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《原　著》

運動負荷タリウム心筋像による

冠動脈病変部位の非観血的診断

河合　直樹＊　　岡田　充弘＊

都築　雅人＊　　稲垣　春夫＊

外畑　　巌＊　安部哲太郎＊＊

都田　裕之＊　志貴　一仁＊

近藤　照夫＊　　横田　充弘＊

山本　秀平＊＊＊都築　実紀＊＊＊＊

　要旨　心筋梗塞の既往のない労作狭心症57例を対象として，運動負荷201Tl心筋像の冠動脈病変局在診断

能を検討した．（1）1枝病変および左主幹部単独病変例の成績より，201T1心筋像上の各冠動脈支配領域を決

定した．（2）冠動脈病変局在の診断感度は1枝病変に比し，多枝病変ではやや低かった．3枝病変例では201Tl

washout　rateの計測が感度向上に有用であった．診断特異度はどの冠動脈も良好であった．（3）冠動脈病変

局在の診断感度に影響を及ぼす因子としては，多枝病変では問題とする冠動脈枝の絶対的狭窄度よりも他の

冠動脈枝との相対的狭窄度の方が重要と考えられた．側副血行の存在は冠動脈枝の診断感度に有意な影響を

与えないものと考えられた．

　運動負荷201Tl心筋像は1枝病変例の冠動脈有意狭窄枝の診断，あるいは多枝病変例でも最も高度で問題

となる冠動脈病変の検出には十分信頼性の高い非観血的検査法と考えられた．

1．緒　　言

　運動負荷タリウム（201Tl）心筋像は，比較的実

施が容易な検査法であるにもかかわらず，多方向

からのデータ収集が可能であること，コンピュー

タによるデータ処理法が著しく進歩したことなど

の理由で，近年，冠動脈病変部位の非観血的診断

法として大いに注目されてきている．しかし本邦

においては多数の狭心症例にっいて，運動負荷

201Tl心筋像による冠動脈有意狭窄部位診断の有

用性を検討した報告は少ない．われわれは心筋梗

塞の既往のない労作狭心症患者57名を対象として，
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能を検討し，合わせてこの診断能に影響を及ぼす

と考えられる諸因子にっいても分析を加えた．

II．対　　象

　心筋梗塞の既往がなく，かつ選択的冠動脈造影

で主要冠動脈枝のいずれかに有意な内径狭窄を認

めた労作狭心症患者57名（平均年齢53．4歳），男51

名，女6名を対象とした．なお左室造影での無収

縮または奇異性収縮，あるいは標準12誘導心電図

での異常Q波などの陳旧性心筋梗塞所見を有す

る症例は今回の対象から除外した．本研究では運

動負荷時に典型的な狭心痛を誘発できた症例を対

象とし，病歴，発作時心電図，運動負荷試験の再

現性などより冠動脈攣縮の関与が大と考えられた

症例は除外した．

III．方　　法

　運動負荷は，原則として25Wから開始し，3

分間ごとに25W宛運動強度を漸増する坐位自転

車エルゴメータ連続多段階方式を用いた．狭心痛
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出現と同時にthallium－201を2　mCi静注し，さ

らに約1分間運動を継続した後に運動を終了した．

Searle　Pho／Gamma　LFOVシンチカメラと，島津

シンチパック200ミニコンピュータシステムを用

い，負荷終了直後および3時間後血流再分布時に

正面，左前斜位30°，同45°，同60°および左側

面の5方向において，それぞれ約50万カウントの

データを収録した．

　Gorisらの方法1）によってbackground処理を

行った後，Fig．1のごとく左室心筋上に8個の関

心領域（ROI）を設定した2・3）．運動直後の心筋像で

各方向ごとに最大ROIカウントに対する各ROl

カウントの比を初期局所心筋摂取率（initial　myo－

cardial　uPtake　ratio：IUR）とした．また単位収集

時間あたりのカウント数をもとに各ROIごとに

washout　rate（WR）一（運動直後カウント数一血流

再分布時カウント数）／運動直後カウント数を算出

した．過去に行った正常例での成績より，IUR

が65％以下の時IUR基準陽性とし，その心筋領

域の灌流欠損と判定した．またIURが65％以下

に低下しなくてもWRが0．25以下の時WR基
準陽性とし，灌流欠損部位と合わせて灌流異常部

位と診断した2・4）．

　選択的冠動脈造影はJudkins法を用いて行い，

左冠動脈主幹部では50％以上，その他の主要冠動

脈では75％以上の内径狭窄を有意病変とした．冠

動脈狭窄部位の記載は，米国心臓病学会のsegment

分類5）に従った．本研究の対象患者57名における

冠動脈の罹患本数および罹患部位をTable　1に示

す．なお原則として運動負荷心筋像と心臓カテー

テル検査は3～4週間以内に施行し，両検査前48

時間は亜硝酸剤以外の薬剤投与は中止した．

IV．結　　果

後壁に灌流欠損の出現頻度が高かった．左主幹部

病変例では左前下行枝および回旋枝の支配領域に

またがる灌流欠損をみた．左前下行枝（segm．6）

に100％狭窄を認め，左回旋枝および右冠動脈か

らの側副血行を認めた1症例では左室前壁に

舗
LBackg’ourd　SJD：’a・：ilm　　Anterior　View

b）　Gつ「［s’　Lletho・d

　　　　　16

回　　国

　12回14
　45°LAO　View

Fig．1

　　　segments．

　　　10
　　　　回

6［］8

30°LAO　View

17　　　　23回

国　　　　　回
19 國21　25國27

60°LAO　View　　　Left　Lateral　View

　1．主要冠動脈病変と各左室ROIとの対応

　1枝病変24例および左冠動脈主幹部単独病変5

例で運動負荷直後の灌流欠損出現部位を検討した

（Fig．2）．左前下行枝病変例では特に左前斜位60°

および左側面像での左室前壁に，右冠動脈病変例

では左室下壁に，左回旋枝病変例では左室側壁，

Location　of　the　27　myocardial　scintigraphic

After　background　subtraction　by　Goris’meth－

od，　several　ROIs　of　4×4pixels　were　Iocated

along　the　left　ventricular　wall　in　each　of　the　5

projections．　LAO＝1eft　anterior　oblique．

Table　l　Patient　population

　Diseased
COrOnary　artery

Single　vessel　disease

　LAD
　LCX
　RCA
Double　vessel　disease

　LAD＆LCX
　LAD＆RCA
　LCX＆RCA
　LMT＊
Triple　vessel　disease

　LAD，　LCX＆RCA
　LMT＊＊＆RCA
Total

Number
　of
patients

　24
　14
　　3

　　7

　18
　　5

　　6

　　2

　　5

　15
　10
　　5

　57

Age
（Mean
土SD）

55．3：と6．9

52．8：と8．1

51．1士9．0

53．4土7．9

　Sex
Male　Fe－
　　male

0
2
3
5
6
5
5
1
5
5
0
5
1

．

2
1
　
　1
　
　
　
　

1
1
　
5

一

4
2
0
2
2
0
1
1
0
0
0
0
6

Abbreviations：LAD＝left　anterior　descending；LCX＝

left　circurnfiex；RCA＝right　coronary　artery；LMT＝

left　main　trunk．

＊All　5　patients　had　isolated　LMT　disease．

＊＊Concomitant　lesions　in　LAD　or　LCX　were　found　in

　4　patients，
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　　　日　　　　E］
「°

日▲　　　口
Anterior　View　　30“LAO　View

図

　゜囲’

6σLAO　View

Fig．2

　、．［］

囲

　゜Eコ

Left　Lateral　View

間　　口

　　圏
　45°LAO　View

・舗卵一vessel　LAD　Disease
　　　《n＝14）

▲Single－vessel　LCX　Dbease

　　　（n■3）

oSmgb－vessel　RCA　Disease
　　　（n・7｝
▲1蜘ted　LMT　Disease
　　　《n■5）

Distribution　of　thallium　perfusion　defects　in

patients　with　single　vessel　or　isolated　left　main

disease．

Dots　indicate　the　number　of　patients　with　defect

in　each　scintigraphic　segment．

（Fig．3上段），左回旋枝（segm．12）90％狭窄の1

例では左室側壁，後壁（Fig．3下段）に灌流欠損を

認めた．Fig．4は左冠動脈主幹部90％狭窄の1例

で記録した運動負荷直後像および血流再分布像を

示す。運動負荷直後の灌流欠損は左前下行枝およ

び回旋枝の両支配領域に及び，Dashら6）の言う

いわゆるleft　main　patternを示すとともに血流再

分布像では同領域の201Tlのwashout　rate低下が

認められた．

　主要冠動脈枝それぞれの支配ROIを決定する

ために，1枝病変または左主幹部単独病変を有す

る29例を用いて以下の分析を行った．各左室

ROIごとに「運動直後の201Tl灌流欠損」基準に

よる各主要冠動脈有意病変の診断感度，特異度，

陽性試験の予測値を求めた．次いで診断感度，特

異度および予測値のおのおのについて，個々の左

室ROIごとに主要冠動脈枝間に有意差があるか

否かをFisherの直接確率計算法により検定した．

Table　2は診断感度，特異度および予測値のおの

おのにっいて，主要冠動脈枝間で危険率5％未満

の有意差を認めた左室ROIとその値を示す．特

定の主要冠動脈枝にっいて，予測値が有意に高い

左室ROI（12個）および予測値には有意差を認め

ないが感度または特異度が有意に高いROI（2個）

をその支配領域とすると，左室に設定した27個の

ROIのうち14個では対応する主要冠動脈枝を決

Single－vessel　LAD　Disease
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轟
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Fig．3　Exercise　thallium－201　MPI　in　single－vessel　LAD

　　　disease（upper　pane1）and　single－vessel　LCX

　　　（lower　panel）disease．

　　　Background－subtracted　images　show　an　antero－

　　　septal　defect　in　LAD　disease　and　a　postero－

　　　1ateral　defect　in　LCX　disease．　Values　in　squares

　　　represent　the　initial　myocardial　uptake　ratio

　　　（IUR）．　The　black　squares　in　the　diagram

　　　demonstrate　the　thallium　perfusion　def㏄t．

定できた．対応する冠動脈枝を決定し得なかった

13個左室ROIにっいては，　Rigoらの成績を参考

にして対応する冠動脈枝を決定した．Fig．5は以

上の方法によって求めた各主要冠動脈に対応する

左室ROIを示す．

　2．運動負荷201Tl心筋像による冠動脈有意狭

　　窄枝の診断能

　「IUR　65％以下またはWR　O．25以下の左室

ROIがみられた場合，そのROIに対応する冠動

脈枝に有意病変あり」とする診断基準の感度を，
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Fig．4　Exercise（upPer　pane1）and　3　hour　redistribu－

　　　tion（lower　pane1）images　in　a　patient　with

　　　isolated　left　main　disease．

　　　Exercise　thallium－201　analog　images　show　the

　　　left　main　pattern，　with　def㏄ts　of　the　septum，

　　　anterior　and　posterolateral　walls．　Values　in

　　　the　lower　panel　represent　the　washout　rate

　　　（WR）of　thallium－201．

冠動脈枝別にFig．6に示す．1枝病変例では診断

感度は左前下行枝86％，左回旋枝66％，右冠動脈

71％といずれも比較的良好であったが，多枝病変

例ではやや低い傾向にあった．3枝病変ではIUR

基準のみの診断感度は特に左前下行枝および左回

旋枝病変で低く，WR基準の併用が感度向上に有

用であった．左冠動脈主幹部病変の診断基準を

「左前下行枝および左回旋枝の両冠動脈支配領域

にまたがる灌流欠損（いわゆるleft　main　pattern）

の出現」とすると，左冠動脈主幹部単独病変例で

は感度は80％と良好であった，一方，運動負荷

Anterior　V｜ew

■
■［コ“

　　　　　　　　45°LAO　View30°LAO　View

60°LAO　VIew　　　Left　Lateral　Vlew

LAD　Segment■

LCX　Segment圏
RCX　Segment〔二｜

Fig．5　Assignment　of　myocardial　scintigraphic　seg－

　　　ments　to　individual　coronary　arteries．

　　　Highly　sensitive，　specific　or　predictive　myo－

　　　cardial　segments　to　individual　coronary　arteries

　　　（in　table　2）were　considered　as　coronary　ter－

　　　ritories　of　individual　vessels．

201Tl心筋像による各冠動脈の診断特異度はいず

れも90％以上と良好であった（Fig．7）．

　3．冠動脈有意狭窄枝の診断感度に影響を及ぼ

　　す因子の検討

　左主幹部病変を除いた罹患冠動脈枝総計80本に

ついて主要冠動脈枝別に，狭窄度と診断感度との

関係を検討した（Fig．8）．診断感度は，3主要冠

動脈を平均すると，100％狭窄で83％，99％狭窄

で77％，90％狭窄で69％，75（～89）％狭窄で26％

であった．診断感度は冠動脈狭窄度が高度になる

程高くなったが，90％以上の狭窄では狭窄度によ

る感度の差は比較的少ないと考えられた．

　診断感度が低かった多枝病変例にっいて，診断

感度に対する各罹患枝間の相対的狭窄度の影響を

検討した．左主幹部病変を除いた多枝病変例を，

狭窄の最も高度な枝を決定できた15例（不均等狭

窄群）および，どの枝の狭窄が最も高度かを決定

できなかった8例（均等狭窄群）に分類した．不

均等狭窄群（Fig．9上段）では，最も狭窄の強かっ

た枝の診断感度は全体で80％とかなり良好であっ

たのに対し，それ以外の有意狭窄枝の診断感度は

42％と低かった．一方，均等狭窄群（Fig．　9下段）

では各有意狭窄枝の診断感度は53％であった．
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Table　2　Sensitivity，　specificity　and　predictive　value　of　individual　segments

　　　　　　　　for　disease　in　individual　coronary　arteries

ROI　number

Sensitivity 2 4 5 10 16 20 21

　LAD
　LCX
　RCA
　LMT
Specificity

0％

0％
43°／．＊

0％

　2

14％

0％

0％
60％＊

1
1

0％

0％

0％
60％＊

20

0％

33％

0％
80％＊

24

7％

33％

0％
80％＊

　LAD
　LCX
　RCA
　LMT
Predic．　value

70°／．－

86％
loo％＝＊

57％－

　2

100％一

65％
71％－

loo％

　4

60％－

94％
86％一＊

57％

　5

100％一＊

65％‘

71％一．

100％

　9 10

0％－

33％
43％一＊

0％

11

0％一．

67％一＊

14％

20％

16

LAD
LCX
RCA
LMT

0％

　0％

100％＊

　0％

　17

40°／．＊

0％

0％
60％＊＊

18

0％

　0％

0％
loo％＊

　22

33％

0％

0％
67％＊

23

20％

0％

0％
80％＊＊

24

86％＊＊＊

0％

0％

14％

LAD
LCX
RCA
LMT

83％＊

0％

0％

17％

loo％＊

0％

　0％

　0％

loo％＊＊

　0％

　0％

　0％

loo％＊＊

　0％

　0％

　0％

17％

17％

0％
67％＊

＊p・一．0．05

　　SO°／．＊

　　　0％

　　　0％

　　20％
＊＊ P＜0．01 ＊＊＊ pxO．001

oo
％

1

50

Fig．6

（14）（11｝　《10，

　LAD

（3》　　（7）　（1①

　LCX

C）⑧　（10）

　RCA

㈲　㈲

LMT

WR　criterion

lUR　criterion

SensitMty　of　exercise　tha川um－201　MPI　to　detect　disease　in　specific　individual

COrOnary　arteneS．

Sensitivity　tended　to　decrease　as　the　number　of　diseased　vessels　increased．　Improved

sensitivity　was　observed　when　WR　criterion　was　added　to　the　IUR　one　in　patients

with　triple　vessel　disease．　The　figures　in　parentheses　indicate　the　sample　size

（number　of　vessels）．

SVD＝single　vessel　disease．　　DVD＝double　vessel　disease．

TVD＝triple　vessel　disease．
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　2枝病変13例における各冠動脈枝の狭窄度と運

動負荷201T1心筋像所見をTable　3に示す．灌流

欠損が左前下行枝支配領域のみに出現した4例で

は左前下行枝病変の方が，右冠動脈支配領域のみ

に出現した1例では右冠動脈病変の方が他の冠動

脈枝病変よりも高度であった．一方，両罹患冠動

脈支配領域に灌流欠損が出現した5例ではおのお

100 100％

　　　LAD　　　　LCX　　　　RCA　　　　　　LMT
　　　（n＝12）　　　　　（r1＝27）　　　　　　（n民22）　　　　　　　　（n－47）

Fig．7　Specificity　of　exercise　thallium－201　MPI　to

　　　detect　the　absence　of　disease　in　specific　in－

　　　dividual　coronary　a「te「ies．

　　　Exercise　MPI　was　highly　specific　for　individual

　　　COrOnary　arterieS．

のの冠動脈狭窄度はほぼ等しく，また灌流欠損が

みられなかった3例のうち2例はいずれも75％の

均等狭窄であった．Table　2に示す症例3，5およ

び9の運動負荷心筋像をFig．　loに示す．

　左主幹部病変を有しない3枝狭窄10例のうち，

Dashら6）の言ういわゆるthree－vessel　disease　pat－

ternは1例でのみみられた．この症例は3枝と

も90％以上のほぼ等しい狭窄度を有した．半数の

5例では灌流異常は3つの主要冠動脈のうち1つ

または2つの冠動脈支配領域に認めるにとどまり，

うち4例では灌流異常出現部位は最も重篤な病変

を有する冠動脈の支配領域に一致した．明瞭な灌

流欠損がみられなかった3枝狭窄例4例のうち，

2例は左室の広い領域で201Tl　washoutの低下を

示した．これらの2例では3枝とも狭窄が比較的

高度であった．残りの2例ではIURのみならず，

WRの低下した部位をも見出し難かった．これら

の2例はおのおの左同旋枝の末梢と対角枝に最も

高度な狭窄を有する症例であった（Fig．11）．

　次に，問題とする冠動脈枝の絶対狭窄度と，他

の冠動脈枝との間の相対的狭窄度のいずれが運動

負荷201T1心筋像による冠動脈罹患部位の診断に

10

《7）　《1）　《4）（12）　　　　《6》　（3）　（4）（13）　　　　（14×12×10×36）　　　　（8）　（4）　（7）（19）

　100％　　　　　　　　　　99％　　　　　　　　　 9096　　　　　　　　　75（～89）96

　　　　　　　　　　Degree　of　Coronary　Narrowing

Fig．8　Sensitivity　of　exercise　thallium　perfusion　abnormalitity　for　detection　of　individ・

　　　ual　Iesions　according　to　the　degree　of　coronary　narrowing．

　　　For　each　major　vesse1，　the　sensitivity　increased　with　the　severity　of　stenosis・Ten

　　　patients　with　left　main　disease　were　excluded．　The　figures　in　parentheses　indicate

　　　the　sample　size（number　of　vessels）．
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100
％

Dominant
　　lesion　　　（n■8）

　　　　　　　LAD
Nondominant（na・7）
　　lesion

Unbalanced　CAD
　　　　　　　100％

67％酬

∨ ぶ
（n■3）

LCX
（n＝8）

　25％

（n－4）　　（n－15）

RCA　　　Total
（n■9）　　（n■24）

　　　　　17　22％

377

43％
50％

33％

10
　％

100
　％

Balanced　CAD

42％

　　　　WR　　／…t・・…

診編
80％

〉 “
　　　　　　　　　　　　LAD　　　LCX　　　RCA　　　Total
　　　　　　　　　　　（n－6》　　（n■6）　　《n■5）　　（n　sl　7）

Fig．9　Sensitivity　of　thallium　perfusion　abnormality　to　detect　the　presence　of　specific

　　　individual　coronary　stenosis　in　multiple　vessel　disease．

　　　Twenty－three　patients　with　multiple　vessel　disease　but　without　involvement　of　the

　　　left　main　artery　were　divided　into　unbalanced（upper　panel）and　balanced（lower

　　　panel）CAD　groups．　The　sensitivity　was　higher　for　the　most　severe　lesions　and

　　　lower　for　less　severe　ones．　The　figures　in　parentheses　show　the　sample　size

　　　（number　of　vessels）．

より大きな影響を与えるかを検討した．他により

高度な狭窄枝が存在する場合には，存在しない場

合よりもその冠動脈病変の診断感度は低かった
（Fig．12）．

　最後に，冠動脈罹患枝の診断感度に対する側副

血行の影響を検討した（Fig．13）．本研究では陳旧

性梗塞合併例は対象から除外したため，高度狭窄

例では側副血行が存在するにもかかわらず灌流異

常の出現頻度は高かった．一方，比較的軽度な狭

窄では側副血行の発達は必然的に軽度であり，

201Tl灌流異常の出現頻度もやや低かった．

V．考　　案

　1．主要冠動脈枝病変と各左室ROIとの対応

　Rigoら7）は主要冠動脈枝病変ごとに，運動負荷

201Tl心筋像上の左室各分節における201T1灌流

欠損の診断感度を検討し，おのおのの冠動脈病変

に診断感度の高い左室分節を決定し，これを各主

要冠動脈枝の支配領域とした．正面像，左前斜位

45°，同60°の3方向の201Tl心筋像で，左室前

壁，後側壁および下後壁灌流欠損がそれぞれ左前

下行枝，左回旋枝および右冠動脈病変に有意に対

応することを報告した．今回の成績では診断感度
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Table　3

核医学　20巻4；号（1983）

Location　of　tha川um　perfusion　defects　and　coronary　disease

　　in　13　patients　with　double　vessel　disease

Site　of　exercise Coronary　stenosis（％luminal　narrowing）
Pt．

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3

　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
11
1

thallium　defects

LAD　segm．

LAD　segm．

LAD　segm．

LAD　segm．

RCA　segm．

LAD十LCX　segm．
LAD十LCX　segm．

LAD十RCA　segm．

LAD十RCA　segm．
LCX十RCA　segm．
no　defect

no　defect

no　defect

　LAD
100％（6）＊

90％（7）

99％（6）＊

90％（6）

75％（7）

90％（7，9）

100％（6）＊

90％（7）＊

99％（7，10）

75％（6，9）

90％（9）

（　　）：COrOnary　arterial　Segment

＊The　stenosed　artery　had　collateral　circulations　to　its　distal　portion．

LCX
90％（11）

90％（12，13）

99％（14）＊

90％（12）

75％（14）

90％（12）

75％（12）

RCA

75％（1，3）

80％（D
80％（3）

99％（D＊

90％（2）

99％（4PD）

90％（1－4）

75％（D

　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ

　　盟ecti　LADseg　i　RCA・egi
　　　　　　i4♂LA°6ずLA°i刷A°i

轡竺i劇
　　CAG　ILAD《・ナ99％iRCA（1r99％i

　　　　　　11　RCA（’）　8°％iLAD（7）75％i

Fig．10

LAD＆RCA　　　　　　seg
300LAO　　　　450LAO

鯖P
　　　　TT　　　60M

LAD《7）（10）99％

RCA（4PD）9996（2）90％

Exercise　tha川um　perfusion　defect　in　patients　with　both　LAD　and　RCA　disease．

This毎ure　shows　the　exercise　tha川um－201　MPI　and　the　location　of　narrowing　in

patients　3，5and　g　in　table　3．　Thallium　defects（arrow）occurred　in　regions　corre－

sponding　to　diseased　vessels　that　contained　the　most　severe　angiographic　lesions．

The　figures　in　parentheses　show　the　coronary　arterial　segment．＊The　stenosed

artery　had　collateral　circulations　to　its　distal　portion．

の他に特異度および予測値（predictive　value）も検

討したが，約半数の左室ROIではいずれの冠動

脈病変とも有意な相関を示さなかった．この理由

としてはRigoらの対象患者の72％が陳旧性梗塞

を合併していたのに対し，本研究では陳旧性梗塞

合併例を除外していたことおよび左回旋枝あるい

は右冠動脈の1枝病変例が少なかったことが考え

られる．Rigoらは左前斜位30°および左側面像

を分析していないが，本研究では左側面像が左前

下行枝病変に特に敏感であることを示唆する成績

を得た．

　2．運動負荷201Tl心筋像による冠動脈有意狭

　　窄枝の診断

　運動負荷201Tl心筋像による冠動脈病変の有無

に対する診断感度は70～95％程度と考えられてい

る4・9～20）．一方，個々の冠動脈病変の診断感度は
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Fig．11　Exercise　thallium　perfusion　abnormality　in　triple　vessel　disease．

　　　　Thallium　defects，　in　general，　occurred　in　most　severely　diseased　regions．　In　two

　　　　patients，　three・vessel　coronary　disease　was　correctly　identified　only　by　quantita－

　　　　tive　analysis　of　the　regional　myocardial　washout　rate　of　tha川um－201．The　figures

　　　　in　parentheses　show　the　coronary　arterial　segment．＊The　stenosed　artery　had

　　　　collateral　circulations　to　its　distal　portion．

左前下行枝が55～86％，左回旋枝が21～63％，右

冠動脈が50～94％と報告されており7・8・lo・11・20），

この研究の結果はこれらの報告と概略一致した．

いわゆる1eft　main　patternは本研究では左主幹部

単独病変の診断に有用であった．しかし，Rehn

ら21）は左主幹部病変に加えそれより末梢に有意狭

窄が合併するとleft　main　patternが出現しにくく

なることを認めており，これらの点については今

後さらに多数例での検討が必要と考えられる．

　個々の冠動脈の診断感度は多枝病変では1枝病

変に比し低いことが従来より指摘されている7）．

この理由としては，（1）多枝病変では運動負荷に

より最も高度な狭窄枝の支配領域にまず有意な虚

血が生じ，他の有意狭窄枝の支配領域には有意な

虚血が誘発される前に，胸痛のため運動を中止す

る，あるいは（2）相対的狭窄度がより軽度な有意

狭窄枝領域に虚血が誘発されたとしても，運動直

後の201T1心筋像による相対的血流低下部位の評

価のみでは軽度の虚血部位を見逃す可能性がある

ことなどが考えられる．これら2っの問題点のう

ち（2）を解決する方法として，最近，Maddahi

ら10）は運動負荷直後から4時間後の血流再分布

時までの左室各分節における201TI　washout　rate

を算出しその有用性を報告した．従来の運動直後

の201Tl灌流欠損部位に加えて，20iTl　washout

rateの低下部位も虚血領域と判定すiLば多枝病変

においても特異度をあまり低下させることなく有

意狭窄枝の診断感度を向上できたという．この研

究でも特に，3枝病変ではwashout　rateの分析は

冠動脈有意狭窄枝の診断に有用であった．一方，

運動負荷201Tl心筋像による各冠動脈の診断特異

度は一般に良好なことが知られており7～10），本研

究でも同様の結果を得た．

　3．冠動脈有意狭窄枝の診断感度に影響を及ぼ

　　す因子の検討

　運動負荷201T1心筋像による冠動脈有意狭窄枝
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Fig．12　Relationship　between　the　sensitivity　of　exercise　thallium－201　MPI　and　the

　　　　presence　of　more　severe　stenosis　involving　other　vessels．

　　　　In　multiple　vessel　disease　the　sensitivity　was　lower　for　a　diseased　coronary　artery

　　　　with　more　severe　lesions　in　other　vessels　than　that　without．　Ten　patients　with　left

　　　　main　disease　were　excluded．　The　figures　in　parentheses　indicate　the　sample　size

　　　　（number　of　vessels）．
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Fig．13　Relationship　among　the　degree　ot　coronary

　　　narrowing，　thallium　perfusion　abnormality　and

　　　coronary　collateral　circulation．

　　　Tha川um　perfusion　was　more　frequently　ab－

　　　normaいn　scintigraphic　segments　with　than
　　　without　collateral　vessels．　This　finding　suggest

　　　that　coronary　collateral　vessels　do　not　effec－

　　　tively　prot㏄t　against　exercise－induced　Perfusion

　　　abnormality．

の診断感度に及ぼす影響因子としては，1）冠動

脈狭窄度，2）他の冠動脈枝との相対的狭窄度，3）

側副血行の存在，4）陳旧性心筋梗塞の存在，5）β一

blocker，　Ca一拮抗薬などの薬物投与の有無，6）運

動終了点などが考えられる．本研究の対象は陳旧

性心筋梗塞合併例を含まず，全例，中等度の狭心

痛で運動を中止したこと，および原則として検査

前48時間以内に亜硝酸薬以外の薬剤投与を受けて

いないことより，上記の影響因子のうち4）～6）

は考察から除外でき，1）～3）の因子について検討

を加えた．

　冠動脈狭窄度が高度になる程その冠動脈枝の診

断感度が高くなることは多くの研究者が報告して

おり7・8・11），本研究でも同様の結果が得られた．

多枝病変例では罹患枝診断感度は，相対的狭窄が

より強い冠動脈枝で良好なことは理解しやすい．

本研究でも狭窄の最も高度な枝を決定できた群で

は，これらの病変の診断感度はかなり良好であっ

たが，相対的狭窄度がより軽度の有意罹患枝の診
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断感度はwashout　rate基準を併用しても低かった．

また，いずれが最も高度な狭窄枝かを決定できな

い群では，いずれの有意狭窄枝の診断感度もやや

低かった．特に2枝病変では灌流欠損の出現部位

は両罹患枝の相対的狭窄度によつてほぼ決定され

ると考えられた．3枝病変でもこの傾向は認めら

れたが，3枝とも高度病変の場合にはむしろ明瞭

な灌流欠損が出現せず，広範な左室領域で201Tl

washout　rateの低下が出現する可能性が高いと考

えられた．著者らはこのように左室に広範な201Tl

washout低下のみを認める症例で冠動脈血行再建

術後201Tl　washoutの正常化した例を過去に報告

した4）．Dashらは運動負荷201Tl心筋像で左室基

部のみに201Tlの取り込みを認め，それ以外の左

室前壁，下壁，側壁の広範囲領域に灌流欠損を認

める場合をthree－vessel　disease　patternとし，3枝

病変に特異的な心筋像とした6）．しかし本研究の

結果ではLeppoら22）の成績と同様に3枝病変で

この欠損型を呈することはむしろ稀と考えられた．

　絶対的および相対的狭窄度のいずれが本法の診

断感度により大きな影響を与えるかについて検討

した報告は少ない．本研究の成績は，多枝病変例

では問題とする冠動脈そのものの狭窄度よりも，

他の冠動脈枝の狭窄度も考慮に入れた相対的狭窄

度の方が診断感度により大きな影響を与えること

を示唆する．9

　側副血行が運動負荷による心筋虚血発生の防禦

に有用であるか否かについて201T1心筋像を用い

て検討した報告が散見される．Bergerら23）は側

副血行は安静時の心筋虚血の防禦に有用だが，運

動負荷誘発虚血の防禦には無効であったと報告し

た．それに対し，Rigoら24｝，　Tubauら9），　Eng

ら25）は側副血行が運動誘発心筋虚血の防禦にあ

る程度は有効で，運動負荷201Tl心筋像偽陰性の

一要因とした．本研究においては非梗塞例のみを

対象としたため，高度な狭窄を認める冠動脈には

他の主要冠動脈からの側副血行を認めることが多

いのは当然であるが，それにもかかわらずこれら

の高度狭窄冠動脈では201T1灌流異常の出現頻度

が高かった．一方，比較的軽度な狭窄では側副血
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行の発達は軽度であったにもかかわらず，201Tl

灌流異常の出現頻度は低かった．本研究の成績は，

側副血行は安静時の狭窄冠動脈支配領域の心筋血

流を保つには有効だが，運動強度の増大に伴い心

筋酸素需要が著しく増大する場合には必要十分な

血流を供給しえないとするBlumgartら26）の説を

支持すると考えられた．

　この研究は昭和57年度科学研究費補助金（一般研究C）

課題番号57570340により助成された．
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Summary

　　Noninvasive　Diagnosis　of　Coronary　Arterial　Lesions

by　Exercise　Thallium－201　Myocardia1　Perfusion　lmaging

Naoki　KAwAI＊，　Mitsuhiro　OKADA＊，　Hiroyuki　MIYAKoDA＊，　Kazuhito　SHIKI＊，

Masato　TsuzuKI＊，　Haruo　INAGAKI＊，　Teruo　KoNDo＊，　Mitsuhiro　YoKoTA＊，

　　　　　　　　Iwao　SoToBATA＊，　Tetsutaro　ABE＊＊，　Schuhei　YAMAMoTo＊＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　Jitsuki　TsuzuKI＊＊＊＊

＊Firぷt　Depa〃〃le〃’qμ〃’er〃at　Medicine，1V偲oyαU〃∫vθrぷ〃γ∫clloo∫0／Med↓d〃e，　Nagoya

　　　　　　　　＊＊Depart〃le〃t　of　Rad’ologγ，　Nagoya　U〃’versity　Hospital，　Nagoγa

　　＊＊＊Deρart〃1θηrρ〃〃’ernal　Medici〃e，　Nagoγa　Second　Red　Cro∬Hospital，　Nagoγa

　　　　　　　　＊＊＊＊Depart〃1θM　q〃nternalルledicine，　Daido　Hosρitat，　Nagoya

　　The　value　of　exercise　thallium－201　myocardial

perfusion　imaging（Ex　MPD　for　identifying　dis－

eased　coronary　arteries　was　evaluated　in　effort　an－

gina　patients　without　previous　myocardial　infarc－

tion．　The　material　consisted　of　57　effort　angina

patients　without　previous　Ml．　Stress　and　redistri－

bution　T1－201　myocardial　imaging　was　performed，

and　initial　Tl－201　uptake　and　washout　rate　were

assessed　in　LV　wall　segments．

　　The　territory　of　the　individual　major　coronary

artery　on　myocardial　images　was　determined　by

analysis　of　the　site　of　perfusion　defects　in　29　pa－

tients　with　single　vessel　or　isolated　left　main　dis－

ease．　The　anteroseptal　wall　was　considered　as　the

territory　of　the　left　anterior　descending　artery

（LAD）．　The　inferior　and　the　posterolateral　walls

were　assumed　to　be　supplied　by　the　right　coronary

（RCA）and　the　left　circumflex（LCX）arteries，

respectively．

　　Ex　MPI　was　sensitive　for　identifying　the　diseased

artery　in　single　vessel　disease，　the　sensitivity　being

86％for　LAD，66％for　LCX　and　71％for　RCA．
However，　the　sensitivity　tended　to　decrease　as　the

number　of　diseased　vessels　increased．　An　improved

sensitivity　was　observed　by　analysis　of　the　regional

myocardial　washout　rate　ofthallium－201　in　patients

with　triple　vessel　disease，　in　which　the　criterion　of

TI－201　perfusion　defect　was　not　sensitive．　Ex　MPI

was　highly　specific　for　individual　coronary　artery

disease．

　　Several　factors　supPosed　to　af〒もct　the　sensitivity

of　Ex　MPI　for　detection　of　individual　lesions　were

analysed．　The　sensitivity　increased，　in　genera1，　with

the　severity　of　stenosis　and　it　was　lower　for　a　less

severely　diseased　artery　in　multiple　vessel　disease．

The　presence　or　absence　of　coronary　collaterals

seemed　not　to　affect　the　sensitivity　of　Ex　MPl．

　　In　conclusion，　Ex　MPI　was　considered　to　be　a

useful　noninvasive　technique　to　detect　the　diseased

coronary　arteries　in　patients　with　single　vessel　dis－

ease　or　the　most　severely　diseased　artery　in　patients

with　multiple　vessel　disease．

　Key　words：　stress　thallium　myocardial　imag－

in9，　angina　Pectoris，　coronary　artery　disease，

senSltlVlty．
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