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《原　著》

安静時および運動負荷2°1T1－SPECT・心プールSPECT法による

　　経皮的冠血管形成術後の冠血流改善とhibemationの検出

橋本　暁佳＊　　中田　智明＊

高橋　尚子＊　長尾　和彦＊

久保田昌宏＊＊　飯村　　攻＊

土橋　和文＊　　遠藤　明太＊

田中　繁道＊　　津田　隆俊＊＊

　要旨経皮的冠血管形成術（PTCA）を狭心症（AP）21例，心筋梗塞後狭心症（MI）21例の63病変に対し

計47回施行し，201Tl心筋灌流と局所壁運動の改善を運動負荷および安静時201Tl心筋心SPECT，　Rlプー

・し位相解析・SPECT法にて解析した．　PTCA前陽性率は症状，　ECG変化（38～60％）に比し，201T1再分

布所見が高値（87％）で，PTCA後201Tl冠灌流の改善を88％の症例で認め，201T1スコアもAP，　MI両群

で｛i意に改善した．左室駆出分画と最大拡張速度はMI群で有意にヒ昇．心プールSPECT上asynergyは

27例92領域中47領域（51％）で改善し，局所壁運動スコアもAP，　MI両群で有意に改善．一方，　asynergy

非改善領域の93％は梗塞部位に一一致していた．以上，運動負荷201Tl心筋SPECT，心プール位相解析・

SPECT法は心筋虚血改善に伴う拡張障害および局所壁運動異常の改善を評価しえ，非侵襲的なmyocardial

hibernationの同定に有用と考えられた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（核医学30：135－1“，1993）

1．はじめに

　近年，薬物治療抵抗性の労作性，不安定狭心症

に対する治療法として，また心筋梗塞症急性期の

再灌流療法として経皮的冠血管形成術（PTCA）は

広く臨床応用されている．その際，適切なPTCA

の適応決定（心筋虚血ならびに心筋梗塞例におけ

る心筋viabilityの証明）と効果判定（心筋虚血の

改善や，それに伴う臨床症状，心機能一局所壁運

動一，運動耐容能の改善）はきわめて重要である．

さらに，近年回復しうる虚血性心筋障害の病態と

して心筋のstunningあるいはhibernationが臨床
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的にも注目されてきており，その際心筋灌流と心

機能一局所壁運動一の評価は不可欠である．

　今回，従来われわれが用いてきた安静時および

運動負荷201T1－SPECT，　Rl心プール法における位

相解析法とSPECT法を試み，　PTCAによる201Tl

心筋灌流の改善と左室機能障害（myocardial　hiber－

nation）の改善を核医学的に評価した．すなわち，

PTCA前後において，冠灌流，左室収縮・拡張機

能そして局所壁運動を評価し，併せて本法の臨床

的意義について検討した．

II．対象ならびに方法

　（1）対　　象

　対象は札幌医科大学附属病院第二内科に入院し，

症状，病歴，心電図，トレッドミル負荷心電図，

運動負荷201Tl心筋シンチグラフィ，冠動脈造影

により診断の確定した労作性狭心症42例（平均56

歳，男女比36対6）である．42例中21例は心筋
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136 核医学　30巻2号（1993）

梗塞後の狭心症例である（Table　IA）．冠動脈造影

所見は一枝病変31例，二枝病変9例，三枝病変

2例で，PTCAの標的血管と病変数は左前下行枝

37病変，左回旋枝9病変，右冠動脈17病変の計

63病変である（Table　IB）．

　PTCA　transfemoral法によりdilatation　catheter

system（USCI社製またはACS社製）を用い行っ

た．対象例は全例PTCAの成功例　　すなわち十

分な狭窄性病変の拡張（75％以上の狭窄が50％以

下となり，実測平均狭窄度92％から25％へ改善）

と主な合併症（心筋梗塞，冠動脈穿孔・破裂，緊急

冠動脈バイパス術等）を認めなかったもの1）一

である，また，PTCA初回例は42例で，5例では

初回PTCA後3～6か月目に再狭窄が確認され，

二回目のPTCAが施行された．したがって，本

研究は延べ47回のPTCA前後において検討され
た．

　（2）2JITI心筋シンチゲラフィ

　a．運動負荷201Tl心筋SPECT

　運動負荷心筋シンチグラフィは，臥位自転車

ergometerを用い，25・Watts，3分ごとの多段階症

候限界性最大運動負荷法にて施行した．運動中は

1分ごとに血圧と12誘導ECGをモニターした．

201TICI（以下201T1と略す）は111～148　MBqを

　　　　Table　l　Patient　characteristics

（A）　Age　and　sex

Age　　Sex（M／F）

60士2　　　　　17／4

53士2　　　　　19／2

56±1　　　　　36／6

肘静脈より注入，さらに1分間運動を続け，10分

後ならびに4時間後にイメージングを行った．デ

ー タ収集は対向型回転カメラ（Siemens，　ZLC　75）

を用い，LPO　45°からRAO　45°まで5°ごと，一

方向30秒で，36方向，180°にわたり施行した．

データはオンラインで接続した核医学処理専用ミ

ニコンピュータシステム（Scintipac　2400，島津）

に保存（64×64　matrix）し，　ShepP＆Loganフィ

ルタを用いたbackpr（）jection法にて画像再構成を

行い，心短軸（short　axis），心長軸（vertical　long

axis），心水平軸（horizontal　long　axis）の多断面の

三方向断層像を得た．

　運動負荷201Tl心筋SPECTは，　PTCA前平均

15土4日，PTCA後平均14士2日後に施行した．

また，経口薬は原則として検査日のみ中止し，

PTCA前後で変更しなかった．

　b．画像解析

　画像評価は，従来の著者らの方法6）に従い，各

冠動脈支配領域から左室をll領域（Fig．1）に分

け，二名の検者がその201Tl冠灌流状態を視覚的

に，　norma1，　mild　hypoperfusion，　severe　hypoper－

fusion，　Perfusion　defectの4段階に分け，かつそ

の4時間後の再分布の有無について評価した．ま

た，冠灌流異常領域の定量的解析は，Bul「s　eye

法2・3）より下記の式からextent　score（ES）と

severity　score（SS）を算出し行った．

　　　　　　　　　　　n
Patients　without　prior　MI　21

　　　with　prior　MI　　21

　　Total　　　　　　　　　42

　MI＝myocardial　infarction

（B）　Coronary　angiographic　findings

Single　vessel　disease

Double　vessel　disease

Triple　vessel　disease

Target　arteries　for　PTCA

　＊left　descending　coronary　artery

　＊left　circumflex　coronary　artery

　＊right　corona「y　a「te「y

1
0
ノ
∩
∠

3

371esions

glesions

171esions

PTCA＝percutaneous　transluminal　coronary　angio－
plasty．

　　　　　　　Number　of　abnormal　point
Extent　Score＝
　　　　　　　　　　Total　points

　　　　　　　　　Σ（normal・count
　　　　　　　　　－abnormal　count）
Seve・i・y　S…e－in　ea鵯ll＝P°i”t

　c．安静時201Tl心筋SPECT

　心筋虚血（すなわち，心筋viability）をより正確

に把握するため梗塞例ではさらに安静時201Tl心

筋SPECTも施行した．方法は，運動負荷201T1心

筋SPECTと基本的には同じで，安静時に20iTICI

（111～148　MBq）を肘静脈より注入し，10分後に

イメージングを行った．データ収集と解析の方法，

使用装置は前述のごとくである．なお，安静時心
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Fig．1　Schematic　demonstration　of　regional　analysis　of　left　ventricular　wall　motion　by

　　　gated　blood　pool　planar（A）and　SPECT　images（D）and　myocardial　perfusion

　　　using　thallium　SPECT　technique（C）．

筋SPECTは，運動負荷201T1心筋SPECTの2
週間以内に施行した．

　d．運動耐容能

　運動耐容能は，症候限界最大運動負荷心筋

SPECT施行時の症状　　心筋虚血に由来する胸

痛，前胸部圧迫感　　の有無と程度，運動耐容時

間exercise　tolerance　time（ETT），　rate　pressure

product（RPP），　ECG上の虚血性ST変化一1．O

mm以上の水平型，下降型ST低下，　J60でL5

mm以上の上昇型ST低下，陰性U波　　より評
価した．

　（3）左室機能評価

　a．心拍同期心プールシンチグラフィ

　左室収縮・拡張動態の解析のため，心拍同期心

プールシンチグラフィを施行した．安静時に生体

内標識赤血球（99mTc－RBC　740　MBq）による平衡

時，modified　LAO　45°，一心拍20～25分割，500

心拍加算のマルチゲートモードにてデータを収集

し，まずplanar像を得た．次に，従来著者らが

用いている高次位相解析法4・5）を用い，左室駆出

分画Ieft　ventricular｛ejection　fraction（LVEF）と最

大拡張速度peak　ming　rate（PFR）を算出し，左

室収縮・拡張動態の指標とした．

　b．心拍同期心プールSPECT

　より詳細に左室局所壁運動を評価すべく，前述

の心拍同期心プールシンチグラフィ（Planar像）

に引き続き，従来著者らが報告してきた方法5”7）

を用いて，心拍同期心プールSPECTを施行した．

すなわち，対向型回転カメラ（前述）を用い，LPO

45°からRAO　45°まで…方向60秒，一心拍10

分割のマルチゲートモード，10°ごと，18方向，

180°にわたりデータ収集した．画像再構成は，9

点スムージング後，Shepp＆LoganフィルタL用

いたback－projection法にて行い，左室心短軸，

長軸，水平軸の三方向中央断面像を得た．次（J，

cut－offレベル50％で一次項Fourier解析を行い，

振幅（amplitude）像と位相（phase）像を作成した．

　c．左室局所壁運動評価

　左室局所壁運動はplanar像，　SPECT像とも一

次項位相解析像すなわち，振幅（amplitude）像と

位相（phase）像を用い行った．　planar像では左室

3領域，SPECT像ては左室11領域（Fig・1）につ
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138 核医学　30巻2号（1993）

いて，二名の検者が左室局所壁運動を視覚的にス

コア化し（normokinesis－5，　mild　hypokinesis－4，

severe　hypokinesis＝3，　akinesis－2，　dyskinesis＝

1），各領域のスコアの総計を左室局所壁運動の指

標として評価した．

　心フ゜一ル法はPTCA前平均16±2日，　PTCA

後平均19土2日後に施行し，経口薬は原則として，

PTCA前後で変更しなかった．

　（4）統計処理

　数値は平均土標準誤差で表示し，有意差検定は

Paired　t－testを用い，　p＜0．05を有意とした．

III．結　　果

　1）症例呈示

　50歳，男性，前壁梗塞後狭心症

　PTCA前運動負荷201Tl心筋SPECTでは，前
壁中隔の欠損と前壁の部分再分布，中隔の完全再

分布が認められたが，PTCA後心尖部側前壁領域

のmild　hypoperfusion（再分布の消失）まで改善し，

ES（79→67），　SS（195→43）もこれに伴い低下した

（Fig．2）．運動負荷時の症状も消失し，　ETT（75

Watts　3　min→100　Watts　2　min），　RPP（20，800→

25，840）も改善を示した．また，PTCA後LVEF

は上昇（42－→48）．左室局所壁運動も，PTCA前心

プールplanar像で前壁中隔のmild　hypokinesis，

心プールSPECT像で前壁severe　hypokinesis，中

隔akinesis（short　axis　image），前壁心尖部mild

hypokinesis（vertical　long　axis　image），中隔severe

hypokinesis，心尖部akinesis（horizontal　long　axis

image）が，　PTCA後心プールPlanar像ではスコ

ア13→15，心プールSPECT像上スコア42→51
と明らかに改善した（Fig．3）．

　2）PTCA前の臨床的，核医学的指標の陽性率

　PTCA前の47回の運動負荷201Tl心筋SPECT

施行時における臨床的，核医学的な心筋虚血の指

標の陽性率をTable　2に示す．症状　　ただし，

心筋虚血に伴うと思われる胸痛，前胸部圧迫感

（息切れ，下肢疲労は除く）一出現17例（36％），

虚血性ECG変化出現28例（60％）に認められた．

一方，運動負荷直後の201T1－SPECT像上の灌流異

Table　2　1ncidences　of　positive　results　indicating　myo－

　　　　cardial　ischemia　in　exercise－stress　and　resting

　　　　tha川um－201　SPECT　imagings　before　per－

　　　　cutaneous　transluminal　coronary　angioplasty

Symptoms＃
Electrocardiographic　abnormalities

　in　stress　thallium　tests

　　＊J－type　ST　depression

　　＊horizontal　ST　depression

　　＊downsloping　ST　depression

　　＊negatiVe　U　WaVe

Tha川um　perfusion　abnormalities

　in　post－exercise　initial　images

Redistribution　of　thallium　perfusion

　in　4－hour　delayed　images

　in　combination　with　resting　images

Incidence

17／47

28／47

5／47

16／47

9／47

7／47

（％）

（36）

（60）

（11）

（34）

（19）

（15）

42／47　　　（89）

36／47　　　　（77）

41／47　　　（87）

＃Symptoms＝exercise－induced　left　anterior　chest　pain

or　opPressive　sensation．＊Subtypes　of　electrocardio－

graphically　defined　ischemic　changes．

常は視覚的判定で42例（89％）であり，その4時

間後の再分布は36例（77％）に認められた．さら

に，安静時201Tl心筋SPECT像との比較から最終

的に再分布ありと判定された症例は41例（87％）

であった．

　3）PTCA前後における臨床指標の変化

　PTCA後の運動負荷201Tl心筋SPECT施行時

における症状，虚血性ECGの変化の消失または

明らかな改善は，それぞれ17例中13例（76％），

28例lti　22例（79％）認め，運動耐容時間（ETT）

およびRPPの改善（4ETT＞lmin，　dRPP＞10％

と定義）は，それぞれ30例（68％），31例（69％）

であった．全体ではPTCA前後において，　ETT
（7．5士0．4vs．9．5±0．4），　RPP（20248土667　vs．23860

±743）とも有意に（p〈0．001）上昇した．また，

梗塞合併群，非合併群に分けた検討でも，ETT，

RPPともにPTCA後有意に（pく0．005）上昇した

（Fig．4A）．

　4）PTCA前後における201Tlの冠灌流の変化

　201Tl冠灌流の改善は視覚的判定で37例（88％），

201領域中159領域（79％）認め，定量的判定

（4ES，4SSとも10％以上の低下と定義）ではES

34例（76％），SS　32例（74％）であった．また，
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Fig．2　Exercise－stress　thallium－201　SPECT　images　from　a　50－year－old　male　patient　with

　　　effort　angina　and　anterior　myocardial　infarction　before　and　after　percutaneous

　　　transluminal　coronary　angioplasty（PTCA）．　A　quantitative　analysis　was　per－

　　　formed　by　the　bull’s　eye　view　method　as　shown　in　the　bottom　panels．　RPP＝rate

　　　pressure　product（systo｝ic　blood　pressure×heart　rate）．

IvrCA前後での変化はES（44土3　vs．30士3），　SS

（58±9vs．28土6）いずれも有意に（p〈0．001）低下

した．また，この変化は梗塞合併，非合併群に分

けても，同様に有意（p＜0．005）であった（Fig．4B）．

　5）PTCA前後の左室機能の変化

　PTCA前におけるLVEFの低下（LVEF＜50％），

左室拡張能の低下（PFR＜1．92）の頻度はそれぞ

れ5例（12％），14例（35％）で，PTCA後の改善

（dLVEF〈5°／．，　dPFR＜10％）はそれぞれ4例

（80％），9例（64％）認め，全体ではLVEF上昇

（d＞5％）36％，PFR上昇（a＜10％）43％であっ

た．PTCA後LVEFとPFRは，梗塞合併群での
み有意（p＜o．05）に上昇した（Fig．5A）．

　左室局所壁運動異常は心プールplanar像では

6例（13％），11領域（8％）での検出にとどまった．

そのうち，PTCA後左室局所壁運動スコアの改善
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Planar　image
（LAO　45）
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Fig．3　Gated　blood　pool　planar　and　SPECT　images　obtained　from　the　same　patient

　　　presented　in　Fig．2before　and　after　PTCA．　Asynergy　is　indicated　as　low

　　　amplitude　and　delayed　phase　images（arrow－heads）in　anterior，　septal　and　apical

　　　segments．

は6例（100％），10領域（91％）で認めたが，全体

ではPTCA後有意な変化は認めなかった（14．6士

0．2vs．14．8±0．1）．一方，心プールSPECT像上左

室局所壁運動異常は27例，92領域に認め，そ

のうちPTCA後21例（78％），47領域（51％）で

壁運動スコアの改善を認めた．また，心プール

SPECT上左室局所壁運動スコアはPTCA後梗塞

合併，非合併両群とも有意に（p〈0．05）改善した

（Fig．5B）．なお，　asynergyの改善を認めなかった

45領域中93％は梗塞部位に一致していた．

IV．考　　案

　本研究では，安静時および運動負荷201Tl心筋

SPECT（視覚的ならびに定量的評価），　RI心拍同
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Fig．5　Comparisons　of　left　ventricular　ejection　frac－

　　　　tion（LVEF），　peak　filling　rate（PFR）（A），　and

　　　　regional　wall　motion　scores（B）assessed　by

　　　　gated　blood　pool　planar　and　SPECT　imagings

　　　　between　before　and　after　PTCA　in　patients

　　　　with　（closed　columns）and　without（open

　　　　columns）prior　myocardial　infarction．＊p＜

　　　　O．005　vs．　before　PTCA　　in　a　patient　group

　　　　without　prior　infarction，＃p・0．005　vs．　before

　　　　PTCA　in　a　patient　group　with　prior　infarction．

期心プール法（特に心フ゜一ルSPECT位相解析像）

により，PTCAの201Tl冠灌流，左室収縮，拡張

動態ならびに左室局所壁運動に対する影響を解析

した．

　1）PTCAの201TL冠灌流に与える影響

　PTCA施行前の201Tl冠灌流の虚血検出率は運

動負荷4時間像で77％であったが，安静時201Tl

SPECT併用によりその検出率は87％と向上した

（Table　2）．これは，主に梗塞例における再分布

（心筋viability）の検出向上のためであった．

　本研究では多枝病変例は2枝病変9例，3枝病

変2例で，今回PTCAの対象とならなかt・た本

幹以外の分枝，末梢（対角枝，鈍縁枝，中隔枝，

後側壁枝，房室結節枝）に15病変が検出されて

いる．201Tl虚血スコア上の改善は症例の88％

（79％領域）で認めたが，ほかは主に多枝発病例で

あり，運動耐容能の改善（運動負荷の増大）を考慮

すると，部分血行再建に伴う心筋虚血の出現のた

めと推察された．多枝多発病変例では再狭窄の頻

度も高く8・9），その検出に加え10），残存心筋虚血の
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評価も十分行うことが重要と考えらる．

　2）PTCAと左室機能，左室局所壁運動

　虚血性心機能障害には，拡張機能の低下11’”15）

と局所壁運動異常（asynergy）16”20）の出現がある．

また，臨床的にはその虚血性心機能障害が回復可

能か否かがきわめて重要で，そのため‘‘stunning”

あるいは“hibernation”といった概念が提唱され

ている．両者とも心筋灌流と収縮，拡張両動態の

関係から捕える必要がある．今回の結果より，非

侵襲的方法であるRI心プール高次位相解析法と

そのSPECT法は左室収縮，拡張動態，三次元的

局所壁運動の評価に適し，前述201Tl－SPECT法と

併せ‘‘myocardial　hibernation”の評価はある程度

可能と考えられた．

　今回，拡張動態の指標として最大拡張速度

PFR11・12）を用いたが，拡張期指標はPFRに限ら

ず，種々の因子（年齢，左室容積，脈拍，収縮能，

薬剤，交感神経系）の影響を受ける4・21’”23）ため，

その絶対評価には慎重を要する4）．本研究では

PTCA前後の比較的短期間内での変化の解析であ

り，薬剤を含め一定の条件下で施行され，信頼性

は高いと考えられた．今回，PTCAによりPFR

の有意な改善をみたのは梗塞合併群であったが，

従来の報告では12”14），拡張機能の改善は，梗塞非

合併の一枝病変例においてPTCA後数日～2週間

位の間に，72～80％認めている．本研究では全体

の43％の症例で改善を認めた．その相違の原因

は不明であるが，梗塞例では拡張動態の改善には，

心筋虚血改善後より時間がかかり，また拡張期障

害を規定する心筋虚血の程度も強かったためと推

測される．さらに，虚血心筋量がより重要と考え

られ，PFRの局所解析を含めさらなる検討が心要

と思われた．

　われわれはRI心プールSPECT位相解析法に
よるasynergy解析について報告してきたが5“？），

本研究でも本法はasynergy検出とPTCA後の評

価に有用であった．本法は空間分解能の限界と相

対的評価の欠点を有するが，左室造影法，超音波

断層心エコー法との比較6）から，局所壁運動の半

定量評価には信頼性が高いと考えた，

　今回，PTCA後局所壁運動異常は，27例中21

例（78％），92領域中47領域（51％）で改善し，こ

れら領域の虚血心筋は“hibernation”の状態17’20）

にあったといえる．近年，心筋虚血に由来する心

機能障害の発生機序，病態解明が注目され，臨床

的にも画像診断法の進歩により一過性急性虚血解

除後の機能障害の残存（myocardial　stunnin9）16・17）

や慢性虚血による機能障害の持続（myocardial

hibernation）17・18）が同定可能となってきた．こと

に，後者の場合PTCA，バイパス手術の適応決定

が重要となる．従来の手法ではhibernationの術

前診断は困難で，ポジトロンCT等による代謝イ

メージングが現在有力視されている23‘”25）が，今

後の発展が待たれる．また，PTCA後改善をみな

かったasynergy　45領域の93％は梗塞領域であ

った．梗塞例の局所壁運動評価はPTCA後平均

28日目になされ，冠灌流改善後壁運動のそれは遅

れる（myocardial　stunning）25）ことから，今後改善

してくる可能性は否定できない．ただし，それは

心筋viabilityの程度20）に依存するため，今後の

経過観察，より詳細な検討が必要と考えられた．

　3）PTCAのその他臨床指標に与える影響

　運動負荷201Tl心筋SPECT施行時の症状出現

率は低値（36％）で，ECG上の虚血陽性所見は

60％であった．これは尼CG自体（sensitivity）の

限界に加え，心筋梗塞合併時の判定の困難さが関

与している．しかし，いずれも陽性の場合は，

PTCA後の改善をよく反映し得た（80～89％）．

　一方，運動耐容時間，RPPのPTCA後の改善

率はTl冠灌流のそれに比しやや低値であった．

運動指標自体は臨床上きわめて重要であるが，心

筋虚血以外にも，心肺機能，末梢効果，トレーニ

ング効果も関与するため心筋虚血改善の指標とす

るにはやはり限界はあると考えられた．

V．結　　語

　経皮的冠血管形成術（PTCA）を冠動脈疾患42

例（計63病変）に対し施行し，201Tl冠灌流，局

所壁運動の改善を運動負荷および安静時201Tl心

筋SPECT，　RI心プール位相解析・SPECT法に
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て解析し以下の結論を得た．

　（1）PTCA前陽性率は症状，心電図変化（38～

60％）に比し，201Tl再分布所見が高値（87％）で，

PTCA後201Tl冠灌流の改善を88％の症例で認

め，201Tlスコアも有意に改善した．

　（2）左室駆出分画と最大拡張速度は梗塞合併群

（21例）で有意に上昇した．

　　（3）心プールSPECT上asynergyは27例92

領域中47領域（51％）で改善し，局所壁運動スコ

アも有意に改善．一方，asynergy非改善領域の

93％は梗塞部位に一致していた．

　以上，運動負荷201T1心筋SPECT，心フ゜一ル高

次位相解析・SPECT法は心筋虚血改善に伴う拡

張障害，局所壁運動異常の改善を非侵襲的に評価

でき，myocardial　hibernationの同定とその病態

解明上有力な方法になるものと期待される．

　本論文の要旨は第55回日本循環器学会学術集会（1991

年，京都）および第31回日本核医学会総会（1991年，
松川）にて発表した．
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Summary

Assessment　of　Myocardial　Pe血sion　Abnormality　and　Hibernating　Myocardiurn

　　　　　　．by　Gated　Blood　Pool　an《1　Exercise－Stress　Thallium　Tomographies

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　after　Successful　Coronary　Angioplasty

Akiyoshi　HAsHIMoTo＊，　Tomoaki　NAKATA＊，　Kazufumi　TsucH田AsHI＊，

　　　　　Akita　ENDoH＊，　Naoko　TAKAHAsH1＊，　Kazuhiko　NAGAo＊，

　　Shigemichi　TANAKA＊，　Takatoshi　TsuDA＊＊，　Masahiro　KuBoTA＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　Osamu　IIMuRA＊

＊Second　Deρartment　of　lnterna／Med’d〃e，＊＊Departmen’of　Radiotogy，

　　　　　　　　　　Sq〃oro．Medicat　Co〃ege，　Sq〃oro，ノapa〃

　　Cardiac　function　and　myocardial　perfusion　were

assessed　by　exercise－stress　thallium　SPECT　and

resting　gated　blood　pool　SPECT　techniques　before

and　after　47　successfUI　coronary　angioplasties．

Thallium　perfusion　was　analyzed　visually　and

quantitatively　in　stress　and　resting　studies．］Left

ventricular　ejection　fraction　（LVEF）and　peak

filling　rate（PFR）were　calculated　and　regional

wall　motion　was　scored　by　amplitude　and　phase

images　in　radionuclide　planar　and　tomographic

imagings．　The　thallium　redistribution　in　delayed

or　resting　SPECTs　was　more　sensitive（87％）fbr

detecting　myocardial　ischemia　compared　to　symp・

toms（36％）and　ECG　changes（60％）．　An　exercise

capacity，　LVEF，　PFR，　and　the　scores　of　perfusion

and　regional　wall　motion　were　improved　signifi一

cantly　after　coronary　angioplasty．　Stree　thallium

and　gated　blood　pool　SPECTs　showed　the　im－

provements　of　myocardial　perfusion　in　159（79％）

of　201　segments　and　regional　wall　motion　in　47

（51％）of　92　segments，　respectively．　These　results

suggest　that　the　combined　use　of　stress　thallium

SPECT，　gated　blood　pool　planar　and　SPECT
techniques　can　contribute　not　only　to　the　assess－

ment　of　the　e缶cacy　of　coronary　angioplasty　but

also　to　detecting　the　mismatching　of　myocardial

perfusion　and　contraction　（“myocardial　hiber－

nation”）in　infarct－related　myocardial　lesions．

　　Key　words：Exercise－stress　thallium　scintigra－

phy，　Gated　blood　pool　tomography，　Percutaneous

transluminal　coronary　angioplasty，　Cardiac　func－

tion，　Myocardial　hibernatiQn，
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