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《短　報》
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L　緒　　言

　近年，心電図同期心プール像の位相解析1）は脚

ブロック，WPW症候群等の心臓興奮伝播異常例

の診断評価に広く用いられるようになった2”8）．

　しかし，心室期外収縮の発生部位診断における

位相解析の有用性は，人工ペースメーカ例および

心室頻拍例では比較的検討が行われてはいるもの

の3・5・7），自発性の散発性期外収縮例では心室期外

収縮像の収集自体が困難なこともあり，まだ十分

に検討されていない9・10）．本研究ではmulti－buffer

video　memoryを用いたbad　beat　rejection　pro－

gramを使用し，フレームモード収集により心室

期外収縮像を作成し，心室期外収縮の発生部位の

診断における位相解析の有用性を検討した．

H．対象および方法

　1．対　　象

　3分間に15個または1日5，000個以上の出現頻

度を有する一源性心室期外収縮（VPC）患者6名，

男4例，女2例（平均年齢57歳）を対象とした．

このうち1例は基礎心疾患として肥大型心筋症
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（症例2），他の1例は大動脈弁閉鎖不全（症例5）

を有した．

　2．方　　法

　赤血球を25mCiのTc－99　mで体内標識し，

modified　LAO　40°における心電図同期心プール

像を記録した．ガンマカメラは高感度コリメータ

を装着した日立製Gamma　View－Hを用い，エネ

ルギーウインドウ幅は20％とした．データ処理

装置はADAC　System　2を用い，データ収集は

Bad　beat　rejection　programのdual　window法に

より，洞性R－R間隔および心室期外収縮R波か

ら次の洞性R波までの休止期をフレームモード

により各200心拍以上収集し，おのおのR－R間

隔を16等分する洞性心拍および心室期外収縮像

を作成した．各心拍像のデータ収集はR－R間

隔の土10～15％の許容誤差範囲を設定して行っ

た．今回の検討では十分な数のVPCの収集には

約10～40分を要した．

　位相イメージは一次項フーリエ解析により作成

し，カラー表示は各位相イメージの左に示す16

色のカラースケールを用い，スケール下方を早期

位相，上方を遅延位相とした．本コンピュータシ

ステムのカラースケールは基本的には下端（濃青

色）を位相角一180°，上端（白色）を＋330°で表

示したものであるが，本研究では一部の症例（症

例5）において位相差を強調する目的で位相角

一 180°から＋180°までを16色で表示した．VPC

発生部位はVPC像の位相イメージおよび位相イ

メージの動画像11）より2名の医師により判定さ
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れた．左前斜位像における左室および右室の局所

部位診断はSwirynら2），　Turnerら4・5）の方法に

従った．

m．結　　果

　全6例中，位相イメージにおいて右室起源VPC

は3例に，左室起源VPCは2例にみられ，他の

1例は典型的な右室あるいは左室起源VPCとは

異なる位相イメージを示した．全症例における心

室期外収縮時の位相イメージおよび標準12誘導

心電図（ECG）所見をTable　lに示す．以下各心

室起源VPCについて位相イメージおよびECG
の検討成績を述べる．

　1．右室起源VPC

　位相イメージにおいてVPCが右室起源と考え

られた3症例のうち，症例1は同イメージ上，

右室心尖部に早期収縮がみられ，右室心尖部が

VPC発生部位と考えられた．同例のECGでは

QRS波形は完全左脚ブロック型を呈しII，　III，

。VFにおいてQRS主棘は陰性であり，心電図学

的にも右室心尖部がVPC発生部位と考えられた

（Fig．1）．症例2および3は位相イメージにより

右室流出路付近がVPC発生部位と考えられた．

この2例ではECG上，　QRSは完全左脚ブロッ

ク型でかつIIJII，。VFにおいてその主棘が陽性

であり，心電図学的にも右室流出路がVPC発生

部位と考えられた（Table　1）．これら右室起源型3

例では最終心室収縮部位は左室後側壁の心基部寄

りであった．

　2．左室起源VPC

　位相イメージにおいて左室起源VPCと考えら

れた2例のうち，症例4では左室側壁がVPC発

生部位と考えられた（Fig．2）．症例5では位相イ

メージ上，左室全体に早期位相が示されたが，位

相イメージの動画表示では左室の中隔心尖部寄り

に最早期収縮がみられた（Fig．3）．症例4，5では

最終心室収縮部位は右室基部であった．ECG上，

2例ともQRSは完全右脚ブロック型であり，か

つII，　III，。VFのQRS主棘は陰性を示したが，特

に症例5ではH，III，。VFはQS型を示し，心室

下部から上部への興奮伝播が考えられた．

　3．特殊なVPC例について

　症例6では位相イメージにより両心室基部に早

期収縮がみられ，最終心室収縮部位は両心室心尖

部であった．本例ではECG上，　QRSは右脚ブ

ロック型とも左脚ブロック型とも決定し難いが，

II，　III，。VFではR型であり，心室上部から下部

への興奮伝播が示された．本例では位相イメージ

あるいはECGによるVPC発生部位の局所同定

はやや困難ではあるが，心室中隔上部の可能性が

高いと考えられた（Fig．4）．

IV．考　　案

　従来のリストモード収集ではVPC発生数が少

ない場合，VPC心拍を十分に収集する以前にデ

ィスク全容量を消費してしまうことが多い．Bad

beat　rejection　programによるフレームモード収

集では，VPCの心拍数が十分得られるまで時間

Table　l　Results　of　phase　analysis　and　electrocardiographic　study　in　ventricular　premature　contraction

Case　No．
　Areas　of
earliest　phase

Phase　images

Areas　of
latest　phase

Standard　12・lead　electrocardiograms

Bundle　branch
block　pattern

QRS　configuration
in　II，　III＆aVF　leads

1
2
（
5
4
．
5
6

RV　apex

RV　outfiow

RV　outflow

LV　lateral

LV　apical　septum

IVS　upPer　portion？

LV　posterolateral

LV　posterolateral

LV　posterolateral

RV　outflow

RV　inflow

LV＆RV　apex

CLBBB
CLBBB
CLBBB
CRBBB
CRBBB
unclassified

　rS
　　R
　　R

　rS
QS（or　rS）

　　R

Abbreviations：RV＝right　ventricle；LV＝left　ventricle；IVS＝interventricular　septum；CLBBB＝complete　left

bundle　branch　block；CRBBB＝complete　right　bundle　branch　block
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　　Ventr鰺ular　Premature　Contraction　　　　　　　　　　　　　　Sinus　Contraction
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Phase　images（upper　panel）　of　ventricular　premature（left）and　sinus（right）contrac－

tions，　and　the　standard　l2－lead　electrocardiogram（lower　paneりincase　1（57year－

old　male）．　An　arrow　shows　the　area　of　earliest　phase．　VPC　was　considered　to

originate　from　the　RV　apex　in　both　of　the　phase　image　alld　ECG．
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Fig．2　Phase　images　and　ECG　in　case　4（64　year－01d　female）．　The　origin　of　VPC　evaluated

　　　　　　with　phase　analysis　was　the　LV　lateral　wall（an　arrow）．　ECG　demonstrated　QRS

　　　　　　configuration　simulating　CRBBB　and　left　anterior　hemiblock．
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Fig．3　Phase　images　and　ECG　in　case　5（41　year－old　male）．　VPC　was　considered　to

　　　　　　originate　from　the　LV　apical　septum（an　arrow）in　the　phase　image．　ECG　showed

　　　　　　CRBBB　pattern　with　QS（or　rS）configuration　in　leads　II．　III　and　aVF．
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Fig．4　Phase　images　and　ECG　in　case　6（54　year－old　female）．　The　origin　of　VPC　was　con－

　　　　　　sidered　to　be　probable　upper　portion　of　the　interventricular　septum　in　both　of　the

　　　　　　phase　image　and　ECG．
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をかけてデータ収集を行うことが可能である．そ

の上，リストモードに比しフレームモードによる

データ収集は，画像再構成が不要である点でデー

タ処理上有利である．フレームモード法による

VPC像の収集が困難な症例として①多源性VPC

例，②連結期の異なるVPC，あるいは副収縮例，

③著しい洞不整脈例および④VPCの連結期と洞

性R－Rの時間間隔が比較的接近している症例な

どが挙げられるが，これらは通常のリストモード

法でも解決できないことが多い．

　従来，心室ペースメーカ挿入部位あるいは心室

頻拍発生部位の同定における位相イメージの有用

性は報告されているが3・5・7・9），散発性の自発性心

室期外収縮の発生部位診断における位相イメージ

の有用性はあまり検討されていない9・10）．本研究

において位相イメージによるVPC発生部位の診

断は，右室源性か左室源性かの鑑別にはほぼ全例

で，また右室あるいは左室局所の同定にも多くの

症例で可能であり，これらの結果は心電図学的検

討成績とも矛盾しなか・・た12・13）．今回は左前斜

位像のみについて検討したが，特に左室後壁発生

例では左側面像の記録あるいは心プール断層の導

入が今後必要と考えられた．

V．結 語

　心電図同期心プール像の位相解析は，標準12

誘導心電図所見との比較検討より，心室期外収縮

の発生部位の診断に有用と考えられた．

　本論文の要旨の一部は第48回日本循環器学会総会

（1984年3月，福岡）において発表した．
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Summary

Noninvasive　Identification　of　the　Origin　of　VentricU　lar　Premature　Contraction

　　　　　　　　　　　by　Phase　A皿1ysis　of　Radionuclide　Ventriculography

Naoki　KAwAI＊，　Mitsuhiro　OKADA＊，　Akio　SuzuKI＊，　Hideo　MATsusHiMA＊，　Schuhei

　　　YAMAMoTo＊，　Iwao　SoToBATA＊，　Kohichi　KANoH＊＊，　Takayuki　FuKuMITsu＊＊，

　　　　Masayuki　SuzuKi＊＊，　Hirobumi　MuRAMATsu＊＊，　Yoshibumi　TANAHAsHI＊＊，

　　　　　　　　　　　　　　　Takayuki　HIGo＊＊＊and　Mitsuo　TAKAyANAGI＊＊＊

＊First　Depart〃ient（of　lnter〃al・Mediei〃e，ノVagoγa　U〃iversitγ　S（・hoo／of　Medici〃e，　Nagoya

　　　　　　　　＊＊1）epart〃lent（）f　1〃ternat・Medicine，＊＊＊Depar〃nent　of　Radiology，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Nagoya　Ekisa’kai　Hosp’tal，ノVagoya

　　The　usefulness　of　phase　analysis　in　diagnosing

the　origin　of　ventricular　premature　contraction

（VPC）was　studied．

　　The　subjects　consisted　of　6　patients　with　frequent

uni　focal　VPCs．　Two　patients　were　complicated

with　hypertrophic　cardiomyopathy（Case　2）or

aortic　valve　regurgitation（Case　5）．

　　Red　blood　cellswere　labeled　in　vivo　with　25　mCi

of　technetium－99m，　and　16－frame　gated　cardiac

blood　pooいmages（approximately　200　cardiac

cycles）were　collected　in　the　40°modified　left

anterior　oblique　projection．　The　bad　beat　re－

jection　program　in　ADAC　computer　system　was

used　to　obtain　both　images　of　ventricular　prema－

ture　and　sinus　contractions　with　multi－buffer

frame　mode．

　　The　origin　of　VPC　evaluated　with　phase　analysis

was　right　ventricle（RV）in　3　cases，1eft　ventricle

（LV）　in　2　cases　and　probable　interventricular

septum　in　one　case．　ln　the　3　cases　of　RV　origin，

VPC　was　considered　to　originate　from　the　RV

apex　in　one　case（Case　l）and　RV　outflow　tract

in　two　cases（Cases　2　and　3）．　Standard　12－1ead

electrocardiograms（ECG）showed　complete　left

bundle　branch　block　pattern　with　rS　configuration

in　leads　H，　III　and　aVF　in　the　former　patient　and

with　R　configuration　in　these　leads　in　the　latter

two．　In　2　cases　of　LV　origin，　VPC　was　considered

to　originate　from　LV　lateral　wall（Case　4）and　LV

apical　septum（Case　5）．　ECG　demonstrated　QRS

configuration　simulating　complete　right　bundle

branch　block　and　left　anterior　hemiblock．1ncase

6，the　origin　of　VPC　was　considered　to　be　probable

upPer　portion　of　the　interventricular　septum　in

both　of　the　phase　image　and　ECG．

　　In　conclusion，　phase　analysis　was　a　useful

clinical　tool　in　assessing　the　origin　of　ventricular

premature　contractlon．

　Key　words：　Phase　analysis，　Ventricular　prema－

ture　contraction，　Radionuclide　ventriculography，

Frame　mode，　Standard　12－lead　electrocardiogram．
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