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《短　報》

心電図同期心プールシンチグラフィによる心室性

　　　　　期外収縮のFunctional　Imageの検討
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水野　　康＊　江尻　和隆＊＊

黒川　　洋＊　桐山　卓三＊
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　要旨　従来の心電図同期心プールシンチグラフィでは不可能であった心室性期外収縮の左右心室収縮能お

よび心収縮様式をfunctional　imageを作製して検討した．対象は64歳女性の洞機能不全症候群（症例1）と

50歳女性の代償性心室性二段脈（症例2）である．症例1においては右房および右室ペーシングにより人工

的に代償性心室性二段脈および三段脈を作製し，左前斜位平衝時リストモード心電図同期法により期外収縮

を含むすべての心拍をコンピュータに入力した．そしてRR時間の違いから洞調律と心室性期外収縮を区別

して，洞調律と期外収縮の心プールシンチ像とそのfunctional　imageをおのおの作製した．洞調律に比して

期外収縮の左右心室global　EFは低値を示し，　EF　imageでも左右心室の壁運動低下が示された．また期外

収縮のphase　imageではその発生源を推定することができた．リストモード法を用いた本法は期外収縮その

ものの解析に有用な方法であると思われた．

1．はじめに

　心室性期外収縮の左右心室収縮能および心収縮

様式を評価することは従来の心電図同期心プール

シンチグラフィでは不可能であった．そこでわれ

われはリストモード法でデータ採取し，新たな編

集法により心室性期外収縮のfunctional　imageを

作製し，その有用性について検討した．

Il．対　　象

　対象は洞機能不全症候群の64歳女性（症例1）

と代償性心室性二段脈を呈した50歳女性（症例

2）であり，両者とも他の心疾患の合併は認めな

かった．
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IIL　方　　法

　1．ペー一シング例（症例1）について

　心室性期外収縮の解析を行う本法の妥当性を確

かめるために症例1において，1）右房ペーシング，

2）右室ペーシング，および右房，右室ペーシング

による，3）人工的代償性心室性二段脈，4）人工的

代償性心室性三段脈を作製し，おのおのの心プー

ルシンチグラフィと標準12誘導心電図を記録した．

またペーシング電極位置を確かめるために胸部X

線写真を撮影した．

　2．心プールシンチグラフィについて

　1）データ収集

　機器として37，000ホールのパラレルホールコ

リメータを装着した日立製ガンマカメラ（RC－1C

1635・LD）と核医学データ処理装置ADAC　system

IVを使用し，左前斜位平衡時心電図同期リスト

モード法によりデータ収集を行い，期外収縮を含

む全ての心拍をコンピュータに入力した．

　2）データ処理
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　心電図R波のトリガー信号からRR時間ヒス

トグラムを作製し，これにより洞調律と期外収縮

を区別し，おのおのの心プールシンチ像を得た．

そして左右心室の910bal　EF，　EF　imageおよび一

次項のフーリエ解析による　amplitude　image，

phase　imageを得た．

IV．結　　果

　1・ペーシング例（症例1）におけるfunctional

　　image

　1）右房ペーシング時

　この時の心電図QRS波形は正常であり，　EF

imageでは左右心室ともに良好な収縮を示し（Fig．

1，B左上），　amplitude　imageでもほぼ正常のパタ

ー ンを示した（Fig．1，B中上）．　Phase　imageでは

右房の位相が著しく早く，左右心室に位相差は認

められなかった（Fig．1，　B右上）．

　2）右室ペーシング時

　胸部X線写真では右室ペーシング電極は右室流

入路附近に存在し（Fig．1，　A　v／），この時の心電図

QRS波形の主棘は1，　aVL，V4で上向き，　II，III．aVF，

V1－3，　V6で下向きであった．　EF　image，　amplitude

imageは1）とほぼ同一であったが，　phase　image

ではペーシング電極位置に一致して位相の早い部

位（Fig．1，B右下ロ）を認め，左室前壁基部の位

相が軽度遅れていた（Fig．1，　B右下），

　3）右室ペーシングによる人工的代償性心室性

二段脈時

　RR時間ヒストグラムはFig．2，　B右に示すご

とく二峰性を呈した．右房および右室ペーシング

の心電図QRS波形はおのおの1）および2）の所

見と同一であった（Fig．2，　A）．洞調律に相当する

short　RRのEF　imageおよびamplitude　imageは

1）とほぼ同様のパターンを示し，phase　imageで

は色調は異なったが，位相推移のパターンは1）と

同様であった（Fig．1，　c上）．心室性期外収縮に相

当するlong　RRのEF　imageでは左室後側壁お

よび右室心尖部の壁運動低下が観察された（Fig．1，

C左下）．しかしamplitude　imageはshort　RRと

ほぼ同一のパターンを呈した（Fig．1，　C中下）．

Phase　imageでは2）と同様，ペーシング電極の存

在する右室流入路附近に最も位相の早い部位を認

めた（Fig．1，　c右下レ）．

　4）右房，右室ペーシングによる人工的代償性

心室性三段脈時

　Figun　2，　C右に示すごとくRR時間ヒストグ

ラムは三峰性を呈し，右房および右室ペーシング

のQRS波形は1）および2）と同一の所見であっ

た．EF　imageでは心室性期外収縮の次の洞調律

に相当するmiddle　RRの左右心室壁運動が最も

良好で，心室性期外収縮に相当するlong　RRの

それは著明に低下した（Fig．1，　D左）．しかし

amplitude　imageではshort　RR，　middle　RR，10ng

RRの間に著明な差は認められなかった（Fig．1，

D中）．Short　RR，　middle　RRのphase　imageでは

色調は異なったが，左右心室の位相差はほとんど

認められず，基本的には1）と同様のパターンを

示した（Fig．1，　D右上と中）．　Long　RRのphase

imageは2）とほぼ同様のパターンを示した（Fig．

1，D右下）．

　2・ペーシング例（症例1）における左右心室の

　　global　EF

　Table　1上に各種ペーシング時の左右心室の

global　EFを示す．

Table　l　Global　LVEF＆RVEF

（Case　1） LVEF（％）　　RVEF（％）

RA　pacing

RV　pacing
Artificial　bigeminy

　Short　RR

　Long　RR
Artificial　trigeminy

　Short　RR

　Middle　RR

　Long　RR
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（Case　2）

　SB

　VPB

LVEF（％）　　RVEF（％）

　84　　　　　　　59

　27　　　　　　　22

Abbreviations：RA＝right　atrial，　RV＝right　ven－

tricular，　SB＝sinus　beats，　VPB＝ventricular　prema－

ture　beats，　LVEF＝left　ventricular　ejection　fraction，

RVEF＝right　ventricular　ejection　fraction
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Fig．1　Schematic　illustration　of　pacing　site（A）and　functional　images（B－E）．

　　A：　Right　atrial（RA）pacing　el㏄trode（⇒）was　l㏄ated　at　right　upPer　RA　and　right

　　　　　ventricular（RV）pacing　electrode（〆）was　located　at　RV　inflow　tract　on　chest　x－ray

　　　　　film．

　B：　UpPer　panels；Various　functional　images　during　RA　pacing　in　a　patient（case　D

　　　　　with　sick　sinus　syndrome（SSS）．　Lower　panels；Various　functional　images　during

　　　　　RV　pacing　in　a　patient（case　1）with　SSS．

　C：　Upper　panels；Various　functional　images　of　artificial　atrial　beats　during　artificial

　　　　　ventricular　bigeminy　by　RA　and　RV　pacing　in　a　patient（case　1）with　SSS．　Lower

　　　　　panels；Various　functional　images　of　artificial　ventricular　premature　beats　during

　　　　　artificial　ventricular　bigeminy　by　RA　and　RV　pacing　in　a　patient（case　D　with　SSS．

　D：　Upper　and　middle　panels；Various　functional　images　of　artificial　atrial　beats　during

　　　　　artificial　ventricular　trigeminy　by　RA　and　RV　pacing　in　a　patient（case　1）with　SSS．

　　　　　Lower　panels；Various　functional　images　of　ventricular　premature　beats　during

　　　　　artificial　ventricular　trigeminy　by　RA　and　RV　pacing　in　a　patient（case　1）with　SSS．

　E：　Upper　panels；Various　functionaいmages　of　spontaneous　sinus　beats　in　a　patient

　　　　　（case　2）with　spontaneous　ventricular　bigeminy．　Lower　panels；Various　functional

　　　　　images　of　spontaneous　ventricular　premature　beats　in　a　patient（case　2）with　spon－

　　　　　taneous　ventricular　bigeminy．

　　　　　　　’　　　　LAO＝left　anterior　oblique，　RA－P＝right　atrial　pacing，　RV－P＝rightAbbrevlations：

ventricular　pacing，　S－RR＝short　RR　interva1（correspond　to　sinus　beats（SB））L－RR＝

long　RR　interval（correspond　to　ventricular　premature　beats（VPB）），　M－RR＝middle

RR　interval（correspond　to　post－VPB　SB），　EF－1＝EF　image，　Amp－1＝amplitude　image，

Phase－1＝phase　image．
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　3．代償性心室性二段脈例（症例2）のfunctiomal

　　image

　Figure　2，　Dの心電図に示すように心室性期外

収縮のQRS波の主棘はII，　III，　aVF，　V5，6で上向

き，1，aVR，　aVL，　V1．4で下向きで，　V5．6では完

全左脚ブロック型を呈した．RR時間ヒストグラ

ムは二峰性を示し（Fig．2，　E右），　short　RRのEF

imageでは左右心室壁運動は良好であった（Fig．

1，E左上）が，10ngRRのそれは著明に低下して

いた（Fig．1，E左下）．　Amplitude　imageではshort

RRと10ng　RRに著明な差は認められず（Fig．1，
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E中），short　RRのphase　imageでは左右心室の

位相差はほとんどなく（Fig．1，　E右上），10ng　RR

のそれでは右室流出路に最も位相の早い部位を認

め，左室の位相は遅れていた（Fig．1，E右下）．

　4．症例2の左右心室global　EF

　Table　1下に症例2の洞調律と期外収縮の左右

心室910bal　EFを示す．

V．考　　案

Beat－to－beatの心収縮能の評価は従来single

probeにより検討されてきた1’－3）が，画像が得ら

れず，心室局所の壁運動を観察することは不可能

であった．Kalffらはわれわれと同様の方法によ

りpostextrasystolic　potentiation4）および期外収縮

の頻発例におけるベースラインの心収縮能5）を検

討しているが，期外収縮のfunctional　imageにつ

いての検討は未だなされていない．そこでわれわ

れは期外収縮の左右心室のglobal　EFばかりでな

く，局所壁運動および心収縮様式についても検討

を加えた．

　心室性期外収縮のEF　imageは左右心室の壁運

動低下をよく表現したが，amplitude　imageは洞

Fig．2　Electrocardiogram　and　RR　interval　histogram．

　A：　Standard　12－lead　electrocardiogram　during　arti－

　　　ficial　ventricular　bigeminy　by　RA　and　RV

　　　Pacing　in　a　patient　（case　D　with　sick　sinus

　　　syndrome（SSS）
　B：　Electrocardiogram　（lead　l）and　RR　interval

　　　histogram　during　artificial　ventricular　bigeminy

　　　by　RA　and　RV　pacing　in　a　patient（case　1）with

　　　SSS
　C：　Electrocardiogram（lead　l）and　RR　interval

　　　histogram　during　artificial　ventricular　trigeminy

　　　by　RA　and　RV　pacing　in　a　patient（case　1）with

　　　SSS
　D：Standard　l　2－lead　electrocardiogram　in　a　patient

　　　（case　2）with　spontaneous　ventricular　bigeminy

　E：　Electr㏄ardiogram（1ead川）and　RR　interval

　　　histogram　in　a　patient　with　spontaneous　ven－

　　　tricular　bigeminy

　Abbreviations：S－RR＝short　RR　interva1（correspond

　to　sinus　beats（SB）），　L－RR＝long　RR　interva1（cor－

　respond　to　ventricular　premature　beats（VPB）），

　M－RR－・middle　RR　interva1（correspond　to　post－

　VPB　SB）
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調律と期外収縮との間で差が明確ではなかった．

これは期外収縮の一回拍出量は洞調律に比して小

さいが，拡張期が長いために拡張末期容積は洞調

律と同程度で，time－activity　curveのamplitude

も比較的大きくなるためと考えられた．

　期外収縮のphase　imageでは期外収縮の発生源

の推定が可能か否かに興味があった．症例1では

右室のペーシング電極に一致して位相の早い部位

を認め，本法は期外収縮の発生源の推定にも有力

な方法であることが示唆された．また症例2にお

いても，期外収縮の発生源は心電図所見より右室

流出路の中隔基部附近と推定され6），phase　image

もよくこれを表現した．今後本法はpostextrasy－

stolic　potentiationによる局所心筋のviabilityの検

討や期外収縮の電気生理学的検討，さらに期外収

縮の外科的治療などの分野での応用が期待される．

VL　結　　語

　平衡時リストモード心電図同期法により洞調律

および心室性期外収縮の各種functional　imageを

作製した．洞調律に比して心室性期外収縮の左右

心室910bal　EFは低値を示し，　EF　imageでも左

右心室の壁運動低下が示された．またphase　image

では期外収縮の発生源の推定が可能であった．
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　　The　purpose　of　this　report　is　to　evaluate　the

910bal　and　regional　ventricular　contraction　and

ventricUlar　contraction　pattern　　of　ventricular

premature　beat（VPB）by　cardiac　blood　pool　scinti－

graphy．

　　All　beats　containing　artificial　or　spontaneous

VPB　were　recorded　by　ECG－gated　list　mode　data

aquisition　in　a　patient（case　1）with　artificial

ventricular　bigeminy　and　trigeminy　which　were

programed　by　right　atrial　pacemaker　and　right

ventricular　pa㏄maker　that　was　located　in　right

ventricular　infiow　tract　on　chest　X－ray　films　and　in

a　patient（case　2）with　sponteous　ventricular

bigeminy．　Sinus　beats（SB）and　VPB　were　differ－

entiated　by　RR　interval　histogram　which　showed

two　peaks　in　bigeminy，　and　three　peaks　in　tri－

geminy．　Short　RR　interval，　middle　RR　interval

and　long　RR　interval　corresponded　to　SB，　post－

VPB　SB　and　VPB，　respectively．　Left　and　right

ventricular　global　EF　and　regional　wall　motion

estimated　by　EF　images　were　reduced　in　VPB　than

in　SB．　There　were　no　differences　of　phase　angles

between　left　and　right　ventricule　on　phase　images

of　artificial　atrial　beats　in　case　l　and　spontaneous

SB　in　case　2，　however　left　ventricular　phase　delays

were　observed　on　phase　images　of　artificial　VPB

in　case　l　and　spontaneous　VPB　in　case　2．　In　case　1，

the　site　of　earliest　phase　angle　located　at　right

ventricular　inflow　tract　on　the　phase　image　of

arti丘cial　VPB．　In　case　2，　the　site　of　earliest　phase

angle　was　observed　at　right　ventricular　outfiow

tract　where　was　predicted　as　the　focus　of　spon－

taneous　VPB　by　e】ectrocardiogram．

　　This　method　using　ECG－gated　list　mode　data

aquisition　was　avairable　to　evaluate　the　global　and

regional　ventricular　contraction　and　ventricular

contraction　pattern　of　VPB．

　　Key　words：　Ventricu】ar　premature　beat，1」st

mode　ECG－gated　cardiac　blood　pool　scintigraphy，

RR　interval　histogram，　Functional　image．
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