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《原　著》

虚血性心疾患における運動負荷シンチグラム上の

　　　　欠損程度の臨床的意義についての検討

塩谷　英之＊ 宮崎都志幸＊ 松永　公雄＊

　要旨　1枝のみに狭窄を有する労作性狭心症20例および心筋梗塞22例の計42例を対象に運動負荷心筋

シンチグラムを行い，defect部の欠損程度を定量評価し，その欠損程度を壁運動異常程度，臨床所見と対比

することにより，欠損程度の臨床的意義にっいて検討した．欠損程度は正常部に対する相対的摂i取率

（relative　activity：RA）で表した．安静時壁運動異常のない狭心症20例においては18例に運動時に胸痛を

認め，運動時defect部のRAは77．5土4．59％で梗塞例の65．7士7．85％に比べて有意に高値を示した（P＜

0．05），次に梗塞例ではhypokinesisのみを有する軽度壁運動障害例（12例）ではde　fect部のRAは69．5土

4・78％であり，高度壁運動障害例の6L3土8．45％に比べて有意に高値を示した（p＜0．01）．以上の結果より

defect部の定量評価は虚血部と壊死部の鑑別の一助になると考えられた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（核医学29：1441－1445，1992）

1．緒　　言

　運動負荷201Tl心筋スキャンによる虚血の検出

には負荷時欠損像が再分布時に消失する，いわゆ

る再分布の有無が広く用いられている1・2）．しか

し症例によっては虚血部で再分布を示さない例も

存在し3｝，また逆に再分布のみられない部位にお

いても血行再建により壁運動の改善が認められる

という報告もあり’1　一’　7｝，再分布の有無のみで虚血

を判定することは必ずしも十分であるとはいえな

い．そこで本研究では虚血性心疾患の負荷201Tl

心筋スキャンにおける虚血判定の際に負荷時の欠

損程度の定量評価を新たに加えることが虚血部と

壊死部の判定の一助になるか否かを明らかにする

目的で，欠損程度の臨床的意義について検討した．

II．対　　象

対象は心電図上異常Q波を認めず，左室造影

上壁運動異常を認めない冠動脈造影上1枝のみに

狭窄を有する1枝病変狭心症（AP）20例（平均年

齢56土8．7歳，男性18例，女性2例）および病歴

ならびに心電図上Q波の存在より心筋梗塞と診断

され，冠動脈上やはり1枝のみに狭窄を有する1

枝病変梗塞（OMD　22例（平均年齢54土8．8，男性

21例，女性1例）の計42例である．冠動脈上の狭

窄部位はAP例では左前下行枝14例，右冠動脈1

例，左回旋枝5例であり，一方OMI例では左前

下行枝18例，右冠動脈4例である．なおOMI群

22例中12例では後述する左室造影上壁運動異常

としてhypokinesisのみを認め，一方残りの10例

ではakinesis，　dyskinesisの高度壁運動異常を認

めた．したがって以後の検討では前者の壁運動異

常が軽度の12例をmild・MI群，後者の高度の10

例をsevere　MI群とし，狭心症（AP）群20例と

の比較検討を行った．
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　運動負荷は自転車エルゴメータを用いた多段階

運動負荷により行った．運動負荷は3分ごとに

25wattずっ増加させ，1分ごとに血圧測定，お

よび心電図記録を行った．endpointは胸痛の出現，
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心電図上のST低下，または下肢疲労とした．こ

れらの出現時点で201TIC1111MBqを静注，さら

に運動負荷を1分間持続させ，撮像を行った．用

いた装置は東芝製大視野シンチカメラを使用し，

データ記録にはオンラインで接続した核医学デー

タ処理装置を用いた．負荷直後の初期像は正面，

左前斜位45°，左側面の3方向から400kカウント

の計測による撮像を行った．次いで負荷3時間後

に初期像と同じ3方向でプレセットタイムにて再

分布像の撮像を行った．データの解析はFig．1に

示すように，運動負荷時および再分布時とも正面，

左前斜位45°，左側面像において5×5ヒ゜クセルの

ROIをそれぞれ5か所に設定し，最も高いcount

rateを示すROIの値でその他の各ROIのcount

rateを除し，各ROIのrelative　activityを算出し

た．なおこの際，defectの判定には別に施行した

健常者8例におけるrelative　activityのmean±SD

（92．1土4．0％）からその2SDを下まわる区域，す

なわち84％以下をdefectと定義し，以下の検討

は各症例の最も強いde・fect部につき行った．また

再分布現象はdefect部のrelative　activityが2SD，

すなわち8％以上増加した区域を再分布陽性とし

た．心カテーテル検査は全症例にてJudkins法に

より施行し，冠動脈狭窄は75ツ、以上を有意とし，

左室造影からはA．H．A．の基準に従って局所壁運

anterior LAO－45° lateral

　　　　　　　Count　rate（defected　region）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　×100％Relatlve　acti”ity＝

C。unt，、・，（highest，eg，。，）

Fig．1　Schematic　representation　of　left　ventricular

　　　myocardial　segments　for　assessing　L’oiTl　images．

動を4段階（dyskinesis，　akinesis，　hypokinesis，

normaDにわけて，評価した．各群における数値

はmean土SDで表現し
t－testを用いて行った．

有意差検定はunpaired

IV．結　　果

　1．3群間の負荷心電図，臨床所見の対比

　　（Table　1）

　AP群では運動時20例中18例で胸痛を認め，19

例でST低下を認めた．一方mild　Ml群では胸痛

を7例に，ST低下を8例に認めたが，　severe　M　l

群では1例も胸痛を認めず，ST低下も1例で認

めたのみであった．

　2．AP群と全M1群における運動時および再

　　分布時のdefect程度の比較（Fig．2）

　AP群における初期像におけるrelative　activity

の平均は77．5士4．59％であり，MI群の65．7±

7．85％に比べて有意に高値を示した（Pく0．005）．

またAP群の初期像でのrelative　activityの分布

をみると，その分布は70－80％の比較的狭い範囲

に分布しており，その最低値は約70％であった．
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Table　l　Comparison　of　clinical　and　electrocardio－

　　　　graphic　findings　in　patients　with　AP　and　MI

ST　depression　　Chest　pain

19（95％）　　　18（90％）

8（67％）　　　　　　7（58％）

2（20％）　　　　0　（0％）

一 P〈0．005

｝

AP
MI（mild）

MI（severe）

　　　　　exercise　　redlstr｜butlon　　　　　exerclse　　redistrlbution

　　　　　　　　AP　　　　　　　　　　　　MI

Fig．2　Comparison　of　the　relative　activity　in　defected

　　　area　in　patients　with　AP　and　ML　Relative

　　　activity　of　the　area　of　decreased　activity　in　pa－

　　　tients　with　angina　was　higher　than　that　of

　　　patients　with　MI，
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「一一一一一P〈0・Ol－一一一一一一一1

　　　　「一一一一一一一P〈0．005－一「

　　　　exercise　　redlstribution　　　　　exercise　　redistribution

　　　　　　mild　MI　　　　　　　　severe　MI

Fig．3　Comparison　of　the　relative　activity　in　defected

　　　area　in　patients　with　mild　MI　and　severe　MI．

　　　Relative　activity　of　the　area　of　decreased

　　　activity　in　patients　with　mild　MI　was　higher

　　　than　that　of　patients　with　severe　MI．

一方MI群の初期像でのre！ative　activityはAP

群と異なり，49－72％と低く，広い範囲に分布し，

AP群と違って，70％以上のdefectは22例中わ

ずか2例にしか認められなかった．次に再分布時

のrelative　activityについてみてみると，　AP群

では91．3土7．02％でMI群の66．7土8．24％に比

べて，これも有意に高値を示した（p＜0．005）．

　3．mild・MI群とsevere　MI群とのdefect程度

　　の比較（Fig．3）

　mild　MI群の初期像でのrelative　activityは

69．5土4．78％でsevere　MI群の61．3圭8．45％に比

べて，有意に高値を示した（p＜0．01）．同様に再分

布時においてもmild　MI群のrelative　activityは

75．2±7．57％でsevere　MI群の64．6土7．07％に比

べて有意に高値を示した（p＜0．005）．

V．考　　案

運動負荷心筋シンチによる虚血の検出は，

1443

Pohostの報告以来，負荷直後の初期像と3時間

後の再分布像を比較することにより行われている．

そして主として再分布の有無により心筋のvia・

bilityは判定されている1’2）．しかし3時間後に再

分布のみられない持続性欠損部位でも血行再建に

より壁運動異常が改善するという報告4－7）や，

PETを用い欠損部でも心筋代謝が保持されてい

るという報告8）から，従来の3時間後の再分布の

みで心筋のviabilityを判断するのは症例によって

は難しいと認識されつつある．そこで種々の施設

にて心筋のviabilityを判断する際に，3時間後の

再分布像のみでなく，24時間後像を加えたり9”11），

再静注後像を加えるといった工夫がさまざまなさ

れている12”15）．しかし再静注後像を用いても，

viabilityの完全な把握は不可能との報告がなされ

ている16）．そこで本研究では運動時の欠損部位の

定量評価を加えることが虚血部と梗塞部の判定の

一助になるか否かについて検討した．その結果運

動負荷心筋シンチでみられる欠損程度は臨床的に

明らかな梗塞のない労作性狭心症の場合その欠損

程度は70％台であることがほとんどであり，一

方明らかな梗塞を有している場合は，欠損程度は

ほとんどの症例で70％以下の50－60％台に存在

することが明らかとなった．この事実より欠損程

度の定量評価が梗塞の有無，すなわちviabilityの

判定に有用であることが示唆された．二瓶ら17）

は左冠動脈狭窄犬を用いて，201Tlの定量性につ

き検討しているが，彼らの報告によると，病理的

に壊死部と判定された部位のdefectの正常部に対

するrelative　activityは，内層で0．43，外層で0．5，

一方虚血部とされる部位のそれは，内層で0．76，

外層で0．71とし，彼らはrelative　activityがおお

まかに0．6以下なら壊死に陥っており，虚血の場

合は0．7台がもっとも多いと報告しているが，こ

の報告はわれわれの今回の結果とほぼ一致するも

のである．したがって臨床的にも梗塞がなく冠動

脈血流障害によってのみ生じる欠損程度は正常部

に対して70％台であると考えられ，この事実は

虚血と梗塞の判定に有用と考えられる．次に梗塞

例をみてみると，壁運動異常が高度な例では軽度
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な例に比べて，初期像および再分布像ともに

defect部のrelative　activityが低値を示した．一方

壁運動異常が軽度な例では運動時10例中8例で心

電図変化が生じ，その意味ではこれらは壁運動異

常を伴った狭心症と考えられるが，これらの例の

運動時欠損程度は69．5±4．78％でほとんどの例が

60％台を示した．したがってこれらの例でも先程

の梗塞のない狭心症例と同じく欠損となる主因は

あくまで血流障害であり，梗塞の影響はあまりな

かったものと思われる．そしてその事実は再分布

時に欠損程度が75．2土7．57％まで上昇した結果と

も一致した．他方壁運動障害が高度な例では負荷

時のST変化，狭心症あるいは再分布現象がほと

んど見られなかった事実より，これらの例では梗

塞が病態の中心をなすものと考えられた．したが

ってこれらの例では，欠損程度は強くほとんどの

例が50－60％台を呈した．梗塞部でrelative　activity

が低くなる理由として西村ら18）は，梗塞部では壁

厚のひ薄化が著明で正常心筋がほとんど残ってい

ないためと報告している．ただ梗塞部の病態は複

雑であり，壁厚の問題だけでなく梗塞部では残余

心筋の減少に伴う血管床の減少もあり，これら血

管床および正常心筋の減少によってrelative

activityは低値をとるものと思われる．しかし原

因はいずれにしても梗塞部では虚血で見られる血

流障害以上の因子が欠損に反映すると考えられ

る．したがって欠損程度の定量評価は梗塞部位の

性状評価にも有用であると考えられた．もちろん

defect部の定量評価だけで狭心症と梗塞の鑑別あ

るいは梗塞程度の把握といったことを完全に行う

ことは不可能であり，あくまでその判定の主体は

従来の再分布の有無などであるが，再分布の情報

と組み合わせることによりviabilityのより正確な

判断が可能であると考えられた．またこのrelative

activityを中心とする定量評価は正常部に対する

相対比を算出するという点では従来から用いられ

ているwashout　rate評価と原理は同じであるが，

この方法の良さは何といってもその簡便さにあり，

SPECTを用いても簡単に応用できるため有用で

あると考えられた．

VI．結　　論

　労作時に虚血によって生じるdefect部の欠損

程度は正常部の70％台であることが多く，より

高度な欠損は梗塞を含み，梗塞程度が増すにつれ，

欠損程度も高度になると考えられた．以上の事実

より，欠損程度の定量評価は心筋のviabilityの判

定の際の一助になると考えられた．
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Summary

Clinical　Usefulness　of　the　Quantitative　Assessment　of　Exercise　Thallium－201

　　　　　　Myocardial　lmaging　in　Patients　with　lschemic　Heart　Disease

Hideyuki　SHIoTANI，　Toshiyuki　MIYAzAKI　and　Kimio　MATsuNAGA

Departme〃’Of　Cardiology，」Hンogo　Medical　Centerノ～）r／l　dults

　　To　clarify　the　significance　of　the　quantitative
　　　　ttanalysis　of　the　area　of　decreased　activity　in　exercise

thallium・201　myocardial　imaging，42　patients　with

one　vessel　disease（20　patients　with　angina　pectoris

without　myocardial　infarction，22　patients　with

old　myocardia1　infarction：MI）were　evaluated　by

exercise　thallium　scan　and　compared　with　clinical

findings　and　wall　motion　assessed　by　left　ven－

triculography（LVG）．　Patients　with　MI　were

devided　into　two　groups　by　LVG（Mild　MI：MI

with　only　hypokinesis　on　LVG，　Severe　MI：MI

with　akinesis　or　dyskinesis　on　LVG）．　The　degree

of　defected　area　was　expressed　by　the　ratio　of　the

counts　of　defected　area　to　the　normal　area（Rela－

tive　Activity：RA）．　RA　of　the　area　of　decreased

activity　in　patients　with　angina　was　higher　than

that　of　patients　with　MI（77．5土4．59％vs．65．7土

7．85％，p〈0．05）．　RA　of　the　area　of　decreased

activity　in　patients　with　mild　MI　was　higher　than

that　of　patients　with　severe　MI（69．5土4．78％vs．

61．3士8．45％，p＜0．01）．　The　above　results　suggest

that　the　regional　thallium－201　uptake　ratio　in　the

scintigram　may　help　to　differentiate　viable　zones

from　necrotic　ones　and　detect　the　degree　of　MI．

　　Key　words：Exercise　thallium－201　scintigraphy，

Relative　activity，　Viability．
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