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2) 運動負荷 タ リウム心筋 シ ンチグラム (SPECT 像 )による冠動脈疾患の判定
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新潟大学第一内科で狭心症を疑がわれ,冠動脈造影を

施行 した,28例 (心筋梗塞,心筋症例を含まず,MR 1

例,AR十Msl例 を含む)の運動負荷タリウム心筋シ

ンチグラムより,Planar像,Singlephotonemi ssion

computed tomography 像 (以 下 SPECT 像 と略

す.),また SPECT 像より washoutrateを求め,

冠動脈病変の検出率を検討 した.冠動脈造影所見上 ,

AHA 分類90%以上を有意狭窄 とすると,有意狭窄

なし:16例,一枝病変 :7例,二枝病変 :3例 ,三枝病

変 :2例であ り,冠動脈総本数84枝 中,左前下行枝 10

枝,左回旋枝 4枝,右冠動脈 5枝に有意狭窄を認めた.

運動負荷時の血行動態変化を.最大負荷時の心拍数,収

縮期血圧,Doubleproductでみ ると,有意狭窄群で

は,有意狭窄のない症例群に比べ,有意に運動負荷量が

少なく,一枝病変群と,多枝病変群の間には,運動負荷

量に有意差を認めなかった.

冠動脈疾患の存在診断を各検査問で比較す ると,

sensitivityは,SPECT像が92% と一番優れていたが,

planar像75%,washoutrate83%で各検査間に有意

差はなく,エルゴメーターによる心電図上有意な ST変

化は50%にみ られ,SPECT 像との間に有意差を認め

た.specificity,accuracyは,各検査間で75-88%,

71-86%であ り,有意差を認めなかった.

28例84枝における冠動脈病変診断を各検査問で比較す

ると,sensitivityは,Planar像 :53%,SPECT像 :

58%と低値であったが,specificity は,両検査で90%

台を示 した.washoutrateは,sensitivityが74%と
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他検査に比べ高値で,speci鮎ityが77%と他検査に比

べ低値であったが,各検査間に有意差はなかった.

擢患病変部位別の検出率について比較すると,右冠動

脈病変では,症例数が少ないが,sensitivity に関 して

は,washoutrate:100%と,Planar像 :20%に較べ,

有意に優れ,specificityに関 しては,各々96%,65%

と逆の結果となった.左前下行枝,左回旋枝では,各方

法間に有意差を認めなかった.

一枝病変と,多枝病変での検出率を比較すると,一枝

病変の検出率では,SPECT像 :86%と一番優れていた

が,Planar像 :71%,washoutrate:57%に比べ有

意差はなかった.多枝病変で も,Planar像 :40%,

SPECT像 :20%,washoutrate:60%で有意差を認

めなかった.

planar像による検出率は,良好な順に,左前下行枝,

右冠動脈,左回旋枝といわれ,多枝病変例では一枝病変

例より低下するといわれている.SPECT像は,右冠動

脈や,左回旋枝領域の検出率を上昇させるといわれてい

る,また,washoutrateは,Planar像や, SPECT

倭では,balancedischemiaのために診断が困難な多

枝病変例の検出率を改善するといわれている.今回の検

討では,Planar像と SPECT像の検出率に差が生 じ

なかったのは,左回旋枝,右冠動脈病変が少なかったた

めと思われるが,今回の方法の比較では,一つの方法が

優れているとはいえず,現時点では,Planar像,SP-

ECT像,washoutrateを組合わせた診断が必要と思

われた.

Il.心 エ コ ー (I)

1) 巨大左房 と巨大血栓 を有 し,弁置換術後で モヤエ コーが消失せず,再度左房内血栓 を

形成 した僧帽弁狭窄症の 1例
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巨大左房と左房内血栓を有 し,JL､エコー上モヤエコー

を呈 し,弁置換術后もモヤエコーが消失せず左房内血栓

の再発を認め,抗凝固療法により血栓の明らかな縮少を

認めた僧帽弁狭窄症例を経験 したので若干の文献的考察

を加えて報告する.

【症 例】

45才女性,1972年出産以后不整脈,心雑音を指摘され

ていたが NYHA nO程度で放置.1985年10月突然左
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半身麻揮出現,脳梗塞の診断を受け,同時に当科受診,

巨大血栓を伴 う僧帽弁狭窄兼閉塞不全と診断,入院.

【現症 ･一般検査】

161cm,47kg.血圧 150/70mmHg.顔面紅潮,頚静

脈怒張を認める.4LSBに最強点を有する高調性全収

縮期雑音,心尖部に僧帽弁開放音とそれに続 くランブル

昔を聴取し,Ⅱ音肺動脈成分は元進.上下肢に浮腫を認

めず.WBC4,100/mm3,RBC396×104/mm3,Hb

10.8g/dl,Ht34.9%,pltll･1×104/mm3,fibrinogen

190mg/dl,FDP40FL/ml.凝固因子活性値はいずれも

正常範囲内.

【特殊検査】

Ⅹ-p:CTR 90%著明な心拡大,ECG:心房細動,

不完全右脚ブロック,心エコー:Mモー ドで左房内 ･左

室流出路にモヤエコーを認めた,2D エコーでは ASA

方向から左房内に massとして描出される血栓を認め

た.CT:同様に massとして血栓が描出された.

【経 過】

1985年12月18日僧帽弁置換術+左房内血栓除去術を施

行 した.術后抗凝固療法を開始 し,経時的に心エコー図

検香を施行. 術后 2ケ月にはモヤエコーの再発を認め

術后 6ケ月では左房内血栓の再発を認めたため UK 48

万単位/日×7日間投与 したが変化を認めなかった.そ

の後抗凝固療法で,TTO10%の strictcontrolする

ことにより左房内血栓が縮少 した.

【考 案】

本例で認められたモヤエコーについてはSlowcardiac

flow 条件 Fで局所的血流 うっ滞がおこり,赤血球凝集

がおころためとされており1),このようなエコーを呈す

る17例を調べた レポー トでは MS例の左房,DCM 例

の左室にモヤエコーを認め,17例中 5例に血栓形成を認

めたとしている2).また僧帽弁置換術后の左房内血栓に

つき33例を調べた レポー トでは33例中 5例に左房内血栓

を認め,い くつかの要因中量も関連があったものは術前

左房径であったとしている3).弁置換術后の embolic

eventにつき400例を調べたレポー トでは,平均87ケ月

の rollow upで全体の少なくとも1回以上の throm-

boemboliceventを認め,うち30%は死因あるいは重

大な機能欠損の原因となった.特に thromboembolic

eventと関連する要因として,術前心房細動,巨大左肩,

抗凝固療法の poorcontrolがあげられ,特に抗凝固

療法の controlの良否が予后を大きく左右し, poor

control群では linearrate12%の発生率 goodcon-

trol群では linearrate4.5%の発生率で両群に有意な

差を認めたとした4'.本例では術前 9cm,術后 7cm の

巨大左房があ り,術后もモヤエコーが消失せず ,術后

TTOで40%の poorcontrol状態で左房内血栓の再

発を認めた,その后 TTO IO%前后に strictcontrol

することによ り左房内血栓の縮少を得た.thromboem_

boliceventの再発は認めない.僧帽弁置換后の左房内

血栓形成に関する要因につき多 くの示唆を与え,また術

后抗凝固療法の strictcontrolの重要性を示す症例と

考え,報告 した.
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