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学位論文題目： 発作性心房細動患者における左房機能は，局所，全体共に，左房拡大を来す以前から

すでに障害され始めている 

Thesis Title   Left atrial global and regional function in patient with paroxysmal atrial 

fibrillation has already been impaired before enlargement of left atrium: 

velocity vector imaging echocardiography study 

                               
 

 
学位論文要約： 
Summary of Thesis 
 
 心房細動は最も一般的な不整脈であり，罹患率，死亡率共に高い。このため心房細動の発生・進行におけ

る危険因子の層別化は公衆衛生における重要な課題である。左房は圧負荷，容量負荷，心不全，虚血性心疾

患，頻脈性不整脈，弁膜症性心疾患など多種のストレスにさらされており，これらによる左房の病理学的変

化は構造的・機能的なリモデリングを生じ，これが心房細動と関連している。しかし左房機能は，特に発作

性心房細動(PAF)患者において，十分に議論されていない。今回の研究の目的は，PAF 患者，慢性心房細動(CAF)

患者，正常洞調律(SR)患者のそれぞれにおいて，Velocity Vector Imaging(VVI)法を用いて左房の構造，サ

イズ，収縮・拡張機能を詳細に評価し，各疾患における左房機能の差，またはそれぞれの特徴を明らかにす

ることである。 

 

【対象と方法】 

2010 年 7 月から同年 11 月までに当施設で経胸壁心エコー検査を受けた連続 518 例を対象とした。除外基

準は，冠動脈疾患，弁膜症（僧帽弁狭窄，中等度～高度僧帽弁逆流，中等度～高度大動脈弁狭窄及び逆流），

心筋症，左室駆出率 50%未満，ペースメーカーを含む心臓手術後，心電図で捉えられている頻脈とし，最終

的に 302 症例が今回の研究に組み込まれた。発症から 1 週間以内に洞調律に服したことが心電図で確認され

たものを PAF と定義し，過去 2 年以内に PAF が確認された 91 例を PAF group，慢性心房細動であった 85 例

を AF group，正常洞調律であった 126 例を SR group とした。PAF group と SR group を左房拡大の有無によ

ってそれぞれ 2 つの subgroup に分け，最大左房容積指数(maximum LAV index)40mL/m2以上のものを左房拡大

群，39 mL/m2以下のものを正常群とした。心エコーは ACUSON sequoia512（Siemens 社製）を使用した。左房

容積は 1心周期の feature-tracking を使用しオンライン解析ソフトウエア（Syngo VVI Siemens）を用いて

解析した。左房の容積は，最大左房容積，最小左房容積，左房収縮直前容積を心尖部 4 腔断面像で計測し，

Total LA EF，Passive LA EF，Active LA EF をそれぞれ（最大左房容積-最小左房容積）/最大左房容積，（最

大左房容積-左房収縮直前容積）/最大左房容積，（左房収縮直前容積-最小左房容積）/左房収縮直前容積と定

義した。左房機能評価として左室収縮期，左室拡張期，心房収縮直前の各時相で Peak Strain Rate を心房中

隔中部，左房側壁中部で計測し Mean Strain Rate を計測した。 

統計解析ついては，データを平均と標準偏差で示した上で，カテゴリーデータは%表記しカイ 2乗検定を，エ

コーパラメーターの比較は Scheffe 法による多重比較を行った。単変量解析で有意であったものを多変量解

析し，SR group に対する PAF group の特徴を検討した。 

 

【結果】 

今回の研究結果は以下であった。 



1.SR group に比して，PAF group では有意な左室機能低下，左房拡大，左房機能低下を認め，AF group では

さらに顕著であった。 

2.PAF group の中で左房拡大の無い subgroup では，同じく左房拡大の無い SR subgroup との比較において有

意な左房機能低下が見られ，さらには左房拡大を伴う SR subgroup との比較においても同様であった。 

3.多変量解析の結果，最大左房容積指数，左室拡張機能，左房機能の各指標は独立した PAF group における

特徴であった。 

 

【考察】 

過去の経食道心エコーを用いた研究から，左房壁の変性が PAF 患者において左房拡大以前から特徴的に見

られ，これにより PAF 発症予測が可能であることが示されている。つまり，PAF は心房壁を伸展させること

で組織学的リモデリングを起こし，その結果，催不整脈作用と心房拡大を生じ，AF が持続すると考えられて

いる。今回の研究により，左房拡大の無い PAF 症例での有意な左房機能の低下が認められたことから，PAF

による左房壁の変性が左房の収縮，拡張を共に障害し，結果として左房拡大以前から左房機能を低下させて

いると考えられる。高血圧や糖尿病症例では正常の左房サイズでも左房機能が低下していることが別の研究

で示されているが，今回の検討の結果，PAF 患者で見られた左房機能低下は高血圧の有無とは無関係であっ

た。 

過去の研究において，ACEI もしくは ARB により PAF から CAF への進行を遅らせることが示されている。今

回の研究結果から，重要なのは左房のサイズではなく左房機能であり，左房機能が低下している症例に対し

早期から適切な治療を開始することで，SR からの PAF への進行，もしくは PAF から CAF への進行を遅らせる

ことができる可能性が示唆された。 

今回の研究では，症例数が十分とは言えず，単施設での Cross sectional な検討であり，PAF もしくは CAF

の発生との因果関係は示せていない。今後，長期的な予後や AF の予測における左房機能のカットオフ値の検

討などが期待されるが，そのためには前向きでさらに登録症例数を増やした研究が待たれる。 

 

【結論】 

VVI 法を用いた心エコー検査により左房機能を詳細に評価することで，PAF 患者においては左房拡大を来し

ていなくても左房機能低下が始まっていることが示された。特に左房の能動的な拡張と収縮が障害されてお

り，さらには高血圧とは無関係であることも示された。 
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