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《原　著》

運動負荷タリウム心筋スキャンにおける逆再分布現象の検討

一
冠血流，心筋障害との関係一

松田　宏史＊　小野口昌久＊　大竹　英二＊　村田

西村　重敬＊＊　加藤　健一＊＊　外lh比南子＊＊＊
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　要旨　タリウム心筋像における逆再分布現象の成因を明らかにするため，運動負荷心筋SPECTを施行し

た477例（PTCA群74例，　CABG群86例，非血行再建群317例）で検討した．逆再分布はPTCA群で12

例（16％），CABG群で11例（13％），非血行再建群で10例（3．2％）にみられ，血行再建を行’・たものに多か

った（P＜0．Ol）．逆再分布を認めた33例での当該部責任冠動脈は有意狭窄のないものまたは血行再建後のも

のが多く，狭窄のあるものもほぼ全例に側副路を認めた．逆再分布部の心筋は障害を持つものが多かった．

逆再分布部のwashout　rateは正常人と有意差はないものの他の部位に比べ相対的に高値を示した．結1。1，

逆再分布は障害の混在した心筋で血流の障害されていない場合に出現しやすかった．したがって逆再分布の

存在は障害心筋が混在し，かつ残存心筋への血流が比較的良好であることを示唆すると思われた．

Lはじめに
　運動負荷タリウム心筋スキャンにおける逆再分

布現象はearly　scanで異常を認めずdelayed　scan

で欠損が出現するか，あるいはdelayed　scanでさ

らに欠損が拡大することとして知られている1）．

この逆再分布現象は冠動脈バイパス術（CABG）後

に多く出現することが報告され，バイパスによる

冠血流増加がその原因とされている2）．しかしわ

れわれはCABG後のみならずPTCA後でも逆再
分布現象の出現頻度の高いことを経験している．

PTCAは成功後でも軽度の狭窄を残すのが一般的

であるため，冠血流は改善しても正常以上の血流

量になるとは思われない．そこで冠血流以外の因

子の関与が考えられるため，心筋SPECT像の視

覚判定で逆再分布と判定されたものを責任冠動脈
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の状態や心筋障害の有無との関連で調べ，さらに

定量解析を加え，逆再分布現象の成因および臨床

的意義を検討したので報告する．

II．対象と方法

　昭和62年1　Jlより昭和63年4月までに運動負

荷心筋SPECTを施行した連続的患者477例を対

象とした．このうちPTCAが74例（男性61例，

女性13例，34～74歳（平均57土9歳））に，CABG

が86例（男性80例，女性6例，34～70歳（57土

8歳））に施行され，いずれの血行再建も行われて

ないものが317例（男性270例，女性47例，18～

79歳（57±9歳））である．またPTCA群7例，

CABG群30例，非血行再建群106例に心筋梗塞

を認めた．運動負荷は多段階負荷法を用いた．タ

リウムの注入時点はミシガン基準に従い，目標点

に達したところで201Tl約2mCiを静注，さらに

1分間運動を継続させた．低エネルギー汎用型コ

リメータ装着のガンマカメラ（Maxi　camera　400

AC／T）およびデータ処理装置（Maxi　star）を用い

運動終了後よりearly　scanを，また4時間後に

delayed　scanを行った．データ収集は，被験者の
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Fig．1　（case　l）Reverse　redisribution（RR）is　detected　at　the　antero－septal　wall　in　post－

　　　CABG　state．　Profile　curve　in　post－CABG　state　shows　decreased％Tl　uptake　in

　　　delayed　scan　and　high　washout　rate　at　the　RR　area．

左後斜位45°から右前斜位45°までの1・801－’を，

1方向30秒で32方向より行った．

　画像再構成は，フィルター補正逆投影法により

行い，吸収補正は行わなかった．左室短軸断像，

水平長軸断像，および垂直長軸断像の3方向画像

を作成した．

　逆再分布判定は3方向のSPECT像より視覚的

に行った．逆再分布の頻度をPTCA群，　CABG

群，非血行再建群に分け比較した．っぎに逆再分

布が認められた例で，冠動脈の状態や心筋障害と

の関係を調べた．なお，狭窄は75％以上を有意

とし，心筋障害は逆再分布部心筋に心電図上，Q

波を有するか壁運動異常があるものとした．さら

に逆再分布を示した心筋を含むSPECT短軸断よ

りcircumferential　profile　curveを作成し逆再分布

部心筋の％Tl　uptake，　early　scanとdelayed　scan

の差：d％Tl　uptake（early　scan－delaycd　scan），さ

らにwashout　rate（WR）を求め検討した．これら

の値は正常者10例の平均値とも比較した．

111．結　　果

　1．症例呈示

　［症例1］52歳　男性　労作性狭心症（Fig．1）

　RCA（3）90％，　LAD（6）100％，　LCX（13）75％狭

窄に対しCABGを施行した．　Fig．1にCABG

前後のSPECT像と％Tl　uptakeおよびWRの
profile　curveを示した．術前，前壁中隔，下壁に

再分布を認め，profile　curveでも同部でdelayed

scanの％Tl　uptake上昇，　WRの低下を認めた．

術後前壁中隔部に逆再分布が出現した（矢印）．

delayed　scanで％TI　uptakeは逆再分布部で低下

し，WRは他の部位より高い値を示した．
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Fig．2　（case　2）RR　is　detected　at　the　anterior　wall　in　post－PTCA　state．　However％Tl

　　　　uptake　at　the　RR　area　does　not　decrease　in　delayed　scan．　Washout　rate　at　the　RR

　　　　area　is　higher　than　those　of　the　other　areas．

Table　l　Incidence　of　reverse　redistribution．　Reverse

　　　　　redistribution　was　observed　more　frequently

　　　　　in　patients　who　had　been　perfbrmed　PTCA

　　　　　or　CABG　than　in　N

cases

　　PTCA　　　　　　　74

　　CABG　　　　　　　86

　　N　　　　　　　　　317

　　Total　　　　　　　　　　477

RR＝reverse　redistribution

　　RR

12（16％）

11（13％）

10（　3．2％）

33（　6．9％）

CABG＝patient　with　coronary　artery　bypass　surgery

N　＝　patient　without　any　revascularization

　【症例2］62歳　男性　労作性狭心症（Fig．2）

　LAD（7）99％，　LCX（13）90％狭窄で，　LAD

にPTCAを施行し25％狭窄まで拡張した例であ

る．SPECT像では前壁に明らかな逆再分布を認

めた（矢印）．しかしprofile　curveでみると逆再分

布部の％Tl　uptakeはdelayed　scanで低下してお

らず不変であった．逆再分布部のWRは他の部位

より高い値を示した．

　2・逆再分布現象の出現頻度

　逆再分布現象の出現頻度をTable　lに示した．

逆再分布は全症例の6．9％にみられた．PTCA群，

CABG群はそれぞれ16％，13％と非血行再建群

の3．2％に比し有意に多く出現した（p〈0．01）．

PTCA群とCABG群の間には有意差はなかっ
た，

Table　2　Correlation　with　coronary　stenosis　and　revas－

　　　　　cularization　in　patients　with　reverse　redistri－

　　　　　bution．　Reverse　redistribution　was　frequently

　　　　　detected　at　the　myocardium　with　suMcient

　　　　　coronary　blood　flow　by　RV　or　good　col・

　　　　　1ateral　vessels

　　　　　　　　　　S（十）　　　S（一）

　　RV（十）　　　　0　（0％）　　23（70％）

　　RV（一）　　　　7傘（21％）　　　3（9％）

　　Total　　　　　　　　7　（21％）　　　26（79％）

＊Six　out　of　7　cases　had　good　collateral　vessels

S＝coronary　stenosis　without　revascularization

RV＝revascularization

Table　3　Correlation　with　myocardial　damage　and

　　　　　revascularization　in　patients　with　reverse

　　　　　redistribution．　Reverse　redistribution　was

　　　　　frequently　detected　at　the　myocardium　with

　　　　　RVandD

D（＋） D（一）

　　RV（十）　　　　15（46％）

　　RV（一）　　　　　6（18％）

　　Total　　　　　　　　21（64％）

D＝myocardial　damage

RV＝revascularization

8（24％）

4（12％）

12（36％）

　なお，通常の再分布はPTCA群で67例（90．5％），

CABG群で61例（70．9％），非血行再建群で266例

（83．9％）に認めた．
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　　　　　RR　：Patients　with　reverse　redistribution　n＝33

　　　　　N　　：Normal　subjects　n＝10

　　　　　PRE：The　values　before　revascutarization　in　patients　who

　　　　　　　had　RR　after　revascularization　n＝22

　　　　　E．S．：earlV　scan．　　D．S．：delaVed　scan．

Fig．3　Quantitative　analysis％Tl　uptake　in　RR　area　was　lowcr　than　normal　valuc　ill

　　　early　scan．4°／．Tl　uptake　was　not　always　great．　Washout　rate　was　high　in　com－

　　　parison　with　the　value　in　pre－revascularization　state　but　it　was　not　significant

　　　compared　with　normal　value．

　3．逆再分布と，血行再建，有意冠狭窄，心筋

　障害との関連

　逆再分布を認めた33例で血行再建，冠狭窄，

心筋障害とのかかわりあいを調べた．

　1）有意冠狭窄，血行再建との関連（Table　2）

　逆再分布は血行再建を行い，有意冠狭窄を残さ

ず冠血流の改善された例は70ワ，，と多かった．狭

窄を有する7例でもそのうちの6例は良好な側副

路を有した．

　2）心筋障害，血行再建との関連（Table　3）

　逆再分布は心筋障害のある群に多く（64％，P＜

O．Ol），また血行再建を施行されている群に多かっ

た（70°／．，p〈0．Ol）．したがって障害を有し血行再

建の施行されている心筋に多くみられた．

　4．定量解析（Fig．3）

　逆再分布を示した部位の％Tl　uptakeはearly

scanの85土9．5％がdelayed　scanで73±7．1％ま

で低下した．またearly　scanの値を正常者と比較

すると逆再分布部では有意に低かった．逆再分布

部の4％Tl　uptakeは12±二5．7％とばらつきがあ

り，delaycd　scanで％Tl　uptakeの低下が軽度の

ものもあった．血行再建群で術前の逆再分布に一

致する部位の4　％Tl　uptakeは．7．1±1．3．　t、，と有意

に少なかった．逆再分布部のWRは53土9．0ツ，と

高い傾向にあったがやはりばらつきが強か’・た．

圭たこの値は血行再建群で再建前の同部の値（25

」・17％）よりも明らかに高い値であるが（P’0．00D，

正常K－10例の平均値とは有意な差はなかった．

IV．考　　察

　運動負荷心筋SPECTにおける逆再分布現象は

全体の6．9％に認められた．これまでにHecht

c）1）は7％，Silbersteinら3）は5°／．と報告してい

るが，これらの報告はplanar像であるためback－

9round　subtractionのやり方で再現性を疑問視す

る報告もあ一・た4・5）．しかし今回のSPECTを用い

た画像でも同等の頻度でみられ，またPTCA後

再狭窄のため一・度逆再分布が消失した2例では，

再度のPTCAによりいずれも再び同じパターン

で逆再分布が出現しており，単純なartifactとは

考えがたい．

　逆再分布の出現機序に関し，Hcchtら1）は搬痕
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化している心筋と正常心筋が混在している部位が

虚血と隣接している場合，運動負荷時には虚血部

に比し癩痕混在部ではタリウムの取り込みは良好

であるが，delayed　scanでは虚血部にタリウムの

取リ込みがあるのに対し癩痕部ではタリウムの取

り込みがなく，正常心筋からタリウムの流出がお

こるため欠損が生じると説明している．今回の検

討でも逆再分布を示した33例中21例で心筋の障

害が認められ，その存在が重要と思われた．残り

の12例は今回の基準では陰性であったが，その

うち8例は血行再建例であり過去に狭心症がかな

りあることから，心電図や壁運動には現れない障

害をもっている可能性がある．定量解析で逆再分

布部のearly　imageでの％Tl　uptakeは85±9．5％

で正常人の平均よりも低いことからも障害の混在

が示唆される．

　視覚的に判定した逆再分布は，定量的にみると

必ずしもdelayed　scanで％Tl　uptakeの低下を伴

わず，4％TI　uptakeの値はばらつきが多かった．

つまり，逆再分布部自身が％Tl　uptakeの低下を

きたす場合と，当該部の値は低下しないのに隣接

部の％Tl　uptakeが上昇するために相対的に欠損

が生じたようにみえる場合とがあるものと考えら

れる．後者の場合，逆再分布部の4％TI　uptake

は小さな値となる．

　逆再分布部のWRは，西村ら2）の報告のごと

く高い傾向にあったが，正常値を下回るものもあ

り，逆再分布部周囲心筋に対して相対的な上昇が

重要と思われる．

　逆再分布が血行再建部心筋に有意に多くみられ

ることより，そこの血流は比較的良好と思われる．

逆再分布部灌流血管に狭窄のあった7例でも6例

で良好な側副路を有し，しかも全例が心筋障害を

有していたことより，残存心筋に対しては十分な

血流である可能性が高い．

　結局，心筋障害の存在と残存心筋に対する十分

な血流がある場合に逆再分布は出現しやすいと思

われる．その機序は運動負荷時，十分な血流のた

め残存心筋へのタリウムの取り込みは良好で欠損

はみられないか軽度にとどまるが，delayed　scan

59

では残存心筋への良好な血流のためタリウムの

washoutが正常心筋と同等におこり心筋障害の混

在の分だけ欠損を生じると考えられる．

　以上より逆再分布の出現は，心筋障害の混在と

残存心筋への血流が比較的良好である可能性が高

いことを示唆する．

V．結　　語

　1）運動負荷Tl心筋スキャンを施行した連続

的477例を対象に逆再分布現象を検討した．

　2）逆再分布は全体の6．9％にみられたが，血

行再建を施行した群で有意に高頻度であった．

　3）逆再分布部心筋の責任冠動脈は有意狭窄に

対して血行再建が行われたものが多く，そうでな

いものも良好な側副血行を有していた．

　4）逆再分布を認める心筋には心筋障害，もし

くは高度の冠狭窄の既往のため障害が疑われるも

のが多かった．

　5）逆再分布にはdelayed　scanの％Tl　uptake

の低下を伴わない例も存在した．

　6）逆再分布部心筋のwashout　rateは他の部位

に比べ相対的に高い値を示した．

　7）逆再分布の心筋では，心筋障害の混在と残

存心筋への血流が比較的良好であることが示唆さ

れた．
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Summary

　　　　　　　　　　Reverse　Re《listribution　in　Stress　Thallium　Scan

－
Correlation　with　Coronary　Blood　Flow　and　Myocardial　Damage一
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　　In　order　to　make　clear‘reverse　redistribution

（RR）’phenomenon　in　stress　thallium　scan　we

investigated　477　consequtive　patients　who　were

consisted　of　74　cases　with　PTCA（PTCA　group），

86cases　with　coronary　artery　bypass　graft（CABG

group）and　317　cases　without　any　revasculariza－

tion（N　group）．　RR　was　detected　in　12cases　out　of

PTCA　group（16％），　in　l　l　cases　out　of　CABG

group（13％）and　in　10　cases　out　of　N　group

（3．2％），and　the　incidence　of　RR　in　PTCA　or

CABG　group　was　higher　than　that　of　N　group

（p＜0．Ol）．　In　33　patients　with　RR　the　cases　without

significant　coronary　artery　stenosis　were　more　than

those　with　stenosis（p＜0．Ol）and　the　cases　with

myocardial　damage　were　more　than　those　without

damage（p＜0．OD．　In　quantitative　analysis　wash－

out　rate　at　the　RR　areas　showed　relatively　high

value，　but　it　was　not　significant　compared　with

normal　value（53土9．0％vs．49土1．9％）．

　　ln　conclusion，　RR　had　a　tendency　to　appear　in

the　condition　of　normal　myocardium　mingled　with

scar　and　of　suMcient　coronary　blood　flow．　The

mechanism　of　the　phenomenon　was　thought　to

be　that　initial　uptake　of　tha川um　in　the　partially

scarred　area　was　as　high　as　in　the　normal　myo－

cardium，　but　washout　of　tha川um　from　its　remain－

ing　normal　myocardium　is　normal　or　faster　so　that

the　defect　appears　at　the　myocardium　mingled

with　scar．　Therefore　existance　of　reverse　redsitribu－

tion　suspects　the　myocardium　mingled　with　scar

and　suMcient　coronary　blood　flow　to　the　remain－

ing　normal　myocardium．

　　Key　words：　Stress　thallium　myocardial　SPECT，

Reverse　redistribution，　Revascularization，　Myo－

cardial　damage．
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