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《原　著》

Tl－201心筋シンチグラフィにおける心筋摂取率の検討

一
全身分布像を用いて一

足　　立 至

　要旨　Tl－201心筋シンチグラフィ上，欠損，肥大等を有さない症例に全身分布像を撮像し心筋摂取率，肺

野，縦隔に対する比率，各臓器の洗い出し率の3項目について検討した．対象は運動負荷17例，dipyrida・

moleによる薬物負荷15例，安静法20例の合計52例である．心筋摂取率は運動負荷早期像6．3土0．8％，

薬物負荷早期像9」士1．4％，安静法7」士1．2％であり薬物負荷は運動負荷（P＜O．OO　1），安静法（P＜0．01）に

比較して有意に高かった．薬物負荷は肺野に対する心筋の摂取比も2．2土0．17倍，縦隔に対しても25土0．29

倍と，運動負荷に比較して有意に高かった（p＜0．05）．骨格筋の洗い出し率は薬物負荷と安静法の数値とは類

似していた．以上より薬物負荷心筋シンチグラフィは種々の心疾患，運動機能の低下した症例に使用可能と

いった長所に加えて，本検査法は他の方法に比較しより心筋摂取率が高く，明瞭な心筋像が得られ，かつ骨

格筋の動態については安静法と類似した方法と考えられた．

1．はじめに

　虚血性心疾患におけるdipyridamoleを使用し

た薬物負荷心筋シンチグラフィは運動負荷心筋シ

ンチグラフィとともに高い病変検出能を有してお

り，また特発性心筋症をはじめとする種々の心疾

患に用いられ，有用性の高い検査法とされてい

る1⇒．しかし本検査法における心筋ならびに他

臓器のT1－201摂取率，洗い出し率，画像等に及ぼ

す要因の検討は十分とはいえない．そこで今回こ

れら2種類の負荷法と安静法についてプラナー前

面像にて視覚的に心筋に欠損，肥大等を有さない

症例を対象に全身分布像を撮像し，dipyridamole

を使用した薬物負荷心筋シンチグラフィの有用性

を心筋像を中心に検討したので報告する．

II．対象ならびに方法

1．対　　象

1989年4月から1990年3月までに運動負荷法
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を施行した140例中プラナー前面像にて視覚的に

心筋に欠損，肥大を有さない17例を対象とした．

その内訳は男性13例，女性4例，平均年齢55歳

であった．臨床診断は心電図上陳1日性心筋梗塞

（OMI）が疑われSPECT上前壁中隔に集積低下を

認めた3例，下壁に集積低下を認めた1例，PTCA

後集積低下を認めない3例の計7例，臨床診断上

狭心症（AP）が疑われSPECT上下壁に再分布を

認めた2例，心尖部に再分布を認めた1例，

PTCA後集積低下を認めない1例，　SPECTを含

めた心筋シンチグラフィ上異常を認めなかった5

例の計9例，その他1例であった．同様の基準で

薬物負荷法を施行した149例中15例を対象とし，

その内訳は男性11例，女性4例，平均年齢57歳

であった．臨床診断はOMIが疑われSPECT上

前壁中隔に集積低下を認めた3例，PTCA後集積

低下を認めない3例の計6例，臨床診断上APが

疑われSPECT上下壁に再分布を認めた3例，前

壁中隔に再分布を認めた1例，PTCA後集積低下

を認めない3例であり計7例，その他2例であっ

た．安静法も同様の基準にて89例中20例を対象

とし，その内訳は男性11例，女性9例，平均年

齢55歳であり，心臓超音波検査にて肥大型心筋症

（HCM）または拡張型心筋症（DCM）が疑われた
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それぞれ4例，と1例，心電図上OMIが疑われ

た1例，その他心疾患を有さない14例であった．

これら合計52例を対象に以下の方法にて検討を

行った．

　2．方　　法

　（D　負荷方法

　運動負荷法は仰臥位自転車エルゴメータによる

多段階負荷にて25ワットから施行し胸痛，心電図

変化，下肢疲労等の出現または最大心拍に到達し

た時点でTl－20174　MBq（2　mCi）を静注した．薬

物負荷法はdipyridamole　O．142　mg／kg／分を4分

間にて静注し，胸痛，心電図変化等に注意しなが

ら，7分目にTl－20174　MBq（2　mCi）を静注した．

安静法は負荷を施行しないでT1－20174　MBq（2

mCi）を静注した．

　（2）データ収集法

　全例Tl－20・1静注後5分ないし10分後から低エ

ネルギー高分解能コリメータを装着したZLC－

7500型ガンマカメラを使用しSPECT像，　Planar

像を収集した．この後に全身分布像をスキャン速

度40cm／分，データマトリックス128×128にて

前面像のみ収集し早期像（early　image）とし，そ

れぞれ運動負荷法（EX－E），薬物負荷法（DP－E），

安静法（REST）を収集した．運動負荷法，薬物負

荷法は3時間後に遅延像（delayed　image）として，

負荷直後と同様の操作を行いそれぞれEX－D，

DP－Dを収集した．

　3．データ処理法

　運動負荷法，薬物負荷法は，早期像，遅延像の

全身分布像，安静法は，早期像のみの全身分布像

を対象に心筋（My），横隔膜から鼠径部までの腹

部（Ab），両側大腿（Th），および全身（WB）に手

動にて関心領域（ROI）を設定した．肺野，縦隔は

全体をとらえることができないため，右肺野に心

筋と同大の四角形のROIを設定し肺野（Lu）とし，

その1／2ないし1／4の大きさのROIを上縦隔に

設定し縦隔（Me）とした．

　全身のカウント数を100％とした心筋，腹部，

大腿のカウント数の比率（％）を全例で求め，それ

ぞれの方法別に対比検討した，また各方法別に肺

野，縦隔に対する心筋の摂取比率も求めた．負荷

施行例は早期像，遅延像において心筋，肺野，縦

隔，腹部，大腿，全身のROI内の1ピクセル当

たりの平均カウント数を求め，早期像の平均カウ

ント数から遅延像の平均カウント数を減じ早期像

の平均カウント数で除した値の％をそれぞれの臓

器の洗い出し率（WOR）として求めた．

　統計処理は各検査法別に平均，標準偏差を求め，

student・・t　testを行い，運動負荷法については運動

負荷時間との相関係数を算出した．

III．結　　果

　（1）おのおのの方法別に全身分布像を（Fig．1）

に示し，全身に対する心筋，肺野，大腿の比率を

（Table　1）に示す．全身分布像については薬物負荷

法は安静法と類似し腹腔内臓器である肝臓，腸管，

腎臓等に比較的高い集積を示しているが，運動負

荷法は心筋，腹部は他の方法に比較して低く，仰

臥位運動負荷のため大腿に著しい集積を認めた．

心筋については薬物負荷法の早期像が9．1±L4％

と運動負荷法の早期像の6．3土0．8％に比較して有

意に高く（P＜0．001），また安静法7．1土1．2％に比

較しても有意に高かった（p＜o．OD（Fig，2）．運動

負荷法について負荷時間と心筋摂取率の相関を検

討するとY－7．37－0．15Xと負荷時間の増加とと

もに心筋摂取率は減少する傾向にはあるが有意な

ものではなかった（Fig．3）．大腿摂取率と負荷時

間との相関はY－15．4土1．49XR－0．589であり

p＜0．02と有意な正の相関を認めた（Fig．4）．

　（2）心筋に対する肺野，縦隔との摂取比につい

て各方法別に検討した（Table　2）．早期像について

は薬物負荷法が肺野に対して2．2土0．17倍と他の

方法に比較して高く，縦隔に対しても2．5土0．29

倍と他の方法に比較して高かった．また負荷法に

ついては早期像に対して遅延像では肺野，縦隔に

対する心筋の摂取比は減少した．

　（3）負荷を施行した例の各臓器別の洗い出し率

を示す（Table　3）．両負荷法ともに心筋の洗い出し

率が各臓器，全身に比較して高値であった．負荷

法別に洗い出し率を見ると肺野，大腿については
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Fig．1　Five　whole　body　scintigrams　of　tha川um－201　in　the　various　loading　method．

　　　EX－E：early　image　of　the　exercise　load．　EX－D：delayed　image　of　the　exercise　load．

　　　DP－E：early　image　of　the　dipyridamole　load．　DP－D：delayed　image　of　the

　　　dipyridamole　load．　REST：early　image　at　rest．

Tabte　l　Persent　thallium－201　uptake　of　myocardium（My）、　abdomen（Ab）and　thighs（Th）

EX－E

EX－D
DP－E

DP・D

REST

　My（°（；　）MlSD

6．3－LO．8

4．7｛0．6　　p－0．001

9」－il．4

5．8iO．8

7」十1．2

　Ab（％）M寸SD
29．0士2．9－・

26．9－］2．3　　　p・　O．OOl

40．8－i4．2・

34．7こ｝・2．7

41．8rt－3．4

　Th（％）M－｝SD

25．312．6

24．4十2．O　　　p・　0．001

10，4一士L1－

135til．0

10」」15

EX－D：delayed　image　of　the　exercise　load，　DP－E：early　image　of　the　dipyridamole　l（、ad，

DP－D：delayed　image　of　the　dipyridamole　load，　REST：early　image　at　rest．

運動負荷法が有意に高く，心筋，腹部については

薬物負荷法が有意に高かった．全身および縦隔に

ついては負荷法による差を認めなか’・た．また大

腿については薬物負荷法は負の洗い出し率を示し

た．

IV．考 案

　放射性同位元素を用いた生体内における血流分

布の研究はK－42，Rb－86等によi・て古くから行わ

れている5｝．近年では優れた心筋摂取率ならびに

再分布現象を有するTl－201を用いた心筋シンチ

ゲラフィは種々の心疾患に行われているが6の，心

筋シンチゲラフィにおいては運動負荷が有用であ

り，この全身分布については種々の検討がTl－201

のみならずS」），Tc－99m　RBC等の他の核種につい

ても行われている10川．また虚血心筋における心

筋摂取率についても検討が行われ1　L）　・13），その全身

分布についても評価されており14）従来から指摘

されている運動負荷Tl－201心筋シンチゲラフィ

における再分布現象の意義はより明解なものとな
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Fig．2　Comparison　of　myocardial　uptake　between　the

　　　　　　　various　loading　method．　EX・D：delayed　image

　　　　　　　of　the　exercise　load．　DP－E：early　image　of　the

　　　　　　dipyridamole　load．　DP－D：delayed　image　of

　　　　　　　the　dipyridamole　load．　REST：early　image　at

　　　　　　　rest．
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Fig．4　Correlation　between　the　thighs　uptake　and

　　　　　　loading　time　in　the　exercise　loading　myocardial

　　　　　　scintigraphy．

Table　2

●

●
●

●
● ●

●

●●

Myocardial　uptake　ratio　to　lungs　and　medi－

astinum　in　the　various　loading　method

Y＝7．35－0．15X

R＝－0．339

Nニ17
NS

・
°
．
°

●

●

●　　●

EX－E

EX・D
DP－E

DP－D

REST

My：myocardium，　　　lungs，

EX－D：　　　　　image　of　the　exercise　load

early　image　of　the　dipyridamole　load

image　of　the　dipyridamole　load

at　rest．

　　My／Lu　M士SD

　1．6土0．66－．

　1．5土0．57　…p＜0．05
　　　　　　　　　　1
　2．2士0．17－

　1．5土0．45

　1．8：1：0．57

delayed

My／Me　M士SD

2．3土O．21－‘

L9士0．201P←0．05

2．5士0．29－

1．9土0．16

2．3土0．31

　Me：mediastinum，
　　　　　　　　　　、DP・E：

　　　　，DP－D：delayed

，REST：early　image

工
　　　　　　　　　　3　　　4　　　5　　　6　　　7　　　8　　　9

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Load旧g　tme　（mln）

Fig．3　Correlation　between　my㏄ardial　uptake　and

　　　　　　　loading　time　in　the　exercise　loading　myocardial

　　　　　　　scintigraphy．　NS：no　significance．

Table　3　Comparison　of　washout　ratio　in　the　various

　　　　　　　　organs　between　the　exercise　loading　myo・

　　　　　　　　cardial　scintigraphies（EX）and　dipyridamole

　　　　　　　　loading　myocardial　scintigraphy．

㍑
㍑
㍑

　　　EX

M士SD（％）

30士8．8

22士12
14士8．6

13土5．3

8．7土7．0

4．7土10

　　　DP

M±SD（％）

　　38士8．3

　8．7±1．2

　　18士12

　　20土11

－ 27土18
　3．6土13

NS：no　significance，　My：myocardium，

Me：mediastinum，　A：abdomen，　Th：thighs

whole　body，

pvalue

＜0．02

＜0．O1

NS
〈O．05

＜0．Ol

NS
　　Lu：lungs，

　　，WB：
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りつつある．最近ではdipyridamole等による薬

物負荷も重要となりつつあり，当施設にても運動

負荷とほぼ同数の例で行われているが，負荷方法

別の全身分布について検討された報告は調べた限

りでは無かった．

　第1に負荷方法別の各臓器のT1－201摂取率の

検討では，運動負荷法における各臓器の摂取率に

ついて最近ではKrahwinke｜らが詳細な検討を行

っており心筋摂取率は3．9土0．9％と報告してい

る8）．今回のわれわれの検討では6．3±0．8％と高

い値となっているが，この解離はわれわれの方法

が前面像のみによるためと考えられる．各方法別

の検討では心筋については薬物負荷法が運動負荷

法に比較して有意に高く，また全身分布像も安静

時法と類似していた．運動負荷時間と心筋摂取率

との相関は有意ではなく，大腿については運動負

荷法が有意に高く，運動負荷時間と有意な正の相

関を認め，これらの所見は加藤らの報告と一致し

ている9）．腹部については薬物負荷法と安静法は

類似した数値となっており運動負荷法のみが他の

方法に比べ低値であった．以上より薬物負荷法は

安静法と類似した全身分布を示し，かつ心筋摂取

率の高い検査法といえる．

　運動負荷にて冠血流量が増加することは従来指

摘されているが15｝，今回の検討では運動負荷法の

心筋摂取率は安静法よりも有意に低い値だったこ

とからT1－201心筋シンチグラフィでは冠血流の

増加を全身分布像からの心筋摂取率からは十分に

評価できないと考えられる．他方dipyridamoleに

よる薬物負荷法においても冠血流量の増加は指摘

されている1・2）．今回の検討ではT1－201心筋シン

チグラフィの薬物負荷法は安静法に比較して全身

分布像からの心筋摂取率が有意に高く，運動負荷

法に比較して冠血流量の増加を良好に反映してい

るとも考えられるが，通常dipyridamole負荷に

よる冠血流量の増加は4ないし5倍におよぶ1｝と

報告されている点と比較すると軽度である．この

理由としては，Albroらが16）T1－201の心筋摂取

率については冠血流量の増加のみならず心拍出量

の増加が関連していると報告しているが，それに

733

よれば冠血流量の増加がみられても心拍出量の増

加がより著しければTl－201の心筋摂取率は低下

するとしている．またBUllらの1？）報告では大腿

部の集積が心筋の集積を上回るためにTL201の

心筋摂取率は低下するとしている．今回の検討

では冠血流量，心拍出量を測定していないので

Albroらの報告を推察することはできないが，運

動負荷法においては安静法に比較して大腿部の集

積の増加が腹部の集積低下を上回っておりこのた

め心筋摂取率の低下を来しているものと考えられ

る．他方薬物負荷法においては，Albroらが指摘

しているように冠血流量の増加に比較して心拍出

量の増加が軽度であるためTl－201の心筋摂取率

は増加するいったことのみならず，今回の検討か

ら薬物負荷法は運動負荷のように大腿部への増加

がなく，心筋以外の臓器のTl－201の摂取が安静法

と類似していることも薬物負荷法におけるTl－20・1

の心筋摂取率の増加の一因と考えられた．

　第2に肺野，縦隔に対する心筋摂取の比較にお

いては，運動負荷法，安静法に比較して肺野，縦

隔に対する心筋摂取の比率も高値であった．この

事柄ならびに薬物負荷法の早期像は全身に対する

心筋摂取率が他の方法に比較して高いことから，

同じT1・・201の投与量であれば薬物負荷法はバッ

クグランドの低い明瞭な心筋像が得られると考え

られた．

　第3に各臓器の洗い出し率についてであるが，

今回の検討では心筋の洗い出し率については運動

負荷法が有意に低い値となっている．この理由と

しては運動負荷例において負荷時間の短い症例も

多く含まれているためと考えられる．大腿部にお

いては薬物負荷法にて負の洗い出し率となったが

これは負荷早期に比べて3時間後の遅延像にて大

腿部におけるT1・201の摂取が増加することを意

味している．これはT1－201による下肢筋肉血流

シンチグラフィでの安静時法における洗い出し率

の結果と類似している18・19）．このことは心筋以外

の筋肉（骨格筋）におけるT1－201の動態は薬物負

荷法と安静時法とは類似しているものと考えられ

る．
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　今回の検討では健常者ではなく，かつ同一症例

に対して施行されたのではなく，心筋シンチグラ

フィ上欠損，肥大を認めない症例を対象としてお

り十分とはいえないが，これらのことからdipyri－

damoleによる薬物負荷心筋シンチグラフィは従

来から指摘きれているように種々の心疾患または

高齢者等の運動機能の低下した症例に使用可能と

いった長所のみならず本検査法はTl－201の心筋

摂取率がより高く，他の方法に比較し明瞭な心筋

像が得られ，かつ骨格筋の動態は安静法と類似し

た方法と考えられた．

V．結　　語

　dipyridamoleによる薬物負荷心筋シンチグラフ

ィの有用性を全身分布像を用いて検討した．

　1）全身分布像におけるT1－201の心筋摂取率は

運動負荷法に比較して薬物負荷法は有意に高値で

あった．

　2）　薬物負荷法は肺野，縦隔の摂取率が低く明

瞭な心筋像が得られた．

　3）骨格筋は薬物負荷法と安静法薬は類似した

洗い出し率を示した．

　以上からdipyridamoleによる薬物負荷心筋シ

ンチグラフィは今後も重要な検査法となると考え

られた．

　本論文の要旨は第30回日本核医学総会（東京）にて発

表した．
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Summary

Evalllation　of　Myocardial　Uptake　of　Thallium－201

　　　　　　　　　in　VVhoRe　Body　Scintigraphy

ltaru　ADACHl

D¢ρo〃〃lent　01’Radiologγ，0ぷaka　Medical　Co〃ege

　　Whole　body　scintigraphy（WBS）was　performed

to　assess　the　myocardial　uptake　in　the　dipyridamole

（DP），　exercise　loading（EX）and　thallium－201（Tl－

20D　myocardial　scintigraphy．　DP－WBS　was
studied　in　15　patients（pts），　EX・WBS　was　studied

in　17　pts　and　resting（RE）－WBS　was　studied　in

20pts．　All　pts　had　some　kinds　of　heart　disease

clinically，　but　their　myocardial　scintigraphy　showed

no　abnormal　findings．　DP－WBS　and　EX－WBS

were　perfbrmed　both　immediately（early　image

DP－E，　EX－E）and　3　hours　later（delayed　image

EX－D，　DP－D）after　injection　of　Tl－201．　RE－WBS

were　perfOrmed　immediately（early　image　REST）

after　injection　of　Tl－2010nly．　The　percent　myo－

cardial　uptake，　background　ratio　of　the　myo－

cardium　and　washout　ratio　of　some　organs　were

calculated　from　the　ROIs（region　of　interest）over

the　whole　body，　heart，　lung，　mediastinum，　ab－

domen　and　thighs．

　　The　myocardial　uptake　of　DP－E　was　9．1土1．4％，

myocardial　uptake　of　EX－E　was　6．3土0．8％and

myocardial　uptake　of　REST　was　7．1土1．2％．　The

thighs　uptake　of　DP－E　was　lO．4土1．1％，　thighs

uptake　of　EX－E　was　25．3土2．6％and　thighs　up－

take　of　EX－E　was　25．3±2．6％and　thighs　uptake

of　REST　was　10．1土1．5％．

　　The　percent　myocardial　uptake　of　DP－E　was

not　only　higher　than　that　of　EX－E（P＜0．001）but

also　higher　than　that　of　REST（p＜0．01）．　Thus，

we　conclude　that　DP　scintigraphy　showed　clearer

myocardial　image　than　EX　scintigraphy．　From　the

similarity　of　thighs　uptake　between　DP　scin・

tigraphy　and　RE　scintigraphy，　we　considered　that

Tl－201　kinetics　of　the　skeletal　muscle　in　DP

scintigraphy　was　similar　to　that　in　RE　scintigraphy．

　Key　words：Tha川um－201，　Myocardial　scin－

tigraphy，　Whole　body　imaging，　Dipyridamole．
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