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《原　著》

運動負荷心筋スキャンにおける再分布完成時間，

　　　出現様式と冠動脈病変の関係について

一
早期および晩期再分布による検討一

西村　恒彦＊　　植原　敏勇＊

斉藤　宗靖＊＊　　住吉　徹哉＊＊

林田　孝平＊ 小塚　隆弘＊

　要旨　運動負荷心筋スキャンにおける再分布完成時間，出現様式と冠動脈病変の重症度について検討した．

負荷直後の初期分布，4時間後の晩期再分布に加え負荷30分後に早期再分布の撮像を施行した．狭心症66

例中15例（23％）に早期再分布像にて完全再分布を認めた．その頻度は一枝病変例，冠動脈狭窄度の低い症

例に多かった．心筋梗塞104例中3例（3％），および20例（19％）にて早期および晩期再分布像にて完全再

分布を認めた．その頻度は一枝病変例，側副血行路の良好な例に多かった．一方，不完全再分布，再分布な

しは26例（25％），55例（53％）に認め，梗塞部位にてakinesisあるいはdyskinesisを示す症例に多かった．

したがって，再分布完成時間およびその出現様式は，虚血の重症度，心筋のviabilityの評価に有用なこと

が示された．とくに早期再分布は，負荷心筋スキャンによる虚血の検出の際に初期分布の撮像の遅れが検出

率に影響を与える可能性も示唆されることから，臨床上重要である．

1．緒　　言

　運動負荷心筋スキャンは，狭心症，心筋梗塞な

ど虚血性心疾患における虚血の検出，心筋の

viabilityの判定に有用なことが認められている．

一 般に，負荷直後の初期分布および4時間後の再

分布の心筋イメージの比較から一過性欠損像の検

出により診断が行われている1・2）．しかし，再分布

完成時間は必ずしも負荷後3～4時間とは限らな

い．症例により，再分布完成時間およびその出現

様式は，負荷後，20～30分に完成するもの，ある

いは4時間後に完成しないものなど多様性を有す

ることが報告されている3“6）．また，動物実験に

おいても，一過性虚血や血流再開の程度により，
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早期に再分布が完成することが示されている7・8）．

　著者らの施設においても，運動負荷スキャン施

行後，初期分布（initial　distribution），晩期再分布

（delayed　redistribution）に加え，20～30分後の早

期再分布（early　redistribution）の撮像を行い，再

分布完成時間が症例により異なるのを頻々経験し

ている．

　そこで，冠動脈造影を施行している狭心症66例，

心筋梗塞104例において，再分布完成時間および

その出現様式から，虚血の重症度，心筋のviability

を評価できるか検討したので報告する．

II．対　　象

　昭和58年9月から59年9月までの1年間に施行

した運動負荷心筋スキャン904例のうち冠動脈造

影を施行している狭心症66例，心筋梗塞104例を

対象とした．これらの症例は，運動負荷心筋スキ

ャンと冠動脈造影を2週間以内に施行している．

全症例における平均年齢は55±8歳（32～69歳），

男性148例，女性22例である．
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1626 核医学　22巻11号（1985）

　各症例は，左前下行枝（LAD），左回旋枝（LCX）

および右冠動脈（RCA）のいずれかに75％以上の

冠狭窄を有するものであり，冠動脈罹患枝数によ

りそれぞれ1枝病変（SVD），2枝病変（DVD）お

よび3枝病変（TVD）に分類した．狭心症66例の

内訳はSVD　28例，　DVD　l　8例，およびTVD　20

例であった．また，心筋梗塞104例の内訳は，

SVD　45例，　DVD　36例，およびTVD　23例であ

った．全症例において，初期分布にて何らかの欠

損像を心筋イメージ上，有しており，初期分布に

て欠損像を有さない症例は対象からは除外した．

IIL　方　　法

　（1）運動負荷法

　運動負荷は，電気制動型自転車エルゴメータ

（シーメンス社製）を用いた多段階漸増負荷法と

した．運動負荷量は3分ごとに25watt増加させ，

1分ごとに負荷中の血圧，心電図測定を行った．

endpointは胸痛の出現，　ST降下（horizonta1，

sagging　l　mm以上，　slow　rising，　junctional　2　mm

以上），足の疲れ，最大至適心拍数の85％とした．

これらの出現時点で201TICI　3～4　mCi静注，さら

に，できる限り1分間運動負荷を持続させ，次い

で，シンチカメラ下に患者を移動させ，撮像を行

った9）．

　（2）データ収集

　用いた装置はGAP（general　all　purpose）コリ

メータを装着したシンチカメラ（Ohio－Nuclear

Σ410S）とオンラインで接続した核医学データ処

理装置（GAMMA　11，128　kw）である．

　負荷直後の初期分布（initial　distribution）は正

面，左前斜位45°，および70°の3方向から，そ

れぞれ心筋を含むカメラ視野内で500kカウント

の計測にて撮像した．次いで，負荷30分後に，早

期再分布（early　redistribution）の撮像を左前斜位

45°一方向のみにて，初期分布の撮像に要した時

間（プリセット・タイム）で行った．さらに，負

荷4時間後に初期分布と同様の3方向で，プリセ

ット・タイムにて晩期再分布（delayed　redistribu－

tion）の撮像を行った．また，核医学データ処理

装置には64×64マトリックスにてデータ収集を

行った．

　（3）データ処理

　1）視覚的判定

　得られた心筋イメージ（64×64マトリックス，

カラー表示）は，3人の医師の視覚的判定によリ

欠損像の検出を行った．初期分布における欠損像

の消失の仕方により，次の3段階の判定を行っ
た．

　再分布の様式は，初期分布における欠損像か，

早期ないし晩期再分布にて，完全に消失する群

（完全再分布：complete　redistribution），欠損像が

消失せず，初期分布から変化のない群（再分布な

し：no　redistribution），および再分布にて完全で

はないが，部分的ないし不完全に再分布を認める

群（不完全再分布：incomplete　redistribution）に分

類した．

　再分布完成時間は，30分後の早期再分布にて，

完全再分布を有する群，4時間後の晩期再分布に

て，完全再分布，不完全再分布を有する群，およ

び再分布のない群に分類した．

　2）washout　rateの算出（washout　rate　analysis）

　washout　rateの算出は，すでに報告した方法を

用いた10～12）、運動負荷直後（EX），再分布時（RD）

のコンピュータ画像にてバックグラウンド除去後，

心筋像を18領域に分割し，それぞれのcircum－

ferential　profile　curveを作成，（EX　RD）カウント／

（EX）カウントを各領域にて求め，　washout　rate

curveを抽出した．あるいは，各方向の心筋像に

て，心筋局所に関心領域（3×3マトリックス）を

設定，同様の方法にてwashout　rateを求めた．

　正常冠動脈を有する20症例におけるwashout

rateは，左前斜位45°の心筋局所において50土5％

であった．したがって，平均値一2標準偏差，す

なわち40％以下のwashout　rateを異常値として

採用した12）．このwashout　rateの低下は，一般

に一過性欠損像の出現する部位に認めるが，特に，

心筋全周囲にわたりwashout　rateの低一ドを認め

たとき，diffuse　slow　washout　（DSWO）と判定し

た12～14｝，
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Table　l　Correlation　between　the　number　of　involved　coronary　artery　and　time　to

　　　　redistribution（RD）of　thallium　stress　induced　defects　in　angina　pectoris（AP）．

　　　　Early　complete　RD　was　observed　in　15（23％）cases

1627

Complete　RD
AP n

Early Delayed
Incomplete　RD No　RD

SVD
DVD
TVD

8
8
0

〔
∠
－
且
角
∠

11（39％）

1（6％）

3（15％）

14（50％）

14（77％）

11（55％）

3（11％）

3（17％）

6（30％）

0（0％）

0（0％）

0（0％）

Total 66 15（23％） 39（59％） 12（18％） 0（0％）

SVD：single　vessel　disease，　DVD：double　vessel　disease，　TVD：triple　vessel　disease

Table　2 Frequency　of　diffuse　slow　washout（DSWO）in　AP　with　SVD，　DVD　and　TVD．

DSWO　was　not　observed　in　the　case　with　early　complete　RD

DSWO／CR
AP n

Early Delayed
DSWO／IR DSWO／NR

SVD
DVD
TVD

8
8
0

〔
∠

ー
ユ
〔
∠

0／11（0％）

0／1（0％）

0／3（0％）

0／14（0％）

1／14（7％）

6／11（55％）

2／3（　67％）

2／3（　67％）

6／6（100％）

0（0％）

0（0％）

0（0％）

Total 66 0／15（0％） 7／39（18％） 10／12（83％） 0（0％）

CR，　IR，　NR＝cemplete，　incomplete，　no　redistribution

Table　3　Correlation　between　the　degree　of　coronary　artery　stenosis　and　time　to　redis－

　　　　tribution（RD）of　thallium　stress　induced　defects　in　AP．　Early　complete　RD

　　　　cases　showed　high　frequency　of　mild　coronary　stenosis

AP（SVD）

　CAq
stenosis

n
Complete　RD

Early Delayed
Incomplete　RD　　No　RD

75％

90％

99％
100％

6

11

10

1

5（45％）

4（36％）

2（18％）

0（0％）

1（7％）

7（50％）

6（43％）

0（0％）

0（0％）

0（0％）

2（67％）

1（33％）

0（0％）

0（0％）

0（0％）

0（0％）

CoUateral≧90％　　　　5（18％）　　　1（　9％） 3（21％） 1（3％） 0（0％）

　3）冠動脈造影

　全症例における心カテーテル検査は，大部分

Judkins法により，一部Sone法により施行，右

前斜位30つ，左前斜位60°の左室造影および選択

的冠動脈造影を施行した．冠動脈狭窄は，75％以

上を有意の狭窄とし，75％，90％，99％狭窄，お

よび100％（閉塞）に分類した．なお，左主幹部

病変を有するものは今回の対象からは除外した．

これらの冠動脈狭窄枝数，狭窄度の判定は，3人

の医師によりシネフィルムから視覚的に判定した．

　左室造影所見にっいても同様に，3人の医師に

より，左室の収縮異常をdyskinesis（aneurysma1

を含む），akinesis，　hypokinesisおよびnormalの

4段階に分けて，視覚的に判定した．

IV．結 果

　（1）狭心症（梗塞非合併例）における検討

　狭心症66例（SVD　28例，　DVD　18例，　TVD　20

例）における再分布完成時間と冠動脈狭窄枝数の

関係をTable　1に示す．早期再分布は，　SVD　11例

（39％），DVD　1例（6％），　TVD　3例（15％）に認

めた．全体として15例（23％）にて，30分以内に
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Table　4

核医学　　22巻ll号（1985）

Comparison　of　pattern　of　wall　motion　in　segrnents　demonstrating　complete

and　incomplete　redistribution

AP
（SVD） n

Complete　RD

Early Delayed
Incomplete　RD　　No　RD

Normal
Hypokinesis

Akinesis

Dyskinesis

1
7
0
（
U

2 9（82％）

2（18％）

0（0％）

0（0％）

10（71％）

4（29％）

0（0％）

0（0％）

2（67％）

1（33％）

0（0％）

0（0％）

0（0％）

0（0％）

0（0％）

0（0％）

Table　5　Correlation　between　the　numbers　of　involved　coronary　artery　and　time　to

　　　　redistribution　of　thallium　stress　induced　defects　in　myocardial　infarction（MI）．

　　　　Complete，　incomplete　and　no　RD　was　observed　in　22％，25％and　53％of　all

　　　　cases，　re3pectively

Complete　RD
MI n

Early Delayed
Incomplete　RD　　No　RD

SVD
DVD
TVD

5
∠
O
つ
」

4
丁
3
2

3（7％）

0（0％）

0（0％）

10（22％）

7（19％）

3（13％）

8（18％）

9（25％）

9（39％）

24（53％）

20（55％）

11（48％）

Total 104 3（3％） 20（19％） 26（25％） 55（53％）

完全再分布を認めた．狭心症例では，晩期再分布

も併せ，54例（82％）に完全再分布を認めた．し

かし，狭心症例でも，SVD　3例（11％），　DVD　3

例（17％），TVD　6例（30％），全体として12例

（18％）に，晩期再分布にて不完全再分布を示す症

例があった．

　狭心症例における再分布完成時間と心筋全体で

のwashout　rateの低下，　diffuse　slow　washout

（DSWO）の関係をTable　2に示す．早期再分布に

て，完全再分布を示す症例で，DSWOを示す症

例はなかった．晩期再分布を示す症例では，39例

中7例（18％）に，一方，晩期再分布でも不完全

再分布を示す症例では12例中10例（83％）に

DSWOを認めた．したがって，晩期再分布像で

不完全再分布を示す症例は，一過性欠損像の出現

部位以外の心筋部位のwashout　rateも低下した．

　次に，1枝病変のみについて，再分布完成時間

と冠動脈狭窄度，側副血行路の関係をTable　3に

示す．早期再分布を認める症例は，冠動脈狭窄度

の低いものが多かった．すなわち冠動脈造影にて

75％狭窄を早期再分布を示す11例中5例（45％）

に認めた．また，晩期再分布にて，完全再分布を

示す症例では14例中13例（93％），不完全再分布を

示す症例では3例中3例（100％）に，90％以上の

狭窄を認めた．なお，90％以上の狭窄を有する症

例における側副血行路の有無は，再分布完成時間，

再分布の様式に有意差はなかった．

　また，同様に，1枝病変のみについて，再分布

完成時間と虚血部位における局所壁運動の関係を

Table　4に示す．狭心症では28例中7例（25％）に

のみhypokinesisを認めた．しかし，局所壁運動

と再分布完成時間，再分布の様式に有意差はなか

った．

　（2）心筋梗塞症における検討

　心筋梗塞症（SVD　45例，　DVD　36例，　TVD　23

例）における再分布完成時間と冠動脈狭窄枝数の

関係をTable　5に示す．早期再分布は全体として

SVD　3例（3％）のみであった．また，晩期再分布

で完全再分布を示したものは20例（19％）であっ

た．心筋梗塞にて完全再分布を示す症例は，SVD

l3例（29％），　DVD　7例（19％），　TVD　3例（13％）

と，冠動脈狭窄枝数が多くなるに従いその頻度は
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Table　6 Frequency　of　diffuse　slow　washout（DSWO）in　MI　with　SVD，　DVD　and　TVD．

DSWO　was　not　observed　in　the　case　with　complete　RD

1629

MI n
DSWO／CR

Early Delayed
DSWO／IR DSWO／NR

SVD
DVD
TVD

く
∨
∠
O
つ
」

4
丁
3
2

0／3（0％）

0（0％）

0（0％）

0／10（0％）

0／7（0％）

0／3（0％）

0／8（0％）

2／9（22％）

4／9（44％）

6／24（25％）

4／20（20％）

6／11（55％）

Total 104 0／3（0％） 0／20（0％） 6／26（23％）　　　　16／55（29％）

Table　7　Correlation　between　the　degree　of　coronary　artery　stenosis　and　time　to　redis－

　　　　tribution　of　thallium　stress　induced　defects　in　MI．　Complete　RD　cases　showed

　　　　high　frequency　of　severe　coronary　stenosis　and　extent　of　collaterals

MI（SVD）
CAq

stenosls
n

Complete　RD

Early Delayed
Incomplete　RD　　No　RD

75％

90％

99％

100％

8
Q
／
Q
／
7
’

　
　
　
1

0（0％）

0（0％）
1（33％）

2（67％）

0（0％）

1（10％）

3（30％）

6（60％）

1（13％）

1（13％）

2（25％）

4（50％）

7（29％）

6（25％）

4（17％）

7（29％）

Collateral⊇≧90％ 17（38％）　　3（100％） 5（50％） 4（50％） 5（21％）

Table　8 Comparison　of　wall　motion　in　segments　demonstrating　complete　incomplete　and　no

RD．　No　RD　cases　had　high　frequency　of　akinesis／dyskinesis　in　infarcted　segments

　MI
（SVD） n

Complete　RD

Early Delayed
Incomplete　RD　　No　RD

Normal
Hypokinesis

Akinesis

Dyskinesis

－
▲
0
〔
∠
氏
∠

　
－
「
∠
－

1（33％）

2（67％）

0（0％）

0（0％）

0（0％）

6（60％）

4（40％）

0（0％）

0（0％）

2（25％）

5（63％）

1（13％）

0（0％）

0（0％）

13（54％）

11（46％）

低下した．一方，晩期再分布像にて不完全再分布

および再分布なしの頻度は，全体として26例

（25％），55例（53％）であった．

　心筋梗塞症における再分布完成時間と心筋全体

におけるDSWOの関係をTable・6に示す．早期

および晩期再分布像にて完全再分布を示す症例に

て，DSWOを示すものはなかった．一方，不完

全再分布ないし再分布なしの症例では，それぞれ

26例中6例（23％），55例中16例（29％）にてDSWO

を認めた．特に，TVDでは，それぞれにおいて

44％，55％とDSWOを示す症例の頻度がSVD，

DVDに比し高かった．したがって，梗塞部位以

外の心筋部位のwashout　rateの低下は再分布完

成時間を遅らせることが示された．

　次に，1枝病変のみについて，再分布完成時間

と冠動脈狭窄度，側副血行路の関係をTable　7に

示す．早期および晩期再分布像にて，完全再分布

を示す症例は，全例90％以上の冠動脈狭窄を有

していた．また，これらの症例では，側副血行路

の発達は良好であった．一方，不完全再分布を示

す症例でも90％以上の冠狭窄を8例中7例（87％）

に認めたが，再分布のない症例では，24例中17

例（71％）であった．両者における側副血行路の

頻度は，それぞれ50％，21％と前者にて高かっ

た．

　また，同様に1枝病変のみについて，再分布完
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成時間と梗塞部位における局所壁運動の関係を

Table　8に示す．早期再分布像にて完全再分布を

示す症例は，全例normalないし，　hypokinesis

の壁運動異常であった．晩期再分布像にて完全再

分布を示す症例はhypokinesis　60％，　akinesis　40％

であった．一方，晩期再分布像にて不完全再分布

ないし再分布なしを示す症例は，それぞれ76％，

100％にakinesisあるいはdyskinesisを示したが，

特に後者ではdyskinesisを46％に認めた．

V．考　　察

　運動負荷心筋スキャンによる虚血の検出，心筋

のviabilityの判定は，一般に，負荷直後の初期分

布像および3～4時間後の再分布像の比較により

行われている．そして，これらは一般に一過性欠

損像の視覚的判定により行われている1・2）．しかし，

実際の臨床応用においては虚血部位にて早期に再

分布を示す症例や梗塞部位にて晩期再分布におい

て欠損像が消失する症例がある3”6）．そこで，本

研究では，201TICI　3～4　mCiを用いて負荷直後，

30分後および4時間後に正面，左前斜位45°，70°

（30分後は左前斜位45°のみ）心筋像を撮像，とり

わけ狭心症における早期再分布，および心筋梗塞

症における晩期再分布の臨床的意義について，冠

動脈造影，左室造影などとの対比を中心として検

討した．

　（1）早期再分布（early　redistribution）

　早期再分布像にて完全再分布を認めた症例は，

狭心症66例中15例（23％）であった．早期再分布

に関する検討で，その頻度は10％～15％と報告

されている4“6）．これらの報告では，その対象に

心筋梗塞も含まれているため，著者らの成績に比

し，その頻度が低いと考えられる．しかも，SVD

39％，DVD　6％，　TVD　15％と，多枝病変になる

に従いその頻度は低下した．SVDに比し，　DVD，

TVDでは，一過性欠損像を示す虚血部位以外に

狭窄血管による他の心筋部位における心筋の

washout　rateの低下がより多く出現するためと考

える．実際，早期再分布像で完全再分布を認めた

症例では，DSWOを認めた症例がなかったが，

晩期再分布像で不完全再分布を認めた症例は全例

DSWOを有していることからも理解される．

　狭心症では大部分（82％），晩期再分布像で完全

再分布を認めたが，残りの症例では不完全再分布

を示した．DVD，　TVDが大部分であったが，

SVD　3例が含まれていた．これらのSVDの症例

では，負荷時ST上昇を示した2例および著明な

ST降下を示した1例で，ともに冠動脈狭窄は

99％，100％と強く，重篤な虚血によるものと考

えられた．

　次に，再分布完成時間，様式と冠動脈狭窄度，

側副血行路との関係をみるため，1枝病変群のみ

を検討した．SVD　28例中，75％狭窄を示すもの

が45％，90％狭窄が36％と，冠動脈狭窄度の低

い症例が多かった．これらの成績は，冠動脈狭窄

時間を短く，再開通したWharton，　Schwartzら

の動物実験の成績と合致するものである7・8）．また，

虚血部位における局所壁運動は，安静時では正常

のことが多く，今回の検討では，再分布完成時間，

その様式との間に相関を認めなかった．

　以上のことから，狭心症例において早期再分布

は，冠動脈狭窄度が著明でなく，しかもその他の

心筋部位のwashoutが良好なSVDに頻々認めら

れることになる．また，このように，完全再分布

が負荷30分後にすでに認められることは，初期分

布像の撮像をこの時間内に行う必要がある6）．

　いずれにしろ，早期再分布の存在は，初期分布

像にて，撮像が遅れた際など，その検出精度に影

響を与えることを実地臨床上，考慮すべきである．

　一方，心筋梗塞症例にて104例中3例（3％）に

のみ，早期再分布像にて完全再分布を認めた．こ

れらの症例は，すべて99％以上の冠動脈狭窄を

有し，かつ側副血行路の発達も良好であった．ま

た，梗塞巣も小さく，normal，　hypokinesisの壁運

動を有することから，心筋梗塞にかかわらず，心

筋のviabilityがかなり残存しているためと考え

られる．

　（2）晩期再分布（delayed　redistribution）

　狭心症では，晩期再分布像にて大部分一過性欠

損像は消失する．一方，心筋梗塞では再分布が認
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められないことが多く，これが虚血と梗塞の鑑別

に役立つとされてきた1・2）．しかし，現在では，梗

塞部位に再分布が認められる報告が多数あり，梗

塞部位心筋のviabilityの判定に有用なことが示

されている15・16）．今回の梗塞症例でも，55％は

再分布なしであったが，22％に完全再分布を，

25％に不完全再分布を認めた．完全再分布を示

す症例は，DVD，　TVDに比しSVDに多く，また，

他の心筋部位のwashoutの低下を示す症例はな

かった．これに対し，不完全再分布，再分布なし

の症例では，DSWOを示す症例の頻度が高かっ
た．

　次に，再分布完成時間，様式と冠動脈狭窄度，

側副血行路の関係をみるために，1枝病変群のみ

を検討した．梗塞部位にかかわらず再分布を示し

た症例は，冠動脈狭窄度が強く，かつ側副血行路

の発達が良好であった17）．一方，再分布なしの症

例では，冠動脈狭窄度に関係ないが，側副血行路

のない症例の頻度が高かった．不完全再分布を示

す症例は両者の中間型を呈した．また，梗塞部位

の局所壁運動と再分布様式の関係をみると，完全

再分布を示す症例はnormal，　hypokinesisの頻度

が高かった．また，不完全再分布，再分布なしの

症例では，akinesisの頻度が高いが，特に後者に

おいてdyskinesisが46％と高かった．

　以上のことから，心筋梗塞症例においてもSVD

で，冠動脈狭窄度が高く，かつ側副血行路を有し

た症例に晩期再分布像にて完全再分布を認める症

例が多いことになる．また，不完全再分布ないし

再分布なしの症例はDSWOの頻度が高く，
akinesisあるいはdyskinesisを示すことになる．

　したがって，虚血の検出と異なり，梗塞部位へ

の再分布の有無は，心筋壊死の程度，すなわち心

筋のviabilityを反映すると理解される．　Berger

ら18）は，梗塞部位に再分布を認める症例では異常

Q波の頻度が少ないことを，著者ら19）は，梗塞部

位に完全ないし不完全再分布を示す症例に梗塞後

狭心症の割合が高く，またこのような症例に梗塞

部位バイパスを施行すると，術前の一過性欠損像

が消失することを認めている．これらの結果から，

1631

心筋梗塞において再分布の有無の判定はきわめて

重要である．

　（3）本法の臨床的意義

　一過性欠損像の有無による虚血，梗塞の鑑別は，

前述したように必ずしも境界はない．Leppoら20）

は，負荷直後の欠損像が再分布像に多様な出現様

式を示す原因として，梗塞，虚血，正常心筋の混

在の程度によるとしている．著者らは，この原因

として，再分布完成時間，出現様式には，1）冠

動脈狭窄枝数，2）心筋のwashout，3）冠動脈狭

窄度，側副血行路，および4）心筋壊死虚血にも

とつく局所壁運動が関与することを，冠動脈造影，

左室造影との対比から見いだした．とりわけ，再

分布完成時間およびその出現様式は，虚血の重症

度，心筋のviabilityと密接に関係することが示

された．

　したがって，従来の初期分布，晩期再分布の撮

像に加え，単に早期再分布の撮像を加えることは，

日常診療上，簡便で虚血の重症度判定に有用な方

法である．

VL　結　　論

　1）狭心症66例中15例（23％）に早期再分布像に

て完全再分布を認めた．その頻度はSVDに多く，

冠動脈狭窄度の低い症例に多かった．また12例

（18％）に，晩期再分布像にて不完全再分布を認め

た．特に，冠動脈狭窄度が高く，非欠損部位の

slow　washoutを示す症例に多かった．

　2）心筋梗塞104例中3例（3％）および20例

（19％）にて，それぞれ早期，晩期再分布像にて完

全再分布を認めた．その頻度はSVDに多く，冠

狭窄度が高く，かつ側副血行路の良好な症例に多

かった．また，26例（25％）および55例（53％）に

不完全再分布ないし再分布なしの症例を認めた．

特に非欠損部位のdifruse　slow　washoutを有し，

梗塞部位にてakinesisあるいはdyskinesisを示す

症例に多かった．

　3）　したがって，再分布完成時間およびその出

現様式は，虚血の重症度，心筋のviabilityの評

価に有用なことが示された．
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Summary

Relation　of　Time　to　Complete　Redistribution　and　the　Severity　of　Coronary

　　　　Arte】ry　Disease：Assessment　by　Early　and　Delayed　Redistribution

Tsunehiko　NlsHIMuRA＊，　Toshiisa　U朋ARA＊，　Kohei　HAYAsHIDA＊，

Takahiro　KozuKA＊，　Muneyasu　SAITo＊＊and　Tetsuya　SuMIYosHI＊＊

＊Depar〆〃le〃ts　of　Radわlogy，轄Cαr吻c　L励，∧「atio〃a1・Cardio　vaぷc〃lar・Ce〃’θr，　Su匡ta，0ぷoム

　　The　relation　between　the　severity　of　coronary

artery　disease　and　the　time　to　complete　redistribu－

tion（RD）was　investigated　in　66　patients　with

angina　pectoris（AP）（28　SVD，18　DVD　and　20

TVD）and　104　patients　with　myocardial　infarction

（MI）（45　SVD，36　DVD　and　23　TVD）．　Stress

thallium　scan　was　perfbrmed　immediately，30
minutes（early）and　4　hours（delayed）after　exercise．

RD　was　classified　into　three　groups（complete，

incomplete　and　no　RD）．

　　Early　complete　RD　was　observed　in　15（23％）

of　AP　and　3（3％）of　MI　cases．　In　both　cases，　the

incidence　ofearly　RD　was　higher　in　SVD　compared

to　DVD　and　TVD．　And　diffuse　slow　washout

calculated　from　exercise　and　RD　study　disturbed

the　incidence　of　early　RD　in　DVD　and　TVD．　In

the　early　RD　cases　of　AP，　coronary　stenosis

showed　mild　and　collateral　was　not　correlated，

however，　in　the　complete　or　incomplete　RD　of

MI，　coronary　stenosis　showed　severe（＞90％）and

the　frequency　of　collateral　was　higher　compared

to　no　RD　cases．　In　MI　cases，　complete，　incom－

plete　and　no　RD　were　observed　in　22％，25％and

53％，respectively．　In　the　latter，　a－or　dys－kinesis

at　infarct　zone　was　often　observed　which　showed

myocardial　viability．

　　In　conclusion，　early　RD　was　observed　about

20％of　coronary　artery　disease　and　the　time　to

complete　RD　was　closely　related　to　the　severity　of

coronary　artery　disease．　In　addition，　the　sensitivity

fbr　detecting　transient　thallium　defect　was　in－

fluenced　by　the　delay　in　beginning　imaging．

　　Key　words：Stress　thallium　scan，　Early　and

delayed　redistribution，　Coronary　artery　disease．
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