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《原　著》

再灌流後の局所心筋糖代謝
PETによる検討一

星　　崎 洋＊

　要旨　一過性虚血後の糖代謝の意義を検討するため，イヌの冠動脈左前下行枝を90分または3時間閉塞

後再灌流し，12時間および4週後にポジトPtン断層法（PET）を用いて虚血域の血流量と糖代謝を測定，心

筋壊死量と比較した．糖代謝は再灌流12時間，4週後では心筋壊死量と逆相関した（それぞれr－－O．89，

r－－0．82）．壊死量が10％未満の領域では，再灌流12時間でいわゆる血流と代謝のmismatchを示したが

4週後には消失し，壊死量が10％以上50％未満の領域ではmismatchが4週後まで遷延した．50％以上

の領域ではmismatchは認められなかった．以上より，一過性虚血後の糖代謝は再灌流早期より残存心筋量

（心筋viability）の指標となり，血流と代謝のmismatchは残存心筋量と虚血障害の程度と関連する．なお，

PETで梗塞心筋と判定された領域には組織学的に心筋壊死量の少ない領域も含まれ，　PETによる判定は心

筋viabilityを過小評価する1・r能性もある．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（核医学29：1307－1318，1992）

1．はじめに

　虚血性心疾患において回復可能な虚血領域を検

出同定することは，患者の予後や治療方針を決定

する上できわめて重要である．従来，心筋の生存

能（viability）は運動負荷201T1心筋シンチグラフ

ィにおける再分布の有無によって診断されている

が1・2），これには問題のあることも指摘されてい

る3・4）．また，近年，心筋梗塞の発症早期に冠動

脈再疎通術が広く行われるようになったが5・6），

再疎通術後の早期には虚血障害心筋はしばしば

stunned　myocardiumの状態となっており，この

ようなときには，心機能の評価のみから心筋via－

bilityを判定することは困難である7）．

　一．・方，ポジトロン断層法（PET）は，生体構成

元素の同位体を用いることにより，非侵襲的に生
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体内臓器の生理的，生化学的画像を得ることが可

能である8・9）．心臓領域においては，Marshallらlo）

が，血流量低下にもかかわらず絶対的または相対

的な18F－deoxyglucose（FDG）の集積増加，いわ

ゆる血流と代謝のmismatchは虚血後の生存心筋

すなわち心筋viabilityの指標として有用である

と報告して以来，心筋エネルギー代謝の面から

viabilityの評価がすすめられている11”14）．しか

し，虚血障害の急性期においてFDG集積を認め

る虚血心筋が回復可能であるのか，あるいは代謝

は残存していても全体としては壊死過程にあるの

かは明らかでない．そこで，本研究では，冠血流

再開後の急性期より慢性期まで虚血障害域の

FDG集積とその経時的変化を測定するとともに，

FDG集積と心筋壊死量との関係を比較して，一

過性虚血後のFDG集積の意義を検討した．

II．対象および方法

　1．標識化合物の合成

　超小型サイクロトロン（BC1710，日本製鋼所，

東京）を用いて14N（d，n）150核反応による150の
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ホットアトムとH2を反応させ，　H2150を合成し

た15）．FDGは，20Ne（d，α）18F核反応により18F

を生産し，acetyl－hypofluoriteとtriacetyl－glucal

と反応させた後，加水分解して分離生成した15）．

C150は，14N（α，n）150の核反応により生成した

150を加熱した活性炭カラムに通じて生成した15）．

　2．ポジトロンCT装置

　頭部用多断層PET装置【PCT－H1］（日立製作所

製，東京）を使用した．本装置は，直径523mm

の円周上に1リングあたり128個のBGO結晶を

均等間隔に配列した検出器4層からなり，有効視

野は260mmである．リング内スライスおよび

リング間スライスの計7スライスが同時に撮像さ

れる．スライス間隔は16mmで，空間分解能は

視野中心および周辺部において，おのおの7．9mm

（半値幅）および8．7mm（半値幅）である．感度は

リング内スライスで55kcPs／37　kBq（1μCi）／ml，

リング間スライス80kcps／37　kBq（1μCi）／m1で

ある．

　3．対象および撮像法

　前日夕より絶食とした体重15～25kgの雑種成

犬4頭を対照群とした．動物はpentobarbital

sodium（25　mg／kg）を静脈内投与後，気管内挿管

を施し，回路内に酸素ブレンダーを組み入れた

Harvard型人工呼吸器にて調節呼吸を行った．

一回換気量（15－20m1／kg），換気回数（15－20／min）

および吸気酸素濃度を調節して，動脈血pH

7．35～7．45，　PaCO235～45　mmHg，　PaO280

mmHg以上を可及的に保つようにした．薬物注

入用として大腿静脈に，採血および血圧測定用と

して大腿動脈に，それぞれ5Frサイズのカテー

テルを留置した．PETは，動物を木製の固定台

に右側臥位で固定して撮像した．心電図（第II誘

導）および血圧は実験中常時モニターした．

　一過性虚血の作成は以下のようにした．体重

15～25kgの雑種成犬18頭を，前記と同様の麻酔

および調節呼吸下に左第4肋間にて開胸し，心嚢

を切開して4～6本の糸で吊り上げ，pericardial

cradleを作成した．ついで，左冠動脈前下行枝を

剥離した後，第一対角枝の分枝直後でカブ・オク

ルーダを装着し，カブを膨脹させて前下行枝を90

分または3時間閉塞後再灌流した．なお，lido－

caine　2　mg／kgを冠閉塞前に静注し，以後1mg／

minで持続点滴した．再灌流後，心嚢を粗に縫合

し胸腔内にトロッカーカテーテルを残して閉胸し

た後，肺を過膨脹させて脱気した．再灌流12時間

および4週後にPETを施行したが，この際には，

対照群と同様の麻酔，調節呼吸下に木製の固定台

に右側臥位で固定し，胸壁にマーカーを付けて同

一断面で撮像した．なお，対照群と同様に，前日

より絶食としてPET検査を施行した．

　PETの撮像は，マトリックス・サイズは128×

128として，68Ge／68Gaの標準線源を用いてブラ

ンクスキャンを施行し，続いて固定台の動物の位

置をきめ，同一線源を使用して吸収補正のための

トランスミッションスキャンを行った．PETは，

H2150静注後，　C150吸入後およびFDG静注後

のスキャンの順で行った．なお，FDG静注直前

に動脈血を採血して動脈血ブドウ糖濃度を測定し

た．

　4．局所心筋血流量の算出

　H2150約370　MBq（10　mCi）を大腿静脈より1

分間で注入し，静注開始直後より2分間隔で5フ

レームのダイナミックスキャンを施行した．同時

に動脈血を経時的に25回（12秒間隔で2分36秒

まで，3分より30秒間隔で5分まで，6分より1

分間隔で10分まで）採血した．さらに，血液量補

正を行うため，C150を吸入させて4分間のスキ

ャンを施行し，撮像開始2分後に動脈血を採血し

た．採取した血液は，直ちにウエルカウンターで

Table　l　Hemodynamics　and　blood　sugar

Reperfusion

　　　　　　　　　Control
　　　　　　　　　（n＝4）　　　12hours
　　　　　　　　　　　　　（n－9）

Heart　rate

　（beats／min）　　　　144±21　144±26

Systolic　blood

　pressure（mmHg）　164土39　147士11
Blood　sugar（mg／dl）　105士8　　96±10

　All　values　are　expressed　as　mean±SD．

4weeks
（n－9）

152士27

154土14

103土7

Presented by Medical*Online



丁写i葎済［後の｝司「折’Ls　A’rw“　k　IZ｝ 1309

6r：

　　　　　　　夢・
　　　　」・ウ

筆

　　x
“．

轡

Ant．1

Fig．1

MBF　Image MMRG　Image

Myocardial　blood　flow　image（MBF　image、1eft）and　myocardial　metabolic　rate

of　glucose　image（MMRG　image，　right）in　control　dog．　Lat．＝lateral　wal1；Ant．－
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4Weeks
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Reperfusion

Fig．2　Myocardial　blood　flow　image（upper）and　myocardial　metabolic　rate　of　glucose

　　　　　　image（lower）in　a　dog　with　little　evidence　of　myocardial　infarctiOn　obtained

　　　　　　12hours（1eft）and　4　weeks（right）after　reperfusion．　Note　hypoperfusion　with

　　　　　　relatively　increased　myocardial　metabolic　rate　of　glucose　in　the　anterior　and

　　　　　　anterolateral　wall　at　l　2　hours　after　reperfusion．　However，　perfusion－metabolism

　　　　　　mismatch　is　not　observed　4　weeks　after　reperfusion．

Presented by Medical*Online



1310 核医学 29巻11号（1992）

轍虞’

MBF　Image
争’

、
、

・き

，
■

》
　
　
　
　
　
●

●声hポ
～

卓

W
1

旨

》罐
　
．
曙

MMRG　Image

”9噂n

，．
簿

Fig．3

12Hours 4Weeks
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Repe㎡fusion

Myocardial　blood　flow　image（upper）and　myocardial　metabolic　rate　of　glucose

image（lower）in　a　dog　with　extensive　transmural　infarction　obtained　12　hours

（left）and　4　weeks（right）after　reperfusion．　Hypoperfusion　with　decreased　myo－

cardial　metabolic　rate　of　glucose　in　the　anterior　and　anterolateral　wall　at　1　2　hours

after　reperfusion　remained　at　4　weeks　after　reperfusion．
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r＝－0．89

　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　100％　0　　　　　　　　　100％
　　　　　　　　　　　　　　　Percent　Necrosis　　　　　　　　　　Percent　Necrosis

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12Hours　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4Weeks
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Reperfusion

Fig．4　Relation　between　myocardial　metabolic　rate　of　glucose（expressed　as　the　ratio

　　　　　　of　ischemic　to　nomal　myocardium：MMRG　ratio）and　percent　necrosis　in　the

　　　　　　ischemic　area　at　12hours（1eft）and　4　weeks（right）after　reperfusion．
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再灌流後の局所心筋糖代謝

放射能濃度を測定した．Huangら16｝の方法を用

い，PET収集画像と動脈血放射能濃度より心筋

血流量（MBF）の機能画像を作成した．データ収

集後，虚血中心部の前壁，虚血辺縁部の前側壁，

正常部の側壁に，それぞれ一辺5mmの正方形の

関心領域を設定し局所MBFを測定し，側壁に対

する前壁，前側壁の比（MBF　ratio）を求めた．

　5・局所心筋糖代謝率の算出

　FDG約185　MBq（5　mCi）を大腿静脈より注入

し，動脈血を経時的に29回（15秒間隔で1分45秒

まで，2分より30秒間隔で4分30秒まで，5分よ

り1～3分間隔で25分まで，30分より10分間隔

で60分まで）採血し，血漿分離後ウエルカウンタ

ー で血漿中放射能濃度を測定した．静注1時間後

に10～15分間のスキャンを施行し，Phelpsら17）

の方法を用い，動脈血ブドウ糖濃度，動脈血放

射能濃度およびPET画像より心筋糖代謝率
（MMRG）の機能画像を作成した．データ収集後，

MBFと同一の関心領域を設定し，同様に側壁に

対する前壁，前側壁のMMRG　ratioを求めた．

　6・組織学的検討

　再灌流4週後にPETを施行した後，開胸下に

KCIを静注して屠殺した．直ちに心を摘出し，

PETの撮像面に一一致させて心室スライスを切り

出した．切り出したスライスは，0．2MのTris－

buffer溶液で調製した1％triphenyl－tetrazolium－

chloride（TTC）液（pH　7．8，37°C）に5～7分間浸

漬して染色し18），写真撮影をした．梗塞域はTTC

染色不染部として描出された．プラニメータを用

い，PETの虚血関心領域に対応する前壁，前側

壁にlliめるTTC染色不染部の面積比（％）を求め

心筋壊死量とし，心筋壊死量とPET所見を比較

した．さらに，PET所見は，心筋壊死量により

10％未満（1群），10％以上50％未満（II群），

50％以上（川群）の3群にわけた．

　7．統計学的検討

　すべての値は平均土標準偏差で示した．各群間

の有意差検定には，one　way　analysis　of　variance

を用いた．MMRG　ratioと心筋壊死量の相関に

はlinear　regression　analysisを用いた，いずれの

場合も危険率0．05％以下を有意とした．

m．結　　果

1311

　雑種成犬18頭に冠閉塞（左冠動脈前下行枝）を

作成した．うち3頭は冠閉塞中あるいは再灌流直

後に心室細動により，6頭は再灌流12時間後の

PETを施行した後，死亡した．再灌流12時間お

よび4週後にPETを施行し得た残りの9頭と対

照群の4頭について結果を解析した．

　1．血行動態，血糖（Table　1）

　心拍数，収縮期血圧は，対照群では144土21／

min，164土39　mmHgであったのに対し，再灌流

12時間および4週後では，それぞれ144土26／min，

147±11mmHgおよび152土27／min，154土14

mmHgで，対照群と有意差を認めなかった．血

糖値も，対照群では105土8mg／d／，再灌流12時間

および4週後でそれぞれ96土10mg／d’，103土7

mg／dlと各群に有意差はなかった．

　2．症例呈示

　Figure　1に対照例のMBF機能画像，　MMRG

機能画像を示すが，ともに心筋は均一となってい

る．

　Figure　2に虚血例を示す．再灌流12時間後で

は前壁，前側壁でMBFは低下しているが，

MMRGは逆に元進しており，血流と代謝の
mismatchが見られた．一方，再灌流4週後では

MBF，　MMRGはともに対照例と同様，均一像と

なっている．この例では，前壁にわずかな梗塞巣

を認めたのみであった．

　虚血関心領域に大きな梗塞巣を認めた例では

（Fig．3），再灌流12時間後でMBF，　MMRGはい

ずれも低下しており，再灌流4週後でも同様であ

った．

　3．MMRG　ratioと心筋壊死量の関係

　再灌流12時間（Fig．41eft），4週後（Fig・4right）

でMMRG　ratioと心筋壊死量はそれぞれ
Y＝－0．Ol1X十1．12　r＝－0．89（p〈0．001），　Y＝

－
0．0052X＋0．96　r・－O．82（p＜0．01）と逆相関を

示した．すなわち再灌流12時間および4週後に，

糖代謝は壊死を免れた残存心筋量と相関した，
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　4．経時的推移

　MBFおよびMMRG　ratioは，対照群ではそ

れぞれ0・96士0．07，0．97土0．09であった．再灌流

12時間および4週間後では，MBF　ratioは，それ

ぞれ0．58土0．25（p＜0．01），0．75±0．25（p〈0．05）と

対照群に比し低値であったが，MMRG　ratioは，

それぞれ0．95土0．34，0．83土0．23と保たれており

mismatchを認めた（Table　2）．

　心筋壊死量の違いによるMBF　ratioの経時的

変化をFig．5左に示す．　MBF　ratioは再灌流12

Tabte　2　Data　obtained　positron　emission　tomography

Control
（n－8）

Reperfusion

12hours
（n＝18）

4weeks
（n＝18）

MBF　ratio　O．96土0．070．58土0．25＊＊0．75±O．25＊

MMRG　ratio　O．97士0．090．95土0．34　0．83士0．23

MBF　ratio　and　MMRG　ratio　represent　the　ratio　of

myocardial　blood　flow　and　myocardial　metabolic

rate　of　glucose　between　ischemic　and　normal　myo－

cardium．　All　values　are　expressed　as　mean士SD．

＊P＜0・05，＊＊P＜0．01vs．　control　study．

時間後では，心筋壊死量が10％未満の1群で0．7

±O．24（p＜0．05），10％以上50％未満の11群で

0．63土0．16（P＜0．01），50％以上のIII群で0．25土

0．11（p〈0．01）と各群とも対照群に比し低値であ

った．再灌流4週後では，1群は0．96士0．19，ll

群は0．72土0．07（P〈0．05），III群は0．44土0．21

（P＜0．01）で，1群のMBF　ratioは対照群と差な

く回復したが，II群，　III群は低値を持続した．

同様にMMRG　ratioの経時的変化をFig．5右に

示す．再灌流12時間後，4週後では，1群でそれ

ぞれ，1．04±0．3，0．92士0．2，］1群で1．Ol士0．23，

0．9土0．15で有意な変化を認めず，糖代謝は経過

を通じて保たれていたが，III群ではそれぞれ

0．26土0．18（p＜0．01），0．57士0．18（p＜0．01）と対照

群に比し低値であった．すなわち，再灌流12時間

では1群およびII群に，再灌流4週後ではH群

にmismatchを認めた．

　5．PETによる心筋viabilityの評価と組織学的

　　検討

　MBF　ratio，　MMRG　ratioのそれぞれについて，

対照群での平均値士2標準偏差を正常範囲とする
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1．0

0．5

MBF　ratio

Cont．　12Hours　4　Weeks

MMRG　ratio

O－－Cl（n7）

●一●n（n’・7）

▲一▲田（n・4）

Cont．12Hours　4　Weeks
Reperfusion Reperfusion

Fig．5　Time　course　of　myocardial　blood　flow　and　myocardial　metabolic　rate　of　glucose

（expressed　as　the　ratio　of　ischemic　to　normal　myocardium）．1；the　area　with　less

than　10　peroent　necrosis．　II；the　area　with　10to　50　percent　necrosis．　III；the　area

with　more　than　50　percent　necrosis．　All　data　are　expressed　as　mean±SD．＊；

p〈0．05，＊＊；p〈0．01vs．　coロtrOl　study．
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再灌流後の局所心筋糖代謝

と，PET所見はTable　3の6型に分けることが

できる．従来の判定基準によると，（C）は梗塞心

筋，（A）（B）（D）は虚血心筋，（E）（F）は正常心筋

ということになる10・12～14）．これら6型の領域の

経時的推移をみると（Fig．6），再灌流12時間では

12領域は虚血心筋，6領域は梗塞心筋と判定され

た．組織学的に判定した心筋壊死量は，虚血心筋

と判定された領域では9．6±13％，梗塞心筋と判

定された領域では45士32％で，心筋壊死量は虚

血心筋領域に比し有意に大であった（p＜0．Ol）．

Table　3　Classification　of　perfusion・metabolism　pat－

　　　　terns

MMRG　ratio
MBF　ratio

Increased　　Normal　　Decreased

Increased　DANormal　　　　F　　　　　　E　　　　　　B

Decreased　　　　　　　　　　　　　　　　　　C

MBF　ratio　and　MMRG　ratio　represent　the　ratio　of

myocardial　blood　flow　and　myocardial　metabolic

rate　of　glucose　between　ischemic　and　normal　myo－

cardium．

5

Normal

　5

／5lschemia
　　12

lschemia
　　　5

2
6

lnfarction
　　　6

｜nfarction
　　　8

　　　12Hours　　　　　　　　　4　Weeks

　　　　　　　Reperfusion

Fig．6　Results　of　serial　PET　analysis　of　perfusion・

　　　metabolism　patterns　in　ischemic　area．
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しかし，梗塞心筋と判定された領域でも心筋壊死

量が5％，20％にすぎない領域も含まれていた．

再灌流4週後には，再灌流12時間で虚血心筋と判

定された12領域のうち5領域は正常心筋，5領域

は虚血心筋，2領域は梗塞心筋と判定された．再

灌流12時間で梗塞心筋と判定された6領域は再灌

流4週後も梗塞心筋と判定された．心筋壊死量は，

正常心筋または虚血心筋と判定された領域（11士

14％）に比し梗塞心筋と判定された領域（41土

36％）では有意に大で（p〈0．05），また虚血心筋

（20士14％）では正常心筋（1．0土2．2％）に比し有意

に大であった（p＜0．05）．再灌流12時間では虚血

心筋と判定され再灌流4週後には梗塞心筋と判定

された2領域の心筋壊死量は，0％，10％であっ
た．

　次に，心筋壊死量が50％以上の領域を組織学的

には梗塞心筋，50％未満の領域を非梗塞心筋とし

て，PETによる前述の心筋viabilityの判定と比

較した（Table　4）．再灌流12時間では，　PETで非

梗塞心筋と判定された12領域は，組織学的にも非

梗塞心筋であった．しかし，PETで梗塞心筋と

判定された6領域については，組織学的には4領

域が梗塞心筋であったが，2領域は非梗塞心筋で

あった．PETによる心筋viabilityの判定を組織

学的な心筋壊死量で評価するとpositive　predictive

valueは　100％，　negative　predictive　value↓ま67％

であった．同様に再灌流4週後では，positive

predictive　valueは　100％，　negative　predictive　val＿

ueは50％であった．

IV．考　　案

1977年，Sokoloffら19）は14C－deoxyglucoseを

Table　4　Comparison　of　PET　findings　with　histological　analysis　for　myocardial　viability

　　12hours　after　reperfusion　　　　　　　　　　　　　　　　　4　weeks　after　reperfusion

Histologic
analysis

non－MJ
M．1

PET Histologic
analysis

non－M．I

M．1

PET

non・M日　　M．I

　l2　　　　－2

　0　　±

non－M』　　M」

　10　　　　　4

　0　　　　　4

M．1；myocardial　infarction，　non・M．1；non・myocardial　infarction．
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1314 核医学　29巻11号（1992）

用いラットの脳の糖代謝率をオートラジオグラフ

ィにより測定した．その後PETの登場とIdoら20）

によるFDGの開発とともにPhelpsら17・21）によ

り，Sokolofr　modelを発展させ非侵襲的にin　vivo

で脳や心臓の糖代謝率を測定することが可能とな

った．

　FDGはブドウ糖の誘導体でブドウ糖と同様に

心筋細胞内に摂取された後，リン酸化を受けて

FDG－6一リン酸となる．その後，ブドウ糖一6一リン

酸は速やかに代謝を受けるが，FDG－6一リン酸は，

グリコーゲン合成，解糖fluctose－pentose　shunt

の基質になり難く，脱リン酸化が遅く，膜透過性

が低いため，長時間組織内に留まる22）．したがっ

てFDGの心筋内濃度は外因性ブドウ糖利用を反

映することになる．また，心筋のエネルギー源は

主に遊離脂肪酸とブドウ糖であるが，虚血に伴い

心筋代謝はブドウ糖の解糖系に傾き，虚血の程度

が著しくなるほど好気的解糖系から嫌気的解糖系

の占める割合が増加する23）．そのため，虚血障害

を受けた心筋ではブドウ糖の消費が相対的に増加

し，FDG集積すなわち糖代謝が充進するといわ

れている9・22）．

　心臓領域においては，PETを用いてFDG集積

の有無を検討することにより，梗塞心筋と虚血障

害は受けたが生存可能な虚血心筋とを区別するこ

と，すなわち，心筋viabilityの判定が可能であ
る10・12～14）．

　心筋viabilityの評価に臨床的に用いられている

運動負荷201T1心筋シンチグラフィと本法とを比

較した検討では，シンチグラフィでは再分布を認

めず，従来の判定では梗塞心筋と考えられる領域

にもFDG集積増加を認める領域があること24），

FDG集積増加を認める領域は冠動脈バイパス術

や経皮的冠動脈形成術後に局所壁運動の回復する

例が多いこと12・13・25），急性心筋梗塞後，FDG集

積増加を認める領域は，その後局所壁運動の回復

する例が多いこと14）などの知見が得られている．

したがって心筋へのFDG集積の有無は心筋

viabilityのgold　standardとなりつつある．

　PETを用いることにより，局所心筋代謝や血

流量を非侵襲的かつ定量的に評価することが可能

となった．しかし，定量的評価にはいくつかの間

題がある9）．部分容積効果のため正確な評価には，

測定する部位に対して半値幅で約1／2の分解能が

必要といわれている26）．さらに血液プールから心

筋へ，心筋から血液プールへのspillover　activity

や心臓の拍動，呼吸による心臓の動きもあり，今

回は絶対値での評価は試みなかった．

　今回の検討では，心筋壊死量と糖代謝の間に，

再灌流12時間，4週後でそれぞれr－－0．89（p＜

0．001），r－－O．82（p〈0．01）とよい逆相関関係が

得られた．換言すると，糖代謝は残存心筋量とよ

い相関を示し，さらに，再灌流12時間ですでに4

週後の残存心筋量を予知し得ることになる．

Melinら27）によると冠閉塞2時間後再灌流した

虚血障害域での4時間後の糖代謝は，梗塞のみ認

める領域で低下しているが，梗塞のない領域では

保たれており，両者の混在している領域ではその

中間であったという．また，Sochorら28）は，冠

閉塞3時間後再灌流し，20時間後の糖代謝は，梗

塞量が50％以上の領域で低下し，梗塞量が50％以

下の領域では保たれていたとしている．今回の検

討でも，梗塞量が50％以下の領域では経過を通じ

て糖代謝は保たれており同様の結果であった．な

お，Schwaigerら11）は，梗塞量と再灌流24時間

後のFDG集積との間には弱い逆相関（r＝－0．52）

しか認められなかったと報告しているが，心筋へ

のFDG集積は血中のブドウ糖遊離脂肪酸，イ

ンスリン値により強く影響されるので29），食事時

間とPET検査との関係を一定にしなかったこと

が，彼らの成績をやや不明確にしたのではないか

と考える．

　血流と糖代謝の関係を経時的にみると，虚血障

害領域では再灌流4週後まで血流量は低下してい

るものの糖代謝は保たれており，いわゆる血流と

代謝のmismatchが認められた．このmismatch

は，心筋壊死量が少ない領域では急性期に認めら

れたが4週後に消失し一過性であったのに対し，

心筋壊死量が中等量の領域では4週後まで持続し

た．心筋壊死量が多い領域では全経過を通じて
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再灌流後の局所心筋糖代謝

mismatchを認めなかった．心筋の虚血障害は均

一 に生じるものではなく，虚血の程度や持続時間

により，心内膜側より壊死に陥り，その後扇形に

拡大することが知られている30）．今回の結果は，

mismatchは虚血障害の程度と関連し，軽度の虚

血障害では一過性であるが，中程度の虚血障害で

は遷延することを示している．Schwaigerら11）の

報告では，mismatchは再灌流1週後では認める

が，4週後には消失したという．彼らは閉胸実験

を行っているが，今回は開胸実験のため，手術的

侵襲による血漿カテコラミン分泌の増加，血圧上

昇，脈拍増加等により心筋エネルギー需要が増大

し，より強度な虚血障害を生じた可能性があり，

これらがmismatch遷延の一因となった可能性が

ある．臨床例でも，冠動脈バイパス術12・13）や経

皮的冠動脈形成術25）の後にFDG集積の遷延する

例が少なくないとの報告があり，糖代謝異常が遷

延化するか否かは虚血障害の程度の差によるので

あろう．実際，今回の検討でも，PETにより再

灌流12時間では虚血心筋で4週後には正常心筋と

判定された領域の心筋壊死量は，4週後まで虚血

心筋と判定された領域にくらべ小であった．

　臨床例における心筋viabilityの有無は，一般に

虚血発作後または虚血状態解除後の壁運動改善に

よって判定されている．冠動脈バイパス術前の

PETによる心筋viabilityの判定の正しさを術後

の壁運動改善で評価すると，positive　predictive

value　78～85％，　negative　predictive　value　78～92％

といわれている12・13）．虚血障害後の局所壁運動

と組織学的な線維化の量との間には有意な逆相関

が報告されており3u，局所壁運動は線維化組織の

量が25％程度でも失われるとされている．今回，

組織学的に心筋壊死量が50％未満の領域を非梗塞

心筋，50％以上の領域を梗塞心筋としてPETに

よる判定を評価すると，再灌流12時間および4週

後でpositive　predictive　valueはともに100％と

高く，negative　predictive　valueはそれぞれ67％，

50％と低い結果となった．いわゆる‘‘stunned

myocardium”と呼ばれる状態7）がいつまで続く

か明らかではないが，冠動脈バイパス術後1年か

1315

かって壁運動が改善したという報告32）があり，従

来の報告では壁運動改善の判断が早期に過ぎたた

め，positive　predictive　valueが低くなっていた可

能性がある．一方，negative　predictive　valueが低

くなった理由としては，飢餓状態では糖代謝は側

壁が他の部位よりも高く，心筋の部位によりエネ

ルギー代謝の基質利用に差のあることが報告され

ており33），今回のように虚血域を側壁と比較して

検討する場合にはその差が大きくなった可能性が

考えられる．また，虚血域での壁運動異常，梗塞

による壁厚減少が部分容積効果を増強させ26），前

壁や前側壁でのFDG集積の過小評価をきたした

可能性も考えられよう．

　近年，PETではviabilityなしと判定されたに

もかかわらず，冠動脈バイパス術後，壁運動が改

善する例や12・13），経皮的冠動脈形成術によりPET

でviabilityなしと判定された領域にviabilityを

認めた例も報告されている34）．このような心筋

viabilityを過小評価する可能性を少なくするため，

FDG集積の有無を正常心筋の値の平均一2標準

偏差以上ではなく，50％以上とする判定も試みら

れている35），今回の検討でも，組織学的に梗塞量

が50％未満の領域ではFDG集積が全て50％以上

に保たれており，今後の検討に際してはこの点に

ついて考慮する必要があろう．

V．結　　語

　一過性虚血後のFDG集積の意義を検討するた

め，虚血・再灌流モデル犬を用い，PETにより

虚血域の血流量および糖代謝を経時的に測定し，

心筋壊死量と比較検討することにより，以下の成

績を得た．

　1．虚血域の糖代謝と心筋壊死量とは，再灌流

12時間r＝－0．89（p＜0．001），4週後r＝－0．82

（p＜0．05）とよい逆相関を示した．

　2．心筋壊死量が10％未満の領域では，再灌流

12時間には血流量は低下していたが糖代謝は保た

れており，いわゆる血流と代謝のmismatchがみ

られたが，再灌流4週後には血流量，糖代謝とも

に正常となってmismatchは消失した．心筋壊死
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量が10％以上50％未満の領域では，全経過を通じ

て血流と代謝のmismatchが認められた．心筋壊

死量が50％以上の領域では，全経過を通じて血流

量，糖代謝ともに低下していた．

　3．組織学的に心筋壊死量が50％未満の領域を

非梗塞心筋，50％以上の領域を梗塞心筋として

PETによる心筋viabilityの判定の確かさを評価

すると，再灌流12時間および4週後における

positive　predictive　valueはともに100％であった

が，negative　predictive　valueはそれぞれ67％，

50％であった．

　4．一過性心筋虚血後，虚血域の糖代謝は，壊

死を免れた残存心筋量（心筋viability）を反映し，

その判定は再灌流早期でもすでに可能であった．

また，いわゆる血流と代謝のmismatchは心筋壊

死量が少ない領域では一過性であるが，中等量の

領域では遷延し，多い領域では認められず，残存

心筋量と虚血障害の程度に関連すると考えられる．

　5．PETによる判定は，心筋viabilityを過小評

価する可能性が示された．
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文 献

1）Pohost　GM，　Zir　LM，　Moore　RH，　Mckusick　KA，

　Guiney　TE，　Beller　GA，　et　al：Differentiation　of

　transiently　ischemia　from　infarcted　myocardium　by

　serial　imaging　after　a　single　dose　of　thallium・201．

　Circulation　55：294－302，1977

2）Rozanski　A，　Berman　DS，　Gray　R，　Levy　R，

　　Raymond　M，　Maddahi　J，　et　al：Use　of　thallium－201

　redistribution　scintigraphy　in　the　preoperative　dif－

　ferentiation　of　reversibte　and　nonreversible　myo－

　cardial　asynergy．　Circulation　64：936－944，1981

3）Gibson　RS，　Watson　DD，　Taylor　GJ，　Crosby　IK，

　　Wellons　HL，　et　al：Prospective　assessment　of

29巻11号（1992）

　　regional　myocardial　perfusion　before　and　after

　　coronary　revascularization　surgery　by　quantitative

　　thallium－201　scintigraphy．　J　Am　Coll　Cardio｜3：

　　804－815，1983

4）Liu　P，　Kiess　M，　Okada　RD，　Block　PC，　Strauss

　　HW，　Pohost　GM，　et　al：The　persistent　defect　on

　　exercise　thallium　imaging　and　its　fate　after　myo－

　　cardial　revascularization：Does　it　represent　scar　or

　　ischemia？Am　Heart　J　110：996－1001，1985

5）ISIS－2　（Second　Internationa｜　Study　of　lnfarct

　　Survival）Co｜laborative　Group：Randomized　trial

　　of　intravenous　streptokinase，　oral　aspirin，　both，　or

　　neither　among　l　7187　cases　of　suspected　acute

　　myocardial　infarction：lSlS－2．　Lancet　2：349－360，

　　1988

6）Wilcox　RG，　von　der　Lippe　G，0｜sson　GC，　Jensen

　　G，Skene　AM，Mampton　JR，et　al：For　the　ASSET

　　Study　Group．　Trial　of　tissue　plasminogen　activator

　　fbr　mortality　reduction　in　acute　myocardial　infarc－

　　tion：Anglo・Scandinavian　study　of　early　throm－

　　bolysis．　Lancet　2：525－530，1988

7）Braunwald　E，　Kloner　RA：The　stunned　myocar－

　　dium：prolonged，　postischemic　ventricular　dysfunc－

　　tion．Circulation　66：1146－1149，1982

8）Phelps　ME：Emission　computed　tomography．
　　Semin　Nucl　Med　7：337－365，1977

9）Schelbert　HR，　Schwaiger　M：PET　studies　of　the

　　heart．1〃：Phelps　ME，　Mazziotta　J，　Schelbert　HR

　　（eds），　Positron　Emission　Tomography　and　Auto－

　　radiography：Principles　and　ApPlications　for　the

　　Brain　and　Heart，　Raven　Press，　New　York，1986，

　　pp．581－661

10）Marshall　RC，　Tillish　JH，　Phelps　ME，　Huang　SC，

　　Carson　R，　Henze　E，　et　al：Identification　and　dif－

　　ferentiation　of　resting　myocardia口schemia　and

　　infarction　in　man　with　positron　computed　tomo9－

　　raphy，18F－labeled　fluorodeoxyglucose　and　N－13

　　ammonia．　Circulation　67：766－778，1983

11）Schwaiger　M，　Schelbert　HR，　E川son　D，　Hansen　H，

　　Yeatman　L，　Vinten・Johansen　J，　et　al：Sustained

　　regional　abnorrnalities　in　cardiac　metabolism　after

　　transient　ischemia　in　the　chronic　dog　modeL　J　Am

　　Coll　Cardiol　6：336－347，1985

12）Ti川sch　J，　Brunken　R，　Marshall　R，　Schwaiger　R，

　　Mandelkern　M，　Phelps　M，　et　al：Reversibility　of

　　cardiac　wall－motion　abnormalities　predicted　by

　　positron　tomography．　N　Eng　J　Med　314：884－888，

　　1986

13）Tamaki　N，　Yonekura　Y，　Yamashita　K，　Saji　H，

　　Magata　Y，　Senda　M，　et　al：Positron　emission

　　tomography　using　fluorine・・　1　8　deoxyglucose　in

　　evaluation　of　coronary　artery　bypass　grafting．　Am

　　JCardiol　64：860－865，1989

Presented by Medical*Online



再灌流後の局所心筋糖代謝 1317

14）Schwaiger　M，　Brunken　R，　Grover－McKay　M，
　　　Krivokapich　J，　Child　J，　Ti川sch　JH，et　al：Regional

　　　myocardial　metabolism　in　patients　with　acute

　　　myocardial　infarction　assessed　by　positron　emission

　　　tomography．　J　Am　Coll　Cardiol　8：800－808，1986

15）H本アイソトープ協会医学薬学部会サイクロトロン

　　　核医学利用専門委員会：日本アイソトープ協会医学

　　　薬学部会サイクロトロン核医学利用専門委員会にお

　　　いて成熟技術として認定された放射性薬剤の基準と

　　　臨床使用に関する指針．RADIOISOTOPES　34
　　　（suppり：i－xx，1985

16）Huang　SC，　Schwaiger　M，　Carson　RE，　Carson　J，

　　　Hansen　H，Selin　C，　et　al：Quantitative　measu「ement

　　　of　myoca　rd　ial　blood　flow　with　oxygen－15water　and

　　　positron　computed　tomography：An　assessment　of

　　　potential　and　problems．　J　Nucl　Med　26：616－625，

　　　1985

17）Phelps　ME，　Huang　SC，　Hofrman　EJ，　Selin　C，

　　　Sokolof『L，　Kuhl　DE，　et　al：Tomographic　measure－

　　　ment　of　local　cerebral　glucose　metabolic　rate　in

　　　humans　with　（F－18）2－fluoro－2－deoxy－D・glucose：

　　　validation　of　method．　Ann　Neurol　6：371－388，

　　　1979

18）Boor　PJ，　Reynolds　ES：Myocardial　infarct　size：

　　　clinicopathologic　agreement　and　discordan㏄．　Arch

　　　Pathol　8：685－694，1977

19）Sokolofr　L，　Reivich　M，　Kennedy　C，　Des　Rosiers

　　　MH，　Patlak　CS，　Pettigrew　KD，　et　al：The｛14C］

　　　deoxyglucose　method　for　the　measurement　of　local

　　　cerebral　glucose　utilization：theory，　procedure，　and

　　　normal　values　in　the　conscious　and　anesthetized

　　　albino　rat．　J　Neurochem　28：897－916，1977

20）Ido　T，　Wan　W－N，　Casella　V，　Fowler　JS，　Wolf　AP，

　　　et　al：Labeled　2－deoxy－D－glucose　analogs．18F－

　　　labeled　2－deoxy－2・fluoro－D－glucose，　2－deoxy－2－

　　　Huoro－D－mannose　and　14C－2－deoxy－2－fluoro－D－

　　　glucose．　J　Label　Compd　Radiopharm　14：174－183，

　　　1978

21）Phelps　ME，　Hofrman　EJ，　Selin　C，　Huang　SC，

　　　Robinson　G，　MacDonald　N，et　al：Investigation　of

　　　［18F］2－fluoro－2－deoxyglucose　for　the　measurement

　　　of　myocardial　glucose　metabolism．　J　Nucl　Med　19：

　　　1311－1319，1978

22）Schelbert　HR：Current　status　and　prospects　of　new

　　　radionuclides　and　radiopharmaceuticals　for　cardio－

　　　vascular　nuclear　medicine．　Semin　Nucl　Med　17：

　　　t45－181，1987

23）Liedtke　AJ：Alteration　of　carbohydrate　and　Iipid

　　　metabolism　in　the　acutely　ischemic　heart．　Prog

　　　Cardiovasc　Dis　23：321－336，1981

24）Brunken　RC，　Kottou　S，　Nienaber　CA，　Schwaiger

　　　M，Ratib　OM，　Phelps　ME，　et　al：PET　detection　of

　　　viable　tissue　in　myocardial　segments　with　persistent

　　　defect　at　Tl－201　SPECT．　Radiology　172：65－73，1989

25）Nienaber　CA，　Brunken　RC，　Sherman　CT，
　　　Yeatman　LA，　Gambhir　SS，　Krivokapich　J，　et　al：

　　　Metabolic　and　functional　recovery　of　ischemic

　　　human　myocardium　after　coronary　angioplasty．　J

　　　Am　Coll　Cardiol　18：966－978，1991

26）Hoffman　EJ，　Huang　SC，　Phelps　ME：Quantitation

　　　in　positron　emission　computed　tomography：L

　　　Effect　of　object　size．　J　Comput　Assist　Tomogr　3：

　　　299－308，1979

27）Melin　JA，　Wijns　W，　Keyeux　A，　Gurne・O，　Cogneau

　　　M，Michel　C，　et　al：Assessment　of　thallium－201

　　　redistribution　versus　glucose　uptake　as　predictors

　　　of　viability　after　coronary　occlusion　and　reper－

　　　fusion．Circulation　77：927－934，1988

28）Sochor　H，Schwaiger　M，Schelbert　HR，　Huang　SC，

　　　Ellison　D，　Hansen　H，　et　al：Relationship　between

　　　Tl－201，　Tc－99m（Sn）pyrophosphate　and　F・182－

　　　deoxyglucose　uptake　in　ischemically　injured　dog

　　　myocardium．　Am　Heart　J　114：1066－1077，1987

29）Sobel　BE：Positron　tomography　and　metabolism：

　　　An　overview．　Circulation　72（suppl）：IV22－30，1985

30）Reimer　KA，　Lowe　JE，　Rasmussen　MM，　Jennings

　　　RB：The　wavefront　phenomenon　of　ischemic　cell

　　　death．1．　Myocardial　infarct　size　vs．　duration　of

　　　coronary　occlusion　in　dogs．　Circulation　56：786－

　　　794，1977

3D　Theroux　P，　Ross　J，　Franklin　D，　Covell　JW，　Bloor

　　　CM，　Sasayama　S：Regional　myocardia｜function

　　　and　dimensions　early　and　late　after　myocardial

　　　infarction　in　the　unanesthetized　dog．　Circ　Res　40：

　　　158－165，1977

32）Luu　M，　Stevenson　LW，　Brunken　RC，　Drinkwater

　　　DM，　Schelbert　HR，　Tillisch　JH，　et　al：Delayed

　　　recovery　of　revascularized　myocardium　after　refer－

　　　ral　for　cardiac　transplantation．　Am　Heart　J

　　　119（Part　l）：668－670，1990

33）Gropler　RJ，　Siegal　BA，　Lee　KJ，　Moerlein　SM，

　　　Perry　DJ，　Bergmann　SR，　et　al：Nonuniformity　in

　　　myocardial　accumulation　of　F・18　fluorodeoxy－

　　　glucose　in　normal　fasted　humans．　J　Nucl　Med　31：

　　　1719－1756，1990

34）Hashimoto　T，　Kambara　H，　Fudo　T，　Nahara　R，

　　　Hayashi　M，Takatsu　Y，　et　al：Increased　fiuorine－18

　　　deoxyglucose　uptake　after　percutaneous　translumi－

　　　nal　coronary　angioplasty　in　recently　infarcted

　　　myocardium．　Am　J　Cardiol　63：743－744，1989

35）Bonow　RO，　Dilsizian　V，　Cuocolo　A，Bacharach　SL：

　　　ldentification　of　viable　myocardium　in　patients　with

　　　chronic　coronary　artery　disease　and　left　ventricular

　　　dysfunction：Comparison　of　thallium　scintigraphy

　　　with　reinjection　and　PET　imaging　with　l8F－fluoro－

　　　deoxyglucose．　Circulation　83：26－37，1991

Presented by Medical*Online



1318

Summary

Time　Course　of　Regiona1　Myocardial　Glucose　Metabolism　after　Transient

　　　　　　　　　Ischemia　Assessed　by　Positron　Emission　Tomography

Hiroshi　HosHlzAKI

Se〈’ond　Depart〃ient　of　l〃terna／Medi（’ine，　Gun〃la　Universitγ　Schoot　of　Medicine，ルlaebashi，ノapan

　　The　purpose　of　this　study　was　to　examine　the

significance　of　glucose　metabolism　in　ischemic

canine　myocardium　after　reperfusion，　Transient

ischemia　was　induced　by　900r　180　minutes　occlu－

sion　of　the　left　anterior　descending　coronary

artery．　Twelve　hours　and　4　weeks　after　reperfu－

sion，　myocardial　blood　flow（MBF）and　glucose

metabolism　were　assessed（with　H2150　and　18F－

FDG，　respectively）by　positron　emission　tomog－

raphy　（PET）　under　the　fasting　state，　and　the

metabolic　findings　were　compared　with　the　his－

tologic　examination．　Glucose　metabolism　in　is－

chemic　regions　was　inversely　related　to　the　amount

of　tissue　necrosis　12　hours　and　4　weeks　after

reperfusion（r＝＝－0．89　and　r＝－0．82，respectively）．

The　perfu⑨ion－metabolism　mismatch　pattern　was

seen　in　the　area　with　less　than　10　percent　necrosis

12　hours　after　reperfusion，　but　this　pattern　dis－

appeared　after　4　weeks．　The　area　with　10　to　50

percent　necrosis　showed　the　mismatch　patterrl

until　4　weeks　after　reperfusion，　and　in　the　area

with　more　than　50　percent　necrosis，　perfusion－

metabolism　concordantly　decreased．　Thus，　meta－

bolic　index　assessed　early　after　reperfusion　by　PET

identified　myocardial　viability，　and　the　perfusion－

metabolism　mismatch　pattern　sustained　in　relation

to　the　degree　of　ischemic　injury．　Since　some

regions　estimated　to　be　irreversible　by　PET　were

viable　by　the　histologic　examination，　PET　study

might　underestimate　the　myocardial　viability．

　　Key　words：

sient　ischemia
　　　　　　　　　　　，

olism．

PET，　Myocardial　viability，　Tran－

Percent　necrosis，　Glucose　metab一
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