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《短報》

急性心筋梗塞後に壁運動が保たれている心筋における

　　　　　　抗心筋ミオシン抗体取り込みの検討

田中　　健＊　相澤　忠範＊

桐谷　　肇＊　　岡本　　淳＊

加藤　和三＊　小笠原　憲＊

　要旨　発f乍から2－10か月後の心筋梗塞6例を対象として，壁運動が保たれている心筋における抗心筋ミ

オシン抗体の取り込みを検討した．

　Planar像による心筋の抗心筋ミオシン抗体取り込みと肺野の抗心筋ミオシン抗体取り込みの比は平均2．3

士0．5であった，各症例において最も高い抗心筋ミオシン抗体取り込みを認める部位のT1－201摂取率は平均

77％（90－63）で，超音波像による壁運動は1例が良好で5例が低下であった．また矢状面前壁における最も

高い抗心筋ミオシン抗体摂取率の平均は83％（100－75）で，またこの部位のTl－201摂取率は平均81％（90－

75）で，shortening　rateは平均34％（52－25）であった．

　再灌流などにより壊死を免れ壁運動が改善した心筋に抗心筋ミオシン抗体取り込みが認められた．心筋を

壊死にいたらせるような虚血により心筋細胞に生じた障害は，陳旧期でも改善し得ていない可能性が考えら

れた．

1．はじめに

　壊死心筋に特異的に集積する診断薬として抗心

筋ミオシン抗体がKhawらにより開発され1），こ

れが壊死心筋に高い集積を示すことが報告され

た2）．本邦においても多施設による臨床治験がな

され急性心筋梗塞例に高頻度で取り込みが認めら

れ，壊死に至る心筋の評価に有用であると報告さ

れた3）．同時に陳旧期における取り込みも報告さ

れたが，その詳細は不明であった4）．今回壁運動

が保たれている心筋における抗心筋ミオシン抗体

の取り込みを検討し，興味ある知見を得たので報

告する5・6｝．
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IL方　　法

　梗塞部心筋が壁運動を保つ心筋梗塞6例を対象

とした．責任冠動脈はいずれも前下行枝で，この

うち4例で急性期に再灌流療法が発症より2時間

以内になされた．2例は他院で急性期の治療がな

されたが，慢性期の冠動脈造影で前下行枝近位部

の完全閉塞と右冠動脈よりの側副血行路を認めた．

6例の左室造影による慢性期左心駆出率は平均

66％（54－76）であった．検査は発作から2－10か

月後に臨床症状もなく通常の社会生活を送ってい

る状態でなされた．検査前後で心電図変化また血

清酵素の異常や変動も認められなかった．

　抗心筋ミオシン抗体はln－111antimyosin－Fab

（株式会社第一ラジオアイソトープ研究所製）を

74MBq（2・mCi）静注した．　Planar像は2日後にカ

メラが両肺野と心臓を含むように設定し，プリセ

ットタイム10分間で撮像した．この後にTl－201

を111MBq（3　mCi）静注し二核種同時収集心筋
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SPECT像を得た．このためにSiemens社製回転

型ガンマカメラZLC－75に低エネルギー用汎用型

平行ホール型コリメータを装着し，オンラインで

SCINTIPAC2400に接続した．設定エネルギーレ

ベルとウィンド幅は1n－111に対して171　keVで

15％と245keVで20％またTl－201に対して75

keVで20％とした．　SPECT像はカメラを5度ご

と回転させ，LPO　40度よりRAO　35度まで180

度回転で，合計36方向から各方向20秒ずつで撮

像した．画像処理は9点スムージングを行い，

Shepp　and　Loganフィルター処理をし断層像を再

構成し，おのおのAM像とTl像とした．マルチ

フォーマットカメラによる画像はカットオフ50％

で表示した．Planar像における心臓の最も抗心筋

ミオシン抗体を取り込む部位と，右下肺野に9ピ

クセルの関心領域を設定し，ピクセルあたりのカ

ウントを求めた．心筋における抗心筋ミオシン抗

体取り込みの定量的評価はこのカウント比（heart

lung　ratio：HLR）によって行・・た．

　抗心筋ミオシン抗体摂取率はAM像全体にお

いて最も抗心筋ミオシン抗体取り込みが高い部位

を100％として求めた．さらにTl－201短軸断層

像の最高抗心筋ミオシン抗体取り込み部位に対応

する部位に9ピクセルの関心領城を設定し，この

平均よりこの部位のTl－201摂取率を求めた．当

該部位の壁運動は超音波断層像により正常，低下，

きわめて低下，消失および奇異運動の5段階て評

価した．

　AM像の矢状面前壁における最も高い抗心筋

ミオシン抗体摂取率を求め，当該部位のT1－201

摂取率を求めた．壁運動は左室造影を用いて

radial　methodによるshortening　rateにより評価

した．

IH．結　　果

　Planar像による心筋の抗心筋ミオシン抗体取り

込みはHLRで平均2．3土0．5であった．

　AM像においても良好な画像が得られ，高い抗

心筋ミオシン抗体摂取率は前壁や中隔を主に認め，

Tl像の対応する部位は取り込み低下を示した，

　抗心筋ミオシン抗体摂取率が100％である部位

のTl－201摂取率は平均77％（90－63）で，超音波

像による壁運動は1例が良好で5例が低下であっ
た．

　矢状面前壁における最も高い抗心筋ミオシン抗

体摂取率の平均は83％（100－75）でこの部位のTl－

201摂取率は平均81％（90－75）で，壁運動はSR

で平均34％（52－25）と良好であt・た．

Table　l　Data　on　the　patients　with　AM　uptake　at　contractile　myocardium

days PTCR CAG
EF

（％） HLR
Tl－201
uptake

Wall

motlon
AM　　　　　Tl－201

・ptake＊uptake＊
SR
（％）

1 68M 67 （十） LAD 58 2．2 78 h 84 80 25

2 63M 45 （一）
　　　＊

LAD 62 1．8 63 h 75 75 30

3 57M 72 （十） LAD 58 3．3 64 h 75 90 40

4 74M 300 （十） LAD 76 2．3 90 h 80 84 30

5 52M 270 （十） LAD 69 23 78 h 100 78 28

6 60F 71 （一）
　　　＊

LAD 75 2．0 88 N 82 80 52

2．3土0．5 77土11 83土9 81土5 34土10

days：from　the　ischemic　event　to　the　imaging．　LAD＊：LAD　lesion　with　collateral　flow．　EF：Ej㏄tion　fraction．

HLR：heart　AM　uptake　to　lung　AM　uptake　ratio．　Tl－201　uptake　and　wall　motion：at　the　region　of　maximal

AM　uptake．　h：hypokinesis＆N：normal　contraction．　AM　uptake＊：maximal　AM　uptake　in　the　anterior　wall

region．　Tl・201　uptake＊：at　AM　uptake＊．　SR：shortening　rate　at　AM　uptake＊．
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Fig．1　Typical　AM　uptake　in　the　contractile　myocardium．

　　　Left　ventriculography　showed　well　contractility　of　the　anterior　wall　motion　and

　　　ejection　fraction　was　75？％，　Tl－201　myocardial　SPECT　images　showed　narrow

　　　hypoperfused　region　in　the　anteroseptal　wall．AM　SPECT　images　showed　massive

　　　AM　uptake　in　the　apical　septal　region．

　代表f列を以ドに示す．

　拍：f列　　60歳　　　／7（↑生

　近医で急性心筋梗塞の治療を受け1か月後に

精査目的で人院となった．心電図の胸部誘導で

Negative－Tが認められた．冠動脈造影で前ド行枝

近位部σ）完全閉塞と右冠動脈よりの側副lflL行路を

認y），PTCAを行い軽快した．左室造影で壁運動

は良好で左室駆出率は75㌔であつた．この1か

月後にAM像を得た．　Planar像による心筋の抗

心筋ミオシン抗体取り込みはHLRで平均2．0で

あ’・た．Tl－201　SPECT像において前壁から中隔

の移行部に取り込み低ドを認めた．抗心筋ミオシ

ン抗体取り込みは心基部から心尖部主でtti隔を主

に取り込みを認めた．この領域は慢性期の虚lflL領

城を含んでいた．

IV．考　　案

　壊死心筋に特異的に集積する診断薬として抗心

筋ミオシン抗体が開発され臨床治験がなされた．

この結果急性心筋梗塞の急性期例において高頻度

に取り込みが生じることが報告された．この際に

慢性期に取り込みが生じる可能性が示されたが，

どのように取り込圭れているかの詳細は不明のま

主であった．

　抗心筋ミオシン抗体取り込みの定量的評価は，

他臓器における取り込みとの比較でなされている．

今1司認められた抗’L・筋ミオシン抗体取り込みは急

性期例よりは軽度であるが，明らかに認められた．

1核種同時集収法によりTl－201取り込みとは異

なる分布であることが示され，心筋当たりの抗心

筋ミオシン抗体摂取率が部位により異なることが

示された．今回の6例では抗心筋ミオシン抗体取

り込みがTl－201摂取率は軽度には低一ドしている

が壁運動が保たれている心筋で生じていることが

明らかとなりた．すなわち今回使用された抗心筋

ミオシン抗体は壊死心筋以外の心筋に取り込まれ

ることが明らかとな’・た．

　Khawらの初期の実験では，抗心筋ミオシン抗
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体による心筋梗塞像は病理所見とよく一致した．

この結果，心筋細胞が虚血により障害を受け，細

胞膜が崩壊し筋原線維が露出すると，この部位の

心筋ミオシンに抗心筋ミオシン抗体が結合すると

説明された．しかし最近血清心筋ミオシン軽鎖や

重鎖が測定し得るようになり，心筋細胞膜が崩壊

するとミオシンが血中に流出することが示され

た7・8）．細胞膜が崩壊した後にミオシンと抗心筋ミ

オシン抗体が結合するならば，結合体はそのまま

血中に流出し画像を構成しなくなる．すなわち抗

心筋ミオシン抗体は障害を受けた心筋細胞膜を通

過し，細胞内で心筋ミオシンと結合すると考えら

れる．やがて壊死に至る心筋が陳旧期に存在して

いることも臨床的に考えにくい．今回の結果は，

細胞膜には抗心筋ミオシン抗体が通過するほどの

障害があるが，収縮力を保っている心筋細胞が存

在していることを示すと考えられる．

　虚血発作により細胞表面の交感神経末梢に障害

が残り，心不全の進行により細胞膜表面のβレセ

プターの数が変化したり，またカテコールアミン

により細胞膜の膜情報伝達系に変化が生じること

が検出されるようになった．これより収縮力を保

ちながら心筋細胞膜に障害が生じている心筋細胞

に興味が持たれるようになった．抗心筋ミオシン

抗体は心筋炎の実験では急性期のみならず線維化

が明らかとなる慢性期での取り込みが報告されて

いる9｝．肥大型心筋症でも取り込みが報告されて

いる10）．これらより抗心筋ミオシン抗体が通過し

うる程度の細胞膜の障害の可能性もあながち不合

理とは考えられない．また拡張型心筋症でTl－20・1

心筋像の障害進行部位が抗心筋ミオシン抗体をよ

く取り込まず，抗心筋ミオシン抗体取り込みが

on　going　necrosisと必ずしも関係がない症例が報

告されている11｝．

　古典的には虚血性心疾患における心筋の病態

は壊死と一過性の虚血が主であったがこの間に

stunned、　myOcardiUmなどの概念が導入された．

stunned　myoca【d但rp：は血行再建により改善しう

る病態で，造影や超音波像によ，り評価し得るもの

であった．今回抗心筋ミオシ、と抗体の取り込みを

示した部位の血行は十分に改善しており，発症よ

り2か月以上経っているので安定した状態にある

と考えられた．今回認められた異常は，従来の検

査方法では検出できず，新しい放射性医薬品によ

り明らかにされた病態といえる．

V．結　　論

　再灌流などにより壊死を免れ壁運動が改善した

心筋に抗心筋ミオシン抗体摂取が認められた．心

筋を壊死にいたらせるような虚血により心筋細胞

膜に生じた障害は，陳旧期でも改善し得ていない

可能性が考えられた．
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Summary

In－111　Antimyosin－Fab　Uptake　in　Contractile　Myocardium　of

　　　　　　　　　　　　　　　Old　Myocardia1　lnfarction

Takeshi　TANAKA，　Tadanori　AlzAwA，　Kazuzo　KATo，　Ken　OGAsAwARA，

　　　　　　　　　　　　　Hajime　KIRIGAYA　and　Kiyoshi　OKAMoTo

The　Cardio　vascular　lnstitute

　　As　ln－111　monoclonal　antimyosin　antibody

（AM）has　been　thought　to　bind　with　human　myo－

sin　exposed　in　myocytes　irreversiblely　damaged　by

an　ischemic　event．　The　AM　uptake　in　contractile

myocardium　after　acute　myocardial　infarction　was

studied．　AM　planar　images　were　obtained　48　hours

later　after　injection　of　74　MBq　of　AM　in　6　patients

2－10months　later　after　acute　myocardial　infarc－

tion．　Mean　ejection　fraction　was　66％（75－58）．

　　Myocardial　AM　uptake　was　definite　in　com－

parison　with　mediastinum　uptake　in　al16patients

and　mean　heart　lung　ratio　was　2．3土0．5．　AM

SPECT　images　and　Tl－20　1　SPECT　images　were

obtained　with　dual　mode．　Mean　Tl－201　uptake　at

the　region　of　maximal　AM　uptake　was　77％（90－

63）．Echocardiography　showed　contractility　of　the

region．　Mean　maximal　AM　uptake　in　the　anterior

wall　region　was　83％（100－75）and　mean　Tl－201

uptake　at　the　region　was　81％（90－75）and　shorten－

ing　rate　of　the　region　was　34％　（52－25）．　The

region　with　AM　uptake　has　been　shown　to　cor－

relate　with　the　region　salvaged　from　necrosis　by

reperfusion．　It　has　been　shown　that　AM　was

uptaken　in　contractile　myocardium　in　chronic

phase　of　acute　myocardial　infarction．

　　It　was　suspected　that　myocardium　under　severe

ischemic　event　may　be　salvaged　by　reperfusion

therapy　and　retain　contractility　in　chronic　phase，

however　irrereversible　damage，　which　permit　AM

uptake，　may　remain　in　myocardium．

　　Key　words：　In－111　antimyosin　antibody　Fab，

Reperfusion　therapy，　Myocardial　cell　damage．
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