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1．緒　　言

　心腔内血栓は，各種心疾患においてしばしば認

められるが，全身の塞栓症などの重篤な合併症の

誘因となるため，その存在確認および治療は臨床

上きわめて重要である．現在心腔内血栓の診断は，

心血管造影（以下Angio．と略す）．心臓X線CT

（以ドCTと略す）．超音波心断層図（以下ECHO

と略す）．心RIアンギオグラフィ等で可能である

が，いずれも形態学的診断であり，血栓自身の活

性動態を明確に示唆するものではなく，その判定

が困難な場合がある．また薬物治療の効果判定は

各検査による経過観察にて可能ではあるが，各検

査時点での血栓形成段階を把握することはできな

い．

　今回われわれは，血栓の診断法として近年注目

されてきた1111n－oxine血小板シンチグラフィに

よる心腔内血栓の検索を行い，血小板機能・血液

凝固能および薬物治療状況と対比検討し，臨床的

に有用であると思われる成績を得たので報告する．
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H．対象および方法

　対象は，三重大学第一内科に入院した各種心疾

患患者36例で，心筋梗塞16例，心弁膜症11例，心

筋症8例，心房中隔欠損症1例からなり，男性24

例，女性12例，平均年齢50歳であった．

　血小板標識は，アマシャム社製1111n－oxineを

使用し，wistowら1）や林田ら2）の方法を一部変

更して施行した（Fig．1）．すなわち多血小板血漿

（PRP）および乏血小板血漿（PPP）を得る遠心分離

はおのおの180G・12分間，900G・12分間で施行

した．標識操作は，滅菌プラスチックチューブ・

ディスポーザブル注射器（テルモ社製）・N－1ベニ

ュー ラ針（トップ社製）を使用し，全て無菌的に施

行した．

　撮像およびデータ収集は，中エネルギー汎用コ

リメーターを装着した2台のガンマカメラを備え

る東芝性GCA－70　AS型Single　Photon　Emission

Computed　Tomography（SPECT）装置を使用し，

dual　peak　energy（173，247　keV），　Window土30％

で，静注後24・72時間に施行した．Planar像は，

胸部正面・左前斜位45°・左側面の3方向よりお

のおの5分間収集撮像した．SPECTデータは，2

　Key　words：　1111n－oxine　platelet　scintigraphy，　Intra－

cardlac　thrombus．
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Fig．1　Method　of　platelet　labeling．

台の対向するカメラを6°ごとに胸部周囲で回転

させ360°方向よりおのおの20秒間ずつ収集し（計

10分），体軸に対する横断（Transaxial），矢状断

（SagittaD，冠状断（Corona1）の3断層像をスラで

ス厚5．4mmごとに再構成した後，　CRTに表示

された画像をポラロイドフィルムに撮影した．

　各画像の読影は，3名の医師の合議により行い，

2方向以上の像においてPool像とは異なる明ら

かな集積像を認めたものを陽性とした．

　また標識血小板静注後36時間に末梢血採血し，

Total　Hematology　Measurement　System（THMS）

にて血小板数および平均血小板容積を，コアグマ

スターにて部分活性トロンボプラスチン時間

（APTT）・プロトロンビン時間（PT）・フィブリノ

ー ゲンを，さらに静注後40時間に末梢血採血しガ

ラスビーズ法にて血小板粘着能を，各種凝集剤

（ADP　1．8μM，　Collagen　1．4μg／mt，　Adrenalin　L3

mM，　Ristocetin　1．2　mg／ml）にて吸光度より血小板

凝集能をおのおの測定した．これら血液データの

有意差はnon－paired　t－testにより施行した．

　血栓に対する薬物治療は，各症例ともシンチグ

ラフィ施行1週間前より，’標識血小板：静注後72時

（×104／mm3）
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間の2回目の撮像時まで固定した．

　なお血栓の存在診断は，Angio．・CT・ECHOの

うち2っ以上の検査で確認されたものを血栓あり

と判定した．

Table　l　Results　of　In－111－oxine　scintigraphy

ECHO・CT・Angio．

　　　　十

一ト　　8（TP）　　　0（FP）

－　　6（FN）　22（TN）

m．結 果

In－111－oxine　scintigraphy

ECHO：2－dimensional　echocardiography，

CT：X－ray　CT，　　Angio．：Angiography

　全例36中，Angio．・CT・ECHOにて14例に血栓

が認められた（心筋梗塞16例中6例で全て心室瘤

部の壁在血栓，弁膜症11例中7例で僧帽弁に病変

を有する患者の左房内血栓，心筋症8例中1例の

心尖から前壁におよぶ壁在血栓）．一方，1111n－

oxine血小板シンチグラフィでは心筋梗塞4例・

弁膜症3例・心筋症1例，合計8例において血栓

が描出され，これらは全例とも他検査において血

栓が確認された例であった．また他検査において

血栓が認められなかった症例は，シンチグラフィ

Table　2　Analyses　of　platelet，　platelet　function　and　coagulation

　　　Platelet　（×104／mm3）

　　　MPV　　　　　（μ3）

　　　Aggregation　index

　　　　ADP　　　　（％）
　　　　Collagen　　　　　　（％）

　　　　Adrenalin　　　　　（％）

　　　　Ristocetin　　　（％）

　　　　Adhesion　index（％）

　　　APTT　　　　　　　　（sec．）

　　　PT　　　　　　　　　　（sec．）

　　　Fibrinogen　　（mg／dl）

TP：true　posltlve　cases，

TP（n－8）

20．9：ヒ6．6

8．7士0．7

　41士8

　56土12

　51土22

　62土8

49士23

32．0ヨ：6．3

11．6士0．7

281土30

FN（n－6）

20．4」：8．2

8．7士0．7

　29土11

　39士19
49：と13

　27土24

　30：と18

36．8土5．8

14．1士2．6

317土48

FN：false　negative　cases，　TN：true　negative　cases

TN（n＝22）

24．7土6．0

　9．0士0．6

46土14
　52土14

　58士15

　58土19

49士19

33．1土4．3

11．6±0．5

334：と87

Table　3　Medical　follows　of　patients　with　thrombus

True　POSItlve

False　negative

Case

　1

　2

　3

　4

　5

　6

　7

　8

　9
10

11

12

13

14

（mg／day）

No　therapy　Warfarin　potassium　Dipyridamole　Ticlopidine－HCI

5
2
4
「

5
「
∠
～
ワ

150

300

300

300

600
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においても全て陰性であった．よってシンチグラ

フィにては，真陽性群（TP）8例・偽陰性群（FN）

6例・真陰性群（TN）22例であり（Table　l），　Sen－

sitivity　57％・Specificity　lOO％・Overall　accuracy

83％であった．

　次に血液所見をTP・FN・TNの3群に分け検討

した（Fig．2－A，　B，　c）．血小板数・平均血小板容積

（MPV）では3群間に有意差を認めなかった．血

小板粘着能ではFN群・TN群間に有意差（P〈

0．02）を認めた．血小板凝集能では，ADPでFN

群・TN群間に（P＜0．01），　CollagenでTP群・

FN群間に（P＜0．05），　RistocetinでTP群・FN

群問（P〈0．Ol）とFN群・TN群間（P＜0．Ol）にお

のおの有意差を認めたが，Adrenalinでは有意差

を認めなかった．血液凝固能では，APTTでFN

群・TN群i間に（P＜0．05），　PTではTP群・FN群

問（P＜0．05）とFN群・TN群間（P〈0．001）にお

のおの有意差を認めたが，フィブリノーゲンでは

有意差を認めなかった．

　さらに血栓を有する14例をTP群・FN群に分

け，その治療状況を検討した（Table　3）．　TP群8

例中6例は未治療で，他の2例はワーファリンに

よる抗凝固療法を施行中であった．一方FN群で

は6例中5例は抗凝固療法・抗血小板療法の併用

主たは抗血小板療法単独で施行中であり，未治療

は1例のみであった．

　症例1　（Fig．3－A，　B，　C，　D）56歳，男性．

　広範前壁梗塞発症後47日目の患者である．左室

心尖部に心室瘤を認め，Angio．・CT・ECHOに

て同部に血栓を認めた．1111n－oxine血小板シンチ

グラフィでは，Planar像で24時間後にPoo1像を

認めたが，72時間後には3方向の画像でPoo1像

の減少に対し心尖部に明らかな集積像を認めた．

SPECT像でも，24時間後のPoo1像に対し72時

間後には左室心尖部に集積像を認めた．

　本症例は抗血小板・抗凝固療法とも施行してい

ない例であり，E｝iたPlanar像における集積像は

他検査により描出された血栓像に比較しやや小さ

く描出された．

　症例2　（Fig．4－A，　B，　C，　D）42歳男性．

195

　リウマチ性僧帽弁狭窄兼閉鎖不全症の患者であ

る．心調律は心房細動で，Angio．・CT・ECHO

にて左心耳に血栓を認めた．iiiln－oxine血小板

シンチグラフィでは，Planar像で24時間後に

LAO像にて，72時間後に3方向の画像にておの

おの左心耳に集積像を認めた．SPECT像でも24

時間後のPool像に対し72時間後には左心耳に集

積像を認めた．

　本症例も，抗血小板・抗凝固療法とも施行して

いない例であった．

IV．考　　察

　1976年，Thakurら3）によりiiiln－oxine標識血

小板による血栓シンチグラフィの有用性が示唆さ

れて以来，本法は各種血栓診断に利用されつつあ

る．今回われわれは，iiiln－oxine血小板シンチグ

ラフィによる心腔内血栓の診断において，その描

出精度・血液所見および治療状況より描出血栓の

活性動態の推定，さらにSPECT像の導入につい

て検討した．

　今同われわれが用いた血小板標識方法は，ほぼ

林田らの方法に従い，血小板分離の遠心力および

時間をやや変更して施行した．これは管底に分離

された血小板を，振撮のみにより損傷することな

く安易に再浮遊させるためであり，われわれの方

法における10例の検討ではPRPからの血小板分

離率は血小板数で78％，血小板容積で86％と良

好であった．また36例中25例の検討では，血小板

の標識率は72．4士9．3％であった．1～4例の標

識操作に2～3．5時間を要したが，以上のように

十分な標識ができたものと思われた．

　心腔内血栓の存在診断において，冠動脈造影を

含めたAngio．の有用性はRaphae14），　Swan5），鈴

木6｝，脇屋7）らにより報告されており，造影剤を

使用したCTの有用性はNair8），友旧9）らにより

報告されている．またECHOによる血栓の診断

もBモードの導入により飛躍的に向上し，Mel－

tzerio），　Ezekowitz11）らは良好な結果を報告してい

る．最も正確で確実な方法は手術時の開心所見に

よるものであるが，今回対象とした症例はシンチ
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グラフィ施行後手術圭で1か月以上の期間を有し，

またその間抗血小板および抗凝固療法を施行され

ていたため，シンチグラフィとほぼ同時期に施行

し得たAngio．・CT・ECHOにより血栓の存在を

判定した．

　iiiln－oxine血小板シンチグラフィによる心腔内

血栓の検出率は，諸家11”14）によりSensitivity

59～82％・Specificityはほぼ100％と報告されて

いる，われわれの検討では，おのおの57％・100％

であり，Sensitivityはやや低いが諸家とほぼ同様

の結果が得られた．一般に本法におけるSensi－

tivityはAngio．・CT・ECHOのそれに比較しやや

低い傾向にあるが，Specificityは他の検査法より

高く，圭たOverall　accuracyは83％であり，心

腔内血栓の存在診断法としての有用性が示された

と思われた．

　血液学的検討では，TP群・FN群間にはCo1－

lagen・Ristocetinによる血小板凝集能とプロトロ

ンビン時間において有意差を認め，たとえ血栓が

存在しても血小板機能・血液凝固能の低下した状

態においては描出されない可能性が示された．t

た治療状況の検討においても，TP群では未治療

例が多いのに対しFN群では抗血小板・抗凝固療

法施行例が多く，血液所見とほぼ一致した傾向を

示唆していると思われた．

　血小板標識によるシンチグラフィにて血栓が描

出されるということは，理論的には標識された血

小板が血栓に付着することによりその存在部位に

一致して集積像が形成されると考えられるが，い

i｝iだその詳細は究明されていない．シンチグラフ

ィの結果と血小板機能・血液凝固能および薬物治

療状況を比較検討した報告はい1だないが，われ

われの検討においては血小板の機能および血液凝

固状態は血栓が描出されるか否かに影響し，流血

中の血小板等が付着しつつある成長段階の血栓の

みが描出されると考えられた．現在画像診断法に

て血栓の存在を確認することは比較的安易になり

つつあるが，その形成状態を推定することは困難

であり，この点において本法は唯一　in　vivoでの

血栓の活性動態を示唆する利点を持ち，さらに薬

物治療による血栓形成阻止効果の判定ができる有

用な検査法であると思われた．

　最後に，近年核医学検査におけるSPECT像の

導人が注日されているが，心腔内一血栓診断におけ

る1111n－oxine血小板シンチグラフィへのSPECT

像の導人は，われわれの検索したかぎりではい！

だその報告はない．今回の検索では，Planar像と

比較し検出率には有意な差を認めなかったが，画

像作成におけるcut　levelの設定等の問題があり，

今後さらに検討が必要と思われた．しかしTrans－

axial像ではCTと同様の水平断面像が得られ，

3断層像の検討により血栓の存在部位を三次元的

により正確に把握することが可能であった．Eた

今回撮像した正面・左前斜位45°・左側面のPlanar

像は心尖部や左心耳にある血栓の描出には最も有

利であるが，左房後壁等の血栓はSPECT像のほ

うがより良好な検出率を示す可能性が考えられた．

V．結　　語

　1）心疾患患者36例を対象に，ltlln－oxine血小

板シンチグラフィによる心腔内血栓の検索を施行

した．

　2）血栓検出においてSensitMty　57％・Specific－

ity　lOO％．Overall　accuracy　83％を得た．

　3）SPECT像は，血栓の存在部位を明らかに

するのに有用であると思われた．

　4）真陽性群では8例中2例が抗凝固療法を，

偽陰性群では6例中5例が抗血小板・抗凝固療法

を施行中であった．

　5）偽陰性群では，真陽性群・真陰性群に比較

し血小板機能および血液凝固能の低下を認めた．

　6）以上より，本法は心腔内血栓の検出のみな

らず，その活性動態および治療効果を示唆する有

用な検査法であると思われた．
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