
95

《短　報》

8imKr持続注入法による右室収縮および拡張動態の評価

杉原　洋樹＊

片平　敏雄＊

立川　弘孝＊

井上　大介＊

中川　雅夫＊

窪田　靖志＊

大森　　斎＊

白山　武司＊

古川　啓三＊

稲垣　末次＊

東　　秋弘＊

中村　隆志＊

朝山　　純＊

中川　達哉＊

辰巳　哲也＊

川田　公一＊

勝目　　紘＊

　要旨81mKr持続注入法を用い，各種心疾患の右室の収縮および拡張動態を評価した．右前斜位の心電図

同期データより得られる右室容量曲線およびその一次微分曲線から，収縮期指標としてEjection　Fraction，

Peak　Ejection　Rate，拡張期指標としてPeak　Filling　Rate，　Time　to　Peak　Filling　Rate，1／3　Mean　Normalized

Diastolic　Filling　Rateをそれぞれ算出した．収縮期指標は拡張型心筋症でのみ低下したが，拡張期指標は肥

大型心筋症，高血圧心，拡張型心筋症，下壁梗塞症および一部の前壁中隔梗塞症で低下した．81mKr持続注

入法を用いた右室容量曲線の解析は，各種心疾患の収縮および拡張動態の把握に有用と考えられた．

1．はじめに

　心電図同期心プールシンチグラフィにより得ら

れる左室容量曲線の解析から，各種心疾患の左室

の収縮動態のみならず拡張動態が検討されト3），

その臨床的有用性と問題点が論じられている．一

方，右室についてはその収縮期指標としての駆出

率は論じられている4－6）ものの，拡張動態に関す

る報告は少ない．

　複雑な形態をした右室機能の把握には核医学的

方法は有用と考えられ，とりわけ超短半減期の

81mKrは，左心系を通過しないため種々の方向か

らの撮像が可能であり，右室機能把握にすぐれる

とされる7・8）．そこで，81mKr持続注入法により右

室容量曲線を作成し，右室の収縮動態のみならず

拡張動態の評価を試みた．
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II．対　　象

　狭心症13例（男性11，女性2，年齢57士6歳），

陳旧性前壁中隔心筋梗塞症28例（男性24，女性4，

年齢54土10歳），陳旧性下壁心筋梗塞症8例（男

性7，女性1，年齢50±7歳），肥大型心筋症6例

（男性5，女性1，年齢49士7歳），高血圧性心疾患

7例（男性6，女性1，年齢53土4歳），拡張型心筋

症6例（男性4，女性2，年齢46土8歳），健常者

13例（男性11，女性2，年齢52土9歳）を対象とし，

陳1日性前壁中隔心筋梗塞症は運動負荷201Tl心筋

シンチグラムの3時間後像で中隔に完全ないし不

完全再分布を認めるRd（＋）ll例および認めない

Rd（一）17例に分別した．

m．方　　法

　中エネルギー用コリメータを装着したガンマカ

メラを被検者の右前斜位15－30度に位置させ安静

時下で撮像した．持続注入ポンプにより5％ブド

ウ糖液を10m／／分の速度で81mKrジェネレータ

に注入し，得られた81mKr一ブドウ糖液を被検者

の右外頸静脈より5分間持続注入した．ミニコン

ピュータ島津シンチパック1200に心電図同期に
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て1心拍を30等分するフレームモードでデータ

採取し，得られたデータをフーリエ変換による位

相解析を行い位相像および振幅像を得た．右室拡

張末期像においてこの振幅像を参考として右室に

関心領域を設定し，心尖部から下壁に半月状のバ

ックグラウンドを設定し，固定関心領域で右室容

量曲線を作成した．得られた右室容量曲線をフー

リエ三次項9｝で近似した曲線およびその一次微分

曲線とから収縮期指標としてEjection　Fraction

（EF），　Peak　Ejection　Rate（PER），拡張期指標とし

てPeak　Filling　Rate（PFR），　Time　to　Peak　Filling

（TPF），1／3　Mean　Normalized　Diastolic　Filling

Rate（1／3　MNDFR）を算出した（Fig．1）．なお，

いずれも補正は1回拍出量で行った10）．

RV　VOLUme　CURVE

SYSTOLIC　INDICES

　・E　F

　・P　E　R

DIASTOLIC　INDICES

　・P　F　R

　・TP　F

　・1／3DFR

Fig．1　Right　ventricular　volume　curve　and　its　first

　　　derivative　curve　from　these　curves　two　systolic

　　　and　three　diastolic　indices　are　obtained，

IV．結　　果

　健常者，高血圧性心疾患および肥大型心筋症の

右室容量曲線の代表例を呈示する．後二者では収

縮期指標は正常であるが，拡張期指標は低下した

（Fig．2）．

　1）心拍数
　狭心症63士4／分（平均土1標準偏差），前壁梗塞

症（Rd＋）65±5／分，前壁梗塞症（Rd）66弍7／分，

下壁心筋梗塞症62士4／分，肥大型心筋症67士5／分，

高血圧性心疾患67土7／分，拡張型心筋症69±5／分，

健常者65土4／分であり，各群間に差はなかった．

　2）収縮期指標

　EFは健常者52．0±5．4％（平均土1標準偏差），

狭心症48．2土7．9％，肥大型心筋症55．0土14．0％，

高血圧症48．7土8．6％，拡張型心筋症35．9土7．7％，

下壁梗塞症48．9土10．6％，前壁中隔梗塞症（Rd＋）

48．6土8．8％，前壁中隔梗塞症（Rd－）49．1土8．1％

であり，拡張型心筋症のみ低値を示した．PER

は健常者5．33土0．56／sec，狭心症5．15土0．73／sec，

肥大型心筋症5．73士1．20／sec，高血圧症5．53土0．54／

sec，拡張型心筋症4．58土0．76／sec，下壁梗塞症5．14

士0．64／sec，前壁中隔梗塞症（Rd＋）5．21±0．91／sec，

前壁中隔梗塞症（Rd－）5．49土0．85／secであり，い

ずれの群間にも差はなかった（Fig．3）．

　3）拡張期指標

　PFRは健常者4．37士0．96／sec（平均土1標準偏

差），狭心症3．81士0．91／sec，肥大型心筋症3．29士

NORMAL
　　　　ノ

HCM

＼／

　　　　T　P　F　　125　msee　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　T　P　F　　　145　msec

　　　　DFR　2．68／sec　　　　　　　　　　　　1．11／sec　　　　　　　　DFR　2．17／sec

Fig．2　Examples　of　curves　obtained　from　a　contro1（1eft），　a　patient　with　hypertensive

　　　heart　disease（middle）and　a　patient　with　hypertrophic　cardiomyopathy（right）．
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Fig．3　Ejection　Fraction（EF）and　Peak　Ejection　Rate（PER）as　systolic　indices　and

　　　Peak　Filling　Rate（PFR），　Time　to　Peak　Filling（TPF）and　1／3　Mean　Normalized

　　　Diastolic　FillingΦFR）as　diastolic　indices　in　various　heart　diseases．　N：Noma1，

　　　AP：Angina　Pectoris，　OMI（AS－1）：01d　Anteroseptal　Myocardial　Infarction　with

　　　redistribution　in　the　septal　region　in　exercise　Thallium－201　scintigraphy．　OMI

　　　（AS－2）：01d　Anteroseptal　Myocardial　Infarction　without　redistribution　in　the

　　　septal　region　in　exercise　Thallium－201　scintigraphy．　OMI（rNF）：Old　Inferior

　　　Myocardial　lnfarction．　HT：Hypertension，　HCM：Hypertrophic　Cardiomyopathy，

　　　DCM：Dilated　Cardiomyopathy．

0．71／sec，高血圧症3．01圭0．94／sec，拡張型心筋症

3．50土0．76／sec，下壁梗塞症3．69土0．65／sec，前壁中

隔梗塞症（Rd＋）4．18土0．91／sec，前壁中隔梗塞症

（Rd－）4．09土0．68／secであり，高血圧症および肥

大型心筋症で低値を示した．TPFは健常者131土

18msec，狭心症160土43　msec，肥大型心筋症150

土41msec，高血圧症188土41　msec，拡張型心筋症

167土32msec，下壁梗塞症172土61　ms㏄，前壁中

隔梗塞症（Rd＋）151土37　msec，前壁中隔梗塞症

（Rd－）186土48　msecであり，高血圧症，拡張型

心筋症，下壁梗塞症，Rd一で延長した．1／3　DFR

は健常者，2．85±0．69／sec，狭心症2．45士0．65　sec，
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肥大型心筋症1．87土0．55／sec，高血圧症1．56土0．42

sec，拡張型心筋症1．88土0．36／sec，下壁梗塞症2．17

±0．57／sec，前壁中隔梗塞症（Rd＋）2．75土0．63／sec，

前壁中隔梗塞症（Rd－）2．07土0．71／secであり，肥

大型心筋症，高血圧症，拡張型心筋症，下壁梗塞

症，Rd一で低下した（Fig．3）．

v．考　　案

　右室は複雑な形態を有し肉柱形成も著しいなど，

X線右室造影によっても容積および駆出率測定に

はgeometryの決定に仮定を要し，右室機能の評

価は必ずしも満足のいくものではないのが現状で

ある．核医学的方法を用いた右室機能はgeometry

の違いによる影響がなく，かつ非侵襲的であり右

室機能把握に有用とされる．

　右室機能評価の目的で使用される核種は生体内

赤血球標識99mTc使用が一般的であるが，81mKr

はとりわけ右心系評価に有用とされる．すなわち，

1968年にYanoとAngerl1）により超短半減期の

imaging　agentとして初めて使用された81mKrは

81Rb・81mKr　generatorを非電解質溶液で溶出する

ことにより得られ，半減期が13秒と短く希ガス

の性質を有しているが，81mKrは静脈内投与によ

り，比較的明瞭に右房と右室の分離の可能な右前

斜位で撮像し得，短半減期で肺胞から全て呼気中

に排出されるため，左心系の放射活性を全く無視

し得，精度の高い右心系のデータが得られる．

　近年，生体内赤血球標識99mTcによる心プー

ルシンチグラフィより得られる左室容量曲線の

解析から各種心疾患の拡張動態が評価され，そ

の診断的有用性および問題点が報告されてい

る1～3・11’－13）．すなわち，左室最大充満速度に代表

される左室拡張早期の指標の低下は左室弛緩障害，

左室コンプライアンスの低下を比較的よく反映す

るとされているが，一方，左房，左室間圧較差，

年齢，心拍数による影響も大であり解釈には注意

を要することも指摘されている．しかし，右室に

関しては収縮期指標としての駆出率に関する検討

は多いが，拡張動態に関する報告は少ない．その

原因の一つとしては，右前斜位でのFirst　Pass法

では十分なカウント数が得られず，左前斜位で行

う心プールシンチグラフィでは1心周期における

右房と右室の重なりが問題になり，固定関心領域

における右室容量曲線の精度が低下することにあ

ると考えられる．81mKrは急速および持続注入法

があるが，今回は後者を使用し外頸静脈より注入

したので解析に十分なカウント数のデータが得ら

れた．また，比較的右房と右室の明瞭に分離され

る右前斜位での撮像が可能であり，かつテスト注

入により最良の角度の選択が可能であった．さら

に位相解析15）の振幅像を参考にすることにより

右房と右室の境界および肺動脈弁の位置を決定可

能で，右室に関心領域を設定することは容易であ

った．固定関心領域であるため1心周期を通じて

の三尖弁の位置の移動が問題となるが，シネモー

ド表示の検討から右前斜位ではその影響は少ない

ものと考えた．しかし，右室の関心領域設定に関

してはまだ問題が解決されたわけではなく，可変

関心領域等の改良の余地があると思われる．得ら

れた右室容量曲線より左室容量曲線の解析にて汎

用される収縮および拡張期指標を算出したが，収

縮期指標では拡張型心筋症でのみ低値を示したの

に対し，拡張期指標では多くの疾患群で正常群と

差を認め，左室において報告されている拡張障害

と近似の傾向を示した．前壁中隔梗塞症例につい

ては，心室中隔の虚血の程度と右室拡張期指標が

密接に関連することをすでに報告した16）．拡張型

心筋症，肥大型心筋症，右室梗塞を伴う下壁梗塞

などでは左室と同様の病変が右室自由壁にも存在

し得ることから，このことが右室拡張期指標が低

値を示した一つの要因と考えられる．しかし，個々

の心疾患におけるその原因と臨床的意義の詳細な

検討が必要であり今後の課題である．右室拡張機

能障害の原因として右室が左室と同様の病変を有

する可能性，心室中隔の影響，肺血管系を介して

の右室の後負荷の影響，心外膜の影響などが考え

られ，右室は左室の影響を多大に受けるので解釈

は複雑となることが予想される．この点からも石

黒ら17）の81mKr使用による右室，圧容量曲線か

らの検討は重要であり，各種心疾患における解析
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からその病態が検討され，さらにより多くの症例

を検討して容量変化単独の解析の解釈へと還元さ

れるべきであると考えられる．

　以上より，81mKr持続注入による右室造影法は

右室容量曲線の解析から右室収縮動態および拡張

動態を把握できる有用な方法と考えられた．

VI．まとめ

　1）81mKr持続注入法により得られる各種心疾

患の右室容量曲線を解析し，右室収縮期および拡

張期指標を算出した．

　2）収縮期指標は拡張型心筋症でのみ低値を示

したが，拡張期指標は肥大型心筋症，高血圧心，

拡張型心筋症，下壁梗塞症，一部の前壁中隔梗塞

症で低値を示した．

　3）本法は非侵襲的に右室収縮および拡張動態

を把握する有用な方法と考えられた．
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S㎜mary

Evaluation　of　Right　Ventricular　Systolic　and　Diastolic　Properties

　　　　　　Using　81mKr　Scintigraphy　with　Continuous　lnfusion

Hiroki　SuGIHARA，　Yasushi　KuBoTA，　Suetsugu　INAGAKI，　Tatsuya　NAKAGAwA，

　　　　Toshio　KATAHIRA，　Itsuki　OMoRI，　Aki　hiro　AzuMA，　Tetsuya　TATsuMI，

　　　　　Hirotaka　TATsuKAwA，　Takeshi　SHIRAyAMA，　Takashi　NAKAMuRA，

　　　Kouichi　KAwATA，　Daisuke　INouE，　Keizo　FuRuKAwA，　Jun　AsAYAMA，

　　　　　　　　　　　　　　　Hiroshi　KATsuME　and　Masao　NAKAGAwA

∫θCO〃d　l）epar伽θ〃’〈）f　Medicine，1◎0∫o　P’ψぐ’〃’・al　Universitγ　ofルfedic〃le

　To　evaluate　right　ventricular（RV）systolic　and

diastolic　properties　in　patients　with　various　heart

diseases，　RV　volume　curves　obtained　from　81mKr

sc口1tigraphy　with　continuous　infusion　were　ana－

1yzed．　The　data　were　acquired　in　right　anterior

oblique　position　for　five　minutes，　and　from　RV

time　activity　curve　and　its　first　derivative　curve，

ejection　fraction　and　peak　ejection　rate　as　systolic

indices，　and　peak　filling　rate，　time　to　peak　filling

and　1／3　mean　normalized　diastolic　filling　rate　as

diastolic　indi㏄s　were　calculated．　Ejection　fraction

in　patients　with　dilated　cardiomyopathy　was　lower

than　that　in　controls，　but　there　was　no　difference

in　systolic　indices　among　controls　and　patients

with　the　other　heart　diseases．　However，　diastolic

indices　in　patients　with　hypertrophic　cardiomyo－

pathy，　patients　with　hypertensive　heart　disease，

patients　with　dilated　cardiomyopathy，　patients　with

inferior　myocardial　infarction，　and　some　patients

with　anteroseptal　myocardial　infarction　were　lower

than　those　in　controls．

　　In　conclusion，　analysis　of　RV　time　activity　curve

by　81mKr　scintigraphy　with　continuous　infusion

provides　RV　systolic　and　diastolic　indices，　which

may　permit　evaluation　of　RV　systolic　and　diastolic

properties　in　various　heart　diseases．

Key　words：81mKr，　Right　ventricular　function．
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