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《原　著》

肥大心における左室拡張期動態

池園　　徹＊　　尾崎　正治＊＊

古谷　雄司＊＊　楠川　禮造＊＊

山岸　　隆＊＊　清水　達朗＊＊

　要旨　肥大心における左室拡張期動態の相違を検討するため，高血圧性心肥大（HT）19例，肥大型心筋症

（HCM）11例，健常者（N）13例を対象に心電図同期心プールシンチグラムを行い，左室容量曲線およびその

一次微分，二次微分曲線の解析を行った．収縮期特性では，3群間に有意差はなかった．拡張期特性では，

最大充満速度（PFR）は，　HT群がHCM群に比べ，有意（p＜0．05）に低下したが，拡張初期流入率（％EFV）

は，逆にHCM群がHT群より有意（Pく0．01）に低下した．さらに，最大充満加速度は，　HCM群がHT

群に比べ，有意（p＜0．001）に高値を示した．以上の結果より，HT群は，拡張初期より充満期に障害が強

く，HCM群では，充満期より拡張初期に障害がみられた．そして，　HCM群では，拡張初期の障害を加速

度の増加をもって代償し，HT群では，加速度の増加がないため充満期にも障害がみられることが示された．

L　緒　　言

　肥大型心筋症の基本病型は，左室壁の異常な肥

厚にともなう左室拡張期コンプライアンスの低下

であるが1），近年，心エコー法2”’5），シネアンギオ

グラフィー6”’11），R1アンギオグラフィー12・13）の

研究から，左室等容弛緩期および急速充満期の障

害が報告されている．しかしながら，これらの拡

張期障害は，肥大型心筋症に特異的なものではな

く，慢性負荷に対する適応性肥大心においても拡

張期特性の障害が報告され16－t19），おのおのの病

態における拡張期特性様式の差異が論じられてき

ている．

　今回，われわれは，肥大心における拡張期動態

の異常が，その成因によってどのように異なるか

を検討するため，肥大型非閉塞型心筋症および高

血圧性心肥大を対象に，心電図同期心プール法を

施行し，左室容量曲線の解析を行った．
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II．対象ならびに方法

　対象は，高血圧性心肥大19例（34～70歳，平均

年齢53歳），肥大型非閉塞型心筋症11例（33～68歳，

平均年齢54歳），対照として，健常者13例（20～70

歳，平均年齢36歳）の計43例である．

　高血圧性心肥大（HT）は，血圧160／95　mmHg

以上を少なくとも2年以上経過し，心エコー法よ

り，心室中隔あるいは左室自由壁の壁厚が12mm

以上の肥大をもち，運動負荷心電図および負荷心

筋シンチグラムにて異常を認めなかった例である．

　肥大型非閉塞型心筋症（HCM）は，心エコー法，

左室造影，心筋生検により厚生省特定疾患特発性

心筋症の診断の手引20）により診断し，弁膜症お

よび高血圧の既往のある症例は除外した．

　健常者（N）は，病歴，胸部X線，心電図，心

エコー図より心疾患を有さない例である．

　全例とも洞整脈であり，投薬は，48時間以上服

薬中止後検査を施行した．

　心電図同期心プールシンチグラムは，すでに報

告した15・21）と同様に，安静臥位にて左肘静脈よ

り99mTc－HSA約20　mCiを静注し，約10分後の

平衡時，コリメータを尾側に10度挙上した左前斜

位方向（約40～60度）より入力した．記録方法は，
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マルチゲート法にて，600心拍を加算したデータ

を1フレーム30msecにて採取した．左室容量曲

線は，フレーム加算像より左室に関心領域を設定

し，backgroundを減じて求めた．そして，この

左室容量曲線より，以下に述べる方法にて，一次

微分および二次微分曲線を求めた．

V（i）＝
C（i十1）－C（i－1）

　2×1フレームの間隔（msec）

×1000msec

　　　　　　V（i一目）－V（i－1）
A（i）－

　　　2×1フレームの間隔（msec）

　　×1000msec

　ただし，c（i十1），c（i－1）：i十1およびi－1フレ

ー ムのカウント．v（i）：iフレームの一次微分値．

A（i）：iフレームの二次微分値．

　これらの曲線よリ以下に示す指標を求めた
（Fig．1）．

24巻2号（1987）

収縮期指標

1）駆出率（EF）
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　2）　Peak　ejection　rate（PER）

　　　最大駆出速度を拡張末期カウント（EDC）

　　　でnormalizeした．

　3）　Peak　ejection　acceleration（PEA）

　　　最大駆出加速度をEDCでnormalizeした．

　拡張期指標

　1）　Peak　filling　rate（PFR）

　　　最大充満速度をEDCでnormalizcした．

　2）　Time　to　peak　filling　rate（T－PFR）

　　　収縮末期よりPFRまでの時間．

　3）　Peak　filling　acceleration（PFA）

　　　最大充満加速度をEDCでnormalizeした．

　4）　Time　to　peak　filling　acceleration（T－PFA）

　　　収縮末期よりPFAまでの時間．

　5）　Early　filling　volume　ratio（％EFV）15）

　　　収縮末期より100msec後の容量増加率．

　使用装置は，Sear1製PHO／GAMMA，　LFOV

型アンガーシンチレーションカメラである．デー

タ処理に島津製シンチパック1200を使用した．

　心エコー法は，アロカ製SSD－110Sを用い，心

プールシンチ検査直前に，安静臥位にて，紙送り

速度100mm／secで記録した．心室中隔および後

　　5
PER

ユv L5

Table　1 Global　dimension

3groups

and　wall　thickness　in

2　　　2
dVldt HR

（／min）
LVDd
（mm）

LVDs
（mm）

WT
（mm）

Fig．1　Left　ventricular（LV）volume　curve　and　first

　　　　（dV／dt）and　second（d2V／dt2）derivative　of　the

　　　　LV　volume　curve．　Peak　ejection　rate（PER）and

　　　　peak　ejection　acceleration（PEA）were　calcu・

　　　　1ated　as　systolic　indices．　Early　filling　volume

　　　　ratio　（％EFV），　peak　filling　rate　（PFR）and

　　　　peak　filling　acceleration（PFA）were　obtained

　　　　as　diastolic　indices．

N
HT
HCM

75：と12　　　45土4　　　　29±4

61土8’　　　44土2　　　　29土3

61土14’　　43士5　　　　27：t4

16：と2

27±1’

32士2’！

Values　are　mean土S．D．

’p＜0．001vsN　！p＜0．001　vsHT

Abbreviation：N　＝・　normal　subject；HT　＝　hyperten－

sion；HCM・＝hypertrophic　cardiomyopathy二

LVDd＝left　ventricular　diastolic　dimension；

LVDs＝1eft　ventricular　systolic　dimension；

WTニwall　thickness
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Fig．2　Representative　example　of　the　left　ventricular　volume　curve　from　three　groups．

　　　In　HCM，　the　volume　change　of　the　early　diastolic　phase　was　markedly　depressed，

　　　but　the　slope　of　the　rapid　filling　showed　almost　noma1，　while　the　volume　change

　　　of　both　phases　in　HT　were　depressed．
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Fig．3　Comparison　of　the　systolic　phase　indices　among　three　groups．　There　were　no

　　　significantIy　difference．
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壁の壁厚は，僧帽弁弁尖部の記録される部位にて，

心電図R波の頂点における壁厚を計測した．

III．結　　果

　Table　lに，各群における検査時の心拍数およ

び心エコー法より求めた左室拡張末期径（LVDd），

収縮末期径（LVDs），左室壁厚（WT）（心室中隔と

後壁壁厚の和）を示す．

　LVDdおよびLVDsには，3群間に有意差はな

かったが，WTは，　N群（16士2mm）に比べ，　HT

群（27±1mm），　HCM群（37士2mm）では有意

（P＜0．001）に肥厚し，HCM群は，　HT群に比べ

有意（p〈0．001）に大であった．

　Figure　2に，おのおのの群の典型例における左

室容量曲線とその一次微分および二次微分曲線を

示す．左室容量曲線の拡張期のパターンをみると，
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Fig．4　Comparison　of　the　diastolic　phase　indices　among　three　groups．　The　T－PFR　in

　　　HCM　and　HT　were　signifi：antly　prolonged　than　N．　The　PFR　in　HCM　was　not

　　　significantly　different　from　N，　but　that　of　H　r　was　significantly　lower　than　N　and

　　　HCM．　In　contrast，　the％EFV　in　HCM　was　significantly　lower　than　that　of　N

　　　and　HT．

115　49
土14　▲18

6．9

±19

HCMは，　Nに比べ拡張初期の立ち上がりが著明

に低下しているが，その後の急速充満期には，ほ

ぼ正常な傾きを示している．一方HTでは，拡張

初期の立ち上がりの低下は軽度みられるが，急速

充満期においても傾きの低下がみられる　そこで、

各指標について，3群間の比較を行った．

　1）左室収縮期機能（Fig．3）

　駆出率（EF）は，　HCM群（63土8．7％）では，　N

群（57土5．3％），HT群（60土6．5％）に比べ平均値で

高値を示したが，3群間に有意差はなかった．最

大駆出速度（PER）および最大駆出加速度（PEA）

においても，3群間に有意差は認められなかった．

　2）左室拡張期機能（Fig．4，　Fig．5）

　収縮末期より最大充満速度までの時間（T－PFR）

は，N群（147士14　msec）に比べ，　HCM群（203

±28msec），　HT群（199土29　ms㏄）は，ともに有

意（P＜0．001）に延長したが，HCM群とHT群間

には有意差はなかった．

　最大充満速度（PFR）は，　N群（3．4土0．5／sec）と

HCM群（3．0土0．5／sec）の間には有意差を認めな

かったが，HT群（2．6±0．5／sec）は，　N群（P＜

0．001）およびHCM群（P＜0．05）に比べ有意に低
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Fig．5　Comparison　of　the　T－PFA　and　the　PFA　among

　　　three　groups．　The　T－PFA　in　HCM　and　HT

　　　were　significantly　prolonged　than　that　of　N．

　　　The　PFA　did　not　show　any　difference　between

　　　Nand　HCM，　but　that　of　HT　svas　significantly

　　　lower　than　N　and　HCM．

下した．

　しかし，拡張初期の指標であるearly　mling

volume　ratio（％EFV）は，　HCM群（4．9圭1．8），

HT群（6．9土1．9）ともにN群（11．5土1．4）に比べ

有意（p＜0．001）に低下したが，PFRとは逆に
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　　　in　all　cases．

HCM群はHT群より有意（P＜0．01）に低下した．

　収縮末期から最大充満加速度（PFA）までの時

間（T－PFA）は，　N群（91土1．8　msec）に比べ，

HCM群（151土21　msec），　HT群（139土30　msec）

ともに有意（p＜0．001）に延長したが，両群間に有

意差はなかった．

　最大充満加速度（PFA）は，N群（29．4圭8．1／sec2）

とHCM群（27．9±7．2／sec2）に有意差は認められ

なかったが，HT群（20．2土5．4／sec2）は，　N群，

HCM群に比べ有意（p＜0．01）に低下した．

　Figure　6は，最大充満速度と最大充満加速度の

相関を検討した図であるが，両者間にY＝0．06X＋

1．4，r＝0．856と有意な相関がみられた（p＜0．001）．

IV．考　　察

　左室拡張期機能は，等容弛緩期，急速充満期，

緩速充満期，心房収縮期の4つの時相について検

討されており，肥大心における拡張期障害の特徴

は，緩速充満期におけるコンプライアンスの低下

が広く知られている1）．そして，近年では，等容

弛緩期および急速充満期における障害にも注目が

集められている．しかし，同じ肥大心でも，その

成因の違いによっておこる拡張期障害の差異につ

いての報告は少ない4）．

　今回，われわれは，心電図同期心プール法より

求めた左室容量曲線を解析した結果，同じ肥大心

でも，特発性肥大型非閉塞型心筋症（HCM）と，

161

適応性肥大心である高血圧性心肥大（HT）の拡張

期障害のパターンが異なることに着目した．その

結果，HCMでは，等容弛緩期の左室relaxation

を評価し得る指標15）である％EFVは，著明に低

下を示した（Fig．4）にもかかわらず，急速充満期

の指標であるPFRは，健常群と有意差を認めな

かった（Fig．4）．これに対し，　HTでは，％EFV

は健常群より低下を示すが，HCMほど著明では

ない．にもかかわらず，逆にPFRは，　HCMよ

り有意に低下を示した（Fig．4）．すなわち，　HCM

とHTでは，拡張期障害の中でも障害される時相

が異なっていることが判明した．そして，その原

因として，HTでは，最大充満加速度（PFA）が有

意に低下を示したが，HCMでは，　PFAの低下が

みられず（Fig．5），　HCMは，充満加速度の増加

をもって，拡張初期の異常を代償しているが，

HTでは，その代償がみられないと考えた（Fig．6）．

　HTにおける拡張期特性は，　Fouad18），　Smith16），

Inoue17）らが報告しているように，高血圧心の早

期からの異常としてPFRの低下を述べており，

われわれの結果と一致している．しかし，HCM

では，拡張期特性，特に急速充満期の障害につい

ては一致がみられていない．すなわち，ある報

告22“’24）では，HCMにおけるPFRの低下を述べ

ているが，他の報告6・9・11”13）では，健常者と有意

差を認めていない．この相違の一つの原因として，

HCMの病態の重症度が関与していると思われる

が，その他に，PFRの低下を示している報告は，

心エコー図法によって求めたものであり，PFRが

正常を示している報告は，心プール法，またはシ

ネアンギオグラフィー法による方法である．この

方法の相違が，HCMにおけるPFRの相違の原因

にもなっていると考えられる．なぜなら，HCM

の場合，不均一の心筋障害がみられるため，心エ

コー図法のように，左室のある一断面だけの計測

では，正確に病態を把握できないと考えられる．

一
方，心プール法は左室全体のカウントの変化を

反映するため，より正確と考えられる．今回のわ

れわれの結果では，HCM群のPFRは健常群と

有意差を認めなかった．
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　HCMにおける左室relaxationは，左室圧曲線

から求めたTime　constantの異常により報告され

ており7・8），HCMの血行動態の異常の一つとされ

ている．HTでの左室relaxationの報告は少ない

が，Hirota？）は，　HTにおいてもTime　constant

の異常を報告しているが，HCMよりもその異常

は軽度である．このことは，われわれが用いた

％EFVが，　HCMにおいて著明に低下し，　HTで

はその異常が軽度であることに一致する．

　今回，われわれは，HCMとHTにおいて，拡

張期特性のパターンが異なる原因として，左室容

量曲線の二次微分を求めた．その結果，HCMは，

HTに比べPFAが有意に増加しており（Fig．5），

PFRを正常化している代償機構が働いていると

考えた．Betochi25）らは，同様に二次微分曲線を

求め，収縮末期からPFAまでの時間（T－PFA）が，

左室等容弛緩期時間（IRT）を表現していると報告

している．今回，IRTとの相関については検討し

ていないが，もし，T－PFAがIRTを示すならば，

PFAは，等容弛緩期から充満期への移行期の

energyを表現しているのかもしれないが，今後，

さらに検討が必要と思われる．

　肥大心における拡張期障害については，種々の

原因が考えられているが，Hanrath4）らは，　HCM

およびHTにおいても拡張期障害を認めることか

ら，その成因は，心筋線維の配列異常よりも，む

しろ線維化を伴う著明な心筋量の増大にあり，こ

れに心内膜下の虚血が関与していると述べている．

しかし，肥大心，特にHCMの場合，心筋障害は

心筋全体に均等に生じるものではなく，正常心筋

における代償作用等が複雑に関与していると考え

られる．そして，肥大心の重症度評価に，心筋壁

厚それも心エコー図による一面だけの壁厚で重症

度を評価することには無理があると考える．

　今回のわれわれの結果において，HCMおよび

HTともにprogressiveな病態であり，ある一時

期のみで両群の拡張期動態の差異を決定づけるこ

とは，急ぎすぎの感があるが，今後，おのおのの

病態の進行とともに血行動態の変化を比較してい

く必要がある．

　今回の検討において，同じ肥大心でありながら，

左室容量曲線のパターンの差異がみられたことの

原因として，afterloadの影響，房室間の圧較差，

心内膜下の虚血あるいは心筋自体の特異性を考え

ているが，今後の興味ある検討課題として残って

いる．

V．結　　語

　1）肥大心における拡張期特性を検討するため

肥大型心筋症と高血圧性心肥大を対象に，左室容

量曲線の解析を行った．

　2）HCM群は，　N群に比べ％EFVは有意に

低下したが，PFRは有意差はなかった．

　3）HT群は，　N群に比べ％EFVとPFRはと

もに低値を示したが，HCM群に比べ％EFVは，

有意に高値を示し，逆にPFRは低値を示した．

　4）最大充満加速度は，HT群はHCM群に比

べ有意に低下した．

　5）HCM群は，初期の拡張障害を充満期に代

償すべく加速度の充進がみられたが，HT群では，

その代償がみられなかった．

　本論文の要旨は，第49回（1985年）日本循環器学会総

会において発表した．
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Summary

Left　VentricUlar　Diastolic　Performance　of　Left　VentricUlar　Hypertrophy

Tohru　IKEzoNo＊，　Masaharu　OzAKI＊＊，　Takashi　YAMAGIsm＊＊，

Tatsuro　SHIMIzu＊＊，　Yuji　FuRuTAM＊＊and　Reizo　KusuKAwA＊＊

　　　　　　＊　Depart〃ze〃’6ゾInter〃al／Vledicine，　Kitakγus／in　Cit　v　Tobata　Hosp〃al

口Tlie　Second　Divi，ぷioπ（ゾ加θr〃alルfedic加e，　Ya〃lag〃chi　Univerぷity　School〈ゾルledicine

　To　study　Ieft　ventricular　diastolic　performance

in　different　fbrms　of　left　ventricular　hypertrophy，

ECG　gated　cardiac　blood　pool　scan　was　perfbrmed

in　l　l　patients　with　hypertrophic　nonobstructive

cardiomyopathy（HCM）and　in　19　patients　with

hypertension（HT），　and　left　ventricular　volume

curve（LVVC）was　analyzed　and　compared　with
those　of　13　normal　subjects（N）．

　Ejection　fraction（EF）and　early　filling　volume

ratio（the　ratio　of　volume　increment　of　100　msec

later　than　the　zero　point　in　the　first　derivative　of

LVVC　to　the　end　diastolic　volume）（％EFV）were

computed　from　LVVC．　Peak　ejection　rate（PER）

alld　peak　filling　rate（PFR）were　obtained　from

the　first　derivative　of　LVVC．　Peak　ejection　accel－

eration（PEA）and　peak　filling　acceleration（PFA）

were　calculated　from　the　second　derivative　of

LVVC．
　　EF，　PER　and　PEA　did　not　show　any　difference

between　these　3　groups．　PFR　was　lower　in　HT

（2．6土0．5）compared　with　those　in　HCM（3．0土

0．5）（p＜0．05）and　in　N（3．4土0．5）（p〈0．001），　but

the％EFV　in　HCM（4．9土1．8）was　lower　than
those　in　HT（6．9±1．9）（p＜0．01）and　in　N（11．4±

1．4）（P＜0．001）．Moreover，　PFA　in　HCM（27．9土

7．2）was　increased　than　those　in　HT（20．2土5．4）

（p＜0．01）with　no　differences　between　HCM　and

N（29．4土8．1）．Significant　correlation　was　observed

between　PFR　and　PFA（Y＝0．06X十1．4．　r＝0．856．

p＜0．001）．

　These　result　indicate　that，　in　HCM，　reduced

increase　in　early　left　ventricular　volume　is　com－

pensated　　by　a　greater　filling　acceleration．　In

contrast，　there　is　no　compensation　by　filling　accel－

eration　in　HT．

　Key　words：　Left　ventricular　hypertrophy，　Left

ventricular　diastolic　property，　Peak　filling　rate，

Early　fimng　volume　ratio，　Peak　filling　acceleration．
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