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は じ め に

左室肥大に伴 うベ ク トル心電図の変化 に関す る報

告 は古 くか ら数 多 く見 られ,今 日で はその判定基準

につ いて もほぼ完成 された感が あ り,ま た左室肥大

の診断 にベ ク トル心電 図が有用で あることは言 うま

で もない。 ところで左室 肥大時には肥大 した左室 の

起電力増大 のため,心 電 図で左軸 偏位の傾 向 をとる

で あろ うことは理論 的に考 えられ ることではあ るが

実際には,左 室 肥大単 独では左軸偏位 を示 さない と

い うのが現在 の考 え方 であ る.

一方近年
,心 室 内伝導異常 に関す る知見 の解 明に

よ り,高 度 の左軸偏位 の第一 の原 因に左脚前枝 ブ ロ

ックが挙 げ られ,そ の ベク トル心電図 の変化 に関す

る報告 もい くつか ある.

本研究 では,左 室収縮期負荷 を有す る症例 を対象

とし, Frank法 ベク トル心電図の形態的変化 を中心

に して,左 室肥大 と左軸偏位の関係 を検討 し,高 度

の左軸偏位 を伴 う左室 肥大 にお ける左脚前枝 ブロッ

クのかかわ りあい につ いての検討 を試みた.

対 象 と方 法

左室に収縮期負 荷を与 える疾 患 を有 し,標 準十二

誘導 心電 図で左室肥大(以 下LVHと 略す)の 所見 を

示 す症例 を対象 として,そ のFrank法 ベ ク トル心電

図(以 下VCGと 略す)の 分析 を行 った.対象 は本態性

高血圧症63例,腎 性高血圧症 および大動脈弁狭窄症

各2例 の計67例 で あ り,男53,女14例 か らな り,年

令 は29才 か ら84才で平均58.2才 で あった.(表-1)

なお心筋硬塞の既往の ある例,大 動脈弁閉鎖不全

症,僧 帽弁 閉鎖 不全症 を合併 してい る症例お よび心

電図で完全右脚 ない し左脚 ブロック等 の所見 を示 し

QRS巾 が0.12秒 を越 える症例 は除外 した.

心電図のQRS電 気軸 が+90°～0°の範囲 にある症

例 をNAD群, 0°～-30° の もの をLAD'群, -30°以

上の高度 左軸 偏 位 の もの をLAD群 として全対象 を

3群 に分けた.症 例数 はNAD群47例, LAD'群7例

LAD群13例 で各群 の平均 年令 に差は認めなか った.

Table-1.　 Age Distributions of Subjects

 Studied

(); Number of female

NAD: Electrical QRS axis lies between+90°and 0°.

LAD': Electrical QRS axis lies between 0°and-30°.

LAD: Electrical QRS axis lies between-30°and-90°.

心電図のLVHの 診断 には森 らの, Sokolow-Lyon

基準訂正値1,2)を用 い,左 脚前枝 ブロ ックの診断 は,

 Rosenbaumの1970年 のcriteria3)を 採用 した.

QRS電 気軸の決定 には Ⅰ誘導 とⅢ誘導のQRS群

の陽性波 と陰性波の電 位差 の代数 和 を三軸座標系 に

プロ ットし,作 図 した. VCGはFrank誘 導法 を用 い

仰臥位 にて水平面導 子 を第5肋 間 レベル にお き,フ

クダ電 子株 式 会社 製 ベ ク トル心電計VA-3D型 を使

用 して, QRS環 とT環 をそれぞれ前額面,左 側面,

水平面 の3面 を同時 に撮影 した. VCGは 印画紙 に拡

大焼 きつけ し,次 に述 べ る項 目について測定分析 し

た.

1) 各面 におけ るQRS環, T環 の回転方向.
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2) QRS環 の初期 および終期部分の しめる象限.

3) 各面お よび空間の最大QRS, Tベ ク トルの方

向 と大 きさ.

4) 各面お よび空間のQRS/T比 とQRS-T〓 角.

5) X. Y, Z軸 に投影 したQRS環 の各最大 スカ ラ

ー成分.

6) QRS環 の形.

各面 における座標系,空 間最 大QRSお よびTベ ク

トルの方向, QRS環 の各最大 スカラー成分の表現 は

図-1, 2の よ うに行 った.健 康人のVCGの 正常値 は

森 ら4),第6回ベク トル心電図研究会5)石川6)の測定値

を参考 に した.

図 ～1, 2

結 果

1) QRS環 およびT環 の回転方向(表-2)

Ⅰ) QRS環

前額面でNAD群 では反時計式,時 計式, 8字 形 回

転が それ ぞれ31.9%, 29.8%, 31.9%と30%前 後 見

られ るの に比べ, LAD'群 で は反時計式が57.1%, 8

字 形が42.9%と な り, LAD群 で は1例 を除 けば全て

(92.3%)反 時計式 に回転す る.左 側面 ではNAD群

は全例反 時計式 回転 を示すが, LAD'お よびLAD群

では共に8字 形 回転が多 く見 られ る(14.3%と23.1

%).水 平 面では3群 の間に殆 ん ど差 な く,反 時計式

回転 を示 す.

Ⅱ) T環

T環 は3群 とも前 額面 では反時計式,時 計式,線

状 と多彩 であ り,左 側面 と水平 面で は70%以 上が反

時計式 回転 を示 した.

2) QRS環 の初期 および終 期部分の しめる象限,

(表-3)

Ⅰ) 初期部分

初期部分 は3群 とも全例前方 に位置 し, NAD群 で

は右前上 を しめる ものが48.9%と 最 も多 く,右 前下

が38.3%と これに次 ぐ,左 前下 と左前上 はそれぞれ

10.7%, 2.1%と 少 く,上方 と下方 に位置 す る症例数

は殆ん ど等 しい.し か し, LAD群 では右前下 が69.2

%,左 前下 が30.8%と 全例下方 に存在す る. LAD'群

では右前下が57.1%と 最 も多 く,上 方 に位置す る も

のは2例(28.6%)で ある.

Ⅱ) 終期部分

終期部分 は前者 と異な り,全 例後方 に位置す る.

 NAD群 は右 と左の後下が と もに34.0%,右 後上が,

 23.4%,左 後上が8.6%で, 32.0%が 上方 にあるのに

比べ, LAD'群 は右 と左 の後 上が それ ぞれ57.1%,

 14.3%で 計71.4%が, LAD群 で は右後上が61.5%,

左後上が30.8%と, 1例 を除いて殆ん ど(92.3%)

が上方 にある.

図3, 4
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Table-2.　 Rotating Directions of QRS and T loops No. (%)

CCW: Counterclockwise rotation, CW: Clockwise rotation
*: Four cases in NAD showed their undetermined T loops.
**: One case in NAD showed the undetermined T loop.

Table-3.　 Direction of Initial and Terminal Portion in QRS Loop

*: All point anteriorly.
**: All point posteriorly.

SSRRLLII

3) 最大QRSベ ク トルの方向 と大 きさ

各面 と空 間の最大QRSベ クトルの方 向を図-3, 4

と表-4に,大 きさを図-5と 表-4に 示 した.

Ⅰ) 方 向

各 面 の最 大QRSベ ク トル の方 向 はNAD群 に 比 較

してLAD群 で はよ り左 後 上 に偏 位 す る傾 向 が 見 られ

た.ま た,空 間 最 大QRSベ ク トル のAzimuth Angle

はNAD(+5.9°), LAD'(-5.0°), LAD群(-22.3°)
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の順 で左 後 方 に 向 い, Elevation Angleは+65.3°,

+79.0°,+92.3° と大 き くな る.す な わ ち心 電 図 で左

軸 偏 位 の程 度 が強 くな る と,最 大QRSベ ク トル は上

方 に 偏位 す るだ けで な く後方 へ の偏 位 も見 られ た.

Table-4. Magnitudes and Directions of Maximum QRS and T Vectors

(Mean ± Standard Deviation)

F: frontal LS: left sagittal, H: horizontal, Sp: spatial, A: Azimuth, E: Elevation

Ⅱ) 大 き さ

最 大QRSベ ク トル の大 き さの平 均 値 はLAD群 が

前 額 面 で1.76±0.49mV,水 平 面 で1.87±0.64mV,

空 間 で, 1.99±0.68mVで あ り,そ れ に対 してNAD

群 は そ れ ぞ れ2.40±0.62, 2.24±0.58, 2.48±0.66mV

で あ り, LAD群 のQRS環 の 大 き さが小 さい傾 向 が

見 られ た.

4) 最 大Tベ ク トル の方 向 と大 き さ

表-3に 示 す よ うに3群 の 間 に殆 ん ど差 は認 めな

か っ た.

図 ～5

5) QRS環 の最大 スカ ラー成分(図-6)

図～6

最 大 上 方 成 分 は 対 象 をQRS電 気 軸 を もって3群 に

分 けて い るた め,当 然NAD群, LAD'群, LAD群 の

順 に 大 き く(0.07±0.11, 0.21±0.22, 0.85±0.65

mV),逆 に最 大 下 方 成 分 は小 さ くな る(1.11±0.50,

 0.54±0.25, 0.51±0,31mV).最 大 左 方 成 分 はNAD

群2.71±0.58mVで あ る の に 比 べ, LAD群 は1.63±

0.45mVと 明 らか に小 さい.

6) QRS/T比 とQRS-T〓 角(表-5)

前 述 の 如 く最 大Tベ ク トル の大 き さお よ び方 向 は

3群 の 間 に殆 ん ど差 が 無 い た めQRS/T比 とQRS-T

〓 角 は最 大QRSベ ク トルの 大 き さ と方 向 に左 右 され
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る.し たが って前 額面,水 平面 な らびに空間 のQRS

/T比 はLAD群 がNAD群 よ り小 さく, QRS-T〓 角

は最大QRSベ ク トルの方向がLAD群 ではよ り左後

上方に偏位す る傾向が あるため, NAD群 に比べて大

きい値 を示 して いる.

Table-5.　 QRS/T and QRS-T Angle

Mean ± Standard Deviation

7) 前額面のQRS環 の形(図-7)

図～7

Patterns of ORS Loops

 in Frontal Plane

No. (%)

前額面 のQRS環 を主部 と終末部の位置 によ ってA

～D型 の4型 に分類 した. A型 は回転方向 は一様 で

な く,主 部 は左下 にあ り,終 期部分 は左 か右 の下方

に位置 してお り, B型 とC型 は ともに反時計式回転

を示 し,主 部 は左 下にあ るが,終 期部分 はB型 が左

上, C型 が右上 にあ る点 が異 なる. D型 は反時計式

回転 を呈 し, QRS環 の大部分 が左上 に偏位す る. N-

AD群 ではA型 が殆 ん どで あるが(85.2%), LAD'群

では7例 中3例 がB型 で, C型 とD型 も各1例 に見

られた. LAD群 ではD型 が半数近 く占め(46.2%),

 A型 はわずか1例 であ った(7.6%).

8) 水平面のQRS環 の形(図-8)

水平面のQRS環 を戸山 ら7)の分類 を参考 にして5

種 類 に分 類 した.す なわち正常人 のpatternを 示 す

N型,左 前成分が乏 しく,遠 心脚 が直 ちに左後 にの

びるが求心脚 はN型 と同様 に正 常のLⅠ 型, QRS環

が細長 く,左 後方 に大 きくのび るpatternで,回 転

方向が反時計式 の ものをLⅡ 型, 8字 形 ないし時計式

の もの をLⅢ型 とし,さ らにN型 をQRS環 の最 も後

方 に位置す る点が左後象 限にあ るもの をNⅠ型,右 後

象限 にあるものをNⅡ 型 と分 けた.

図～8

Patterns of ORS Loo

 in Horizont. Plane

No. (%)

LAD群 はLⅠ 型 が46.1%, LⅡ 型 が30.8%と 多 く,

両 者 で76.9%を 占 め, NⅠ 型 は1例 も認 め な か っ た.

一 方NAD群 は, NⅠ 型 が最 も多 く(57.5%), LⅠ 型

(21.3%), NⅡ 型(17.3%)が これ に次 ぎ, NⅠ 型 と

NⅡ型 で74.5%を 占 め た.

9) 左脚 前 枝 ブ ロ ッ クの心 電 図所 見 を示 す 症 例

左 脚前 枝 ブ ロ ッ クの診 断 基 準(Rosenbaum 1970)

を満 足 す る症 例 は,標 準 型 とⅣ型 が各3例 見 られ,

 QRS電 気 軸 は-46° か ら-54° で平 均-49.3°,年 令 は

55～75才 で平 均62.8才 で あ った.こ の う ち従 来 報 告

きれ て い る左 脚 前 枝 ブ ロ ッ クのVCGの 前 額 面QRS

環 の特 徴 を備 えて い る症 例 は4例 で あ った.各 症 例

のVCGを 図-9に 示 して い る がQRS環 は まず 右 ま

たは左 前 下 か ら始 ま り,そ の後 左 後 上 方 に大 き く円

を描 い て原 点 に復 帰 す る.し た が って,前 額 面 の,

 QRS環 主 部 は 左 上 方 に位 置 し, open-facedの 形 を
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と り, D型 に属す.残 る2例 は図-10に 示 す ごとく

QRS環 の終期部分 が右後上方 に細長 く突出 し,殊 に

症例5は 空間的に左 前下 から右後上 に細長いQRS環

を描 き,主 部 は左下 にあるためC型 に属す.症 例6

は前者 よ り遠心脚 は上方 に偏位 して いるが,右 後上

成分 が大 きく, C型 の特徴 にD型 の変化が加わ った

形 である.両 者 の水平面 のQRS環 は ともにNⅡ型 を

示 し,一 方前 に述 べた4例 はLⅠ型, LⅡ型 を呈 して

いた.

図 ～9

図～10

10) 心 電 図 の 所 見

心 電 図 のLVH以 外 の異 常 所 見 と して は, P-sini

strocardiale 7例, PQ延 長4例,陰 性U波4例,

洞徐 脈3例,上 室 性 期 外 収 縮3例,心 房 細 動2例,

心 室 性 期 外 収 縮1例,洞 頻 脈1例 が 見 られ た.し か

し,こ れ らの 所 見 は3群 の 間 に差 が 無 か った. LVH

診断 基 準 項 目の 電 位差 の平 均 値 を各 群 別 に 表-6に

示 す. RⅠ+SⅢ, RavLお よ び ΣLVPはLAD群 で は他

の群 よ り大 き いが, Rv5,6, Rv5+Sv1とRv6+Sv1は 差

を認 め なか っ た.

考 察

左室肥大時 には肥厚 した左 室壁 の起電力 が増加 し

左後上方 に向 くベ ク トルが大 きくな るため,心 電図

のⅡ, Ⅲ, aVF誘導 にS波 が出現 し,あ るいはその電

位差 が増加 し,左 軸 偏位の傾 向 をとることは考 え ら

れるこ とで あ り,木村 らはLVHのpattern criteria

としてaVLのqR型,胸 部誘導の移 行帯の急変 と共 に

SⅢ>SⅡ の項 目をあげ重視 してい る.

Table-6.　 Values of Amplitudes Showed in Mori's Criteria for the Electrocardiographic

 Diagnosis of Left Ventricular Hypertrophy

(Mean ± Standard Deviation)

Values in mm.
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このように従来か らLVHが 胸廓 内の心臓 の解剖学

的位置異常す なわ ち肥満等 の体格 に よる横位心 とと

もに左軸偏位 の原 因 と考 え られてい たが, 1953～

1956年 にGrant8,9)が多数の剖検例 の心臓 の病理所見

と心電 図 との比較検討 の結果, LVHや 肥満 による横

位心単 独で は高度 の左軸偏位 はお こらない と指摘 し

,高度 左軸偏位 の最 も大 きい原 因 として左室 内の伝

導障害 殊 に心筋硬塞 による伝導異常 に注 目 した.

その後 多 くの研 究者 に よって左軸 偏位 を有 す剖検

例の病理学 的検策10～33),臨床上 経時的に変化 す る刺激

伝導 系異常 の観察14),イヌやマ ン トヒヒを用 いての伝

導障害作成 に関す る研 究15～17),ヒトの心臓 内手術 ある

いは心臓 カテーテル検査 によ る心電 図の変化 に関す

る報告が18～21)が相 い次いで行 われ,今 日で は高度左

軸 偏位の原 因に左 脚前枝 にお ける刺激伝播 の遅延 ま

たは ブロックが挙 げられ ることは異論 がない.こ の

左脚 前枝 ブロックを来 す病 因は23～26)虚血性心疾患 に

よるmyocardial fibrosis or infarctが 最 も多 く,

他に一次 的 あ るいは二次的な心筋疾 患(idiopathic

 cardiomyopathy, cardiac amyloidosis, sclero

derma, hemochromotosis, myocarditis, alch

olic cardiomyopathy, myotonia atrophica, pr

ogressive muscular dystrophy, Friedreich's a

taxia etc.)が あ り,先 天性心疾患(心 内膜欠損症

心室 中隔欠損症,三 尖弁 閉鎖症等)に 見 られ る場合

は左脚前枝 の先天性形成異常,走 行異常 も考 え られ

る.左 室 に収縮期負荷 を与 え る高血圧症,大 動脈弁

狭窄症 において左脚前枝 が左室流 出路 の肥厚,線 維

化 のため分枝部付近 で障害 され,あ るいは高血圧症

に合併 しやす い潜在性冠動脈硬化症 による心筋の虚

血性変化 の結果 としての線維化 の影響 を受 け, LVH

の所見 に加 えて左脚前枝 ブロ ックの変化が加わ るこ

とは当然考 え られ る. LVHと 左軸偏位の関係 を本邦

で も関 ら27),戸山 ら28)がそれ ぞれ剖検例,臨 床例 で検

討 してお り, QRS電 気軸 が0～-30° の間では両 者の

関係 は深 いが, -30°以上の左軸偏位 ではLVHの 合

併率 はむ しろ低 くなると報告 してい る.し か し左脚

前枝 ブロ ックにLVHが 合併 する頻度 は高 く, Kulb

ertus29)は左脚前枝 ブ ロック と診断 した-30°以上 の

左軸偏位40例 中, Grant9)は 高度左軸 偏位の剖検例13

1例 中それぞれ半数 近 くにLVHを 認 めてお り,また,

 Daviesら13)も 高血 圧 症50例 中8例 に高度左軸偏位

を認めてい る,し か し,こ れ らLVHと 左軸偏位 の両

所見を有 す症例 も高 率に冠疾患 の合併 があった.著

者 らは各症例 について虚血 性心疾患 に関する詳細 な

デー タ(既 往歴,自 覚症状,負 荷心電 図,冠 動脈造

影等)が 得 られなか ったため,そ の関連 性は検 討出

来 なか った.

左室 の興奮伝播過程 につ いて は一応次 のよ うに考

えられ ている3)30)31).すなわ ち左室 の刺激伝導系 は左脚

前枝,後 枝 のtwo fascicular systemか ら成 ってお

り,左 室前側壁 と後下壁 は分布 して いる枝 によ って

それ ぞれ同時 に興奮が始 まると言 われて いる.一 方

左脚前枝 ブロ ックの時に は刺激 はblockやdelayを

おこ さない後枝 を通 り,ま ず後下壁 を興奮 させ るた

め左室の興奮 は同時でな くな る.し か し左 脚両分枝

は末梢 にて相互 に密 に吻合 してお り,後 枝 か らの興

奮 はその吻合 を通 って前枝 の末梢 に伝播 し,前 側壁

を興奮 させ る.し か も筋 肉内伝導 を行 う完 全右脚 あ

るいは左 脚 ブロックの場合 と異 な り,伝 導速度 の早

い特殊伝導系 を介 して興奮 の伝播 が行 われ るため,

伝導遅延 は軽度 で,心 電図 で著明 なslurやnotchの

形成がな く, QRS巾 の延 長 もわずかであ る し

か し前額面 のQRS軸 が左軸方向に偏位す る等のQRS

の波型変化 は臨床的 に も,動 物実験 で も明 らかに確

認 されている3)14)～17)33).左脚前枝 ブロ ックの時心電図 に

見 られ るこれ らの種 々の変化 を総括 し,診 断基準 と

してい くつか の報告 があるが3)32)34)～36),現在確立 された

ものではな く,検 討 の余 地が残 されて いる37)38).本研

究ではleft anterior or posterior hemiblockの

概念 を提唱 し,心 室 内伝導障害 に関す る知識 を一般

化 する ことに大 き く寄与 したRosenbaumの 基 準 を

採用 した.彼 自身最 初の報告以後3回 基準 を変更 し

たが,こ こで は1970年 にstandard typeと しての Ⅰ

型 に亜型 の Ⅱ～Ⅳ型 を加 えた4種 に分類 し,そ れ ぞ

れの特徴 を記 した もの を用い た3).前述の如 く全対象

の うち Ⅰ型 とⅣ型に各3例 が一致 したが, Ⅰ型 とは

①QRS電 気軸 が-45°～-60°,② Ⅰ, aVLに0.02″ よ

り大 きくないq波 が存在 し, Q1S3型,③RⅠ, SⅡ,

 SⅢの電位差 が中等度 でSⅢ の深 さの上限が1.5mV,

④V5,6に 比較的深 いS波 が存在 し,正 常のq波 がな

いことが多い,⑤ 高位胸部誘導でq波 が存在 し, R'

波 が見 られ るとい う もので あ り, Ⅳ型 とは①QRS電

気 軸が-60° 付近,②RⅠ, SⅡ, SⅢは高電 位差でSⅢ

の深 さが1.5mV以 上,③QⅠ が小 さいか欠 くの3点

が Ⅰ型 と異な るもので ある. Rosenbaum.は 左脚前

枝 ブロ ックにLVHが 加わると左室起電力 を反映する

Ⅱ, Ⅲ, aVF誘 導のS波 の深 さは増大 し, Ⅰ型か らⅣ

型 に変化 し,ま たLVHが 存 在 しな くと も左脚前枝 ブ

ロックその ものが高度 で も同様 にⅣ型 に属す る と主
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張 した.

左脚前枝 ブロックのVCGの 所 見について もい くつ

かの報告 があ るか35)～43),要約す ると左脚前枝 ブ ロック

の特徴 は前額面QRS環 に認 め られ,① 反時計式回転

をす ること,② 初期 ベ ク トルは右下方 に向 うこと,

③ 主部 は左上方 にあ り,大 き く円 を描 き, open-

facedで ある こと,④ 著明な伝導 遅延 は認め ないこ

と等 であ る.

LVHのVCGに 関 す る報告 は,今 日まで数 多 くあ

り7)44)～50)診断基準 も確立 されて いると思われ るが,心

電 図のQRS電 気軸 によってLVHを 分 け, VCGを 比

較検討 し,左 脚前枝 ブ ロック との関連性 を考慮 した

文献 は少 い28)29). LVHで は肥大 した心筋の起電力増大

のためQRS環 の形態 は変化す るが,本研究 の水平面

で正常の形 であるNⅠ, NⅡ型 が多 く見 られるよ うに

典型例 を除 けばQRS環 の形態 の変化だけでは診断に

寄与す るこ とは少 く,定 量的分析が重 要であ り,殊

にQRS環 は時間の函数 であ る心起電力によって描 か

れ た もの であるため,瞬 間ベ ク トルの分析 が重要 な

ことは論 をまた ない.し か し本研究 ではQRS環 の形

態的変化 を中心 に検討 した.

QRS環 の回転方向 は水平面 と左側面 では左室肥大

で も正常 と同様 に大部分が反時計式である.と ころ

が前額面は正常では時計式 回転 が一番 多 く,し か も

8字 形,線 状,反 時計式 もしば しば認 め られ るのに

比べ, LVHで は反時計式 が増加 し,次 に8字 形か線

状 で,時 計式 回転 は減少 する と言 われてお り,前 額

面QRS環 の反時計式 回転 はLVHに 特有 ではないが

重要 な所見 の一つ である と広 く認 め られ ている.本

研究 で も67例 中31例 が反時計式 で,次 に8字 形の18

例 があ り,時計式 は14例 の みであった.ま たLAD群

は線状の1例 を除 き全例が反時計式回転 を示 し,前

額面のQRS環 が左上方 に偏位 するにしたが って反時

計式 回転が増 えると述べたMazzoleniら44)の 成績 と

一致す る.

正常のQRS環 の初期部分 は左 から右に向う心室 中

隔の興奮のた め右 前上 に存在す る例が58～65%と 最

も多 く,右 前下が これに次 ぎ,両 者で全体 の85%を

占め る.一 方LVHの 場合 は診断的価値 が乏 しいとす

る報告 もあ るが44), Wallaceら46),句戸 山 ら49)は初期 ベク

トルは右前下 に向 う例 が多い と述 べ, Grant8)は この

変化 を心室 中隔が右室側へ 凸に弯曲す るため と説明

してい る.ま た初期 ベ ク トルが左前 に変化す ること

もVarrieleら48)に よると60%(50例 中30例),日 高50)

によ ると28.4%と 報告 され,そ の原 因 としてLVHに

不完全左脚 ブ ロックが合併 してい る可 能性が示唆 さ

れて いる.一 方左脚前枝 ブ ロックではblockさ れて

いな い後枝 によって まず左室後下壁 の興奮 が始 まる

ため,初 期ベ ク トル は右前下 に向 うことが強調 され

てい る20).本研究 のLAD群 ではNAD群 に比べ右前下

が69,2%と 増 加 し,ま た左方に向 う例 も30.8%と 多

いことか ら, LAD群 はLVHが よ り高度 の場合 と左

脚前枝 ブロック合併 の場合が考 え られ る.

QRS環 終 期 部 分 は正常 では大部 分が右後上(45.2

%)か 右後下(42.5%)で 左後 は少 いが, LVHで は

左後方 の率 が高 くな り,本研究 で も67例 中27例(40.3

%)が 左後方 か ら原点 に戻 る.各 群 で左 と右 の比率

に差 は無か ったが, LAD群 は1例 を除 く全例 が右 か

左 の後上か ら原点に帰 り,こ の群 では左室 の側壁 あ

るいは心室後基部が最 後に興奮す ることを示 して い

る.

心電図 とVCGの 関係 では,肢 誘導 が前額面,胸 部

誘導が水平面に それぞれ対応 す る もので あるか ら,

 QRS電 気軸の偏位に よる変化は他の2面 よ り前額面

に最 もよく表現 され る.前額面のQRS環 の形につい

て は, NAD群 は47例 中40例(85.2%)がA型 を示 し,

 QRS環 は左下方に存在 す るが,他 の2群 ではA型 の

占 める率は減少 し(28.6%, 7.6%),他 の型 が増 え

る.す なわ ちLAD'群 はB型(42.3%), LAD群 はD

型(46.2%)が 最 も多 く,両 群合 わせ る とA型 が15

%, B型 が30%, C型 が20%, D型 が35%と なる.

戸山 ら28)もLVHの 軸偏位 の無 い場合 と0以 上の左軸

偏位 を示す場合 との前額面QRS環 の検討を行い,前

者では90%近 くが著者 らのA型,後 者で は約40%が

B型 に相 当す ると報告 して いる.心 電図 に左軸偏位

をおこす理由 を前額面 のQRS環 の形か ら検討 してみ

ると, X軸 よ り上方 にあるQRS環 の面 積 が下 方 に あ

る面積 よ り大 きければ左軸偏位 とな る.し たが って

上方成分の無 いA型 に比べB型, C型 で は終期部 分

がそれ ぞれ左上 あるい は右上 にあるため, X軸 よ り

上方の面積が増 え,左 軸偏位 の傾向 とな り, D型 は

QRS環 の大部分が左上方 にあるため,左 上の面積 が

最 も広 くな り高度の左軸 偏位 を示す.肥 大 した左室

の起電力増加は心室興奮 過程 の後半 によ り著明な変

化 を表わ し,瞬 間ベ ク トルのmagnitude増 大 とと も

に方向 も左後上方 に偏位 させ るため,前 額面QRS環

が左上方偏 位を示 すB型 とD型 の形 は左室起電力 の

変化が関与 してい ると考 えられ るが, C型 はむ しろ

右室後基部 あ るいは左室後上部 の興奮 が遅延 した変

化であ り, LVHが 直接左軸偏位 に関係 してい るとは
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思 えない.ま た, D型 は初 期ベ ク トルが右下か左下

に向 き,そ の後大 きく円 を描 きなが ら反時計式 に回

転 し,前述 した左脚前枝 ブ ロックのVCGの 特徴 を備

えてお り.心 電図 もD型 の6例 中5例 が左脚前枝 ブ

ロックの基準 を満足す ることか ら,こ の形 の前額面

QRS環 を示す症例 はLVHに 左 脚前 枝 ブ ロックの合

併 が考 え られ る. B型 の中 に も主 部の上方偏位 の傾

向がつよ く, D型 の よ うにopen-facedのQRS環

を描 くよ うな移行型 とも思 える例 も含 まれてお り,

 Rosenbaum3)の 指摘 の如 く,不 完 全左脚 ブロックあ

るいは左脚前枝 ブロックは完 全で も軸偏位 の十分で

ない例 の存在 が示 唆 され る.前 額面QRS環 をMaz

zoleniら44),も検討 し, 3種 に大別 してい るが,彼 ら

のBお よ びCタ イプは(100例 中44例)著 者 らのD型

に相当 し,そのQRS電 気軸の記載が無 いた め推論の

域 を出な いが, LVH単 独 というよ りLVH+左 脚前

枝 ブロ ックと考 える方が妥当 と思 える.前 額面QRS

環 について要約するとLVH時 の左軸偏位 には後半部

が右上方偏位のC型,左 上方偏位のB型,大 部分 が

左上方 に偏位す るD型 の3種 に大別 出来,そ の うち

後2者 のみLVHと 左軸 偏位の間 に関連 性が あ り,殊

にD型 は左脚前枝 ブロ ックの合併 を十分考慮すべ き

であ る.

著者 らはLVHの 特徴的所見 を最 もよく反映す る水

平面のQRS環 を主部,終 末部の位置,回 転方 向等 に

よって5種 類 に分類 したが,全 対象 を合計す る とN

型 は65.6%, LⅠ型, LⅡ型, LⅢは型 そ れ ぞれ25.4

%, 7.4%, 1.6%を 占め,戸 山 ら7),の報告 とほぼ一

致す る.一 方Bristowら47), Wallaceら46)お よびVa

rrieleら48)も それ ぞれLVHのVCG検 討 を行い,水

平面のQRS環 を回転方向 によって ともに3種 に大別

してい るが,彼 らの報 告では8字 形 ～時計式 回転 を

示すⅡ～Ⅲ型の占め る率がそれぞれ41例 中8例(19

.5%), 24例 中10例(41.6%), 50例 中13例(26.0%)

であ り,著 者 らの結果 に比べ高い.こ れは対象の選

択 の差,す なわ ち彼 らが,著 者 らよ り更 に高度の,

 LVHの 症例 を対象 と した り,大 動脈弁閉鎖不全症等

拡張期負荷が加 わった症例 も含 めて いることに関係

している とも考 え られ る.軸 偏位の有無 によって,

 QRS環 の形 を比 較す ると, NAD群 は正常のN型 が

75%を 占めるの に反 し, LAD群 はLⅠ型 とLⅡ型 の両

型 で約75%と な り,両群で は明 らか に形の差 がある.

すなわち左軸偏位 を有すLVHは よ り肥大の程度が進

行 して いると考 え られ る.

最 大QRSベ ク トルの方 向や大 きさがQRS環 の形

よ り, LVHの 診断 に際 し定量的 な指標 となる重要 な

項 目で あることは指摘 され ている.一般 にLVHで は

最大QRSベ ク トルは正 常よ り左後上方 に偏位 し,し

か も上方への変化 よ りも左後へ の偏位の方が著明 で

あるため,前 額面での方向 は正常 との重 な りが大 き

く,軸 偏位はLVHの 一般 的所 見 とは言 えず,水 平面

の変化が主体 とな る.す なわ ちVarrieleら48)に よる

と各面の最大QRSベ クトルの大 きさと方向の測定値

の うち前額面 の方向を除いた5項 目をLVHの 診断の

parameterと してお り,戸 山 ら7)は水平面の最 大左

方成分 とQRS-T〓 角の2項 目によ るLVH診 断 基準

を提唱 してい る.

まずQRS環 の最大 ベ クトルの方向 であるが,正常

人の前額 面では+40° ～+50° の間にあるが本研 究 の

LAD群, LAD'群, NAD群 ともに平均値 はこの範 囲

を越 えて左上方 にあ り,また+20° よ り左上方 にある

症例 はLAD群 が13例 中12例, LAD'群 が7例 中5例

NAD群 が47例 中16例 であ り,心電 図の軸偏位 の程度

が進 む程,前 額面 の最大QRSベ ク トルも左上 に偏 位

す る傾向 が見 られる.水 平面 の最大QRSベ ク トルの

方向の平均値はLAD群 は後方偏位 の傾向 が見 られ,

 13例 中6例 が-30° よ り後方 に向 く.し か しNAD群

とLAD'群 では正常 との間 に差 が無 く, -30° よ り後

方 に向 く症例 は きわめて少 ない.他 の報告 と異な り

水平面 の後方偏位 の程度 が小 さい ことは,本 研究 で

はよ り軽症 のLVHが 対 象 とな ってい るため と思 わ

れ る.

最 大QRSベ ク トルの大 きさはNAD群 では従来の

報告 とほぼ一致す るが, LAD群 とLAD'群 では正常

に比べ ると増大傾向 は認め られ る ものの,そ の程度

が小 さい.こ の結果 はQRS環 の型がNAD群 よ り他

の2群 の方がよ りLVHの 程度が進行 してい ると考 え

られ ることと-見 矛盾す るが,こ の両群 では左方 へ

の ベク トルの増大 と共 に上方 に向 うベ ク トルが増 え

るため,前 額面 のQRS環 の面積 がNAD群 よ り広 く

なってお り, QRS環 を構成 してい る各瞬間ベ ク トル

の大 きさの総和 は決 して小 さくはない. Bristowら

47)もLVHの 場 合
,最 大QRSベ ク トルの大 きさの増

大 とと もにQRS環 の面積 も増加 す ると述べ,前 者が

LVHの 診断 に十分 な程大 きくな く,後 者が異常 を示

した例 が あると記載 してい る.

ま と め

左室 に収縮期 負荷 を有す ると考 え られ,心 電図上

でLVHの 所 見を示 す本態 性高血圧症63例,腎 性高血
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圧 症,大 動 脈 弁 狭 窄 症 各2例 の計67例 を え らび,対

象 をQRS電 気 軸 に よ ってNAD(0～+90°), LAD',

 (0～30°), LAD(-30° ～-90°)の3群 に分 け

VCG(Frank法)のQRS環 とT環 の形 態 的 特 徴 を比

較 検 討 した.

QRS環 を水 平 面 でNⅠ-Ⅱ, LⅠ-Ⅲ 型 の5種,前 額

面 でA～D型 の4種 に 分 類 した.水 平 面 に お いて,

 NAD群 で はNⅠ-Ⅱ 型, LAD群 で はLⅠ-Ⅱ 型 が,そ れ

ぞ れ 約75%を 占 め,前 額 面 で はNAD群 の85%がA型

で あ るが, LAD'群 で はB型 が 増 え, LAD群 で は半

数 がD型 で, A型 は わず か10%以 下 で あ る.

左 軸 偏 位 を伴 うLVHに はQRS環 後 半 部 が 左 上 方

偏位のB型,右 上方偏位 のC型,大 部 分が左上方 に

偏位す るD型 の3型 があ り, B型 はLVHに よ る左後

上方 に向 く左室起電力の増大 が左軸偏位 をお こす原

因で あ り, D型 はその変化 の上 に,左 脚 前枝 ブロッ

クによる左室前側壁の興奮遅延 の変化 が加 わ った形

と考 えられ る.と ころがC型 は多 くが水平 面でNⅡ型

を示 し,右 室後基部 あるいは左室後上部 の興奮遅延

による左軸 偏位 と考 えられ, LVHお よび左脚前枝 ブ

ロックとの関係は うすい.

(小坂教 授の御校 閲を深謝す る.)
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Left Ventricular Hypertrophy and Left Axis Deviation in Ecg.

(Study on Vectorcardiograms Recorded with Frank's system)
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It is usually considered that isolated left ventricular hypertrophy is not responsible for m

arked left axis deviation, and it is associated with left anterior fascicular block. From this p

oint of view, morphological features were studied on the vectorcardiograms recorded with the

 Frank's system in 63 cases. They had diseases producing systolic overload on left ventricle

 (mainly essential hypertension) revealed out left ventricular hypertrophy in Ecg findings. They

 were divided into three groups based on electrical QRS axis as follows: (ⅰ) NAD group cons

isted with+90° ～0°. (ⅱ) LAD' group consisted with 0°～-30°. (ⅲ) LAD group consisted with -

30°～-90°. The patterns of QRS Loop classified into 5 types in horizontal plane (NⅠ, Ⅱ, LⅠ-Ⅲ)

 and 4 types in frontal plane (A～D). In horizontal plane, 75% of NAD group showed type NⅠ,

 or NⅡ, and type LⅠ, or LⅡ occupied in 75% of LAD group. In frontal plane, a half of LAD b

elonged to type D and type A was less than 10% in LAD, compared that type A was observed in

 85% of NAD. Left ventriular hypertrophy with marked left axis deviation was classified into th

ree types on the base of QRS loop as follows: the terminal portion of QRS loop directed supe

riorly to the left (type B)and superiorly to the right (type C), and the majority of QRS loop l

ocated to leftward and superiorly (type D). It was considered that the electrical force caused by

 hypertrophied left ventricle directed more posteriorly and to the left in type B, and type D was

 the pattern added to type B with the delayed excitation in antero-lateral wall of left ventricle

 caused by left anterior fascicular block. On the other hand, it was considered that the majority
 

of type C, showing type NⅡ, was the resultant of the delayed excitation in postern-basal port

ion of ventricles and was not closely related with left ventricular hypertrophy or left anterior

 fascicular block.

Fig. 1. Reference frame for angular measurements in the frontal, left sagittal and horizontal

 planes and direction of spatial maximum vector.

Fig. 2. Method of measuring maximum scalar components of QRS loop.

Fig. 3. Direction of maximum QRS vector in the frontal, left sagittal and horizontal planes.

Fig. 4. Direction of spatial maximum QRS vector.

Fig. 5. Magnitudes of maximum QRS vector.

Fig. 6. Magnitude of maximum component of QRS loop.

Fig. 7. Patterns of QRS loop in the frontal plane.
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Fig. 8. Patterns of QRS loop in the horizontal plane.

Fig. 9. Vectorcardiograms of cases who satisfy the electrocardiographic criteria of left anter

ior hemiblock. (No. 1)

Fig. 10. Vectorcardiograms of cases who satisfy the electrocadiographic criteria of left anteri

or hemiblock. (No. 2)


