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《原　著》

運動負荷201T1心筋SPECT像による前下行枝病変の
　　　　　　　　　　　　　　　部位診断

田中　　健＊　　相澤　忠範＊

桐谷　　筆＊　　岡本　　淳＊

加藤　和三＊　小笠原　憲＊

細井　宏益＊

　要旨　左前下行枝に単独病変を認め負：荷201T1心筋SPECT像に虚血が生じた53例を対象として，心基

部短軸断層像に生じた虚血域の右縁と前下行枝の狭窄部位との関係を検討した．短軸像に生じた虚血域の位

置は12時を0度として時計方向にプラスとして表示した．

　前下行枝起始部病変による虚血域右縁は平均21±11度，近位部病変による虚血域右縁は平均一6±10度，

また中間部病変による虚血域右縁は平均一36士17度であった．病変が起始部を離れるほど虚血域右縁は反

時計方向に移動した．虚血域右縁が0度以上であることは起始部病変に対してsensitivity　100％であった．

虚血域右縁がo度未満であることは中間部病変に対してsensitivity　IOO％であった．

　201Tl心筋断層像により，左前下行枝の病変の有無を推定できるだけでなく，病変の部位も推定可能と考

えられた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（核医学29：325－331，1992）

1．はじめに

　201Tl心筋像は心電図や冠動脈造影法とともに

虚血性心疾患の評価において，冠動脈病変の検出，

虚血領域の評価，心筋viabilityの判定，冠血行再

建術の評価などに有用な役割を果たしている1）．

その主要冠動脈病変の検出に関する報告は多いが，

病変枝の狭窄部位の診断に関する報告はきわめて

少ない2”’4）．著者は前下行枝起始部病変，高位側

壁枝病変や対角枝病変による201T1心筋断層像に

おける虚血域の特徴を報告してきた5・6）．今回前下

行枝の狭窄部位の診断における201T1心筋断層像

の有用性を検討したので報告する．

＊心臓血管研究所

受付：3年8月9日
最終稿受付：3年12月5日
別刷請求先：東京都港区六本木7－3－10　（⑰106）

　　　　　心臓血管研究所

　　　　　　　　　　　　　　　田　中　　　健

IL　対象と方法

　心臓血管研究所に1987年4月～89年3月の間

に狭心症精査の月的で人院し，前下行枝に単独病

変を認め，運動負荷201T1心筋SPECT像に虚血

が生じた53例を対象とした．

　前下行枝の病変部位はAHA分類に準じて起始

部，近位部（＃6）に中間部（＃7）を加えた3区域に

区別した．なお第一・中隔枝の分岐部に病変を認め

る例は近位部に含めた．起始部病変は病変が回旋

枝に及び，この場合は主幹部病変とされることも

多い．今回は起始部病変に回旋枝起始部病変を合

併する疑いのある例でも201T1像の側壁に虚血

所見の出ない例は起始部病変例とした．

　運動負荷検査は絶食で休薬として，午前10時

前後に開始した．運動負荷はトレッドミルを用い

てBruceのプロトコールに準じて，検査時点で最

大の負荷が加わるように施行した．したがって胸

痛の出現，下肢倦怠または運動に追従困難の時点
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Fig．1　Method　of　determining　right　margin　of　ischemic　region　at　basal　plane　by　cir・

　　　cumferential　maximal　count　profile　analysis　of　stress　201Tl　myocardial　images．

でlllMBqの201T1を投与し，さらに負荷を続

けた．胸痛が増悪したり血圧低下が生じた場合に

は直ちに負荷を中IEしたが，一般的には投与1分

後に停11：した．この10分後よりSPECT像の撮

像を開始した．使用装置は，Siemens社製回転型

ガンマカメラZLC－75型およびオンライン接続の

ミニコンピュータ（SCINTIPAC2400）である．カ

メラを5度ごと回転させ，1eft　posterior　oblique

40度よりright　anterior　oblique　45度まで，180

度回転で合計36方向から撮像した．再構成には

9点スムージングとShepP　and　Loganフィルター

処理を用いた．左室短軸断層像1スライスの厚さ

は6mmとした．再分布心筋像は4時間後に撮像

した．断層像はカットオフ40％のマルチフォーマ

ットカメラによる画像で表示した．

　心基部における短軸断層像の中隔には生理的に

欠損が生じるので，再分布像にこのような欠損が

ない最も心基部よりの短軸断層像を心基部短軸断

層像とした．負荷像の心基部短軸断層像のプロフ

ィールカープにおいて，あらかじめ男女別に正常

20例より求めた平均値より2標準偏差以下の部

分を虚血領域として、位置は12時を0度として

時計方向にプラスとして角度で表示した．これに

より虚血域の右縁（right　margin　of　ischemic　re－

gion　at　basal　plane）を求めた（Fig．1）．

IH．結　　果

　前下行枝起始部病変20例による虚血域右縁は

平均21土11度，近位部病変15例による虚血域右

縁は’F均一6土10度，また中間部病変18例によ

る虚血域右縁は平均一36±17度であった．病変が

起始部を離れるほど虚血域右縁は反時計方向に移

動した（Fig．2）．

　虚血域右縁が0度以hであることは，起始部病

変に対してsensitivity　100％（20／20）であった．虚

血域右縁が0度未満であることは，中間部病変に

対してsensitivity　lOO％（18／18）であった（Table　1）．

　虚血域右縁が0度以上であれば中間部病変でな

く，0度未満であれぽ起始部病変でないことは

predictive　valueが100％であった（Figs．3－5）．

IV．考　　案

　201Tl心筋SPECT像により，前下行枝病変の

有無のみならず病変部位も推定可能と考えられた

ことは，臨床的に有用な結果であった．

　虚血性心疾患の評価に観血的な冠動脈造影法は

きわめて重要な役割を果たしている．前下行枝は

回旋枝とともに左冠動脈主幹部より分岐するが，

前下行枝の病変は頻度が高く？その病変部位は近

位部（＃6），中間部（＃7）と末梢部（＃8）に区別され

ている．なかでも近位部病変では灌流障害域が広

Presented by Medical*Online



運動負荷L’OITI心筋SPECT像による前下行枝病変の部位診断 327

40°

20°

0

一
20°

一
40°

一
60°

゜．

二
・
蹴
鋼
ゆ
゜
・ ●

°
●

・
“
培
“
玲
・
．

L＿＿＿」L＿＿＿＿＿1

・
：
°
．
二

・

°．

“吟

・

°・

Table　l　Predictive　value　of　right　margin　of　ischemic

　　　　　　　region　at　basal　plane　for　predicting　site　of

　　　　　　　LAD　lesion

一

right　margin　of　ischemic　region

　　　≧O°　　　　　〈0°

just　proximal　　　　　　　　　．　　　　　　portlon

proximal＆
mid　portion

20

　6

　0

27

right　margin≧O°for　just　proximal　port！on

sensitivity

specificitY

predictive　value

100％　（20／20）

　82％　（27／33）

　78％　（20／26）

＜0．001 ＜0．001

　　　　　　　　　加st　　　　proximal　mid

　　　　　　　　　　prOXimal　pOrtiOn　　pOrtiOn
　　　　　　　　　　portion

Fig．2　Relationship　between　right　margin　of　ischemic

　　　　　　region　and　site　of　LAD　lesion．

　　　　　　Right　margin　of　ischemic　region　induced　by

　　　　　　the　just　proxima川esion　was　21」，11い，　that　by

　　　　　　proximal　lesion　was－6±10’．　and　that　by　mid

　　　　　　portion　was－36土17’．

〈0°

right　margin　of　ischemic　region

　　　　　　　　　　　　　　　≧0°

mid　portion

lust　proximal＆

proximal　portion

18

　9

　0

26

right　margin〈0°for　mid　portion

sensitivitY

specificity

predictive　value

100％（18／18）

　74％　（26／35）

　67％　（18／27）

、

Stress

づ 冶 o
Fig．3　Typical　stress　L’olTl　myocardial　coronaいmages　and　corresponding　lesion　of

　　　　　　just　proximal　portion　of　LAD．　Defects　were　noted　at　the　anteroseptal　region　of

　　　　　　the　stress　images．　In　the　basal　coronal　image　right　margin　of　ischemic　region　was

　　　　　　noted　at　45°，
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Fig．4　Typical　stress　201Tl　myocardial　coronal　images　and　corresponding　lesion　of

　　　　　　proximal　portion　of　LAD．　Defects　were　noted　at　the　anteroseptal　region　of　the

stress　images．　In　the　basal　corona

noted　at　O．．

limage　right　margin　of　ischemic　region　was

㌧

、
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Fig．5　Typical　stress　2（ハ1Tl　myocardial　coronal　images　and　corresponding　lesion　of

　　　　　　mid　portion　of　LAD．　Defects　were　noted　at　the　septal　region　of　the　stress　images．

　　　　　　Jn　the　basal　coronaいmage　right　margin　of　ischemic　region　was　noted　at　sOf’，
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範なことが多いため，内科的治療のf’後が不良で

あったり，起始部病変ではPTCA（経皮的冠動脈

形成術）施行時に回旋枝起始部を閉塞する危険が

あるために，外科的な治療が必要になることも多

い7・8｝．このように，予後推定や治療方針決定には，

冠動脈病変の有無のみならず病変部位の決定が必

要である．前ド行枝病変を部位を含めて非観血的

に診断する方法は臨床的に重要と考えられている．

しかし心電図による部位診断は鋭敏であるが，特

異性に欠けるとする報告が主であった9・　・10）．

　非観血的な201Tl心筋像は，心筋局所血流を反

映するので，虚血性心疾患評価のために日常的に

用いられている．初期のころは，201T1心筋平面

像を用いた主要冠動脈病変枝の検出に関しての報

告が主であった．左冠動脈主幹部病変の推定に関

する報告が比較的多いが，結果は必ずしも一致が

みられていない11）．前下行枝近位部病変に関する

心筋平面像による報告では，前側壁領域の広範な

虚血がその特徴とされているが，左冠動脈主幹部

病変との鑑別を検討したものは少ない12），前下行

枝の病変が起始部を離れるほど中隔の虚血が軽度

になることや，中隔に広範な虚血が生じる例のf’

後が不良との報告もみられている13・14）．しかし’F

面像による部位診断の報告が少ないのは，画像の

重なりが避けられない平面像では病変部位による

特徴が現れにくいためと考えられる．

　局所解像力に優れている心筋断層像が進歩した

が部位診断に関する報告は少なく，主要冠動脈病

変の検出に関する報告が主である．実際に症例数

や心臓核医学に関する文献の多い植原らの最近の

心筋SPECT像における虚血域に関する報告にお

いても主要冠動脈病変の検出が主で，前下行枝病

変の部位による虚血域の特徴の検討はなされてい

ない15）．

　著者はすでに心基部短軸断層像における起始部

病変による虚血域右縁はきわめて狭い範囲に位置

し，高位側壁枝の虚血域右縁とは重ならないので，

虚血領域右縁が20－60度の間に位置することは前

下行枝起始部病変の特徴と考えられると報告した．

また心筋SPECT像により対角枝病変も診断し得

OM

14PL
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RCA
Fig．6　Schematic　presentation　of　anatomy　of　coronary

　　　artery．

ると報告した．今回の結果より，心基部短軸断層

像における虚血域右縁は前下行枝における病変部

位によって規定されると考えられた．逆に心基部

短軸像における虚血域により，前下行枝の病変部

位が推定し得ると考えられた．この結果は臨床的

にきわめて有用と考えられた．

　今回の結果は解剖学的に，中隔を灌流する中隔

枝は前一ド行枝より分岐すると少し逆行性に走行し，

分岐した部位より心基部側を灌流すると仮定する

と，きわめて合理的に考えられた．すなわち起始

部病変では全ての中隔枝の領域が虚血となり，心

基部短軸断層像に広範な虚血が生じる．病変部位

が起始部より離れると虚血を免れる中隔枝が増し，

これに灌流される部位は虚血域とならない．した

がって病変部位が起始部より離れるに従って虚血

域右縁が反時計方向へ位置する．中間部病変によ

る虚血域右縁の分布が広いのは，左冠動脈主幹部

や中隔枝に解剖的変異が多いためと考えられる

（Fig．6）．今回の結果より，平面像において中隔が

広範な虚血となる場合に予後が不良との報告は，

この所見が起始部病変に対応すると考えられるの

で当然と理解される．

　心室中隔は左右冠動脈より支配されているが，

主には前下行枝からの中隔枝によってであり，最

初の大きな枝が第一中隔枝と呼ぽれている．しか

し分枝を有する大きな中隔枝や同じような中隔枝

が数本認められるなど，変異が多いことも知られ
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ている．中隔枝の走行や灌流域に関する報告は従

来少ない．これは中隔枝の造影所見は明瞭に得ら

れるとは限らず，中隔枝は中隔内を走行するので

冠血行の再建の対象になることが少なく，興味の

対象になりにくかったためと考えられる16｝．今回

得られた所見は，中隔枝の走行や芝配領域を知る

ヒでも．有用と考えられた．

V．結 論

　前下行枝の病変部位が起始部を離れるほど，

201Tl心筋断層像の心基部短軸断層像における虚

血域右縁は反時計’方向に移動した．201Tl心筋

SPECT像における虚血域により，前ド行枝病変

の有無ばかりでなく，その部位まで推定しうる可

能性が示された．
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Noninvasive　Estimation　of　Site　of　Lesion　of　Left　Anterior　Descending

　　　　　　　　Artery　with　Stress　201Tl　Myocardial　SPECT　lmages

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

　　　　　Hajime　KIRIGAYA，　Kiyoshi　OKAMoTo　and　Hiromitsu　Hoso1

The（rardio　vascular　lnstitute

　　Noninvasive　estimation　of　site　of　lesion　of　left

anterior　descending　artery（LAD）is　important

because　of　high　morbidity　of　LAD　lesion．　Utility

of　stress　201TI　myocardial　SPECT　images　f（）r　pre－

dicting　site　of　LAD　lesion　characteristics　of

ischemic　region　induced　by　LAD　lesion　in　the　basal

coronal　image　were　studied　in　53　patients　with

localized　significant　LAD　lesion．　Right　margin　of

ischemic　region　at　basal　plane　of　SPECT　images

was　determined　by　circumferential　maximum　count

pofile　analysis　of　stress　201Tl　myocardial　images．

　　Right　margin　of　ischemic　region　induced　by　the

just　proximal　lesion　was　21土11°，　that　by　proximal

lesion　was－6士10°and　that　by　mid　portion　was

－
36±17°．Sensitivity　of　right　margin　of　ischemic

region　O　f（）r　just　proximal　lesion　was　100％（20／20）

and　that　of　right　margin　of　ischemic　region　O　fbr

mid　portion　lesion　was　100％（18／18）．

　　These　results　showed　the　possib川ty　of　detecting

site　of　LAD　lesion　by　stress　201Tl　myocardial

SPECT　images．

　Key　words：　Left　anterior　descending　artery，

201Tl　myocardial　SPECT　images．
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