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《原　著》

運動負荷心筋スキャンによる梗塞部位再分布に関する検討

一
臨床所見，心電図，心血行動態との対比を中心として一

西村恒彦＊

小塚　隆弘＊

植原　敏勇＊　林田　孝平＊　　小林　　満＊

住吉　徹哉＊＊　斉藤　宗靖＊＊

　要旨　前壁心筋梗塞（左前下行枝1枝障害）68症例を対象として運動負荷心筋スキャンを施行，梗塞部位

における再分布出現様式を検討するとともに，臨床所見，各種検査所見と対比，その臨床的意義について検

討した．全症例はA群（完全再分布）17例（25％），B群（不完全再分布）20例（29％），　C群（再分布なし）

31例（46％）に分類できた．A群では，胸痛，　ST降下，側副血行路の頻度が高かった．一方，　C群では，

ST上昇，高度壁運動異常，壁厚のひ薄化の頻度が高かった．また，　B群は，部分的ないし不完全再分布

（それぞれ8例，12例）から成るが，A群とC群の中間型を示した．梗塞部位における再分布現象は，高頻

度に出現することが，また，梗塞部位再分布は癩痕，虚血，正常心筋が混在した多様なスペクトルを表現し，

viableな残存心筋をその程度に応じ反映することが示された．

1．緒　　言

　運動負荷心筋スキャンによる虚血の検出は負荷

時欠損像が再分布時に消失する，いわゆる一過性

欠損像の判定により行われている1・2）．このよう

な狭心症における虚血部位のみならず心筋梗塞に

おいても梗塞部位に再分布を有する症例を日常診

療においてしばしば経験する3・4）．しかし，梗塞

部位における再分布の臨床的意義について詳細に

検討した報告は少ない．そこで，前壁心筋梗塞1

枝病変68症例を対象として，梗塞部位における再

分布出現様式を検討するとともに，臨床症状，心

電図，心カテーテル検査所見などと対比，その臨

床的意義について検討した．

ll．対　　象

昭和58年10月から60年10月までに施行した運動

＊国立循環器病センター放射線診療部
＊＊　　　　同　　　　内科
受付：62年3月16日
最終稿受付：62年5月15日
別刷請求先：吹田市藤白台5－7－1（●565）

　　　　　国立循環器病センター放射線診療部

　　　　　　　　　　　　　　西村恒　彦

負荷心筋スキャン1，801例のうち，冠動脈造影に

て左前下行枝1枝病変（冠動脈狭窄75％以上）を

有する陳旧性前壁心筋梗塞68症例を選んだ．全症

例における平均年齢は54±8歳（26歳から68歳ま

で）であり，男性58例，女性10例である．全症例

とも急性心筋梗塞の既往が確認されており，安静

時心電図にて前壁部位に相当した誘導にて異常Q

波を有していた．なお，心エコー図，心カテーテ

ル検査は，運動負荷心筋スキャンと2週間以内の

間隔にて施行している．

皿．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により行

った．運動負荷量は，3分ごとに25wattずつ増加

させ，1分ごとに負荷中の血圧測定，および心電

図記録を行った．endpointは，胸痛の出現，　ST

降下，足の疲れ，最大至適心拍数の85％の脈拍数

に達した時点とした．これらの出現時点で201TIC1

3mCi静注，さらにできるかぎり運動負荷を1分

間持続させ，次いで，患者をシンチカメラ下に移

動させて撮像を行った．
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　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像は，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カウントの計測による撮像を

行った．次いで負荷4時間後に初期分布と同様の

3方向でプレセット・タイムにて再分布像の撮像

を行った．すべての画像は64×64マトリックス

にて記録した．

　3．データ処理

　（1）視覚的判定

　得られた心筋イメージは3人の医師の視覚的判

定により欠損像の検出を行った．次いで，初期分

布における欠損像の消失の仕方から，再分布様式

を以下の3群に分類した．A群：完全再分布（com－

plete　redistribution）初期分布における欠損像が再

分布時に完全に消失する，B群：不完全再分布

（incomplete，　partial　redistribution）初期分布にお

ける欠損像が不完全ないし部分的に消失する，C

群：再分布なし（no　redistribution）初期分布にお

ける欠損像が消失せず変化しない，である．

　（2）定量的判定

　初期分布，再分布時における心筋ディジタル画

像から既報の方法を用いて定量的評価を行っ

た5・6）．コンピュータ画像にて，バックグラウンド

除去後，心筋像（左前斜位45度像）をFig．1Aの

ように放射状に18領域（20°ごと）に分割した．次

いで，それぞれ，初期分布，再分布時における

circumferential　profile　curveを作成，両者の曲線

で囲まれた面積を算出した．次いで，正面，左前

斜位45°，70°の3方向におけるこれらの面積の平

均を求めこれをRDスコァとした．また，正常20

例（平均46±8歳32歳から52歳まで）における

再分布時circumferential　proMe　curveから平均一

2標準偏差（Mean－2SD）を18領域について求め，

正常下限のcircumferential　profile　curveを算出し

た．この曲線と梗塞症例における再分布時cir・

cumferential　profle　curveとの間に生じた領域（b）

を欠損像の程度として全体（18領域）（a）に対する

割合（b／a）×100（％）を算出した．RDスコァと同

様に3方向におけるこれらの平均を求めDefect

Scoreとした（Fig．1）．

　4e臨床所見

　負荷心筋スキャン施行時における胸痛出現の有

無および心電図におけるST降下（horizonta1，　sag－

ging　1㎜以上，　slow　rizing，junctiona12mm以

上），ST上昇（2㎜以上）の撫にっいて検討

した．また，梗塞後狭心症の有無についても検討

した．

　5．心エコー図

　断層心エコー図は，負荷心筋スキャンと1週間

以内に施行した．梗塞部位における壁厚のひ薄化

の有無について，長軸，短軸断層にて検索を行っ

た．

　6．心カテーテル検査

　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Sones法により施行，右

前斜位30°，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

上を有意とし，側副血行路は4段階（none，　poor，

fair，　good）に分けて評価し，　fairおよびgoodを

側副血行路良好群とした．左室造影からはA．H．A．

の基準に従って局所壁運動を4段階（dyskinesis，

akinesis，　hyPokinesis，　norma1）に分けて評価した．

また左室駆出分画（LVEF）および左室拡張末期容

積係数（LVEDVI）を算出した．

　7．統計処理

　各群における数値は平均土1標準偏差で表現し

た．また，有意差検定は，unpaired　t－testないし，

Fisher’s　exact　testを用いて行った．

W．結　　果

　1．梗塞部位再分布様式による分類

　前壁梗塞68症例は，運動負荷心筋スキヤンに

よる視覚的判定から，A群：（完全再分布）17例

（25％），B群：（不完全ないし部分的再分布20例

（29％），C群：（再分布なし）31例（46％）に分類し
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Fig．1　RD　score　and　Defect　score　determined　from

　　　quantitative　strcss　thallium　scintigraphy　using

　　　circumferential　profilc　mcthod．

賑
耀

NR

た．代表的な各群における症例をFig．2に示す．

次に，定量的判定により求めた各群におけるDe－

fect　ScoreとRD　Scoreとの関係をFig．3に示す．

A群では，Defect　Scoreは小さく，かっRD
Scoreは大きい．一方，　C群ではDefect　Scoreは

大きく，かっRD　Scoreは小さい．一方，　B群で

は，両者の中間的な型を示した．次に，B群は，

部分的再分布8例と不完全再分布12例に分けられ

たが，これらの症例におけるDefect　ScoreとRD

Scoreの関係をFig．4に示す．前者は後者に比し，

Defect　Scoreが大きいことが示された．これらの

定量的評価は視覚的評価とよく一致し，各群にお

ける欠損像の程度，再分布の拡がりの程度をよく

表現していた．

Fig．2　Pattern　of　post－stress　redistribution　ill　patients

　　　with　myocardial　in　fa　rction．　CR＝－Complete

　　　redistribution，　IR－lncomplete　redistribution，

　　　PR＝Partial　redistribution，　NR－No　redistri－

　　　bution，　EX＝Exercise，　RD　Redistribution．

　2．梗塞部位再分布と負荷心電図，臨床所見と

　　の対比

　A群では，負荷心電図にてST降下を示す割合

が多く，かつ胸痛の出現頻度は高かった．また，

梗塞後狭心症の出現頻度も高かった．一方，C群

では，負荷心電図にてST上昇を示す割合が多く，

かつ胸痛出現頻度は低かった．また，梗塞後狭心
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Table　1 Relationship　between　post－stress　redistributions　in　myocardial　infarction，

　　　　　　　and　electrographic　and　clinical　findings

Stress　ECG
Stress　thallium　scan n

Chest　pain ST　↓ ST　↑ Post・・MI　AP

A．　Complete　RD

B．　Incomplete　RD

C．　NoRD

7
・
0
1

1
う
ム
3

11（65％）

3（15°／．）

4（13％）

12（70％）

5（25％）

2（6％）

0（0％）

8（40％）

15（48％）

14（82％）

5（25％）

3（2％）

p＜0．01　Chest　pain（A，　B）（A，　C）．　ST↓（A，　C）．　ST↑（A，　B）（A，　C）．

RD＝redistribution　MI＝myocardial　infarction　AP＝angina　pectoris

Post－MI　AP（A，　C）．

Table　2 Relationship　between　post－stress　redistributions　ill　myocardial　infarction，　and

left　ventriculographic（LVG）and　echocardiographic（ECHO）findings

Stress　tha川um　scan n
LDG（wall　motion） ECHO

Normal Hypokinesis　Akinesis Dyskinesis Wall　thinning

A

B
C

Complete　RD

Incomplete　RD

No　RD

7
・
0
1

1
〔
∠
3

5（29％）

1（5％）

0（0％）

8（47％）

3（15％）

2（6％）

4（24％）

12（60％）

14（45％）

0（0％）

4（20％）

15（48％）

4（2％）

15（75％）

28（90％）

P＜0．01Hypokinesis（A，　B）（A，　C）．　Akinesis（A，　B）．　Dyskinesis（A，　C）．　Wall　thinning（A，　B）（A・C）・
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　and　coronary　angiographic　and　hemodynamic　findings
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Stress　thallium　scan n
CAG LVG

Stenosis＞90％ Collateral LVEF（％）　　LVEDVI（ml／m2）

A．Complete　RD
B．　Incomplete　RD

C．　No　RD

「

1
0
1

1
う
“
つ
⊃

16（94％）

19（95％）

18（58％）

8（47％）

10（50％）

3（10％）

61土9

54土16

45士12

70土15

87土18

104±21

p〈0．01　Stenosis（A，　C）（B，　C）．　Collatera1（A，　B）（A，　C）．　LVEF（A，　C）．　LVEDV1（A，　C）．

CAGニcoronary　angiography，　LVG＝left　ventriculography，　LVEF＝left　ventricular　ejection　fraction，

LVEDVI＝left　ventricular　end・diastolic　volume　index．

Tabie　4　Comparison　of　incomplete　and　partial　redis－

　　　　tribution　in　patients　with　myocardial　infarc－

　　　　tion

Stress　thallium

　　scan

Incomplete　RD　　Partial　RD
　（n＝12）　　　　　　　（n：＝8）

Chest　pain　　　　　　　　　　　2（17％）

ST↓　　　　　　　　　　　　3（33％）

ST↑　　　　　　　　　　　　4（33％）

Post　MI－AP　　　　　　　　　2（17％）

＞90％stenosis　　　　　　　11（92％）

Collatera1　　　　　　　　4（33％）

Akineses－Dyskinesis　　8（67％）

Wall　thinning　　　　　8（67％）

LVEF（％）　　　　　　　　55±9

LVEDVI（m1／m2）　　　　80±17

RD　score　　　　　　　　68±27

Defect　score　　　　　　23±10

1（13％）

1（13％）

4（50％）

3（38％）

8（100％）

6（75％）

8（100％）

7（88％）

52±8

97±5

52±26

43士15

p＜0．01collateraL　RD　score．

LVEF＝left　ventricular　ejection　fraction

LVEDVI＝1eft　ventricular　end－diastolic　volume　index

症の出現頻度も低かった．B群は両者の中間型を

呈した（Table　1）．

　3．梗塞部位再分布と心カテーテル検査，心エ

　　コー図との対比

　梗塞部位における左室造影法による局所壁運動

は，C群では大部分dyskinesis，　akinesisを有し，

かつエコー図上，壁厚のひ薄化を90％に認めた．一

方A群では，梗塞部位におけるakinesisは24％

であり，むしろhypokinesisは47％と高頻度で

あった．壁厚のひ薄化は，C群と異なり24％の

みに出現した．B群では，両者の中間型を示し

akinesisの割合が60％と高く，また壁厚のひ薄化

は75％に認めた（Table　2）．

　また，A群，　B群では，冠動脈造影にて90％以

上の冠動脈狭窄をそれぞれ94％，95％の症例に認

めた．一方，C群では，58％であった．良好な

側副血行路は，A群47％，　B群50％に比し，

C群では10％とその頻度は低かった．LVEFは

A群からC群になるに従い低下した．一方，

LVEDVIは，　C群からA群になるに従い増加傾

向を示した（Table　3）．

　4．不完全再分布群における検討

　B群は，部分的（partial）ないし不完全（incom－

plete）に，梗塞部位に再分布を有した症例を含ん

でおり，Fig．4に示したように前者は8例，後者

は12例であった．両者における臨床所見，各種検

査所見の対比をTable　4に示す．前者は後者に比

し，Defect　Scoreが少し大きく，かっRD　Score

もやや小さいが，著明な差異を認めなかった．

V．考　　察

　運動負荷心筋スキャンによる虚血の検出は一般

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1・2）．従来，梗

塞部位では，負荷直後，再分布時ともに欠損像

（恒久的欠損像）として表現され，このことが，梗

塞部位と虚血部位の鑑別に用いられてきた？”9）．し

かし，狭心症例における一過性欠損像と同様に，

梗塞部位においても，再分布を認める症例が，高

頻度に存在することが示された．梗塞部位におけ

るこのような再分布は，程度の差こそあれ，Ve－

ramiらの報告10）を始め，現在では認知されつつ

ある事実である．しかし，梗塞部位における再分

布の臨床的意義について詳細に検討した報告は少
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ない3・4）．本研究では前壁梗塞（左前下行枝1枝病

変）を対象として，心カテーテル検査所見，負荷

心電図所見などと対比検討した．対象を前壁梗塞

（1枝病変群）と限定したのは，多枝病変群では他

枝の虚血により責任冠動脈病変がマスクされる可

能性があること，また定量解析に際し，下壁部位

は腹部臓器との重なりがあり，時に定量解析が困

難なことがあるためである．

　梗塞部位再分布の様式については，視覚的に，

A群：完全再分布，B群：不完全再分布およびC

群：再分布なしの3群に分類した．これらの視覚

的判定は，同時に施行した定量解析における結果

とよく一致した．すなわち，A群ではDefect

Scoreは小さくRD　Scoreは大きく，反対に，　C

群ではDefect　Scoreは大きくRD　Scoreは小さ

かった．今回の成績では，全68症例はA群25％，

B群29％，C群46％であり，前2者が半数以上

を占めた．ただし，対象を他枝が正常冠動脈を有

する1枝病変と限定したため，梗塞部位と対側正

常部位のwashout　rateの差が，多枝病変に比し

大きいため，梗塞部再分布の出現頻度が少し高い

かもしれない4・5）．

　次に臨床所見，負荷心電図所見と対比すると，

A群では負荷時胸痛の出現，ST降下，梗塞後狭

心症の頻度が高く，一方，C群では，これらの頻

度が低かった．これらの臨床所見を比較すると，

前者の方に梗塞部位のviableな残存心筋の存在

が示唆される．実際，心電図上，貫通性梗塞の中

にも左室造影上，収縮異常の軽度な例があり，高

度な収縮異常を示しながら病理学的にその部位に

正常心筋の混在を認める例があること，また，心

電図上の異常Q波がその自然経過や冠血行再建

術後に消失する例があることなどが報告されてい

る11“’14）．これらの事実は梗塞部位におけるvia－

bleな心筋が残存していると考えられ，かつ梗塞

部位への再分布の機序にかかわっている可能性が

ある．ここに，梗塞部位再分布が臨床上きわめて

重要な診断情報となることが確認できる．

　臨床所見以外に，左室造影や心エコー図と各群

を対比すると，A群では，梗塞部位はhypokinesis

が多く，かつ壁厚のひ薄化が保たれている症例が

多いが，C群ではakinesis，　dyskinesisの頻度が高

くかつ壁厚のひ薄化も著明であった．このことは，

A群に比し，C群になるに従い，正常心筋の割合

が少なく，線維化が著明になることを示している．

またA群に比しC群では梗塞部位の拡がりとと

もに心拡大，心機能の低下を示す症例が多かった．

また，再分布様式と局所壁運動が一致しない症例

が存在するのは，撮像をplanar　3方向に限定し

たため見落しもあると考えられ，今後SPECTに

よる検討が必要と思われる．

　梗塞部位再分布に影響を与える因子として梗塞

部位における壁厚，壁運動異常のほかに，冠動脈

狭窄の程度，側副血行路の良否がある16・17）．梗塞

部位再分布を示したA，B群は90％以上の冠動脈

狭窄と側副血行路の発達が良好な症例が多かった．

したがって，収縮異常が高度でも側副血行路の発

達の良否により，梗塞部位再分布の程度が異なる

ことが示された．

　以上のことから，A群は，梗塞部位であっても

むしろ虚血部位が残存していることが，C群では

大部分心筋壊死であると推察される．これに比し，

B群は両者の中間的な型を示し，部分的ないし不

完全再分布に分けられる．両者の比較については

Table　4に示したが，前者がDefect　Scoreが多少

大きく，かっRD　Scoreが小さいことからC群に

近い型，後者はむしろA群に近い型と考えられ

る．しかし，両者の間に厳密な区別はなく，B群

はA群とC群の間で多様性を有しており，この

ことが，また臨床所見や心カテーテル検査所見の

成績ともよく一致する．しかし，最近C群におい

ても虚血を有する症例が存在することが報告され

ている．この解明には今後ブドウ糖や脂肪酸によ

る心筋イメージングが必要と考えられる17”19）．

　運動負荷心筋スキャンから，梗塞心筋の性状は，

梗塞，虚血および正常心筋が混在した型を有して

いることが，したがって梗塞部位再分布はその程

度に応じ残存心筋のviabilityを表現しているこ

とが証明された．そして，このことは，臨床的に

は，冠血行再建術や，冠動脈拡張術の適応決定お
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よびその経過観察に，また，梗塞後狭心症の判定

に，本法がきわめて有用な診断情報を与えること

になる．

VL　結　　論

　1）　前壁梗塞68例（左前下行枝1枝障害）にて，

梗塞部位における再分布出現様式を，臨床症状，

負荷心電図，冠動脈造影所見などと対比検討した．

　2）　梗塞部位における再分布様式はA群（完全

再分布）17例（25％），B群（不完全再分布）20例

（29％），C群（再分布なし）31例（46％）に分類で

きた．

　3）A群では，胸痛，ST降下，　hypokinesis，側

副血行路の頻度が高かった．一方，C群ではST

上昇，akinesisからdyskinesis，壁厚のひ薄化の頻

度が高かった．また，B群は部分的ないし不完全

再分布の2群から成るが，A群とC群の中間型

を示した．このように，梗塞部位における再分布

は，梗塞，虚血，正常心筋の混在した多様なスペ

クトルを有し，viableな残存心筋をその程度に応

じ反映することが示された．

　本論文の要旨は第49回日本循環器学会総会，第25回日

本核医学会総会にて発表した．
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Summary

Poststress　R、edistribution　of　Thallium－201　in　Patients　with　Myocardia1　lnfarction：

　　Comparison　with　C血Uca1，　ElectrocardiOgraphic　and　Hemodynamic　Findings

Tsunehiko　NlsHIMuRA，　Toshiisa　UEHARA，　Kohei　HAyAsHIDA，　Mitsuru　KoBAYAsHI，

　　　　　　　　　　Takahiro　KozuKA，　Tetsuya　SuMIYosHI　and　Muneyasu　SAITo

Department　of　Radiologγ　and　Depart〃ient　of　Cardio～ρ9γ，∧Nati・nal・Cardi・・vascular・Center，　S〃ita，　Osaka

　　To　evaluate　the　myocardial　viability　at　the　in・

farcted　zone　is　important　for　assessment　of　post・

infarction　angina，　aortocoronary　bypass　surgery

and　percutaneous　transluminal　coronary　angio－

plasty．　In　this　study，68　patients　with　anterior

myocardia1　infarction（single　left　anterior　descend－

ing　coronary　artery　disease）were　evaluated　by

stress　thallium　scan　and　compared　with　clinical，

electrocardiographic　and　hemodynamic　findings．

According　to　the　stress・redistribution　thallium

scintigraphic　findings，　the　patients　were　classified

into　3　groups：

　　（A）17（25％）patients　with　complete　redistribu－

tion，（B）20（29％）patients　with　incomplete　redis－

tribution　and　（C）31（46％）patients　with　no

redistribution．

　　Group　A　had　high　incidence　of　chest　pain，　ST

depression，　post－MI　angina　and　good　collaterals．

Group　C　had　high　incidence　of　dyskinetic，　akinetic

wall　motion　and　ST　elevation．　These　data　showed

group　A　had　high　probability　of　viable　muscle

and　group　C　had　high　probability　of　scar　at　the

infarcted　zone．　Group　B　showed　intermediate　type

between　group　A　and　C．　There　were　12　patients

with　incomplete　and　8　patients　with　partial　redis－

tribution．　In　conclusion，　the　viability　of　myo－

cardium　at　the　infarcted　zone　was　assessed　by

stress　thallium　scan．　It　was　demonstrated　that　the

patients　with　myocardial　infarction　had　broad

spectra　of　mixture　of　viable　and　necrotic　tissue　at

infarcted　zone．

　　Key　words：Stress　thallium　scintigraphy，　Myo－

cardial　infarction，　Redistribution，　Myocardial

viability．
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