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1．はじめに

　高齢者を含めた運動負荷が十分に得られない症

例に対し，Dipyridamole負荷心筋シンチグラフ

ィー（以下Dip．シンチ）が用いられ1），比較的軽

い冠動脈狭窄例では，運動負荷心筋シンチグラフ

ィー（以下運動負：荷シンチ）以上の診断精度を示

し2），その再分布所見は運動負荷シンチと同様に，

心筋虚血を示すといわれている3）．しかし，同一

例において，両負荷法による201T1心筋動態を比

較検討した報告はない．

　今回，運動負荷シンチの定量的評価法として用

いられているWashout　Rate解析4）をDip．シン

チにも実施し，両負荷法による201T1心筋動態の

差異を，同一冠動脈疾患例について検討し，若干

の知見を得たので報告する．

II．対　　象

　冠動脈造影にて，一枝以上にAHA分類75％以

上の有意狭窄を認めた急性心筋梗塞症5例，労作

狭心症1例（平均年齢63歳）の計6例を対象とし

た（Table　1）．

Table　l　Characteristic　of　the　subjects

Patients Ag・S・xD・・1，，留漂嬬9i。）

1

2

3

4

5

6

59

74

74

57

56

60

F　AMI
　　（ant．）

M　AMI
　　（ant．）

M　AMI
　　（inf．）

M　AMI
　　（ant．）

M　Effort

　　　angina

F　AMI
　　（inf．）

LAD　100％，

　LCX　75％
LAD　90％，

　LCX　90％
RCA　90％

LAD　75％

LAD　99％，

　LCX　75％
LAD　100％，

　RCA　90％，

　LCX　90％
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III．方　　法

核医学　　24巻9号（1987）

　1．Dipyridamole負荷心筋シンチグラフィー

　Dipyridamole投与量は，　Gouldら1）の提唱に従

い，最大冠血管拡張を示す0．568mg／kgを4分間

で静注した．投与後，5分で201T12mCi静注し，

さらに10分後より，仰臥位にて正面像，左前斜

位45度像および60度像，左側面像を撮像（lnitial

Image）した．また静注2時間後に，同一条件で

撮像（Delayed　Image）した．両Imageとも，カメ

ラと心臓の位置関係が同一になるように注意し，

両方の撮像の間は安静を保たせた．用いた装置は，

LEAP（low　energy　all　purpose）コリメータを装着し

たシンチカメラ（Technicare　OMEGA　500）とオン

ラインで接続したRIデータ処理装置（Technicare

560）である．Initial　Imageは，それぞれ700　k

カウントの計測にて撮像し，Delayed　Imageは，

同一方向にてInitial　Imageの撮像に要した時間

（プリセットタイム）で行った．

　2．運動負荷タリウム心筋シンチグラフィー

　運動負荷は，エルゴメータによる多段階負荷法

（25Wにより3分間隔で，25Wずつ増量）を行っ

た．終了点は，自覚症状出現時（胸痛，下肢疲労

感など），心電図上ST部分の有意な変化（Hori－

zontalまたはDownslopingの場合は，1mm以上

の低下，Upslopingの場合はJpointから0．08秒

の部位で2mm以上の低下）または，亜最大心拍

数（年齢別予測最大心拍数の85％）に達した時点

とした．終了点にて201Tl　2　mCiを静注し，さら

に1分間運動を続けさせた．静注10分後より

Initial　lmage，2時間後よりDelayed　ImageをDip．

シンチと同様に撮像した．なお，全例Dip．シン

チ施行後，1週間以内に運動負荷シンチを施行し

た．

　3．局所心筋タリウムWashout・Rateの測定

　Goris法にてBackground処理した心筋Image

に対し，左室内腔に用手法で中心点を決め，3時

の方向より反時計回りに10度ごとの対射線を引き，

心筋内における36本の放射線上で，1ピクセル当

たりの最高カウントを選択した．こうして，Initial

Image，　Delayed　lmageの同一線上より求めたおの

おののカウントについて，Washout　Rate（WR）＝

［（Initial　Count－－Delayed　Count）／Initial　Count］×

100（％）を求めた．健常部位，各罹患冠動脈支配

領域中の虚血部位・梗塞部位でのWRの比較は，

3連続放射線上のWRの平均値を用いて行った．

IV．結　　果

　1．両負荷法による胸痛出現，心電図上ST変

　　化，血行動態の変化（Table　2）について

　Dip．負荷では，症例1，6に胸痛を生じ，症例

5，6で有意なST低下を認めた．また症例6は胸

痛が持続し，アミノフィリン静注を必要とした．

運動負荷では，症例4に胸痛を生じ，症例5，6で

有意なST低下を認めた．また，症例，2，3，4，5

は亜最大心拍数に達し，負荷量は十分であった．

　Dip．負荷では，安静時に比し，201Tl投与時の

心拍数が有意に増加し，また拡張期血圧が有意に

低下したが，収縮期血圧，Double　Productは有

意差を認めなかった．運動負荷では，安静時に比

Table　2　Hemodynamic　data　of　exercise　stress（Ex．）and　dipyridamole　loading（Dip．）

HR BP DP
（Dip．）

　Rest
　5min　after　infusion

（Ex．）

　Rest
　Peak　exercise

74土10
91土3＊＊＊

83土10
135土30＊＊＊

116士13　／83：士7

110土10　／70：ヒ8＊＊・

131土18　／77：ヒ8

166土27＊／95±11＊＊

8，619土1，850

9，950土912

10，774：！：1，571

22，812±7，385＊＊＊

Abbreviations：HR＝heart　rate（／min），　BP＝blood　pressure（mmHg），　DP＝double　product（mmHg／min）．

Values　are　mean±standard　deviation　of　the　mean．

＊p＜0．05，＊＊p＜0．02，＊＊＊p＜0．005．
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：Fig．1　Comparison　of　washout　rates　between　exercise

　　　stress（Ex．）and　dipyridamole　loading（Dip．）．

　　　○：Normal　region，●：Ischemic　region　without

　　　myocardial　infarction，▲：Myocardial　infarcted

　　　region　without　ischemia，＊：Case　achieved

　　　target　heart　rate．　Standard　deviation　is　shown

　　　for　each　bar．
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し，最大負荷時の心拍数，収縮期血圧，拡張期血

圧，Double　Productは有意に増加した．

　2．両負荷法での視覚的判定法による比較

　6症例11罹患冠動脈病変検出におけるSensitiv－

ityは，　Dip．シンチ73％（8／11），運動負荷シンチ

55％（6／11）であり，Specificityは両負荷法とも

100％（7／7）であった．このうち，梗塞部位の5罹

患冠動脈病変の検出におけるSensitivityは，　Dip．

シンチ100％（5／5），運動負荷シンチ80％（4／5）で

あり，非梗塞部位の6罹患冠動脈病変の検出にお

けるSensitivityはおのおの，50％（3／6），33％（2／6）

であった．

　3．両負荷法でのWRの比較（Fig．1）

　運動負荷シンチのImageに対する視覚的判定

により決定した，冠動脈狭窄のない健常部位8部

位，罹患冠動脈支配領域で再分布（虚血）を示す

非梗塞部位6部位，また再分布を示さない梗塞部

位5部位の計19部位について，両負荷法による

WRを比較した．　Dip．シンチのWR測定は，運

動負荷シンチでのWR測定と同一部位より求め

た．19部位全体について，Dip．シンチでのWR
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Fig．2　A　57－year－old　male　with　one　vessel　disease　who　had　anterior　myocardial　infarc－

　　　tion．　In　left　and　right　panels，　circumferential　profile　curves　in　LAO　45°view　are

　　　shown　for　initial　count，　delayed　count　and　washout　rate．　The　arrow　shows　the

　　　infarcted　region．　Dip．：dipyridamole　loading，　Ex．：exercise　stress．

Presented by Medical*Online



1396 核医学　　24巻9号（1987）

は，19．1±14．3（Mean±SD）（％）であり，運動負

荷シンチでのWRは，27．4土17．3（％）と後者で

大きな値を示したが，有意差はなかった．また，

健常部位，非梗塞の虚血部位，虚血のない梗塞部

位に分けてWRを比較すると，　Dip．シンチの場

合は，おのおの26．5土8．8（％），15．2±10・0（％），

060

LAd翠

妻

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．．．｛

Fig．3　Dipyridamole　loading　thallium　initial　image　in

　　　Case　4．　The　arrow　shows　the　infarcted　region．

11．8土19．4（％）であり，運動負荷シンチの場合は，

おのおの36．2土12．1（％），19．0土15．6（％），23．5土

19．8（％）と，いずれも後者で大きな値を示したが，

有意差を認めなかった．

　ここで，亜最大心拍数に達し負荷量が十分であ

った4例の健常部位6部位（Fig．1の＊印例）につ

いて，WRを比較すると，　Dip．シンチでは27．9土

9．5（％）であり，運動負荷シンチでは42．3土6．7（％）

と，後者で有意な高値を認めた（p＜0．02）．
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Fig．4　Exercise　stress　thallium　initial　image　in　Case　4．
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Fig．5　A　56－year－01d　male　with　one　vessel　disease　who　had　eHbrt　angina．　In　left　and

　　　right　panels，　circumferential　pro丘le　curves　in　LAO　45°view　are　shown　for　initial

　　　count，　delayed　count　and　washout　rate．　The　arrow　shows　the　ischemic　region．
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　4．症例呈示

　（1）症例4（57歳，男性），急性心筋梗塞症例．

　Figure　2に，両負荷法による左前斜位45度像に

ついての，Initial　Count，　Delayed　Count，　WRか

らなるCircumferential　Profile　Curveを示す．　Dip．

シンチでは，十分な負荷がかかった運動負荷シン

チに比し，Initial　Countが低く，　Delayed　Count

との差が少ないため，WRとしても低値を示して

いる．しかし，Dip．シンチでは，健常部位に比

し梗塞部位（矢印）でのカウント比が小さいため，

視覚的に梗塞部位と診断できた（Fig．3）が，運動

負荷シンチでは，梗塞部位と診断ができなかった

（Fig．4）．本例では，　v1～v3のQSパターン部位

で初期γ波の出現があり，左前下行枝狭窄75％の

支配領域への側副血行路は認めなかった．

　（2）症例5（56歳，男性），労作狭心症例．

　Figure　5に，両負荷法による左前斜位45度像の

Circumferential　Profile　Curveを示す．視覚的には

両負荷法で，前壁中隔（矢印）の虚血を認めた．

Dip．シンチのWRは，運動負荷シンチのWRに

比し，特に虚血部位で低値を示した．本例では左

前下行枝狭窄99％の支配領域へ，右冠動脈からの

側副血行路を認めた．

V．考　　察

　運動負荷シンチでは，心筋からの201Tlのクリ

アランスを利用して，冠動脈疾患の診断に用いた

り，201Tlの肺野集積より心機能の評価に用いら

れているが，Dip．シンチの場合も，同様な評価

が可能であることが，報告されている5～7）．

　今回の検討にて，健常部位において，Dip．シ

ンチのWRが，十分な負荷量の運動負荷シンチ

のWRに比し，有意に低いことが示された．　Dip．

負荷による冠血流量の増加は，安静時の3倍以上

といわれ8），最大運動負荷時の冠血流増加量と同

等か，それ以上といわれている．冠血流量が，ほ

ぼ同等であるにもかかわらず，運動負荷シンチで

のInitial　Countが大きい原因として，運動負荷

により心筋のNa－K　ATPase　pumpを活性化させ，

冠血流量増加にもかかわらず，心筋への201Tl
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extraction　fractionを低下させなかったことが考

えられる9）．反対に，Dip．シンチでは冠血流量増

加により，201TI　extraction　fractionを低下させ，

両負荷法による心筋でのInitial　Countの差を大

きくさせると考えられた．

　また，Dip．負荷では側副血行路の存在下でSteal

現象をきたすことから，症例5のように，側副血行

路の存在する罹患冠動脈領域で，Initial　Countが

さらに低下し，WRの低下をきたすと考えられた．

VI．まとめ

　冠動脈疾患6例に，Dip．負荷と運動負荷を行い，

WRを用いて，両負荷法による201Tl心筋動態の

変化を比較検討した．

　1）健常部位において，十分な負荷量での運動

負荷シンチのWRは，　Dip．シンチのWRより有

意に増加した．

　2）罹患冠動脈支配領域の非梗塞の虚血部位，

虚血のない梗塞部位において，Dip．シンチのWR

は運動負荷シンチのWRより低下したが，有意

差はなかった．また，Dip．シンチでの虚血部位

におけるWR低下には，側副血行路を介するStea1

現象の関与が考えられた．
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