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1. 留学中に実施した研究テーマ 

私がこの度の海外研究留学で、主たる研究者として担当致しましたテーマは、以下

の 6 項目です。 
1) 心エコー法による、小児がん化学療法後心機能障害の早期検出 
2) 心エコー法による、小児心臓移植中遠隔期の心機能障害の早期検出 
3) 3D 心エコー法による、小児左心低形成症候群で三尖弁修復術を要した患児群の

三尖弁形態の解明 
4) 3D 心エコー法による、小児左側房室弁疾患児の弁修復術後早期 30 日以内に再度

弁修復術介入を要した左側房室弁不全の機序解明 
5) ファロー四徴症根治術後若年患者の肺動脈弁置換術前後における MRI による心

機能評価 
6) 小児左心低形成症候群における体肺 Sano shunt 閉鎖群と開放群の、Glenn 術前か

ら術後の肺動脈成長の検討 
 

2. 留学期間中の研究成果 

1) 心エコー法による、小児がん化学療法後心機能障害の早期検出： 
化学療法後心不全は、生命予後を左右する。しかし、従来の心エコー指標を基準と

した抗心不全療法開始後では、大多数が抗心不全療法に不応である。今回、MATLAB 
software (MathWorks, Natick, MA)を使用した独自の開発ソフトウェアにより、心エ

コーの Color M-mode からオイラーの方程式を用いて解析可能な、より鋭敏な心機

能指標である intraventricular pressure gradient (IVPG)を用いて小児がん化学療法後の

心機能障害の早期検出を目的とした。対象は、アントラサイクリン投与 2 年以降の

写真 



小児がん生存児と健常児を前方視的に比較。心エコーは後述(a)-(c)の 3 段階行った。

(a) 安静仰臥位、(b) Tilt table を利用した 30 度 Head up 仰臥位（= 静脈還流減少時

の評価）、(c) Reclined ergometer bike を利用した submaximal exercise（= 運動時の評

価）。アルバータ大学におけるデータは、日本におけるデータとは機器の Version 
の違いのため、新しいノイズ処理法を開発する必要があり、より汎用性のあるソフ

トを開発した。留学中に対象者を集積し心エコー検査を行った。今後も引き続き集

積し解析予定である。 

 

2) 心エコー法による、小児心臓移植後の心臓同種移植血管症に伴う心機能低下の

早期検出の試み： 
心臓同種移植血管症(cardiac allograft vasculopathy：CAV)は、除神経後の移植心にお

ける心筋梗塞及び心不全で発症する、重大な心移植後合併症である。従来の心機能

指標を基準とした CAV の診断では心機能低下が進行した段階で発見されるためす

でに予後不良であり、CAV 早期検出が可能な鋭敏な心エコー指標が必要とされて

いる。今回、小児心臓移植後に鋭敏に心機能低下を検出可能な心エコーの指標を発

見することを目的とした。心エコーは、従来の指標と、新規の指標として、層別長

軸・円周方向ストレイン、左室ねじれ角度およびねじれ戻り角速度を解析した。さ

らに、テーマ 1)で用いた intraventricular pressure gradient (IVPG)を解析した。IVPG
は、僧帽弁側の B-IVPG と心尖部側 2/3 の MA-IVPG を算出した。その結果、小児

心移植後は、従来の心機能指標は正常にも関わらず、年長群で MA-IVPG の低下及

び全年齢で全層の長軸方向ストレインの低下を認め、CAV による心機能低下の早

期検出に有用な可能性があった。 
本研究は帰国後 2020 年 11 月日本小児循環器学会で発表。英論文を執筆中である。 

 
3) 3D 心エコー法による、小児左心低形成症候群で三尖弁修復術を要した患児群の

三尖弁形態の解明： 
小児左心低形成症候群患者において、主な体心室である解剖学的右心室における三

尖弁逆流症は生命予後を左右する。左心低形成症候群児の 25%以上が生後 10 年以

内に三尖弁修復術を要しているが、術後も 30-50%の患児で中等度から重度の三尖

弁逆流が遺残しているため、現時点での堅固な三尖弁修復術は依然課題が残る。今

回、3D 心エコーで得られた画像を、MATLAB software (MathWorks, Natick, MA)を使

用したアルバータ大学独自の開発ソフトウェアを用いて、小児左心低形成患者群に

おける予後の層別化と再手術の危険因子を明らかにすることを目的に、(a)三尖弁修

復術を行った患児群の三尖弁形態の特徴、(b)術後三尖弁修復不全の術前危険因子、

及び(c)修復術後の三尖弁形態の変化を評価した。結果、(a)三尖弁修復術を行った患

児群の三尖弁形態の特徴は、全体の三尖弁輪径と弁葉面積が大きく、また三尖弁前



尖の逸脱が大きかった。(b)術後三尖弁修復不全の術前危険因子は、成功群では術前

の後尖の逸脱が大きかったが、修復不全群では術前の中隔尖の牽引が大きかった。

(c)修復術後の三尖弁形態の変化では、全体の三尖弁弁輪径と弁葉面積が縮小し、後

尖の逸脱と牽引が改善していた。しかし、前尖の逸脱と中隔尖の牽引は術前後で有

意差はなかった。結論として、現時点での三尖弁修復術は、逸脱への対応、特に後

尖への手術手技介入による傾向があり、その為三尖弁の逸脱に関しては、術後に良

い転帰となると考えられた。一方、中隔尖の牽引は現時点での三尖弁修復術では有

効に対処なされていないと考えられた。 
本研究は 2019 年 6 月にアメリカ心エコー図学会で発表、2019 年 10 月にカナダ循

環器学会の Richard Rowe Award Competition で発表、2019 年 11 月にアルバータ大学

の研究発表会で発表し 2 位入賞した。現在英論文を投稿中である。 
 
4) 3D 心エコー法による、小児左側房室弁疾患児の弁修復術後早期 30 日以内に再

度弁修復術介入を要した左側房室弁不全の機序解明： 
左側房室弁修復術を行った患児に対する、術後弁不全による術後早期 30 日以内に

再度弁修復術介入への判断決定は慎重を要し困難である。術後早期弁不全となり早

期再手術を行った患児の左側房室弁を、3D 心エコー構築により検討し、3D 心エコ

ーによる弁不全機序の解明の精度と再手術の予後予測を調べることを目的とした。

3D 心エコーにおける術後早期弁不全の機序を、低リスク（弁パッチや縫合の離開、

弁葉離開、及び外科的な牽引）と高リスク（弁組織の先天的異常）に識別した。結

果、3D 心エコー診断と外科所見の一致率は 86%であり、3D 心エコーで低リスクと

識別され、再手術後の予後が良好である感度は 71%、特異度 93%であった。3D 心

エコーは、再手術の際に低リスクである弁の特定に非常に正確であった。 
本研究は 2019 年 11 月にアメリカ循環器学会で発表。現在英論文を投稿中である。 
 
5) ファロー四徴症根治術後若年患者の肺動脈弁置換術前後における MRI による

心機能評価： 
心臓 MRI による評価は、ファロー四徴症根治術後患者の肺動脈弁置換術の至適時

期を決定する。近年、心臓 MRI による、右室駆出率と右室ストレインの評価は、 
ファロー四徴症の臨床転帰の指標となることが明らかになってきた。今回心臓 MRI
を基に、当施設独自で開発した心房心室のストレイン解析ソフトウェア用いて、フ

ァロー四徴症根治術後で肺動脈弁置換術を要した若年患者において、心臓 MRI で

の右心室容量と両心室ストレインを評価し、肺動脈弁置換術の至適時期を再評価す

ることを目的とした。対象は、肺動脈弁置換術群と非肺動脈弁置換術群を比較。心

臓 MRI では、従来の指標として、右室容積、肺動脈弁における regurgitation fraction
を測定。新規の指標として、独自に開発した In house semiautomatic tracking software 



を用いて、右室と左室のストレインとストレインレートを解析した。結果、肺動脈

弁置換術群では、肺動脈置換術前の右室容積が大きく肺動脈弁 Regurgitation fraction
が多く、右室駆出率が悪かった。しかし、右室・左室ストレインとストレインレー

トは非肺動脈弁置換術群と比較し有意差は無かった。右室・左室のストレインは右

室駆出率と相関していたが、右室容量とは相関していなかった。 
本研究は 2019 年 10 月にカナダ循環器学会で発表。現在英論文を執筆中である。 
 
6) 小児左心低形成症候群における体肺 Sano shunt閉鎖群と開放群の、Glenn術前

から術後の肺動脈成長の検討： 
左心低形成症候群患者における第二段階目姑息術での Glenn 術時には、第一段階目

姑息術時に作成した右室から肺動脈への体肺 Sano shunt は従来閉鎖される。しかし、

当施設は唯一、Glenn 術時に 15%の患児で Sano shunt を残し、35%の患児で Sano 
shunt を部分的に閉鎖する施設である。肺動脈は Sano shunt からの順行血流により

成長する可能性が、現時点では明らかではない。今回、Sano shunt 閉鎖群と開放群

の、Glenn 術前の潜在的な肺動脈の状態と、第三段目 Fontan 手術時における肺動脈

の状態を検討した。結果、Sano shunt 開放群の潜在的な理由としては、Glenn 術時の

酸素飽和度が 70%未満か 80%未満と低値という理由が多かった。Sano shunt 部分的

閉鎖群の理由としては、Glenn 術時の酸素飽和度が 80%未満、もしくは肺動脈が細

いという解剖学的な理由が多かった。予後は、Sano shunt 開放群で、その後の死亡

や心臓移植が多かった。理由と予後の関連では、Glenn 術時の酸素飽和度が 70%未

満、80%未満、そして肺動脈径の細い群で、その後の死亡や心臓移植が多かった。

Fontan 術前は、肺動脈平均圧が Sano shunt 開放群で、閉鎖群に比較し高かった

（13mmHg vs. 9mmHg）が、肺動脈酸素飽和度、肺血管抵抗には有意差は無かった。 
 

3. その他と謝辞 

この度は、貴中谷医工計測技術振興財団のお蔭様で、新しい技術を用いた研究も臨

床も進んでいるカナダの大規模小児病院・大学へ研究留学が出来、非常に感謝して

おります。日本と当大学での新たな心エコー技術 IVPG を用いた共同研究のみでな

く、当 Alberta 大学独自で開発された 2 つの新技術を用いて、それぞれ 3D 心エコ

ーで心臓の弁評価、心臓 MRI でのストレイン解析の研究を担当することが出来、

好奇心をそそられる研究を行うことが出来ました。新技術の実用過程で、プログラ

ム開発に携わらせていただく機会も経験させて頂きました。研究だけでなく、臨床

に関しても非常に多くの心疾患の小児患者さんが存在していた為、臨床を行ってい

る現地の同僚に混ざり臨床を垣間見たことでも、非常に多くの症例を学ぶことが出

来、日本帰国後に患者さんに還元出来るのではないかと感じました。今後も継続し

て邁進していきたいと存じます。 



 

   

小児循環器の同僚達と勉強会、食事会 

 

   

多くの心エコー機械で研究  秋から冬のアルバータ大学 
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