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運動負荷2°iTl心筋シンチグラフィにおける

　　安静時少量追加投与の試み（第1報）

24時間像および局所壁運動との対比検討

大谷　　弘＊　　玉木　長良＊
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　要旨　虚血性心疾患37例に，運動負荷201Tl心筋SPECTの3時間像撮像後に安静時201Tl少量追加投与

を試み，その有用性を検討した．3時間像で固定性欠損であった52区域の中で19区域（37％）は，少量追加

投与により再分布がみられた．3時間像で不完全再分布であった43区域の中で，15区域（35％）は少量追加

投与により完全再分布となった．また24時間遅延像も9例に施行したが，3時間像で固定性欠損であった13

区域の中の5区域（38％）で再分布が明らかになったが，逆に3時間像で再分布のみられた7区域の中の3

区域（43％）で再分布がみられなくなった．なお，3時間像では固定性欠損，少量追加投与により再分布が明

らかになった区域の壁運動異常（壁運動スコアーL65士1．17）は，固定性欠損のままであった区域（2．29土

1．05）より軽度であった（pく0．05）．以上より，運動負荷201Tl心筋SPECTに少量追加投与法を併用するこ

とにより再分布の判定が向上し，かつ少量追加投与で生じた再分布のある領域は，壁運動が保たれる傾向に

あった．24時間像と比べて画質が良いことと，当日のうちに検査ができるという利点もあり，少量追加投与

法は心筋viabilityの評価に有用と考えられた．

1．はじめに

　運動負荷201T1心筋シンチグラフィは，虚血性

心疾患の診断だけでなく，治療方針の決定や治療

効果の判定に広く用いられている．一般的には運

動負荷201Tl心筋スキャンの負荷直後像と3～4

時間像での再分布の有無により，虚血心筋あるい

は梗塞心筋と判定される1・2）．しかし，この梗塞

心筋と判定される領域の一部に，血行再建術後に

回復する可逆的な虚血心筋が含まれることや3・4），
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再分布の著しく遅延する虚血心筋の存在が報告さ

れるようになり5～7），再分布のない領域の心筋

viabilityの正確な評価には限界が指摘されてい
る8’“　10｝．

　この問題を解決すべく，24時間後の遅延像の撮

像や6・7），安静時再投与IDなどが試みられるよう

になった．著者らも，3時間後の微少再分布の意

義について検討してきた12）．今回，再分布の有無

をより明瞭に描出することを目的として，3時間

像を撮像後に少量の201T1を追加投与する少量追

加投与を試みた．今回は本法の意義にっいて，24

時間遅延像および壁運動異常との関係について対

比検討したので報告する．

II．対象および方法

1）対　　象

心筋梗塞25例を含む虚血性心疾患37例を対象と
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10 核医学　　27巻1号（1990）

した．年齢は48歳から73歳まで（平均61．3歳）で，

男性29名，女性8名であった．29例は3時間後に

少量追加投与を，8例では24時間後に少量追加投

与を行った．このうち9例では24時間遅延像を撮

像している．

　2）運動負荷201Tl心筋SPECTと201TI少量

　　追加投与法

　運動負荷201T1心筋SPECTは，自転車エルゴ

メータを用い，25ワットより3分ごとに25ワット

ずつ増加させる多段階運動負荷を用い，symptom

limitedの最大運動負荷時に201Tlを約111MBq

（3mCi）静注し，可能な限り同負荷を1分間継続

した．静注10分以内および3時間後に回転型ガン

マカメラを用いLPO　45°からRAO　45°まで180°

回転（30秒×32方向）しデータを収集した．その

後201Tlを37　MBq（lmCi）安静時に追加投与し

て，10分後より少量追加投与像を同様に撮像した．

また，24時間像も同様にして得た．

　得られた201Tl心筋SPECT像は6mm間隔の
体軸横断断層像のほか，短軸断層像や長軸断層像

を再構成した．再構成して得られた心筋SPECT

像より左室心筋を前壁，中隔，心尖部，下壁，側

壁の5区域に区分して，3時間像の再分布の程度

と少量追加投与像の再分布の程度を比較検討した．

同様に24時間像も3時間像の再分布の程度と比較

して少量追加投与法の意義について検討した．

　今回の再分布の判定は，得られた心筋SPECT

像を視覚的に判定して完全再分布，不完全再分布，

再分布のない固定性欠損の3つに分類した．

　3）少量追加投与法と局所壁運動

　少量追加投与を施行した31例に，当日のうちに

RI心プールを施行した．　RI心プールは99mTc　in

vivo赤血球標識後10分より平衡時マルチゲート

心プールスキャンを用い正面，左前斜位の2方向

より，それぞれ300心拍収集を行った．局所壁運

動は心筋SPECT像との対比のために得られた動

画像を正面像で前壁，心尖部，下壁に，左前斜位像

で中隔，側壁の計5区域に区分して，5段階にスコ

ア化して（0＝norma1，1－hypokinesis，2＝severe

hypokinesis，3＝akinesis，4＝dyskinesis），各群での

スコアの平均を

て算出した．

regiOnal　wall　mOtiOn　SCore　とし

III．結　　果

　1．少t追加投与像と3時間像の再分布の比較

　少量追加投与を試みた37例において，運動負荷

直後像で101区域に血流低下を認めた．これらは

3時間像で完全再分布（6区域），不完全再分布

（43区域），固定性欠損（52区域）と判定された．少

量追加投与により完全再分布（22区域），不完全再

分布（46区域），固定性欠損（33区域）と判定される

ようになり，101区域の中で67区域（66％）で同所

見であった（Table　D．しかし，3時間像で不完

全再分布であった43区域では，少量追加投与によ

り15区域（35％）が完全再分布となった．同様に

3時間像で固定性欠損であった52区域でも，少量

追加投与により19区域（37％）で再分布がみられ

るようにな・）た（Table　1）．

　2．24時間像と3時間像の再分布の比較

　24時間像を撮像した9例において，運動負荷直

後像で20区域に血流低下を認めた．これらは3時

間像で完全再分布（1区域），不完全再分布（6区域），

固定性欠損（13区域）と判定された．24時間像で

は完全再分布（0区域），不完全再分布（9区域），固

定性欠損（11区域）と判定され，11区域（55％）で

同所見であった．3時間像で固定性欠損であった

13区域では，24時間像により5区域（38％）で再

分布が明らかになったが，3時間像で再分布のみ

られた7区域の中では，画質の低下のために3区

Table　1 Comparison　of　201TI　redistribution　by　3　hr

delayed　scan　and　L’olTl　reinjection　scan

3hr　scan
Reinjection　scan

CR IR　　　PD

O　　　　O

28　　　　0

18　」3
46　　　33

Total

CR
IR

PD
Tota1

6
く
∨
－

22

CR＝complete　redistribution

IR＝　incomplete　redistribution

PD＝persistent　defect

6
∩
5
2

　
4
5101
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域（43％）で再分布がみられなくなった（Table　2）．

　3．　3時間後の再分布と局所壁運動の関係

　RI心プールによる局所壁運動のregional　wall

motion　scoreは，3時間像で正常血流（完全再分

布を含む）の区域で0．35士0．70，不完全再分布の区

域で1．00士1．12，固定性欠損の区域で2．04士1．13

とおのおの有意差がみられ（各p〈0．005），再分布

の少ない区域ほど壁運動異常は著明となった
（Table　3）．

　4．少量追加投与法と局所壁運動の関係

　3時間像で固定性欠損であった区域において，

少量追加投与により再分布が明らかになった区域

のregional　wall　motion　scoreは1．65土1．17であ

り，固定性欠損のままであった区域（2．29士1．05）

よりも低値を示し，局所壁運動異常の程度は軽

度であった（p＜0．05）．しかし，このような区域

は3時間像ですでに不完全再分布のみられる区域

Table　2　Comparison　of’201Tl　redistribution　by　3　hr

　　　　delayed　scan　and　24　hr　delayed　scan

3hr　scan
24hr　scan

CR
IR

PD
Total

CR

0
0
0
0

IR

ー
コ
」
く
」

9

PD

0
「
」
8
11

Total

1
1
0
？
」20

Table　3　Comparison　of　3　hr　scan　with　regional　wall

　　　　motion

11

（1．00士1．12）よりもregional　wall　motion　scoreは

高値を示し，局所壁運動異常は著しい傾向にあっ

た（p＜0．05）（Table　4）．

　5．症例呈示

　安静時少量追加投与を試みた5症例の運動負荷

201Tl心筋SPECT像を供覧する．

　【症例1】　52歳，男性：発症1年2か月後の前

壁梗塞で，冠動脈造影上左前下行枝に90％の狭窄

があり，PTCAにより50％狭窄になった1枝病変

例である．運動負荷201Tl心筋SPECTの負荷直

後像では前壁と中隔に血流の低下があり，3時間

像で同部位に不完全再分布が認められた．これら

の部位は，少量追加投与により上部中隔を除いて

完全再分布を示した（Fig．1）．

　【症例2】　59歳，女性：発症6年後の3枝病変

を有する前壁梗塞例である．運動負荷201T1心筋

SPECTの負荷直後像で前壁と中隔および下壁に

血流の低下があり，3時間像で中隔にわずかな再

分布を認めるが，前壁と下壁は固定性欠損と考え

られた．しかし，少量追加投与によりこれらの部

位に再分布を認めた（Fig．2）．

57613121
4996　×2

」

STRESS

3hr　scan　　　　n　　　Wall　motion　score

　PD　　　　　　　　45　　　　　2．04士1．13－＊

　lR　　　　　　　　33　　　　　1．OO　t：L12＝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊
　NorCR　　　69　　　　0．35土0．70－

（＊p〈0．005）N　・normal　perfusion

3　HR

REINJECT
Table　4　Comparison　of　201Tl　reinjection　scan　with

　　　　regiOnal　wall　mOtiOn

3hr　scan　Reinjection　scan　n

PD　　　　　　PD　　　　　28

PD　　　　　　IR　　　　　17

1R　　　　IR　orCR　　　33

（†p＜0．05）

Wall　motion　score

　2．29士1．05－†

　1．65土1．17＝
　　　　　　†
　1，00士L12一

Fig．1　Representative　short　axial　slice　of　stress（top

　　　left），3hr　delayed（top　right）and　201Tl　reinjec－

　　　tion（bottom）scans　of　a　patient　with　anterior

　　　wall　infarction．　Incomplete　redistribution　in

　　　anterior　and　septal　walls　is　noted　on　3　hr

　　　delayed　image．　But　complete　redistribution　in

　　　these　areas　except　upper　septal　wall　is　noted　on

　　　relnJ㏄tlon　lmage・
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11492147
4096　×2

、

STRESS

、

3　HR

668632②2
　694　×2

STRESS

轟

3HRS

、

Fig．2

REINJECT

Representative　short　axial　slice　ofapatient　with

anterior　wall　infarction．　Persistent　defect　in

anterior　and　inferior　walls　and　incomplete　re－

distribution　in　septal　wall　are　noted　on　3　hr

delayed　image．　But　incomplete　redistribution

in　these　walls　is　noted　on　reinjection　image．

　　　　　　　　　　　　24HRS　　　　　　　　　　　　REINJECT
　　　　　　－

Fig．4　Representative　short　axial　slice　of　stress（top

　　　　　　left），　3　hr　delayed　（top　right），　24　hr　delayed

　　　　　　（bottom　left）and　L’olTl　reinjection　（bottom

　　　　　　right）scan　of　a　patient　with　lateral　wall　infarc－

　　　　　　tion．　Persistent　defect　in　lateral　and　inferior

　　　　　　walls　is　noted　on　3　hr　and　24　hr　delayed　images．

　　　　　　But　incomplete　redistribution　in　these　is　noted

　　　　　　On　relnJeCtlOn　lmage．

24493149
4096　×2

警

STRESS

♪

3　HR

STRESS 3　HRS

繧

Fig．3

　　　　　REINJECTION

Representative　short　axial　slice　ofapatient　with

anterior　wall　infarction．　Persistent　defect　in

anterior　and　septal　walls　and　incomplete　redis－

tribution　in　inferior　wall　are　noted　on　3　hr

delayed　image．　Same　findings　in　these　walls　are

noted　on　reinjection　image．

24　HRS REINJECT

Fig．5 Representative　short　axial　slice　of　a　patient

with　lateral　wall　infarction．　Persistent　defect　in

lateral　and　inferior　walls　is　noted　on　3　hr

delayed　image．　But　incomplete　redistribution

in　these　is　noted　on　24　hr　delayed　and　reinjec－

tlon　lmages．
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　【症例3】56歳男性：発症4年6か月後の2

枝病変を有する前壁梗塞例である．運動負荷L’OITI

心筋SPECTの負荷直後像で前壁と中隔および下

壁に血流の低下があり，3時間像で下壁は不完全

再分布を示し，前壁と中隔は固定性欠損と考えら

れた．少量追加投与によってもこれらの部位は同

所見のままであった（Fig．3）．

　【症例4】　54歳，男性：発症4年後の3枝病変

を有する側壁梗塞例である．運動負荷201Tl心筋

SPECTの負荷直後像で側壁と下壁に血流の低下

があり，3時間像と24時間像では側壁の一部に

わずかな再分布がみられたが，下壁ではみられな

かった．少量追加投与像では側壁と下壁に明らか

な再分布を認めた（Fig．4）．

　【症例5】73歳男性：発症4か月後の3枝病

変を有する側壁梗塞例である．運動負：荷L’OITI心

筋SPECTの負荷直後像で側壁と下壁に血流の低

下があり，3時間像で側壁と下壁は固定性欠損を

示した．24時間像でこれらの部位に再分布がみら

れるようになり，少量追加投与により再分布はさ

らに明らかになった（Fig．5）．

IV．考　　案

　心筋viabilityの判定は，運動負荷L’OITI心筋シ

ンチグラフィの再分布の有無を視覚的に判定し

て行われているが1・2），この方法のみでは心筋の

viabilityを過小評価する可能性がある10）．すなわ

ち，固定性欠損と判定された領域に血行再建術

後に回復する可逆的な虚血心筋が含まれること

や3，4），…部に再分布が著しく遅延する虚血心筋が

存在すること5～7）が報告されている．そこで，24

時間後のスキャン6・7｝や運動負荷時と安静時の2

回投与スキャン川が試みられるようになり，わ

れわれも虚血心筋におけるFDG－PETに検討を加

えてきたが12・13），その集積の有無と運動負荷201Tl

心筋SPECTを対比して，再分布の判定には視覚

法のみでなく定量解析による微少再分布の重要性

を報告している14・15）．しかし，24時間後のスキャ

ンではカウントの低下による画質の劣化の問題が

ある．また運動負荷時と安静時の2回投与スキャ

13

ンではコストの而，被曝の問題だけでなく，さら

には半減期が長いためにHをあけて2回検査する

必要がある．一方微少再分布は有意義であるが，

再分布の判定が困難な症例も時折みられる．今回

これらの問題点を補い，再分布を十分な画質で，

その日のうちに判定することを目的として，運動

負荷2〔DIT1心筋SPECTの3時間後のスキャン後

に少量の201Tlを追加投与して再スキャンを行う

少量追加投与法を試みた．少量追加投与により得

られた画像は，3時間後の再分布像と安静時血流

分布像をあわせた意味をもち，十分なカウントを

有する画像で再分布の判定を行うことができる．

以前にも，201Tlの1／4量を分注して心筋血流予備

能を定量評価する方法を試みてきたが16川，今回

は安静時に少量追加投与を行い再分布の判定に用

いてみた．

　今回の検討では，3時間像で固定性欠損と判定

された区域の約40％に少量追加投与により再分布

がみられ，3時間像で不完全再分布であった区域

の35％は少量追加投与により完全再分布となった．

症例は少ないが24時間像でも3時間像で固定性欠

損であった区域の約40％に再分布がみられたが，

一’ 部に3時間像より再分布の判定が困難になった

区域が存在した．これは2°ITIのカウントが少な

く，とくに24時間像では収集カウントの低下によ

り画質の劣化が著しく，分布の詳細な変化の解析

が困難なためと考えられる．このことより，少量

追加投与法は遅延再分布の区域の検出に24時間像

とほぼ同等，あるいはそれ以上の有用性があるこ

とが示された．また24時間像と比較して当日のう

ちに検査ができ，画質も良いという利点もあり，

とりわけ3時間像で再分布の明らかでない固定性

欠損が存在する場合に少量追加投与を行うことは，

心筋viabilityのより正確な評価のために有用と考

えられた．

　一・方，局所壁運動との対比検討では，201Tlの再

分布の程度は局所心機能と密接な関連のあること

が示された．とりわけ少量追加投与法により再分

布の明らかにな’・た区域は，3時間後にすでに再

分布のある領域よりも心機能は低下しているが，
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少量追加投与でも再分布のみられない領域よりも

心機能は保たれており，虚血の程度は著しいがあ

る程度viableな心筋の存在を反映しているもの

と考えられた．ただし，今回の壁運動評価は安静

時のみの検討であり，今後運動負荷を含めた対比

検討が必要と考えられる．またviabilityの判定に

は，血行再建術前後での検討も重要であり，今後

この点についても検討を加えてゆく予定でいる．

　本法は当日のうちに検査が終了し，かつ画質が

良く再分布の有無をより高い信頼度で判定できる．

今回の検討から，心筋のviabilityを判定する上で

は201Tlの再分布の有無は重要であり，3時間像

で固定性欠損でもなんらかの方法により再分布の

有無を検出することが大切であり，そのひとつと

して少量追加投与法が有用であることが示唆され

た．

V．ま　と　め

　虚血性心疾患37例に運動負荷201Tl心筋SPECT

の遅延像撮像後に安静時少量追加投与を試み，再

分布の程度について3時間像と比較検討した．24

時間像を撮像した9例についても同様に検討した．

RI心プールも施行した31例では局所壁運動につ

いても検討した．

　1）　3時間像で固定性欠損であt・た52区城の中

で，19区域（37％）は少量追加投与により再分布が

みられた．

　2）　3時間像で不完全再分布であった43区域の

中で，15区域（35％）は少量追加投与により完全再

分布になった．

　3）　24時間像では，3時間像で固定性欠損であ

った13区域の中の5区域（38％）で再分布が明らか

になったが，3時間像で再分布のみられた7区域

の中の3区域で画質の低下のために再分布がみら

れなくなった．

　4）Regional　wall　motion　scoreによる局所壁運

動の検討では，3時間像で正常血流，不完全再分

布，固定性欠損の区域の局所壁運動の間に有意差

が認められた（各p＜0．005）．

　5）　3時間像で固定性欠損である区域において，

少量追加投与により再分布が明らかになった区域

（壁運動スコアー1．65±1．17）と固定性欠損のまま

であった区域（2．29士1．05）では，局所壁運動の間

に有意差が認められた（P＜0．05）．

　以上より，運動負荷201Tl心筋SPECTの再分

布の判定に少量追加投与法を併用することにより，

心筋viabilityの評価が向上し，かつ少量追加投与

により再分布のみられる領域はviableな心筋であ

ることが示唆された．
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Summary

Assessment　of　Resting　Thallium－201　Reinjection　after

　　Stress－Delaye《1　Tl　Imaging（1）：Comparison　with

　　　　　24－hour　Scan　and　Regional　Wall　Motion

Hiroshi　OHTAN1＊，　Nagara　TAMAKI＊，　Yoshiharu　YoNEKuRA＊，

Ryuji　NoHARA＊＊，　Ishtiaque　H．　MoHluDDIN＊，　Shinji　ONo＊＊，

Hirofumi　KAMBARA＊＊，　Chuichi　KAwAl＊＊，　Kazuo　HIRATA＊＊＊，

　　　　　　　　　　Toshihiko　BAN＊＊＊and　Junji　KoNlsHI＊

＊Z）ep‘lrt〃lentρ／’Radio／oβγand／Vuc／earルfedi（’ine，＊＊　Tli　ird　Z）ivisiOtl，　Z）eりat・’〃lenrρノ’Interna1ルiedi‘・ine，

　　　　＊＊＊Depart’nent　o∫’Card’（）VCIs（・〃／ar　St〃・ge’ツ，　Kyo’θUnive’・sit．y　Fa（’u〃γρ1’ル1edi〈・’ne．κγ‘）rθ

　Clinical　value　of　resting　reinjection　of　l　mCi

（37MBq）of　TI　after　stress－delayed　scan　was　as・

sessed　in　comparison　with　24　hr　delayed　scan　and

regional　wall　motion（RWM）in　37　patients　with

coronary　artery　disease．　Of　101　segments　with

initial　perfusion　abnormality，　concordant　find－

ings　were　observed　after　Tl　reinjection　in　67　seg－

ments（66％）．　But　redistribution（RD）after　Tl

reinjection　was　observed　in　190f　the　52　persistent

defect（PD）segments（37％），　and　complete　RD

was　observed　150f　the　43　segments（35？・6）where

3hr　scan　showed　incomplete　RD．　On　the　other

hand，　concordant　findings　were　observed　on　24　hr

delayed　scan　in　l　l　of　the　20　segments　with　perfusion

abnormality（55％）．　RD　on　24　hr　delayed　scan　was

observed　in　50f　the　13　PD（38％），　but　it　was　not

apparent　in　30f　the　7　segments　where　3　hr　scan

showed　RD．　Furthermore　the　segments　which

showed　RD　after　Tl　reinjection　in　PD　segments

tend　to　have　less　severe　RWM　abnormality　than

the　sustained　PD　segments（RWM　score：L65土
1．17vs．2．29土LO5，　P＜0．05）．

　These　data　indicate　that　Tl　reinjection　which

permits　assessment　of　RD　with　good　quality

images　on　the　same　day　is　considered　as　a　valuable

means　for　assessing　myocardial　viability．

　Key　words：　Coronary　artery　disease，　Tl－201，

Viability，24－hour　scan，　Regional　wall　motion．
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