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《原　著》

心筋梗塞後心室瘤症例の核医学診断と左室瘤

　　　　切除後左室機能の術前予測の試み

一
心拍同期心プール断層法による一

津田　隆俊＊

熊岡　構市＊

森田　和夫＊

久保田昌宏＊　中田　智明＊＊　遠藤　明太＊＊

田中　繁道＊＊　松崎　智哉＊＊＊飯村　　攻＊＊

　要旨　左室造影（LVG：left　ventriculograPhy）にて収縮拡張期を通じて左室に限局した瘤状突出を認める

心室瘤群（VA（＋）群）35例，左前下行枝1枝病変で心室瘤のない心筋梗塞症例群（VA（一）群）14例，およ

び心疾患を有しない正常群（N群）15例を対象として，心室瘤に伴うAsynergy，　Asynchronyの検出，およ

びその範囲の同定に関する心拍同期心プール断層法の精度を検討した．さらに，LVG上で，左室心尖部に

限局した心室瘤で，瘤切除術を施行した9例を対象に術後心機能の予測を試みた．方法は，心拍同期心プー

ル断層像をその位相解析像から左室収縮部と非収縮部とに分け，左室長軸の長さと面積とからArea－Length

法により各部位の体積を算出し，予測左室拡張末期容積と各部の容積値と術前の左室駆出率（LVEF：1eft

ventricular　ejection　fraction）より左室残存収縮部のLVEFを算出した．心拍同期心プール断層法の心室瘤

診断精度は，Sensitivity　100％，　Specificity　78．6％，　Accuracy　93．9％であった．本法は心拍同期心プール

planar法と比べて，心室瘤に伴う高度のAsynergy，　Asynchronyの検出，範囲の同定に優れていた．また，

左室瘤切除症例9例の術後LVEFは，本法による術前予測心機能と良好な相関（y＝1．09x－4．37，　r＝0．87，

p＜0．01）を示した．心拍同期心プール断層法は，心筋梗塞後心室瘤の正確な検出に加え，切除後左室機能を

非観血的に予測する方法としても簡便でかつ臨床的に有用な方法と考えられた．

1．はじめに

　心筋梗塞の合併症として左室瘤の頻度は少なく

なく，剖検例では急性心筋梗塞の3．5％－25％に合

併するといわれているle2）．また心室瘤は心室頻

拍症，左室壁在血栓とそれによる塞栓症，またう

っ血性心不全の原因となって，血行動態の悪化を
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招来するため，心室瘤合併症例の自然予後は必ず

しも良くない．多くは心筋梗塞の慢性期に心不全

を呈し，手術適応が考慮される．心不全は左前下

行枝1枝病変例に多く，一方多枝病変例では狭心

症の合併が多いとされている3”’4）．

　左室瘤の定義については，研究者によって様々

である3”’4）．病理学的には心室壁の限局した突出

と壁の非薄化があるもののみが心室瘤と定義さ

れている5）．著者らは臨床的には，左室造影法

（LVG）で収縮期，拡張期の全経過を通じて，本来

の左室腔より心内腔が異常に突出しているものと

いう定義を採用している．これまでに，心筋梗塞

症例を対象に心筋201Tl－SPECTを用いて左室壁の

形態異常からみた心室瘤の診断精度について報告
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し，また心拍同期心プール断層法が心筋梗塞や心

室瘤に伴う左室局所壁運動異常の検出に関して有

用であることを報告してきた7－8）．今回われわれ

は，左室局所壁運動の定量化という観点から，心

拍同期心プール断層法を用いた心筋梗塞後心室瘤

の非観血的診断能について検討した．さらに，心

室瘤切除術が施行された症例では，本法による術

前における術後の残存左室機能の予測を試みたの

で報告する．

IL対象と方法

　1）対象

　対象はLVGにて収縮拡張期を通じて左室に限

局した瘤状突出を認められる心室瘤群（VA（＋）

群）35例，冠動脈造影（CAG）にて主病変が左前

下行枝（LAD）にある心室瘤のない，心筋梗塞症

群（VA（一）群）14例，および心疾患を有しない正

常群（N群）15例である（Table　1）．　VA（十）群お

よびVA（一）群全例に，心筋梗塞発症後1か月か

ら6か月の慢性期にLVGおよびCAGが施行さ
れ，対象症例74例全例に心筋201Tl－SPECT法，

心プールplanar法および心拍同期心プール断層

法が施行された．不整脈（心房細動も含む）症例は

対象から除外した．

　2）心プールデータ収集法

　被験者に99mTC　in　vivO標識赤血球を740　MBq

（20mCi）静注し，平衡に達した10分後より，両

心室のよく分離できる左前斜位35－45度より，心

Table　l　Investigated　cases

Norma1（N）　VA（一）　VA（十）

Number　of　case

Age（Years）

Sex（Male：Female）

CAG　findings

　lvessel　disease

　2vessel　disease

　3vessel　disease

　15
　48．3

（28－65）

3：12

　14
　52．4

（38－72）

13：1

14

　35
　56．3

（27－74）

34：1

O
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く
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ー
且

1
1
■
’

VA（十）：Myocardial　infarction　with　left　ventricular

　　　　aneurysm
VA（一）：Myocardial　infarction　without　left　ventric－

　　　　ular　aneurysm

プールplanar像を得，ひきつづき心拍同期心プ

ー ル断層法を施行した．使用した装置は核医学デ

・一 タ処理装置（SCINTIPAC　2400）をオンラインで

接続したSiemens社製回転型ガンマカメラZLC－

75である．心拍同期心プール断層データは1方向

1分間でLAO・45°からLPO・45°まで180°の範囲

で18方向より，R－R間隔を10分割し収集した

画像再構成は9点Smoothing後，　Shepp－Logan

filterを用いて逆投影法にて体軸横断像を作成し

た．その後，心長軸プール断層像を得，cut－of「レ

ベル50％で1次のFourier位相解析像（振幅像お

よび位相像）を作成した．

　3）心拍同期心プール法の心筋梗塞後心室瘤の

診断能についての検討

　心プールplanar像からは，左室収縮能の指標と

して各群の駆出分画（LVEF：1eft　ventricular　ejec－

tion　fraction）と心筋虚血にともなうAsynchrony

の指標としてPhase－SDを算出し3群間で，それ

らの値を比較した．また，心拍同期心プール断層

像からは，そのSagittal最大割面の振幅像から左

室収縮可能（CS）部と非収縮（NCS）部とに分け，

CS部とNCS部のそれぞれの関心領域の位相値

Phase（csl，　Phase（Ncs）を求め，その位相差Phase

（Ncs）－Phase（cs）をVA（十）群とVA（一）群で比較

した（Fig．1）．

　4）左室残存収縮可能部位の心機能予測

　心室瘤群（VA（＋）群）35例のうち心室瘤切除術

が施行された9例を対象（Table　2）に，術前に施

行された心プールSPECT位相解析像および心プ

ー ルPlanar像より得られたLVEFとから左室残

存収縮可能部位の心機能予測を試みた．

　方法は，術前の心拍同期心プール断層sagitta1最

大割面像から得た振幅像と位相像とから左室を左

室収縮可能（CS）部と非収縮（NCS）部とに分けた，

VA（一）群の振幅像から求めたCS部とNCS部の

それぞれの関心領域の位相差の平均が30．2°であ

り，位相差30．2°以上が心室瘤を合併した心筋梗

塞である診断精度（Sensitivity）が優れていること

から，位相像で収縮可能部位の最小の位相値より

30．2°遅延している部をCS部とNCS部との境界

Presented by Medical*Online



心筋梗塞後心室瘤症例の核医学診断と左室瘤切除後左室機能の術前予測の試み 619

nhase　his七〇gram

sa2i七七al　vieil
　　　　　　mmnli1：11flP　lm口σ‘

post．

レ
／c

／
／

n
．
／

　

／

a
．　
　
、
4

apeu「ysm
　　　圃

圃

／

Fig．1　The　calculation　method　of　the　phase　differences　between　the　non－contractile　and

　　　　　the　contractile　segments　using　a　sagittal　tomogram．　ant．：anterior，　post．：posterior

Table　2　Clinical　features　of　9　cases　performed　ventricular　aneurysmectomy

Cases Age Sex Angina　palpitation　　CHF CAG LVG Surgical　treatment

1．　T．Y．

2．　K．Y．

3．　K．K．

4．　M．T．

5．　T．T．

6．　A．M．

7．　M．Y．

8．　N．T．

9．　S．K．
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＃8：90％
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Aneurysmectomy
Aneurysmectomy

ACBG
　（LAD，　LCx，　OM）

Aneurysmectomy

ACBG
　（RCA，　OM）

Aneurysmectomy

ACBG
　（D1）

Aneurysmectomy
Aneurysmectomy

ACBG
　（LAD）

Aneurysmectomy

ACBG
　（Dl）

Aneurysmectomy
Thrombectomy
Aneurysmectolny

Thrombectomy

ACBG
　（LAD，　OM，　RCA）

CHF：Congestive　heart　failure，　CAG：Coronary　arteriography，　LVG：Left　ventriculography，　LAD：Left

anterior　descending　branch，　RCA：Right　coronary　artery，　LCx：Left　circumflex　branch，　Dl：Diagonal

branch，　OM：Obtuse　marginal　branch，　ACBG：A－C　bypass　graft．
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apicat

aneurysm

Area－length　methed（uniplane）

　　　　　　　　　　　　｛　Kernedy，J．W　et　al．工
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Fig．2　The　method　and　formulas　for　calculating　the　predicted　LVEF　from　g9mTc－RBC

　　　blood　pool　planar　and　the　blood　pool　SPECT　studies．

とした．つぎに，CS部とNCS部の長軸方向の長

さとpixel数を測定し，各部の体積をArea－Length

法により算出した（Fig．2）．左室全体の容積（V），

非収縮部の容積（Va）から，　V－Vaを術後の左室拡

張末期容積の予測値とし，術後施行された左室造

影像より算出した左室容積と比較した．術前の左

室容積（V）を予測左室容積（V－Va）で除し，心プ

ー ルplanar像より求めたLVEFを乗じて左室瘤

切除術後の予測LVEFとした．

　4）統計処理

　数値は平均値土標準偏差値として表示し，有意

差検定には，Student’s　t－testを用い，　p＜0．05を

有意とした．

III．結　　果

　1）心室瘤の代表症例

　1症例1142歳，男性（前壁中隔梗塞，心室瘤，

心尖部壁在血栓）

　LVGにて＃3－4（AHA分類）にakinesisと収縮

拡張期を通じて左室心尖部に限局した瘤状突出を

認め，CAGではLADの＃6に95％および右冠
動脈＃2に75％の狭搾を認めた．心筋梗塞後約

2か月目に施行された，心プールplanar像，心

拍同期心プール断層像および安静時心筋201Tl－

SPECT（Sagittal　view，　Transverse　view）像を呈示

した（Fig．3）．心筋201T1－SPECT像では左室前壁中

隔に灌流低下と心尖部に灌流欠損および心尖部に

向う左室壁の開大所見が認められ，心尖部心室瘤

の存在が強く疑われた（Fig．3C）．心プールplanar

像で左室内腔の拡大と前壁中隔の壁運動の低下お

よび下壁心尖部の位相の遅延は認められたが心室

瘤の範囲は視覚的には判定できなかった（Fig．3A）．

一方，心拍同期心プール断層像では左室心尖部の

膨隆と振幅像で心尖部の収縮部と非収縮部とを明

瞭に区別ができ，位相像ではその非収縮部の著し

い位相の遅延も明瞭に認められた（Fig．3B）．
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99mTc－blood　pool　images（planar） 　　99mTc－blood　pool　SPECT　images
「

．，

　　　　Amp．
Hstogram

：Phase．

201Tl－SPECT　images
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Fig．3　A　case　with　postinfarction　LV　aneurysm．（A）：99mTc・RBC　blood　planar　func－

　　　tional　images（LAO　45°view）．（B）：99mTc－RBC　blood　pool　SPECT　amplitude

　　　and　phase　images［Sagittal（upper）and　4－chambers　view（10wer）］．（C）：201Tl－

　　　SPECT【Sagittal（upper）and　Transverse　view（10wer）】．

Table　3　Comparison　of　LVEF，　phase－SD　and　phase　difference　among　three　groups

Groups Normal　control VA（＋） VA（一）

LVEF（％） 58．6±3．70

　　　　1
34．9土11．5

1　　　1
45．5土11．5

1
＊＊ ＊

1

Phase－SD（degree） 8．07＋2．25

　　　　1

　＊＊

30．2土20．5

　　　　1
15．1±8．21

＊● ＊＊

Phase　difference（degree）

　　＊＊

77．3土35．8

　　　　1
30．2土16．1

＊＊

＊：P＜0．05　＊＊：Pく0．Ol

　2）左室駆出率（LVEF）および左室Phase・PD

の群間の比較

　VA（÷）群，　VA（一）群およびN群の心プー

ルplanarデータと位相解析像によって算出した

LVEFおよびPhase－SDをTable　3に示した．

　LVEFはVA（÷）群で34．9土11．5％，　VA（一）

群で，45．5％士11．5％，正常群（N群）で58．6土

3．70％であP，VA（＋）群が他2群に比して有意

に低値を示した．また，VA（÷）群，　VA（一）群，

N群のPhase－SDはそれぞれ30．2±20．5度，15．1

±8．21度，8．07±2．25度であり，VA（＋）群が他

2群に比して有意に高値を示し，3群間のそれぞ

れの値には有意な差が認められた．心筋梗塞群の

中で，VA（一）群の心プールplanar法で得られた

LVEFの平均値45．5％以下を心室瘤を合併してい

ると判定した場合，心プールplanar法の心室瘤の

診断精度は，Sensitivity　28／35（80・0％），　SPecificity

7／14（50．0％），Accuracy　35／49（71．4％）であった．
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Table　4　Reliability　of　diagnosis　of　LV　aneurysm　by

　　　　99mTc－RBC　blood　pool　scintigraphy

　　　　　　　　　　　DiagnosticSensitivity　　　Specificity

　　　　　　　　　　　　accuracy

99mTc　multigated　pool　planar　study

LVEF 35／49

（71．4％）

37／49

（75．5％）

　　　　　　　M．T．50　y　Male

A）　Pool－SPECT　sagittal　view

Phase－SD

28／35

（80．0％）

29／35

（82．9％）

99mTc　ECG－9ユted　pool　SPECT

Phase　difference　　35／35

　　　　　　　（100％）

7／14

（50．0％）

8／14

（57．4％）

11114

（78．6％）

46／49

（93．9°／o）
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同様に，VA（一）群のPhase－SDの平均値15．1度

以上を心室瘤を合併した心筋梗塞と判定したとき

の診断精度はSensitivityは29／35（82．9％），　Speci－

ficity　8／14（57．1％），　Accuracy　37／49（75．5％）であ

った（Table　4）．

　3）　心拍同期心プール断層位相解析像による心

室瘤の診断精度

　VA（十）群35例およびVA（一）群14例の心拍

同期心プール断層位相解析振幅像により左室の収

縮部と非収縮部とを分けそれぞれの部位に関心領

域を設定し位相値を算出した．Fig．2に症例1を

例としてその方法を呈示した．VA（＋）群の左室

の収縮部と非収縮部の位相．差（Phase（Ncs）－Phase

（cs））は77．3＝35．8度，　VA（一）群のそれは30．2土

16．1度であ1），2群間には有意な差異を認めた

（Table　3）．

　心拍同期亡・プール断層像から求めたVA（一）群

の位相差の平均値30．2度以上を心室瘤を合併し

た心筋梗塞と判定した場合の，その診断精度は

Sensitivity　35／35（100％），　Specificity　11／14（78．6％），

Accuracy　46／49（93．9％）であった（Table　4）．

　4）心室瘤切除症例呈示

　1症例2150歳，男性（前壁中隔梗塞）（Fig．4）

LVGにて＃2－3にakinesisと収縮拡張期を通じ

て左室心尖部に限局した瘤状突出を認め，冠動脈

造影（CAG）では左前下行枝（LAD）＃6にgo　96

の狭窄を認めた．Fig．4Aに心筋梗塞後約2か月

目に施行された心拍同期心プール断層位相解析像

を呈示した．方法の項で述べたごとくSagittal最

B）　LVG（Pre－aneurysmectomy）
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　　　　　　　　　　LVG：＃2－3

　　　　　　　　　　CAG：＃6；90％
LVEF；52．0％（post－aneurysmectomy）

Fig．4　An　operated　case（50－old－year　male）with　LV

　　　aneurysm．（A）：99mTc－RBC　blood　pool－SPECT

　　　images；Amplitude（left）and　Phase（right）

　　　images．（B）：Contrast　left　ventriculograms

　　　before　aneurysmectomy．
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T．T．54　y　Male

A）　Pool－SPECT　sagittal　view

Predicted　LV　volume：117．4　m1

B）
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Fig．5　An　operated　case（54－old・year－male）with　LV　aneurysm．（A）：Blood　pool　SPECT

　　　images；Amplitude（1eft）and　Phase（right）images．（B）：Contrast　left　ventricu－

　　　10grams　before（Left）and　after　aneurysmectomy．

大割面の位相像を参考に左室を左室収縮可能（CS）

部と非収縮（NCS）部とに分け，大動脈弁の位置は

振幅像から設定した．術前の心プールplanar法と

から算出した術後予測LVEFは44．7％であった．

心筋梗塞後5か月目に心室瘤切除術が施行された．

術後に行われた心プールplanar法によるLVEF

は45．7％であった．予測左室容積は131．4mlで

術後LVGより算出された左室容積は138　m1であ

った．

　【症例3154歳，男性（前壁中隔梗塞，下壁梗

塞）症例2と同様にLVGにて＃　2－3にakinesis

と収縮拡張期を通じて左室心尖部に限局した瘤状

突出を認めた．冠動脈造影（CAG）では左前下行

枝（LAD）＃6に95％および右冠動脈（RCA）＃2

に95％の挟窄を認め，心筋梗塞発症後3か月目

に心室瘤切除術が施行された．Fig．5Aに術前に

施行された心拍同期心プール断層位相解析像を呈

示した．Sagittal最大割面の位相像を参考に左室
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A）Relationship　between　planar　LVEF　and　predicted　LVEF
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B）　Relationship　betsveen　EDV（LVG；post－aneurysm㏄tomy）

and　predicted　SPECT　volume
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　　　　　　　　LVG　volume
　　　　　　　　（post　anuerysm㏄tomy）

　　　　　　　　　　B
Fig．6　（A）：　Correlation　between　predicted　LVEF

　　　calculated　from　the　blood　pool　tomographic

　　　and　planar　methods　and　post・operative　LVEF

　　　measured　from　blood　pool　planar　method．（B）：

　　　Correlation　between　predicted　end－diastolic

　　　left　ventricular　volume　and　the　postoperative

　　　volume　calculated　from　contrast　left　ventric－

　　　ulography．
　　　LVEF：1eft　ventricular　ejection　fraction

を左室収縮可能（CS）部と非収縮（NCS）部とに分

けた．術前の心プールplanar法とから算出した

術後予測LVEFは37．8％で，術後施行された心

プールplanar法によるLVEFは33・0％であった・

予測左室容積は117．4m1で術後LVGより算出さ

れた左室容積は126．7m1であった（Fig．5B）．

　5）左室瘤切除術施行9例の術前予測心機能の

術後評価

　左室瘤切除術施行9症例の臨床データはTable

2に呈示した．心室瘤切除術前に心プール断層法

と心プールplanar法により得られた予測LVEF

と心プールplanar法による術後のLVEFの比較

をFig．6Aに示した．両者は有意な正相関（y＝

1．09x－4．37，　r＝・O．87，　P＜0．01）を示した．　Fig・6B

には本法により算出された予測左室容積と術後に

LVGより算出された左室容積の関係を示した・

有意な正相関（y＝0．59x＋59．6，　r－0・68，　P〈0・05）

は示したが，心拍同期心プール断層法による予測

左室容積は，術後の実測値と比較して過小評価す

る傾向にあった．

IV．考　　察

　心筋梗塞の合併症の中でも不整脈や急性ポンプ

失調を除いて注目されるものとしては，左室瘤，

心室中隔穿孔，乳頭筋不全，心破裂などがある・

そのうち左室瘤の頻度が最も多く，Schlechterら

およびDubnowらによると急性心筋梗塞の3．5％－

25％に合併するといわれている．心筋梗塞後心室

瘤では難治性心室頻拍症，心室内血栓形成に伴う

塞栓症，さらにはうっ血性心不全など血行動態の

悪化を招来することが知られている．このように，

心室瘤を合併した患者の自然予後は不良で，3年

以内死亡率はそれぞれ73％および60％と報告さ

れている1－2）．

　大部分の左心室瘤は，左前下行枝の狭窄や閉塞

に由来し，前側壁の広範梗塞に続発するため心尖

部を含む前側壁に発生する．下壁梗塞に続発する

ものははるかに少なく，Loopら9）によると全左

心室瘤手術例の3％にすぎない．そのため，今回

われわれは，LVGにて収縮期および拡張期を通

じて左室に限局した瘤状突出を心室瘤と定義し，

心室瘤の主たる原因となるLAD　1枝病変を有す

る心室瘤非合併の心筋梗塞症例を対照とした．そ

して，心拍同期心プール断層法の心室瘤診断精度

ならびに心室瘤切除後の左室機能，左室容積を術

前から予測する上での有用性について検討を行っ
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た．心拍同期心プール断層法は，心プールplanar

法と比較して，心室瘤に伴う高度のSsynergy，

Asynchronyの検出，範囲の同定に優れていた．

　左室機能を表す指標は種々存在するが，Cohn

ら11）は術前後の状態をNYHA（New　York　Heart

Association）機能分類からみて，冠動脈血行再建

例において術後の心機能不全を予測するのに，

LVEFが最も適しているとし，次いで左室拡張末

期圧（LVEDP）と心係数（CI）の両者同時悪化が指

標として意味のあることを報告した．また，Dodge

ら12）は心疾患の症例と正常例とを比較し，心疾患

症例のLVEFの悪いことを述べ，　Feildら13）は梗

塞後うっ血性心不全例でLVEFの低下が術後生存

率の減少に関係あることを示した．01dhamら14）

はLVEFが0．25以下の症例の手術死亡率が55％

であったと報告している．小原15）は梗塞範囲を示

すAkinesis部分の周径比と機能心筋収縮率を求め

て検討し，石倉ら16）は全心室LVEFと残部心室の

LVEFを求め，残部心室LVEFが0．5以上のもの

は術後の改善度も良好であるとしている．Kape・

lanskiら17）はbasilar　half　LVEFとして，基部の

収縮性の評価を行ない，また川野18）も心基部の良

し悪しは重要な手術適応であると報告している．

すなわち，左室壁基部の収縮性が良く温存されて

いるほど，良い手術適応例であって，むしろ冠動

脈病変枝数よりも重要なRisk　factorであると考

えられる17～20）．さらにその報告の中で，術前後に

おける左室機能の変化としてはLVEF，　CIは有意

な改善を認めたが，一方，LVEDPの改善は統計

的に分散が大きく，有意の差はなかったと報告さ

れている．以上のごとく，心室瘤術前後の心機能

の指標として，また血行再建例においても術後の

心機能不全を予測する指標として，LVEFが現在

のところ最も妥当と考えられる．

　左室瘤切除術の最多でかつ最も重要な適応は心

不全で全体の81％となっている17”22）．しかも術

後の心機能不全とLVEFの低下との間に密接な相

関があり，左室瘤ではその瘤部でDyskinesisとな

るため，全心室のLVEFは正確な値ではないこと

を考えると，左室収縮部と非収縮部とに分け収縮
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部位のLVEFを算出する試みは臨床的に非常に重

要である．北村20）は観血的な瘤切除後の左室機能

の術前予測の試みとして，機能部心筋駆出率を求

め，この術後予測駆出率と術後の実測駆出率が良

く相関することを示している．本研究では，左室

瘤切除術が施行された9例を対象に，心拍同期心

プール断層像の位相解析像から左室収縮部と非収

縮部とを同定し，左室長軸の長さと面積とから

Area－Length法により各部位の体積を算出した．

その値と術前のLVEFより左室残存収縮部の

LVEFを算出し，左室収縮部の体積を術後予測左

室容積とした．術後LVEFは本法で得られた術

前の予測LVEFと良好な相関を示した．しかし，

術後の左室容積の術前予測に関しては，本法によ

る予測左室容積が，LVGよ！算出した術後左室

容積に比し過小評価する傾向にあった．心拍同期

心プール断層像そのものが収縮部と非収縮部の血

液プールの相対量として描出されることが絶対

値を算出する場合の過小評価の原因と考えられ
た．

　心室瘤の定義については，Edwards5）は病理形

態学的に外観上左室壁が限局性に突出し，同時に

内腔の突出を伴うものとしている．またBaron23）

はLVGで収縮期，拡張期の全経過を通じて，本

来の左室腔より心内腔が異常に突出しているもの

と定義している．しかしながら明らかな心室瘤と

診断される症例と梗塞後の広範囲な疲痕との移行

症例との判別は難しいとされている．すなわち心

室瘤と室瘤の形態をとらない狭義のAsynergy群

との間には多くの移行型があり，特に左室非収縮

部が広く心拡大の著明な例では実際に両者を明確

に区別し得ない場合がある．今回われわれは，

LVGにて収縮拡張期を通じて左室に限局した瘤

状突出を認められる症例を心室瘤群と定義した．

心臓核医学的手法を用いた心室瘤の形態学的診断

法としては，心筋201Tl－SPECT法によるMortonlo）

ら，Nakataら7）の報告がある．　Mortonらは，

心筋梗塞74症例のうち16症例の心筋梗塞後心室

瘤を対象として，心筋201Tl－SPECTによる診断法

のSensitivityは94％，　Specifisity　67％，　Accuracy
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96％と報告している．またNakataらは心筋梗塞

80症例を対象として心筋梗塞後心室瘤39症例の

心筋201T1－SPECT像を形態学的に4型に分類でき

るとし，心筋梗塞症例での心室瘤存在の診断精

度はSensitivity　89．7％，　Specificity　87．8％および

Accuracy　88．8％であった．しかし，心室瘤症例

は心尖部灌流欠損例がほとんど全例に認められ，

左室収縮および非収縮部の容積等の算出は不可能

である．

　以上の報告と比較して，心拍同期心プール断

層法8，24）は心筋梗塞後心室瘤に伴う高度のAsy－

nergy，　Asynchronyの検出，範囲の同定に優れ，

十分に信頼できる診断法であると考えられた．ま

た，手術適応の決定や術前予測としての心室瘤切

除後の残存左室機能や左室容積の非観血心機能算

出法として，心拍同期心プール断層法は簡便でし

かも臨床的には有用な方法と考えられた．

V．結　　語

　1）　心拍同期心プール断層位相解析像における

心室瘤の定義を非収縮部位で位相差30．2度以上

を示す部位とすると，その診断精度はSensitivity

100％，Specificity　78．6％，　Accuracy　93．9％であ

った．本法は心室瘤に伴う高度のasynergy，　asyn－

chronyの検出，範囲の同定に優れているものと考

えられた．

　2）　左室瘤切除術施行症例9例において術前の

心拍同期心プール断層位相解析像より左室瘤容積

および左室収縮部容積を求め，術後の左室容積と

駆出率の予測を試みると，それぞれ予測左室容積

は術後の実測左室容積（y－0．59x－F59．6，　r－0．68，

p＜0．05）ならびに術後LVEF（y－1．09x－4．37，　r＝・

0．87，p＜0．01）とは有意な正相関を示したが，左

室容積の予測はやや過小評価する傾向にあった．

　本論文の要旨は昭和61年11月第26回日本核医学総

会（鴨川）および平成2年11月第30回日本核医学総会

（東京）にて発表した．
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Summary

Scintigraphic　Diagnosis　of　Postinfarction　Left　Ventricular　Aneurysm

and　the　Prediction　of　the　Residual　Left　Ventricular　Function　After

　　　　Aneurysmectomy　Using　ECG　Gated　Blood　Pool　SPECT

Takatoshi　TsuDA＊，　Masahiro　KuBoTA＊，　Tomoaki　NAKATA＊＊，　Akita　ENDoH＊＊，

　　　Kouichi　KuMAoKA＊，　Shigemichi　TANAKA＊＊，　Tomoya　MATsuzAKI＊＊＊，

　　　　　　　　　　　　　　Osamu　IIMuRA＊＊and　Kazuo　MoRITA＊

＊Depar”ηe’π（ヅ尺ad’ologγ，＊＊Second　1）epartmen’q∫1η’er〃al　・N・led「d’2θ，

＊＊＊∫ecO〃d　D〈ilρα〃〃re’2r　oゾ1∫’〃’gery，　Sappρro、Medical　CO”e8’〈2，　Sapporo

　The　diagnostic　accuracy　of　ECG　gated　blood

pool　SPECT（blood　pool　SPECT）for　detecting

and　quantifying　postinfarction　left　ventricular

aneurysm（LVA）was　assessed　in　49　patients　with

myocardial　infarction　and　15　control　subjects．

LVA，　which　was　detected　in　350f　49　patients，　was

defined　a⑨aregional　protrusion　through　a　cardiac

cycle　in　contrast　ventriculography　and　as　a　non－

contracting　segment　with　a　markedly　delayed

phase　angle　in　the　tomographic　functional　images

derived　from　phase　analysis．　The　blood　pool

SPECT　technique　showed　a　high　sensitivity
（100％），specificity（78．6％）and　accuracy（93、3％）

f（）rdetecting　LVA　and　was　very　useful　fbr　pre－

cisely　determining　LVA　location　and　sizing

contractile　and　non－contractile　volume　of　left　ven－

tricle　in　patients　with　LVA．　Furthermore，　left

ventricular　ejection　fraction（LVEF）after　the　exci－

sion　of　LVA　was　predicted　using　preoperative

pool　SPECT　images　in　g　patients．　The　predicted

LVEF　was　closely　correlated　with　the　measured

LVEF　after　the　operation　（y＝1．09x－4．37，　r＝

0．87，p〈0．01）．　Thus，　gated　blood　pool　SPECT

can　be　a　useful　non－invasive　technique　not　only

fbr　detecting　and　quantif＞ing　left　ventricular　aneu－

rysm　but　also　for　predicting　a　residual　left　ven－

tricular　function　after　aneurysmectcmy．

　Key　words：Left　ventricular　aneurysm，　ECG

gated　blood　pool　SPECT．
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