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《原　著》

陳旧性前壁梗塞におけるU波の意義に関する核医学的検討

兼本　成斌＊　　今岡千栄美＊ 五島雄一郎＊　鈴木　　豊＊＊

要旨　陳旧性前壁梗塞（PAMI）において左胸部誘導に示される陰性U波の意義を明らかにすることを目

的とした，対象はPAMI　63例（男性58例，女性5例，平均年齢51．7歳）で，　V4～6誘導のU波の極性に

ょり，陽性U波（PU群，16例），平坦U波（FU群，18例），陰性U波（NU群，29例）の3群に分類し

た．正常対照（NL）として心肺に異常のない12例（男性7例，女性5例，平均年齢49．3歳）を供した．方

法は，心電図のQ波数，運動負荷201Tl心筋シンチグラフィから総心筋灌流指数（TMPI），99mTc心プール

シンチグラフィにより安静時および運動負荷中の全体および区域駆出率（GEFおよびREF）を求め比較検討

した．その結果，異常Q波数はPU群1．6土1．5に比べFU群3．6土o．7，　Nu群4．3±1．3と後2者に多かっ

た（ともにP＜O．OOI）．　TMPIはPU→FU→NU群の順に各群間で有意差をもって減少（それぞれP＜0．001，

Pく0．02）した．運動負荷直後における前側壁の心筋灌流指数もこの順に有意差をもって減少したが，NU群

のみは4時間後に明らかな再分布が示され，FU群との間に有意差が消失した．安静時のGEFはNL　63．9

土8．6％，PU群65．0±11．8％，　FU群53．6土8．1％，　NU群36．5±13．6％と，　NLとPU群の間に有意差はな

かったが，以下PU→FU→NU群の順に各群聞で有意差が示された（それぞれP〈0．005，　P＜0．001）．前壁

中隔，下壁心尖部のREFも同様の傾向があった．しかし，後側壁はNU群のみが明らかに低下し，運動

負荷によってさらに低下する症例が少なくなかった．以上よりPAMIにおける左胸部誘導の陰性U波は，

心尖部を含む広範な梗塞で，i著しい左室機能の低下を示唆する指標であることが明らかにされ，側壁領域の

虚血を反映することが推察された．

1．緒　　言

　U波はその成因が解明されていない唯一の心電

波形である1’”3）．臨床的には，陰性U波が注目を

集めており，虚血性心疾患は，陰性U波がしば

しば示される重要な疾患の一つとして，その意義

に関して論議されている4“’9）．しかしながら，陳

旧性前壁（中隔）梗塞（PAMI）におけるU波の臨

床的意義について，心筋灌流および左室機能の両

面から詳細な検討を加えた論文はない．

　この論文の目的は，発症後1年以内のPAMI
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における左胸部誘導のU波の極性が，心筋梗塞

の大きさおよび左室機能と，どのような関わり合

いがあるのかを明らかにすることにある．

IL　方　　法

　対象　前壁（中隔）梗塞精査のため，東海大学

附属病院に入院し，発作後6～52週に，運動負

es　20iTl一心筋シンチグラフィ（ExTMS），その翌

日にRI心プールシンチグラフィ（RNVG）を施

行した男性58例，女性5例の63例（年齢は33～68

歳で平均51．7歳）である．そのうち，59例は冠

動脈造影法（CAG）を施行した．

　急性心筋梗塞の診断は，①30分以上持続する胸

痛，②特有の心電図変化，③血s9　CPKの上昇，

①～③の全てを満足するものとした．心電図上，

Q波を有する梗塞57例，Q波を有さない梗塞6例

であった．
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134 核医学　　25巻2号（1988）

　全例とも初回の心筋梗塞であるが，対象のうち，

発作後12時問以内に当院に入院し，血清CPKの

最大値が測定されたものは30例で，残りは急性期

に他の施設へ入院し，さらに精査のため当院を紹

介された患者である．

　なお，身体所見で心肺に異常がなく，心電図，

胸部X線写真とも正常範囲にあり，CAGで狭窄

性病変が認められず，左室造影で壁運動も良好な

男性7例，女性5例の合計12例（年齢は29～64歳

平均49．3歳）を正常対照とし，全例にExTMSを，

9例にRNVGを施行した．

　心電図　ExTMSの前日に標準12誘導心電図を

記録した．この心電図から，異常Q波の総数，

V4．．6誘導におけるU波の極性を検討し，その極

性から対象を以下の3群に分類した．

　陽性U波（PU）を示す男性13例，女性3例の合

計16例（平均年齢51．3土8．3歳）をPU群，平坦

なU波（FU）を示す男性17例，女性1例の合計

18例（平均年齢51．2土6．8歳）をFU群，陰性U

波（NU）を示す男性28例，女性1例の合計29例

（平均年齢52．2土10．5歳）をNU群とした．

　なお，U波は12誘導のうち，最長のQT間隔よ

り後に，陽性または陰性の振れがあり，視覚的に

明らかな波形として認識されるものとした．R－R

間隔は全例0．70秒以上であった．

　ExTMS運動負荷は修正Bruceプロトコー一ル

によりトレッドミルを用いて行った．狭心痛，呼

吸困難，下肢の疲労，年齢別目標最大心拍数≧

80％，J点から80　msecの時点におけるST降下

≧1mm，　J点におけるST上昇≧1mmのいずれ

かの時点で201TICI　2．O　mCiを静注し，さらに運

動負荷を30～60秒続けた．

　その5分後から高分解能コリメータを装着した

ガンマカメラを用いて，前面，左前斜位（LAO）

45°，同70°で撮像した．カウンティングは75keV

を中心としてウィンドウ幅20％で，心筋最大カ

ウント領域におけるカウント密度は3，000カウン

ト／cm2とした．4時間後に同様の方法で遅延像

を撮った．

　心筋灌流状態は，前面，LAO・45°，　LAO　70°に

おける各像の左室をほぼ面積の等しい5区域に区

分し，各区域を正常3，軽～中等度低下2，高度

低下1，完全欠損0の4段階に視覚的に分類し，

その総和を総心筋灌流指数（TMPI）とした．方法

の詳細は他の論文で述べた10）．

　さらに，ExTMS上，前面像における明らかな

肺野への201Tl集積の有無LAO・45°像における

右室壁描出の有無についても検討した．

　RNVG　生体内標識99mTc一赤血球20　mCiを静

注した後，安静臥位および運動負荷中に，解剖学
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Fig．1　Total　myocardia1　perfusion　index　calculated　from　early　and　delayed　images　in　each

　　　group，　NL：normals，　PU：positive　U　wave，　FU：flat　U　wave，　NU：negative　wave
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的に左室を一番よく分離できる修正左前斜位で心

電図同期のもとに，低エネルギー高分解能コリメ

ー タを装着したガンマカメラで行った．左室全体

駆出率（GEF）は，左室の時間放射能曲線からバ

ックグラウンドを除去して，GEF－（拡張末期カ

ウントー収縮末期カウント）／（拡張末期カウント）

によってコンピュータで半自動的に求められた．

区域駆出率は，Huttonら11）の開発したプログラ

ムによって算出した．
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lll．結　　果

　心電図　異常Q波の総数は，pu群1．6土1．5，

FU群3．6土0．7，　NU群i　4．3土1．3とFU・NU群i

はPU群に比べて明らかに多かった（ともにp＜

0．001）．しかし，FU・NU群間には推計学的な差

は示されなかった．

　ExTMS正常対照，　PU・FU・NU群に分類し

て，運動負荷直後，安静時のTMPIをFig．1に

示した．運動負荷直後および安静時ともに各群間

で推計学的な有意差をもって順に低下した．また，

PAMIでは3群とも運動負荷直後に比べて安静時

には，僅かであるが推計学的に有意な再分布が示

された．

　さらに，心尖部および前側壁領域における心筋

灌流指数を運動負荷直後および安静時について
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Fig．3　Global　ejection　fraction　at　rest　and　during　exercise　in　each　group．
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Fig．2に示す．心尖領域の心筋灌流指数は正常対

照→PU→FU群の順に各群間で有意差をもって

低値をとった．しかし，FU・NU群間ではFU

群が高値をとる傾向にあったが推計学的な差は示

されなかった．FU・NU群とも遅延像で有意な

再分布が認められた．

　っぎに前側壁領域についてみると，運動負荷直

後にはPU→FU→NU群の順に各群間で有意差

が示されたが，遅延像ではFU・NU群間に明ら

かな差が認められなかった．またNU群では再

分布が示された．

　運動負荷直後に肺野への201Tl集積の認められ

たものは，正常対照8．3％，PU群0％，　FU群

50・0％，NU群69．0％と後2者に多かった（PU

群とは順にp＜0．005，p＜0．001）．また，右室壁が

描出されたものはそれぞれ8．3％，25．0％，55．5％，

69．0％と順に増加する傾向があり，PU群とNU

群には有意差が示された（P〈0．01）．

　RNVG　安静時のGEFは正常対照63．9土8．6％，

PU群65．0土11．8％，　FU群53．6土8．1％，　NU群

36．5土13．6％と正常対照とPU群の間に有意差は

なかったが，PU→FU→NU群の順に各群間で
有意差をもって低下した（Fig．3）．

　運動負荷中のGEFは正常対照は69．4土8．7％

と5．6士2．4％上昇（p＜0．05）したが，PU群は

62．4土9．2％，FU群51．6土7．7％，　NU群35．6土

1．32％と安静時同様に各群間で有意差をもって低

下した（Fig．3）．しかし，同一群内では安静時に

比べて，運動負荷時のGEFは低下する傾向は認

められたが有意差は認められなかった．安静時と

運動負荷時のEFの変化（4EF）を5％以上増大

したもの，5％以上低下したもの，その中間に分

類してTable　1に示した．　AEF＞5％上昇あるい

は低下したものはNU群に比べPU・FU群に多
い傾向が示された．

　各群の区域駆出率（REF）を安静時，運動負荷

時に分けてTable　2に示す．　REFは前壁中隔，

下壁心尖部ともにPU→FU→NU群iの順に各
群間で推計学的な有意差をもって低下した．後

側壁はNU群のみが他群に比べ低下していた．

4EF・く5％のものはPU群が1例（6．3％）に対し，

FU群が6例（33．3％），　NU群が11例（37．9％）と

後2群に多い傾向が示され，PU群は不変例が

68．7％と多かった．なお，正常対照とPU群はい

ずれの区域においても有意差が示されなかった．

　また，PAMIについては安静時および運動負荷

中の心拍数，収縮期血圧，double　productは全て

各群間で有意差がなかった．

　冠動脈造影　罹患冠動脈数はNU群が1．5土O．7

とPU群1．1土0．9，　FU群1．1±0．4に比べ多い傾

向はあったが推計学的な有意差は示されなかった．

Table　l　Difference　of　global（ejection　fraction　between

　　　　resting　and　exercise　values

Group　PU　Group　FU　Group　NU

4GEF≧5％　　　　　　3（18．7）　　3（16．7）　　3（10．3）

AGEF≦5％　　　　　　5（31．3）　6（33．3）　　4（13．8）

－
5％＜AGEF＜5％　　8（50．0）　9（50．0）　22（75．9）

（）％

Table　2　Regional　ejection　fraction　at　rest　and　during　exercise．　Mean士（SD）

Rest Exercise

AS AI PL AS AI PL

Normals

Group　PU

Group　FU

Group　NU

52．6

（9．0）

50．2

（11．4）

37．0

（8．3）

23．0

（11．2）

95．8

（11．6）

90．9

（13．5）

73．7

（21．5）

41．5

（24．8）

75．7

（11．5）

79．9

（14．7）

75．1

（11．6）

53．6

（21．8）

61．1

（9．0）

52．3

（9．6）

36．9

（8．1）

24．6

（10．5）

94」

（11．8）

85．2

（15．0）

67．2

（20．7）

36．7

（25．2）

79。6

（12．5）

80．6

（12．6）

76．4

（14．4）

52．7

（22．2）

Abbreviations：AS＝anteroseptal，　AI＝apicoinferior，　PL：posterolateral
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IV．考　　案

　われわれはすでにPAMIにおけるU波の意義

を観血的な左室造影法により検討し，U波の極性

と左室機能は密接な関係のあることを認めた12）．

この研究では対象とした症例はやや異なるが，非

観血的に核医学的検査をもとに検討したところ，

ExTMSでは，①心筋梗塞巣の大きさはPU→FU

→NU群の順に増大し，　NU群では心尖部の心

筋灌流も高度に低下していること，RNVGでは，

②GEFは安静時および運動負荷中ともPU→FU

→NU群の1頂に低下し，③REFについては，前

壁中隔，心尖下壁領域はPU→FU→NUの順に

低下したが，後側壁領域はNU群のみが低値をと

っていたこと，④運動負荷中のGEFの低下例は

PU・FU群に多く，NU群では不変例が多かった

ことを明らかにした．

　梗塞巣の大きさ

　この研究では心筋梗塞巣の大きさをTMPIで

半定量的に評価したところ，U波の極性により心

筋梗塞巣の大きさを識別できた．とくに陰性U

波を有するものは，前壁中隔および心尖部を含む

広範な梗塞であることが明らかにされた．

　従来，心尖部を含む梗塞について，種々の心電

図診断基準が提唱されている12）．しかし，いずれ

もsensitivityは高くない12）．われわれの対象でも

Q波の総数や部位はFU群とNU群で推計学的
な有意差は示されなかった．

　また，最近では運動負荷によって誘発された陰

性U波は，201Tl一心筋シンチグラフィで虚血領域

が負荷後に再分布を示すか，もともと正常灌流

であり，狭窄冠動脈に基づく支配領域の心筋は

生存していることを示唆する所見であるとされ
る4，6・8・13N16）．

　われわれの研究では，心尖部領域はFU群，

NU群ともに遅延シンチ上，僅かではあるが推計

学的に有意な再分布が示された．しかし，NU群

の心筋灌流そのものは明らかに低値をとっており，

心尖部領域も心筋梗塞に陥入っているものと考え

られた．
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　一方，前側壁領域の安静時心筋灌流はPU群は

正常，FU・NU群はやや低下しているものの十

分な生存心筋が存在しているものと考えられる．

NU群では運動負荷直後と比べて明らかな再分布

が示され，FU群との有意差が消失したことがこ

れを裏づけている．

　左室機能

　われわれは左室造影法でGEFはPU→FU→
NU群の順に各群間で有意差をもって低下し，48

分画したradial　shortening　ratioでも順に壁運動

異常が増大すること，左室拡張末期容積がFU・

NU群ではPU群に比べ明らかに大であることを

示した12）．Kishidaら17）もNU波を有するもの

は有さないものに比べてGEF＜50％の症例が有

意に多いとのべている．

　今回の検討ではGEFのほかにREFで，前壁

中隔，心尖下壁領域もPU→FU→NU群の順に

明らかな有意差をもって低下し，とくにNU群で

は他群に比べ後側壁領域のREFも有意な低値を

とったことから，NU波は心尖部を含む広範な梗

塞に示される徴候であることが確認された．

　運動負荷に対する反応として4GEF〈5％ある

いは〉15％はPU・FU群の50％に対し，　NU群

は不変例が75．9％と多かった．この理由として

PU・FU群は心筋梗塞周囲の傷害部，虚血部が

広く運動負荷により左室機能が低下するか，ある

いは梗塞領域が小さく健常心筋による代償性過収

縮により正常反応を示すが，NU群では梗塞巣と

健常心筋との関係において，上記の中間の反応を

示す症例が多いものと推察される．

　PAMIにおける安静時NUの意義
　NU波は運動実験では虚血部と非虚血部の間に

生ずる電位差によって招来される18）．

　臨床的に運動負荷によって誘発される陰性U

波は，心筋梗塞ではQS型でない梗塞周辺部領域

に出現することから，誘導直下における高度の虚

血と局所壁運動の異常を反映する指標と考えられ

ている15）．

　われわれは，PAMIにおいて安静時にNUが

示された群では，ExTMIで前側壁に虚血が誘発
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され，RNVGでは運動負荷時に後側壁領域に局

所壁運動異常が招来されたことから，NU波は前

壁梗塞周辺部である側壁の虚血を反映しているも

のと推察された．このような安静時のNU波が，

PTCAあるいは大動脈一冠動脈バイパス術によっ

ていかに変化するか今後検討してみたい．

v．結　　論

　陳旧性前壁梗塞における左胸部誘導に示される

U波の極性は，心筋梗塞巣の大きさと左室機能を

反映する．すなわち，陽性U波，平坦U波，陰

性U波の順に梗塞巣は大となり，左室機能は低

下してゆく．

　とくに，陰性U波は心尖部を含む広範な梗塞

を意味し，側壁領域の虚血を示唆する所見である

ことが示唆された．
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Radionuclide　Evaluatio皿s　on　Sig面cance　of　U　Waves　in

　　　　　　　Previ皿s　Anterior　Myocardial　lnfarction

Nariaki　KANEMoTo＊，　Chiemi　IMAoKA＊，　Yuichiro　GoTo＊and　Yutaka　SuzuKI＊＊

＊Depar〃脚τρ∫加8蜘／Medicine，＊＊Department　of　Radiologア，

　　　　　　　　　Tokai　University　Schoo／6ゾ」lfedicine

　　The　airn　of　this　study　is　to　evaluate　the　clinical

significance　of　negative　U　waves　in　patients　with

previous　anterior　myocardial　infarction．　Suヒ）j　ects

were　63　patients（58　men　and　5　women，　mean　age

of　51．7　years）．　They　were　divided　into　three　groups

according　to　the　polarity　of　U　waves　in　left　pre－

cordial　Ieads（leads　V4－6）：positive　U　waves（PU）

of　16　patients，　fiat　U　waves（FU）of　18　patients

and　negative　U　waves（NU）of　29　patients．　Twelve

normals（7　men　and　5　women，　average　age　of

49．3years）were　studied　as　controls．

　　Stress　201TI・myocardial　scintigraphy（TMS）and

ECG－gated－99mTc－radionuclide　ventriculography

（RNVG）at　rest　and　during　exercise　were　per・

fbrmed．　Total　myocardial　perfusion　index（TMPI）

was　calculated　as　follows；each　scintigram（ante－

rior，　LAO　45°and　LAO　70°views）was　divided

into　roughly　equal　5　segments，　and　the　perfusion

of　each　segment　was　graded　visually　from　O（no

perfusion）to　3（normal　perfusion）．　TMPI　was

asum　of　each　score　from　3　views．　Global－ejection

fraction　（GEF）and　regional－ejection　fraction

（REF）in　anteroscptal（AS），　apicoinferior（AI）

and　postero］ateral（PL）segments　were　calculated

at　rest　and　during　submaximal　exercise．　TMPI

decreased　from　PU，　FU　to　NU　with　significant

difference（p＜0．001，　p＜0．02，　respective1y）．　MPI

in　anterolateral　segment　immediately　after　exercise

showed　the　same　tendency．　However，　significant

redistribution　was　noted　in　NU　and　hence　MPI

showed　no　changes　with　FU　in　delayed　images．

GEF　at　rest　was　63．9±8．6％in　normals，65．0±

11．8％in　PU，53．6土8．1％in　FU　and　36．5土13．6％

inNU．　However，　significant　differences　were　shown

between　PU　and　FU（p〈0．005），　and　FU　and　NU

（p＜0．001），　Regional　EF　in　anteroseptal　and

apicoinferior　segments　showed　the　same　tendencies．

However，　in　posterolateral　segment　REF　in　only

NU　showed　the　significantly　lower　value　and

decreased　further　during　exercise．

　　These　results　suggest　that　negative　U　waves　of

Ieft　precordial　leads　in　previous　anterior　myo－

cardial　infarction　are　the　important　slgn　suggestlng

extensive　myocardial　infarction　with　signi丘cantly

decreased　left　ventricular　function　involving　the

apex．　Negative　U　waves　could　be　censidered　to　be

connecting　with　lateral　ischemia．

　　Key　words：Negative　U　wave，　Previous　ante－

rior　infarction，　Tl－201　myocardial　scintigraphy，

Tc－99m　ventriculography。
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