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《原　著》

Cold　Pressor　Testによる健常人および高血圧患者における

　　　　　　　　　　　左室拡張機能動態の検討
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　要旨　末梢血管抵抗の増大をもたらす寒冷昇圧試験（CPT）により，急性後負荷増大に対する左室収縮お

よび左室拡張機能の変化を健常者（N群）10名とWHO　I～II期の高血圧症患者（HT群）10名を対象に比較

検討した．負荷前後で，リストモード心プールシンチグラフィにより，心電図R波順方向性および逆方向性

左室容量曲線を作成し，前者より収縮期指標として駆出率（EF），その一次微分曲線より拡張早期指標として

の最大充満速度（PFR），および後者から左房収縮寄与率（AC／SV）について検討した．

　CPTにより，両群とも心拍数は不変，血圧は上昇し，　HT群での血圧上昇は大なる傾向を示した．収縮

期指標であるEFは負荷前には2群間で有意差を認めず，　C凹「によりN群，　HT群とも低下し，　CPT負荷

後も2群間に有意差はなかった．拡張早期指標であるPFRは，負荷前HT群はN群より低く，　CPTによ

り両群とも低下した．左室充満に対するACISVは，負荷前HT群はN群より高値を示し，　CPTにより両

群とも増加したが，HT群での増大はより高度であった．

　以上より，健常者では急性の後負荷増大により，拡張早期流入障害が起こり，それを代償するように左房

収縮の関与が増大したが，WHO　I～II期の比較的臓器障害の少ないと考えられる高血圧症患者においては，

負荷前より存在した拡張早期流入障害はさらに障害され，心房収縮期左室充満量も高度に増大した．

Lはじめに
　1932年，Hines＆Brown1）が寒冷昇圧試験

（Cold　Pressor　Test以下CPTと略す）による高血

圧患者と正常者の間における末梢血管の反応性の

相違による昇圧の差異を報告して以来2・3），本試験

の応用による高血圧の予知に関する研究が多く報

告された．これらについては現在までに異論も唱

えられてきたが4・5），最近では，内因性α交感神

経刺激により末梢血管抵抗が上昇すると考えられ
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る6）CPTは動脈硬化進展度の把握7’8），狭心症の

誘発試験9”’12），あるいは左室後負荷を増大させる

方法として検討されている．

　一方，心プールシンチグラフィは非侵襲的に，

種々の負荷時の左室容量曲線の解析が可能な方法

として広く行われ，R波順方向および逆方向の容

量曲線の作成から収縮期や拡張早期のみならず，

拡張後期の評価も精度高く行えるようになってき

た13・14）．

　そこで正常者と高血圧患者を対象としてCPT

による急性の左室後負荷増大の左室拡張機能にお

よぼす影響を心プールシンチグラフィを用いて検

討した．

IL対　象（Table　1）

健常者10例（N群：男性6例，女性4例，45土

18歳）と，WHO分類stage　I～IIの本態性高血圧
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406 核医学

症患者10例（HT群：男性5例，女性5例，48土

14歳）を対象とした．

　これらの対象における心臓超音波検査の結果，

左室拡張末期径（LVDd），左室収縮末期径（LVDs），

心室中隔壁厚（IVST），左室後壁厚（PWT）および

左房径（LAD）において2群間で有意差を認めな

かった．

　なお今回の検討では，CPTにより著明に心拍数

25巻5号（1988）

が変化した例や，迷走神経過緊張が大きく関与し

たと思われる例などは対象から除外した．

m．方 法

島津社製LFOV型アンガーシンチレーション

カメラ，データ処理には島津社製シンチパック

1200を使用し，生体内赤血球標識99mTc　25　mCi

を右肘静脈より静注10分後より，平衡時心プール

Table　l　Clinical　and㏄hocardiographic　findings　of　patients　with　hypertension（HT）and　normal

　　　su句㏄ts（N）．　There　are　no　significant　differences　in　each　value　between　HT　and　N

Age
（y．o．） Male：Female

Echocardiogram（cm）

LVDd LVDs IVST PWT LAD

mN
48土14

45土18
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）
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4．8土0．5

4．7土0．2

3．1土0．4

3．3士0．2

LO土0．2　　　　1．0土0．2

1．0土0．1　　　　0．9：ヒ0．1

3．6土0．4

3．4：とO．4

LVDd：End－diastolic　Dimension　of　Left　Ventricle

LVDs：End－systolic　Dimension　of　Left　Ventricle

IVST：Thickness　of　Interventricular　Septum

PWT：Thickness　of　Left　Ventricular　Posterior　Wall

LAD：Dimension　of　Left　Atrium
no　significant　difference　in　each　value　between　HT　and　N．
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Fig．1　The　forward（Left）and　backward（Right）left　ventricular　volume　curve　and　its

　　　first　differential　curve．

　　　PFR：　peak　Mling　rate

　　　AC：　counts　of　atrial　contraction

　　　SV：　　counts　of　stroke　volume

　　　　ESF：　end　point　of　the　slow　filling　phase（determined　according　to　Hanrath’s

　　　　　　　method）
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シンチグラフィを左室と右室が最も明瞭に分離さ

れる左前斜位で撮像し，リストモードにて5分間

データを採取し安静時のデータとした．次に，被

検者とカメラの位置関係を変えずに，被検者の左

手を手首まで0～4°Cの氷水に2分30秒間つけ

CPTを施行し，データはリストモードにて開始

30秒後より2分間採取した．同時に30秒ごとに心

拍数とカブ法による血圧を記録した．得られた安

静時およびCPT時のリストモードデータを，心

電図R波順方向性およびR波逆方向性に1フ

レーム30msecで編集し，左室容量曲線とその一

次微分曲線を作成した．また心房収縮期指標を得

るために，逆方向性左室容量曲線をフーリエ三次

項で近似した左室容量曲線とその一次微分曲線を

作成した（Fig．1）．

　この順方向性左室容量曲線をフーリエ三次項で

407

近似した曲線から左室収縮期指標として左室駆出

率（ejection　fraction：EF）および拡張早期指標と

して，最大充満速度（peak　filling　rate：PFR）を求

めて両群間で対比した．また逆方向性左室容量曲

線から左室充満量に対する左房収縮の寄与率

（AC／SV）を算出した．

Table　2　The　changes　of　heart　rate　and　mean　blood

　　　　pressure　during　CPT　in　patients　with　hyper－

　　　　tension（HT）and　normal　subjects（N）

Heart　rate（beats／min）Mean　BP（㎜Hg）

Rest CPT Rest CPT

HT

N

62土7　　　　　　63土8

t＿N．S．＿＿」

65土10　　　　67土9

1－N．S．一一1

107土9　　　　126土12

　L＊＿＿＿」
91士13　　　109土14

　1＿＊＊＿＿＿」

＊；p＜0．005　＊＊；p＜0．005

A）Case　Normal

・・ 1 一 1

B）Case　HyPertension

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一1
　　　　　　　　　　　AC／sv　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　AC／SV　　　　　36　4ト

Fig．　2　The　representative　samples　of　left　ventricular　volume　curve　in　a　normal　case（A）

　　　and　a　patient　with　hypertension（B）．　Left：befbre　CPT　Right：during　CPT
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408 核医学　25巻5号（1988）

IV．結　　果

　1・心拍数と血圧の変化（Table　2）

　心拍数は安静時にN群とHT群との間の2群

間で有意差なく，またCPTにより両群とも有意

な変化を認めなかった（N：65土10／min　to　67士

9／min；N．S．，　HT：62土7／min　to　63土8／min；N．S．）．

　一方，血圧は安静時よりN群に比しHT群で

有意に高く，CPTによる上昇度はHT群で大き

い傾向を示した．ここで血圧は，CPT開始後1分

および1分30秒時の平均血圧とした（N：91土13

㎜Hg　to　109土14　mmHg；P〈0．005．　HT：107士9

mmHg　to　126土12　mmHg；P＜0．005）．

　2．左室容量曲線の変化　（Fig．2）

　健常者（A）および高血圧症患者（B）のCPT前

とCPT中の左室容量曲線とその一次微分曲線の

代表例である．健常者ではCPTにより順方向性

左室容量曲線から得られるEFは変化ないが，一

次微分曲線から得られる拡張早期のPFRは減少

し，さらに逆方向性左室容量曲線から得られる心

房収縮期左室流入量が増大した．高血圧症患者で

もCPTによる変化は健常者と同様であったが，

PFRの低下と心房収縮期左室流入量の増大はよ

り高度であった．
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Fig．3　The　change　of　ejection　fraction（EF）by　CPT

　　　in　normal　subjects（N）and　patients　with　hyper・

　　　tension（HT）．

　　　　　　　　N　　　　　　　　　　　　HT

Fig．4　The　change　of　peak　filling　rate（PFR）by　CPT

　　　in　normal　subjects（N）and　patients　with

　　　hypertension（HT）．
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Fig．5　The　change　of　atrial　filling　fraction（ACISV）

　　　by　CPT　in　normal　subjects（N）and　patients

　　　with　hypertension（HT）．

3．収縮期指標の変化　（Fig．3）

　左室収縮期指標としてのEFは負荷前には2群

間で有意差を認めず，CPTによりN群，　HT群

とも低下した（N：59．7土3％to　57．4土4％；p〈

O．025，HT：60．3土6％to　56．0土7％；P＜0．01）．ま

た，CPT負荷後も2群間に有意差はなかった．

　4．拡張期指標の変化　（Fig．4）

　左室拡張早期指標であるPFRは，安静時にお
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いてすでにHT群はN群に比し有意に低く（N：

4．9土0．7SV／sec，　HT：3．9土0．7　SV／sec；P＜0．005），

CPTにより両群とも低下した（N：4．5土0．7　SV／

sec；P＜0．005，　HT：3．6土1．O　Sv／sec；P〈O．（）5）．

　5．心房収縮期左室流入の変化　（Fig．5）

　AC／SVはHT群では安静時においてN群に比

し有意に増大しており（N：15．5土4．7％，HT：

24．9土6．0％；p＜0．025），CPTにより両群とも増大

したが（N：18．4圭7．1％；p〈0．025，HT：30．5土

9．0％；p＜0．005），両群間の差はさらに大となった．

V．考　　察

　虚血性心疾患や左室壁の肥大を呈する高血圧心

や肥大型心筋症において，左室拡張能が収縮能に

先だって障害され，したがって拡張期指標が左室

機能障害のより鋭敏な指標となることが多く報告

されている15””17）．最近では，非侵襲的方法である

心プールシンチグラフィやドプラー心エコー法に

よる左室流入血流速パターンの解析による左室拡

張機能に関する報告が多い．

　心プールシンチグラフィによる心機能評価は，

非侵襲的に繰り返し施行可能であり，各種負荷時

の影響についても評価は比較的容易で，その有用

性は周知のとおりである．しかし，本法では，数

百心拍のデータを加算して容量曲線を算出するた

め，心拍数の変動が大きいと，拡張早期はともか

く，拡張後期指標の精度は低下し，負荷前後の比

較は困難になる．しかし，R波逆方向性容量曲線

を作成することによって拡張後期の評価を精度高

く行い得るようになった13”15）．

　ところで，高血圧症は左心不全の一大要因であ

り，昇圧による後負荷増大時の左室機能の変化を

検討することは重要である．

　HinesらはCPTに対する過剰反応者は高血圧

の素因があると提唱1”’3）したが，その後，加齢や動

脈硬化などの影響も指摘され18），その評価は一定

していない．しかし，本邦では高血圧症患者での

過剰反応の報告が多く，著者らの検討でも高血圧

患者は正常者に比し昇圧反応が大なる傾向を示し

た．CPTの昇圧機序に関しては多数の因子の関

靱

与が予想されるが，これまでの検討より，α交感

神経刺激を介する末梢血管抵抗の増大による要因

が大と考えられる6）．生理的昇圧負荷法としては

Hand－grip　Test，　Mental　Stress　TestやCmなど

があるが，CFrは心拍数の変動が小さく，比較的

心拍数の変化が大きいHand’grip　TestやMental

Stress　Testに比し，データ採取に心拍加算を要す

る心プールシンチグラフィによる心機能評価には

適していると考えられる19）．以上の背景より，今

回の検討はCPTによる急性の後負荷増大時の収

縮期，拡張期特性および心房収縮期左室流入の変

化を，心プールシンチグラフィから得た左室容量

曲線を用いて健常者と高血圧患者を対象に比較検

討したものである．

　CPT時収縮期指標の変化についての今回の検

討では，高血圧症患者をWHO　I～II期の比較的

臓器障害の少ないと考えられる症例のみを対象と

して検討した．そのため収縮期指標としてのEF

は，負荷前には両群で有意差を認めなかった．

CPTにより両群ともにEFの低下を認めたが，

泰江らはCPTによるα交感神経刺激は冠動脈攣

縮性狭心症では冠動脈を攣縮させるが，この疾患

以外ではCPTによる冠血流の低下は少ないこと

を報告しており20・21），本法により収縮性が低下す

るとの確証は得られていない．また，EFは後負

荷依存性が強いことが指摘されており22），したが

って，EFの低下はCPTによる後負荷増大によ

る低下と考えられ，このことは今回の検討でEF

の低下が血圧上昇度の大きいHT群でより高度な

傾向を示したことからも支持される．また，心エ

コー図を用いた前負荷，後負荷および収縮能と心

機能との多重回帰分析を行った研究23）で，正常

血圧者においては収縮能が左室内径短縮率の主な

規定因子であり，高血圧患者においては後負荷が

左室内径短縮率の主な規定因子として，高血圧症

患者の心機能は後負荷の影響を受け易いという報

告とも一致する成績が得られた．

　cpr時拡張期指標の変化については，各種病

的心において左室収縮機能が障害される以前に拡

張機能が障害されるという報告が多数なされてい
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410 核医学　25巻5号（1988）

る．今回の検討では，PFRで代表される拡張期

指標はHT群ではN群に比しCPT負荷前より
低下しており，収縮期障害が出現する以前にすで

に拡張早期流入障害の存在が示唆された．急性の

後負荷増大により両群とも拡張早期流入が障害さ

れ，負荷前より障害のあったHT群においてはさ

らに増悪した．

　Magorienらは左室拡張早期の指標としての

PFRと時定数（T）の相関を示し，　PFRはrelaxa－

tionを示す指標であるとしていることから24），

CPTによるPFRの低下はrelaxationの障害に

よることが推定されるが，同時にcomplianceの低

下によるPFRの低下の可能性もある．今回の検

討の対象とした高血圧症患者はWHO　I～II期の

ため，正常血圧者に比し左室拡張末期径や左室壁

厚に有意差が認められなかった．このことより，

持続的左室圧負荷例の左室流入障害が，左室肥大

に起因すると考えられる左室心筋重量の差や心内

膜側の虚血の有無などだけでは説明し得ず，今後

の検討課題である．

　左室拡張が障害されると，それを代償するよう

に左室充満における左房収縮の関与が増大するこ

とが知られている25）．今回の検討においてもAC／

SVで示す左室充満における左房収縮の寄与率は

HT群においては負荷前よりN群に比し高値を

示した．民谷らは，高血圧症では左房ポンプ機能

が増大しており，それにはStarling効果のみでは

なく左房収縮性の充進の可能性を推論している26）．

また両群ともAC／SVは後負荷増大により高値を

示し，拡張早期流入障害を代償する機序の作動が

推定される．しかし虚血心や肥大心における拡張

早期流入障害の代償機序としての左房収縮の寄与

の増大には限界があることも報告されており2？），

高血圧症患者の心肥大の程度の差によるCPT負

荷時の反応の差異は今後の検討課題と考えられる．

また今回のCPTよりも高度の昇圧が生じる高血

圧クリーゼのような急性の左室後負荷増大時には，

afterload　mismatchとして表現される左室収縮性

の低下のみならず，左室充満も障害され，左房収

縮の増大による代償機転にも限界があり，このこ

とが心不全発症の一因となり得ると考えられる．

VI．結　　語

　健常者およびWHO　I～II期の高血圧症患者の

CPT負荷時の左室収縮および拡張期機能の変化

を心プールシンチグラフィにより検討し，以下の

結果を得た．

　1）両群とも心拍数は不変，血圧は上昇し，HT

群での血圧上昇は大なる傾向を示した．

　2）収縮期指標EFは両群とも低下した．

　3）拡張早期指標PFRは，負荷前HT群はN
群より低く，CPTにより両群とも低下した．

　4）左房収縮寄与率ACISVは，負荷前HT群

はN群より高値を示し，CPTにより両群とも増

加したが，HT群での増大はより高度であった．

　以上より，健常者およびWHO　I～II期の高血

圧症患者ではCPTによる急性左室後負荷増大時

に左室拡張早期流入障害が生じ，代償的に左房収

縮の寄与が増大することが示された．
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Sunune　y

Assessment　of　Left　VentricUlar　Diastolic　Function　di皿ing　Cold　kessor

　　　Test（CPT）in　Nomal　SロbjectS　and　PatientS　with　Hypertension

Hirotaka　TATsuKAwA＊，　Hiroki　SuGIHARA＊，　Yasushi　OKAJIMA＊＊，

　　　Keizo　FuRuKAwA＊，　Haruhiko　ADAcHi＊，　Tooru　MiNEo＊＊，

　　　　　Hiroshi　KATsuME＊，　Kenji　MiyAo＊＊，　Tadanao　OzEKi＊＊，

Masao　NAKAGAwA＊，　Hideyuki　KoDERA＊＊＊　and　Minoru　MuRATA＊＊＊

　　　　　＊The　Second　Depart〃le〃t　of　lnter〃atルledicine，　Kンoto　Prefect〃ral　University　ofルledici〃e

＊“Deρartment　of　lnteruat　Medicine，轄＊1）epar’〃2θ〃’of　Radiot（Ψy，1【ンo’o　Second　Red　Cross・Hospital

　　To　evaluate　Ieft　ventricular（LV）diastolic　func－

tion　to　cold　pressor　test（CPT），　radionuclide

ventriculography　was　performed　in　10　patients

with　hypertension（HT）and　in　10　normal　subj㏄ts

（N）．The　data　were　acquired　in　a　list　mode　R　wave

as　a　time　marker　and　multigated　images　were

refbrmatted　fbrward　and　backward　the　t　ime

marker．　Ejection　fracti㎝（EF）as　a　systolic　index

and　peak　filling　rate（PFR），　as　an　index　of　early

diastolic　phase，　were　calculated　from　the　f（）rward

gating　left　ventricular　volume　curve　and　its　first

differential　curve．　And　atrial　contractile　fraction　to

the　ventricular　filling（AC／SV）was　calculated　from

the　backward　left　ventricular　volume　curve．

　　Heart　rate　was　not　significantly　changed　by　CPT

in　both　groups．　During　CPT　mean　blood　pressure

increased　in　HT　higher　than　in　N．　EF　d㏄reased

（N：59．7±3％to　57．4土4％；p＜0．025，　HT：60．3士

6％to　56．0士7％；P＜0．01）．　PFR　at　rest　was　lower

in　HT　group　than　in　N　group，　and　decreased

during　CM　in　both　groups（N：4．9土0．7　SV／sec　to

4．5士0．7SV／sec；P＜0．005，　HT：3．9土0．7　SV／sec

to　3．6土1．O　SV！sec；P＜0．05）．　In　contrast，　AC／SV

increased　significantly（N：15．5土4．7％to　18．4土

7．1％；p＜0．025，HT：24．9±6．0％to　30．5土9．0％；

p＜0．005）．

　　These　results　suggest　that　pre－existing　early

diastolic　LV　dysfunction　in　HT　patients　is　further

deteriorated　with　acute　increase　ln　afterload　by

Cm，　and　that　this　early　diastolic　impairment　is

compensated　by　atrial　contraction．

　　Key　words：　Radionuclide　ventriculography，

Cold　pressor　test，　Hypertension，　Diastolic　func－

tion．
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