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《原　著》

Tl－201心筋シンチグラムの定量性の検討

一
左冠動脈結紮犬を用いて一

二瓶　東洋＊　　中沢　芳夫＊　　石橋　　豊＊　　森山　勝利＊

笠井　俊文＊＊　氏平　武樹＊＊　絵野　幸二＊＊

　要旨　虚血性心疾患のTl・201心筋シンチのSPECT像の客観的判定方法を確立することを目的として前

下行枝結紮犬を用いて，SPECT像上の虚血領域（欠損部，虚血部）の内層と外層のTl－201濃度を測定し，

正常部のそれと対比して摂取比を算出した．摘出心の同部位のTi－201濃度を求め，摂取比を求めた．

SPECT像と摘出心でのT1・201摂取比はr－0・97，　p＜0・001の良い相関を示した．　SPECT像で欠損部の内

層の組織像は全例壊死を示したのに対し，外層の組織像は7例中3例に壊死，3例虚血像，1例が正常であ

った．壊死部のTl－201摂取比は内層で0．43土0．15，外層で0．53土0．12，虚血部のそれは内層で0．76土0．12，

外層で0．71土0．06であった．壊死部のTl－201摂取比は虚血部のそれと比べ有意に低値を示した．

　以上より，SPECT像は心筋内Tl－201濃度を正しく反映し，その摂取比は壊死部と虚血部の判定に有用

であり，その分岐点は大まかに0．6であった．

1．はじめに

　Single　Photon　Emission　Computed　Tomography

（SPECT）による心臓断層像は1’2），　Planar像に

比べ周辺臓器との重なりや，心筋自体の重なりが

なく，より小さな病変も検出可能で，虚血性心疾

患の診断，薬物治療判定lo），　aorto・coronary　by・

pass手術11），経皮的冠動脈再建術12），経皮的冠

動脈血栓溶解術の効果判定，梗塞部切除術や心筋

梗塞領域の決定13“15）と心筋のviabilityの判定に

応用されようとしている．しかしplanar像はも

とよりSPECT像の視覚的判読に際し，虚血性病

変と判定すべきか否か，困難な例が多々ある．そ

のため諸々の定量的評価法が3錫6）提唱されている

が，議論の多いところである．
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　実験梗塞犬を用いて，Tl・201心筋シンチグラム

を行い，そのSPECT像がどれほど正確に心筋内

Tl－201の集積を描出しているかを確かめた上で，

心筋を内層と外層に分け，おのおののT1－201摂

取比と組織所見を対比し，T1・201摂取比が新しい

定量的評価法になりうるかを検討した．

II．方　　法

　冠動脈結紮前の心筋SPEcr像を得るため，雑

種成犬を用いて，ペントバルビタール（25mg／kg）

で静脈麻酔後，1mCiのThallium－201を静脈内

投与し，GE社製シンチカメラ（Maxi　Camera

400T）を用いて心筋SPEcr像を得た．7日目に

再びペントバルビタールで静脈麻酔後，ハーバー

ドレスピレータで人工呼吸（呼吸回数，15回／分，

1回換気量30m〃分）を行った．第4肋間で開胸

後，心のう膜を数cm切開し，左冠動脈の第一対

角枝分枝直下の前下行枝を露出して，その部位を

絹糸にて結紮した．すみやかに閉胸し，7日間生

存せしめ，7日目に再び麻酔後，塩化タリウム

（T1－201）を1mCi静脈内投与し，冠動脈結紮後の
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心筋SPECT像を得た．コリメータは低エネルギ

ー高分解能型コリメータを用いた．撮影方向は，

右前斜位45°よりの心臓前面を180°として32方

向で，一方向20秒でデータ収集を行った．再構成

画像は重畳積分法に従い，7mmのスライスで体軸

横断断層像，心長軸矢状断層像，心短軸断層像を

作成した．補正フィルターChester’s　filterを用い

た．心筋像を明瞭にするため，Gorisらの方法に

従いバックグラウンド処理を行った．さらに心筋

関心領域（ROI）の設定をする前に，心筋以外を

カットし心筋像の辺縁を明瞭にするため，ピーク

カウントに対する一定60％のcut　offを行った．

島津社製Scintipac　1200とDEC社製Gamma　11

を用いて，横断断層像を用いて，Fig．1のごとく，

回施枝領域を正常部，欠損部，欠損隣接部の3領

域に分け，おのおのの領域を内層と外層に2分す

るようにROIを囲んだ．　ROIの設定にあたり，

欠損部の内膜と外膜は欠けているので，結紮前の

SPECT像と重ね合わせることにより求めること

にした．ROI内のTl－201は1ピクセル当たりの

平均値で求めた．欠損部と欠損隣接部のTl－201

濃度を正常部に対する割合で表わし，おのおのの

T1－201摂取比（uptake　ratio）とした．

　SPECT像をとり終えた後，　KC1で死亡させ摘出

した心臓について，心基部から心尖部の長軸に対

して垂直面に7mmごとのスライスを作製した．

ROIを設定したSPECT像に対応する心筋スライ

スにおいて，SPECT像の欠損部に相当して，暗赤

色を呈した出血壊死や白色がかった梗塞巣が比較

的境界鮮明にみとめられた．梗塞巣に隣り合った

ところを梗塞隣接部，梗塞巣の対側を正常部とし

た．各部位を内層と外層に2分して，Nal　Well

Counter（Packard社製Auto　Gamma　Scintillation

Spectrometer）にてTl－201放射能濃度を計測した．

組織内のT1－201濃度を単位重量当たりのカウン

トで表わし，梗塞部と梗塞隣接部のT1－201組織

濃度を正常心筋部のT1－201濃度で除して，各部

位のT1－201　uptake　ratioとした．対応するSPECT

像と組織切片のuptake　ratioを対比し，　SPECT

像におけるT1－201シンチグラムの信週性を評価

した．残りの心筋切片は10％ホルマリンバッファ

ー液に固定後，HE染色標本を作製した．組織像

で心筋細胞の破壊がみられ壊死細胞におきかわり，

多形核細胞の浸潤に加え，大食食細胞や線維芽細

胞のみられる像を壊死像（necrosis）とし，心筋細

胞の断裂破壊なく，軽度の膨化のみのところと心

筋細胞の破壊が混在しているところを虚血像（is－

chemia）とした．

m．結　　果

　SPECT像の欠損部の内膜面と外膜面を決定す

るため，梗塞前後のSPECT像の重ね合わせを試

みたが，Fig．　2のごとく，梗塞後は心内腔が拡大

し，梗塞前の形態と異なってしまい，梗塞後の欠

損部のROIを正確に求めることは不可能であっ

た．重ね合わせ法は3例施行して中断した．結局

梗塞後のRIOは隣接する内外膜からスムージン

グして求めた．

　同一個体におけるSPECT像と組織切片の局所

心筋のT1－201摂取比の関係をみるために，内層

と外層，梗塞部と非梗塞部を問わず，縦軸に

SPECT像から得られた値（Y），横軸に心筋切片か

ら得られた値（X）を全てプロットすると，Y＝

0．97X＋0．04の式が得られ，相関係数0．97，危険

率o．001以下の良い相関が得られた（Fig．3）．

　左前下行枝結紮後全例（n＝・7）にSPECT像で欠

損像が得られた．SPECT像で視覚的に欠損像を示

した部位に一致する心筋切片を，内層と外層に分

けて，HE染色による組織像を検討したところ，

内層と外層ともに壊死像を示し貫壁性梗塞とみな

されたのは，7例中3例であった．内層のみ壊死を

示し外層が虚血像を示したのが3例で，残り1例

は内層が壊死で，外層が正常心筋であった．

SPECT像の欠損部に隣接する部位に相当する心

筋切片の組織像で，壊死像を示す例はみとめられ

なかったが，内層と外層ともに虚血像を示したの

が3例みられ，内層のみ虚血像を示したのが2例，

内層と外層ともに正常心筋であったのが2例認め

られた（Table　1）．

　組織像で壊死像とみなされた部位に相当する
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Fig．4　Showed　Tl－201　uptake　ratio　of　inner　and　outer
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Table　l　Tl－201　uptake　ratio　of　Tl－201　imaging　and

　　　　tlssue

Defect Border

Inner　　Outer　　Inner　　Outer

1

2

3

4

5

6

7

SPECT　　O．26＊

Tissue　　O．3＊

SPECT　　O．45＊

Tissue　　　O．43＊

SPECT　　O．42＊

Tissue　　O．40＊

SPECT　　O．69＊

Tissue　　O．61＊

SPECT　　O．56＊

Tissue　　O．52＊

SPECT　　O．29＊

Tissue　　O．29＊

SPECT　　O．37＊

Tissue　　O．35＊

O．40＊

0．39＊

0．65＊

0．56＊

0．54＊

O．45＊

0．71＊＊

0．73＊＊

0．78＊＊

0．84＊＊

0．63＊＊

0．66＊＊

0．91

0．94

0．56◎＊　　0．66＊傘

0．43＊＊　　0．57＊＊

0．77＊＊　　0．75＊＊

0．68＊＊　　0．67＊＊

0．82＊＊　　0．77＊＊

0．78＊＊　　0．75＊＊

0．81＊＊　0．95

0．78＊＊　　0．84

0．92　　　　0．92

0．99　　　　0．98

0．94　　　　0．78

0．98　　　　0．79

0．88＊＊　0．91

0．83＊＊　　0．93

＊necrosis　＊＊ischemia　Others　normal　myocardium

SPECT像のTl－201摂取比は，内層で0．43土0．15，

外層で0．53土0．12であった．虚血像を示した部位

のSPECT像のTl－201摂取比は，内層で0．76士

0」2，外層で0．71土0．06であった．壊死と虚血部の

T1－201摂取比は，内層と外層おのおの，危険率0．Ol

と0．05以下の有意差がみとめられた（Fig．4）．

1V．考　　案

　Planar像はもとより，SPECT像の判読は主に

視覚的に評価しているが，実際には欠損像と判定

して良いのか否か判断に困難な場合が多い．その

理由として，根本的には分解能の精度の限界，心筋

以外のback－ground　radiationの設定条件や病的

状態のback－ground　radiationの差異，心筋を取

り囲むROI（Region　of　lnterest）の設定方法や，動

いている心筋を撮影する困難さ等の画像処理能力

によるものと，心筋虚血の病理学的特異性，すな

わち正常心筋と虚血心筋の入り乱れが混在してい

て，しかし虚血は内層から外層へと進行してゆく

こと等が上げられる．

　われわれの実験設定には3つの限界がある．1っ

はSPECT像と組織像の同一性の限界と，2つ目は

SPECT像の欠損部のROIの設定の限界と，3っ

目はTl－201心筋シンチグラム全般に言えること

であるが，SPECT像判定能力の限界である．第

1の限界については，SPECT像と取り出した心

臓切片のスライスの数を同じにして，SPECT像

の部位と心筋切片の組織像の部位を一致させた．

第2と第3の限界については，微妙にかかわり合

いがあるため，一諸に考えることにした．

SPECT像の判定の限界はlcmと言われている．

厚さが1cm以下になると，同じT1－201濃度でも

カウントが低下すると言われている．いわゆる

Volume　effectの問題である．心筋梗塞部位はか

なり菲薄化しているところもあり，その内層の厚

さが1cm以内のところもみうけられる．　SPECT

像の判定可能の限界以下のところもある．しかし

われわれの実験設定は梗塞1週間目の亜急性期で

あり，1cm以下に菲薄しているところはなかっ

た．SPECT像では心筋の厚さがどうであれ，壊

死組織であれば欠損像となり，その部のROIの

設定は不可能であるため，梗塞前後のSPECT像

を重ね合わせることを試みたが，梗塞後に心拡大

がおこり，同一個体でも重ね合わせができなかっ

た．そのため，欠損部の内側と外側は隣接部から

スムージングしてもとめ，ROIを設定した．そ

こから得た内層および外層は，SPECT像の限界

である1cm以下をまぬがれた．しかしそのROI

内の実際の心筋組織が1cm以上か否かの判定は

不可能であった．これらの大きな限界をふまえて

考察した．

　犬を用いた実験心筋梗塞を使って，臨床で現行

の条件で行ったT1－201摂取比と，取り出した心

筋切片から得られたTl－201の摂取比が，非常に

良い相関であったことから，現行の撮影条件での

SPECT像は正しく心筋局所のTl－201分布状態を

描出していることが示唆された．

　冠動脈の血行障害によっておこる心筋虚血の進

行過程は，内層にはじまり外層へと広がる，いわ

ゆるWavefront　phenomenonを，　Jeningusi6）らが

犬を用いた動物実験で示していることから，心筋

虚血を検討するにあたり，心筋を内層と外層に2

分して検討することにした．

　SPECT像で欠損像を示した部位の組織像は，
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内層では全て壊死像を示したのに対し，外層では

40％に壊死像がみられなかった．このように視覚

的に欠損像でも，外層の組織では必ずしも壊死に

陥っていないことがわかった．このような視覚的

判定のあいまいさを，定量的解析法で補えるかで

あるが，心筋を内層と外層に分けて算出したT1－

201摂取比は壊死部，虚血部，正常部のおのおの

の間に有意差をみたものの，数値的にはかなりの

重なりがみられた．この理由として，前述のとお

り現行の撮影条件の妥当性は確かめられたので，

冠動脈の血流障害によっておこる心筋虚血の病態

の複雑さ，すなわち壊死部と正常心筋の入り乱れ

が境界を複雑にしているためであろう．T1－201心

筋シンチグラムで欠損を示した部位の血流は正常

の45％以下に減少していたというMUIIerら21）の

結果や，梗塞部と正常部の局所血流比が内層で

0．46土0．09であったというWhiteら22）の報告や，

著者らの水素クリアランス法で測定した梗塞中心

の血流が内層で95±　10　ml／100　g／分から10土8　mt／

100g／分，外層で98±10　ml／100　g／分から6士3m1／

100g／分に減少したという結果は，今回の梗塞部

のTl－201摂取比が内層で0．43土0．15，外層で0．53

土0．12という結果とほぼ一致するものである．さ

らに他の報告によれば17”’20），Tl－201心筋シンチ

グラムによる心筋内Tl濃度は，再分布像でなけれ

ば，Microsphere法で測定した局所心筋血流量と

良い相関を示し，心筋血流量を反映していると言

われている．Bujal7）は心筋梗塞犬を用いて正常心

筋から壊死中心部になるに従い，心筋内Tl－201

量が減少したという結果を報告している．また心

筋局所のT1－201濃度は，その部のCPK量と良い

相関を示したという報告もある．

　心筋内Tl－201濃度が壊死部で正常部の4割近く

存在するということについて，壊死組織内のどこ

に取り込まれているかという局在性について検討

はできなかったが，壊死部の組織像をみると，断

裂したり，膨化したりしているが，比較的正常に

近く保たれている細胞があり，そこに側副血行路

により運ばれてきたTl－201が取り込まれている

可能性と，組織間内に存在するT1－201が血流が
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少ないため流出がわるく，壊死組織内に残ってい

るTl－201をカウントしている可能性があるもの

と推定している．

　Tl－201心筋内濃度は，冠動脈血流障害によって

おこる心筋血流量の変化のみならず，その虚血程

度を敏感に反映していることが示唆された．さら

にTl－201摂取比が0．6以下なら壊死に陥っていて，

0．8以下なら正常心筋と言える大体の目安が得ら

れたことは評価できるであろう．

V．まとめ

　左前下行枝結紮による実験梗塞心のT1－201心

筋断層像（SPECT）と組織像を比較したところ，

　1．SPECT像と組織から得たTl－201摂取比は，

r－0．97，p＜0．001の良い相関を示した．

　2．心筋断層像で欠損像を示した部位の内層は

全て壊死像を示したのに対し，外層で壊死像を示

したのは40％であった．

　3．SPECT像の欠損部と欠損隣接部のTl－201

摂取比は，それぞれ内層で0．43と0．76，外層で

0．53と0．71となり，内・外層ともに壊死部で有

意に低値を示した．
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Summary

The　Quantitative　Assessment　of　Thal血m－201　Myocardial　lmaging

　　　　　　　　　in　Experimental　lnfarct　Dogs　with　the　Ligation

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　of　Left　Coronary　Artery

　　Tohyoh　N田El＊，　Yutaka　lsHIBAsHI＊，　Yoshio　NAKAzAwA＊，

Katsutoshi　MoRIYAMA＊，　Toshifumi　KAsAI＊＊，　Takeki　UJIHIRA＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　Kohji　ENO＊＊

＊The　Fourth　Department（of　lnternal　Medicine，＊＊Deρartment　01”　Radiology，　Shima〃e　Medi（’al　c／niversity

　　The　accuracy　and　the　objectivity　of　interpreter

of　thallium－201　myocardial　perfusion　scintigrams

for　areas　with　definite　diminished　thallium－201　as

compared　to　adjacent　region，　was　assessed，　because

the　visual　thallium　image　evaluation　was　subjective

and　influenced　by　the　experience　of　the　interpreters．

　　We　performed　thallium－201　myocardial　scinti－

gram　in　single　photon　emission　CT　with　experi－

mental　infarct　dogs　at　7th　day　after　the　ligation　of

proximal　left　anterior　descending　coronary　artery．

Segmental　concentration　and　segmental　perfusion

were　quantitated　by　counting　the　emission　and　the

samples　of　myocardial　tissues　from　thallium－201　in

normal　area，　ischemic　border　and　ischemic　center

area．　Each　segment　of　the　em▲ssion　CT　and　the

myocardial　tissue　were　divided　into　inner　and

outer　layer．　The　ratio　of　the　counts　of　thallium－201

uptake　of　ischemic　border　or　ischemic　center

compared　to　the　normal　area　was　calculated．

　　Thallium－201　uptake　ratio　of　the　scintigram　and

the　myocardial　tissue　correlated　well（p〈O．001，

r＝0．97）．

　　In　myocardial　scan　defect，　all　of　inner　layers

were　determined　histologically　necrosis，　in　con－

trast，　in　7　cases　of　outer　layers，　three　cases　were

necrosis，　another　three　cases　were　ischemia，　the

last　case　was　norma1．　Thallium－201　uptake　ratio

of　the　segment　showing　necrosis　was　O．43土0．15in

inner　layer　and　O．53土0．12　in　outer　layer．　That　of

the　segment　showing　ischemia　was　O．76土0．12　in

inner　layer　and　O．71土0．06　in　outer　layer．

　　The　above　results　suggest　that　the　regional

thallium－201　uptake　ratio　in　the　scintigram　may

be　able　to　be　detected　whether　it　is　histologically

necrosis　or　ischemia．

　　Key　words：　Experimental　infarction，　Tl－201

myocardial　emission　CT，　Tl－201　uptake　ratio，

Pathological　findings．
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