 100

運動負荷心筋シンチ

85 〜 90

70 〜 75

血管拡張剤負荷心筋シンチ

83 〜 94

64 〜 90

文献 4 より引用．
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図 1-5

拡張期

収縮期

1

収縮期

冠動脈疾患の病態生理

拡張期

左主幹部病変による不安定狭心症の壁運動異常

胸痛残存時． 胸痛消失 5 分後．
左主幹部に 90% の狭窄を認めた不安定狭心症の 1 例．心尖部四腔断面で胸痛時には前壁中隔，心尖部および後
側壁の壁運動の低下を認め，胸痛消失 5 分後には壁運動異常はほぼ消失した．

正常な心筋は収縮期に壁厚が増加（thickening）

ことが多く，診断の微妙な時期を逃してしまう場

する．thickening の消失は無収縮（akinesis）と同

合が多いという点である．その問題点を解決する

様，心筋障害の存在が疑われる．これは心エコー

ものとして，虚血解除後も比較的遷延するといわ

でしかわからない情報であり心内膜面の動きと同

れる心室拡張期の壁運動に注目した報告がある．

時に評価することにより，見落としや，誤った評

心室収縮期終了（すなわち第Ⅱ音）後の心室壁の

価を防ぐことができる．虚血により完全に壊死し

振る舞いである．

て線維化した心筋は菲薄化しエコー輝度も増加す

虚血に陥った分画は，①Ⅱ音後の拡張期に収縮

る．しかし例えば，陳旧性心筋梗塞でまったく収

する収縮後短縮（post systolic shortening：PSS）5）

縮していない心筋でも壁厚が保たれ，輝度が上昇

と，②Ⅱ音後の拡張期の 1/3 時相の拡張が他の健

していなければ，生存心筋が残っている可能性が

常部に比して遅れる diastolic stunning の 2 つで

あり，血行再建にて壁運動が回復する可能性があ

ある．②は虚血の回復過程では胸痛消失→心電図

る．

の正常化（戻り）→収縮機能の改善→拡張機能の

以上のようにこれまでの心エコー図による壁運

改善→心筋代謝の改善の順に改善されるという

動の評価は心内膜面の運動と壁厚の変化に注目し

reverse ischemic cascade（図 1-4）の概念に関連

て視覚的な半定量的評価が行われてきた．このた

づけ，
「心筋虚血メモリー」を観察しているという

め壁運動の評価にはどうしても主観的な要素が入

考え方 6）である．この 2 つは「名前の違う一卵性

り，検者間である程度の差が出ることはやむを得

双生児」的なところがあり，厳密な意味では区別

なかった．そこで壁運動を定量的に評価する試み

するべきかもしれないが，臨床的には，心筋虚血

として組織ドプラ法による定量的評価法が提唱さ

部位の診断には大変有用な所見であることには違

れ，また最近ではスペックルトラッキング法が局

いない〔詳細は別項（p.81 〜）参照〕
．

所壁運動評価に広く用いられつつある〔詳細は

①②の指標は，運動負荷心エコーでは速やかに

「4 運動負荷心エコー」
（p.47 〜），
「5 薬剤負荷心

回復してしまう収縮障害と比較して，呼吸が比較

エコー」（p.59 〜），「6 スペックルトラッキング

的安定した時期の画像で評価できるという利点な

法の応用」（p.73 〜）を参照〕．

どから冠動脈疾患の診断の新たなツールとして注

さて，負荷心エコーでは収縮期の壁運動異常の

目されている．

検出がポイントであるが，その最大の問題点は，
負荷が終了すると壁運動異常も速やかに回復する

3 心筋虚血の診断
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壁運動評価

壁運動異常と責任冠動脈

冠

冠動脈疾患の病態生理

1

動脈疾患の局所壁運動異常は，冠動脈の解剖学的支配に応じ
て出現することを特徴とする．よって冠動脈疾患の壁運動評

価を正しく行うには，冠動脈の解剖学的構造を理解することが大切
である．冠動脈支配の関係が理解できれば，局所壁運動の評価から
冠動脈病変の部位や閉塞状況まで診断することが可能である．ここ
では冠動脈支配の解剖学的関係を心エコーでの各断面において説明
し，さらに局所壁運動評価からどのように病態を解釈するかを述べ
る．

冠動脈疾患の壁運動異常
局所壁運動の評価
局所壁運動評価と左室分画
心エコー各断面における冠動脈の走行と支配領域
急性心筋梗塞における責任病変と壁運動異常
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冠動脈疾患の壁運動異常

1

●

冠動脈血流が低下した場合，局所心筋の収縮は冠灌流圧の低下にほぼ比例して
低下する（図 2-1）1）．

●

虚血の程度により局所壁運動は
正常→拡張能低下→収縮時相のずれ（dyssynchrony）→壁運動低下（hypokinesis）→壁運動消失（akinesis）→ dyskinesis
の順に低下していく．

●

冠動脈が閉塞すると局所心筋の収縮は直ちに低下し，1 分以内に閉塞前の 20%
以下に低下する（図 2-2）1）．

心筋収縮 （％Control）

100

︶
心筋収縮︵ mm

3

2

50

1

0
−5 0
図 2-1

10
20
30
40 50
局所冠血流量（mL/min）

60

冠血流量と心収縮能の関係

0

冠動脈
閉塞

図 2-2

30

60
150
経過時間（秒）

360

冠動脈閉塞後の心収縮能の低下

イヌの冠動脈左前下行枝に狭窄部位を作成，局所へ
の冠血流量（横軸）を減少させた場合の，局所心筋長
の心周期における収縮
（縦軸）を示す．冠血流量の低
下にほぼ比例する形で局所心筋の収縮性は低下する．

イヌの冠動脈左前下行枝を完全に閉塞した後の局所
心筋の収縮性の時間的変化を，閉塞前の収縮性を
100% として示す．冠動脈閉塞後直ちに収縮性は低
下し，60 秒後には閉塞前の 20% まで低下する．

文献 1 より引用．

文献 1 より引用．

●

虚血に伴う局所壁運動の低下は心電図変化，胸痛の出現に比べて，より軽度の
虚血で，あるいはより早期の段階で出現する〔ischemic cascade（虚血カスケ
ード）
〕
（図 2-3）2）．心筋梗塞超急性期で心電図上の ST 上昇が認められない段
階でも，心エコーでの局所壁運動異常が認められることがある．心エコーでの
局所壁運動異常は冠動脈疾患の早期診断に有用である．

図 2-3

虚血の程度

心筋虚血に伴って経時的に生じる
症候の変化（虚血カスケード）
虚血時間

虚血に伴って漸次出現する現象の中で，
局所壁運動の低下は心電図の ST 変化，
胸痛の出現よりも軽度・早期の段階で
出現する．

局所灌流障害
代謝障害
拡張障害
局所収縮障害
心電図変化
胸痛
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2

局所壁運動の評価
心エコーでは局所心筋の収縮性は局所壁運動として評価される．

●

局所壁運動は，①正常（normokinesis），②壁運動低下（hypokinesis），③高度

2

壁運動評価

●

壁運動低下（severe hypokinesis），④壁運動消失（akinesis），⑤ dyskinesis の
5 段階に分けて評価することが多い（図 2-4）．
正常

図 2-4

壁運動低下
（hypokinesis）

壁運動消失
（akinesis）

dyskinesis

tardokinesis

局所壁運動の評価法

局所壁運動の評価として， 正常（normokinesis）， 壁運動低下（hypokinesis）
， 壁運動消失（akinesis），
dyskinesis，および， tardokinesis を模式的に示す．壁運動低下と壁運動消失の間に高度壁運動低下
（severe hypokinesis）を設定することが多い．

▶ Dyskinesis

は心筋自体に収縮が認められず，収縮期に左室内圧の上昇により外側

へ突出するような動きを示すことをいう．心尖部で認めることが多いが，それ
以外の領域でも認められる．
▶ 上記の

5 段階の評価以外に収縮時相の遅れを呈する場合を tardokinesis と評価

することもある（図 2-4
●

）
．

局所壁運動は心内膜境界の移動や，心周期に一致した壁厚変化で評価する．心
内膜境界の移動で評価することが多いが，周囲の心筋の収縮に影響されて評価
が不正確になることもある．

●

心室は心収縮期に一致して壁厚が変化し，心腔方向へは収縮期に壁厚は増加す
る．局所壁運動は心内膜境界の移動よりも収縮期の壁厚増加を指標として評価
する方が正しい．

●

正常では収縮期に壁厚は拡張期に比べて 30% 以上増加する．収縮期の壁厚増
加が 30% 以下の場合が局所壁運動異常であり，壁厚増加が 10 〜 30% の場合を
hypokinesis，10% 未満の場合を severe hypokinesis とする 3）．ただし目視法に
よる壁厚変化の評価には限界がある．

●

目視法では severe hypokinesis と hypokinesis の鑑別が難しいため，壁運動正
常と壁運動消失の間はすべて hypokinesis とすることもある．アメリカ心エコ
ー図学会（ASE）のガイドラインでも壁運動異常のスコア化において severe
hypokinesis は設けず，hypokinesis のみとしている．ただし一般には severe
hypokinesis と hypokinesis に分けていることが多い 4）．上述の壁厚変化による
hypokinesis, severe hypokinesis の基準も ASE の別のガイドラインに基づいた
ものである 3）．

●

これらの評価については施設で一定の基準を設けておくことが望ましい．

2
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局所壁運動評価と左室分画

3

●

心エコーでの局所壁運動の評価は，基本断面において左室をいくつかの領域に
分画し，各領域の壁運動を評価することで行う．

●

左室領域の分画としてはアメリカ心エコー図学会（ASE）による 16 分画また
は 17 分画モデルが用いられることが多い（図 2-5）4）．このモデルは左室領域
を冠動脈の支配領域に基づいて分画したものであり，冠動脈疾患の局所壁運動
評価に適している．

図 2-5

①心尖部四腔断面 ②心尖部二腔断面 ③心尖部長軸断面

アメリカ心エコー図学
会（ASE）推奨の左室
分画モデル
ASE の推奨による左室
全体を 17 分画モデル
を示す．冠動脈支配を
考えて決定した分画で
あり，各断面における
領域ごとの支配血管を
示している．

④短軸断面基部

⑤短軸断面中部 ⑥短軸断面心尖部

文献 4 より改変引用．

冠動脈
支配領域

右冠動脈
左前下行枝
左回旋枝

右冠動脈または左回旋枝
左前下行枝または左回旋枝
右冠動脈または左前下降枝

！ 冠動脈の走行と支配領域について，巻頭の折込付録にもまとめているので参照されたい．
●

16 分画モデルは心尖部を 2 分画とし，さらに真の心尖部を加えたものが 17 分
画モデルである．しかし真の心尖部は元々動きがなく壁運動として評価するこ
とは困難である．17 分画モデルは心筋コントラストエコーなどによる心筋灌
流評価のためのモデルであり，局所壁運動評価には 16 分画モデルが適する 4）．

●

左室の壁運動異常を半定量的に評価するために壁運動異常をスコア化すること
が推奨される．スコア化にはいくつかの方法があり，ASE が推奨する方法で
は各領域の局所壁運動を
正常 / 過収縮

1

壁運動低下
（hypokinesis）

2

壁運動消失（akinesis, 無視できるほどの収縮を示すものも含む）

3

dyskinesis

4

心室瘤形成
（aneurysmal）

5

とスコア化する 4）．スコアの総和を左室の壁運動スコア（wall motion score），
それを観察した分画の数で割って求めた平均値を壁運動スコア係数（wall motion score index）とする．

14
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4

心エコー各断面における冠動脈の走行と支配領域
●

2

壁運動評価

冠動脈疾患における壁運動異常は心筋虚血が生じている領域に出現する（陳旧
性心筋梗塞の場合は以前に生じた領域）．心筋虚血は冠動脈の病変部位より末
梢側にのみ生じる．したがって冠動脈疾患の局所壁運動異常を評価するために
は，心エコー上で冠動脈がどのように走行し，各領域が冠動脈のどの部位から
血液を灌流されているかを理解する必要がある．
▶ ASE

の 17 分画モデルも冠動脈の支配領域に基づいて決められている．このモデ

ルについても冠動脈の走行に基づいて考えると理解しやすくなる（付録参照）
．
●

急性心筋梗塞においては責任部位より末梢領域のすべての領域に何らかの局所
壁運動異常が認められるのが基本である．よって局所壁運動異常を示す領域を
正しく評価することで責任病変を推定することが可能である．ただし側副血行
路の発達や責任病変の閉塞状態（完全閉塞か，わずかに血流が残存しているか）
により違いが生じる．

●

冠動脈再疎通療法を行った心筋梗塞症例では，その後の回復の程度により壁運
動異常の有無は決定される．局所壁運動異常が残存する領域は責任病変より末
梢の支配領域（リスク領域）であることを示すが，リスク領域内でも再疎通に
より壁運動が正常化する場合もある．よって陳旧性心筋梗塞では局所壁運動異
常から病変枝を求めることは可能であるが，病変部位を推定することは困難で
ある．

●

狭心症の場合は領域ごとの虚血の程度によって壁運動異常の有無が決定される．
安静時には壁運動異常を認めないことが多いが，高度狭窄例では安静時でも壁
運動を認めることもある．その場合も虚血のより高度な末梢側のみに壁運動異
常が生じることが多い．狭心症でも局所壁運動異常から病変枝は推定できても
病変部位はわからない．

●

狭心症については負荷により心筋虚血が生じても，局所壁運動異常は病変枝の
末梢領域のみに出現することが多い．よって負荷心エコーでは病変枝は評価で
きても病変部位の推定は困難である．

●

以下の項目で心エコー基本断面における冠動脈走行と各領域への血流支配を示
す．この解剖学的関係が冠動脈疾患の局所壁運動の基本である．

4
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❶

胸骨左縁左室短軸断面における冠動脈走行と血流支配
●

胸骨左縁左室短軸断面では左冠動脈はおおよそ 3 時の方向から入り，左前下行
枝が前壁を，左回旋枝が後側壁に血液を灌流する．左前下行枝に支配される領
域でも自由壁は対角枝で，中隔領域は左前下行枝本幹からの中隔枝で灌流され
る（図 2-6）
．

●

右冠動脈は 9 時方向から入り，右室後壁を右室枝が，下壁領域の中隔側を
#4PD が，後壁側を #4PL が灌流する．

●

右冠動脈と左回旋枝の大きさのバランスには個体差があり，特に後壁領域につ
いては右冠動脈で灌流される場合と左回旋枝で灌流される場合がある．

左前下行枝

右室枝

対角枝

右冠動脈

左主幹部
高位側壁枝(HL)
#4PD

左回旋枝

鈍角枝
(OM, #12)

#4PL

図 2-6

胸骨左縁左室短軸断面における冠動脈の走行

左右冠動脈の走行を模式的に示す．実際の冠動脈の走行には個人差もあり，必ずしも図と一致しない場合があ
る．特に左回旋枝と右冠動脈による後壁領域の支配範囲は個人差が大きい．

16
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❷

心尖部四腔断面における冠動脈走行と血流支配
●

心尖部四腔断面は主に左前下行枝（中隔枝）および左回旋枝の支配領域に相当

2

▶ 心尖部四腔断面は冠動脈造影の第

壁運動評価

する．ただし中隔基部は右冠動脈 #4PD に灌流される（図 2-7）．
2 斜位に相当し，冠動脈走行も第 2 斜位での

像に一致する（図 2-8）
．

左前下行枝
左回旋枝

#4PD
支配領域

図 2-7

心尖部四腔断面における冠動脈の走行

心尖部四腔断面における左冠動脈の走行を模式的に示す．心尖部四腔断面で認められる領域は主に左冠動脈で
支配される．ただし心室中隔の基部のみは右冠動脈 #4PD 枝で支配される．
左回旋枝

左前下行枝
左前下行枝

反転

左回旋枝

図 2-8

冠動脈造影と心エコー基本断面の関係：心尖部四腔断面

心尖部四腔断面は冠動脈造影の第 2 斜位に相当する．第 2 斜位像（
わせた
（ ）．

4
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❸

心尖部二腔断面における冠動脈走行と血流支配
●

心尖部二腔断面は下壁および自由壁領域がそれぞれ右冠動脈ならびに左前下行
枝の支配領域に相当する（図 2-9）．
▶ 心尖部二腔断面は冠動脈造影の第

●

1 斜位に相当する（図 2-10）
．

左前下行枝支配領域のうち，心尖部以外の領域は自由壁領域であり，対角枝に灌
流される領域である．心尖部領域のみは左前下行枝本幹末梢により灌流される．
▶ ASE

のガイドライン 4）では自由壁領域は左前下行枝支配とのみ示されているが

（図 2-5），対角枝に支配される領域であることは左室の解剖学的構造からも明ら
かである．図 2-10 に示した冠動脈造影での第 1 斜位像でも対角枝が支配してい
ることが示される．
図 2-9

心尖部二腔断面における
冠動脈の走行

心尖部二腔断面における左右冠動脈の走
行を模式的に示す．左側の下壁領域は右
冠動脈で灌流される．右側の自由壁領域
〜心尖部は左前下行枝の支配領域である
が，自由壁を灌流するのは左前下行枝か
ら分岐した対角枝である．

左前下行枝
対角枝

(左回旋枝)
右冠動脈

図 2-10
対角枝

冠動脈造影と心エコ
ー基本断面の関係：
心尖部二腔断面
心尖部二腔断面は冠
動脈造影の第 1 斜位
に 相 当 す る．第 1 斜
位像（ ）を上下反転
し（ ），心 尖 部 二 腔
断面に重ね合わせた
像 に お い て（ ）．第
1 斜位像の対角枝が
自由壁領域に対応し
ている．

18

2

左前下行枝本幹
左前下行枝本幹

反転
対角枝
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❹

心尖部左室長軸断面における血流支配
●

17 分画モデルの像（図 2-5）で示すように，心尖部左室長軸断面は左前下行枝

2

●

壁運動評価

および左回旋枝 / 右冠動脈の支配領域に相当する．
左前下行枝領域は主に本幹（に由来する中隔枝）により灌流され，心尖部は本
幹末梢で灌流される（図 2-11

）
．ただし心尖部より少し手前の一部は対角枝

で灌流されるようである．
●

下〜後壁領域は右冠動脈支配の場合も左回旋枝支配の場合もあり，この断面で
の壁運動のみではどちらが責任病変であるかが判定できない．他の断面での評
価と合わせて判定する．

左前下行枝

左前下行枝

第一中隔枝

第一中隔枝

図 2-11

胸骨左縁左室長軸断面（

）・心尖部左室長軸断面（

）における左前下行枝の走行

左前下行枝の走行のみを示す．対側の領域は右冠動脈に支配される場合と左回旋枝に支配される場合があり，
限定できないためこの図には示していない．

4
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運動負荷
心エコー
運

冠動脈疾患の病態生理

1

動負荷心エコーは，トレッドミルやエルゴメーターなどの運
動負荷時に心電図だけでなく心エコーを組み合わせて評価す

る検査法である．本法は，薬剤負荷心エコー時のように点滴ルート
を必要とせず，簡便でしかも生理的検査法であり，わが国でも
2012 年 4 月から保険収載された．主に冠動脈疾患の診断の鋭敏
な手法として用いられ，非常に有用な検査法である．
本章では冠動脈疾患に対し運動負荷心エコーを実施する際に，必要
な事項について，負荷前から，負荷中および負荷後の心エコー画像
描出や保存，左室壁運動の読み方，壁運動評価のコツ，さらには最
終報告書作成について詳述する．

Ischemic cascade と心エコー評価
負荷心エコーの目的
運動負荷の方法
壁運動の評価法
負荷心エコーによる心筋診断の感度と特異度
３次元心エコーによる評価
ストレインを用いた評価
拡張期の異常を評価する方法
予後推定
報告書（レポート）の書き方

5
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Ischemic cascade と心エコー評価

1

●

冠動脈の有意狭窄により心筋虚血が生じた時に心臓に起こる変化としてはまず
心筋灌流が低下し，代謝障害，拡張障害，収縮障害，心電図変化，そして胸痛
の順に生じる．このような心筋虚血出現後の一連の現象を ischemic cascade
と呼ぶ．

●

心エコーを用いることにより，心筋虚血により誘発される胸痛や心電図変化よ
りも早期に，冠血流の減少，心筋灌流の低下，左室拡張障害，および収縮障害
を鋭敏に診断することができる．

負荷心エコーの目的

2

●

ヨーロッパ心臓病学会のガイドライン 1）による，負荷心エコーの目的について
表 4-1 に示す．主に冠動脈疾患の診断のために行われるが，記載以外の目的と
しては，心筋 viability の診断，あるいは最近では肺高血圧の重症度評価にも用
いられる．
表 4-1

負荷心エコーの目的

① 冠動脈疾患の診断
② 急性心筋梗塞後等診断が確定している患者の予後とリスク評価
③ 術前のリスク評価
④ 呼吸困難を訴える症例への心疾患の関与の評価
⑤ 血行再建術後の評価
⑥ 虚血の部位診断
⑦ 心臓弁膜症の重症度評価
文献 1 より引用．
●

2003 年の ACC/AHA/ASE ガイドラインでは，心電図で虚血が診断困難な場
合，つまりジゴシンの内服使用者，あるいは安静時の心電図で左室肥大，1 mm
以上の ST 低下，早期興奮症候群（WPW 症候群），完全左脚ブロック症例にお
いて，心筋虚血診断のために運動負荷心エコーを施行することはクラス I（有
効であることが証明されている）とされている．

運動負荷の方法

3

●

トレッドミルやエルゴメーターのような動的運動負荷と，ハンドグリップのよ
うな静的運動負荷に分けられる．

❶

運動負荷心エコーを始める前に
●

運動負荷終了後のトレッドミルからベッドへの移動時間を短縮して，心エコー
の記録を迅速に開始するために，トレッドミル，ベッド，エコー装置をコンパ

48
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図 4-1

4-1

動画

トレッドミル運動
負荷心エコー図法の記録

運動負荷心エコー

4

クトに配置する（図 4-1）．
●

緊急薬剤や補液セット，DC ショックや吸引などのチェックを必ず行う．

●

負荷の具体的な方法や合併症について詳細に説明して，承諾書を得る．被検者
本人だけでなく，その家族にも検査を実施する旨を事前に伝えておく必要があ
る．

●

被検者に最近の胸部症状を問診する．

●

検査の流れについて（負荷直後のトレッドミル装置からベッドへの速やかな移
動，左側仰臥位になること，さらには画像収集時の呼吸の調節等）事前に説明
する．

Pitfall

運動負荷の禁忌症例には施行しない（表 4-2）2）．特に最近の胸部症状の状態を事
前に必ず聴取して，不安定狭心症の状態であれば運動負荷心エコーを実施しては
いけない．

表 4-2

運動負荷の禁忌
絶対禁忌

相対禁忌

・急性心筋梗塞発症早期，不安定狭心症

・左冠動脈主幹部の狭窄

・コントロ−ル不良の不整脈

・中等度の狭窄性弁膜症

・症候性高度大動脈弁狭窄

・高度の電解質異常

・急性あるいは重症心不全

・重症高血圧

・急性肺塞栓または肺梗塞

・頻脈性不整脈または徐脈性不整脈

・急性心筋炎または心膜炎

・閉塞性肥大型心筋症などの流出路狭窄

・解離性大動脈瘤などの重篤な血管病変

・運動負荷が十分行えない精神的・身体的障害例
・高度房室ブロック

文献 2 より引用．

3
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❷

トレッドミル運動負荷心エコー
●

安静時の心エコーを記録する．

●

超音波記録のためのビーム投入部位と，心電図胸部誘導の心電図電極の部位が
重複する場合は，心電図電極を 1 肋間上下に移動させて装着する（図 4-2）．

図 4-2

胸部誘導の装着

超音波ビーム投入部位を避けて心電図電極を
装着する．

●

仰臥位で負荷前の心電図，血圧を記録する．

●

患者をベルトの上に立たせて，心電図を記録後，運動負荷を開始する．

●

ベルトの速度と傾斜が段階的に増加していく Bruce 法等の一般的な運動負荷
のプロトコールを用いて，段階的に運動負荷量を増大させる．

●

負荷中は心電図をモニターすることにより，ST-T 変化や，不整脈の監視を行
い，1 分ごとに心電図，血圧を測定する．

●

運動中は歩行困難による転倒が起こらないように，十分に注意をしながら症候
限界まで負荷を施行する．

●

目標心拍数を達成した場合あるいは中止基準（表 4-3）に達した場合はその時
点で運動を終了する．
表 4-3

運動負荷心エコーの中止基準

A

目標心拍数の達成

B

収縮期血圧 220 mmHg 以上，拡張期血圧 120 mmHg 以上

C

持続性頻拍性不整脈出現

D

収縮期血圧 40 mmHg 以上の血圧低下

E

2 領域以上の広範囲の壁運動低下所見の出現

F

心電図上，0.2 mV 以上の ST 低下

G

胸痛の出現および増悪

H

耐えられない症状

文献 1 より引用．
●

直ちにベッドに移動し，左側臥位になり，負荷終了直後の心エコー記録を行う．

●

負荷後の画像記録中は呼吸が荒くなるが，できるかぎり呼気の状態を長く保ち，
安定した画像を記録するように努める．

●

50

4

負荷終了後 1 分 30 秒以内に心エコーの記録を全て終了することが望ましい．
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運動負荷心エコー

4

図 4-3

動画

4-2, 3, 4 負荷前と直後の心エコー画像の評価

上：胸骨左縁左室長軸断面，下：胸骨左縁左室短軸断面
（腱索レベル）
，左：負荷前，右：負荷終了直後．
運動負荷によって前壁中隔から心尖部にかけて新たな壁運動異常が出現した
（矢印）
．冠動脈造影では左前下行
枝近位部に 90％狭窄がみられた．

Pitfall

●

トレッドミル運動負荷心エコーでは運動中の壁運動評価は困難であるため，負
荷前と直後の心エコー画像を評価する（図 4-3）
．

●

高齢者では筋力の低下もあり，運動中の転倒の危険性がある．被検者に絶えず
声かけをするなどの十分な配慮を払い，安全な運動負荷検査を実施する．

3
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冠動脈エコー
心

冠動脈疾患の病態生理

1

エコー・ドプラ法を用いて，非侵襲的に冠動脈や内胸動脈グ
ラフトの血流シグナルをカラードプラ法で描出し，パルス・

ドプラ法にて冠血流速評価を行うことが可能である．
ここでは，胸壁アプローチによる冠動脈や内胸動脈グラフト血流の
描出法，およびこれらの血流速波形の評価法について述べる．さら
に，先天的冠動脈疾患における，心エコードプラ法による冠動脈へ
のアプローチについても述べる．

冠動脈血流へのアプローチ
内胸動脈へのアプローチ
先天性冠動脈疾患へのアプローチ

10

冠疾患̲本文.indd 87

3 次元スペックルトラッキング

2014/07/14 10:31

冠動脈血流へのアプローチ

1

❶

冠動脈血流の描出
❶冠血流計測用のプリセットを選択する
●

カラー速度レンジは，通常の検査用と比べて低く（15 〜 20 cm/s 程度）設定さ
れている．

●

通常の心エコー検査で用いられる周波数（2.5 〜 3.5 MHz）の探触子で可．

●

体表面に近い左前下行枝（LAD）遠位部には，高周波（5 〜 7.5 MHz）探触子
を用いると，高い感度で記録できる．

❷冠動脈走行に応じた断面を設定し，カラードプラガイド下で冠血流を検索
LAD 血流速波形の検出
1） 左冠動脈主幹部（LMT）から LAD 近位部
①傍胸骨アプローチで，大動脈弁レベルで短軸像を描出する．
②若干探触子を上下に傾けながら左冠動脈洞から分岐する LMT を断層図で描
出する．
③カラードプラ法で，同部から分岐部，LAD 近位部にかけての冠血流を探す
（図 7-1）
．
図 7-1

動画

7-1

LMT から LAD 近位部血流の
描出の仕方
大動脈弁レベル短軸断面で，左冠
動脈洞から分岐する LMT を断層
図で描出し，同部から分への冠血
流が描出される．

RV

Ao：大動脈，LA：左房，
LMT：左冠動脈主幹部，
PA：肺動脈，RV：右室

Ao

LMT

LA

88
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2） LAD 近位部
Point

LMT から分岐した後の LAD は，前方（胸壁方向）および下方（心尖部方向）に
走行していく．

① LMT を描出したレベルから探触子を少しずつ下方に向けていく．
② LAD の走行レベルと断面レベルが一致すれば，カラードプラ法で，LAD 血
流は超音波ビーム方向と平行に描出される．
③探触子をさらに下方に傾け，心室中隔が描出されるレベルになると，中隔前
面で LAD 血流は短軸像として描出される．
④中隔枝血流

7

から分岐するのが描出される（図

冠動脈エコー

▶ カラーガイド下で，断面を微調整すると，LAD

7-2）．
図 7-2
中隔枝血流の描出の仕方
左室短軸断面にて，心室中隔前面
で LAD 血流は短軸像として描出
され，そこから分岐する中隔枝血
流が描出される．

中隔枝

LAD：左前下行枝

LAD（短軸）

Point

LAD は心室中隔前面（前室間溝）に達すれば，以降，心尖部へ向けて走行する．

1
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2CH

LAX

LAD ﬂow

LAD
LVLV

RV

LV
IVS

図 7-3

動画

7-2

LAD 血流の描出の仕方
左室長軸断面を描出し，そこから
探触子を右室内腔が見えなくな
るまで時計軸方向に回転させる
と，前室間溝が描出される断面に
て，カラードプラ法で LAD 血流
が描出される．
2CH：二腔断面，IVS：心室中隔，
LAD：左前下行枝，LAX：左室長軸
断面，LV：左室，RV：右室

3） LAD 中部から遠位部（図 7-3）
●

冠動脈血流の中で最もアプローチしやすい．

●

左室短軸断面では，中隔前面の前室間溝で，短軸像として描出される．

●

心尖部より少し傍胸骨寄りからアプローチ（傍心尖部アプローチ）し，次のよ
うにプローブを回転させていき，LAD 血流（長軸像）を検索する．
①最初に左室長軸断面を描出する方法
▶ 探触子を時計軸方向に，右室腔が見えなくなるまで回転させる．
▶ 前室間溝に相当する断面で，カラーガイド下で心基部から心尖部に向かう赤色

シグナルを検索する．

②最初に二腔断面を描出する方法
▶ 探触子を反時計方向に，右室腔が見える手前まで回転させる．
▶ 前室間溝に相当する断面で，LAD

90

7

血流をカラーガイド下で検索する．
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