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　要旨　左房粘液腫6例に平衡時心電図同期心プールシンチグラフィを施行，これにフーリエ変換による位

相解析を試み，左房粘液腫の検出能を検討するとともに，左室容量曲線の拡張期指標1／3Filling　Fraction，

RaPid　Fillin9　Fraction，　Peak　Filling　Rateより左室流入障害を評価した．その結果6例中5例に左室基部

に位相の遅れを示す部位が存在し，左室内位相ヒストグラムの標準偏差は大であり，5例に左室流入障害の

存在が示唆された．粘液腫摘出術後再検査を行った3例は左室基部の位相の遅れが消失し，拡張期指標は改

善した．

　以上の結果より，位相解析は拡張期に左室に嵌入する腫瘤の検出に，拡張期指標は左室流入障害の把握に

それぞれ有用と考えられた．

1．緒　　言

　左房粘液腫は比較的稀な疾患であり，その非侵

襲的診断に断層心エコー図法は有用1，2）とされて

いるが，Radionuclide　Angiocardiographyもまた

有用で，多数の報告3’v7）がある．しかし，これら

の手段による方法は主として形態評価に限られ機

能面からの評価については報告が少ない．

　今回，著者らは左房粘液腫6例に心電図同期心

プールシンチグラフイを施行し，これにフーリエ

変換による位相解析を試み，左房粘液腫に対する

診断的価値を検討するとともに，左室容量曲線よ

りその心機能評価，とくに左室流入障害の評価も

併せ行った．
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II．方　　法

　心電図同期心プールシンチグラフィは高感度平

行孔型コリメーターを装着したガンマカメラを使

用し，コリメーターを左室と右室が最もよく分離

される左前斜位で尾側に10～15°傾け（modified

LAO）撮像した．データー収集は生体内標識によ

る99mTc一赤血球約20　mCiを急速静注し，その約

10分後，1心拍を25フレームに分割するプログラ

ムにて島津シンチパック1，200に64×64のmatrix

sizeで300～500心拍集録した．画像をスムージ

ングした後，各matrixのtime　activity　curveをフ

ー リエ変換し位相および振幅の像を得た．位相は

一 180°～＋180°を16段階に区分してカラー表示

し，さらに左室内位相のヒストグラムを作成して

その平均値および標準偏差を求めた．また，左室

全体の関心領域からバックグラウンドを差し引い

て作成したtime　activity　curveをフーリエ4次項

で近似させた後拡張末期カウント，収縮末期カウ

ントを求めこれらからEjection　Fraction（EF）を
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算出した．この近似曲線より収縮末期より前1／3拡

張期まで，および拡張期dv／dtの下行脚における

peak　dv／dtの1／2までの左室充満カウント数を求

め，これを駆出カウント数で除し，それぞれ1／3

Filling　Fraction（1／3　FF），　Rapid　Filling　Fraction

（RFF）とし，さらにpeak　dv／dtを拡張末期カウン

トで除した値をPeak　Filling　Rate（PFR）とし，こ

れらを左室拡張機能の指標として求めた（Fig．1）．

IH．対　　象

　当科へ入院し，断層心エコー図，X線CT，心

血管造影などにより左房粘液腫と診断した6例

EF　　　x／y

PFR　　　　（peak　dv／dヒ）ノy

1／3FPa／x
RFF　　b／x

Fig．1　Calculation　of　various　indices　obtained　from

　　　left　ventricular　volume　curve（upper　pane1）and

　　　dvldt　curve（lower　pane1）．　Ej㏄tion　Fraction

　　　（EF），　Peak　Filling　Rate（PFR），1／3　Filling　Frac－

　　　tion（1／3　FF）and　Rapid　Filling　Fraction（RFF）

　　　were　presented．

　　　x＝＝stroke　count，　y＝end－diastolic　count，　a＝

　　　counts　increased　during　the　first　one　third　of

　　　the　diastole，　b＝counts　increased　during　the

　　　rapid　filling　phase（counts　from　end－systole　to

　　　half　of　the　mid　portion　of　the　descending　limb

　　　after　peak　filling）．

（Table　1）を対象とし，この5例は病理組織学的

にも確認し，このうち3例は摘出術後にも再度施

行した．なお，正常健常者12例を対照群とした．

IV．症　　例

　症例1　M．A．41歳　女性

　主訴：胸痛，息切れ．現症：心尖部に拡張期

rumbleを聴取．胸部X線：心胸郭比54％．心電

図：洞調律，左房負荷．断層心エコー図：左房内

に心房中隔下部に茎を有する腫瘤を認め，拡張期

にこの大部分が左室に嵌入し，僧帽弁前尖弁腹に

接する所見．心臓カテーテル検査：肺動脈圧28／9

㎜Hg．左室拡張末期圧14　mmHg．肺動脈造影｝こ

より左房内腫瘤を検出．

　心電図同期心プールシンチグラフティではEF

60％，1／3FF　18％，　RFF　50％，　PFR　2．65／secで

あった（Fig．2a）．また，位相解析では左室基部に

位相のずれを示す棍棒状の部分を認め，左室内位

相のヒストグラムの平均値は170°，標準偏差は

28°であった（Fig．3b）．手術時7×4×3cmの多分

葉の腫瘤を摘出し，これは病理組織学的にも粘液

腫と診断された．摘出術の1か月後再度施行した

心電図同期心プールシンチグラフィではEF　63％，

1／3FF　39％，　RFF　88％，　PFR　4．41／secと改善し

（Fig．2b），位相のずれが消失し，左室内位相ヒス

トグラムの平均値は180°，標準偏差は11°と改善

した（Fig．3b）．

　症例2S・K．61歳女性
　主訴：労作時呼吸困難，失神発作．現症：心尖

部に拡張期rumble，　tumor　proPを聴取．胸部X

線：心胸郭比61％，肺血管陰影増強．心電図：洞

調律，両房負荷．断層心エコー図：左房内に心房中

Table　l　Characteristics　of　subjects

Name Age Sex Presentation PA（mmHg） Tumor　size（cm）

1
2
3
4
5
6

M．A．

S．K．

H．Y．

RJ．

0．S．

Y．M．

1
ー
ハ
ソ
8
1
0

4
6
2
6
5
4

F
F
F
F
M
F

chest　pain

syncope
dyspnea

dyspnea

syncope
palpitation

27／9

75／30

50／32

39／19

2418
25／10

7．0×4．0×3．0

7．5×5．5×3．0

6．5×5．0×3．0

6．5×4．5×3．0

6．0×4．0×2．5
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隔に茎を有する腫瘤があり，拡張期にこの大部分

が左室に嵌入する所見．心臓カテーテル検査：肺

動脈圧75／30　mmHg，左室拡張末期圧10　mmHg，

肺動脈造影により左房内腫瘤を検出．

S

Be　fore

Op．

170

After
Op・

i80

　　　　　a　　　　　　　　　　　　　b

Fig．2　Case　L

　a：Phase　image，　and　mean　and　standard　deviation

　　　（SD）of　the　phase　distribution．

　　　Phase　delay　was　shown　in　the　basal　portion　of

　　　the　left　ventricle．

　b：　After　operation．

　　　Phase　delay　was　disappeared，　and　SD　was

　　　d㏄reased．
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　心電図同期心プールシンチグラフィではEF

48％，1／3FF　41％，　RFF　47％，　PFR　3．22／secであ

った．位相解析では左室基部に楕円形の位相の遅

れを示す部分があり，左室内位相ヒストグラムの

平均値は178°，標準偏差は51°であった（Fig．4a）．

摘出術にて7．5×5．5×3．Ocmの粘液腫を認め，そ

の3か月後の再検ではEF　52％，1／3　FF　44％，

RFF73％，　PFR　3．51／secであり，位相解析では位

相遅延部分が消失し，左室内位相ヒストグラムの

Before　Operation

51e　1S　2024

　
R

P

「
P
r

P

に
P113FF
RFF

Fig．3

a
b

60

2．65

18

50

510152023
EF

PFR

1！3FF

RFF

　a
Left　ventricular　volume

cardiac　indices　of　case　1．

Before　surgical　operation

After　surgical　operation．

63

4．41

39

88

　b
curve　and　various

　　　　　　　　　a　　　　　　　　　　　　　　　　　　　b

Fig．4　　Case　2．

　　　Phase　image，　and　mean　and　SD　of　the　phase　distribution　before（1eft）and　after

　　　（right）surgica！operation．
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平均値は195°，平均値は10°と改善した（Fig．4b）．

V．結　　果

　本症6例（3例は術前，術後）および対照群12

例の左室位相ヒストグラムの標準偏差をFig．　5に

示す．本症6例中5例は左室内位相ヒストグラム

　SD
（°

20

ユ0

0
C　　　　HYx　　AFTER　OP鵬

Fig．5　Value　of　SD　in　the　phase　distribution．

　　　C：Control，　Myx：Myxoma，　AFr　OP：after

　　　operation　of　Myxoma
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Fig．6　Comparison　of　various　cardiac　indices　among

　　　controls　and　patients　with　left　atrial　myxoma．

の標準偏差が大となり，このうち術後再検し得た

3例の標準偏差はすべて正常範囲に復した．また，

EF（粘液腫群52．0土9．1％，対照群58．7±6・7％）は

低下傾向を示し，1／3FF，　PFRは2例で低値を示

し，RFF（粘液腫群58．2土9．5％，対照群78．0土

6．o％）は5例で低下した（Fig．6）．

VI．考　　案

　粘液腫は心臓腫瘍のうち最も高頻度で，その約

75％が左房内に発生するとされる8）．断層心エコ

ー
図法は左房粘液腫の存在，大きさ，形状，運動

性などの重要な情報が得られ，診断的価値は高い

とされている．一方，Radionuclide　Angiocardio－

9raphyもこの診断に有用であり，Pohostら4）は

7例中6例が診断可能と報じ，またKalffら5）に

よると左後斜位からのFirst　pass法が本症の診断

に他の角度よりすぐれていると報告し，Carseldine

ら6）は拡張末期像と収縮末期像の差のstroke

volume　imageが粘液腫の把握に有効であった1

例を報告した．また近年Adamら9）の提唱した

フーリエ変換法を用いた位相解析法は新しい心機

能解析法として普及し1°・11），刺激伝導異常の評価

にも利用されているが，Taroloら12）はこの位相

解析法が左房粘液腫の検出に信頼度が高いと報告

した．

　著者らは左房粘液腫6例に対し位相解析を行い，

その検出能を評価し有用性を検討したが，左室基

部に棍棒状または円形の位相の遅れのみられる症

例が6例中5例に存在し，摘出術後再検査を行っ

た3例はすべてこの位相の遅れが消失した．しか

し1例のみ位相解析上異常が認められなかったが，

本例は粘液腫が広範囲に心房中隔壁に固着し，ほ

とんど振子様運動を呈さなかった．これに反し他

の5例がいずれも茎を有し，拡張期に少なくとも

粘液腫の一部が左室内に嵌入する所見が得られて

いるのとは対照的であった．5例中1例のみ心尖

部に小梗塞を合併したが，他の4例は断層心エコ

ー図，左室造影上壁運動異常は認めず，5例とも心

電図上刺激伝導異常もなく，左室基部の位相の遅

れは拡張期に左室内に嵌入する腫瘤のため生じた
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Myxoma　　type　1
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510i52024
Mitral　Stenosis

5　　 10　　15　　2023

Myxoma　　type　2

5　　te　t5　2能2

Noma1

519】L52023
Fig．7　Typical　ventricular　volume　curve　of　Myxoma，

　　　Mitral　Stenosis　and　Normal．

と考えられる．すなわち，腫瘤の嵌入する左室基

部の各画素は収縮期に容量が増加し拡張期に減少

する容量曲線となるため，位相のずれが生じたと

考えられる．症例により左室の収縮開始と腫瘤の

左室より左房への移動開始時期の差に違いがあり，

このため位相のずれが症例ごとに異なる結果にな

ったものと思われる．また，左室内位相ヒストグ

ラムの標準偏差の大小は左室内に嵌入する腫瘤の

大きさと時相のずれの2因子に主に規定されるこ

とが推察される．通常この標準偏差はasynchrony

の指標として有用とされるが10），左室に嵌入する

腫瘤の一部による位相のずれのためにも大なる値

をとりうるものと思われる．Taroloらの指摘の

ごとく，この位相イメージの異常はstroke　volume

imageより明確かつ特徴的に左房粘液腫の存在を

示した．術後例での位相イメージ異常の消失はこ

れを裏づけるものであろう．さらに，左室流入障

害が存在し近似の血行動能を呈すると考えられる

僧帽弁狭窄症6例では位相の遅延が認められず，

この左室基部の位相の遅延は腫瘤の左室嵌入に特

徴的な所見と思われる．

　以上のごとく，左房粘液腫の検出のため心電図

同期心プールシンチグラフィによる位相解析の位
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相イメージは有用であり，位相のずれが存在すれ

ば拡張期に腫瘤が左室に嵌入する所見があるもの

と考えられる．

　一方，左房粘液腫症例は腫瘤の振子様運動によ

り拡張期に腫瘤が左室に嵌入し，左室流入障害が

生じると考えられるが，その詳細な報告は少ない．

最近，心電図同期心プールシンチグラフィによる

左室容量曲線から拡張機能が検討され，肥大心で

は肥大の程度とよく相関して障害され13），また虚

血性心疾患では収縮性の指標より早期に拡張障害

を示すので有用な指標になり得る14）と報告されて

いる．Fig．7に示すごとく，左房粘液腫はその左室

容量曲線から観察すると，拡張早期より左室流入

障害が存在し，僧帽弁狭窄症と類似の拡張期パタ

ー ンを呈するtype　1（2例）と，拡張中期より左室

流入障害を呈すると考えられるtype　2（3例）に分

別可能であった．これは主に粘液腫の振子様運動

の時相の微妙な差異に起因すると考えられる．拡

張期指標としての1／3FF，　RFF，　PFRを検討する

と，1／3FF，　PFRは2例のみ低値を示し，この2

例はtype　1であり，　RFFはtype　1の2例，　type

2の3例とも低値を示した．したがって，これら

の指標の組み合わせにより，左室流入障害のパタ

ー ンの把握が可能と思われた．

　以上，心電図同期心プールシンチグラフィの位

相解析は左室に嵌入する左房粘液腫の検出に，左

室容量曲線の拡張期指標はその病態把握にそれぞ

れ有用であった．また，これらの観察結果は左房

粘液腫の左心系での動態を明らかにしただけでな

く，従来，形態評価のみで行われてきた左房粘液

腫の診断に，動態面からの情報を加味し得る可能

性を示した．この点からすると，RI法は断層心エ

コー図法に劣らず診断に寄与するものと言い得る．
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Hiroki　SuGIHARA，　Haruhiko　ADAcHI，　Hiroaki　NAKAGAwA，　Hirokazu　KJTAMuRA，

　　　　Masaaki　KoHDA，　Masaichi　HIGAMI，　Tadashi　NAKANIsHI，　Seito　HARIMA，

　　　　　　　　　　　　　　　Hikari　TsuJi，　J皿AsAYAMA，　Keizo　FuRuKAwA，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Hiroshi　KATsuME　and　Hamao　IJIcHI

Seeond　Depar’ment　of　Medieine，　Kvoto　Prefeetural　Un’vers’ty　ofルfed’cine

　　Radionuclide　imaging　plays　an　important　role

in　diagnosisng　left　atrial　myxoma（LAM）．　We

discussed　diagnostic　value　of　Fourier　analysis　with

phase　image　and　evaluated　left　ventricular　filling

血mction　using　indices　such　as　1／3　F川ing　Fraction，

Rapid　Filling　Fraction　and　Peak　Fming　Rate

derived　from　left　ventricular　volume　curve．　Equi1・

librium　radionuclide　angiocardiography　was　per－

fbrmed　in　6　LAM　patients．

　　Phase　delay　in　the　basal　portion　of　the　left　ven－

tricle　was　shown　in　50f　6　LAM　patients，　and

standard　deviation　of　left　ventricular　phase　was

larger　than　these　of　controls．　Left　ventricular　filling

disturbance　was　suggested　in　5　of　6　LAM　patients．

After　surgical　remove　of　myxoma　phase　delay　was

disappeared　and　standard　deviation　was　normal－

ized．　And　left　ventricular　filling　was　improved．

　　We　concluded　that　the　phase　image　of　Fourier

analysis　revealed　a　left　atrial　mass　prolapsing　in

the　left　ventricule　during　the　diastole，　and　that

diastolic　indices　were　useful　fbr　left　ventricular

filling　disturbance　due　to　LAM．

　Key　words：Left　atrial　myxoma，　Gated　radio－

nuclide　ventriculography，　Phase　image，　Left　ven－

tricular　filling　disturban㏄．
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