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《原　著》

心プールシンチグラムによる僧帽弁疾患の
　　　　　　　　右室後負荷の評価
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　要旨　僧帽弁疾患33例を対象に99mTc標識赤血球による平衡時マルチゲート心プールシンチグラムを行

い，安静時と運動負荷時の右室駆出分画（RVEF）を算出するとともに，これらの値と心カテーテル法によ

り求めた平均肺動脈圧（mPAP）との関係について検討した．運動負荷時のRVEFは安静時よりも有意に低

下した．安静時のRVEFとmPAPとの間に有意な相関はみられなかったが，運動負荷時のRVEFとmPAP

との間，安静時に対する運動負荷時のRVEFの変化率（aRVEF）とmPAPとの間にはいずれも有意な負の

相関が認められた．運動負荷時の右室の駆出能は右室後負荷に強く影響されることが明らかとなるとともに，

平衡時心プールシンチグラムから算出したRVEFの値から平均肺動脈圧を推定することも可能であり，本

法は僧帽弁疾患の右室後負荷の評価において有用な検査法と考えられる．

Lはじめに
　心プールシンチグラムによる心機能評価は従来

より主に左心機能について利用されており，その

有用性についても報告されてきている1”’5）．近年，

右心機能についての報告も増えつつある6”10）が，

対象としては虚血性心疾患をも含むものが多
く11，12），弁疾患のみにっいての報告は少ない13・14）．

今回著者らは，僧帽弁疾患33例を対象に99mTc標

識赤血球による平衡時マルチゲート心プールシン

チグラムを行い，安静時と運動負荷時の右室駆出

分画（以下RVEF）を算出するとともに，これら

の値と心カテーテル法より求めた平均肺動脈圧

（以下mPAP）との関係について検討したところ，
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臨床的に有用な知見を得たので報告する．

IL対　　象

　対象は，僧帽弁狭窄症（以下MS）19例，僧帽

弁閉鎖不全症（以下MR）14例の合計33例で男性

13例，女性20例，平均年齢は52土11歳である．

全例とも心プールシンチグラムの前後それぞれ2

週間以内に心カテーテル検査が施行されている．

対象のうち，三尖弁閉鎖不全症（以下TR）を合併

したものはMS　14例，　MR　8例の合計22例であ

る．MSには左室造影所見によるSellers分類1度

のMRを合併した例を含むが，　MS，　MRとも大

動脈弁疾患や虚血性心疾患を合併した例は含んで

いない．

III．方　　法

　使用装置は，低エネルギー汎用型コリメータを

装着したシンチカメラ（Siemens製ZLC7500）と

オンラインで接続した核医学データ処理装置（島

津製Scintipac　2400）で，カメラエネルギー条件

は，エネルギーレベル140keV，ウインド幅20％
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とした．99mTc　740　MBq（20　mCi）1こてin　vivo赤

血球標識を行い平衡に達した後，左右心室間およ

び心房心室間の分離が最も良好なmodified　left

anterior　oblique（MLAO）30～45度の方向から一

心拍を18～24frameに分割するマルチゲート法

により，64×64のマトリックスにてデータ収集を

行った．データ収集時間は，安静時5分間，運動

負荷時は後半の2分間とした．画像処理は，すべ

ての収集画像とも9点空間スムージング，3点時

間スムージング処理後，分散フィルタおよび中間

値フィルタ処理を行った．右室駆出分画算出のた

めの関心領域（ROI）の設定は，一回拍出量像を用

いて行った15）が，その際動画表示，拡張末期像お

よび収縮末期像も参考にした．バックグラウンド

ROIは，収縮末期像を用いて拡張末期ROIの内

側に設定した．

　運動負荷は，仰臥位自転車エルゴメータを用い

て25Wから3分間ごとに25Wずつ増加する多
段階漸増法とし，end　pointは胸痛，呼吸困難，

下肢疲労感等の自覚症状出現時とした．以下に用

いた負荷時のデータはすべて最大負荷時のもので

ある．

　mPAPは，大腿静脈より主肺動脈に挿入した

fluidd－filledカテーテル（サイズ7Fまたは8F）をト

ランスデューサーに接続し，安静時のみの値を測

定した．

IV．結　　果

　安静時と運動負荷時のRVEFの変化をFig．1

に示すが，運動負荷時には安静時に比して有意な

低下がみられた（P＜0．001）．RVEFとmPAPと

の関係について検討したところ，安静時のRVEF

とmPAPとの間に有意な相関は認められなかっ

たものの（Fig．2），運動負荷時のRVEFとmPAP

との間には有意な負の相関が認められた
（r＝－0．71，p〈0．001，　Fig．3）．また，安静時に対

する運動負荷時のRVEFの変化率（aRVEF）と

mPAPとの間にも有意な負の相関が認められた

（r＝－0．68，p〈0．001，　Fig．4）．運動負荷時のRVEF

とmPAPとの間，4RVEFとmPAPとの間には
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Fig．1　Right　ventricular　ejection　fraction（RVEF）at

　　　rest（REST）and　during　exercise（EX）．
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Fig．2　Relation　between　right　ventricular　cjection

　　　fraction（RVEF）and　mean　pulmonary　arterial

　　　pressure（mPAP）at　rest．

最小二乗法により，それぞれy－－0・78Xr43・0，

y＝－31．1x＋17．2の相関式が得られた．

V．考　　案

放射性核種を用いた右心機能の評価法としては，
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Fig．3　Relation　between　right　ventricular　ejection

　　　fraction（RVEF）and　mean　pulmonary　arterial

　　　pressure（mPAP）during　exercise．
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Fig．4　Re｜ation　between　the　changes　of　right　ventric－

　　　ular　ejection　fraction　from　rest　to　exercise

　　　（」RVEF）and　mean　pulmonary　arterial　pres－

　　　sure（mPAP）．

従来よりfirst－pass法が多く用いられてきてい

る11～13・16・17）．この方法によると，右房と右室の

分離は容易であるが，加算心拍数が限られること，

一回のトレーサの投与では安静時と運動負荷時の

両方のデータは収集できないこと等の短所がある．

一方，平衡時マルチゲート法ではこれらの短所は
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克服される．すなわち数百心拍の加算が可能であ

りデータの信頼性が向上し，一回のトレーサの投

与で安静時，運動負荷時および負荷後のデータを

収集することが可能である．また，MLAOから

のデータ収集により左右心室の分離は容易であり，

必要に応じて動画表示や位相像も参照することで，

右房と右室の分離も比較的容易に行うことができ

る．本法により求めたRVEFとfirst－pass法から

求めたRVEFとの間には良好な正の相関がある

ことが報告されており18・19），first－pass法を用いた

従来の報告との比較が可能である．さらに，左右

両心機能指標を同時に求めることができるのも本

法の特長の一つである．

　Korrら9）は，7例の僧帽弁疾患（MSとMRの

合併例も含む）を含む31例について，平衡時法を

用いて安静時のRVEFとmPAPとの関係につい

て検討し，両者の間にr＝－0．82の有意な負の相

関が得られたと報告している．また，林田ら13）は，

30例の僧帽弁疾患（大動脈弁疾患の合併例も含む）

について，first・pass法により安静時のRVEF

とmPAPとの関係について検討し，やはり
r＝－0．727の有意な負の相関が得られたと報告し

ている．これらは純粋な僧帽弁疾患のみについて

の報告ではないため単純な比較はできないと思わ

れるが，著者らは対象を僧帽弁疾患のみに限定し

て検討したところ，運動負荷時のRVEFは安静

時に比し有意な低下がみられた（Fig．1）．また，

安静時のRVEFとmPAPとの間には有意な相関

はみられなかったものの，運動負荷時のRVEF

とmPAPとの間には有意な負の相関がみられた

（Fig．3）．さらに，安静時に対する運動負荷時の

RVEFの変化率（aRVEF）とmPAPとの間にも
有意な負の相関が認められた（Fig．4）．安静時の

RVEFとmPAPとの関係について著者らは前二

者らとは異なった結果が得られたが，これは対象

群が異なるためと考えられる．これらの結果より，

運動負荷時のRVEFおよび安静時に対する運動

負荷時のRVEFの変化率は，　mPAPすなわち右

室の後負荷によって強く影響されているものと考

えられる．安静時と運動負荷時のRVEFを測定
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することにより，Fig．3，　Fig．4で示した相関式を

用いてmPAPの値を推定することができ，僧帽

弁疾患の右室後負荷の程度を把握することが可能

であると考えられる．著者らは，大動脈弁疾患や

虚血性心疾患の合併例は対象から除外して検討し

ているため，純粋な僧帽弁疾患にっいての検討が

できたものと考えている．

　運動負荷時のRVEFの低下の原因として，　MS

では左室流入障害，MRでは左房の予備能を越え

た容量負荷のためいずれも左房圧，肺動脈圧の上

昇から右室後負荷の増大をきたし，右室の駆出能

の破綻を招来するという機序が考えられる．しか

し，今回の対象にはTRを合併した症例が高率に

含まれ，これらの症例ではRVEFは肺動脈弁か

らの前方駆出と三尖弁からの後方駆出が総合され

た結果として算出される．運動負荷時に前方駆出

は減少しても後方駆出が増大するということも考

えられ，安静時と運動負荷時とで両者がどのよう

に変化するかという問題も残されており，TR合

併例においてRVEFのみを右室の駆出能の指標

とできるかどうかについてはさらに検討の余地が

あると思われる．

　近年，99mTc以外の核種として81mKrあるいは

133Xeを使って右室機能を評価する試みがなされ

ている20“’22）が，手技の煩雑さ等の問題もある．

99mTc標識赤血球による心プールシンチグラムは

簡便な検査法であり，平衡時法では一回の99mTc

投与により，安静時と運動負荷時および負荷後の

データも得ることが可能である．また本法は，非

侵襲的検査法であるため，長期にわたる経過観察

においても被検者の負担が軽く，繰り返し検査を

行うことが可能であることから，臨床的有用性の

高い検査法と思われる．

VI．まとめ

　僧帽弁疾患33例に対し，99mTc標識赤血球による

平衡時マルチゲート心プールシンチグラムを行い，

安静時と運動負荷時の右室駆出分画（RVEF）を算

出し，これらの値と心カテーテル法から求めた平

均肺動脈圧（mPAP）との関係について検討した．

　1）運動負荷時のRVEFは，安静時に比して有

意な低下がみられた．

　2）安静時のRVEFとmPAPとの間には有意
な相関はみられなかったものの，運動負荷時には，

両者の間には有意な負の相関が認められた．

　3）このことから，運動負荷時の右室の駆出能

は，右室後負荷に強く影響されていることが明ら

かとなった．

　4）安静時と運動負荷時のRVEFを算出するこ

とによりmPAPが推定でき，僧帽弁疾患の右室

後負荷の評価に有用であると考えられる．
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Summary

Assessment　of　Right　VentricUlar　Afterload　in　Mitra1　Valve

　　　　　　　　Diseases　with　Radiomclide　Angiography

Mitsuharu　SHIMIzu＊，　Tomio　NAKAGAwA＊，　Yoshihiro　KoHNo＊，

　　　Masahiro　KuRoDA＊，　Yoshihiro　TAKEDA＊，　Yoshio　HIRAKI＊，

Isao　NAGAYA＊＊，　Yoshimasa　SENoH＊＊＊and　Shigeru　TERAMoTo＊＊＊

　　＊Departme〃t　of　Radiologγ，　Okayama　Universitγルfedical・School

　　　　　＊＊1）epart〃ient　of　Radiology，　Okaya〃ia　Universitγ　Hospital

＊＊＊Seeo〃d　Deρa〃ノηθ〃t　of　Surgerγ，　Okayama　Univerぷ∫’γハ4edical・School

　　Right　ventricular　function　at　rest　and　during

exercise　was　studied　in　33　patients　with　mitral

valve　disease　by　equilibrium　gated　radionuclide

angiography　using　99mTc　in　vivo　labeled　red　blood

cellS．

　　Radionuclide　measurements　of　right　ventricular

ejection　fraction（RVEF）were　correlated　with

mean　pulmonary　arterial　pressure（mPAP）．

　　RVEF　decreased　significantly　with　exercise．

There　was　no　significant　correlation　between

RVEF　at　rest　and　mPAP．　However，　mPAP　showed

significant　negative　correlation　with　RVEF　during

exercise　and　with　the　changes　of　RVEF　from　rest

to　exerClse．

　　It　is　concluded　that　RVEF　during　exercise　in

mitral　valve　disease　is　affected　by　right　ventricular

afterload，　and　the　measurements　of　RVEF　at　rest

and　during　exercise　by　equilibrium　gated　radio－

nuclide　angiography　is　usefUI　to　assess　right　ven－

tricular　afterload．

　　Key　words：　Right　ventricular（ejection　fraction，

Right　ventricular　afterload，　Radionuclide　angio－

graphy，　Mitral　valve　disease．
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