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右脚ブロックを有するファロー四徴症心内修復術後患者の右室圧

負荷評価におけるQRST　isointegral　mapの有用性に関する検討
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　右脚ブロックを有するファロー四徴症心内修復術後患者の右室圧負荷の評価におけるQRST　isointe－

gral　map（1－map）の有用性に関して検討した．対象はファロー四徴症心内修復術後患者22名（5～16

歳：10±5歳）である．これらの症例は心内修復術後2～13年経過しており，右室収縮期圧は36～70

mmHg（48±8mmHg）であった．全症例において肺動脈弁閉鎖不全が合併しており，右室拡張末期容量

は体表面積に対する正常予測値の79～194％（140±32％）であった．全症例に右脚ブロックが認められ

た．なお，対照とした健康小児20名（11±5歳）から得られた1－mapの平均値および標準偏差に基づき，

ファロー四徴症心内修復術後患者のdeparture　mapを作成した．

　右室収縮期圧の高い症例ほど，1－mapの極大の位置は前胸部右下方に偏位した．また，右室収縮期圧と

極大値とは有意な相関が認められた（r＝0．59；p＜0．01）．正常平均1－lnapからの隔たりを示したdepar－

ture　mapに占める2S．D．または5S．D．以上の領域の比率（それぞれ％2SDまたは％5SD　departure　area）

は右室収縮期圧と有意な相関関係が認められた（r＝0．58および0．82；p〈0．01）．

　今回検討した対象には，右室容量負荷の合併を有している症例が多く，1－map諸指標に影響したことが

予想され，1－mapと右室容量負荷との関係や右室圧負荷と容量負荷の合併例における1－map所見につい

ては，さらに詳しく検討していく必要があると考えられた．また，手術の影響を検討する為，開心術前

後および経年的変化も研究すべき課題であると思われた．

　1－mapにおける極大の位置，極大値およびdeparture　mapの％2SD，％5SD　departure　areaは右脚ブ

ロックを有するファロー四徴症心内修復術後の右室圧負荷の評価に有用であり，特に％5SD　departure

areaは右室圧負荷評価の指標として最も適していた．

　　　　　　　　　緒　　言

　ファロー四徴症心内修復術後では肺動脈弁狭窄また

は逆流に伴う右室負荷を来す症例がしばしばみられ，

心不全や心室性不整脈の誘因となることが報告されて

いるり2）．しかし，開心術に伴う右脚ブロックが，
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65～100％の症例に認められ3）4），右室肥大の存在や程

度を12誘導心電図で診断することは困難である．

　体表面電位図上のQRS波の開始点からT波の終了

点までの面積を時間積分した積分値の分布を示した

QRST　isointegral　map（1－map）は，脱分極過程の変

化の影響を受けず，内因性再分極特性を反映してい

る5）6）．そこで，心室内伝導障害を有した患者の心筋梗

塞や心筋虚血の診断や心筋肥大および右室負荷の評価

Presented by Medical*Online
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に利用されているη～11）．一方，先天性心疾患開心術後

において，右脚ブロックなど心室内伝導障害を伴った

症例に，1－mapを用いて心筋障害，心筋肥大および右室

負荷の評価をした報告はない．

　本研究ではファロー四徴症心内修復後例の右室圧負

荷の診断に対する1－mapの有用性を検討した．

　　　　　　　　対象および方法

　対象は徳島大学医学部小児科にて経過観察されてい

るファロー四徴症心内修復術後22例（5～16歳；平

均±標準偏差；10±5歳）である．これらの症例は心

内修復術後2～13年経過している．全症例に左室流出

路狭窄は認められなかった．また，7例にSellers　1度

の大動脈弁閉鎖不全を認め，他の15例には大動脈弁閉

鎖不全は認められなかった．肺動脈弁閉鎮不全は全症

例に認められ，それらの程度は心エコー検査で逆流シ

グナルが肺動脈弁下にとどまる軽度な症例が5例，流

出路に及ぶ中等度例が14例，流入路に達する高度例が

3例であった．また，右室拡張末期容量は体表面積に

対する正常予測値の79～194％（140±32％）であった．
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　図1　体表面電位図作成に用いる87誘導の配列
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右室収縮期圧は，36～70mmHg（48±8mmHg）であり，

右室拡張未期圧は，4～16mmHg（11±3mmHg）で
あった．全症例において右脚ブロックが認められた．

　体表面電位図はフクダ電子社製VCM・3000を使用

し，山田らの方法に従い12｝，体表面87点より単極誘導心

電図をサンプリング間隔1msecで記録した（図1）．

QRST　isointegral　mapは1心拍分を切り出し，　TP部

分において基線の2点補正を行い，QRS波の開始点か

らT波の終了点までの電位を時間について積分し，作

成した．1－mapにおける等積分線は20μVsec間隔に表

示した．

　なお，対照として理学的所見，心電図，胸部レ線写

真および断層心エコー図にて正常と診断された健康小

児20名（11±5歳）にも同様の記録を施行した．そし

て，この正常対照より得られたLmapの平均および標

準偏差に基づき，ファロー四徴症心内修復術後例の

departure　mapを作成した．

　検討した計測項目は，（1）1－mapの極大および極小

の位置．ただし複数の極大または極小が存在する場合

には極大値，極小値が最大または最小のものを選択し

た．（2）1－mapの極大値および極小値（μVsec）．複数

の極大または極小が存在する場合には，（1）で選択した

ものの値とした．（3）departure　mapに占める2SD．

または5S．D．以上の領域の比率（それぞれ％2SD

departure　areaまたは％5SD　departure　area）．（4）

departure　mapに占める一2S．D．または一5S．D．以下

の面積の割合（％－2SD　departure　areaまたは％－5

SD　departure　area）である．これらの指標と心内修復

術後に施行した心臓カテーテル検査によって測定した

右室収縮期圧との関係を検討した．なお，体表面電位

図の記録は心臓カテーテル検査後1年以内に施行して
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　　　　　　　図2　正常者20名の平均QRST　lsointegral　map

極大H4，極大値103．7μVsec，極小E7，極小値一40．3μVsec
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おり，この間に血行動態の有意な変化は認められな

かった．

　研究に当たっては十分な説明の後，患者あるいは両

親の承諾を得て施行した．

　また，各測定値は平均±標準偏差で示した．統計学

的検討にはMann・Whitney検定を用い，　pが0．05未満

の場合，有意であるとした．

　　　　　　　　　　結　　果

　1．ファロー四徴症心内修復術後例の1－mapおよび

departure　mapの特徴

　正常児の1－mapでは，極小が右胸部から前胸部上部

に位置するのに対し（図2），ファロー四徴症心内修復

術後患者では左側胸部中央への有意な偏位が認められ

た（p〈O．05）（図3）．極大の位置は分散しており，正
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図3　ファロー四徴症心内修復術後22名と正常者20名

　のQRST　isointegral　mapにおける極小の位置

　上段　●：ファロー四徴症心内修復術後の極小，

　○：正常者の極小

　下段ト●一：ファロー四徴症心内修復術後の極小

　の位置の平均±標準偏差，トθヰ：正常者の極小の位

　置の平均±標準偏差

　ファロー四徴症心内修復術後の極小は正常者の極小

　に比し，有意に左下方に偏位している（p〈0．05）．

日本小児循環器学会雑誌　第10巻　第4号

常児に比して有意な偏位は認められなかった（図4）．

ファロー四徴症心内修復術後22例のうち複数の極大を

有した症例は9例であった．これらはH誘導を含め，

それより左方に最大値を呈した極大を有する10例のう

ち1例（H2誘導に極大を有した症例）を除いた9例で

あった．これら9例における最大値である極大以外の

極大は，いずれも最大値であるものの右方に位置して

いた．

　departure　mapは全症例で，前胸部右下方に異常陽

性領域，前胸部上部に異常陰性領域を認めた（図5，

図6）．

　2．1－mapにおける極大および極小の位置と右室収

縮期圧との関係

　右室収縮期圧の高い症例ほど極大が，前胸部右下方

に偏位する傾向が認められた．極小の位置は右室圧と
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図4　ファロー四徴症心内修復術後22名と正常者20名

　のQRST　isointegral　mapにおける極大の位置

　上段　●：ファロー四徴症心内修復術後の極大，

　○：正常者の極大

　下段　トー●叫：フアロー四徴症心内修復術後の極大

　の位置の平均±標準偏差，トーeH：正常者の極大の位

　置の平均±標準偏差

　これらの位置に有意な相違は認められない．
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　　ABCDEFGHIJKLMA　　　　図5　ファロー四徴症心内修復術後例のQRST　isointegral　map

極大F3，極大値248．2μVsec，極小F5，極小値一122．3pt　Vsec
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　　図6　ファロー四徴症心内修復術後例（図5と同一症例）のdeparture　map

縦線部（右前胸部に広がる）は5S．D．　departure　areaを示している．灰色部（前胸部

から左側胸部上方部に広がる）は一5S　D　departure　areaを示している．

％5SD　departure　area　19．2％；departure　mapに占める5S　D以上の領域の割

合，％－5SD　departure　area　15．2％；departure　mapに占める一5SD以下の領域の

割合

の関係は認められなかった（図7）．

　3．1－mapにおける極大値および極小値と右室収縮

期圧との関係

　極大値は右室収縮期圧と有意な相関が認められた

（r＝0．59；p＜0．01）（図8）．極小値は右室圧との相関

は認められなかった．

　4．％2SD，％5SD，％－2SD，％－5SD　departure

areaと右室収縮期圧との関係

　％2SDおよび％5SD　departure　areaと右室収縮期

圧との間には有意な相関関係が認められた（r＝0．58お

よび082；p＜0．01）（図9）．％－2SDまたは％－5SD

departure　areaと右室収縮期圧との相関は認められ

なかった．

　　　　　　　　　　考　　察

　ファロー四徴症心内修復術後例では，65～100％に右

脚ブロックなど心室内伝導障害が認められるた

め3｝4），右室負荷評価は通常用いられる12誘導心電図で

は困難である．

　一方，1－mapは，　ventricular　gradientの分布を表現

するものであり，脱分極過程の影響を受けず，内因性

再分極特性を反映している5）6）．つまり，心電図上の

ST－T変化が，一次性であるか二次性であるかの鑑別

に有用であり，脚ブロックなど心室内伝導障害を有し

た患者の心筋障害，心筋虚血および心筋肥大などの診

断に臨床的有用性が報告されている7）’v11）．

　今回の検討では，1－mapの極大の位置は右室圧が高

い症例程，前胸部右下方に偏位する傾向が認められた．
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図7　ファロー四徴症心内修復術後22例における右室

　収縮期圧とQRST　isointegraI　mapの極大および極

　小の位置との関係

　上段：ファロー四徴症心内修復術後22例の極大を示

　した．下段：ファロー四徴症心内修復術後22例の極

　小を示した．

　右室収縮期圧　△：40mmHg未満，○：40mmHg

　以上50mmHg未満，▲：50mmHg以上60mmHg未
　満，●：60mmHg以上

また，極大値と右室圧との問に相関関係が認められた．

体表面電位図を利用して右室負荷を評価した検討も散

見されるが，極大の右方偏位および極大値の増加など

類似の結果が報告されている13）．今回の研究では新た

に，極大の右下方への偏位と極大値の増大を合わせて

表現するために，departure　mapにおける前胸部右下

方に広がる2SDおよび5SD　departure　areaを記録し

た．そして，年齢によって体表面積が異なるため，1－

mapで表現される体表面に占める1・map異常高値面

積の比率を％2SDまたは％5SD　departure　areaとし

て検討した．通常，成人では正常値より＋2S．D．以上逸

脱した範囲をdeparture　areaとして，心筋肥大や心筋

梗塞の部位診断を行っている1り14）．今回の検討で

は，％5SD　departure　areaが％2SD　departure　areaよ

日本小児循環器学会雑誌　第10巻　第4号
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図8　ファロー四徴症心内修復術後22例における右室
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図9　ファロー四徴症心内修復術後22例における右室

　収縮期圧と％5SD　departure　areaとの関係

りも右室圧と高い相関関係にあった．これは，ファロー

四徴症では，左室重量や心臓の位置などが正常児から

大きく偏位しているためであると思われる．

　右室収縮期圧が50mmHg未満の症例では，極大の位

置が正常健康児の極大の分布領域あるいはそれより左

方に位置する症例もみられた．このような症例の1－

mapでは，この最大値を呈した極大の右方にも極大を

有し，複数の極大を呈する症例がほとんどであった．

正常児では極大はひとつであるが，右室負荷が生じる

と右室由来の積分値が上昇し，右室成分と左室成分の

間の積分値は低値のままとなり，これらが分離して現

れ，2つの極大を呈している可能1生がある13）．右室負荷

が，さらに上昇すると，右室由来の積分値の上昇に伴

い，2つの極大の間の積分値も上昇して，右方に偏位

したひとつの極大として認められるのかもしれない．
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以上のように，複数の極大については推察できるが，

今回の検討のみでは，その原因は明らかにはできない．

Izumidaらは，右室負荷を有した乳幼児例の1－mapを

検討し，ファロー四徴症では極大はひとっであったが，

心房中隔欠損症および肺動脈狭窄症においては複数の

極大を有する症例があり，ひとつの極大は正常児と同

様の位置に認め，他方はそれより右方に認めたと報告

している13）．これは，今回の我々の検討と類似した結果

である．

　このように複数の極大を呈する症例では，極大の位

置および極大値それぞれ単独で判定するよりも，％2

SD，％5SD　departure　areaを指標とする方が，右前胸

部における異常高積分値の程度を，より正確に反映す

ると考えられる．

　以上のように極大の位置，極大値および％2SD，％5

SD　departure　areaは右室圧の評価に有用であると考

えられた．ただし，1－mapにおける極大の位置および極

大値は左室由来の電位にも影響される為11）15），右室負

荷を1－mapで検討するには，左室負荷をきたすような

有意な左室流出路狭窄や大動脈弁逆流などを認めず，

左室の条件が類似した同一疾患群内での比較でなけれ

ばならないであろう．今回検討した対象では，全症例

に左室流出路狭窄は認められず，大動脈閉鎖不全も7

例にSellersl度のものを認めたのみであり，有意な左

室負荷を有する症例は無かった．

　また，今回，5～16歳のファロー四徴症心内修復術

後患者のdeparture　mapを年齢を一致させた健康小

児における1－mapの平均および標準偏差から作成し

たが，やはり厳密な年齢別，性別の正常データに基づ

き，departure　mapを作成するべきであろう．日本循

環器学会学術委員会「体表面電位図の診断基準作成」

学術研究班編集の年齢別，性別の正常データが報告さ

れているが16｝，小児のST・T部分については作成され

たデータディスクを用いてdeparture　mapを描くこ

とができない．これは，今後検討されるべき課題であ

ろう．

　一方，1－mapの極小の位置および極小値は右室圧と

有意な相関関係が認められなかった．今回検討した

ファロー四徴症心内修復術後例では，1・mapの陰性領

域が前胸部上部に広がっており，極小の位置は正常児

に比して，有意に左下方へ偏位していた．このような

変化は特発性右脚ブロック例では認められず15），右室

圧負荷および容量負荷の影響に加え，心臓の偏位など

の影響の可能性が考えられる．また，1・mapおよび
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departure　areの陰性領域は，梗塞部位，虚血部位に一

致して認められると報告されており14）17），開心術時の

右室切開や心筋切除に伴う右室前壁の虚血的変化のた

めである可能性も考えられた．

　今回の検討では右室圧負荷に対する1・mapの有用

性を評価した．1－mapの極大の位値，極大値および

departure　mapの％2SD，％5SD　departure　areaが，

右脚ブロックを有するファロー四徴症心内修復術後患

者の右室圧負荷評価に有用であり，特に％5SD　depar－

ture　areaが最も右室圧評価に適していると考えられ

た．

　しかし，これら1－map諸指標は右室圧負荷のみでな

く，右室容量負荷，左室負荷および開心術などにも影

響されるため，評価に際しては注意する必要がある．

今回の検討では，左室負荷に関しては，ほぼ問題ない

と思われるが，全症例において肺動脈閉鎖不全を合併

しており，右室容量負荷の程度も様々であった．この

ような右室容量負荷の重症度も1－mapに影響を与え

るため，右室容量負荷を来した症例や圧負荷と容量負

荷を合併した症例における1－map所見などについて

は，症例数を増やして検討する必要があるだろう．さ

らに，1－mapの開心術前後の比較や経年的変化を観察

し，これらの指標の有用性を確認する必要もあり，今

後検討すべき課題であると考えている．
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Diagnostic　Value　of　QRST　Isointegral　Maps　in　Evaluating　Right　Ventricular

　　　　Pressure　Overload　in　Patients　with　Surgical　Repaired　Tetralogy　of

　　　　　　　　　　　Fallot　Complicated　by　Right　Bundle　Branch　Block

Yasunobu　Hayabuchi，　Suguru　Matsuoka，　Masahiro　Kubo，　Hiroshi　Akita，

　　　　　　　Kazuhiro　Mori，　Kaysunori　Tatara　and　Yasuhiro　Kuroda

　　　　Department　of　Pediatrics，　Tokushima　University　School　of　Medicine

　　　The　purpose　of　this　study　was　to　evaluate　right　ventricular　pressure　overload　in　patients

with　surgical　repaired　tetralogy　of　Fallot（TOF）complicated　by　right　bundle　branch　block

（RBBB）using　the　body　surface　QRST　isointegral　maps（1－maps）．

　　　Twenty　two　surgical　repaired　TOF　patients（5－16　years　old）were　studied　with　age　matched

20healthy　children．　All　of　TOF　group　were　complicated　with　RBBB　and　mild　to　severe　pulmo・

nary　regurgitation．　Their　right　ventricular　systolic　pressure　were　ranged　36－70　mmHg　and　they

did　not　complicated　with　significant　left　ventricular　overload．

　　　On　I－maps　of　healthy　group，　the　maxima　were　located　on　left　anterior　chest　with　the　mean

integral　value　of　103．7　pt　Vs．　On　I－maps　of　TOF　group，　the　maxima　were　distributed　at　left

anterior　chest　to　right　lower　anterior　chest　with　increasing　the　right　ventricular　systolic　pressure．

The　value　of　maximum　was　significantly　correlated　with　right　ventricular　systolic　pressure（r＝

0．59；p〈0．01）．Correlation　between　right　ventricular　systolic　pressure　and％2SD　or％5SD

departure　area，　which　were　designed　as　the　ratio　of　the　high　integral　values　over　mean十2SD

or　mean一ト5SD　to　the　whole　area，　was　existed（r＝O．58　and　O．82；p＜0．01）．　These　results

demonstrated　that　in　TOF　group，　right　ventricular　systolic　pressure　have　a　relation　to　the

location，　the　value　of　maximum，％2SD　or％5SD　departure　area　of　I－maps．　Among　the　parame－

ters，　evaluation　of　the　right　ventricular　systolic　pressure．　Since　I－map　findings　may　be　influenced

by　other　factors　such　as　right　ventricular　volume　overload　or　left　ventricular　overload，　the

further　study　is　necessary　to　ensure　the　diagnostic　value　of　them．

　　　　Though　there　are　some　Iimitations，　these　I’map　parameters　are　of　value　to　the　diagnosis　of

right　ventricular　pressure　overload　in　surgical　repaired　TOF　patients　complicated　with　RBBB
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