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《原　著》

静注24時間後の2°ITI心筋SPECT撮像による
　　　心筋viabilityの評価の妥当性と問題点

新井　英和＊　斎藤

足立　玲子＊＊　安江

滋＊　金
亮＊＊

國鐘＊　　青木　直人＊

　要旨201T1心筋シンチグラフィを用いて心筋のviabilityをより正確に評価するために種々の撮像法の工

夫が行われているが，本研究では，画質の低下が指摘されている24時間後の撮像による評価が妥当か否か，

また，24時間後像の画質に影響する因子に関し検討を行った．陳旧性心筋硬塞，狭心症，正常冠動脈者の

いずれの群においても，ほとんどの例で良好な24時間後像の撮像は可能であった（それぞれ，87％，88％，

81％）．24時間後像が良好であったものと不良であったものとの比較では，24時間後像の画質に最も影響す

る因子は収集カウント数と考えられ，画質の低下が問題となる男性例や体重の重い例では収集時間の延長な

どの工夫が必要と考える．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（核医学29：607－613，1992）

1・はじめに

　心筋のviabilityを評価し冠動脈血行再建の適応

を決定する目的で運動負荷をはじめとする201Tl

心筋シンチグラフィは，広く用いられてきた1・2）．

しかし，静注後3ないし4時間で撮像される201Tl

心筋シンチで再分布が認められない領域でも冠動

脈血行再建後に当該部位の左室壁運動や灌流状態

が改善する例が認められるようになリ，従来の

201Tl心筋シンチでは心筋のviabilityを過1J・評価

してしまうと考えられるようになってきた3）．こ

のためより正しく心筋viabilityを評価するために，

24時間後の撮像4）や4時間後の少量追加静注法5）

が実施されている．

　しかし，24時間法の画像では収集カウントが少

ないために画質が劣化するとの懸念も指摘されて
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いる6）．24時間後の撮像では，高価な201Tlを保

管する必要も追加静注する必要もないため，撮像

時間が長くなるという短所はあっても日常臨床の

場では有用な検査法と考えられる．そこで，本研

究では24時間後像の画質に及ぼす因子を評価し，

画像評価に耐え得るか否かを検討した．また，24

時間後に見られる遅延再分布の頻度もあわせて検

討した．

II．対象と方法

　対象は，1989年7月より1990年1月までに当

院で201Tl心筋SPECT（single　photon　emission

computed　tomography）を撮像した345例中負荷

直後像，4時間後像に加えて24時間後像の撮像を

実施し得た185例である．24時間後の撮像は，原

則として入院中の例では全例実施としたが，ガン

マカメラ使用中のために実施できない例があり，

また外来患者では24時間像の撮像は行わなかった．

対象例中陳旧性心筋梗塞例は70例，心筋梗塞の既

往のない狭心症例は72例，正常冠動脈者は43例で

あった（Table　1）．

　SPECTは，負荷（184例ではBruce原法による
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トレッドミル負荷，1例ではdipyridamole負荷）

後10分，4時間，24時間で撮像し，全例で201T1

の投与量は111MBq（3　mCi）とした．　SPECT撮

像には低エネルギー汎用コリメータを装着した東

芝製GCA－602Aを用い，収集は右前斜位45度か

ら左後斜位45度まで30方向の180度収集とした．

10分後，4時間後には1方向30秒，24時間後には

1方向60秒の収集とした．Matrixは，64×64を用

いた．SPECTの再構成には，　Butterworth創ter

（cutoff　frequency：0．2　cycles　of　pixeles，　order　5）を

使用した．

　画像評価は経験のある2名の判定者により視覚

Table　l　Characteristics　of　study　patients

Normal　AP　　OMI　Tota1

的に行い，画像の鮮明なgood，画質は良好とは

いえないが診断可能なmoderate，診断に耐えない

poorの3段階に分類した（Fig．1）．また，カウ

ント数の比較に用いるためgoodをA群とし，

moderateとpoorをB群と分類した．カウント

数の計測は30方向を1枚にした加算像を作成した

後に行い，加算像で心筋部，画像全体のカウント

数を得，両者よPmyocardial　count／（total　count

－ myocardial　count）の式を用いてTarget　to

background　ratio（TBR）を算出した．

　なお，4時間後にまったく再分布を認めずに24

時間後に再分布を認めた例も，4時間後に若干の

再分布を認めさらに24時間後に再分布の増強する

例も，ともに遅延再分布陽性と定義した．

N
Age（years　old）

　mean土1SD
　distribution

Gender
　（male／female）

Body　weight（kg）

　mean±1SD

43 72 70 185

64土12　　65±12　　65±10　　65土ll

20－81　　30－86　　46－89　　20－89

24／19　　　47／25　　　63／7　　　134／51

59土12　 60ヨ：9　　58土10　 59±10

AP：angina　pectoris，　OMI：old　myocardial　infarction

IIL　結　　果

　1・24時間像の画質

　24時間後像の画質を視覚的に評価した結果を

Table　2に示した．　goodと判定された例は，158

例（85．4％），moderateと判定された例は23例

（12．4％）でpoorと判定された例は4例（2．2％）の

みであった．疾患別にみると正常冠動脈群でgood

は43例中35例（81．4％），moderateは8例（18．6％）
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Fig．1　Examples　of　images　on　a　good，　moderate　and　poor　quality．
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であり，狭心症群でgoodは72例中63例（87．5％），

moderateは9例（12．5％）であった．陳1日性心筋

梗塞群ではgoodは61例（87．1％），　moderateは5

例（7．1％），poorは4例（5．7％）であった．　poor

の4例は，全例広範囲前壁梗塞例であった．

　各疾患別の各収集時期の収集カウントをFig．2

に示した．

　2・24時間後像に影響する因子

　画像の良好なA群と良好ではなかったB群の

臨床像をTable　3に示した．両群で年齢をみると

A群がB群に比し有意に高年齢であった．また，

A群では男性が67．7％であったのに対してB群

では全例が男性であった．狭心症や心筋梗塞の虚

血性心疾患が占める比率はA群で78・0％，B群

で69・2％と両群間に有意差を認めなかった．総

収集カウント数も心筋においたROIのカウント

609

数も各撮像時期でA群がB群に比し有意な高値

を示した．backgroundのカウント数に対する心

筋ROIのカウント数の比（TBR）は，各撮像時期

で両群間に有意差を認めなかった．

Table　3　Clinical　characteristics

　　　　values　in　group　A　and　B

and　　scintigraphic

Group　A Group　B　　P　value

Table　2　Visual　assessment　of　the　quality　of　201Tl　myo－

　　　　cardial　SPECT　24　hours　after　the　injection

N
Age（years　old）

　mean土1SD
Male　gender

Body　weight（kg）

158

66土10
67．7％

mean土1SD　　58土9

27

58±14

100％

68±12
Patients　with　IHD

　　　　　　　　78．0％　　　　　　　69．2％

Total　sampling　counts（kcounts）

10minute
4　hour

24hour

4，259±1，024

3，308土759

5，622土1，152

3，566土900

2，765土110

4，740土1，112

Myocardial　ROI　counts（kcounts）

Good Moderate Poor N
Normal　35（81．4％）　8（18．6％）　0　　　43
AP　　　　　63（87．5％）　　9（12．5％）　　0　　　　　　　72

0MI　　61（87．1％）　5（7．1％）　4（5．7％）　70

10minute

4hour
24hour

1，609±380

1，009±230

1，533土314

Target　to　background　ratio

Total　　158（85．4％）　23（12．4％）　　4（2．2％）　185

10minute
4　hour

24hour

0．61土0．08

0．4土0．05

0．38土0．04

1，348土359

　857土184

1，287土234

0．61土0．07

0．45土0．05

0．38±0．06

＜0．001

＜0．Ol

＜0．001

NS

＜0．01

＜0．001

＜0．001

＜0．01

＜0．Ol

＜0．001
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AP：angina　pectoris，　OMI：old　myocardial　infarction IHD：ischemic　heart　disease
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Fig．2　Total　samplillg　counts　in　patients　with　normal　coronary　arteries，　angina　pectoris

　　　（AP）and　old　myocardial　infarction（OMI）．
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Late　RDST（÷）

　15．3弓 Latc　RDST（＋）

　二S．5％

ロLatc　RDST（一）

口Latc　RDST（＋）

Late　RDST（一）

Late　RDST（一）

AP OMI
Fig．3　The　incidence　of　late　redistribution　in　patients　with　angina　pectoris（AP）and　old

　　　myocardial　infarction（OMI）．

10　　mir］しite 4hour 24　hour

Fig．4　An　example　of　24　hour　late　redistribution．　All　tomograms　are　short　axis　view　of

　　　myocardial　SPECT．　This　patient　has　old　posterolateral　myocardial　infarction．

　　　On　each　of　10　minute　and　4　hour　images　perfusion　defect　of　posterolateral　wall　is

　　　seen．　No　perfusion　defects　are　seen　on　24　hour　images．

　3・遅延再分布の頻度

　4時間後にまったく再分布を認めなかった例で

24時間後に再分布を認める例，すでに4時間後に

若干の再分布があり24時間後にはさらに再分布の

程度が強まる例の両者を含めて遅延再分布陽性と

したが，梗塞歴のない狭心症における遅延再分布

の頻度は72例中11例（15．3％）であり，陳旧性心筋

梗塞例では70例中20例（28．5％）であった（Fig．3）．

　遅延再分布を示した1例をFig．4に示した．

IV．考　　案

201Tl心筋シンチグラフィは，初期像は心筋の
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灌流状態を反映し，3ないし4時間の後期像は心

筋のviabilityを反映すると考えられてきた？）．し

かし冠血行再建術の普及とともに心筋シンチで

viabilityがないと判定された部位でも冠動脈バイ

パス術後（CABG）8）や経皮的冠動脈形成術後

（PTCA）9・10）に改善する例が知られるようになり，

心筋viabilityを評価する上で201T1心筋シンチに

は限界があると考えられるようになってきた．

　このような201T1心筋シンチの4時間後再分布

像による心筋のviabilityの過小評価を補う方法と

して24時間後像の撮像4），4時間後の少量の201T1

追加静注法5），安静時の再分布による評価11）と各

種の工夫がなされてきた．しかし，24時間後の撮

像には収集カウントの低下による画像の劣化，追

加静注法には追加用の201Tlを確保しておくため

のRI管理上の問題，安静時像の追加には高価な

201T1を二度使用する経済的な問題があり，それ

ぞれに一長一短を有している．本研究では，最も

低価格で管理上の問題の少ない24時間後像で画像

評価が可能か否かを検討した．

　24時間後像の画質

　主観的な評価ではあるものの，経験のある判定

者の評価では，診断可能な24時間後像の撮像は全

対象例の97．8％で可能であった．24時間後像が

問題となる心筋梗塞例では94．2％，狭心症例では

全例で診断可能な画質で撮像が可能であった．こ

のように良好な24時間後像はほとんどの例で撮像

可能であり，これを裏づけるように，24時間後像

の全収集カウントは倍の収集時間を要したとはい

え，10分後像や4時間後像と比べても遜色はなか

った．

　24時間後像の画質に影響する因子

　24時間後像の画質に影響する因子を明らかにす

るために画像の良好なgood群の臨床像，収集カ

ウントを他の群と比較すると，良好な群に比し不

良な群で男性の占める比率が高く，体重も不良な

群で有意に高値を示した．これは，胸郭も大きく

体重あたりの201Tl投与量が少なくなる男性で収

集カウント数が減少する結果と考えられた．女性

ではbreast　attenuationがあるとされているが，

611

今回の研究では体重あたりの投与量が多くなる女

性は，良好な24時間後像を得るpositive　factorと

考えられた．

　実際に収集カウントは，総収集カウントも心筋

においた関心領域のカウントも画像の良好なA

群はB群に比し有意な高値を示した．また，

backgroundのカウント数に対する心筋においた

関心領域のカウント数の比（TBR）は，両者で差

をまったく認めず24時間後像の画質を決定する第

一の因子は収集カウント数と考えられた．それゆ

え，24時間後像の撮像は投与量や撮像時間の工夫

で画質の改善をはかる余地が残されているものと

考える．

　遅延再分布の頻度

　24時間後像による遅延再分布の頻度は，Yang

ら12）によれば35から53％の患者もしくは19から

22％のsegmentに認められると報告されている．

一方，少量の201T1の追加投与法では，　Roccoら5）

が22％の患者もしくは31％のsegmentに新た

な再分布の出現を報告している．本検討において

も，陳旧性心筋梗塞患者の28．5％において遅延

再分布が認められ，同様の頻度であった．再分布

の機序は，24時間法では文字通り再分布過程の遅

延と考えられ，追加静注法では4時間での再分布

像に安静時像で修飾された像と考えられ，両者の

新たな再分布の出現機序は異なると考えられるが，

それでも同様な出現頻度であり，3ないし4時間

での再分布による心筋viabnityの評価では，およ

そ30％が過小評価されているものと考えられる．

　24時間法か追加静注法か

　従来の方法で心筋のviabilityを評価することの

限界があることが指摘されてから24時間法や追加

静注法が報告されてきたが，最近の傾向として，

より多くの研究が追加静注法によるものであ

る5・6・13～15）．画像の劣化のため追加静注法で認め

られる新たな再分布が，24時間後の撮像では認め

られないという指摘もあり，24時間法に批判は少

なくない6’16・17）．しかし，従来の方法では限界の

あることは衆目の一致するところである．201T1

を追加投与のために保管できる施設は限られると
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考えられ，仮に24時間法が劣るとしてもより正確

な心筋viabilityの評価法として意義は少なくない

ものと考えられる．また，本検討で示したように，

撮像時の工夫である程度画像の改善は図れるもの

と考えられ，24時間法は心筋viabilityをより正確

に評価する一つの方法として認知されるべきもの

と考える．
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Summary

Assessment　of　Myocardial　Viability　with　20’Tl　Myocardial

　　　　　　　　　　　　SPECT　24　Hours　after　lnjection

Hidekazu　ARAi＊，　Shigeru　SAITo＊，　Kunikane　KIM＊，　Naoto　AoKI＊，

　　　　　　　　　　　　　　Reiko　ADAcHI＊＊and　Ryo　YAsuE＊＊

＊D∫↓・isionげCardiology，∫乃o〃a〃1鋤磁〃ra　Hospita1，施〃la顧ra

＊＊DかisionげRa∂∫o～bgy，∫乃o〃απ故’η畝〃ra　Hosp匡’a1，陥〃iakura

　　Recently　many　investigators　reported　that　con－

ventional　stress－redistribution　myocardial　scinti－

graphy　with　201Tl　underestimated　the　presence　of

ischemic　but　viable　myocardium．　We　studied　the

usefulness　of　24　hour　201Tl　myocardial　single

photon　emission　computed　tomography（SPECT）

to　assess　myocardial　viability　and　investigated　the

factors　affect　to　the　quality　of　24　hour　SPECT

lmages．

　　Study　patients　were　consisted　with　70　patients

with　old　myocardial　infarction（OMI），72　patients

with　angina　pectoris　without　OMI（AP）and　43

patients　with　angiographically　proven　normal

coronary　arteries．　To　obtain　SPECT　images，10

minute　and　4　hour　imagings　were　sampled　30

seconds　per　pr（）j　ection．　Twenty－fbur　hour　imaging

wag　sampled　60　seconds　per　pr（）jection．　Twenty－

four　hour　images　were　visually　interpreted　as

good，　moderate　and　poor　quality．　Then　study　pa－

tients　were　divided　into　2　groups，　group　A　with

good　24　hour　images　and　group　B　with　moderate

or　poor　24　hour　images．

　　One　hundred　and　fifty－eight　patients（85．4％）of

stud＞patients　had　24　hour　SPECT　images　on　a

good　quality．　Only　4　patients　（2．2％）　had　poor

quality　SPECT．　All　of　these　4　patients　had　broad

myocardial　infarction．　In　patients　with　OMI　61

patients（87．1％），　in　AP　63　patients（87．5％）and　in

normal　35　patients（81．4％）had　a　good　24　hour

SPECT．　Total　sampling　co皿ts　and　myocardial

ROI　counts　were　significantly　h▲gher　in　group　A

than　in　group　B．　Body　weight　was　significantly

higher　and　there　were　more　male　patients　in　group

Bthan　in　group　A．　Late　redistribution　was　seen

in　20　patients（28．5％）with　OMI　and　in　l　l　patients

（15．3％）with　AP．

　　In　most　patients　with　OMI　and　AP　we　can　get

24hour　SPECT　on　a　good　quality．　In　patients　with

moderate　or　poor　24　hour　SPECT　sampling　counts

were　significantly　reduced．　So，　it　may　be　possible

to　get　good　quality　24　hour　image　with　Ionger

sampling　time．

　　Key　words：　201Tl　myocardial　scintigraphy，

Myocardial　viability，24　hour　imaging．
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