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緒 言

心電図による右室肥大 の診断基準につ いて は諸家

により提唱 され,実 際の診 断に使 用 されてい る1)～5).

しか し剖検 による検討 がす すむにつれて,こ れ らの

診断基準ではかな りの偽 陽性 または偽陰性がで るこ

とがわかつて きた5)～8).

一方
,血 行動態 と心電 図波形 との間 に相関が ある

とする文献 も多 くみ られ る8)～11).こ れ ら剖 検 によ

る研究,あ るいは血行動態 による研究 によつて心電

図診断の精度 は著 しく上昇 した ものの,な お そこに

限界のあることは衆知 の事実 であ る.

ところでGriahman12)は,心 電 図診 断の うえでの

難点の1つ で ある右室肥大 と右脚 ブ ロ ックとの鑑別

が,ベ ク トル心電図で可能で ある と報告 したが,こ

のことが近年のベ ク トル心電図研究 の隆盛 の きつか

けの1つ となつた といわれて い る.最 近, Mc Cau

ghamら13)は,彼 らのFrank法 ベク トル心 電図に

よる右室肥大診断基 準は,諸 家の心電 図によ るそれ

に比べて,は るかに精度を ま して いるこ とを報告 し

ている.ま た単に右室肥大の存在 を診 断するに とど

まらず,そ の臨床症 状,血 行動態 とベ ク トル環 の関

係,あ るいはベ ク トル心 電図に よる肥大 と拡 張の鑑

別などについて多 くの報告がみ られ る.

ところでベ ク トル心 電図の誘導法 は,直 交誘導法

と修正直交誘導 法に大 別 され る.後 者 は電気 的直交

軸によつて,誘 導 による歪 みをで きるだ け少 な くし

たものである. Frank法 は後者に属 し,し か も理論

的に心要な最小限の導子数 を用い ることか ら,現 在

広く採用されてい るもので ある.

著者はFrank法 によつて 右室負荷 とベ ク トル環

の関係について検 討 したので報告 する
.

対 象 と 方 法

対 象は表1に 示 した ように,先 天性心疾患41例,

後天 性心 疾患21例,計63例 で ある.こ れ らは,慢 性

肺性心 をのぞいて岡山大学第2外 科教室 において,

既往歴,理 学的所見,胸 部X線 像,心 電図(標 準12

誘導),心 音 図,右 心 カテーテル な ど によつて その

臨床 診断を推定 で き,ま たその大部分 は開胸手術 に

よつてその診断を確定 しえた もので ある.ま た慢性

肺性心 は岡山大学 第1内 科教室 において その右室肥

大 の存在 を推定 しえた もので ある14).

ベ ク トル心電 図の誘 導法 としてFrank法15)を 採

用 した.そ の回路図は図1の ごと くで ある.水 平面

表1　 対 象 の 疾 患 別 分 類
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の導子Eを 第5肋 間胸骨左縁 に置 き,仰 臥位で浅い

呼気時 に撮影 した.な お側面 は右側 面であ る16).

図1　 Frank法 の回路 と導子の位置

分析項 目は下記の とお りで ある.

1) 空 間QRSお よびT最 大 ベク トルの大 きさ

(Vs)

2) 空 間最大QRS・T角(sG)

3) 各 面 におけるQRS半 面積ベ ク トル18), T最 大

ベ ク トルの大 きさと方 向

4) QRSお よびT極 性ベ ク トル(polar vector)の

大 きさ(P)と 方向

5) QRS環 の形 による分 類

3面 の座標 を図2の よ うに 定 めた. sGは, Helm

の表17)を用 いて算出 した.

図2　 3面 の 座 標

前 面 水 平 面 側 面

Vs, P19)は 次式 に よつ て 表 わ さ れ る.す な わ ち,

|Vs|=√X2+Y2+Z2

|P|=√C2F+C2H+C2S

tanψ=
√ C2F+C2S

/ CH

tanφ=CS/C
F

CF, CH, CSは それぞれ 各面 にお ける正射 影面積,

ψ,φ はそれぞれ極座 標に おける 仰角,方 位角で あ

る.

極性ベ ク トルの方向を定め るとき, 3面 正射影 の

回転 方向に よつて 極座 標の領域 を図3の よ うに8象

限 にわけた.

図3　 3面 の回 転方向 と極性 ベク トル

C, 時針 方向回転

C C, 反時針 方向回転

成 績

血行 動態 とベ ク トル分析 値

血行動態計測値 として,肺 動脈収縮期圧 と右室収

縮期圧を選ん だ.

1) 肺動脈収縮 期圧,右 室収縮期圧 と水平面 に お

け るQRS半 面積軸 との 間には,図4, 5に 示 すよ

うに一定 の傾 向を認 めない.

図4　 水平面のQRS半 面績軸 と肺動脈収縮期圧

図5　 水平面 のQRS半 面 積軸 と右室収 縮期圧
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2) 肺動脈収縮 期圧,右 室 収縮期 圧 と空 間QRS最

大ベク トルの大 きさとの関係 は,図6, 7に 示 すよ

うに,ば らつ きが大 き く一定の傾 向を認 めない.

3) 右室収縮期圧 と極性ベ ク トル の 大 きさとの関

係は図8の ように,一 定 の傾向を認めな い.

図6　 空間QRS最 大 ベク トル と肺動脈収縮期圧

図7　 空間QRS最 大ベ クト ルと右 室収 縮期圧

図8　 QRS極 性 ベク トルと右 室収縮 期圧

肺動脈収縮期 圧,右 室収縮 期圧 と空間最大QRS・

T角 との関係 も同様で あつ た.

以上のよ うに血行動態計測 値 とベ ク トル分析値 と

の間には,ば らつ きが大 き く,両 者の間 に一定 の相

関を見出すことはで きなかつ た.

血行動態 と疾患 の分 類

そ こで対象の疾患をCabreraら8),20)の 提唱 した

拡張期負荷(量 負荷),収 縮 期 負 荷(圧 負荷)の 概

念 に したがつて分類 した.

す なわち,心 房 中隔欠損 は動静脈 シヤ ン トによ る

右室拡張期負荷,ま た肺 高血 圧を ともな うときは右

室収縮期負荷がかか る.

Fallot四 徴は右室収縮期負荷:心 室 中隔欠損は動

静脈 シヤ ン トによる両室拡張期負荷,し か し肺高血

圧を ともな うときは右室収縮期負荷:純 型肺動脈狭

窄は右室収縮期負荷:動 脈管開存は動静脈 シヤ ン ト

による左室拡張期負荷,肺 高血圧を ともな うときは

右室収縮期負荷:僧 帽弁狭窄 は肺高血圧を ともな う

とき右室収縮期負荷:僧 帽弁狭窄兼閉鎖不全 は肺高

血圧を ともな うとき右室収縮期負荷:慢 性肺性心 は

肺高血圧を ともな うとき右室収縮期負荷がかか る.

したがつて対象 の疾患 を2群 に大別 し,右 室拡張

期負荷を主 とす る心房 中隔欠損 をA群 と し,右 室収

縮期負荷を主 とす る心房 中隔欠損以外 の疾患をB群

とした.

1. 血行動態 によ り分類 した疾 患群 とベ ク トル心

電図

対 象のベ ク トル心電 図をA, B両 群 にわけて観察

す ると,両 群の間 にかな りの相違 を見 出す ことがで

きる.こ れ は水平面で著 しいが, A群 ではQRS環

の後半部が右前方 に向 う傾 向がみ られ, B群 では後

半部で右後方 に向 う傾 向が み られる.

すなわ ちA群 で は,水 平面 で,前 半 部は右前 か ら

左前 に向い,後 半部 はこ こで反時針方 向回転 して,

左後か ら右後 に向い,原 点 に帰 る(Ⅰ)が,こ の後

図9のa　 ベ ク トル環 の 分 類(A)
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半部が前 に張 りだ して きて原点の前を右後 に向い,

ここで 時針方向 問転 して原点 に帰 る もの(Ⅱ)や,

後半部 が前半 部の前にあ り,時 針方 向回転 して原 点

に帰 る もの(Ⅲ),さ らに全体 に 右前 に位 置 してい

るもの(Ⅳ)が あ る.図9のaの ようにA群 を Ⅰ～

Ⅳの4型 に分類 した.

B群 では,前 半部は右前か ら左前 に向い,後 半部

はこ こで反 時針方 向回転 して左後へ大 き く張 りだ し

て原点 に帰 るほ とん ど正常 と差 のない もの(Ⅰ)か

ら,こ の後半部が右後へ 向い,こ こか ら原 点に帰 る

もの(Ⅱ),さ らに後半部が原点 の 前 を 通 り右後に

向 い,こ こで時針方向回転 して原点 に帰 るもの(Ⅲ),

前半部 は上 述の とおりで あるが,こ こで時針方向回

転 して右後 へ大 き く張 りだ して原点 に帰 る もの(Ⅳ),

前期成 分が左前 に向い,時 針方 向回転 して右後へ大

き く張 りだす もの(Ⅴ),前 面 の 半面積 ベ ク トルが

さ らに右に向 うもの(Ⅳ)が ある.図9のbの よ う

にB群 を Ⅰ～Ⅵの6型 に分類 した.

図9のb　 ベ ク トル環の分類(B)

2. 疾患別分類 とベ ク トル環の型

表2の よ うに, A群 では,心 房中隔欠損 は Ⅰ～Ⅲ

にあ り,こ れに肺高血圧 を ともな う症例で は,Ⅲ に

1例,Ⅳ に3例 が含 まれ てい る.

B群 では, Fallot四 徴はⅡ～Ⅵ:心 室 中隔欠損 は

Ⅰ～Ⅳ: Eisenmenger複 合 は Ⅵ:純 型肺動脈狭窄 は,

Ⅰ,Ⅲ,Ⅳ:動 脈管開 存に肺高血圧の 合併 してい る

症例 では Ⅱ,Ⅳ ～Ⅵにあ る.僧 帽弁狭窄 は Ⅰ～Ⅲ:

僧帽弁狭窄兼閉鎖不全 は Ⅰ,Ⅱ:慢 性肺 性心 は Ⅰ,

Ⅱに含まれてい る.

表2　 疾 患別分類 とベク トル環の型

A群

B群

3. 血行動 態 とベ ク トル環の型

表3の よ うにA, B両 群 ともにベ ク トル環の形 の

分類 と右室収縮 期圧 との間 には,一 定の傾向を見出

す ことがで きた.

す なわち, A群 では,Ⅰ か らⅣ にすす むにつれて,

右室収縮 期圧 は上昇す る.肺 動脈収縮期圧 との間に

は,右 室収 縮期圧 との場 合と異 り,一 定 の傾 向が認

め られ ない. B群 で は,Ⅰ か らⅥにす すむにつれて,

右室収 縮期圧 は上昇す る.肺 動脈収縮 期圧 との間に

は,一 定 の傾向が認 め られ ない.

表3　 ベク トル環の型 と血行動態
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4. QRS環 とT環 の回転

表4はQRS環 とT環 の極性ベ ク トルの 方向の関

係を示 した もので ある.

A群 では, QRS極 性ベ ク トルが1・2象 限にあ る

とき, T極 性ベ ク トル も1・2象 限 に あるが, QRS

極性ベク トルが, 5・6象 限 に あ る とき, T極 性ベ

ク トルは, 1・2, 3・4, 5・6, 7・8象 限 の いずれ

にもみ られ る.B群 では, QRS極 性ベ ク トルが1・

2象 限にあるとき, T極 性ベ ク トル は,す で に7・8

象限に向つてい るものがみ られ る.

表4　 QRS環 とT環 の回転

A群

B群

1・2, 3・4, 5・6, 7・8:極 性 ベ ク トル の 方 向 の 領 域

5. 水平面におけるT最 大ベ ク トルの方 向

図10の ように, A, B両 群に顕著 な差 は認 め られ

ないが, A群 は, B群 に比 してや や左後 に向 う傾向

が認め られ る. B群 で, T極 性 ベ ク トル が5・6,

 7・8象 限 に向 うものは,左 前 に 向 う傾 向が認め ら

れる.

図10　水平面におけ るT最 大 ベ ク トルの方 向と回 転

A B

総 括 と 考 按

右室肥大 は,心 電 図診断上 問題の 多い ところの1

つで あ り9),こ とに 右室肥大 の初期 の診 断は,心 電

図 ではほとん ど困難 である ことが多 い.

しか しベク トル心電 図では,た とえ ばMc Caug

hamら13)は,心 電図ではMilnorの 診断基準4)に よれ

ば46例 中15例, Sokolowら の診断基 準2)に よれば46

例 中20例 のみ診 断可能 で あつた 右室肥大を, Frank

法 によれば46例 中36例 を診断 しえた とのべてい る.

その初期右室肥 大基準は, 1)水 平面 におけるQRS

右方終末部の面積 と全体の面積の比が20%よ り大 き

い こと(34例), 2)右 方終末部ベ ク トル の左方 と後

1方ベ ク トルの比が0.3よ り大 きいこと(36例), 3)

終末部への切線の方 向が230° よ り小 さいこと(31

例)で,そ の うち2つ 以上 を満足すれ ば右室肥大 と

診断で きると して いる.

またHugenholtzら21),22)は,心 室圧 の上昇 によ

る右室 肥大では, Frank法 で最 大右方 空間ベ ク トル

SR(max)>5.6mV, 4つ のベ ク トルの和 ΣSR(max)-4

>2.8mV,左 方成 分 と右方成分の比L/R<3.0を 診

断基準 として提唱 してい る.

水野 ら23)は主 として空間QRS最 大 ベク トルの方

向と水平面 の回転方 向の2点 よ り, Frank法 の右室

肥大を5群 に分類 してい る.

またGrishman法 で は, Fowlerら24), Donosoら25),

 Massieら26)の 基準 がある.

さて戸山27)は,疾 患別にその変化が異つて いる右

室肥 大を1つ に して,こ れを分類す ることはむ しろ

混乱 をお こす とのべて いるが,著 者 もこの意見を支

持 す る.し か し水野 らも主張 して いるよ うに,手 術

適応 決定ない し効果判定 に利用で きる こと も首 肯で

きる. Kahnら28)が,肺 動脈 狭窄の研究でのべてい

るよ うに,右 室収縮期圧,肺 動脈収縮 期圧 とベ ク ト

ル心電図(ま たは心電 図)の 所見 に密接な関連はな

いが,各 症例 につ いて手 術前後にわたつて経過を追

え ば,手 術効果 のよい判定 とな るとのべて いるこ と

を,右 室肥 大全体 にあて はめ ることは可能で あると

考 え る.

血行動態 または臨床症状 との関連 を研究 した もの

はか なり以前 よ り報 告 され て い る.心 電 図では,

 Schaubら29)は, RV1の 高 さが先天性心疾 患や僧帽

弁狭窄で は肺動脈平均圧 に,慢 性肺 性心では右室仕

事量に,僧 帽弁疾 患では肺血管抵抗 にそれ ぞれ相 関

す るとのべて いる. Cosbyら10)は 僧帽弁狭窄 で, V1,
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V3RのRとR/Sの 大 きさは右室圧 や右室 仕事量 と

相関が ある とのべてい る.

ベ ク トル心電 図では, Elekら30)は 右室仕事量 が

増加す るにつれて水平面 のQRSは 右 前に 向 い,空

間 におけるQRS環 は 右前下 に向い,そ の相 関は心

電 図 との関係 より も よ い との べ て い る. Liebman

ら31)はベ ク トル環 と左右心室 仕事量の比 に相関があ

るとのべてい る.ま たMarkら32)は 極性ベ ク トル

の方 向 と重症度の関連 につ いて,右 室肥大で は極性

ベク トルは終局 において 右後 下に向い,こ のベ ク ト

ル の方 向 と重症度 の間 に相関があ るとのべて いる.

なお著者 は極性ベ ク トルは心 ベ ク トルの直接 的表

現 ではないので,そ の大 きさを検 討 して,他 の心臓

の指 標 と関連 して論ず る ことは 適 当 で な い と考 え

る.

さ らにCohenら33)は 右室の流 出路,流 入路,全 体

肥大 と拡張の鑑別 の可能性 を示 唆 して,つ ぎのよ う

にのべてい る.す なわち, 1)水 平面 におけるQRS

環 の時針方向回転 と面積 の減少 はすべての右室拡大

にみ られ るが,拡 張 よ りも肥大 に お い て 著 しい.

 2)QRS環 初期成分の前方へ の偏位 は 拡張で著 しい.

 3)RSR′ 型のベ ク トル環 は肥大 と拡 張の合併 して い

る ものや流 出路肥大 にみ られ,他 の肥 大に はみ られ

ない. 4)QRS環 の後方へ の 偏位は流入路肥大 に著

しい としてい る.

なおCohenは 極性ベ ク トルの ψが 正 常 と右室拡

大の間に有意差が ある ことを報告 してい る.

Cabreraら34)は, Griskman法 に よ るベ ク トル環

に,右 室拡張期負荷 と収縮期 負荷の間 に差 のある こ

とを示唆 して,つ ぎの よ うにのべてい る.す なわち,

拡 張期負荷ではQ環 は存在 し, S環 は右前へ張 りで

て きて,水 平面 は反時針方 向回転であ る.収 縮期負

荷 ではQ環 は小 さ くな るかな くな り, s環 は右前へ

張 りでて,小 さいR環 が前方 へ向 う.

これに関連 してPileggiら35)は,心 房 中 隔欠損

(2次 口欠損)と 純型肺動脈狭 窄の水平面 ベク トル

環 に相異のあ ることを のべてい る.す なわち,心 房

中隔欠損 では,右 室収縮 期圧 が正常か軽度 の上昇 を

みる程 度で も, 60%は 水平面QRS環 が 時針方 向回

転 して いるのに対 し,肺 動脈狭 窄で は,右 室収縮 期

圧が65mm Hg以 上 になって は じめ て 時針方 向回

転を とる とのべて いる.こ の原 因は拡張期負荷 と収

縮期負荷 に求 め られ る.こ れ でみて も右室肥大 を1

つ に して論ず る ことが,か えつて混 乱 におと しい れ

るとい う意見 の妥 当性を認 める ことがで きる.

著者の分類 によ るA群 は,あ きらかに拡張期負荷

の ベク トル環 であ る.す な わち,心 房 中隅欠損 のベ

ク トル心 電図は,戸 山27)がのべてい るよ うに右室の

血 流が短絡 のため増 加 して右室流入路 の肥大が おこ

り,拡 張期負荷 のかたちを とり拡張性肥大 となるた

め早 くか ら前 胸壁 との距離 が か わ り, QRS環 後半

部の遅れ と右前方へ の移動がみ られ る.し たがつて

肥大初期で は, QRS環 は 右後方 に終末部をつ くり,

これ はCohenら33)の 理論 に矛 盾 しない.

B群 は収縮期 負荷 のベ ク トル環で あ り,室 上稜附

近の右室流 出路 の肥 大が まずお こり,つ いで右室遊

離壁に肥大が生 じて求心性肥大 とな る.右 後方へ終

末部が向 うのは,左 室心基部 と右室流入路の合成ベ

ク トルの方 向を反 映するか らであ ると考え る. B群

で Ⅱか らⅤにい くにつれて,水 平面にお ける半面積

軸が右後方へ 向 うが,こ れは右胸壁誘導 に深いS波

のあ る心電図 に対 す るShubinら36)の 解釈 に 一致

す る.

T環 についてGosselinら37)は,量 負荷 であ る心

房 中隔欠損 と圧負荷 であるFallot四 徴を比較 して,

両者 のT環 が異 る理 由を量負荷 と圧負荷の概念に求

めてい る.す なわち,心 房 中隔欠損のT長 軸は左後

に向 うの に対 し, Fallot四 徴は左前に向 うものが多

い. T環 が時針方 向回転す るものは, Fallot四 徴で

85%,心 房中隔欠損 で47%で あつた としてい る.さ

らにCastellanosら38)は,圧 負荷 ではT環 は左前へ

向い,回 転方 向は時針方 向であ り,量 負荷では左後

へ向 うとのべ ている.

著者 の症例で は, A群 の水平面 にお けるT長 軸は

左後へ向 うものが多 く, B群 のそれは左前に向 うも

のが多い. B群 で, T極 性 ベ ク トルが7・8象 限に向

うもので,水 平面 におけ るT長 軸が左後 に向 うもの

が あるが,こ れは右 室拡張期負荷の加わつてい ると

推定 され る症例 であ り, Castellanosら38)の 見解に矛

盾 しな い.し か しT環 はQRS環 に比 して,血 行動

態 との 関連 はそれほ ど明瞭では ない.

結 論

右室 負荷の存在を推定 しうる先 天性心 疾患41例,

後天性心 疾患21例,計62例 のベ ク トル心電図につい

て分析 した.す な わち,

1. 空 間QRS最 大 ベ ク トルの大 きさ,水 平面QRS

半面積 軸, QRS極 性 ベク トルの 大 きさ等 と血行動

態 計測値の間 に密接 な関連を認 めない.

2. 水平面 におけ るQRS環 の形 に よ り, 2群, 10.
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型に分類 し,各 型 と右室収縮 期圧 に相関があ ること

を認めた.こ れ は右室負荷 を きたす疾患の重症度,

手術の適否 または効果判定 の一助 とな りうると考え

られ る.

3. T環 は,右 室拡張期 負荷 の と き 左後方へ,右

室収縮期負荷の とき左前方へ 向 う傾向を認め た.

岡山大学医学部 中央検査部,原 岡講師の御指導 を

深謝す る.本 論 文の要 旨は,第29回 日本循環器学会

総会(昭 和40年)に お いて発 表 した.
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Studies on Vectorcardiogram 

Part Ⅱ Vectorcardiographic Patterns of Right Ventricular 

Overloading by Means of Frank Method
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(Ditector: Prof. Kiyowo Kosaka)

The vectorcardiograpbic study on the right ventricular overloading was performed and 

obtained the following results. The materials used were 41 cases of congenital heart diseases 
and 21 cases of aquired heart diseases

1) There was no close relationship between the hemodynamic state and the spatial maxi
mum QRS vector magnitude or the QRS half area axis in the horizontal plane or the QRS 

polar vector magnitude.
2) The shape of the QRS loop in the horizontal plane were classified into 2 groups, 

and each group was separated into 4 and 6 types. These types was found to be related 
closely with the right ventricular systolic pressure. This classification may be useful in 
assessing the severity and operative effect of the case with right ventricular overloading or 
diciding the operative indication.

3) The T loop has the tendency to be oriented toward left backward in the case of 
right ventricular diastolic overloading, and left forward in the case of right ventricuar systolic 
overloading.


