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《原著》

左心室瘤症例における核医学的診断に関する研究

西村　恒彦＊　植原　敏勇＊

小塚　隆弘＊

内藤　博昭＊　林田　孝平＊

　要旨　心筋梗塞後の左心室瘤の存在診断は，梗塞症例における経過観察，予後判定および手術適応の決定

に重要である．そこで，左心室瘤30症例を対象として心RIアンジオグラフィ，心筋シンチグラフィを施行，

併せ，心エコー図，心カテーテル検査における成績と対比することにより左心室瘤の核医学的診断の有用性

について検討した．

　心Rlアンジオグラフィにて左心室瘤をapical，　aneurysmal，　hypokinesisの3型に分類したところ局所壁

運動は，心エコー図，左室造影のそれとよく一致した．しかし血栓検出に関しては心エコー図が優れていた．

また心筋シンチグラフィでは各型に応じた欠損部位，拡がりを認めた．左室造影を施行している20症例にて，

駆出分画を比較すると0．79の相関を，また，％Tl　defectと左室造影による梗塞周径比は0．73の相関を示

し，本法は非観lflL的に診断のみならず経過観察，手術前後の比較に役立つことが認められた．

1．緒　　言

　心筋梗塞後の左心室瘤は，急性心筋梗塞症例1こ

て3．59、，から16°；，の頻度で生じると報告されて

いる1・2）．この左心室瘤の形成は，心筋壁の一部の

心筋が線維組織に置換されて収縮力を失ない，局

所的に．IE薄化し，嚢状を呈することに由来する．

かつ，その存在の把握は，心筋梗塞症例における

経過観察，予後判定および手術適応に重要である．

臨床的には，心不全，狭心症および難治性の不整

脈を合併する症例が多く，胸部レ線におけるbulge

形成や心電図におけるST上昇持続などにより，

その存在をある程度推定できる3）．

　しかし，近年，心臓核医学の発展に伴ない心RI

アンジオグラフィ，心筋シンチグラフィなどから，

虚血性心疾患における形態，機能両面にわたる情

報が非観血的に充分得られるようになってきた．
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　そこで，本研究では，左心室瘤30症例を対象と

して，心RIアンジオグラフィ，心筋シンチグラフ

ィを施行，左心窒瘤の形態と機能について考察す

るとともに，心エコー一一・・図，心カテーテル検査にお

ける成績を対比することにより，左心室瘤の核医

学的診断の有川性について検討したので報告する．

II．対　　象

　対象は，1979年6J］から1980年3月まで，国立

循環器病センターRI検査室にて左心室瘤と診断

した30症例である．これらは，心エコー図，心カ

テーテル検査を同時に施行している20症例（A群）

および心エコー図のみ同時に施行している10症例

（B群）に大別した。A群，　B群の平均年令は56．5

才および66．4才である．また，その内訳は下壁梗

塞に合併した左心室瘤1例を除き他の29症例は，

全例前壁（中隔，側壁を含む）梗塞である．

　これらの症例は大部分急性心筋梗塞発症後1～2

ケ月以内にすべての検査を施行しているが，全症

例はおそくとも6ケ月以内に施行したものである．

また，各検査の施行時期は，すべて，1～2週間以

内に行ない，この間に臨床症状に著明な差異を認

めたものは今回の対象からは除外した．
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　使用した装置はシンチ7」xラ（Ohio－－Nttclear一Σ

410S型）おkぴオンラiンで接続したミニコン

ヒュー々システノ、（GAMMA　II、　PDP　11／60）で

ある．

　，L・RIアンジ・づ一ゲラーノr（L、　’EずRAO　f象1こて

99rnTc－AlbunliTlないし99mTc－RBC　l5～20　mCi～浄

注後フ・・一スト’・ス法にて，　次いでLAO像にて

マノレチゲート法によるデー’ノ収集を行な’・た；）．

　日多∫匡とし’こll　1）け川1潅週」φ力Of）‖’見駕：1こ1；祭しk－1ま，　1）

ED，　ES像，2）edge　display，3）movmg　imagc　sys－

tCmにヒり行な1た．　RAO，　LAO像は，　A．H．A．

cノ）1｝L7｛｛…；））；こ｛・C　7ゲIL・　1～7　0f）seglllent　lこフト｛r　二こ　ゾ）il（

縮様式の評fdiiを行な・た．『Eた，　LAO像からは，

得・られた経時ll｛」心フLルイK一ジにてoriginal

imagcからgradiCnt　image4・6）を作成し，ノi－1’L・室辺

縁を抽出後，カウント法により駆川分画を鴛［出し

た．

　’t・筋シンチゲラ’ノrは，L’OtTICI　2～4　mCi　l｛浄注

10～15分後仁り心5Ji　ri｜］（ANT，　LAO　30’，4Sk

60”，およびL－LAT）にて300，000カウントによる

撮像を行な・，た．Eた，適宣，スラントニ1リメー

ノノ（f頃斜fri　30）に．．kる1L，　f則山if象（－」’なオ）ちRAO

30∴RAO　60）を追加して欠損部位しノ）1診断に供し

た7｝．心筋シンチゾラフfから求めた欠損川位の

大きさは，Niessらの万法“）にtノ［がい，　’7く損部位

と，L・ftjl’i　4”r：　），’｛d　u）1川Wiぴ）1・ヒを゜o　Tl　def¢ctとして℃日lil

した．

Iv．結　　果

1．左心室瘤の形態について

　1）心RIアンジオグラフィによる評価　ノ1尤・室

ゴ1曽ゾ）斤多！匡r診陶「に1～日して，　フt’一スト・・スi去∴二k／5

RAOf象，一、・ルチゲートi去によるLAOf象にて，

ED，　ES像，　cdge　displayおkぴ1・i・i者’を・「［ね合わ

せた像の1例を示す（Fig．　D．　A．H．A．　u）　），t／一準と併

せi，　，〕所壁運動を評fi”iするとSegmcllt　2，　3，　4に限ll　lb

したノ1　・1心室瘤がrゴ：在することが認め∴れる．

　ノ，－1，L、室瘤30痂1例にン）いて，これらの処理を1∫z⊆

・ 1たところ，ノi－1心室瘤は，DscgmeTlt　3に限局L

た｛，の（apical），2）segment　2，3、4にわたるたき

さび）もの（alleurySma1），3）ノ，　・1　，L・室1句腔力こ拒：ノ＼し、

segnlcllt　2、3，4（ノ）7★／Rら一］s，　sement　1，51二才j　L・て＾

もreduccd　motionをli忍めるもU）（hypokinesis）（ノ）

3型に分類できた（Fig．2）．か・），すべてのノ、：心室

RAO

LAO

ED　　　　　　　　　ES　　　　　　ED　　　　　　　　　ES

　　Fig．　I　s　egniental　lcft　ventriculai’wall　Illotmn　in　thc　case　of　left　ventricular　allcul・ysm

　　　　　　by　tirst　Pass　aiid　lllultigatcd　radic）nuclide　cardi（、angiograI、hy．
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Fig．2　　Classification　of　left　ventricular　aneurysm　by

　　　radionuclide　cardioangiography．

瘤症例は，左心室瘤部位に一・致して，ED，　ES像に

て嚢状の突出およびdyskinesis，　akinesisのγ∫イ1三を

認めた．

　2）心筋シンチグラフィによる評価　ノ・：心室瘤

症例は，全例その梗塞部位に．’致して欠損像を認

めた．心RIアンジオグラフィにおける成績と対

比したところ，左心室瘤のうち1）　apicalは，心

尖部，心室中隔に欠損像が限局したもの，2）ane－

urysmalは，その大きさに応じ欠損像が，前側壁

から下壁に及ぶもの，3）hypokinesisは，欠損像

が人きく，前下壁に及び心内腔の著明な拡大と心

Fig．3　Classification　of　left　vcntricular　aneurysm　by

　　　thallium　myocardia｜scintigraphy．

筋壁厚が薄くうっlflL型心筋症1こ類似の像を示すも

の，　と心Rlアンジオグラフィと同様に対応して

分類することができた（Fig．3）．

　なお，スランコリメーケの併用は，lll，1則面像

（RAO　30°，　RAO　60∪）を加えることにより，前壁

から側壁への梗塞．範囲の1司定に有川であ’・た．

　3）心RIアンジオグラフィ，心筋シンチグラ

フィによる分類　左心室瘤30症1ダllにおける成績を

iJk－「d－（Fig．4）．　Fig．4aは，　Dapical，　2）aneury－

smal，3）hypokinesisの心形態の模式図である．

Fig．4．bは，　A群20症例，　B群10症例のこれらの

心RIアンジォグラフィによる内訳および対比す

る心筋シンチグラフィによる欠損部位を示す．

　A群では，apical　3例，　aneurysmal　l　1例，　hy－

pokinesis　5例であり，B群ではそれぞれ，3例，

6例，1例であり，aneurysmalが前壁梗塞29症例
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APICAL　（AP） ANEURYSMAL（AN） HYPOKlNESIS　（H）

20　cases 10　cases

wall　motion perfusion　def㏄t wall　motion perfusion　def㏄t

Ant　MI

　AP　　　3

　AN　　ll

　　H　　　5

1nf　MI
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POST、　INF

Ant　MI

　AP　　3

　AN　　6
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ANT（AS．AL）．INF

ANTJNF（CM）

　　　　　AS　anteroseptal，　AL　anterolateral，　CM　cardiomyopathy

　　　　　ANT＝anterior　　INF＝inferior

Fig．4　a）　the　scheme　of　left　ventricular　aneurysm　by　segmental　wall　motion．

　　　b）　segmental　wall　motion　and　thallium　perfusion　defect　in　30　cases　of　left

　　　ventriCUIar　aneUrySm．

中17例（58°。）を占めることがわかる．また，心筋

シンチグラフィに認められる欠損部位，すなわち

壊死巣は全例心RIアンジオグラフィにおける収

縮異常部位と一致した．

　4）冠動脈造影による評価　冠動脈造影におけ

る右冠動脈，左前下行枝，左回旋枝におけるll要

板の75°、、狭窄以上を病変枝とし，各型における

狭窄枝数の症例の分布を示す（Fig．5）．　apical，

aneurysma1では，1～2枝病変を有するものが大

部分であるが，hypokinesisでは，全例3枝病変

を有する梗塞症例であった．

　5）心エコー図，左心室造影との対比による評

価A群では，心エコー図，左心室造影にて全例

心室瘤の存在が認められた．またB群では心エコ

ー 図にて全例左心室瘤の存在が認められた．また，

血栓検出に関しては，心エコー図にてA群では20

例中8例，B群では10例中3例にて行なえたが，

S
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3
0
0

　S－single　vessel　disease

　D二double　vessel　disease

　T　　triple　vessel　disease

Fig．5

AN
3
7
1
〔
∠

H

0
0
5

The　number　of　stenosed　coronary　artery　in　the

case　of　left　ventricular　aneurysm　by　coronary

angiography．

心RIアンジォグラフィ，心筋シンチグラフィで

は，その検出が困難であった．また左心室造影か

らの血栓検出に関しては心筋性状，血栓部位への

新生血管などの評価についてかなり困難な症例が

あり今回の対象からは除いた（Fig．6）．

2・左心室瘤の心機能について

　1）駆出分画による評価　LAO像にてR－R間

隔を20等分し，2000Kカウント（数百心拍加算）
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Fig．6　Detection　of　left　ventricular　aneurysm　by

　　　radionuclide，　　echographic　　and　　contrast

　　　methods．

／

▲

／
LV　crWYsM

　　Oapcal〔AP）
　　●anvyynsl（AN）
　　▲　hypok‘nesAs　（H）

　　　　10　　　　　20　　　　　30　　　　　40　　　　　50％　　Rl

　　　　　　　　　　　　　　　n＝20
Fig．7　Simple　correlation　of　ejection　fraction　between

　　　radionuclide　and　contrast　methods　in　the

　　　cases　of　left　ventricular　aneurysm．

計測によるマルチゲート法を施行，ED，　ES像に

てgradient　imageにより左心室辺縁抽出し，カウ

ント法からバックグラウンド補正後EF－・EDV

ESV／EDVとして駆出分画を算出した．またノ1…心

室造影からは，シンプソン法により駆出分画を算

出した．両者の相関をA群20症例について0．79

と良好な結果を得た（Fig．7）．

　A群20症例におけるマルチゲート法による駆出

分画の平均は32．2土89。であり，著者らの施設に

おけるlll常値62i4．1°、，に比べ低下を示す．また，

17

apical，　aneurysma1，　hypokinesisとなるに従がい駆

出分画は低下した．

　2）梗塞周径比，％Tl　defectによる評価　心筋

シンチグラフィにおける゜6　Tl　defectとブ1：心室造

影における梗塞周径比（non－contracted　segment

の割合゜。）を比較したところ，0．73と良好な相関

が得られた（Fig．8）．　apical，　aneurysmal，　hypo－

kinesisとなるに従がい，9、，　Tl　defectは大きく，

梗塞周径比も60～70°6を占めることが認められた．

V．考　　案

　心筋梗塞後の左心室瘤の存在は，その形態とと

もに心機能に与える影響も含めて，予後判定の上

に重要であり，精度高い診断が望まれる．左心室

瘤の臨床診断は，労作時息ぎれ，狭心症，不整脈

の合併を認める心筋梗塞症例に多く，かつ第III

音の充進，胸部レ線におけるCTRの増加，　buldge

形成，心電図におけるST上昇持続などによりそ

の存在が推定されることが多い．

　しかし，心RIアンジオグラフィ，心筋シンチ

グラフィの組合せにより非観血的に，左心室瘤の

形態，機能両面にわたる詳細な情報が得られるこ

とが理解される．すなわち，著者らは心RIアン

ジオグラフTにてファーストパス法およびマルチ

ゲート法の併用により，左心室瘤をapical，　ane－

urysmal，　hypokinesisの3型に分類した．著者ら

の分類は，主として，RAO像における各segment

の収縮異常部位の拡がりに基づくものであるが，

Fig．7，8の駆出分画および゜6　Tl　defectの成績を

併せれば心機能にも多大な影響を与えていること

がわかる．

　換言すれば，apical，　aneurysmal，　hypokinesisと

なるに従がい，心筋シンチグラフィにおける欠損

像が拡大する傾向にあり，駆出分画も漸時低下す

る．従って，著者らの左心室瘤の分類は，その重

症度も反映することになる．これらの事実は，収

縮異常部位とその心機能との関連を左室造影法に

て求めた報告9）ともよく一’致するものである．

　ところで，心機能のパラメータの1っである駆

川分画の算出に関して，左心室瘤症例ではll’11転惰

Presented by Medical*Online



18

（X－ray）

％NCS
100

50

核医学　18巻1号（1981）

ぢ
　

　

　

◎

O

　

　

　
●

／

　

　

　
●

O

％TE　defect

LV　aneurysm

　　Oa∩cal（AP）
　　●aneurysmal（AN）
　　▲hypokines‘s（H）

　　　　　　　0　　　　　　　　　50　　　　　　　　100
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　％TQ　defect
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Rl）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　n＝20
Fig．8　simple　correlation　between　percent　thallium　defect　and　percent　non－contrated

　　　segments　in　the　cases　of　left　ventricular　aneurysm．

円体としての近似はやや困難であり，この意味で

心RIアンジオグラフィによるカウント法からの

駆出分画の算出は妥当と考えられる．

　…方，左心室瘤症例と同様の臨床症状を呈する

ものとして，心筋梗塞後のgeneralized　hypokinesis

がある．しかし，心RIアンジオグラフィにおけ

るノ・｛心室瘤の判定は，DED，　ES像，2）edge　dis

play，3）moving　image　systemを，駆使すること

により極めて精度高く行なえ，その形態的な特徴

からDymondio），　Rigo11）と同様にgeneralized

hypokinesis症例と判別が可能である．著者らの

施設でも1979年6Jjから，　1980年3Jlまでに

心RIアンジオグラフィを施行，駆出分画が35°，，

以下を示す症例は52例あり，このうちノ1：心室瘤24

例およびgeneralized　hypokinesis　28例であり，す

べて形態学的に判別が行なえた．

　左心室瘤の存在は，心臓が正常なポンプ作用を

営む．ヒで不用の存在であり，一一回拍出量の減少，

駆出分画の低下および左室拡張末期圧の上昇をみ

ることが多い．かつ，左心室瘤の部位が20～25°、、

以上越える場合，残余心筋による代償機序の限界

に近づくとされており，このような症例では，残

りの収縮部位の動き，すなわち残余心筋，心機能

がどの程度あるか把握することが望まれる1　L’｝．

　一’般に，apical，　aneurysma1症例では，残余

segmentの収縮も良好であり，　r一術適応は，個々

の症例における臨床症状と併せ，試みられるべき

であろう．しかし，hypokinesis症例では残余心機

能の正確な把握のため，ニトログリセリンや運動

負荷による心Rlアンジオグラフィが有効であろ

う3）．著者らも種々のintervention　studyから残

余心機能の検討を行っており，別の機会に報告す

る予定である．

　また，本法は左心室瘤切除術を施行した症例に

おけるJ，　，｝所壁運動，心機能の観察にも極めて有川

である．今回の対象症例のうち，左心室瘤切除術

を施行した症例は，3症例と少ないが，代表例を

Fig．9に示す．術前および術後3週間および3ヶ

）jに施行した心Rlアンジオグラフィであるが，

駆川分画が改善され，かつ局所壁運動も良攻∫なこ

とが認められる．

　ところで，このような左心室瘤の診断に関する

他の検査法との比較であるが，血栓検出に関して

は，心RIアンジオグラフィ，心筋シンチグラフ

ィは無力であり，心エコー図に譲らなければなら

ない．Rigoら11）も，心RIアンジオゲラフィに
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Fig．9　follow　up　study　of　left　ventricular　aneurysmectomy　by　radionuclide　cardio－

　　　angiography．

て左心室瘤22症例のうち，石灰化した血栓を有す

る1例のみ検出可能であったと報告している．心

エコー図による左心室瘤の診断に関し，Dillon

ら14》は，巨大な左心室瘤においても核医学的方法

と同様に，残余segmentの収縮様式，とくにbasal

portionの評価に有用なことを認めている．しか

し，測定上心エコー図が得られにくい症例の存在

すること，および見落しのないように，多方向か

らの心エコー図が必要なことが望まれる．また心

機能の計測に関しては，心エコー図の性質上その

精度に問題があり，運動負荷，薬剤反応を検討す

る上にも困難である．

　これらの点から，核医学的診断は，非観血的に

行うことができ，経過観察に有用であることが理

解される．しかも，心エコー図が心RIアンジオ

グラフィに対応した形態，心機能の測定が行える

ものとしても，心筋シンチグラフィは，心筋壊死

巣を直接視覚的に捉えられる点で他に類をみない

利点を有する．

　また，手術適応に際しては，多くの場合，左心

室瘤切除と同時に冠血行再建を施行し，心筋への

冠血流増加をはかるため15），左心室造影と併せ冠

動脈造影は不可欠であろう．

　実際，A群20症例については，全例，左心室造

影，冠動脈造影を施行している．一方，B群10症

例では，平均年令が66．4才であり，今後増加する

と考えられる本症の診断に，非観血的な核医学診

断は，実地臨床の上で重要な役割を果たすと考え

られる．

VL　結　　論

　D　左心室瘤30症例を対象として，心RIアン

ジオグラフィ，心筋シンチグラフィを施行した結

果，本症の形態，心機能の把握に極めて有用なこ

とが示された．しかし，血栓検出に関しては，心

エコー図法が優れていた．
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　2）核医学的方法により，左心室瘤症例を，

apica1，　aneurysmal，　hypokinesisと3型に分類し

たところ，局所壁運動は，心RIアンジオグラフ

ィ，心エコー図法でよく一致した．かつ，心筋シ

ンチグラフィでは，それぞれの型に応じた欠損部

位，拡がりを認めた．

　　3）心カテーテル検査を同時に施行した20症例

にて，左心室造影，心RIアンジオグラフィより，

駆出分画を算出したところ，0．79とよい相関が得

られた．かつ，apica1，　aneurysmal，　hypokinesisと

なるに従がい，駆出分画は低下した．また，心筋

シンチグラフィから求めた゜、，Tl　defectは，左心

室造影から求めた梗塞周径比，°6NCS）と比較す

ると，0．73と良好な相関が得られた．とくに

hypokinesisの症例では，60～70°i、の大きさの゜。

Tl　defect，％NCSであった．

　　4）　このように，核医学的診断法は，形態，機

能両面にわたる情報が詳細に得られることから，

本症の診断のみならず経過観察，手術前後の比較

に役立っ．また，運動負荷，薬剤負荷などを併用

すれば，残余心機能，心筋の性状が判定でき，個

々の症例における病態の把握に有用であろう．

　貴重な症例を提供していただいた国立循環器病センタ

ー心臓内科，心臓外科の諸先生に深謝いたします．
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Summary

Clinical　Assesment　of　Post－infarction　Left　Ventricular　Aneurysm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by　Radio皿clide　Study

Tsunehiko　NlsHIMuRA，　Toshiisa　UEHARA，　Hiroaki　NAITo，

　　　　　　Kohei　HAYAsHIDA　and　Takahiro　KozuKA

Dep‘」〃〃’e〃t〔Oj’R‘’d’0109」・α〃d・Nti（’／e‘〃r　Medi〈・∫〃e，　Natio’κ」／Cα”dio　v‘ISCt’la’・Cρ〃re”，∫”〃α，　Osaka，ノ‘仰〃

　　Left　ventricular　failure　or　congestive　cardiac

failure　after　myocardial　infarction　may　be　the

results　of　a　localized　left　ventricular　aneurysm　or

of　global　ventricular　hypokinesis．　Detection　of

post－infarction　left　ventricular　aneurysm　is　im－

portant　to　determine　the　prognosis　and　surgical

treatment．

　　In　this　study，　by　radioisotope　technique，　clinical

assessments　of　left　ventricular　aneurysm　were

performed　in　30　patients　with　a　history　of　previous

myocardial　infarction．20　patients　of　all　were　also

studied　with　contrast　ventriculography　and

echccardiography　and　remaining　10　patients　were

studied　with　echocardiography　noninvasively．

　　The　types　of　left　ventricular　aneurysm　were

classified　into　three　groups　by　the　sequential　wall

motion　of　left　ventricle　by　first　pass　and　multi－

gated　cardioangiography．

　　（1）apical（a，　dyskinesis　of　Seg．3），

　　（2）aneurysmsl（a，　dyskinesis　of　Seg．2，3，4），

　　（3）hypokinesis　（a，　dyskinesis　of　Seg．2，　3，4

and　reduced　motion　of　1，5）．

　　In　tha川um　scintigraphy，30　patients　of　left

ventricular　aneurysm　had　transmural　perfusion

defect　in　all　cases　and　these　three　types　of　left

ventricular　aneurysm　are　corresponded　with　the

extension　of　perfusion　defect　in　thallium　scinti一

graphy　respectively．　TherefOre，　by　these　combined

methods，　left　ventricular　aneurysm　were　detected

noninvasively．

　　For　the　function　of　the　patients　with　left　ven－

tricular　aneurysm，　ejection　fraction　calculated

from　the　contrast　left　ventriculogram　were　cor－

related　well　with　radionuclide　ejection　fraction

by　counts　method（r＝0．79）．　Percent　thallium

defect　area　were　also　correlated　well　with　the

percent　non－contracted　segments　of　left　ven－

triculogram．　By　these　methods，　the　function　of

the　patients　with　left　ventricular　aneurysm　were

also　evaluated　clinically．

　　For　the　detection　of　mural　thrombosis，　echo－

cardiographic　findings　were　superior　than　radio－

nuclide　methods，　however，　echocardiography　was

inferior　to　the　assessment　of　function　of　left

ventriCUIar　aneUrySm．

　　In　conclusion，　these　radionuclide　methods

were　believed　to　be　useful　for　the　follow　up　and

indication　of　surgical　treatment　in　the　patients

with　post－infarction　left　ventricular　aneurysm．

　　Key　words：Left　ventricular　aneurysm，　Radio－

nuclide　cardioangiography，　Myocardial　perfusion

scintigraphy，　Segmental　wall　motion，　Ejection

fraction
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