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これに関連して3題の発表があった．東京医大の笠井ら

は愁訴のないSPECT陽性例があり，冠拡張剤，抗凝固

剤を投与するとその80％で各種パラメータが改善し，

潜在性心筋病変の存在を推測した．岐阜大の澤らは冠動

脈に有意狭窄のない糖尿病患者にT1－201の集積低下，

再分布，不均等集積，WRの低下などの異常をみるもの

があり，微小血管障害の存在を示した．これらの2題は
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糖尿病患者の潜在性心筋障害の早期の検出，治療に重要

な示唆を与えるものといえよう．済生会中央病院の中川

らは，糖尿病の梗塞患者の中で左室収縮があり，心筋が

Viableと判断されたものの中にペルサンチン負荷でTl

の再分布を認めないものがあり，この方法による心筋

Viabilityの評価には慎重を要すると述べた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（小塚隆弘）

心　　動 態

（45－51）

　（45）First　pass　radionuclide　ventriculographyにおけ

るRVEFをfixed　ROI法とseparate　ROI法を比較さ

れ，絶対値としては両者ともさらに検討を要するものの，

後者の方が前者に比し異常と正常をより分離し易いと報

告された．（46）右室梗塞における右心ポンプ機能（RVEF）

にLVEF，　LVEDV等の与える影響について検討された．

右室梗塞群では下壁梗塞群に比し左心ポンプ機能の影響

を受け易いと報告された．しかし右室梗塞群の左心機能

（EF，　LVEDV）は下壁梗塞群に比し低下しており，右室

梗塞群と下壁梗塞群の差ではなく左心機能低下が右心機

能におよぼす効果をみている可能性があることが論議さ

れた．（47）冠動脈病変と右室機能の関係を検討するため

にdipyridamole負荷前後にfirst　pass　RN　ventriculog－

raphyを施行したところ，右冠動脈病変を有する群では

安静時に比しdipyridamole負荷時にはRVEFの低下し

ていたと報告された．（48）心プール法による左室，左房

容積曲線を用いた心機能指標のvalidityとcontrast

mediumを用いた左房，左室造影を比較検討され，心プ

ー ル法の信績性が高いことが報告された．（49）時間放射

能曲線の一次微分曲線、から得られるpeak　ejection　rate

（PER）をその時点までの時間time　to　peak　ejection

（TPE）で割り，平均駆出加速度image（MSAI）を作成し，

LVGの壁運動異常と比較しMSAIはsensitivity　92％，

specificity　93％，　accuracy　91％と非常によい相関を示し

たと報告された．（50）因子分析の際に左室以外の部位を

マスキングすると目的範囲内での因子の描出が明確とな

ると報告された．左心を右室と左房のmaskに際して，

その境界の決定が一番大切であると議論された．（51）

RN－angiocardiographyにより肺血液量を求め，ついて

平衡時期において拡張期の肺動脈の容積の変化と圧変化

から，肺動脈のコンプライアンス（dV／dP）を測定した

値は他の方法による値とよく一致したと報告された．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（後藤紘司）

（52－56）

　心臓のSPECTは最近興味が持たれはじめた新しい分

野であるので，活発な質疑応答があった．

　第52席の住友病院の栗原先生らは，multi－gate心プ

ールSPECTによる左心機能の解析について発表をされ

た．心プールSPECTは360度，32方向よりR－R間隔

を16等分し撮影し，心長軸にもとつく3方向断層像か

ら，左心室の壁運動の解析を行った．また左心室容積の

計算，駆出率の計算も行い，とくに壁運動の解析では心

室中隔と下壁の壁運動の診断に良いことを発表された．

　第53席の兵庫医大の尾上先生らは，multi－gate心プ

ー ルSPECTにより3D　softwareを用いて立体的に心臓

のRI画像を表示し，動態画像として心臓を観察すると

ともに，右心室の観察にも良いことを発表した．

　第54席の当科の釜野先生らは，48例で心プール

SPECTを行い心筋壁運動の解析を行いその有用性を発

表した．当科では180度回転，32方向撮影，R－R間隔

を10等分でデータ採取を行っているが，臨床的には十

分に有用で，従来のプラナーシンチグラムよりも優れた

診断能力が示された．

　ひきつづいて第55席の当科の本田先生らが，心臓RI

像の3次元立体表示の発表をした．全体的に各方向から

拍動する心臓画像を観察することができ，心室のみなら

ず，心房や大動脈も観察でき，第53席の発表とほぼ同
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じ成績が得られたように思われた．

　心臓のSPECTはこれから発展が予想される新しい分

野の一つであろう．

　第56席の京大の山下先生らは，N－13アンモニアを用

いて行ったPET像の心臓疾患への応用研究について発

表をした．近い将来PETは，　F－18　FDRが供給される

ようになると，広く各病院で使用される可能性が大きく，

期待が持たれる．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（町田喜久雄）

（57－63）

　このセッションで発表された研究テーマは，主として

Kr・81　m持続注入法による肺・心疾患の右心機能であ

った．本法による右心機能評価は技術的にはすでに確立

されており，いずれの発表も臨床的応用の有用性につい

てなされていたが，まだ各施設問で本法による右室駆出

率の正常値がかなり異なっており，データ採取等の技術

的な点でも問題があると思われた．

　57席（池田：浜松医療センター）では慢性閉塞性肺疾

患を対象に右室駆出率と肺機能，血液ガスなどの諸指標

との関連が検討され，本疾患の重症度判定における右心

機能評価の有用性が報告された．

　58席（久保田：群馬大）では冠動脈疾患を対象に運動

負荷時の右室駆出率炉検討された．右冠近位部病変群で

は負荷時に右室収縮期容量は増大して駆出率は低下し，

その成因として右室自由壁の虚血の重要性が示された．

　59席（岩窪：札幌医大）では各種心疾患の右室駆出率

および壁運動が検討された．またX線シネ右室造影法

による評価と本法（Kr－81　m）との高い相関が示された．

　60席（川野：北里大）では拡張型心筋症，心筋梗塞症

例の右室機能が検討され，右室梗塞および拡張型心筋症

の収縮および拡張機能の低下が報告された．

　61席（南地：姫路循センター）では下壁梗塞の右室機

能を急性期より半年以上にわたり追跡し，駆出率，壁運

動は経過とともに改善することを示した．

　62席（石田：慈恵医）では中心静脈内放射能を線線源

とする肺動脈内径の計測法が報告され，心拍出量測定へ

の応用が期待される．

　63席（河村：東邦大）では慢性閉塞性肺疾患を対象に

Xe－133の静注法による運動時右室駆出率と肺機能（肺

washout）が検討され，駆出率の低下とT1／2の減少が

報告された．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（鈴木　忠）

（291－297）

　本セッションの7席は，いずれも携帯用心機能装置に

関する演題で，装置はキャピンテック社製のVESTあ

るいはアロカ社製のWTCMSであった．291席では，

VESTで運動負荷時の心機能（EF），心電図変化および

症状をモニターし，EF，　ECGの変化は，症状の訴えよ

りも早期に生じ，EFの回復はECGの回復よりも早期

に起こることを指摘し，VESTの有用性を強調した．

292席では，安静時心プールより左室容積，VESTで負

荷前後のEF，心拍出量などを算出し，両者の併用が虚

血性心疾患の重症度評価に有用であると報告した．293

席はVESTの基礎的検討で，最大投与量は740　M　Bq

（20mCi）が適当なこと，検出器と心臓の距離，容積変

化，ずれなどの検討で，通常の使用方法では，臨床応用

に不都合はないことを報告した．294席は運動負荷時の

VESTのモニターで，罹患冠動脈数が多いほど運動負荷

時のEFの低下が大で，負荷前値から負荷後のEF上昇

が小さく，負荷後最大EF到達時間が延長する傾向がみ

られ，バイパス術後では，これらの指標が有意に改善し

たと報告した．295席は，WTCMSを用い経口強心薬

（デノパミン）の慢性心不全患者に対する急性効果の検討

であった．投与後60分から心拍数，EF，心拍出量の増

加，ED，　ES容積減少がみられ，これらの変化は，デノ

パミンの血中濃度とよい相関を示したと報告した．296

席は，WTCMSを用いた虚血性心疾患における運動負

荷時のニコランジル注の急性効果の検討で，本剤は運動

負荷時の心容積増加を予防し，収縮能を低下させずに運

動耐容能を保持すると報告した．267席は運動負荷回復

期のオーバー・シュート現象をWTCMSで検討し，収

縮期血圧／容積比，総末梢血管抵抗がオーバー・シュー

ト現象の様相に影響すると報告した．このように本装置

は臨床で有用な情報を提供しうる装置ではあるが，討論

で心容積の算出に疑問が出たごとく，今後検討すべき問

題も多い．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（西川潤一）

（298－303）

　このセッションでは，いずれも心プールシンチグラム

を虚血性心臓病の診断に応用したものであった．

　西尾（日本大学第二内科）らは，急性心筋梗塞42例で，

4～8週間の時期（短期）と6か月以後（長期）のEFの推

移を検討した．短期でみると急性期にPTCAを施行し

た症例では18％にEFの改善をみ，施行しなかった症

例では57％に低下をみた．しかし長期でみると58％に
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EFの改善をみ，改善をみなかった症例は内科的治療群

に多く，慢性期にPTCA・ACBGを施行した群には少な

かった．

　山本（新千里病院内科）らは，限局的な心筋虚血を診

断する目的で11例の健常例と心筋梗塞のない冠疾患例

17例に自転車エルゴメータによる運動負荷を施行し，

心基部を除く左室6分画の局所駆出率，最大駆出率およ

び充満速度時相の変動係数を検討した．その結果，50W

負荷時の最大充満速度時相が最も有用な指標であった．

　山科（聖路加国際病院内科）らは，狭心症を疑わせる

がCAGで25％以上の狭窄のない52例に臥位自転車エ

ノレゴメータ鯖を行い，1㎜以下のST低下を示した

21例と示さなかった31例につき血行動態諸量・壁運動

など対比検討した．安繍喘血圧140　mmHg以上，

駆出率の高値の症例にST低下が有意に多くみられた．

　唐木（千葉大学第三内科）らは，労作狭心症26例と健

常20例に自転車エルゴメータ負荷を施行し，狭心症例

ではST低下が回復期にも遷延するもの，さらに増悪す

るものがあり，これらの例でEFや平均肺動脈圧はすで

に回復しておD，ST偏位には虚血以外の因子も関与し

ている可能性を示した．

　広田（大阪市大第一内科）らは，狭心症20例にPTCA

前後および遠隔期に心プールシンチグラムの因子分析を

行い，自転車エルゴメータ負荷時LVEFが改善しない

例においても局所壁運動異常の改善が認められる例があ

り，PTCAの有効性の評価に有用とした．

　西尾（日本大学第二内科）らは，心筋梗塞発症早期の

再濯流療法が心機能の改善に有用か，EFおよび容量曲

線収縮末期の位相ヒストグラムの標準偏差を検討した．

D－PTCAがいずれも良好な成績を示した．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（國重　宏）

（304－307）

　304席，中川らは心プールシンチグラフィと左室圧の

同時測定による拡張期機能評価においてアンギオテンシ

ンIIを負荷して左室圧を上昇させた時の心房収縮期左

室流入変化を検討した結果，心房収縮期最大流入速度は

左室拡張終期圧と密接に関連する指標で，この圧の急性

変化を鋭敏に反映することを示した．305席，稲垣らは

やはり心プールシンチグラフィと左室圧の同時測定から

左室圧一容量曲線を作成し，この心機能曲線を心時相別

に解析した．本法によって従来の容量曲線描出法では知

られていなかった心房収縮期の圧一容量関係の細分化が

なされた．すなわち心房収縮期圧一容量曲線は以下の4

531

型に分類された：疾患の重症度に従って拡張終期容量増

加型（1型）から拡張終期圧上昇型（II型），さらにKnob

を形成する拡張終期容量増加型（III型）から拡張終期圧

上昇型（IV型）と別れる傾向にあった．アンギオテンシ

ンIIによって昇圧負荷を加えると数字の大なる型方向

へ変化した．以上が本報告の要旨であるが，305席を含

め，従来の心臓核医学において全く無視されてきた左室

内圧情報を心プール法に加えることによって核医学上の

指標をより生理学的に理解し得るようになると言う点で

注目したい分野である．306席，古田らの報告は陳旧性

心筋梗塞において6次フーリェ近似して得られた左室容

量曲線の二次微分曲線が等容弛緩期に0になる点の比較

により，前壁梗塞と後下壁梗塞が分けられるとした．

307席，山岸らによって一枝病変患者の両心室の心プー

ル法による検討で虚血性心疾患患者では収縮機能に比し

て拡張機能の障害が強く，左室ではこの拡張障害は位相

画像の標準偏差からみた不調和壁運動と負の相関を認め

たが，右室での相関は低く，両心室でその機序が異なる

ことが示された．拡張機能は病的心の機能障害を示す鋭

敏な指標として定着した感があるが，その機序の解明や

意義など，より深い検討が必要と思われた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（勝目　紘）

（308－311）

　本セッションは心動態の拡張能に関する演題を中心に

構成された．梅澤氏は労作性狭心症例に対して，多段階

負荷心プールシンチを施行してISDNとnifedipineが

拡張期指標に及ぼす影響について報告された．ISDN投

与前後ではPFRよりもEFの方が鋭敏に虚血性変化を

反映することを提示され，またnifedipine投与後には

PFRが有意に改善し，　ISDNとその態度の差異に言及

され，nifedipineには虚血の改善以外の効果があること

を示された．臨床的には非常に興味あるテーマであり，

さらに症例を重ねられ，より一層，詳しい分析成績を次

回に期待する．久保田氏は虚血性心疾患患者に対してス

ワン・ガンツカテーテルを挿入し，運動負荷心プールシ

ンチグラフィを施行して，正DVとPAWPの関係を検

討された．そして虚血性心疾患の左室反応異常はDVE

に鋭敏に反映されることを示された．非常に努力を要す

る研究であるが，今後は虚血性心疾患の種類別に他の各

種Prameterについても検討していただければ，臨床家

にとり有益な情報が得られるのではないかと愚考した．

よリー層のご検討を期待する．谷氏は糖尿病患者におけ

る自律神経機能障害と左室充満機能について検討された．
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心プールスキャン施行と同時に交感神経機能を定量的に

測定し，交感神経刺激に心拍変動周期が反応する群では

左室充満機能が改善されることを提示された．交感神経

機能を定量的に測定し表示することがいかに困難なこと

かは周知のことであり，このテーマに果敢に取り組まれ

ておられ敬服させられた．今後，この方面における研究

の発展を祈念する．井上氏はHCM，　DCM，　IHDにおけ

るメトキサミン負荷時の左室拡張能の変化を血中ANP

と併せて検討された．そして血中ANPとAC／SVの変

化率の間には逆相関がみられ，左房収縮能は左室拡張末

期圧の変化に伴い変化することを提示された．機能的な

ものと生化学的Parameterを巧みに組み合わせて分析

されており，今後の研究の発展が楽しみなテーマだと思

われる．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（山澤靖宏）

（470－475）

　本セッションは，心動態の最後のセッションであり，

心筋症に関するもの4題と心弁膜症に関するもの2題と

いう内容であった．

　演題470（大阪大・一内，両角ら）は，肥大型心筋症に

関するもので，安静時の左室最大充満速度が正常の群と

低下している群とで，運動耐容能の差を運動負荷時の心

プールスキャンと呼気ガス分析の結果を用いて比較した

ところ，後者の群で運動耐容能の低下がみられ，左室拡

張期充満障害が運動耐容能の低下に関与することが示さ

れた．

　演題471は，演者が慈恵医大・三内，島田から田中に

変更され，対象もHCMからDCMに訂正された．
81mKr中心静脈カテーテル連続注入法を用いた心拍出量

の経時的測定法を開発し，ISDNの投与前後での経時的

変化についての検討であった．

　演題472（日本鋼管病院・内，川村ら）は，拡張型心筋

症に対するβ遮断剤療法の効果についての検討であった

が，対象症例数が少なかったためか，まとまった結論は

得られなかったようである．

　演題473（京都府医大・二内，松原ら）は，心尖部心室

瘤を伴った心室中部閉塞性肥大型心筋症の心プール，心

筋シンチと超音波ドプラ所見との対比であったが，心プ

ー ルシンチで特徴的な所見が得られていた．

　演題474（岡山大・放，清水ら）は，心弁膜症に対する

弁置換術の術前，術後の左心機能の変化についての検討

であったが，術後造隔期での検討も必要であると思われ

た．

　演題475（岡山大・二外，荒木ら）は，後天性弁膜疾患

における右心・左心機能の相互関与に関する検討であっ

たが，左室の拡張による右心機能への影響とともに，右室

の拡張が左心機能へ直接的影響を及ぼすことが示された．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平木洋夫）

MRI・MRS

（72－76）

　MRI・MRSとの関連は今後の核医学にとって重要な

テーマとなるであろう．かつて脳シンチグラム，肝シン

チグラムがCTの出現によって，その独占的地位を失っ

たことは記憶に新しい．同様のことが，MRI・MRSの

普及一般化によって起こる可青1推は十分にある．一般的

に言って，画像診断のモダリティーの多様化と進歩は，

他方において，きびしいテクノロジー・アセスメントに

さらされることであり，そのような洗礼の上で，役に立

つ核医学であることと，核医学でなければならぬ核医学

の道を探ることが必要であろう．

　東大の西川らはMRIの三次元フーリエ法によって臨

床応用の可能な冠訪脈描出の試みを紹介したが，心臓の

形態・動態描出のかなりの部分はMRIが主役となって

いく可能性があると考えられる．福井医大の周藤らは

Gd－DTPAの描出するものが99mTc　DTPAの示す動態

と基本的の等価なものであることを示したが，MRIの

側においても核医学で培われた考え方の導入が今後の成

長の糧となるだろう．放医研の池平，橋本らは13C，；9F

等の安定同位体標識化合物の代謝をMRSで追跡する試

みを発表したが，PET等で示される現象との照合が行わ

れ，ある意味でのPETの一般化の一助となることを将

来的に期待したい．兵庫成人病センターの櫓林らは31P－

MRSの悪性腫瘍の挙動についての発表を行ったが，い
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