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《原　著》

洞不全症候群における左室収縮・拡張特性の障害と

　　　　　　　　ペーシング負荷時の左室機能

一
心プールシンチ平衡時マルチゲート順方向・逆方向収集法による検討

松村憲太郎＊　　中瀬恵美子＊ 長谷川　章＊＊　灰山　　徹＊＊

　要旨心プールシンチグラフィ平衡時マルチゲート順方向・逆方向収集法を用いて，洞不全症候群におけ

る左室機能を心房・心室順次ペーシング下に検討した．洞不全症候群では安静時にすてに左室最大駆出速度，

最大充満速度が有意に低下しており，ペーシング負荷で最大駆出速度がさらに低下する症例では左室拡張特

性がより強く障害されていた．冠動脈に有意な器質的狭窄がなく，ほかに心筋障害を疑わせる合併症や既往

症もない洞不全症候群における左室機能障害の原因は不明であるが，冠攣縮性狭心症合併例と非合併例では，

安静時の左室血行動態である左室駆出分画，最大駆出速度，最大充満速度は冠攣縮性狭心症合併例で有意に

低下していた．洞不全症候群に冠攣縮性狭心症を合併する症例では生理的ペーシングを施行しても十分な左

室機能の改善が得られない可能性がある．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（核医学30：151－159，1993）

1．はじめに

　洞不全症候群における生理的ペーシングの優位

性は多く報告されている1⇔4）．冠動脈に有意な器

質的狭窄を持たず，弁膜症や心筋症，糖尿病，高

血圧などの合併症がない洞不全症候群において，

しばしば原因不明の左室機能障害が見られ，生理

的ペーシングを施行しても左室機能障害は改善し

ない．安静時および心房・心室順次ペーシング負

荷時に心プールシンチグラフィを用いて左室血行

動態を評価し，洞不全症候群における左室収縮お

よび拡張障害を指摘するとともに，その原因につ

いて考察した．
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IL対　　象

　冠動脈造影にて有意な器質的狭窄がなく，弁膜

症や心筋症，糖尿病，高血圧症などの合併症のな

い洞不全症候群31例を対象とした．Rubenstein

分類5）1型20例，II型11例で，　III型は対象か

ら除外した．内訳は男性14例，女性17例で平均

年齢70士7歳である．全例ペースメーカ植え込み

前に電気生理学的検査と同時に冠動脈造影を施行

し，digital　subtraction　angiography（DSA）を用い

て冠循環指標12・13）を求めた．全例エルゴノビン

冠動脈内投与による誘発試験が施行され，15例

（48％）で冠動脈の内径が75％以上の狭小化を示

す広義の冠スパムスが見られ，そのうち3例は多

枝攣縮を示し，左冠動脈の強いスパムスのため一

過性のショックを呈した．心プールシンチグラフ

ィは洞不全症候群31例全例に施行した．

　洞不全症候群31例すべて心房および心室リー

ドが挿入され，心房ペーシングあるいは心房・

心室順次ペーシング・モードが選ばれた．正常房
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室伝導を持つ症例では心房・心室刺激間隔（A－V

delay）を延長させ，正常心室内伝導を保つように

した．洞不全症候群に1度房室ブロックを合併す

る症例は7例あり，これらの症例ではA－Vdelay

を150msecあるいは175　msecとした．正常対照

は16例で，胸痛の既往がなく，外科術前評価の

ため冠動脈造影および心プールシンチグラフィが

施行され，異常を認めなかった症例をあてた．内

訳は男性9例，女性7例で，平均68士8歳であ
る．

III．方　　法

　1．平衡時マルチゲート順方向・逆方向収集法

　　（Forward　and　Backward　Multiple　Gated　stu－

　　dy，　FBMG）

　心プールシンチグラフィはペースメーカ植え込

み後1か月から2年8か月，平均11か月で施行

した．99mTc・RBC，1，200　MBqを左正中静脈より

急速注入してファースト・パス法を施行後，ガン

マ・カメラ（日立RC－150E）を左右心室がもっと

もよく分離される左前斜位30°－45°方向に固定

し，心電図R波に同期して300心拍をリスト・

モード収集し，R波を中心に順方向，逆方向に左

室ボリューム曲線を核医学データ処理装置（日立

HARP　IDにて作成した．得られた左室ボリュー

ム曲線より以下の心機能指標を求めた（Fig．　D．

　駆出分画（Ejection　Fraction：EF，％）

　　　＝（ED　count－ES2　count）／ED　count×100

　最大駆出速度（Peak［Ejection　Rate：PER，　sec－1）

　　　＝PER／BD　count

　最大充満速度（Peak　Filling　Rate：PFR，　sec－1）

　　　＝（PFRI十PFR2）／2／ED　count

　拡張期前1／3充満分画（1／3　Fillin9　Fraction：

　　1／3FF，％）

　　　＝（Fl　count－ESI　count）／（ED　count－ESl

　　　count）×100
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Fig．1　Measurement　of　LV　systolic　and　diastolic　function　by　FBMG（forward　and　back－

　　　ward　multiple　gated　study）．　LV・EF（ejection　fraction，％；一（ED　一一　ES2）／ED），　PER

　　　（peak　ejection　rate，1／sec），　PFR（peak　f川ing　rate，1／sec；＝PFR1），1／3　FF（1β

　　　filling　fraction，％；＝（Fl－ES1）／Fl），　AC（atrial　contribution，％；＝（ED－AC）／

　　　（ED－ES1））and　PFR－AC（peak　atrial　contraction　rate，1／sec）are　obtained　using

　　　LV　time－activity　curve　and　its　differential　curve，
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Fig．2　An　example　of　FBMG　at　various　A－V　sequen－

　　　tial　pacing　rates（rate　70，90，　l　lO，130　bpm，

　　　A－Vdelay　l50　msec）．

　心房寄与率（Atrial　contribution：AC，％）

　　　＝（ED　count－AC　count）／（ED　count－ESi

　　　　count）

　心房最大収縮速度（PFR－AC，　sec－1）

　　　＝PFR－ACIED　count

　データ収集中のペーシング・モードは，全例心

房・心室順次ペーシング70bpm，　A－V　delay　150

msecとした，

153

　2．心房・心室順次ペーシンゲ負荷法

　心房・心室順次ペーシングでA－Vdelayを150

msecに固定し，ペーシング・レート（bpm）70，

90，110，130てそれぞれFBMGを施行した（Fig．

2）．ペーシングによる左室機能指標の変化はレー

ト70bpmをコントロールとし，その増減の比率

て表現した，また正常例におけるFBMG施行時

の心拍数は58bpmから92　bpmであった．

　推計学的検討は分散分析法およびpaired　t－test

を用い，p＜0．05を有意水準とした．

IV．結　　果

　洞不全症候群31例，正常16例のEF，　PER，

PFR，　ACをFig．3に示す．左室EFは正常群

70．7士5．5％，洞不全症候群65．5士8．0％で両群間

に有意差はなかった．PERは正常群3．27土0．42

sec－1，洞不全症候群2．98土0．40　sec－iと，洞不全

症候群て有意（P＜0．05）に低下していた．PFRは

正常群2．52土0．28　sec”i，洞不全症候群2・17土0・36

sec－1と，洞不全症候群で有意（p〈0．Ol）に低下し

ていた．ACは正常群32．3土4．7％，洞不全症候群

30．3土6．9％で両群間に有意差はなかった．洞不

全症候群に冠スパムスを合併する15例と合併し

ない16例についてIld様に検討した（Fig．4）．左室

EFはスパムス合併例で62．7土8．6°／．，非合併例で

69．3．L3．6％とスパスム合併例て有意（P〈0．05）に

低下していた．PERはスパスム合併例2．81・EO．28

sec－1，非合併例3．13　±O．34　sec－1とスパスム合併

例て有意（P＜0．Ol）に低下していた．　PFRはスパ

スム合併例2．05土0．32sec－1，非合併例2．35土0．27

sec“1とスパスム合併例で有意（p＜0．02）に低下し

ていた．ACはスパスム合併例32．9土7．4％，非合

併例29．1±5．4％で両群に有意差はなかった．

　次に洞不全症候群においてPERの正常下限値

（mean－1SD）2．85　sec－1以上を示す21例と，2．85

sec　1未満の10例について，左室拡張期指標を比

較した（Fig．5）．なお冠スパスムはPER　2．85　sec”i

以上を示す21例中8例（38％），2．85sec－1未満の

10例中7例（70°／．）に見られ，その発現頻度は2．85

sec－1未満群に高い傾向にあるも両群の有意差は
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Fig．3　Comparison　of　LV－EF，　PER，　PFR　and　AC　between　sick　sinus　syndrome（n＝3り

　　　and　normal　controls（n＝16）．　Shadow；normal　range（mean土SD）
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Comparison　of　LV－EF，　PER，　PFR　and　AC　between　sick　sinus　syndrome　with

（n＝15）and　without（n＝16）vasospastic　angina．（一）without　vasospastic　angina、

（十）with　vasospastic　angina．　Shadow；normal　range（mean±SD）

見られなかった．拡張期前1／3FFはPER　2．85

sec－1以上群で23．6土8．5％，2．85　sec’i未満群で

13．9±5．9％と，PER　2．85　sec－1未満を示す洞不全

症候群て有意（P＜0．01）に減少していた．ACは

PER　2．85　sec－1以上群で31．4土7．5％，未満群で

28．0土5．8％で，両群間に有意差は見られなかった，

心房最大収縮速度（PFR－AC）はPER　2．85　sec’i

以上群で1」3士0．27sec－1，未満群で0．87土0．15

sec－1と，　PER　2．85　sec－1未満の洞不全症候群で

心房最大収縮速度は有意（p＜0．01）に低下してい

た．

　心房・心室順次ペーシング施行時のEF，　RER，
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Fig．5　Comparison　of　LV　diastolic　parameter（1βFF，　AC　and　PFR・AC）between
　　　patients　with　decreased　PER（＜2．85／sec）and　normal　PER（≧2．85／sec）．
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　　　　　Fig．6　Values　in　LV－EF，　PER　and　PFR　at　various　A－V　sequential　pacing　rates．

PFRの変化率をFig．6に示す．すべてペーシン

グ・レート70bpmでの測定値をコントロールと

して，ペーシング・レート90，110，130　bpmで

の変化率を求めた．左室EFはペーシング・レー

トを増加させるにしたがい減少した，レート90

bpmではコントロール（70　bpm）に比し0．96土0．13

倍，110bpmで0．90土0．16倍，130　bpmで0．78土

0．12倍と減少し，レート90bpmと130　bpmおよ

び110bpmと130　bpmの間に有意（P＜0．01）な

変化が見られた．PERはペーシング・レートの
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Fig．7　Comparison　of　LV　diastolic　parameters（1／3　FF，　AC　and　PFR・AC）between

　　　the　patient　with　decreased　PER　and　increased　PER　during　increment　A・V　sequen－

　　　tial　pacing．＜1；decreased　PER，1≦；increased　PER

増加とともに増加傾向を示すが，いずれも有意差

は見られなかった．しかし，ペーシング・レート

110bpmあるいは130　bpmでPERがコントロー

ルより低下する症例が洞不全症候群31例中8例

に認められ，そのうち7例は冠スパスム合併例で

あった．PFRはペーシング・レート増加とともに

急激に増加し，レート90bpmで1．43士0．32倍，

110bpmで1．69士0．46倍，130　bpmでL68土0．42

倍であった．レート90bpmと110　bpmの間，お

よび90bPmと130　bPmの間に有意差（p＜0．02）

が見られた．

　心房・心室順次ペーシング下にペーシング・レ

ー トを増加させることによって，PERが不変ある

いは増加する群（23例）と，減少する群（8例）に

ついて左室拡張期指標を検討した（Fig．7）．不変

あるいは増加する群の拡張期1／3FFは22．3±

8．6％，減少する群の1／3FFは12．6士6．4％で，

両群間に有意差（P＜0．01）が見られた．ACは両

群間に有意差が見られなかったが，PFR・ACは

PERが不変あるいは増加する群で1．11±0．25

sec－1，減少する群で0．85土0．19　sec－1とPERが

減少する群で有意（P＜0．02）に低下していた．

V．考　　察

　心プールシンチグラフィにおいて心周期の変動

による拡張期指標の精度の劣化を防ぐために，リ

スト・モード収集法6｝が考案され，平衡時R波

同期マルチゲート順方向・逆方向収集か現在可能

となっている．今回この手法を用いて洞不全症候

群の左室血行動態を検討した．これまでの報告の

多くはペーシング・モード変更時の血行動態の変

化であり，心房ペーシングや心房・心室順次ペー

シングなどのより生理的なペーシング様式の優位

性は明らかである1’”4・7）．しかし，洞不全症候群の

安静時における左室血行動態や，心房・心室順次

ペーシング下の左室機能の変化の臨床的意義につ

いて検討した報告はほとんど見られない．今回の

検討において，洞不全症候群1型およびII型では，

安静時70bpmの心房・心室順次ペーシング下に

左室最大駆出速度（PER）および充満速度（PFR）
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は正常例に比し有意に低下していた．今回対象と

した洞不全症候群は冠動脈に有意な器質性病変を

持たず，ほかに心機能障害を示唆する合併症もな

いこと，また冠攣縮性狭心症の合併頻度が31例

中15例（48％）と高いことが特徴と考えられる．

冠攣縮性狭心症合併例では，非合併例に比し有意

に左室駆出分画（EF），　PER，　PFRが低下してお

り，このため対象とした洞不全症候群全体で見れ

ばPERやPFRが正常例より有意に低下してく

ると考えられる．特にPERがより低下している

洞不全症候群では拡張期指標の拡張期前1／3充満

分画（1／3FF）や左房最大収縮速度（PFR－AC）が

さらに低下していた．このことは左室収縮特性が

障害されている洞不全症候群では，拡張期特性が

より強く障害されていることを示している．そし

てPERがより低下している洞不全症候群では冠

攣縮性狭心症の合併頻度が高い傾向にあった．こ

の拡張期特性の障害は，心房・心室順次ペーシン

グ下でレート増加とともにPERが増加する群と

減少する群に分ければより明瞭になる．PER減少

群では左室拡張期特性としての1／3FFやPFR－

ACが有意に低下しており，このためペーシング

負荷時にPERまで影響が及び，　PERが低下して

くると考えられる．このPERが減少する洞不全

症候群では8例中7例までが冠攣縮性狭心症を合

併していたことは興味ある点である．

　洞不全症候群1型およびH型の左室血行動態

は安静時にすでに障害されており，一部の症例で

は心房・心室順次ペーシング負荷を施行すること

により，その傾向がより顕著になる．1型および

Il型の洞不全症候群に見られる左室機能障害の原

因に何らかの心筋障害が考えられるが，この点を

指摘した報告はこれまでに見られない．われわれ

はこれまでに1型およびH型洞不全症候群と冠

攣縮性狭心症との関連性を指摘してきた7）．1型

およびH型洞不全症候群では約半数に冠攣縮性

狭心症が合併しており，病因論上何らかの共通点

（例えば自律神経障害）を持つと考えられる．一方，

冠攣縮性狭心症では発作時に左室機能が障害され

ることはよく知られているが8～10），最近では安静
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非発作時においてすでに左室PERやPFRが障
害されていることが報告されている11）．安静非発

作時にも左室機能が障害されている冠攣縮性狭心

症では，薬剤による胸痛発作の十分なコントロー

ルが得られた後でも左室心筋障害が残存している

と考えられ，繰り返すスパスムと微小循環障害の

ために，不可逆的な心筋細胞の限局性壊死や線維

化が起こっていると推測される．洞不全症候群で

は冠攣縮性狭心症を合併する頻度が高く7），冠末

梢血管抵抗増加のために冠循環障害が起こってお

り12・13），そのために，安静時に左室収縮および拡

張特性が障害され，その傾向は心房・心室順次ペ

ー シングを施行しても改善せず，またこのペーシ

ング負荷で左室収縮特性がより強く障害される症

例では拡張期特性の障害はより強くなっている．

VI．結　　語

　心プールシンチグラフィを用い，洞不全症候群

（1，II型）における左室収縮・拡張特性を，拡張期

特性の評価に優れている平衡時マルチゲート順方

向・逆方向収集法を用いて検討した．洞不全症

候群では，心房・心室順次ペーシング70bpm，

A－V　delay　150・msecの条件下で左室最大駆出速度

（PER）および最大充満速度（PFR）が有意に低下

していた．洞不全症候群では約半数に冠攣縮性狭

心症を合併しており，冠攣縮性狭心症合併例では

非合併例に比し左室駆出分画（EF），　PER，　PFR

が有意に低下していた．そのため洞不全症候群全

体として見ればPERやPFRが低下すると考え

られる．PERがより低値を示す症例では左室拡

張期前1／3充満分画（1／3FF）や左房最大収縮速度

がより低下しており，左室コンプライアンスの障

害が強く見られた．心房・心室順次ペーシングで

レートを増加させることによりPERが低下する

症例では，低下しない症例に比較して1／3FFや

左房最大収縮速度がより低値を示し，左室拡張特

性の障害がペーシング負荷により収縮期特性にま

で影響を及ぼしていることが示唆された．そして，

ペーシングにてPERが低下する洞不全症候群の

8例中7例までが冠攣縮性狭心症を合併していた．
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洞不全症候群では冠攣縮性狭心症の合併頻度が高

く，一方，冠攣縮性狭心症では繰り返す冠スパス

ムと微小循環障害のために，不可逆的な心筋細胞

の障害（壊死，線維化）が存在すると思われ，発作

時ばかりでなく安静非発作時にも左室機能が障害

されていると考えられる．洞不全症候群と冠攣縮

性狭心症との関連性は強く，何らかの共通した病

態が考えられ，この共通性ゆえに洞不全症候群で

は，心房・心室順次ペーシングを施行しても左室

機能が十分改善しない可能性がある．
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Summary

Left　Ventricular　Hemodynamics　in　Patients　with　Sick　Sinus　Syndrome　：

　　　　　　Analysis　by　99mTc－RBC　Cardiac　Pool　Scintigraphy　with

　　　　　Forward　and　Backward　Multiple　Gated　Method（FBMG）

Kentaro　MATsuMuRA＊，　Emiko　NAKAsE＊，　Akira　HAsEGAwA＊＊
　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　Tohru　HAIYAMA＊＊

＊D¢ρo〃〃len’of　lnterna／Mediei〃e，＊＊Depart〃len’〔）f　Radiologγ，　Kyoto　Mi〃a〃1’Hospital

　　The　left　ventricular（LV）systolic　and　diastolic

functions　in　31　patients　with　sick　sinus　syndrome

（types　I　and　II）were　analyzed　using　LV　time

activity　curves　obtained　by　a　99mTc－RBC　cardiac

pool　scintigraphy－forward　and　backward　multiple

gated　study（FBMG）and　compared　with　those　in

controls．　On　A－V　sequential　pacing（rate，70　bpm；

A－Vdelay，150　msec），　LV－peak　ejection　rate（PER）

and　peak　filling　rate　（PFR）were　significantly

decreased　compared　to　those　in　normal　controls．

As　pacing　rate　was　increased，　PFR　decreased

significantly　in　patients　in　whom　PER　was　de－

creased．　The　etiology　of　disturbed　LV　systolic　and

diastolic　functions　in　patients　with　sick　sinus

syndrome　remains　unknown．　No　patient　had　sig－

nificant　organic　coronary　artery　disease　or　other

cardiac　disorder．　On　the　other　hand，　the　frequency

of　vasospastic　angina　was　higher　in　this　group

than　in　the　controls．　We　suspect　that　sick　sinus

syndrome　and　vasospastic　angina　probably　share

acommon　pathophysiology．　In　patients　with　sick

sinus　syndrome，　LV　systolic　and　diastolic　functions

are　impaired　at　rest　and　during　A－V　sequential

paclng・

　　Key　words：　Sick　sinus　syndrome，　Vasospastic

angina，　Cardiac　pool　scintigraphy，　A－V　sequential

pacing，　Left　ventricular　hemodynamics．
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