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《原著》

タリウム心筋スキャンにおける心筋灌流欠損の進展様式

　　　　　から考案した拡張型心筋症の重症度評価

西村　恒彦＊　林田　孝平＊　植原　敏勇＊

永田　正毅＊＊　榊原　　博＊＊

小塚　隆弘＊

　要旨　拡張型心筋症60症例に心筋シンチグラフィを施行，灌流欠損の出現様式から，1）左室の拡大のみ

有する16症例（1群），2）心尖部の灌流低下を有する12症例（II群），3）心尖部から下後壁にかけて灌流欠

損を有する32症例（III群）の3群に分けることができた．また経年変化を観察した16症例にて，灌流欠損

は心尖部から下後壁，次いで中隔に拡がることが示された．また，本症の心筋シンチグラムの分類と臨床症状，

心カテーテル検査などとの対比を行った．この結果，1群からIII群になるに従い，臨床症状の増悪，心機

能の低下を伴い，本分類が，本症の重症度評価とよく一致することが確かめられた．拡張型心筋症において，

心筋灌流欠損の出現は一定の進展様式を有し，本症の重症度評価に有用であった．

1．緒　　言

　拡張型心筋症（Dilated　Cardiomyopathy）は，心

筋収縮不全を基本病態とする特発性心筋症である．

臨床的には，厚生省河合班の診断基準が示すよう

に，心不全症状および心エコー図，左室造影など

により左室内腔の拡大と左室駆出分画（LVEF）の

低下を認める1・2）．

　一方，本症における心筋シンチグラムは，左室

へのタリウム摂取の低下，左室内腔の拡大と，時

として冠動脈病変がないにもかかわらず灌流欠損

が出現する．この欠損像の拡がりは，虚血型心筋

症のそれと異なり，左室全周の10～15％以内にと

どまることが報告されている3）．しかし，必ずし

も，灌流欠損が心尖部のみにとどまらず，下後壁

に広範囲に及ぶ症例を認めている．また，拡張型

心筋症にて，心筋シンチグラムで年余にわたる経

過観察を行った症例で，灌流欠損が心尖部から下

後壁に進展することをしばしば経験している．
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　そこで，拡張型心筋症60例を対象として灌流欠

損の出現様式から，1）左室の拡大のみ有する症

例，2）心尖部の灌流低下を有する症例，3）心尖

部から下後壁にかけて灌流欠損を有する群に分け

た．次いで，灌流欠損の部位，拡がりを，臨床所

見や心カテーテル検査所見と対応させ，本分類が，

拡張型心筋症の重症度評価に役立つか検討した．

II．対　　象

　1981年1月から1984年12月までの過去4年間

に拡張型心筋症と診断され，心カテーテル検査を

施行している症例である．対象は，男45例，女15

例，平均年齢47歳（30歳から65歳）である．拡張

型心筋症の診断基準は，厚生省特定疾患特発性心

筋症調査研究班（河合班）に順じた．また16症例に

て，平均26か月（9か月から3年5か月）の間隔で，

心筋シンチグラフィを施行，経過観察を行った．

m．方　　法

　1）心筋シンチグラフィ

　心筋シンチグラフィは，20iTICI　2－3　mCi静注

15－20分後より心5方向（正面，左前斜位30°，45°，

60°および左側面）から，各500kカウントの撮

像により行った．
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　用いた装置は，高分解能コリメータを装着した

島津製シンチカメラ（LFOV）とオンラインで接

続したRIデータ処理装置（Scintipac　2400）であ

る．なお，心カテーテル検査と心筋シンチグラフ

ィは1か月以内の間隔で施行した．

　2）心プールシンチグラフィ

　99mTc－in　vivo赤血球標識法により行った4）．市

販のテクネピロリン酸キットを生食水に溶解し，

その半量（スズ含量10mg）を静注，30分後に

99mTcO415－25　mCi／0．7D．8ccを注入，シンチカメ

ラ（Ohio－NuclearΣ410S）とオンラインで接続し

たミニコンピュータシステム（Gamma　11／60，128

kW）にてデータ収集した．

　右室駆出分画（RVEF）は，右前斜位30°にてフ

ァーストパス法から算出した5）．また，LVEFは，

平衡相にて，マルチゲート法から算出した6）．

　3）心カテーテル検査

　心カテーテル検査は，Judkins法を用い，左室

造影（右前斜位30°，左前斜位60°）および冠動脈

造影を施行した．心機能諸値としては，LVEFの

ほか，心拍出量，左室拡張（収縮）末期容積を体表

面積で除した係数（それぞれ，C．1．，　LVEDVI，

LVESVIとする）として算出した．圧データ諸値

としては，肺動脈圧，右室圧，左室拡張末期圧を

求めた．

　左室造影からは，僧帽弁逆流3度以上の有無

（sellers分類），局所壁運動の評価として，　gener－

alized　hypokinesisに加え，　dyskinesisの有無およ

び，冠動脈造影からは，冠動脈病変（75％以上の

冠狭窄）の有無を検討した．

　4）臨床所見

　各症例において，NYHA分類（1～IV），聴診に

てIII音（S3）の有無，心電図異常（心室性期外収

縮，心房細動など）の有無，および胸部X線にて

CTR（％）を算出した．

Iv．結　　果

（1）心筋シンチグラムによる拡張型心筋症

　ΦCM）分類

全症例における心筋シンチグラム所見から1，

左室の拡大を有する群，16例，II，これに加え，

心尖部の灌流低下を有する群，12例，III，心尖部，

から下後壁，中隔にかけて灌流欠損の及ぶ32例に

分類した．なおIII群中5症例にて，下後壁ない

し前側壁に限局して明瞭な灌流欠損が存在した．

　代表的な各群における症例をFig．1に呈示す

る．1からIII群になるに従い，左室の拡大と下

後壁に欠損像が進展する様子が示される．とくに，

III群bの症例では，中隔，前壁の一部を除き，

広汎な欠損像が示された．

　（2）DCM分類と臨床所見の対比

　1からIII群における各群の平均年齢，男女比

に著明な差異はなかった．NYHA分類は，1から

III群になるに従い，増加した．心電図異常の出

現頻度も同様の傾向を示した．また，CTR（平均）

は，1群55％，II群58％，　III群62％とIII群

になるにつれ，心拡大は著明であった（Table　l）．

　（3）DCM分類と心プールシンチグラフィの

　　対比

　心筋シンチグラムにおける欠損像の出現に加え，

右室描出，肺野描出の有無，心筋におけるpatchy

pattern（斑状像）の出現頻度を，　Table　2に示す．

心筋シンチグラムでは，1からIII群になるに従

い，右室描出，肺野描出の出現頻度，および

patchy　patternの出現頻度は，増加した．

　また，心プールシンチグラフィから算出した

RVEF（平均），　LVEF（平均）は，それぞれ，1群

41．8％，37．2％，II君羊37．8％，27．3％，　III君羊33．4％，

23．0％と，III群になるに従い低下した．

　（4）DCM分類と心カテーテル検査所見

　1群からIII群になるに従い，　C．1．は減少，

LVEDVI，　LVESVIは，増加した．また，左室造

影から算出したLVEF（平均）は，心プールシン

チグラフィのそれと同様に，1からIII群になる

に従い，それぞれ，38％，29％，23％と低下し

た（Table　3）．

　肺動脈圧，右室圧は，1からIII群になるに従

い増加，III群ではそれぞれ平均32　mmHg，35

㎜Hgであった．また，左室拡張糊圧もIII群

では18　mmHgと増加した．
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Fig．1　Representative　cases　ofthallium　scan　in　dilated　cardiomyopathy（DCM）．

　　　　1：dilated　left　ventricular　type，　II：apical　hypoperfusion　type，　III：inferoposterior

　　　　perfusion　defect　type．

Tab］e　l　Clinical，　electrographic　and　radiographic　findings　in　dilated　cardiomyopathy（DCM）

DCM Age Sex

　I
n＝16
　11

n＝12
111

n＝32

38士14

54土11

49土12

11／5

9／3

2517

　MYHAclassification

　1．8土0．9

2．7土0．5

3」：to．9

S3

　　4

（25％）

　　6

（50％）

　25
（78％）

　　ECG
abnormalities

　　　11

　　（69％）

　　　9
　　（75％）

　　　24

　　（75％）

CTR
（％）

55土7

58土6

62土10

1：dilated　left　ventricular　type，　II：apical　hypoperfusion　type，　III：inferoposterior　Perfusion　defect　type．
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Table　2

核医学　23巻3号（1986）

Thallium　scintigraphic　and　radionuclide　ventriculographic　findings

　　　　　in　dilated　cardiomyopathy（DCM）

Thallium　scan Gated　blood　pool　scan

DCM
RV Lung Patchy RVEF（％） LVEF（％）

　I
n＝16
　11

11＝12

川

n＝32

　1
（6％）

　1
（8％）

　18
（56％）

　0
（0％）

　2
（17％）

　18
（56％）

　0
（0％）

　4
（33％）

　31
（97％）

41．8土8．9

37．8二］：4．3

33．4士4．9

37．2土lL4

27．3：と7．7

23．〇二上6．9

RV，　lung＝right　ventricular，　lung　visualization　in　myocardial　scan，　patchy＝patchy　pattern，

RVEF，　LVEF－right　and　left　ventricular　ejection　fraction．

Table　3　Cardiac　catheterization　findings　in　dilated　cardiomyopathy（DCM）

DCM
　I　n＝16

11n＝12
111n　＝＝　32

　C．1．

　（∫）

3．40土0．8

3．05士1．0

2．73：to．7

EDVI
（mt）

119土31

147士21

197土64

ESVI
（mt）

78土28

99土17

144土53

　SVI
（m／）

48土19

42土12

44土14

　LVEF
　（％）

37．5土7．4

29．0土7．7

23．0：と7．5

C．L＝Cardiac　index，　EDVI＝end－diastolic　volume　index，　ESV1＝end－systolic　volume　index，

SVI＝stroke　volume　index，　LVEF－1eft　ventricular　ejection　fraction．

Table　4　Cardiac　catheterization　findings　in　dilated　cardiomyopathy（DCM）

DCM
Syst．　pressure（mmHg）

　I
n＝16
　11

n＝12

m
n＝32

PA

20±3

28士9

32土15

RV
22士5

27士9

35」：17

LVEDP
9土4

12土4

18士6

MR
＼3／4

　0
（0％）

　2
“7％）

　9
（28％）

Dyskinesis

　0
（0％）

　1
（8％）

　6
（19％）

CAG
（・75％
stenOSIS）

　0
（0％）

　0
（0％）

　0
（0％）

PA，　RV，　LVEDP　＝＝　systol　ic　pressure　of　pulmonary　artery，　right　and　left　ventricular　end・diastole・

MR＝mitral　regurgitation，　CAG　＝＝　coronary　angiography．

　僧帽弁逆流3／4以上の症例は，1，II群ではまれ

であるが，III群において28％に，また，　Dys－

kinesisを有するものは，　III群において19％と高

頻度であった．なお，全症例において冠動脈造影

を施行，有意の狭窄がないことを確認している
（Table　4）．

　（5）経過観察を行った症例における心筋シンチ

　　グラム

　16症例にて，平均26か月の間隔で，経年変化

を心筋スキャンにて観察した．代表的な症例を

Fig．2に示す．

　Figure　2－aは，57年12月13日の心筋シンチグ

ラムで心内腔の拡大が著明であるが，58年11月

29日の心筋シンチグラムでは心尖部に灌流低下，

欠損像を認める．

　Figure　2－bは，57年4月16日の心筋シンチグ

ラムで心内腔の拡大が著明でかつ心尖部に欠損像

を認める．58年11月10日の心筋シンチグラムで

は，さらに心内腔が拡大し，灌流欠損はド後壁に

進展している．

Presented by Medical*Online



タリウム心筋スキャンにおける心筋灌流欠損の進展様式から考察した拡張型心筋症の重症度評価

57．　12．13．

ANT

∨

　　口

蓬　t

裟
議

LAO　30°　　LAO　45°　　LAO　60°

　
ぐ鑑

久

芦
S

n
’

ぷ從

，
轡

　
　
、
　

ぷ

シ

塑

㌍
勢

劣

彪

。

ゾ痴

a

　撫鋼
　　　．、　㎞・　　　　　　遁

糠
、 犠

レLAT
　．一糟

蘇
遥細。遠

予　　　　　　　シ

元。・

く　　｛

’△

YE．

247

57　4．　16． ？

　
・
筆
遠

戸で
ぷ雛

灘
』輌

b

盆鱗』i鑑“急
　　　　　　　　　　　　　　　　　　■

　
遥

　
㌔

叉

写

琴，

歳
灘

H．K．

Fig．2　Representative　case　of　serial　thallium　scan　in　dilated　cardiomyopathy（DCM）．

　　　The　perfusion　defect　extend　from　apical　to　inferoposterior　region　according　to

　　　the　severity　of　dilated　cardiomyopathy．

Table　5　Follow・up　study　of　thallium　scan　in　dilated

　　　　cardiomyopathy（DCM）
　　　　　Cases（mean　follow・叩Period；26　months）

1

1cases

Dilated　left　ventricular

type

II

1

Apical　hypoperfusion

type

III

II

III

Inf＞roposterior　perf、」sion

de£㏄t　type

　　　　　　　　　　　　　　　　　ExピerisiOfi　of

　　　　　　　　　　　　　　　　　perfuぼion　de飴ct
I：dilated　left　ventricular　type，　II：apical　hypoper－

fusion　type，　III：in飴roposterior　perfusion　de厩t

type・

　16症例における初回時の心筋シンチグラムは1

型3例，II型5例，　III型8例であった．2回目

の心筋シンチグラムにて，1型からII型へ2例，

II型からIII型へ3例，さらに，　III型から灌流

欠損の拡大を4症例にて認めた（Table　5）．

V．考　　案

　拡張型心筋症は，心筋収縮不全と心機能低下を

基本病態とする疾患であり，心カテーテル検査，

心エコー図や心プールシンチグラフィによる評価

は多く報告されている7－9）．一方，心筋シンチグ

ラフィは，心筋血流分布を視覚化できる方法であ

り，本症の診断のみならず心筋性状の把握に有用

と考えられる．しかし，本法による拡張型心筋症

の臨床応用に関する報告は少ない．

　そこで，著者らは，過去4年間に拡張型心筋症
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Fig．3　Atypical　cases　of　thallium　scan　in　dilated　cardiomyopathy（DCM）．　Antero・1ateral

　　　（a）or　infero－posterior（b）perfusion　defect　was　clearly　ovser、ed　in　these　cases．

と診断された症例に心筋シンチグラフィを施行，

灌流欠損が心尖部あるいは下後壁に及ぶことを，

また年余にわたる経過観察で，心尖部から下後壁

に欠損像が進展することを見いだした．

　（1）拡張型心筋症における灌流欠損

　灌流欠損の成因は，心拡大に伴う心尖部壁厚の

ひ薄化に加え，心尖部が冠動脈遠位部に相当する

ため，相対的虚血におちいりやすいことが心尖部

心筋傷害をもたらし，下後壁に波及することによ

ると考えられる．しかも，この欠損像は，拡張型

心筋症が冠動脈造影にて正常冠動脈所見を有する

にもかかわらず出現することから何らかの代謝異

常，微少循環傷害などの関与が考えられる10）．

　拡張型心筋症とは異なるがDuchenne型筋ジス

トロフィの心病変を心筋シンチグラフィで検出し

た河合らll）の成績も下後壁を中心に欠損像が出現

することを示している．またPerlofrら12）も，ポ

ジトロンCTを用いて，後壁を中心に代謝，血流

異常を生じることを13NH3，18FDGを用いて証明

している．これらの事実は間接的に今回の著者ら

の成績を支持する．

　しかし，III群32例中5例において，下後壁な

いし前側壁に限局して明瞭な灌流欠損を有する症

例（Fig．3）があった．このように，必ずしも，前

述した進展様式と一致しない症例も存在すること

から，今後，本症の成因の解明と併せ，さらに検

討していく予定である．

　いずれにしろ，本症でみられる灌流欠損の出現

様式から，1～III群に分類することは妥当と考え

られ，これらが重症度評価に役立つか心機能諸値

と対比検討した．

　（2）DCM分類と心機能の関連

　1群からIll群になるに従い，心筋シンチグラ

ム上，心筋におけるpatchy　patternの出現，右室，

肺野描出の頻度が増加した．また，臨床的にも

NYHA分類の増加，　CTRの拡大が認められた，

心カテーテル検査においても，LVEDVI，　LVESVl

の増大，LVEFの低下を認めた．したがって，

DCM分類は，心不全の進行，心機能の低下と密

接に関連することが示され，拡張型心筋症の重症

度評価に有用であった．また，LVEDVIの増加，

左室拡張末期圧の上昇に伴い，右室後負荷が増大，

両心不全に進行，肺動脈圧，右室圧の上昇，RVEF

の低下を川群にて著明に認めた．Unverferth

ら13）は拡張型心筋症の予後判定に肺動脈模入圧，

不整脈，LVEFが重要なことを多変量解析で示し

ており，著者らのIII群がこれらの成績ともよく

一
致した．

　次いで，拡張型心筋症における局所壁運動に関

して，generalized　hypokinesisを有する症例は重

症度が高いことが報告されている14）．さらに心尖

部のakinesisやdyskinesisを伴った症例はIII群

に多く，欠損像の出現と併せ，高度の心筋壊死を

伴っていることになる．

　（3）拡張型心筋症の進展様式

　拡張型心筋症の約20％は年余の経過観察で正
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常化するという成績も報告されているが15），今回

の経過観察を行った全症例は，すべて再入院した

患者であり，心機能は不変ないし低下していた．

これらの症例における心筋シンチグラム所見は，

1群からII群，　II群からIII群へと進展すること，

すなわち，灌流欠損が心尖部から下後壁に拡大し

ていた．このことは前述したDCM分類と併せ，

本症において，一定の進展様式を有すると考察し

た著者らの仮定を支持する事実である．そして，

LVEF，　RVEFも進展様式に一致して低下を示し

た．

VI．結　　論

　1）拡張型心筋症にて心筋灌流欠損の部位，拡

がりと心機能の関連について検討した結果，1群

からIII群になるに従い，臨床症状の増悪，両心

機能の低下を認めた．

　2）年余にわたる経過観察を行った症例にて灌

流欠損は心尖部から下後壁，次いで中隔にかけて

進展する傾向を示した．

　3）1），2）の結果，拡張型心筋症において，灌

流欠損の出現は一定の進展様式を有することが示

され，また，この部位，拡がりが心機能の低下と

密接に関連し，本症の重症度評価に役立つことが

判明した．
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Summary

　　　　　　　　　　Severity　of　1）ilated　Cardiomyopathy（1）CM）

－
ln　Relation　to　Extension　of　Perf　lsion　Defect　by　Thal伽m　Scan一

Tsunehiko　NlsHIMuRA，　Kohei　HAYAsHIDA，　Toshiisa　UEHARA，

Takahiro　KozuKA，　Seiki　NAGATA　and　Hiroshi　SAKAKIBARA

Depart〃ient　・f　Radi・1・9ツ　and　Cardi・／・9γ，　Mr∫・nal・Cardi・vascular　Center，　Suita，　Osaka

　　In　order　to　assess　the　severity　of　dilated　cardio－

myopathy，　thallium　scan　was　performed　in　60

cases．　In　160f　al1，　serial　thallium　scan　was　per－

formed　in　the　periods　of　average　26　months．　In

these　cases，　extension　of　perfusion　defect　was

observed　from　apical　to　inferoposterior　regions．

Therefbre，　we　classified　dilated　cardiomyopathy

into　three　groups　by　thallium　scan；（1）dilated　left

ventricular　type（n＝16），（II）apical　hypoperfusion

type（n＝12），（III）inferoposterior　perfusion　defect

type（n＝32）．　These　groups　were　correlated　with

hemodynamic　findings．　All　patients　had　also

cardiac　catheterization　and　gated　blood　pool　scan．

As　results，　group　III　had　high　incidence　of　right

ventricular　and　lung　thallium　uptake　and　patchy

pattern　compared　to　other　groups．　Group川had

also　high　incidence　of　dyspnoea　on　exertion，

S3　and　ECG　abnormalities．　In　hemodynamics，

end－diastolic　ventricular　volume　index　and　end－

systolic　ventricular　volume　index　increased　and，

right　ventricular　ejection　fraction　and　left　ven－

tricular　ejection　fraction　decreased　according　to

the　severity　of　dilated　cardiomyopathy　from　group

Ito　Ill．　In　addition，　the　incidence　of　mitral　regurgi－

tation　and　dyskinesis　was　observed　highly　in　group

III．　In　conclusion，　perfusion　defect　was　frequently

demonstrated　in　dilated　cardiomyopathy　without

coronary　artery　stenosis．　And　right　and　left　ven－

tricular　function　was　depressed　according　to　the

extension　of　perfusion　defect．

　　Key　words：Thamum　myocardial　scan，　Severity

of　dilated　cardiomyopathy，　Perfusion　defect．
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