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はo．37±o．13m1／min／9で，　Q波（一）領域の0．75±o．05

m1／min／gと比べ，有意（p＜0．001）に低値であった．し

かし，心電図の判定は定性的で，またその限界は大きい．

小田洋平らは心筋血流予備能からの検討を行った．梗塞

部心筋の血流はcontro1で0．60土0．04　m〃min／9と低値

であったが，ISDN点滴静注後20％以上血流の増加し

た領域では良好な側副血行が認められた．これは残存心

筋の存在を示唆するものとも考えられる．

　18FDGは残存心筋の評価において興味あるデータを

提供してくれる．しかし，18FDGの集積はわれわれの

生理的状態で変化し，一様ではない．小田洋平らは空腹

時と糖負荷時の正常および梗塞心筋における18FDG集

積の変化を3compartment　mode1を用いて検討した．

正常心では糖負荷時の集積増加は速度定数k1，　k3の増

加で説明でき，一方，梗塞心筋では集積増加は明らかで

なく，これは主にk1における反応性の差異に基づくと

した．なお，梗塞部心筋における空腹時の18FDG集積

はk3の増加が主であった．高橋晶らの検討では，著

しく血流の低下した組織でも18FDGの集積がみられて

おり，viabilityに評価には慎重でなければならないとし

ている．山下敬司らもMRIによる心筋壁厚増大（≧10

mm）の点から，18FDG集積の有無と壁厚増大との関連

性は少ないと報告した．MRIによる評価法の妥当性は

血流分布のパラメータである13N・NH3の安静時および

運動負荷時のイメージによって支持されるとしている．

　以上のように，PETあるいはMRIを用いた最先端の

データは心筋viabilityの検討において新たな情報を提

供するものである．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（神原啓文）

（479－483）

　メタヨードベンジルグァニジン（MIBG）は交感神経
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遮断性降圧薬グアネチジンの類似物質として合成された．

1231－MIBGの心臓交感神経への集積性がご目され，開

発されたものである．

　479席：西村先生は，その心筋シンチグラフィによる

急性心筋梗塞（雑種成犬，梗塞作成6時間）での欠損像

出現はT1欠損像と相似した程度で出現した．480席で

は，経時的に1週～2か月の推移でみると，その欠損像

縮小傾向があり，心筋梗塞に伴う交感神経支配の喪失，

回復過程のイメージングを試みたものとして注目され

た．

　481席，廣江先生は，心筋内のMIBGの動態を，ラ

ット心筋内のMIBG集積量とNE含量の測定により検

討報告した．心筋内NE含量を推定できる成績であっ
た．

　482席，廣江先生は，臨床例での成績を述べた．心不

全例で，交感神経活性が変化し，心筋内NEの動態と関

連した変化を示すかどうかをMIBGによるimagingで

検討した．

　483席，田中先生は急性心筋梗塞症例での応用として，

201T1心筋像と対比しながら1231－MIBG　imagingを施行

した成績を述べた．

　いずれも心筋血流imageとして確立された201Tl心筋

imagingに加えて，新しく登場した1231－MIBGにより

心筋内交感神経（NE）の動態を推測するpioneer的発表

であり注目された．これが新しいmodalityとなるか否

かは今後多くの基礎的，臨床的検討が進められているの

で次第に明らかとなろう．

　第35回SNM（San　Francisco）での発表に次ぐhotな

話題であリ，多数の聴衆の注目を集め熱心な討議が行わ

れた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（小林　毅）

心　　動　　態

（84－88）

　このセッションの演題は，運動負荷RI心血管造影法

（RNG）による虚血性心疾患（IHD）の診断，各種心疾患

の評価に関するものであった．山形大の竹石らはFirst

Pass　RNGをIHD患者64例に行い，左室を8分割する

Sector解析を行った．運動負荷により虚血が生じると局

所の収縮時間が変化すると考え，Time　to　End　Systole

のVariationを求めた．　MI（一）のAP群で，安静時検

出率は12％であったが，運動負荷時87％と向上し，

dEF（67％）より感度が良好であったと報告した．
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　岡山大の中川らは弁膜症例，IHD症例にRNGを行

い，負荷時のEDV，　ESV，　PFR，　PER等の変化をみた．

AR，　MSで拡張期の障害を認めた．しかしながら，各疾

患の症例数が少なく，重症度にも差があり，今後症例数

を増やしさらに検討されんことを期待したい．

　松山日赤の鍋山らは多数のIHD症例で運動負荷によ

るEF，　LVPER，　LVPFR等の諸指標の変化を検討した．

LVPERはAP，　MI＋APで低下，　LVPFRは，　AP，

AP＋MI，　MIのいずれでも低下した．しかしながら，

どの指標によるIHD検出率も不十分であり，今後さら

に検討していく必要があるとのことであった．

　愛媛県中の本田らはPTCA前後に心筋シンチと運動

負荷RNGを行い，　Defectの改善，　dEFの改善をみた．

今後，Restenosisの検出への応用を期待したい．

　聖マリアンナ大の須永らは，甲状腺機能充進症の症例

の治療前後での運動負荷に対する反応の変化を検討した．

治療前，安静時，SIの増加がみられた．治療後4EFの

増加がみられた．

　RNGの各指標の運動負荷による変化の解釈はRNG

自体の精度の限界性から難しい面があると思われた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（土井　修）

（89－93）

　このセッションでは冠動脈疾患の左室機能に関するも

の2題と，ペースメーカー使用時の左室機能に関するも

の3題の発表があった．

　89席（政金：山形大）ではTl－201心筋シンチで評価

した梗塞域および虚血域の拡がりと左室機能との関連が

検討された．従来の報告と同様に安静時および運動時の

左室機能は梗塞域の拡がりと負の相関を示し，運動時の

左室反応性は虚血域の拡がりと逆相関した．とくに本報

告では左室機能の指標として圧容積比（SP／ESV）が虚血

の診断に有用であることが示された．

　90席（中村：関西医大）では梗塞後の左室機能の経過

が左室駆出率（EF）0．40未満群と0．40以上群について

検討された．EF　O．40以上群では1年後で有意にEFは

増大し，運動時のEF反応も良好であったが，　EFO．40

未満群では慢性期および運動時のEFの増加は認められ

ず，非梗塞部の代償機能に差のあることが示された．

　91席（杉本：北信総合病院）では各種ペーシングモー

ドにおける左室機能が圧・容積曲線を用い検討され，心

房ペーシングおよび心房心室順次ペーシングの心機能保

持における有用性が示された．

　92席（久保田：群馬大）ではペーシングレート（VVI

モード）の左室機能に及ぼす影響が検討された．左室充

満速度は左室機能正常群ではペーシングレートの増加に

伴い増大したが，拡張型［♪筋症群では低下し，拡張機能

障害がより高度となることが示された．

　93席（近藤：名大）ではDDDペースメーカー植え

込み患者を対象に，AV時間の左室機能に及ぼす影響が

検討された．左室拡張期容積はAV時間200　msecで，

左室駆出速度および充満速度はAV時間150　msecで最

大となり，左室機能の保持にAV時間150ないし200

msecの妥当性が示された．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（鈴木　忠）

（94－99）

　本セッションで報告された研究のテーマは主として心

室の拡張機能に関する核医学検査データの臨床的意味づ

けであった．いずれも技術的には，心プールの動態解析

によるものであり，新しい技術とは言えない．心プール

の動態解析も，すでにデー・一一タ採取等技術的な検討が十分

なされ実用化されてくると，初期のような拡張期データ

の信頼度が問題とされる点は克服され，現在ではその臨

床応用の意味づけに目標が定まってきた感がある．すな

わち，収縮機能のみでなく，拡張機能面の検討が対象に

なってきている．

　本態性高血圧症に関して大久保ら（関西医大），鵜野ら

（札幌医大）が加齢との関係を検討し，高血圧症では加齢

に伴い拡張早期充満機能の低下が著しいことを述べた．

しかし，加齢のみでなく病期との関係も強いのではない

かとの意見があり，討論がなされ今後の課題として残さ

れた．肥大型心筋症についても，鵜野ら，石田ら（大阪

大）が検討し，拡張動態の障害を指摘すると同時に，こ

れらの指標から心筋肥厚の重症度分類の可能性を示唆し

ていた．虚血性心疾患については，関谷ら（愛媛大），浅

原ら（JR東京総合病院）が検討しており，心筋虚血の程

度およびその早期診断が可能であるとの報告がなされた．

特に浅原らの報告は収縮および拡張時相のデータを別々

に因子分析することにより，虚血の早期から拡張機能の

異常を捉えることができることを示した．しかし，この

方法では採取時のデータの正確度が大きな条件となるこ

とが強調されていた．また，井上（国立明石病院）は冠

動脈疾患における左房機能の状態に注目し，抽出した心

房機能が関与する拡張期指数が病態の重症度を示すこと

を指摘した．

　いずれの報告も，技術面ではすでに十分検討がなしつ

くされた感もあるところであり，その臨床応用の面にお
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いて病態の解明に意義が認められる．今後さらに追及が

なされれば，臨症の場で大いに期待されるところであろ

う．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（浅原　朗）

（100－104）

　100席では第一回循環時法を用いてPTCA前後およ

び遠隔期の左心機能と壁運動を測定し，PTCA後の非

再狭窄例と再狭窄例の血行動態諸量を比較検討し，再狭

窄を早期に確認するためには，SP／ESVIが最も鋭敏な

指標であり，非再狭窄例ではPTCAにより改善される

が，再狭窄例ではPTCA直後より改善度が少なく壁運

動でもほぼ同様の傾向が認められている．PTCAで冠動

脈の狭窄が拡大された後の再狭窄に関しては問題点が多

い．非侵襲検査であるRI法の特徴を生かした発展を望

む．

　101席では心プール法に基いたMUGA法より左心室

のEFを求め，　CONTRAST　LVGなどの諸検査よP得

られたEFと比較検討していた．このような報告はこれ

までの本学会で多数の報告があり，新鮮味が薄い．どの

測定法によるEFが真のEFとするかについては多くの

意見があるが，私自身結論を持たない．測定法の特徴を

生かした今後の発展を希望する．

　102席では心電図上の陰性U波に関しての報告であ

るが，運動負荷時の陰性U波の出現はST・Tの陰性化

とともに虚血の指標であるとされていた．しかし左心機

能の面より虚血が改善されたにもかかわらず，依然とし

て陰性U波が残存することは興味深い知見であった．

　103席では臥位と坐位における左心機能の変動に関し

て検討を加えた．EFは坐位において有意に減少するが，

ESVIは無変化である．原因は静脈帰来によることは明

らかであるが，日常なにげなく用いている左心機能の諸

指標について測定の体位により差異があることを示唆し

た報告であった．

　104席は心プール上の容量曲線で等容性弛緩期の左室

容量の減少を検討しているが，MUGA法で測定するカ

ウント数の減少は関心領域の設定にも起因すると考えら

れる．演者が指摘したごとく左室壁運動の異常例に多発

するのも当然である．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（筆本由幸）

（105－109）

　このセッションでは，心電図同期心プールシンチグラ

ムから，左室収縮および拡張速度を推定する方法，左室

圧変化を推定する方法に関する5演題が発表された．
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　東医大霞ヶ浦・循，田谷らは，RI法の左室最大充満

速度（PFR）による左室急速充満規定因子について検討

した結果，PFRは，左室急速充満規定因子を評価する

上で精度と基準化において問題のあることを報告した．

足立循環器科，足立らは，心電図R波から左室容積曲線

の最小点までの時間と第二心音大動脈成分までの時間を

比較し，正常例では両者はほぼ一致したが，肥大心例で

は必ずしも一致せず，第二心音より前に左室容積が最小

になると報告した．埼玉医大二内，木下らは，ピーク駆

出速度イメージをそれに達するまでの時間イメージで割

り算して得られる左室平均加速度イメージの有用性を狭

心症例について検討し，本法により狭窄のもっとも著し

い責任冠動脈領域を検出し得たと報告した．京都府立医

大二内，杉原らは，RI法で得たPFRが，左室弛緩速

度を反映するか否の検討を加え，PFR実測値そのもの

よりもPFR時左室容積で補正した値の方が左室弛緩速

度をより良く反映すると報告した．岩手医大二内，宮川

らは，RI容積曲線の一次微分と二次微分の積は，左室

の収縮期における圧変化を反映するものと仮定し，カ

テーテルを用いて実測した左室圧変化とRI法より推定

したそれとを比較検討した．

　このセッションで発表された演題のすべては，RI左

室容積曲線を解析することにより左室ポンプ機能をより

詳細に評価しようとするものであり，今後の発展が大い

に期待される分野である．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（鈴木　豊）

（110－114）

　医療技術が高度化して各種画像診断法が出現してきた

現在，医療は費用効用の面からの見直しを迫られている．

そのような状況にあってある診断法の有用性は，診断そ

のものへの効用に加えて，治療，予後，社会への効用も

広く問われなければならない．

　本セッションは，主として，心プール・シンチグラフ

ィを素材として，従来とは違った情報を得るための努力

であるが，このような努力は手軽で非侵襲的な本検査法

の効用を拡大することとなるので，理に叶っている．し

たがって，その工夫がそこそこの信頼性があれば，その

効用の広がりは大きいと考えられる．

　阪大，谷らの試みは，心プールの心電図R－R時系列

情報の周波数解析から自律神経機能が推定できるとする

報告であり，向心臓神経剤による薬物療法の適応・効果

の判定に有用であれば面白い．関西医大の下條，山口大

の尾崎，および山本らの報告は大動脈領域の容量変化を
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解析して大動脈コンプライアンスを測定する試みである

が，この解析結果が広く動脈硬化症の診断・治療・予後

の評価に有用なものであれば，手軽であるだけに面白い．

今後のsurvey　studyが望まれる．東海大の鈴木らは最

大エントロピー原理からRIアンギオの一回通過過程か

ら自動的に各房室の成分分析を行って駆出率の算出を行

う方法を提案しているが，最近，MIBIの出現で心筋シ

ンチと一回通過が同時に行える可能性が言われているの

で，このような自動化が採用できれば，そのような検査

法を普及する上で，役に立つであろう．

　なべて核医学も広く，そのモダリティの効用の増大を

計ることが今後の一つの課題である．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（石井　靖）

（115－119）

　本セクションにおいては，2題が左室拡張期評価にお

ける発表であった．演題115は拡張期指標をフーリエ近

似にて求める場合に第何次項まで求めるのが必要かであ

るが，これには撮像方法が大きく影響する．それゆえに

リスト・モード収集を30msecでおこなえば当然ノイズ

は高次フーリエ級数となる．演題116は心房収縮能と左

室拡張能の関連である．一回拍出量における心房収縮の

割合を求め左室拡張特性を論じるのであるが，左室拡張

における圧・容積関係は一直線ではないし，また拡張期

左室内圧が上昇すると心房が収縮しても左室容積には僅

かの変化しかない．核医学で評価する場合は早期・軽症

例により向いているのではないか．演題117は左室容積

を長さ面積関係より求める通常左室造影で行われている

方法であるが，従来の報告ではカウント法に比し正確さ

は落ちるが日常の検査では簡便で有用な方法である．

　演題118，119は因子解析の報告である．演題118は

因子解析より得られた左室因子と左室駆出率との相関を

発表している．この場合に左室に壁運動異常を認める例

は右室のマスキングが有用であった．しかし左室に壁運

動異常のある例では，一因子で評価するのは限界がある

のは明らかなように考えられる．演題119は矩型ROI

を用いることにより左室壁運動異常の検出率が改善した

との発表であるが，このような応用がより因子解析の利

点であると考えられる．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（小西得司）

（310－314）

　本セッションでは，携帯用RI心機能モニター（VEST）

に関する5演題が発表された．

　東海大・井出らは，VESTにおけるパックグラウンド

補正法について検討し，拡張末期カウントに定数を乗じ

る方法（EDC法）と肺野カウントに定数を乗じる方法

（PBV法）を用い，両者で同様の結果が得られる症例が

多いものの，しばしば変化が逆方向の場合もあり，EDC

法の問題点を示した．今後，PBV法のアーチファクト

や，肺野カウント×1＋拡張末期カウント×kの方法な

どを検討すべきであろう．

　日大・今井らは，VESTで無症候性虚血を検出し，そ

れらが，虚血の程度が軽い場合と，胸痛を感じる閾値が

高い場合に分類できることを示した．

　国循，千葉らは，VESTとガンマカメラによる心プー

ル法を比較し，VESTが安静時EFや，運動負荷時AEF

を心プール法と同様に評価できることを示したが，心

プール法もgolden　standardとしては問題があり，ファ

ントムによる検討も必要であろう．

　日大・今井らは，VESTが心機能を連続的に評価でき

る利点を生かし，健常者，虚血性心疾患者での，運動時，

回復期の心機能変化を検討し，特に回復期両群でみられ

るESV減少，　EF増加において，　EF増加の程度とEF

が最大となるまでの時間が負荷終了直前のEFと相関す

ることを示した．

　東海大・井出らは，正常人で寒冷昇圧時の心血行動態

の変化をVESTで検討し，心拍出量など各種左室機能

に変化を認めないが，肺血液量が，座位で増加，仰臥位

で変化しない結果を示し，その機序として，末梢血管収

縮による肺への血液再分布を考えた．

　各種負荷に対する連続的な心機能変化を評価できる

VESTは，心エコー図など他検査ではできない．　RI検

査の利点を生かした検査法であり，今後さらに発展が期

待される．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（大嶽達）

（315－319）

　演題315から319までは前セッションにひき続き心機

能連続モニタリング装置による発表である．

　315席東京医科大学の土肥らはRamp負荷時の心機能

の変化について検討を行った．段階的負荷と異なり，直

線的に負荷の増大する本法ではガンマカメラでは検討が

不可能でありVEST方式の有用性を示した．

　316席日本大学の安藤らは冠状動脈に異常を認めず

T1－201心筋シンチにて再分布を認めたいわゆる胸痛症

候群で，運動負荷時の心機能異常がみられることを示し，

なんらかの血流分布異常と心機能障害の存在することを

推定した．
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　317席京都大学の玉木らは運動負荷時の心機能変化の

パターンを5群に分類し検討を加えた．運動負荷時の

EFの変化はTl－201再分布の有無や冠動脈病変数などに

より多種多様に変化することから，より詳細な検討が望

まれるとともに回復時の変化についても興味ある報告が

あった．

　318席東京大学の大嶽らは血管拡張性強心剤である

E－1020の強心効果をVESTを用いて検討した．　E－1020

はEDV，　ESVの減少とともにPER，　PFR，　EF，心拍出

量の増大をもたらしEmaxの増大も認めた．

　319席京都大学のMohiuddinらは運動負荷時の心機

能に及ぼすNifedipinとNitroglycerinの影響を検討し

た．ともに運動時のESVとEDVを減少させEFの増
大を認めた．

　以上のように心機能連続モニタリング装置は，運動負

荷や薬物負荷時の心機能の変化を連続的に観察すること

が可能であり，今後より幅広い臨床応用が期待される．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（井出　満）

（320－325）

　このセッションの前半3題は心プールSPECTに関す

る演題であり，320席茜部ら（名古屋大学・放）は心プー

ルSPECTと201T1心筋SPECTとの比較検討から，下

壁梗塞の診断率にっいての報告がなされた．321席谷ら

（大阪大学・一内）は任意の斜位長軸断層における左室局

所壁運動が得られる新しい画像処理法（radial　SPECT）

を開発し，詳細な局所収縮機能の定量評価ならびに三次

元表示も可能であることを示した．新しい壁運動の評価

法として興味深いプログラムと思われた．データ処理時

間に関する質問があり，今後の検討課題と思われた．

322席山岸ら（徳山中央病院）は心電図同期心プール

SPECTより求めた左室容積と心室造影とを比較し，両

者の間に良好な相関を示したが，50m1以下では誤差が

大きくなる傾向を示した．

　後半3題は，すでに臨床試験の始められたプール製剤

99mTc－DTPA－HSAに関するものであった．323席館野

ら（群馬大学・核）は99mTc・DTPA－HSA心プールシン

チグラフィにおけるpacing負荷にこの薬剤を利用し，

血中保持率も高く，繰り返しLVEFを測定するのに有

用であることを報告した．324席馬淵ら（近畿大学・放）

も血中保持率は高いことを示し，局在病変の検出におい

ても99mTc－HSAに比して優れていたと報告した．ま

た，循環血液量の算定に利用可能かという質問があった．

325席石村ら（兵庫医大・核）は心疾患におけるstatic
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imageの71％に，また血管疾患のdynamic　imageの

80％に異常が検出可能であったと報告した．99mTc－

DTPA・HSAは生体内赤血球標識法に比し，1回の静注

で検査可能で，血中保持率および安全性も認められ，今後

の心プール製剤として大いに期待できるものと思われた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（永島淳一）

（463－468）

　Kr－81mを静脈内に投与した場合，左心系には現れな

いことを利用し右心のみの選択的な動態解析の試みがな

された．全6演題のうち5題がKr－81mを用いた右室駆

出率測定の成績を中心としたものであった．残る1題も

Xe－133を用い右室動態と肺機能を同時に検討しようと

する演題であったが，残念ながら演題取り下げとなり発

表されなかった．

　463席はファントムモデルを用いた基礎的検討に加え

臨床的評価をおこない右室駆出率，心拍出量の測定の信

頼性について発表した．従来の熱希釈法との対比をおこ

なった．464席はKr・81mの肺での放射活性を考慮し

Tc・99m　MAA肺血流シンチを右室から差引き良好なイ

メージを得た．しかし正確さのため面倒な処理をおこな

うことは臨床面で問題であるとの意見も聞かれた．465

席は静注心電図同期法により右室駆出分画を求めた．運

動負荷の際の右室の対応を健常例とファロー四徴症，心

房あるいは心室中隔欠損症の術後例で比較した．ファ

ロー術後例では駆出率の増加が見られず，術後も心負荷

の持続していることが疑われた．原因として右室圧負荷，

容量負荷の両者が議論された．466席では拡張型および

肥大型心筋症，虚血性心疾患の右室機能が論じられた．

疾患の特徴としての拡張障害，収縮障害の検出が可能で

あった．467席は虚血性心疾患の右心循環を論じた．右

室梗塞例では右室駆出率の低下が見られた．しかし右室

梗塞例の定義は必ずしも明確でないため意味づけは問題

が残った．

　以上5題の様々な角度からの検討により，方法論的な

問題についてはある程度まで明確にされた．しかしなお

疾患の具体的な診断，病態解析には，さらに経験を重ね

る必要性のあることが示唆された．全体として有用なセ

ッションとなったことを感謝したい．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（半田俊之介）

（469－473）

　（469）慢性閉塞性肺疾患患者（COPD）に安静時と運動

負荷時に心プールRN－ventriculographyを施行し，左右

心室容積の絶対値をstandard　voxe1法にて算出し，左右
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のEDVが減少した例が半数に認められた．これを運動

負荷時の肺の過膨張による胸腔内圧の上昇が，静脈還流

の減少と右室コンプライアンスの低下をもたらしたこと

によると推論されたが，①COPD患者におけるこの方

法のvalidity②胸腔内圧とRVEDPの関係などの検討

が必要であることが論議された．（470）陳旧性心筋梗塞

患者に99mTc・RBC　angiocardiographyのfirst　pass法

にて得られる肺循環時間を検討され，平衡時のLVEF

など種々のパラメータと比較され，肺循環時間の有用

性が報告された．（471）急性心筋梗塞の急性期（1週間以

内）にRAO　30°にてfirst　pass　RN－angiocardiography

を行い，右室壁を前壁側，下壁側おのおの3分割し，

6segの区域駆出率を測定したところ，右室梗塞例では

全領域に，下壁梗塞例では右室下壁に壁運動異常を認め

たが，前壁または側壁梗塞では右室の壁運動異常は認め

られなかったというきれいなデータが示された．（472）

左室駆出率の著明な低下例における運動時最大心拍出係

数に及ぼす因子を検討され，最大運動時一回拍出係数

（SI），全肺抵抗（TPR），肺血管抵抗（PVR），右室駆出率

（RVEF）と相関が良かったことが報告された．しかし最

初の三項目はそれ自体の中にCIが含まれているためあ

まり意味を持たないが，RVEFが最大心拍出係数と相

関するということは，左室機能障害例における右心機能

の重要性が示された．（473）労作性狭心症を対象に抗狭

心症薬の効果を運動負荷時の肺血液量の変化（肺野の

countの変化から）と肺動脈圧の変化から検討され，

nitroglycerin，　nitroendipine（Ca2＋antagonist）では（薬

剤投与前の運動負荷中に上昇した）肺動脈圧と肺血液量

の上昇が抑制されたがpropranoro1ではこれらは抑制さ

れなかったというきれいなデータが示された．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（後藤紘司）

（474－478）

　（474）stunned　myocardiumやhibernating　myocar一

diumの存在がクローズアップされはじめてから心筋の

viabilityを評価することは虚血性心疾患の臨床にとって

重要なテーマの一つとなり，その検出のために多くの工

夫がなされるようになった．本演題のISDNとdobuta－

mineを投与して心プールシンチグラフィーによる左室

局所壁運動の変化をみた成績によると，壁運動異常部の

改善度は当該部位の負荷Tl心筋シンチグラムの再分布

と良好な対応を示し，血行再建後の壁運動改善例も示さ

れ，本法の有用性が示された．475－477では心プールシ

ンチグラムを用いた心不全治療薬の薬効評価が報告され

た．（475）心不全合併の虚血性心疾患に対するtrapidil

の効果を運動負荷を加えて検討したところ，本剤は

double　productを増すにもかかわらず陽性変力作用が

示され，虚血性心疾患の心不全を改善したと報告した．

（476）慢性心不全患者に対するdenopamineの効果は一

回拍出量，心拍数，心拍出量，駆出率を増加させ，末梢

血管抵抗を減少させた．心拍出量は本剤の血中濃度依存

性に増加した．しかしこの関係は運動時にはみられな

かったと言う．（477）心不全に対するcorwinの効果は

安静時の左室駆出率を改善させたが，心拍数，血圧，左

室拡張期指標には変化を与えなかった．運動時の左室駆

出率は改善しなかったが，自覚症状改善例は少なからず

認められたとのことであった．（478）dipyridamole負荷

T1心筋シンチグラムは運動負荷心筋シンチグラム同様，

心筋虚血の誘発試験法として確立された方法であるが，

本演題はdipyridamoleによって発現する心筋虚血が左

室運動異常を招くことに注目して，本剤投与による心

プールシンチグラム上の局所駆出率変化と運動負荷Tl

心筋シンチグラムを対比させ，高いとは言い難いが互い

に相関があると報告した．

　どの報告も苦心がみられたが，方法論上の制約にも注

意を払って無理のない方向への発展を期待したい．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（勝目　紘）

炎症・腫瘍

（120－124）

　［120］癌親和性を示す99mTc－Homocysteine（99mTc－

Hcy）の集積機構，武田厚司他（静岡県立大・薬）．99mTc－

Hcyは血中でメルカプト型albuminと結合しており，

この結合型は遊離型よりもin　vivoで癌集積が2倍であ

った．細胞内では遊離型であり，癌細胞ではalbumin

から遊離して取り込まれていた．

　［121］SH化合物と99mTc－Homocysteine（99mTc－Hcy）
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