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論 文 内 容 の 要 旨 

  

 心房細動の発症により心原性脳梗塞のリスクは上昇し，適切な治療が施行されなければ死亡率も

上昇する。心房細動の特徴は左房（LA）の機能低下および容積増加であるが，これまで機能および

容積を簡便に測定できる方法がなかった。最近，超音波 speckle tracking echocardiography (STE)

の開発により左房の時間-容積曲線を自動的に算出できるようになり，左房機能と容積の評価が容易

となった。そこで我々は STE 法を用いて左房機能と容積を評価すれば，心房細動の新規発症を予測

できる因子を明らかにできると仮説をたてた。 

 

【対象と方法】  

 2008年 8月から2009年 1月に心疾患の精査のために心エコー検査を施行した成人792例のうち，

高血圧症，Ⅱ型糖尿病，高コレステロール血症，冠動脈疾患，軽度の弁膜疾患，慢性心不全，内服

加療を必要とした心房性以外の不整脈，内服加療を必要としない心電図異常，脚ブロック，房室ブ

ロックの症例を対象とした。高度〜中等度の弁膜症や心房性不整脈の症例は除外した。以上の条件

を満たした 580 症例で心房細動新規発症について前向きに観察を行った。心エコー検査では，従来

の評価項目に加え，STE 法を用いた左房機能評価を行った。STE 法で得られる時間-容積曲線で，左

房全体の機能評価として左房最大容積（maximum LAV），左房最小容積（minimum LAV），左房能動収

縮期前容積（pre-AC LAV）を計測し，LA total emptying function (EF)＝（maximum LAV - minimum 

LAV）/maximum LAV×100%，LA passive EF=(maximum LAV – pre-AC LAV)/maximum LAV×100%，LA active 

EF=(pre-AC LAV - minimum LAV)/maximum LAV×100%で左房機能を評価した。さらに，左房局所の機

能評価として，左房中隔中央，左房側壁中央での左室収縮期の peak strain rate (SR)，左室拡張

早期の peak SR，左房能動収縮期の peak SR を測定した。また，STE 法で得られる時間-容積曲線の

信頼性を評価するために，無作為に選択された 20 例で，三次元 computed tomography(CT)と STE 法

で得られる左房最大容積，左房最小容積，左房駆出率の比較を行った。さらに無作為に選択された

66 例において，検者間誤差，検者内誤差を検定した。 

 

【結果】  

平均 28 か月の観察期間で，580 例中 32 例（5.5%）に心房細動の新規発症を認めた。新規発症群で

は年齢が有意に高く，高血圧症または冠動脈疾患の既往があり，カルシウム拮抗剤の使用頻度が有
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意に高かった。STE 法での評価因子では新規発症群では，LA peak strain，LA total EF，LA active 

EF が有意に低下し，左室収縮期，左室拡張早期，左房能動収縮期の peak SR は有意に低下していた。

心房細動の新規発症の予測因子に関して多変量解析を行うと，LA active EF のみが予測因子であっ

た。LA active EF を Receiver operation characteristic (ROC) curves で解析した結果，cut off

値を20％以下とすると，area under the curveが0.92で，心房細動新規発症を予測する感度は88％，

特異度は 81％であり，陽性的中率，陰性的中率はそれぞれ 21％，99％であった。LA active EF＞20％

とLA active EF≦20％の 2群間の比較では，前者において心房細動の新規発症率が有意に高かった。

STE 法での左房最大容積，左房最小容積，左房駆出率の測定結果は三次元 CT の結果と良好な相関を

示した。66 例の検定においても検者間誤差や検者内誤差は小さく，STE 法の高い再現性が示された。 

 

【考察】  

 心房細動の新規発症の予測因子として，従来の心エコー検査にて測定される左房径拡大や手動で

求めた左房最小容積の増大が独立した予測因子であるという報告はあるが，その予測精度は高くな

い（area under the ROC curve = 0.65-0.69）。Abhayaratna らは手動で左房最大容積，左房最小容

積を測定し，左房機能である LA total EF の低下が左房容積から独立した心房細動の新規発症の危

険因子であることを報告しているが，手動での計測の煩雑さから LA active EF，LA passive EF の

計測は行っていない。今回我々は，LA active EF を STE 法で容易に測定し，これが心房細動の新規

発症の独立した予測因子であることを明らかにした。LA active EF の低下は左房収縮機能の低下を

示し，これにより心房細動が発症すると考えられた。したがって，ハイリスク症例に予防効果のあ

る薬剤を早期投与することにより，心房細動の新規発症を予防あるいは遅延できる可能性がある。 

 

【結論】 

 本研究により，左房機能低下の症例では近い将来心房細動を発症する危険性が高く，これは左房

拡大とは独立した予測因子であることが明らかになった。STE 法による左房機能の評価，特に LA 

active EF の評価は，左房径や左房容積の評価よりも発症リスクの層別化と予測に有用である。 

 

論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 

 

 申請者 廣瀬武司は，本研究により，STE 法を用いた非侵襲的な検査法によって簡便に心房細動

の新規発症リスクを層別化できることを提示した。本研究成果は，心房細動の予防研究に新たな知

見をもたらし，循環器病学の発展に少なからず寄与するものと認める。 
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