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論 文 内 容 の 要 旨 

 
高血圧は左心室への圧負荷により左室肥大と線維化を引き起こし，左心室の収縮機能と拡張機能

を低下させ高血圧性心不全を生じさせる。しかし最近まで拡張機能障害を正確に評価できる指標が

なく，高血圧症から高血圧性心不全に至る過程は明らかでなかった。近年，時間とともに変化する

局所の組織の位置を追跡することが可能となるスペックル・トラッキング・エコー (STE) 技術が開

発され，我々は STE 技術を用いた左心房の容積-時間曲線の解析により拡張機能障害の指標となる

肺動脈楔入圧を正確に予測できる (r=0.92) Kinetics-tracking index を開発した。そこで我々は STE 技

術を用いて，高血圧症から高血圧性心不全に至る過程での左心室の収縮機能と拡張機能の低下を非

侵襲的に評価し，従来の指標と比較しながら高血圧性心不全の特徴を検討した。 
 
【対象と方法】 
対象は高血圧症患者 90 例と (i) 非高血圧症患者 54 例 (69±9 歳) で，(ii) 高血圧症患者で心肥大

なし (左室心筋重量係数：男性≦115g/m2，女性≦95g/m2) (50 例，70±9 歳)，(iii) 高血圧症患者で心

肥大あり (左室心筋重量係数：男性＞115g/m2，女性＞95g/m2) (40 例，69±6 歳)，及び高血圧症患者

で心不全症状・所見を伴う高血圧性心不全患者 (45 例，71±11 歳) に分類した。心肥大さらに高血

圧性心不全患者群は (iv) 左室駆出率が保たれた (LVEF≧50%) 20 例と (v) 左室駆出率が低下した 
(LVEF＜50%) 25 例に分類し，これらの 5 群を比較した。左室壁を内膜層，外膜層，中間層に分割し，

STE を用いて各層のストレイン及びストレインを時間で補正したストレインレートを測定した。心

機能障害の指標である肺動脈楔入圧は STE技術で求めた左心房の容積－時間曲線を用いて算出した。 

【結果】 
左室肥大を伴った高血圧症患者群では非高血圧症患者群と比較して左室駆出率の低下を認めない

にも関わらず，左室収縮機能と拡張機能の低下を認めたが，左室肥大を伴っていない高血圧症患者

群では左室収縮機能と拡張機能の低下を認めなかった。高血圧性心不全患者群では左室肥大を伴っ

た高血圧症患者群よりさらに左室収縮機能と拡張機能の低下を認めた。また，左室駆出率の低下し

た高血圧性心不全患者群のストレインと肺動脈楔入圧は，それが保たれている群に比べて悪化して

いた。高血圧性心不全の有無を区別する最適な肺動脈楔入圧のカットオフ値は 11 mmHg であった。

左室壁のストレインは外膜層，中間層，内膜層の順に悪化しており，非高血圧症患者群と比較して

左室肥大を伴った高血圧症患者群，高血圧性心不全患者群において収縮期，等容弛緩期，拡張早期

に低下を認めた。従来の拡張機能の指標である，組織パルスドプラ法で求めた左室流入血流速度 E



  

波と僧帽弁輪拡張早期運動速度 e′の比である E/e’よりも STE 技術で求めたストレインと肺動脈楔入

圧が高血圧症患者の左室収縮機能と拡張機能の悪化を段階的に評価できた。多変量解析では，左室

駆出率および肺動脈楔入圧の悪化は他の因子より独立して高血圧による左室拡大と関連し，従来の

拡張機能の指標である E/e’，左室駆出率および肺動脈楔入圧の悪化は他の因子より独立して左室肥

大 (左室心筋重量係数) と関連していた。 
【考察】 

STE 技術を用いた新しい左室収縮機能の指標 (収縮期のストレイン) および拡張機能の指標 (拡
張期のストレインおよび非侵襲的に算出した肺動脈楔入圧) は，従来の収縮機能の指標 (左室駆出

率) および拡張機能の指標 (E/e’) よりも鋭敏かつ連続的に (i) 非高血圧症患者，(ii) 左室肥大を伴

わない高血圧症患者，(iii) 左室肥大を伴う高血圧症患者，(iv) 左室駆出率が正常な高血圧性心不全

患者，(v) 左室駆出率が低下した高血圧性心不全患者の心機能障害を評価できた。 
高血圧症患者では，左室肥大を伴わなければ左室収縮機能と拡張機能の悪化は認めないが，左室

肥大を伴うと左室駆出率が保たれていても左室収縮機能と拡張機能の悪化が認められ，高血圧性心

不全患者ではさらにその悪化が顕著であった。これらの結果から，STE 技術を用いた新しい左室収

縮・拡張機能評価を用いれば，左室駆出率が保たれていても機能不全を早期に診断し，機能不全を

予防する薬物治療を早期に導入できる可能性が示唆された。従来，心機能・心不全の重症度は右心

カテーテル法で侵襲的に測定する肺動脈楔入圧で Forrester 分類を用いて評価されてきた。STE 技術

を用いて非侵襲的に求める肺動脈楔入圧は，Forrester 分類における重症度に関連した病態を連続的

にイメージすることができるため，STE 技術を用いて非侵襲的に求める肺動脈楔入圧は心不全の

様々な病態の理解と評価に有用である。特に拡張機能障害の指標で評価できる左室弛緩能は高血圧

症患者で早期に低下する。心不全における収縮機能および拡張機能の低下は不可逆的であるがゆえ

に，これらの指標を用いて機能低下を早期に評価することは高血圧性心不全を予防するうえで有用

かつ重要であると考えられる。 
【結論】 

STE 技術を用いた左室壁の解析により，高血圧症患者が左室駆出率の低下をきたす前に機能の僅

かな低下を捉えることが可能になった。また，STE 技術を用いて算出した肺動脈楔入圧は高血圧性

心不全診断の独立した因子であることが明らかになった。 STE 技術を用いた左室収縮・拡張機能の

評価は高血圧性心不全を非侵襲的に早期に診断するのに有用と考えられる。 
 

論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
 
申請者 湊口信吾は STE 技術を用いて高血圧症患者および高血圧性心不全患者の収縮機能・拡張機

能を評価し，従来の指標より有用であることを明らかにした。本研究成果は高血圧性心不全の診断

に関し新たな知見をもたらし，循環器病学の進歩に寄与するものと認める。 
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