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《症例報告》

99mTc－Pyrophosphate’じ・筋シンチグラフィにおいて，異なる

　　　　　集積像を呈した心アミロイドーシスの3例

竹崎　雅之＊　　石田　良雄＊
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　要旨　心エコー図検査での心筋肥厚およびgranular　sparkling　apPearance（GS）の存在と組織学的検索よ

り心アミロイドーシスと診断された3例（家族性アミロイドポリニューロパチー2例，二次性アミロイドー

シス1例）に，99mTc－Pyrophosphate（99mTc・PYP）および201Tl心筋シンチグラフィを施行し，各診断法の

意義を検討した．99mTc－PYPの心筋集積は，家族性の2例で陽性であ・、た．二次性（AA型アミロイド蛋

白）の1例では，高度な心筋アミロイド沈着が組織学的に確認されたが，陰性であった．したがって，99mTc－

PYP心筋集積は，心アミロイドーシスのなかでもアミロイド蛋白の種類により異なると考えられ，　AA型蛋

白の二次性の例で陰性を示すことは，99mTc－PYPによる診断の限界を示すと考えられた．一方，201Tl像で

は，限局性に高度なアミロイドの沈着が認められた家族性の1例でのみ欠損像が描出された．

1．はじめに

　99mTc標識ピロリン酸（99mTc－PYP）シンチグラ

フィは，心アミロイドーシスの非観血的診断法と

して有用であることが報告されてきた1”5）．99mTc－

PYPのアミロイド沈着部への集積は，PYPがアミ

ロイド蛋白内のCa＋＋と結合することによると考

えられている4）．しかし，心アミロイドーシスは，

家族性，原発性，二次性に分類され，それぞれで

アミロイド蛋白の構造が異なっており，最近にな

って，その構造の違いにより，99mTc－PYPの集積

度が異なることが注目されるようになった5）．
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　今回われわれは，家族性アミロイドポリニュー

ロパチー2例および二次性アミロイドーシス1例

を経験し，これら3例のアミロイド蛋白の種類を

組織学的に同定し，99’nTc－PYPおよび201T1の各

心筋SPECT像の所見と対比検討した．この結果，

アミロイド蛋白のタイプによって99mTc－PYPの

心筋集積像が異なることが認められたので，

99mTc－PYPシンチグラフィによる心アミロイドー

シスの診断の問題点として報告する．

II．症　　例

　症例1　A．K．42歳　男性

　主訴：四肢筋力低下．現病歴：昭和61年秋から

食物を燕下するのに困難感があり，全身倦怠感，

歩行時の下肢倦怠感が出現．昭和62年11月より下

肢筋力の低下が強くなり走れなくなった．昭和63

年当院受診し，精査入院した．家族歴：四肢筋力

低下および萎縮，慢性下痢等が祖母・母・弟・叔

父に認められた．現症：下肢遠位部の筋力低下，

萎縮．四肢末梢の表在覚低下．その他異常なし．
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　症例2　M．T．34歳　男性

　主訴：嘔気・下痢．現病歴：昭和59年より食思

不振，便秘，下痢を繰り返し，昭和60年より下肢

末梢の知覚鈍麻，インポテンツ出現し，さらに筋

力の低下が進行し，昭和62年に尿失禁，起立時ふ

らつきが起こり，当院受診し，昭和63年精査のた

め入院した．家族歴：姉・弟・従兄従弟に同様の

消化器症状あるいは神経症状を認めた．また本例

は，熊本県荒尾市に存在する家族性アミロイドポ

リニューロパチーの一家系に属した．現症：四肢

遠位筋の筋力低下．四肢温，痛，触覚低下．肝三

横指触知．その他異常なし．

　症例3　S．F．　47歳　男性

　主訴：腎不全精査．現病歴：10年前から慢性関

節リウマチにて，近医にて治療を受けていた．昭

和63年9月に会社検診にて蛋白尿・腎機能低下を

指摘され，精査のため当院に入院した．家族歴：

特記事項なし．現症：神経症状を認めず．その他

異常なし．

　以上の3例は，組織生検に基づきアミロイドー

シスであることが診断確定した．すなわち，症例

1では胃粘膜生検を，症例2では胃・十二指腸粘

膜生検を実施し，Congo　rcd染色（CR）によりア

ミロイドの組織沈着が証明され，沈着物は過マン

ガン酸カリ（KMnO4）による処理に反応せず，脱

染色しなかった．この所見から，二次性アミロイ

ドーシスではなく，家族性あるいは原発性のアミ

ロイドーシスであることが示されたが，両症例と

もに明らかな家族歴があったため，家族性アミロ

イドポリニューロパチーと診断された．症例3は，

腎不全精査のために施行された腎生検で，CR染

色陽性の沈着物が認められ，アミロイドーシスで

あることが確定診断された．本例のアミロイド沈

着は，KMnO4処理に反応し，脱染色したことか

ら，アミロイド蛋白は二次性アミロイドーシスに

特有のAA型蛋白であると診断された．したがっ

て，本例は，慢性関節リウマチによる二次性アミ

ロイドーシスであると診断された．

　次に，以上3例において，心病変の合併の有無

について，心機能の検討を行った．まず心機能に

Tabne　1 Clinical　findings　of　cardiac　function　in　three

cases　with　cardiac　amyloidosis

　　　　　　　Case　l

B．P．（mmHg）　　110／74

H．R．（／min）　　　70

CTR（％）　　　　　45

ECG　　　　　　　LAD
　　　　　　Poor　R（V1＿3）

Echocardiography

IVST（mm）　　　14

LVPWT（mm）　12
LVDd（mm）　　52
LVDs（mm）　　24

Cardiac　pool　scintigraphy

EF．（％）　　　　　76

PFR（／EDV／sec）　3．4

TPFR（msec）　180

Case　2　　　　　　Case　3

134／80　　　　　　135／80

　84　　　　　　64

　46　　　　　43
W．N．L．　Flat　T（V5－6）
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Fig．1　Two・dimensional　echocardiogram　of　a　patient

　　　with　familial　amyloid　polyneuropathy（case　1，

　　　A．K．，42　years　old，　male）．　Increased　wall　thick－

　　　ness　（interventricular　septum：　14mm，　LV

　　　posterior　wall：12mm）and　highly　refractile

　　　myocardial　echoes（granular　sparkling　pattern，

　　　arrow）were　detected．

ついては，3例とも自覚症状からは心不全症状が

認められなかったが，Table　1のような結果が得

られた．血圧・心拍数の異常はなく，また胸部X

線でCTRは3例ともに正常範囲にあった．心電

図から，症例1と3に心筋傷害が疑われた．刺激

伝導系の異常は認めなかった．心エコー図では3

例ともに心室壁の肥厚があり，とくに症例3の二

次性の例で最も強い肥厚を認めた．左室内径は正
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Fig．2　Tc－99m　PYP　SPECT　images　of’the　case　in

　　　　　Fig．1．In　transaxia1（right　upPer），　sagittal（left

　　　　　lower）and　coronal（right　lower）tomograms，

　　　　　abnormal　myocardial　uptake　of　Tc－99m　PYP

　　　　　（Parkey　4一ト）was　diffusely　detected．

’Y”’
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‘）’Tl

Fig．4　Two－dimensional　echocardiogram　of　a　patient

　　　　　with　familial　polyneuropathy（case　2，　M．T．，

　　　　　34years　old，　male）．　Increased　wall　thickness

　　　　　（interventricular　septUm：12mm，　LV　posterior

　　　　　waU：12mm）and　highly　refractile　myocardial

　　　　　echoes（granular　sparkling　pattern，　arrow）were

　　　　　detected．
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Fig．5　Tc－99m　PYP　SPECT　images　of　the　case　in

　　　　　Fig．4．　This　case　also　demonstrated　abnormal

　　　　　myocardial　uptake　of　Tc－99m　PYP（Parkey　2十）

　　　　　was　diffusely　detected．

Fig．3　Comparison　between　Tc－99m　PYP　accumula－

　　　　　tion　and　T1－201　maldistribution．　In　the　same

　　　　　tomographic　planes　（short－axis，　horizontal

　　　　　long－axis　and　vertical　long－axis）of　Tc－99m

　　　　　PYP　SPECT　and　Tl－201　SPECT，　image　de飴cts

　　　　　in　T1－201　SPECT　were　observed　in　the　myo－

　　　　　cardial　regions　where　a　large　amount　of　Tc－

　　　　　99m　PYP　accumulation　was　observed．

常値を示し，左室拡大はなかった．心プール検査

による左室駆出率は3例とも正常値を示し，かつ

拡張期充満速度（PFR）およびその時相（TPFR）も

正常範囲であった．以上のように，心室壁肥厚と

心筋傷害を示す心電図所見が存在したが，心機能
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Fig．6　Two－dimensional　echocardiogram　of　a　patient

　　　with　secondary　amyloidosis（case　3，　S．F．，47

　　　y・ars・ld・m・1・）・Inc「eased　wall　thickness　b藷

　　　（interventricular　septum：15mm，　LV　posterior

　　　wal1：14mm）and　highly　refractile　myocardial

　　　echoes　（granular　sparkling　Pattern，　arrow）

　　　were　detected．
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Fig．7　Tc－99m　PYP　SPECT　images　of　the　case　in

　　　Fig．6．　Despite　the　echocardiographic　abnor－

　　　malities，　abnormal　myocardial　uptake　of　Tc－

　　　99m　PYP　was　not　detected．
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Fig．8　Histological　findings　o「myocardial　specimens

　　　obtained　by　biopsy．　Amyloid　deposits　with壬ユ

　　　1arge　amount　werc　observed　in（a）thc　HE

　　　stained　specinlen，（b）the　Congo　Red　stained

　　　specimen　and（c）the　electron　microscopic　ex－

　　　amlnatlon．

は収縮機能，拡張機能ともに異常が検出されなか

った．

　次に，心筋へのアミロイド沈着を証明するため

に，各症例に99mTc－PYPおよび201Tl心筋シン

チグラフィを施行し，各SPECT像を断層心エコ

ー 図の所見と対比検討した．99mTc－PYP　l．11GBq

（30mCi）静注後4時間で180°収集による断層イ

メージングを行い，体軸横断面像（transaxial），

前額断面像（coronal），矢状断面像（sagittal）の各

断面像を再構成U，99mTc－PYP集積を検討した．

同時期に201T174　MBq（2　mCi）静注による心筋断

層イメージングを施行し，心筋201T1集積異常を

観察した．

　Figures　1，2は症例1の結果である．断層心工
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コー 図で，中隔および後壁の肥厚がみられた．ま

た，中隔部には，エコー輝度の不均一な増強がみ

られ，いわゆる　granular　sparkling　Pattern（GS）

と考えられた．99mTc－PYP像では心筋が全周にわ

たって確認できるほどに集積が認められ，特に心

室中隔には非常に強い集積がみられた．Parkeyに

準じた分類では，4＋と判定された．同症例の

99mTc－PYPおよび201TI　SPECT像を各方向同一

断層面で比較した時（Fig．3），99mTC－PYPの最も

強い集積部である中隔領域で，201Tl像は欠損を

示した．

　Figures　4，5は症例2の結果である．断層心エ

コー 図では，症例1よりは軽度であるが左室壁の

肥厚と中隔部でのGSが認められた．99mTc－PYP

SPECT像では矢印の部分で中隔から前壁の一部

にかけて集積がみられ2＋と判定された．本症例

は，201TI　SPECT像ではdefectが検出されなか
・・た．

　Figures　6，7は症例3の結果である．断層心エ

コー 図では，3例の中で最も強い左室壁肥厚が認

められ，また中隔部にGSが認められた．しかし

99mTc－PYP像では，前の2例と異なり，心筋への

集積はほとんどみられず，1＋（陰性）と判定され

た．201Tl　SPECT像は正常であった．しかし，本

例は心臓カテーテル検査を施行し，左室心内膜心

筋生検を行’・た（　Fig．8）ところ，　H．E．染色で心筋

の一一部変性および肥厚と間質・心筋細胞周囲の好

エオジン性の無構造物の沈着が認められ，CR染

色で陽性であったことから，同無構造物がアミロ

イド沈着であることが確認された．また，KMnO4

処理に対する反応がみられたことから，アミロイ

ド蛋白は，二次性アミロイドーシス特有のAA型

蛋白であることも知らされた．さらに電顕像では，

心筋細胞間にアミロイド細線維が認められ，心筋

細胞においてもミトコンドリアの融解などの異常

が存在した．すなわち，心筋生検での心筋アミロ

イド沈着と心エコー図の心室壁肥厚より，99mTc－

PYPの集積が陰性を示したにもかかわらず，心筋

へのアミロイド沈着は存在し，しかも高度である

と考えられた．

m．考　　察

　心アミロイドーシスの患者に99mTc－PYPの心

筋集積が認められて以来，99mTc－PYPシンチグラ

フィが本症の診断に利用されてきた．今回の検討

では，家族性の2例では，明瞭な心臓への集積が

認められた．PYPの心筋集積機序は，未だ十分

解明されていないが，①アミロイド沈着に伴う心

筋傷害により生じたカルシウム沈着部にPYPが

取り込まれる1），②アミ・イド沈着部に取り込ま

れる4・5），などが推定されてきた．しかし，最近

になって，剖検心でアミロイドーシス組織中にカ

ルシウムの存在が証明され，またオートラジオグ

ラフィーによる解析からアミロイド沈着部位と

99mTc－PYP集積部位が一致し，両者の結合にカ

ルシウムが介在していること，などが明らかにな

り，99mTc－PYP集積は傷害心筋部よりむしろアミ

ロイド蛋白自身に起こることが示された．したが

って，心筋肥厚を示す疾患の診断において，

99mTc－PYPシンチグラフィは，急性梗塞および

心筋炎が除外できれば，心アミロイドーシスの鑑

別のための特異的診断法として有用であると考え

られている．しかし，今回の検討で注目されたこ

とは，二次性アミロイドーシスの1例で，心室壁

の著明な肥厚，および心筋生検でのアミロイドの

高度な心筋沈着がみられたにもかかわらず，

99mTc－PYPの心筋集積が認められなかったことで

ある．この原因として最も考えられることは，

アミロイド蛋白の生化学的構造の違いにより，

99mTc－PYPの結合の程度が異なることである．ア

ミ・イド蛋白の構造は，（1）Prealbumin型，（2）

AL型，（3）AA型が代表的な三種類である6）．

Prealbumin型のアミロイドは，家族性アミロイド

ー シスに特徴的である．AL型は，免疫グロブリ

ンのL鎖に由来するアミロイド蛋白で，原発性ア

ミロイドーシスに認める．AA型は，その由来が

不明であるが，上記二蛋白とは明らかに異なる構

造を持ち，二次性アミロイドーシスにおいて認め

られる．99mTc－PYPの集積の違いについては，十

分な検討がなされていないが，家族性および原発
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性のものは陽性率が高いと報告されており3・7・8・11），

二次性のものは，今回のわれわれの症例と同様に，

陰性を示す例が報告されている7－t10）．したがって，

二次性の場合のAA型構造のアミロイド蛋白は，

PYPとの親和性がほかと比べると低く，99mTc－

PYPシンチグラフィでは検出されないのかもし

れない．

　このように，アミロイド蛋白の種類により

99mTc－PYPの集積が異なることは，心アミロイド

ー シスの診断における本法の有用性において配慮

すべき問題と考えられる．Prealbumin由来（家族

性等）の場合，そのPYPとの強い親和性から早

期診断に有効であると考えられる．症例1，2で

は心エコー図で心筋肥大がみられたが，Falkら

は心筋肥大，心不全症状が認められなくても，

99mTc－PYP像は陽性像を示すと報告している5）．

今回は対象に含まれなかったが，AL蛋白（原発

性）の場合にもその有用性が報告されている．Falk

らは心エコー図での壁厚と99mTc－PYP像の所見

は相関することを示し，心エコー図上で壁厚が

13mm以上の場合，あるいはうっ血性心不全の

所見を呈する場合に，99mTc－PYP像は陽性を示す

と報告している5）．これらに対し，AA蛋白（二次

性）の場合には，99mTc－PYP像は陰性を示すこと

が多いようである．Leinonenらは二次性の症例で，

心エコー図での異常にも関わらず，99mTc－PYP像

は陽性を示さなかったと報告している9）．この場

合，アミロイド沈着が少ないために検出されない

という可能性もある．しかし，今回われわれは，

慢性関節リウマチによる二次性の症例3において，

心エコー図上心室中隔15mm，左室後壁14mm
と壁厚の著明な増加を認め，さらに心筋生検でア

ミロイドの高度な心筋への沈着を確認したが，こ

のように高度な心アミロイド病変が存在した二次

性の例でも，99mTc－PYP像は陰性を示すことがわ

かった．したがって，二次性アミロイドシースで

は，99mTc－PYPによる心病変の検出は困難である

と考えられ，このことは本症の診断において留意

すべき点と考えられた．

　以上，今回の検討より，99mTc－PYPシンチグラ

フィにより，アミロイドの心筋沈着の有無を診断

する場合，家族性の場合での高い診断率に比べ，

二次性の例では診断が困難であることに注意が必

要であると考えられた．また，201Tl心筋シンチ

グラフィは，アミロイドの沈着が高度で，心筋の

201Tl集積が影響を受ける場合に異常を示すと考

えられるが，特異性が低く，また検出率もそれほ

ど高くないと考えられた．
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Summary

Noninvasive　Diagnosis　of　Cardiac　Involvement　by　Technetium－99m－Pyrophosphate

　　　（Tc－99m　PYP）Myocardial　Scintigraphy　in　2　Cases　with　Familial　Amyloid

　　　　　　　　　　　Polyneuropathy　and　l　Case　with　Secondary　Amyloidosis

Masayuki　TAKEzAKI＊，　Yoshio　IsHIDA＊，　Takakazu　MoRozuMI＊，　Akihiro　TANI＊，

Hiroshi　SATo＊，　Masatsugu　HoRI＊，　Akira　KITABATAKE＊，　Takenobu　KAMADA＊，

　　　　　　　　　　　　　　Kazufumi　KIMuRA＊＊and　Takahiro　KozuKA＊＊＊

＊　The　First　Depa〃〃le〃10fルfedic’〃e，＊＊Bio〃iedi（’a／」Research　Center，

＊＊＊Department　of－　Radio　lo8y，　Osaka｛ノniversity　Schoo1ρゾ’ル1edi‘’ine

　　To　validate　the　significance　of　technetium－99m－

pyrophosphate（Tc－99m　PYP）myocardial　scin－

tigraphy　in　diagnosing　cardiac　amyloidosis，2pa－

tients　with　familial　amyloid　polyneuropathy（FAP）

and　l　patient　with　amyloidosis　secondary　to

chronic　rheumatic　arthritis　were　studied．　All　three

patients　had　echocardiographic　abnormalities，

which　were　increased　wall　thickness　of　the　inter－

ventricular　septum　and　the　left　ventricular　poste－

rior　wall，　and　granular　sparkling　appearance　in

the　septum．　In　2　patients　with　FAP，　abnormal

myocardial　uptake　of　Tc－99m　PYP　was　difrusely

detected　in　Tc－99m　PYP　SPECT．　In　the　remaining

lpatient　with　secondary　amyloidosis，　however，

Tc－99m　PYP　SPECT　showed　no　abnormality，
although　we　had　confirmed　the　presence　of　myo－

cardial　amyloid　deposits（type　AA　amyloid　protein）

with　high　amount　in　the　histological　examination．

Thus，　these　results　indicate　that　Tc－99m　PYP

scintigraphy　may　have　a　limitation　in　detecting

cardiac　involvement　in　secondary　amyloidosis

although　it　is　useful　in　FAP．

　　Key　words：　Cardiac　amyloidosis，　Technetium－

99m－pyrophosphate　scintigraphy，　Familial　amy－

loid　polyneuropathy，　Secondary　amyloidosis．
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