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《ノート》

PTCA後，遠隔期に左冠状動脈主幹部に
　　　　　　狭窄病変を生じた1例

A　New　Lesion　in　the　Left　Main　Trunk　Remote　from　the　Successful

　Coronary　Angioplasty　Segment　Estimated　by　RI　Angiography

　　　　　　　　　　　－Report　of　a　Case一
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1．はじめに

　Percutaneous　transluminal　coronary　angioplasty

（PTCA）は1977年，　GrUntzigら1）による最初の成

功例以来，虚血性心疾患の治療手段として，その

地位を確立しつつある2）．われわれの施設でも

1981年よりPTCAを導入し，初期成績やそれら

の核医学的な検討例に関して報告している3－’6）．

本報告は，PTCAにより狭窄病変の拡大には成功

したが，6か月後に新しく左冠状動脈主幹部，特

にその開口部に有意の狭窄病変を生じた症例を経

験し，First－Pass法によるRadionuclide　Angio－

graphy（FRNA）により狭窄病変の存在を推定し

得たので報告する．

II．症　　例

症　例：K．M．，51歳，男，獣医

主訴：労作時の胸部圧迫感

＊大阪府立成人病センター循環動態診療科

受付：61年2月24日
最終稿受付：61年5月9日
別刷請求先：大阪市東成区中道1－3－3（●537）

　　　　　大阪府立成人病センター循環動態診療科

　　　　　　　　　　　　　　　　吉　野孝司

　家族歴および既往歴：特記事項なし

　現病歴：昭和58年2月26日より労作時に胸部圧

迫感を自覚するようになったので精査の目的で4

月4日，当院に入院した．

　入院時現症：身長171cm，体重61．5　kg，体格は

中肉中背で栄養状態は良く，脈拍は70／分，血圧

148／86　mmHgであった．打聴診上，胸部および

腹部に異常を認めなかった．

　入院後の血液検査，生化学検査，尿検査などで，

特に異常を認めなかった．

　冠状動脈造影検査では，左前下行枝近位部

（Segment　6）に75％（AHA分類）の狭窄病変を認

めた（Fig．1）．右冠状動脈には狭窄病変を認めな

かった．左室造影では特に壁運動の異常はなく，

左室駆出率（LVEF）は74．5％と正常範囲であっ

た．

　FRNAを安静時，運動負荷時，さらにニトロ

グリセリン（TNG）の投与後運動負荷時に施行し

た．FRNAはシステム77を用い，右前斜位30°

より臥位にて行った．RIの投与法としては外頸

静脈より99mTcO4－20　mCiをbolus注入し生理

　Key　words：　First－pass
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的食塩水20m1でフラッシュした．データ処理方

法に関しては，すでに報告した手順で行った7）．

ただし，同じ日に連続してFRNAを施行した場

合はバックグラウンド処理法を用いた．運動負荷

は，Siemens　Elema社製自転車エルゴメータで，

負荷量を25Wより開始し，2分ごとに25Wずつ

増加し，狭心痛，下肢疲労感あるいは心電図で

1mm以上のST低下がみられるまで行った．

TNGの投与法は初期量として2γ／kgを静注し，

以後0．5γ／kg／minのスピードでの持続点滴とし

た．TNG投与後の運動負荷は，　TNG投与後

Steady　Stateとなった段階で，　TNG投与前の運

動負荷と同等またはそれ以上の負荷量で行った．

　FRNAによる左室壁運動の解析法としては，

Regional　Ejection　Fraction　Image（REFI）とEnd

Diastolic　Perimeter（EDP）およびEnd　Systolic

Perimeter（ESP）を重ね合せたPerimeter　Image

（EDP＋ESP）を作成するとともに，　Moving　lmage

による観察を行った．

　PTCA前運動負荷により，心拍数（HR）は68／

minより115／minに，血圧（BP）は128／70　mmHg

より158／82mmHgに，　Double　Product（DP）は

8，704より18，170に増加し，狭心痛を訴えた．安

静時の心電図12誘導では異常はなく，運動負荷に

よりV4～V6で有意のST低下を認めた．　TNG

投与後の運動負荷では，HR　130／min，　BP　174／80

mmHg，　DP　22，620にもかかわらず，自覚症状は

なく，心電図も変化しなかった．

　PTCA前のFRNAでは，安静時のREFIおよ
びEDP十ESPは正常で，　LVEFは88％であった．

運動負荷によりLVEFは55％と著しく減少し，

REFI，　EDPI－ESPは前側壁から心尖部にかけて

著明な左室局所壁運動障害を示した．TNGの投

与により，LVEFは67％になり，左室局所壁運動

障害も改善した（Fig．2）．

　これらの成績より左前下行枝の病変が心筋虚血

の原因であり，なおかつ，左前下行枝の1枝のみ

の高度狭窄病変で，その狭心痛罹病期間が短いこ

とよりPTCAの適応とし，6月6日PTCAを施
行した．

　PTCA直後の冠状動脈造影では，左前下行枝の

狭窄は75％より25％に拡大された（Fig．3）．

　PTCA　1週間後の運動負荷では，　PTCA前以上

の負荷をかけ，HR　l28／min，　BP　176／90　mmHg，

DP　22，528であったにもかかわらず，心電図上有

意のST・T変化は認められなかった．　FRNAの

所見では，PTCA前に認められた左室局所壁運動

障害は消失し，LVEFも安静時85％，運動負荷

時84％となり，著明な改善を示した（Fig．4）．

　本例はPTCA後，狭心痛などの臨床症状もな

く，良好な経過をたどっていたが，遠隔期の状態

を把握する目的で6か月後に再検査を施行した．

　安静時には心電図上の異常所見はなかった．運

動負荷では，HR　l35／min，　BP　l90／90mmHg，

DP　25，650であったが，自覚症状の出現や心電図

変化を認めなかった．

　PTCA施行6か月後のFRNAでは，安静時の

壁運動は正常で，LVEFも87％と正常であった．

運動負荷時の左室壁運動は，前側壁から心尖部，

さらに下壁の一部にかけて低下し，LVEFも61％

と著しく低下して，新たな虚血の存在が疑われ

た．TNGの投与により壁運動は正常化し，　LVEF

も85％と正常になP，安静時と差はなかった
（Fig．5）．

　FRNAの所見よりPTCAによって拡大した病

変部の再狭窄を疑い冠状動脈造影を行ったところ，

再狭窄の所見はなく，新たに左冠状動脈主幹部に

75％の狭窄病変が明らかになった（Fig．6）．

III．考　　察

　FRNAは虚血性心疾患の左心機能や左室壁運

動の把握に有用な非侵襲的手段である7・8）．さら

に，運動負荷を加えることにより，心筋虚血部位

や心機能障害の程度の判定などに有用性を増す9）．

今回われわれが用いたシステム77によるFirst－

Pass法に関して，　Jonesらは冠動脈疾患の診断に

おいて，診断基準が運動負荷時LVEFの増加が

5％未満の場合，sensitivityは81％，　specificityは

60％であり，運動負荷時壁運動異常の出現では，

sensitivityは53％，　specificityは92％であったと
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Fig．1　75％stenosis（　〉）was　found　in　the　proximal　left　anterior　descending　artery　before

　　　　　　PTCA．　Contrast　left　ventriculograms　demonstrated　normal　contraction　and

　　　　　　EF　was　74．50／．．
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Fig．2　Left　ventricular　regional　ejection　fraction　images（REFI）（upper）and　perimeter

　　　　　image（P1）（10wer）at　rest，　on　exercise　and　on　exercise　with　nitroglycerin　before

　　　　　PTCA．　Left　ventricular　performance　at　rest　was　normal　and　EF　was　88％（left）．

　　　　　REFI　and　Pl　showed　localized　severe　hypokinesia　in　the　anterolateral　and

　　　　　apical　area　and　EF　decreased　significantly　to　55％on　exercise（middle）．　However，

　　　　　no　localized　hypokinesis　developed　during　exercise　with　nitroglycerin（right）．
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（83046．2）

Fig．3　Coronary　arteriograms　immediately　after　successful　PTCA　demonstrated　thc

　　　　　dilated　lesjon　in　the　proximal　left　anterior　descending　artery　and　75％luminal

　　　　　stenosis　reduced　to　25％．
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（83046、2）

Fig．4　1mmediately　after　successful　PTCA　exercise－induced　hypokinesia　was　disappeared．

　　　　　Left　ventricular　global　and　regional　function　was　unchanged　during　exercise　and

　　　　　exercise　with　nitroglycerin．
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Fig．5　Six　months　after　PTCA，　left　ventricular　REFI　and　PI　demonstrated　generalized

　　　　　　hypokinesis　on　exercise　unlike　pre－PTCA　and　EF　decreased　from　87％to　61％

　　　　　　like　pre－PTCA（middle）．　However，　EF　was　unchanged　during　exercise　with

　　　　　　nitroglycerin．
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（83046．3）

Fig．6　Six　months　after　PTCA，　coronary　arteriograms　showed　no　change　at　site　of

　　　　　　dilatation（upper　left　and　middle），　but　a　llew　75％stenosis　in　the　Ieft　main　corollary

　　　　　　artery　remote　from　the　angioplasty　segment　was　observed（upper　right）．　However，

　　　　　　contrast　left　ventriculograms　demonstrated　normal　contraction　as　before　PTCA

　　　　　　（10wer）．
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報告している10）．また，Hellmannらは，運動負

荷時LVEFの減少という診断基準では，　sensitivity

は92％，specificityは73％であり，運動負荷時壁

運動異常の出現では，sensitivityは72％，　speci6city

は100％であったと報告している11）．また，運動

負荷時には，心電図でのST低下以前に局所壁運

動の低下が発生するとの報告がみられる12）．

　われわれは，運動負荷FRNAを用い，本症例

におけるPTCAの早期効果について検討した．

PTCA前運動負荷により著しく左心機能は低下し，

罹患病変に一致した左室壁運動障害が出現した．

PTCAによる狭窄病変の拡大とともに左心機能

は改善し，左室壁運動障害も消失した．FRNA

はPTCAの効果判定に有用な検査法である．

PTCAの早期および遠隔期の効果判定に関しては，

非侵襲的手段としての運動負荷心筋シンチグラフ

ィーや平衡時法RIアンギオグラフィーが用いら

れ，その有効性が検討されている13・14）．H6rらは

平衡時法RIアンギオグラフィーを用い，主要

冠状動脈に70％以上の狭窄病変のある9症例

でPTCAの早期効果の検討を行い，成功例では

LVEFは41．8％から49．8％に増加したと報告して

いる15）．さらに，PTCAの遠隔期における心機能

に関しても報告がみられる．Sigwartらは左前下

行枝の近位部に有意狭窄をもつ7症例で，PTCA

前と6か月後に平衡時法RIアンギオグラフィー

を行い，PTCA前のLVEFは，安静時66％から

運動負荷により46％に減少したが，PTCA後の

LVEFは，安静時64％から運動負荷により69％と

有意に改善し，PTCAの遠隔期の心機能に対する

有効性を強調している16）．

　近年，PTCAの効果判定に運動負荷201Tl心筋

トモグラフィーが用いられ，DePueyらは，　PTCA

前11例中10例（91％）に異常を認めたが，PTCA

後9例（90％）で改善を認めたと報告している17）．

運動負荷201Tl心筋single　photon　emission　com－

puted　tomographyは虚血性心疾患の診断におい

て高い検出率をもつことが報告されており，Ta－

makiらの報告では，　sensitivityとspecificityは

それぞれ92％であり18），Garciaらの報告でも

sensitivityは89％，　specificityは92％と高率であ

る19）．しかしながら，FRNAはPTCA後の改善

度の検出率において7pinholeトモグラフィーよ

り優るとの報告もみられる20）．

　一方，PTCAの早期および遠隔期の成績に影響

を及ぼす諸因子の1つとして再狭窄が考えられる．

Meyerらは安定狭心症と不安定狭心症のそれぞ

れ50例に対してPTCAを行い，早期成功例は

66％，74％であり，6か月後の冠状動脈造影で再

狭窄はそれぞれ17％，24％であったと報告してい

る21）．Hirzelらも少数例であるが，16例中3例

（19％）に再狭窄を認めたと報告している13）．本例

では，PTCAの遠隔期において，心電図上，運動

負荷による有意のST変化を認めなかったが，

FRNAで有意の左心機能の低下と左室壁運動障

害がみられたことより，まず第1に再狭窄の可能

性が考えられた．ところが，左室壁運動障害は

PTCA前とは異なり，左室全周にわたってみられ，

PTCA施行部位の再狭窄よりも，新たな狭窄病変，

とりわけ左室収縮様式より左冠状動脈主幹部病変

の可能性が推測された．

　Holmesらは連続100例のPTCA症例の冠状動

脈造影所見について検討を加え，1例で遠隔期に

PTCAと関係のない部位に狭窄がみられたと報告

している22）．また，SlackらはPTCA後亜急性期

に3例の左冠状動脈主幹部狭窄合併例を報告して

いる23）．この合併症の原因としては，PTCA時に

使用したガイディングカテーテルの挿入操作に伴

う内膜損傷が考えられる．ソフトチップのガイデ

ィングカテーテルが，このような合併症の予防に

有効であるかもしれない．

IV．結　　語

　左前下行枝の狭窄病変に対しPTCAを施行し，

狭窄病変の拡大に成功したが，遠隔期において左

冠状動脈主幹部の開口部に新たな狭窄病変が生じ

た1症例を報告した．PTCA後遠隔期の負荷心

RIアンギオグラフィーでの左心室収縮様式が，

PTCA前と比べ異なっていたならば，再狭窄より

も，拡大部位とは異なる新たな狭窄病変の可能性
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を考慮する必要がある．
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