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《原著》

T1－201負荷心筋シンチグラム，心動態シンチグラム

　　　　　　　による糖尿病患者の心合併症の検討

宮下　岳夫＊　　笠井龍太郎＊

山澤　靖宏＊　　伊吹山千晴＊

池部　伸彦＊　　永井　義一＊

能登谷洋子＊＊

　要旨　糖尿病患者における潜在性心病変の診断を目的に，心愁訴のない糖尿病患者を，高血圧の合併がな

く心電図の正常な（DM）群，高血圧を合併する（HT）群，心電図上心筋障害が認められる（MD）群，両者

を合併する（HT＋MD）群の4群に分け，　Tl－201負荷心筋シンチグラムおよび心動態シンチグラムを施行し，

比較検討した．SPECT陽性率は，　DM群83人中23人（27．7％），　HT群30人中9人（30．0％），　MD群12人

中6人（50．0％），HT＋MD群17人中12人（70．6％）で，　DM群およびHT群に比し，　HT＋MD群は有意

に高かった（P〈0．01，P＜0．Ol）．心動態シンチグラムの各指標では，　HT＋MD群において，正常対象群に

比し，1／3FFおよび，　PFRの有意な低下とTPFの有意な延長が認められた（p〈0．001，p＜0．05，　P＜0・05）・

すなわち，糖尿病患者では高血圧と心筋障害の合併により，左室急速流入障害とSPECT上陽性所見を高率に

示した．以上より，糖尿病患者では心愁訴がなくとも潜在性心病変が高率に存在し，特に高血圧と心筋障害

両者の合併により顕著になることを，負荷心筋シンチグラムおよび，心動態シンチグラムより明らかにした．

1．緒　　言

　糖尿病患者において，心病変はその重要な合併

症の一つであり，心疾患による死亡率が非常に高

いことが報告されている1・2）．加えて糖尿病患者に

おいては，全く無症状に心筋梗塞を発症するいわ

ゆる無痛性梗塞silent　infarctionがしばしば見ら

れる．Nestら3）は，糖尿病患者の心筋梗塞におい

ては32～42％の例で胸痛がなく，非糖尿病患者の

6～15％に比較して，無痛性梗塞が多いと報告し

ている．したがってその潜在性心病変の早期発見

は重要である．糖尿病患者の心病変に関しては，

元来，冠動脈の動脈硬化性病変が強調されてきた

が4），近年，冠動脈病変以外の要因による心筋障
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害が注目されている5”’8）．一方，高血圧も冠危険因

子の一つであると同時に，diabetic　cardiomyo－

pathyに合併率が高いことが報告されている9）．

著者らは，心愁訴のない糖尿病患者を心電図異常

および，高血圧の有無で分類し，負荷心筋シンチ

グラムおよび，非侵襲的左室機能評価法として心

動態シンチグラムを施行し，その心病変につき検

討した．

II．対　　象

　臨床上，狭心痛等の心愁訴のない糖尿病患者

142例（男性104例，女性38例，平均年齢57．7士

10．2歳）を対象とし，以下の4群に分類した．1）

高血圧の合併がなく，安静時心電図が正常である

群（DM群）83例（男性62例，女性21例，平均

年齢56．0土9．9歳），2）高血圧を合併する群（HT

群）30例（男性22例，女性8例，平均年齢57．8±

11．0歳），3）心電図上心筋障害を合併する群（MD

群）12例（男性10例，女性2例，平均年齢61．8土

7．6歳），4）両者を合併する群（HT＋MD群）17例
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Table　l　Patient　population

核医学　27巻12号（1990）

　　　　　Number　　Age（year）

言ζ　　C　：；：1‡，？：91

　　　　　　　　　　　　　　N㍑MDl；14：19：1」
Total　　　　　　142　　　　57．7±10．2

＊P＜0．001

DM：diabetes　mellitus． HT：hypertension．

MD：myocardial　damage．

M／F

62／21

22／8

10／2

10／7

104／38

（男性10例，女性7例，平均年齢64．8土7．6歳）．

平均年齢はHT＋MD群で，他の3群に比し有意
に高かった（p＜0．001）（Table　l）．

　高血圧症は，WHOの分類にもとづき収縮期圧

1　60　mmHg，　and／or拡張期圧95　mmHg以上とし

た．しかしその多くは，降圧剤の内服をうけコン

トロールされていた．心電図上，陳旧性心筋梗塞

の所見のあるものは対象から除外し，四肢誘導お

よび，左側胸部誘導にてT波の平低化のあるもの

を心筋障害とした．

　また，健常者23人（男性13例，女性10例，

平均年齢55．1±5．9歳）に対して，心動態シンチグ

ラムを施行し，正常対象群（N群）とした．

III．方　　法

　運動負荷は，自転車エルゴメータ（シーメンス

社製）を用いた多段階負荷法で行い，下肢の疲労，

息切れ等の自覚症状や，心電図上有意なST変化，

予測最大心拍数の85％以上，あるいはRPP（Rate

Pressure　Product）25000以上をend－pointとし，

201TICl　l　l　1　MBq（3　mCi）を静注し，さらに1分

間同量の負荷を継続させた．そして，負荷直後

と3時間後にデータ収集し，それぞれのSPECT

（Single　Photon　Emission　Computed　Tomography）

像を得た．データ収集は180度法にて5度毎36

方向について施行した．使用装置は，低エネルギ

ー汎用コリメーターを用いた回転型ガンマカメラ

（島津社製ZLC75）であり，　RIデータ処理システ

ムは島津社製SCINTIPAC2400を用いた．　SPECT

像は核医学の専門家3人で読影し，2人以上が可

逆性，あるいは不可逆性の灌流異常と認めた場合

をSPECT陽性とした．

　心動態シンチグラムは，ピロリン酸で赤血球を

標識した後，99mTc　370　MBq（10・mCi）を肘静脈よ

り静注し，約10m∫の生理食塩水でフラッシュし，

データ収集は，LAO　40度で平衡時に施行した．

　平衡時法により，左室のtime　activity　curve，

およびその一次微分曲線より収縮期指標として

LVEF（Left　Ventricular　Ejection　Fraction）を，拡

張期指標として1／3FF（Filling　Fraction），　PFR

（Peak　Filling　Rate），　TPF（Time　to　Peak　Filling）

を算出した．

IV．結　　果

　1）各群間の臨床所見の対比

　罹病期間，インスリン治療率，総コレステロー

ル値は4群間において有意な差を認めなかったが，

網膜症合併率は，HT＋MD群70」％，　DM群

43．3％とHT＋MD群はDM群に比し有意に高
かった（P＜0．05）．HbAlcは，　MD群7．4士0．8％，

DM群8．3土2．4％，とMD群はDM群に比して
低値であった（P＜0．05）（Table　2）．また，　DM群

をSPECT陽性群，　SPECT陰性群に分類し，両群

間の臨床所見を比較したが，いずれも両者で有意

差を認めなかった（Table　3）．

　2）各群間のSPECT陽性率

　SPECT陽性率は，　DM群83人中23人（27．7％），

HT群30人中9人（30．0％），　MD群12人中6人

（50．0％），HT＋MD群17人中12人（70．6％）と

HT＋MD群において，　DM群およびHT群に比
し，有意に高かった（p＜0．001，p＜0．01）．また，

各群間におけるSPECT陽性中可逆性灌流異常の

割合はそれぞれ87％，56％，100％，75％，であり，

灌流異常を示した領域は前壁中隔24例，後下壁

19例，側壁5例であった（Fig．1）．

　症例を呈示す．A，　Bともに高血圧，心筋障害の

ないDM群である．　Aは，49歳男性，後下壁

に不可逆性灌流異常を認める．Bは54歳，男性，

前壁中隔に可逆性灌流異常を認める（Fig．2）’

　3）負荷時各パラメータの比較
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Table　2　Comparison　of　clinical　findings

DM HT MD HTt－MD
Duration　of　diabetes（yrs）

lnsulin　treatment（％）

Total　choresterol（mg／d1）

Retinopathy（％）

　　　　HbAJC（％）

p！0．05

6．2寸5．2

　18．1

209　t　40

　　1

43．3

　　1
8．3士2．4

7．7寸一6．5

29．0

215　ll　64

57．1

　＊

7．6寸1．8

8．5寸5．O

　l2．5

214ナ30

50．O

t
7．4土0．8

6．8」．4．5

　29．0

230寸70

　　｜

　70．1

7．6：t：1．8

Tabie　3　Comparison　of　clinical　findings

　　Findings　of　SPECT

Number
Age（yrs）

Duration　of　diabetes（yrs）

InSUIin　treatment（％）

Total　choresterol（mg／d／）

Retinopathy（％）

HbAlc（％）

Positive

　　23

54．3士6．5

5．6士5．4

　　17．3

209士37
　　52．6

8．6士2．3

Negative

　　60

56．6±10．9

6．4士5．1

　　18．0

209±41
　　40．4

8．2寸．2．5

A．

sagittal

corona1

5treSS

つ

o

delayed

、

0
（°o）

100

80

60

40

20

0

DM HT MD HT十MD

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吻reversibie

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　口irreversible

Fig．1　Comparison　of　percentage　of　perfusion　ab－

　　　　　normality　on　SPE（r「findings．

B．

Fig、2

sagittal

transverse

⇔
一
，8 つ

L’olTl　stress　myocardial　imagings（SPECT）．

A：49yrs　male．　HT（一）MD（一），　irreversible

perfusion　abnormality　is　seen　in　posterior　wall．

B：54yrs　male．　HT（一）MD（一），　reversible

perfusion　abnormality　is　seen　in　anteroseptal

wall．

Table　4　Comparison　of　parameters　during　exercise

DM HT MD HT十MD
HR（beats／min）

RPP（mmHg　beats／min）（×103）

140士21　　　　142土17

　1．’－r－・＊＊一・LLJ　l

29．8士4．8　　　　31．8士4．7

　　　　　　　　　　　　　＊＊＊

　　　　TIME（min）　　　　　　　　　　　　　12．8士35　　1L2土4．4

HR：heart　rate，　RPP：rate　pressure　product，　TIME：duration　of　exercise．

申p・－f　O．05，＊＊pン0．Ol，＊＊●p・／0．00L

142土24 131士25

31．6：と6．6　　　　29．9士6．9

　1－　＊　－
ll．2±2．9　　　　8．8：f2．7
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Table　s　Compari⑨on　of　blood　pool　scintigrafic　findings

LVEF（％）

1／3FF（％）

PFR（c／sec）

TPF（msec）

N
71」一｛－8．1

54．8土13．1
　｜

301士61

149士24

DM
74．0士10．4

　「

51．9士16．4

　　　＊f

　l

300十57

160十25

HT
72．4士11．0

＊＊＊

　　　一　＊
51．7：L8．7

＊

289士69
＊＊

151士16

＊

MD
75．9：f7．5

45．5士8．2
　｜

304士48

159土13

HT十MD
71．6ゴ．10．6

37．9士11．9

255士58

187士49

LVEF：left　ventricular　ejection　fraction，　FF：filling　fraction，　PFR：peak　filling　rate，　TPF：time　to　peak　filling．

＊p←0．05，＊＊p＜0．Ol，＊＊＊p＜0．001．

　RPPはHT群において，　DM群に比し有意に
高かった（3L8土4．7×103　vs　29．8土4．8×103）（P〈

0．ODが，他の3群間においては有意差を認めな

かった．負荷持続時間はHT十MD群とMD群
において，DM群に比し有意に短かった（8．8士

2．7vs　l2．8土3．5，　11．2士2．9）　（p＜0．OO1，　p＜0．05）

（Table　4）．

　4）心動態シンチグラムの各指標の比較

　LVEFは，各群間で有意差を認めなかったが，

1／3FFは，　HT十MD群において，　N群および

DM群に比し有意に低下し（37・9±11・9　vs　54・8土

13．1，51．9±16．3）（P＜0．001，P＜0．05），　MD群にお

いても，N群に比し有意に低下していた（45．5土

8．2vs　54．8土13．1）（P＜0．Ol）．　PFRは，　HT十MD

群において，N群およびDM群に比し有意に低

値であった．（255・土58vs　301土61，300土57）（P〈

0．05，P＜0．05）．　TPFは，　HT十MD群において，

N群に比し，有意に延長していた（187士49vs
149士24）（P＞0．Ol）　（Table　5）．

V．考　　察

　1974年Hambyら7）は，糖尿病患者の冠動脈病

変のない剖検心において微小血管内皮細胞の増殖，

微小血管周囲ならびに間質の繊維化を認め，糖尿

病では心筋内微小血管病変による心筋病変が生じ

るとして，diabetic　cardiomyopathy（糖尿病性心

筋症）と名づけた．Kannelら8）は，　Framingham

Studyの一環として，心不全の発症に及ぼす糖尿

病の影響を検討し，糖尿病患者ではうっ血性心不

全の発生頻度が高いと報告している．さらに，要

因として考えられる冠動脈硬化症，高血圧症，リ

ウマチ性心疾患を除外してもなおその頻度は高率

であるとしている．すなわち，糖尿病患者の心不

全の発症には，糖尿病に伴う微小血管障害や代謝

異常による心筋障害が原因であると推察している，

　また，Reganら10）は，冠動脈造影上有意狭窄

のない糖尿病患者群における左室拡張終期圧の上

昇，左室拡張終期圧と拡張終期容量の比の上昇等

より，macroangiopathyに基づかない心機能障害

を証明している．Ahmmedら11）の報告によれば，

糖尿病患者において心エコー図上左室駆出前期

（PEP）の延長，左室駆出時間（LVET）の短縮や，

PEP／LVET比の上昇を認めている．このような左

室機能の異常が糖尿病患者の心筋梗塞に心原性シ

ョックやうっ血性心不全が多く死亡率が高いこと

の説明に役立つとしている．

　一方，Tl－201負荷心筋シンチグラムは，冠血流

状態を反映する検査として，虚血性心疾患の診断

法として広く用いられているが，近年，各種心筋

疾患においても，冠動脈造影上明らかな狭窄病変

が無いにもかかわらず，SPECT上陰影欠損像が

認められることが報告されている．糖尿病におい

てもいくつかの報告がある12－’15）．

　本研究において，SPECT陽性率はDM群で
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27．7％と，Abenaboriら12｝の報告41．7％，天野ら15）

60％に比較すると低率だが，対象より高血圧症と

心電図異常を除外したためと考えられた．元川

ら13）はマスター二段階負荷心電図陰性で，高血圧

症の合併の無い39例に負荷心筋シンチグラムを

施行し，12例（30．7％）に欠損像を認めたと報告し

ている．また，SPECT陽性例においては罹病期

間が長く，重症糖尿病例が多く，眼底異常率も高

いとしているが，本研究ではDM群のSPECT陽

性群と，陰性群間では罹病期間，網膜症合併率，

治療内容にも有意差を認めず，上記指標のみでは，

潜在性の心病変を推察することは困難と思われた．

各群間の比較では，罹病期間，治療内容に差異を

認めなかったが，HT十MD群において，平均年

齢が有意に高く，年齢による影響が除外出来なか

った．HbAiCは，　MD群をのぞき，3群間で有意

差を認めず，検査時の血糖のコントロール状態の

影響を除外出来たと考えられた．

　また，不可逆性に比し可逆性灌流異常の比率が

いずれの群においても高率であり，特にMD群に

おいては，全例可逆性灌流異常を示したが，これ

は症例数が少なかった影響も考えられた．

　今回の症例では冠動脈造影を施行していないが，

負荷心筋シンチグラム上灌流異常が認められた糖

尿病患者に冠動脈造影を施行し，有意狭窄病変を

認めなかったとの報告も有り13・14｝，SPECT陽性

例に冠動脈病変以外に微小血管病変や，T1の

kineticsの異常が推察された．

　Folmerら16）は，高血圧患者26人に負荷心筋シ

ンチグラムを施行し，8人（31％）に可逆性，ある

いは不可逆性の灌流異常を示したと報告している．

本研究においては，HT群において50％にSPECT

陽性所見を認め，糖尿病の合併が増悪因子と考え

られた．

　しかしながら，左室肥大を伴う高血圧患者にお

いては，負荷心筋シンチグラム上高頻度に側壁の

不可逆性灌流異常が認められるとの報告もある

が17｝，高血圧患者では負荷心筋シンチグラム上の

灌流異常が左室肥大などの影響により，必ずしも

冠動脈病変を反映していないと考えられ18｝，高血

1373

圧患者の負荷心筋シンチゲラムに関しては，さら

に今後の検討が必要である．

　Factorら9）は，糖尿病性心筋症に及ぼす高血圧

の影響を剖検心より検討した結果，糖尿病群，高

血圧群，高血圧＋糖尿病群，正常群の4群間で微

小血管病変には有意差を認めないが，高血圧＋糖

尿病群にのみ間質性繊維化，限局性癩痕，glyco－

protein，コラーゲン沈着の増加が見られ，糖尿病

性心筋症は，微小血管病変のみが原因ではなく糖

尿病と高血圧の合併効果による二次性心筋症てあ

るとしている．したがって，本研究においても

HT群におけるSPECT陽性率は高率になると予

測されたが，DM群と有意差を認めなかった．こ

れは，対象とした症例の多くが血圧の十分なコン

トロールを受けていたことと関係があると考えら

れた．MD群のSPECT陽性率にもDM群と有
意差を認めず，HT＋－MD群においてのみSPECT

陽性率が有意に高率であった．HT＋MD群にお

いてはDM群に比し平均年齢が高く冠動脈硬化

の関与が大きいと考えられたが，網膜症合併率も

高く糖尿病による微小血管障害と高血圧の関与が

考えられた．

　糖尿病患者の左室拡張能障害に関しては，いく

つかの報告がなされている9・lo・20“’24）．　Sanderson

ら20）は，心疾患のない糖尿病患者23人に，心エ

コー 図法を施行し，14人に心筋症に見られるよう

な拡張能障害を認めたと報告している．Shapiro

ら2Dは，臨床上心疾患，高血圧の合併のない142

人の糖尿病患者に心エコー図法を施行し，重症微

小血管障害を合併する44人に拡張障害を認めたと

報告している．また，Airaksinenら22）は，36人の

インスリン依存性女性糖尿病患者に，心エコー図

法を施行し，左室拡張障害を19人に認めたと報告

している．

　また，Kahnら23）は，インスリン依存性糖尿病

患者28人に，心動態シンチグラムを施行し自律神

経障害を合併する群で，PFR，　TPFの異常を示し，

左室拡張障害が認められる事を報告している．本

研究においては正常対象群に比し，DM群，　HT

群の両群において，LVEF，1／3　FF，　PFR，　TPFの
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いずれにも異常を認めなかったが，MD群では

1／3FFの低下を，　HT＋MD群においては，1／3

FF，　PFR，およびTPFの有意な異常を認め，　MD

群，特にHT＋MD群においては，左室早期拡張

障害をきたしていると考えられた．また，HT十

MD群においては網膜症の合併が有意に高率であ

り，心筋内微小血管障害もこのような左室急速流

入障害の一因である可能性が示唆された．

VI．結　　語

　1）臨床上，心愁訴のない糖尿病患者142人に

負荷心筋シンチグラム，心動態シンチグラムを施

行した．

　2）糖尿病患者においては，SPECT上高率に異

常を示し，高血圧と心筋障害両者の合併により

SPECT陽性所見が有意に増加した．

　3）　高血圧と心筋障害両者の合併により明らか

に，左室急速流入障害をきたすことが認められた．

　4）　以上より，糖尿病患者では心愁訴がなくと

も潜在性心病変が高率に存在し，特に高血圧と心

筋障害両者の合併により顕著になることを，負荷

心筋シンチグラムおよび，心動態シンチグラムよ

り明らかにした．

　稿を終わるに当たり，終始，研究のご指導とこ校閲を

いただきました東京医科大学内科の伊吹山千晴教授なら

びに，直接ご指導いただきました山澤塙宏助教授，永井

義一講師に謝意を表します．

　尚，本稿の要旨は，第28回日本核医学会総会，第53

回日本循環器学会学術集会にて発表した．
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Summary

Evaluation　of　Latent　Cardiac　Disease　in　Diabetic　Patients　with　T1－201

　　　　Exercise　Myocardial　Scintigram　and　Blood　Pool　Scintigram

Takeo　MIYAsHITA＊，　Ryutaro　KAsAl＊，　Nobuhiko　IKEBE＊，　Yoshikazu　NAGA1＊，

　　　　　Ikuhiro　YAMAsAwA＊，　Chiharu　IBuKIYAMA＊and　Yoko　NoToYA＊＊

＊Se（・ond・and・＊＊Tliird　Depart〃ients‘of’　lnternal　Medi〈・ine，　Tokyo　Medi（’a／（⑳〃ege，　Tokyo

　To　find　latent　heart　disease　in　diabetic　patients，

142diabetic　patients　were　dMded　into　4　groups：

1）No　hypertension　and　normal　ECG（DM　group）；

2）Hypertension　recognized　clinically（HT　group）；

3）Myocardial　damage　on　ECG（MD　group）4）

group　associated　with　the　previous　2（HT十MD

group）．　In　all　groups　Tl－201　exercise　myocardial

scintigrams　and　blood　pool　scintigrams　were

taken　for　comparative　analysis．　Positive　rates　of

SPECT　were　27．7％（23／83）in　the　DM　group，

30．0％（9／30）in　the　HT　group，50．0％（6／12）in

MD　group，　and　70．6％（12／17）in　the　HT十MD

group．　The　rate　in　the　HT十MD　group　was

significantly　higher　than　in　that　of　the　DM　and

HT　groups（p〈0．001，　p＜0．Ol）．　Blood　pool　scin一

tigrams　revealed　that　in　the　HT十MD　group，　as

compared　with　the　normal　control　group，　both

l／3FF　and　PFR　were　significantly　depressed，　in

addition　to　significant　TPF　prolongation　in　the

formmer　（P＜0．001，　P＜O．05，　Pく0．05）．　These

findings　suggest　that　in　diabetic　patients　hyper－

tension　and　myocardial　damage　would　lead　to　a

high　incidence　of　abnormality　in　SPECT　and　left

ventricular　rapid　fi川ng　dysfunction．　This　indicate

ahigh　incidence　of　latent　cardiac　disease　which

can　be　recognized　in　diabetic　patients　by　stress

myocardial　and　blood　pool　scintigrams．

　　Key　words：　Exercise　myocardial　imaging，

Blood　pool　scintigram，　Diabetes　mellitus，　Cardiac

complications．
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