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運動負荷Tl－201心筋シンチグラフィ24時間像による
　　　　　　　　　　　　心筋viabilityの評価

滝　　淳一・＊　　中嶋　憲一＊

川筋　道雄＊＊　利波　紀久＊

分校　久志＊　　谷口　　充＊

久田　欣一＊

　要旨運動負荷T1・201心筋シンチグラフィによる心筋viability評価の精度向上のために24時間像追加を

試み，血行再建術後の血流改善結果と照らし合わせ，その有用性を検討した．運動負荷3時間後像にて再分

布を示さなかった集積低下の32症例37病変を対象とし，24時間像を1方向あたり40秒のデータ収集にて

追加し，その有用性を検討した．24時間像は全例において再分布の評価に耐える画質を示し，19病変（51％）

にて再分布を示した，このうち21症例25病変に対して血行再建術を施行したところ，24時間像にて初めて再

分布を示した13病変のうち，12病変（92％）で術後に血流改善を認めた．24時間像にても再分布のない12

病変では，術後も8病変（67％）で血流改善を示さなかった．24時間像は1日で検査を終了することができ

ないが，余分なT1の追加投与をすることなく心筋viabilityを評価できる有用な方法と考えられた．

1．はじめに

　虚血性心疾患の診断，病態評価の一つとして運

動負荷心筋シンチグラフィは重要な位置を占める

にいたっている．特に心筋viabilityの評価は，治

療方針の決定に重要な情報を提供してくれる．通

常運動負荷直後像にて認めたTlの集積低下部位

に，3－4時間後像で再分布を示せば虚血心筋の存

在すなわちviableな心筋の存在が示唆される．

一方，3－4時間像にて再分布が認められない場合

は，梗塞心筋の可能性が高いと判断されてきた1”3）．

しかしながら，再分布のない領域に血行再建術を

施行すると血流が回復したり，PETにて代謝が認

められたりすることから，梗塞心筋の過大評価す

なわち心筋viabilityの過小評価が指摘されてき

た4亀7）．この問題点に対して，負荷後3－4時間後

の再分布像に加え，少量のTl追加投与や24時間
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像の追加が試みられてきている8・9）．今回の研究は，

1）運動負荷後3時間像で再分布のない領域に，24

時間像を追加することにより，再分布所見がどの

程度出現し，2）また24時間像が血行再建術後の

血流改善をどの程度予測できるかを目的として行

った．

II．方　　法

　対象　虚血性心疾患の評価のために負荷心筋シ

ンチグラフィを施行し，負荷直後像での集積低下，

または欠損部に3時間像にて再分布を認めなかっ

た32症例を対象とした．内訳は男性31例，女性1

例で，平均年齢は57土8（35－74）歳である．

　運動負荷心筋シンチグラフィ　運動負荷は仰臥

位自転車エルゴメータを用い，25Wより開始し

2分ごと25Wずつ漸増する多段階運動負荷を行

った．運動負荷終了点は胸痛，0．2mV以上のST

低下，重篤な不整脈，下肢の高度の疲労とし，

T1－201111MBq（3　mCi）を静注後1分間負荷を持

続した．負荷終了後10分，3時間，24時間後に

SPECTを施行した．　SPECT装置は対向型ガンマ

カメラを使用し，データ収集は360度60方向より，

1方向あたり30秒とした．ただし24時間像は，
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画質を考慮し1方向40秒のデータ収集とした．21

例においては血行再建術を施行し，冠動脈バイパ

ス術の18例では術後1か月後に，PTCAの3例に

は術後2－3週後に，同様の運動負荷心筋シンチ

グラフィを施行した．得られた各投影像はButter・

worth　mter（order　8，　cutoff周波数0．22　cycle／pixd）

にて平滑化し，Ramp　filterにて再構成した．

　データ解析　得られた体軸横断断層像，短軸像，

垂直長軸断層像にてT1の集積を視覚的に，正常，

軽度，中等度，高度集積低下，欠損の5段階に分

類し，負荷直後像で中等度以上の集積低下を示し，

かつ3時間像で再分布のないものを解析の対象と

し24時間像と比較した．病変は1つの連続した集

積低下部を1病変とし，1段階以上の集積改善を

認めたものを再分布陽性とした．血行再建術を施

行した症例で，術後に再狭窄や閉塞を示したもの

は解析の対象から除外した，

III．結　　果

　24時間像の画質　3時間像に比ぺやや画質の低

下は認めるものの，特に読影困難と判断されたも

のはなかった．

　24時間像での再分布の頻度　運動負荷T1心筋

シンチグラフィ3時間像まで再分布のない37病変

に対して24時間像を施行した結果，19病変（51％）

にて再分布を認め，18病変では再分布を示さなか

った．

　血行再建前後での比較（Fig．1）血行再建術が

施行された25病変において，術前の24時間像での

再分布の有無と術後のT1の集積の改善を比較し

た結果，24時間像にて再分布を示した13病変のう

ち，12病変（92％）にて術後T1集積の改善を認め

た．一方，術前に24時間像にて再分布を示さなか

った12病変では，術後8病変（67％）でT1の集積

改善を示さなかった．

　症例呈示　24時間像を施行し，冠動脈バイパス

術が行われた2症例を供覧する．

　症例1：61歳男性，前壁，後壁の陳旧性梗塞の

既往を有する3枝病変の症例である．術前運動負

荷直後像にて前壁に欠損，後側壁に高度の集積低
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Fig．1　T1－201　uptake　change　after　successful　revas・

　　　cular　zzation．　Of　13areas　with　redistribution　at

　　　24hr　imaging，12　reveabd　improvement　of　Tl

　　　uptake　after　revascularization．　Whik，80f　12

　　　areas　with　fixed　perfusion　abnormality　unti1

　　　24　hr　showed　no　improvernent．
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Fig．2　Short　axial　slices　of　patient　with　anterior　and

　　　posterior　infarctions．　Before　bypass　grafting，

　　　persistent　anterior　def㏄t　at　3　hr　showed　no

　　　redistribution　at　24　hr　imaging．　While　posterior

　　　persistent　defect　at　3　hr　revealed　redistribution

　　　on　24　hr　image．　After　bypass　grafting，　posterior

　　　wall　showed　normal　Tl　uptake，　whereas　anterior

　　　remained　fixed　defect．
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Fig．3　Transaxial　image　of　a　patient　with　angina

　　　pectoris．　Before　bypass　grafting，1ateral　wall

　　　fixed　perfusion　abnormality　at　3　hr　improved

　　　at　24　hr　imaging．　After　bypass　grafting，　normal－

　　　ization　of　TI　uptake　of　lateral　wall　is　noted．

下を認め，3時間像にていずれも再分布を認めな

い．24時間像では前壁は再分布を示さないが，後

側壁には明瞭な再分布を認めた．3枝バイパス後

の負荷心筋シンチグラフィでは，前壁は固定欠損

のままであり，24時間像で再分布のあった後側壁

は血流の正常化を示している（Fig．2）．

　症例2：54歳男性，3枝病変を有する狭心症の

症例である．術前の運動負荷直後像にて側壁の集

積低下を認め，3時間像でも再分布を示さなかっ

た．24時間像では同部に明瞭な再分布を示し，3

枝バイパス後の運動負荷心筋シンチグラフィでは

血流の正常化を認めた（Fig．3）．

IV．考　　察

運動負荷T1－201心筋シンチグラフィは虚血性

1425

心疾患の評価，特に虚血心筋の検出に広く用いら

れてきた．Tlは少なくとも一部は能動的な過程

で心筋細胞に取り込まれることより10・11），T1の

集積があれぽviableな心筋の存在が示されること

になる．したがって3時間像にて再分布があれぽ，

虚血心筋の存在に関しては疑う余地はなく，再分

布がなけれぽ梗塞心筋であろうと判断されてき

た1・2）．T1による心筋シンチグラフィが始められ

た初期の頃は，運動負荷時と安静時の心筋シンチ

グラフィを別々に施行し虚血の評価を行ってお

り12），再分布現象が発見されるにつれ再分布像に

て虚血の評価を行うようになった．しかしながら

負荷後の再分布像と安静時像を比較すると，有意

に再分布像で固定性の欠損が高頻度にみられたと

の報告があり13》，再分布像での虚血心筋の過小評

価が疑われた．さらに，こうした運動負荷で再分

布のない領域に血行再建術を行い血流が改善した

り4），PETにて心筋代謝を認めたりすることが報

告され5－7），T1の固定性の集積低下や欠損の中に

はviableな心筋が含まれていることが明らかにな

ってきた．そこで心Mi　viabilityのより正確な評

価のために，負荷3－4時間後の再分布像の撮像後

にTlの少量追加投与を行う方法，および8－72時

間後の追加撮像が考案された8・9・14）．

　今回の検討では，3時間像で再分布のない病変

の約半数において24時間像で再分布を認めた．

Yangら14）の報告では，18－72時間像で53％の症

例で再分布の出現を認めたとしている．24時間像

での再分布がはたして血行再建により血流回復を

予測できるかを検討した結果，24時間で再分布を

有するものではほとんど（92％）が血行再建術後に

血流の改善を示した．一方24時間像で再分布を示

さないものは，大部分（67％）が血流の改善を示さ

ず，従来から行われてきた負荷直後，3時間像に，

24時間像を追加することで心筋viabilityをより

正確に評価可能であることが示された．しかしな

がら24時間像で再分布を示さなかった症例の1／3

で血行再建後に血流の改善を認め，限界もあるこ

とが示された．この点に関しては今後さらに検討

が望まれる．
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　再分布の機序は，現在のところまだ十分解明さ

れておらず，T1静注時の正常部との初期分布差，

血中Tl濃度の変化15），冠動脈狭窄度16），負荷後

のhyperemia，細胞レベルでのT1の摂取，放出

率3）などの要因が複雑に絡み合っているものと考

えられる．24時間までの再分布の機序に関しては

さらに不明な点が多い．3時間まで不十分ではっ

きりと捉えられない再分布が，さらに時間をかけ

ることによって判定可能になってくることも推測

はされるが，今後の検討が待たれる．

　24時間像では収集カウントの低下から画質の低

下が懸念される．大谷ら17）は，24時間像で画質低

下のため一部の症例で読影困難であったとしてい

るが，おそらくデータ収集時間が負荷直後像と同

じであったためと思われる．今回の検討では画質

低下のために再分布の判定が困難となった例は認

めなかった．これは，24時間像で1方向あたりの

データ収集時間を40秒に延長したこと，対向型カ

メラにより360度からデータ収集したこと，負荷

時Tlを111MBq（3　mCi）投与したことによると

考えられる．180度収集でも，収集時間やフィル

ター等を適切に設定すれば問題はないものと考え

られ，Yangらは180度収集で1方向あたり45－

60秒，特に72時間像では60秒の収集とし，解析

上問題はなかったとしている14）．

　24時間法および追加静注法は，ともにその目的

とするところは心筋viabilityのより正確な把握に

ある．追加静注法では，基本的には3時間での再

分布像に負荷後状態での安静時血流分布を加えた

ものをみており，Tlの追加によるTl血中濃度の

増加で再分布が促進されるという要因も関与して

いる可能性がある8）．一方24時間法は，生理的な

T1の動態を24時間までみるという違いがある．

安静時投与3－4時間像で再分布を示すような症例

では，負荷3時間後の安静時での追加静注後に，

さらに再分布を示しても不思議でなく，24時間像

であれぽ再分布を捉えられる可能性が十分ある．

しかし逆に，24時間像で再分布のない症例にT1

追加投与を行うと，再分布を示す症例がないとも

限らない．現時点では，いずれの方法が心筋via・

bilityを正確に現すかについての明確な結論づ：ナ

は困難のように思われる．今後両者を同一患者群

でランダムに此較する検討や，追加静注法での血

行再建術後の血流改善の検討などが望まれる．

　実際的な面に関しては，追加静注法は1日で検

査を終えることができる利点があるが，追加Tl

が必要であること（特に3時間像をみてから追加

投与の適応を決定する場合はTl使用量の予測が

困難である），患者の被曝が増えることがデメリ

ットとなる．その長所短所は24時間法では逆にな

る．24時間法では1日で検査を終えることはでき

ないが，追加静注のための余分なTlを常に用意

する必要がなく，また患者の被曝増加はない．3

時間像で再分布を示さなかった患者に対してのみ

翌日に24時間像を追加すればよく，ルーチン検査

として簡便で有用な方法と思われる．

V．結　　論

　1．虚血性心疾患において，負荷直後像から3

時間後像で再分布を認めなかった病変の約半数に

24時間像にて再分布を認め，24時間像追加により，

心筋viabilityのより正確な判定が可能であった．

　2．血行再建術により，24時間豫で初めて再分

布を示した病変のほとんど（92％）で術後血流の改

善を示した．また24時間まで再分布のなかった病

変では，2／3で血流の改善を示さなかった．

　3．24時間像の画質は，データ収集時間を延長

すること，T1を111　MBq（3　mCi）使用するなど

して収集カウント低下を最小限に抑えることによ

り，特に再分布判定に問題を示すものはなかった．

　4．　以上，3時間像で再分布のない症例におい

て24時間像の追加は，心筋viability，血行再建後

の血流改善の予測に有用な方法であると結論され

た．
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Summary

Assessment　of　Myocardia1　Viab面ty　by　24・Hour】［maging

　　　　　　　　after　Stress　ThaMum－201　Scintigraphy

Junichi　TAKI＊，　Kenichi　NAKAJIMA＊，　Hisashi　BuNKo＊，　Mitsuru　TANIGucH1＊，

　　　　　　Michio　KAwAsuJi＊＊，　Norihisa　ToNAMi＊and　Kinichi　HlsADA＊

＊Department　・f　Nuclearルledicine，　＊＊Sec・nd　Department　・f　Surgery，

　　　　　　　　　　Kanazawa　University　School　of　Medicine

　　Twenty－fbur－hour　delayed　imaging　after　stress

thallium－201　scintigraphy　was　assessed　fbr　more

a㏄urate　detection　of　viable　myocardium．　Thirty－

two　patients　with　coronary　artery　disease　who

showed　fixed　perfusion　abnormality（FPA）at　3　hr

imaging　after　stress　TI　study　were　evaluated　with

24hr　delayed　imaging．　Of　37　areas　with　FPA，

19areas（51％）showed　redistribution（RD）at
24hr　imaging．　After　successful　coronary　artery

bypass　grafting（n＝19）or　transluminal　coronary

angioplasty（n＝・3），　stress　Tl　scintigraphy　was　per一

f（）rmed．　Of　13　areas　with　RD　at　24　hr　imaging，12

revealed　improvement　of　Tl　uptake　after　revas－

cularization．　On　the　other　hand，　of　12　areas　with

FPA　unti124　hr，8showed　no　improvement，

　　In　conclusion，　conventional　stress　T1－201　scintig－

raphy　underestimates　myocardial　viability，　and

additional　24　hr　imaging　permits　more　accurate

assessment　of　myocardial　viability．

　　Key　words　：　T1－201，24－hour　image，　Coronary

artery　disease，　Myocardial　viability．
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