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位相解析法による心興奮伝導異常例の検討

高橋　恒男＊　桂川　茂彦＊　阿部　知博＊　柳澤　　融＊

中居　賢司＊＊　松下　一夫＊＊　川村　明義＊＊　加藤　政孝＊＊

佐々木　峻＊＊＊新津　勝宏＊＊＊

　要旨　脚ブロック，WPW症候群，右室ペースメーカなどの心興奮伝導異常例のRIマルチゲート心プー

ル像に位相解析法を試み，その時間的な収縮異常の観点より，これらの症例における心室収縮様相の特徴，

左室機能との関連，さらに左右心室間の協調性の良否を正常例と対比検討した．また一部のペースメーカ例

ではペーシングレート変換による心室収縮様式の変化をも検討した．

　その結果，1）位相分布ヒストグラムの平均値と心拍数との間に高い正の相関を正常伝導例のみならず，

心興奮伝導異常例においても認めた．2）mean　phase　differences（LV－RV）により，これらを左室収縮が先

行する群（CRBBB，　WPW　A　type）と右室収縮先行の群（CLBBB，　WPW　B　tyPe，　right　ventricular　Pacemak’

er）の2群に明瞭に大別できた．したがって，本法は心興奮伝導異常を示す疾患の臨床評価に有用と考える．

1．はじめに

　99mTc－RBCによるマルチゲート心プール像解

析における位相解析法（phase　analysis）の導入は

心臓核医学を一段と飛躍させたといわれる．

　私どもは1・2），先に各種心疾患例における心電

図同期心プール像にこの解析法を応用し，心室収

縮様相の分析，左室機能との関連を検討し，左右

心室間の協調性の良否および心機能の評価の一助

になることを明らかにした．

　今同は，在来のマルチゲート法では評価できな

かったHis－purkinje伝導障害を示す脚ブロック，

WPW症候群，ペースメーカ例などの心興奮伝導

異常例にphase　analysisを試み，興味ある知見を

得たので報告する．
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II．対象と方法

　1．対象

　心興奮伝導異常例として完全脚ブロック10例

（平均年齢32．9歳），その内訳は右脚ブロック8

例（平均年齢22．9歳）と左脚ブロック2例（平均

年齢73．5歳），WPW症候群6例（平均年齢37．3

歳），そのうちAtype　3例（平均年齢35．0歳），　B

type　3例（平均年齢39．7歳）および完全房室ブロ

ック，あるいは洞機能不全症候群のため右室デマ

ンド型ペースメーカ挿入例8例（平均年齢58．8歳）

の37例を対象とし，既往に心疾患なく正常心電図

を示す正常興奮伝導例13例（平均年齢57．8歳）と

対比検討した．

　2．データ収集，処理

　先に報告したように1），用いた装置は日立γ一

VIEW－HとミニコンピュータInformatekで，そ

のデータ収集はピロリン酸投与30分後，99mTc－20

mCi静注，平衡時にてLAO　30～45°で行い，心

拍同期心電図のR－R間隔を16分割し，500secの

心拍加算によるゲートイメージを9点スムージン

グ，バックグラウンド処理後作成した．

Presented by Medical*Online



816 核医学　20巻6号（1983）

　その各画素の時間一放射能曲線をフーリエ級数

1次項で近似することより，位相を求め，R－R

間隔を360°表示で表し，辺縁描出より得られる

左右両心室の関心領域内の変化をカラーイメージ

とヒストグラムで表示しヒストグラムより求

められる両心室のそれぞれの平均値（mean）およ

びその標準偏差（SD）とその差一mean　phase

differences（LV－RV）をパラメータとして検討した．

なお，平均値は，R波のピークを180°として算

出した．

　また，別に右圭ペースメーカ例5例（平均67．8

歳）では，体外よりpacing　rateを60／minより

100／minまで10／minごとに変化させ，異なる心

調律下での心プール像をphase　analysisと心ポン

プ機能の両面から検討した．

III．結　　果

　1）心室内の位相分布より算出される平均値は

1心拍内における心室全体の収縮の様相を，標準

偏差は心室内の収縮の不均等性を表すといわれる

が，私どもの正常伝導例において左右心室の平均

値は心拍数と高い正の相関を示し，心拍数が増加

するほど心室全体の収縮は1心拍内で後方にずれ

る傾向をみた（Fig．1，controlで示す）．またペー

スメーカ例でpacing　rateを段階的（10／min）に増

加させてもこの関係は認められ（Fig．　l　pace－

maker），相対的なventricular　ejection　timeの延

長が一層顕著になるものと考えられる（Fig．1）．

　また，これら興奮伝導異常例では，標準偏差は

左右心室とも正常例と同じ範囲内にあったが，ペ

ー スメーカ例でpacing　rateを変化させると70～

90／minでは正常範囲内であるが，その前後では

その値が大となり，心室内にasynchronyが生ず

る傾向を示した（Fig．2）．

　2）位相分布ヒストグラムより算出される

mean　Phase　differences（LV－RV）をもって，左右

心室間の収縮のズレ，mismatchingの程度を表す

として，心興奮伝導異常例を検討すると，両心室

がともに同じsynchronyを示す正常興奮伝導例を

中心に，左室収縮が先行する完全右脚ブロック，

WPW症候群Atypeと右室の早期収縮を特徴と

するWPW症候群Btype，右室ペースメーカお

よび完全左脚ブロックの2群に対称的，かつ明瞭

に大別することができた（Fig．3）．

　3）左心室収縮のsynchronyの指標である標準

偏差（LVSD）と心ポンプ機能を表す左室駆出分画

（LVEF）とを対比すると，重篤な心不全を合併す

る症例を除き，脚ブロックおよびWPW症候群
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Fig．1　Correlation　between　mean　value　of　phase

　　　histogram　and　heart　rate／or　pacing　rate　of

　　　control　and　pacemaker　cases．

degree

40

30

20

10 ww榊榊輪“w　control

kso607080goloo
　　　　　　　　　　　　　　pacing　rate／min

Fig．2　Correlation　betw㏄n　SD　of　phase　histogram
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Fig．3　Mean　phase　differences（LV－RV）in　various　anomalous　A・V　conduction　groups．
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Fig．4　Correlation　between　the　left　ventricular　ejection　fraction　and　sd　within　the　Ieft

ventricle　in　various　cases（a，　b）．

例では正常伝導例と同じくLVSD，　LVEFともに

一定の範囲内，すなわち正常例のmean土2sd内・

にあって，全く相関はみられず，弱い負の相関を

示す一asynchrony，　asynergyの程度の大きいほど

左室駆出分画が低下する一心筋梗塞などの局所壁

運動異常例とは明らかに異なることが示唆された

（Fig．4）．

IV．症　　例

症例1　（Fig．5）

既往歴なく，健診時の心電図にて完全左脚プロ

ックを指摘された例（68歳，女性）である．phase

imageでは，明らかに右室に比して左室での収縮

時相が特に心尖部で遅れることが示され，その

分布ヒストグラムにて左室の収縮開始の遅れと2

峰性の巾広い分布をみとめ，両心室間のmismatch－

ingを実証できた．

　症例2　（Fig．6）

　WPW症候群のBtype例（38歳，女性）にて，

procain　amide　350　mg静注による短絡路の伝導性

の抑制を試みた前後を，phase　imageおよびその

分布ヒストグラムより検討した．短絡路が存在す
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る時は明らかに右室が時間的に早目に収縮するの

がimage，ヒストグラム両者でみられるが，抑制

された段階では，左右両心室のsynchronousに収

縮する様相がimage上で明瞭に示され，また分

布ヒストグラムから算出される左右心室の平均値

の差一mean　phase　differences（LV－RV）が23°よ

り8°と短縮し，左右心室のsynchronismになる

様相を客観的に評価できた．

　症例3　（Fig．7，8）

　3年前より時々眼前暗黒の症状があり，2か月

前にAdams－Stokes発作をみ，　Sick　Sinus　Syn－

dromeの診断にて右室内へのpermanent　pace－

maker　implantationを受けた症例（67歳，男性）で

ある．体外操f乍によりpacing　rateを60／minより

100／minまで10／minずつ段階的に変化させ，ま

た自己調律時（49／min）のそれぞれ恒常状態とな

った時のマルチゲート心プール像を，位相解析法

を用いて検討した．その結果pacing　rateが増

加するにつれ，1心拍内における心室容量曲線

（ventricular　volum　curve）は明らかに後方にずれ，

相対的にventricular　ejection　timeが増大するこ

とがphase　imageとそのヒストグラムの平均値の

推移より観察された．しかし心室内の収縮の不均

等性を表す標準偏差はその間おおむね正常範囲

内にあることより心室壁運動異常をもたらすよう

な心筋障害の存在は否定できた．また両心室相互

の収縮時のsynchronismの良否も検討でき，画像

的には60～70／minのpacing　rateの時が最も良好

とみなされた．したがって同時に計測できた駆出

分画は70／minの時最高であったことを加味して

この例での心収縮時相，心機能面にとリ最適の

pacing　rateは60～70／minであると考えた．

　以上より位相解析法はpacemaker例の適正

pacing　rateの検討に有用な方法とみなされる．

V．考　　察

　RIマルチゲート心プール像の解析に位相解析

法を導入した最大の利点は梗塞部などの局所壁運

動を空間のみならず，時間的な異常としても指摘

できることであって，虚血性心疾患例の壁運動異

常の分析に有用とみなされ，臨床的に普及しつつ

ある．

　最近，この時間的異常の把握という点に注目し

て核医学的に評価できなかった興奮伝導異常例の

解析に応用されはじめてきている3”’6）．

　私どもは1・2），位相分布ヒストグラムにて左右

両心室の収縮時相を同一座標上に表示できること

を報告したが，それをこれら興奮伝導異常例に応

用すると，左脚ブ・ック（症例1）で左室側の収

縮遅延を明らかにできたように，心電図に基づく

判定と同じく，その成因，機序をある程度説明で

きるものと考えた．

　また，症例1で呈示したように興奮伝導異常の

みでは高度の左室内の収縮の不均等性はみとめら

れないことより，心電図上，左脚ブロックのみを示

す診断困難な心筋梗塞例の鑑別にphase　analysis

を応用することで容易に診断できることが示唆さ

れた．

　さらにヒストグラムから算出される平均値と心

拍数との問に有意な正の相関を，正常伝導例のみ

ならずペースメーカ例でpacing　rateを人為的に

変化させても認めたが，これは心拍数の増加に伴

い，収縮期に比べて拡張期が相対的に短縮し，収

縮の位相が後方にずれることに基づくものと考え

た．しかし心収縮位相を精細に評価するためには，

さらに心拍数の補正を必要とするものと考えられ

る．

　また症例2で明らかにしたようにphase　analysis

はWPW症候群における短絡路の存在部位の推

定，あるいは早期収縮部位からの収縮伝播方向の

検索などの点で体表心電図法よりも簡便かつ短時

間に行うことができると考える．さらにペースメ

ー カ例での電極部位の適否，適正調律の検討7），

あるいはventricular　pacemaker　syndrome8）への

応用など，不整脈症例の病態把握のための臨床適

応が拡がってきている．

　しかし，この位相解析法に関し，一次項近似に

よる位相イメージは計算が簡単で，均一なfunc－

tional　imageを作る点では秀れているが，収縮開

始の表示としては不正確で，相対的な位相値を示
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Fig．5　Phase　image（a）and　phase　histogram（b）from　patient　with　left　bundle　branch

　　　　　　block（LBBB）．　These　show　a　greater　contraction　delay　of　the　left　ventricle　than

　　　　　　the　right　ones．
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Fig．6　Phase　image（a）from　WPW　syndrome（type　B）demonstrated　a　displacement　of

　　　　　　earliest　contraction　in　the　basal　inflow　region　of　RV　and　the　mean　phase　differences

　　　　　　（LV－RV）increased．

　　　　　　Then，　owing　to　stoppage　of　this　anomalous　A－V　conduction　by　procainamide

　　　　　　（350mg），　the　phase　image（b）indicated　an　almost　synchronous　contraction　of

　　　　　　both　ventricles．
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Fig．7　Changes　of　phase　image　by　changing　pacing　rage（60／min－＞69－一＞80－＞90）in

　　　　　　RV　pacemaker．（67　y，　male）
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Fig．8　Correlation　between　mean　value，　SD，　mean　phase　difrerences（LV－RV）of　phase

　　　　　　histogram　and　pacing　rate　in　this　one．
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すにすぎず，評価する際注意を要するとの指摘9）

もあり，時間一放射能曲線へのfittingが良好で，

さらに種々のパラメータとして利用できる高次近

似による解析へと発展する傾向がみられ，今後解

析法自体の検討がさかんに討議されるものと考え

る．

VI．ま　と　め

　脚ブロック，WPW症候群，右室ペースメーカ

などの心興奮伝導異常例のRIマルチゲート心プ

ー ル像に位相解’析法を試み，心室収縮様相の特徴，

左室機能との関連などを正常伝導例と対比検討し

た．

　1）　位相分布ヒストグラムの平均値と心拍数あ

るいはペーシングレートとの間に高い正の相関を

認めた．

　2）　mean　phase　differences（LV－RV）にょり

synchronyを示す正常伝導例を中心に，左室収縮

が先行する完全右脚ブロック，WPW症候群A

typeと右室の早期収縮を特徴とするWPW症候

群Btype，右室ペースメーカおよび完全左脚ブ

ロックの2群に明瞭に大別できた．

　3）　重篤な心不全を合併しない限り，心興奮伝

導異常例では，正常伝導例と同じく左室の位相分

布ヒストグラムの標準偏差（SD）と左室駆川分1由i

（LVEF）との間には相関をみなかt・た．

　本論文の要旨の・・部は，第22回日本核医学会総会（東

京）と第42回1－1．本医学放射線学会総会（大阪）において発

表した．
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Summary

Evaluation　of　the　Cardiac　Functional　lmaging　of　Various　Cardiac

　　　　　　　　　　Activation　Patterns　Using　Phase　Analysis

Tsuneo　TAKAHAsHI＊，　Shigehiko　KATsuRAGAwA＊，　Chihiro　ABE＊，　Toru　YANAGIsAwA＊，

　　　　　　　　　Kenji　NAKAI＊＊，　Kazuo　MATsusHITA＊＊，　Akiyoshi　KAwAMuRA＊＊，

　　　　　　　　　Masataka　KATo＊＊，　Takashi　SAsAKI＊＊＊and　Katsuhiro　NiiTsu＊＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊Depart〃ient　of　Radiology

　　　　　　　　　　　　　＊＊The　Second　Deρart〃len’o∫加醐α1ハ4edici〃e

＊＊＊The　Third　Depart〃le〃t　of　Chirurgγ　School　ofルledicine，　lwateルfedicat　Universitγ

　　Phase　analysis　of　biventricular　radionuclide

gated　studies　revealed　markedly　delayed　phase　in

the　affected　ventricle　of　patients　with　bundle

branch　block，　RV　pacemaker　and　WPW　syndrome．

　　So　that，　we　could　classify　these　cases　into　2

groups　against　normal　conduction　cases，　judging

from　the　point　of　the　mean　phase　differences（LV－

RV），　calculated　together　with　the　mean　value　and

standard　deviation（SD）of　the　phase　distribution

in　each　ventricle．　First　group　were　cases　of　LBBB，

type　B　of　WPW　and　RV　pacemaker，　which　in－

dicated　an　abnormal　LV　contraction　sequence　and

LV　delay．　Second　group　were　cases　of　RBBB　and

type　A　of　WPW，　which　were　characterized　by　an

abnormal　RV　contraction　sequence　and　RV
delay．

　　Also，　our　data　suggested　that　the　mean　value

was　correlated　with　heart　rate，　but，　the　SD　within

LV　wasn’t　correlated　with　left　ventricula　ej　ection

fraction　in　these　cases　as　well　as　normal　conduc－

tlon　cases．

　　Key　words：　temporal　Fourier　analysis，　com－

plete　right　and　left　bundle　branch　block，　WPW

syndrome，　right　ventricular　pacemaker，　changes

of　pacing　rate．
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