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《原　著》

ドブタミン負荷タリウム心筋シンチグラフイの

　　　　　　　　　有用性および安全性

今井　嘉門＊　　荒木　康史＊＊　堀内

小沢友紀雄＊＊　八杉　忠男＊＊

孝一一＊＊　斎藤　　頴＊＊

　要旨　運動負荷に代わるドブタミン負荷タリウム（T1）心筋シンチの有用性および安全性に関して133症

例で検討した．ドブタミン負荷方法は，10μ9／kg／分より開始し，3分ごとに10μ9／kg／分ずつ増加し，最

大負荷濃度を40μ9／kg／分とする方法である．ドブタミン負荷の終了時の濃度は25．5土7．8μ9／kg／分，負荷

ll寺問は7．3士2．3分で，終r時の濃度が30　ttg／kg／分以上であった症例は65症例（49％）であった．

　ドブタミン負荷試験の除外対象を高血圧，頻拍性の不整脈，心房細動およびPTCA施行後短期間の症例

とすると，本法の副作用は高頻度であるも，比較的安全な負荷方法であった．

　ドブタミン負荷Tl心筋シンチによる冠動脈病変の診断率は，有病正診率：91％，無病正診率：70％で，

運動負荷心筋シンチグラフィと同様に高値であった．

　ドブタミン負荷Tl心筋シンチは，運動の不可能な患者にも行える負荷方法として比較的安全で，有用な

方法である．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（核医学30：651－661，1993）

L　緒　　言

　冠動脈疾患の診断，治療効果の評価および予後

の予測のため，運動負荷検査が心電図あるいはタ

リウム（Tl）心筋シンチグラフィ（シンチ）ととも

に施行されている1・2）．高年齢者や下肢に整形外

科学的な障害や循環障害を持つ患者では，十分な

運動負荷は不可能で，運動負荷に代わり薬剤負荷

が注目され，T1心筋シンチではジピリダモール

やアデノシンなどが用いられている3・4）．

　ジピリダモールは間接的に，アデノシンは直接

的に冠動脈の血管内のアデノシンを増加させ，冠

動脈の血管径を拡張させる5・6）．しかし，これら
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は心臓以外にも作用し，気管支の攣縮を誘発し，

時には気管支喘息を合併する．高年齢者では慢性

閉塞性肺疾患患者は多く，これらの患者ではジピ

リダモールあるいはアデノシン負荷は禁忌である．

呼吸器疾患者でも使用できる薬剤負荷として，ド

ブタミン負荷が注目され，欧米でドブタミン負荷

T1心筋シンチや，ドブタミン負荷心エコー図が

1980年代の中頃より行われた7’－10）．

　従来報告されている多くのドブタミン負荷方法

は5μg／kg／分より開始し，3あるいは5分ごとに

5μg／kg／分ずつ増加し，最大負荷量は20μg／kg／分

である．Fungらは，動物実験では，ドブタミン

15μg／kg／分で心筋虚血が生ずると報告している

が11），ヒトでの心筋虚血を誘発させるドブタミン

濃度に関する報告はいまだ少ない12）．Pierardら

のドブタミン負荷のend－point（終了点）に到達す

るまで負荷を加えるには13），従来から施行されて

いる最大負荷の20μg／kg／分では不十分で，より

高濃度のドブタミンが必要である症例を時々経験
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する．最近，最大負荷量を30μ9／kg／分あるいは

さらに40μ9／kg／分まで最大負荷量を増加させた

検討が，心エコー図法で行われ始めた14・15）．今回，

従来の最大負荷量より高濃度の40μ9／kg／分を最

大負荷とするドブタミン負荷T1心筋シンチの安

全性および有用性を検討した．

II・対象および方法

　1・検討内容

　ドブタミン負荷による血行動態の変化，安全性

および有用性に関して検討した．血行動態はドブ

タミン負荷を施行した133症例と，運動負荷を施

行した他の45症例で，安全性はドブタミン負荷

を施行した133症例で，有用性はドブタミン負荷

と冠動脈造影術とを4週間以内に施行した44症

例で検討した．

　2．対　　象

　ドブタミン負荷の対象は1991年7月から1992

年7月までの1年間に，日本大学板橋病院CCU

に入室した後にT1心筋シンチが予定され，安静

保持のため脚力が低下した，あるいは完全に回復

していない連続患者122症例のうち，頻拍性不整

脈，心房細動あるいは高血圧症（収縮期血圧≧160

mmHg）を呈した15症例を除外した107症例と，

外科病棟で術前検査としての運動負荷が不可能な

7症例および運動の制限を認めない外来患者19

症例の合計133症例で，口頭あるいは書面で同意

を得た．疾患の内訳は急性心筋梗塞症（発症後

7～28日）80症例，陳旧性心筋梗塞症（発症後29

日以上）15例，狭心症36症例，その他2症例の合

計133症例で，男女比は105／28で，年齢は37歳

から92歳まで（平均年齢61±10歳）であった．

　運動負荷の対象は薬剤負荷と別の患者群で，急

性心筋梗塞症7症例，陳旧性心筋梗塞症18症例，

狭心症20症例の合計45症例で，男女比は30！15

で，年齢は44歳から77歳まで（平均年齢61土8

歳）であった．

　3．方　　法

　1）　ドブタミン負荷方法

　ドブタミン負荷は10μg／kg／分より開始し，3分

ごとに10μ9／kg／分ずつ増加し，最大負荷量の40

μg／kg／分まで負荷した．実際の投与方法はドブ

タミン100mg／5　mtを生理的食塩水45　m∫に溶解

し，シリンジポンプ（テルモSTC－525）を用いて，

左正中静脈に留置した21Gカテーテルを介して

投与した．後述する負荷終了点に到達した時ある

いは40μg／kg／分で3分間投与した後シリンジポ

ンプを停止し，直ちに166MBq（4．5・mCi）Tlを注

入し，20　mlの生理的食塩水でフラッシュした．

　2）運動負荷方法

　運動負荷は臥位エルゴメータ（シーメンス

Rodby　Elektronik　AB）を用いて，25　watts（W）よ

り開始し，3分ごとに25W増量し，最大負荷量

は100Wとした．後述する負荷終了点に到達し

た時あるいは100Wで3分間を運動した時に，

運動前に左正中静脈に留置したカテーテルを介し

て166MBq（4．5　mCi）Tlを注入し，20　mtの生理

的食塩水でフラッシュし，可能な限りさらに1分

間運動を続けた．

　3）負荷中の監視項目および負荷終了点

　おのおのの負荷検査時に，心電計（フクダ電子

CARDIMAX　FK－66）でII誘導あるいはV5誘導

の心電図を連続監視し，さらに標準12誘導心電

図を1分ごとに記録した．また右上腕にマンシェ

ットを巻き，1分ごとに自動血圧計（U本コーリ

ンSTBP－680）で血圧を測定した．

　運動負荷およびドブタミン負荷の終了点はおの

Table　l　End・point　of　stress　test

Dobutamine

Heart　rate

Systolic　blood

　pressure
Diastolic　blood

　pressure
Pressure　rate

　product

ECG　changes

Symptom

≧75％MPHR
≧200mmHg
　　Fallen　SBP≧20　mmHg

　　　　≧130mmHg

Ergometer

≧85％MPHR
≧230mmHg

≧25，000

ST－Depression／Elevation≧0．2　mv

　　　Severe　arhythmia
　　Moderate　angina，　Dyspnea

MPHR：Maximum　predictive　heart　rate

Fallen　SBP：Fallen　systolic　blood　pressure

ECG：Electrocardiogram
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おの定めた（Table　l）．血圧および心拍数は，ド

プタミン負荷ではPierardらの方法に基づいて13），

運動負荷ではAHAの勧告の変法に基づいて16），

それぞれ負荷方法により相違する基準を定めた．

すなわち，心拍数はドブタミン負荷では年齢別予

測最大心拍数の75％以上，運動負荷では85％以

上到達した時に，収縮期血圧はドブタミン負荷で

は200mmHg以上，運動負荷では230　mmHg以
上に到達した時を終了点とした．共通の基準は，

（1）収縮期血圧の低下≧20mmHg，（2）拡張血圧≧

130mmHg，（3）心電図ではST低下≧0．2　mVあ

るいはST上昇≧0．2　mV，（4）重症の不整脈の出

現，（5）中等度以上の胸痛，（6）pressure　rate　Pro－

duct（PRP）≧25，000などである．

　4）心筋シンチおよび冠動脈造影

　心筋シンチは，負荷直後および3時間後にガン

マカメラ（日立RC－135　DT）で，　single　photon

emission　comPuted　tomograPhy（SPECT）を施行

した．撮像条件は，180度回転，1方向40秒，32

方向撮像である．データはミニコンピュータ（日

立RP－100）に転送して再構築した後に左室の短軸

像を3層に分割し，定量分析するため，左室の中

心から6度ごとに放射線を引き，この線上の最高

カウントとその隣接する画素のカウントの平均カ

ウントを，全周360度の60点で求めた．灌流低

下（相対的Tl・uptake〈70％）および再分布（aTl－

uptake＞15％）あるいは冠灌流の正常化（相対的

Tl－uptake≧70％）で心筋虚血の有無を診断した．

　冠動脈造影はJudkins法で，心筋シンチの前後

4週以内に施行した．冠動脈狭窄は50％以上を

有意狭窄とした．

　5）表示数値および統計処理

　表示する数値は平均値土標準偏差で表示し，統

計処理はunpaired　t　testで施行し，　P＜0．05の場

合に有意差ありとした．

Table　2
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End－point　of　dobutamine　stress　test

　　　　　　　　　　　　（n＝133）

ST－Depression

ST－Elevation

Heart　rate≧75％MPHR
Systolic　blood　pressure≧200　mmHg

Fallen　SBP≧20　mmHg
Pressure　rate　product≧25，000

Chest　pain

Stress　duration＝12　minutes

7
0
0
0
2
1
7
0

2
勺
」
〔
∠
1
「
∠
　
　
　
1

MPHR：Maximal　predictive　heart　rate

Fallen　SBP：Fallen　systolic　blood　pressure

　Table　3　Side　effects　of　dobutamine　stress　test

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（n－133）
Major　side　effects

Death：

Infarction：

Minor　side　effects

0
1

III．結　　果

　1）　ドプタミン負荷の終了点

　負荷の終了理由は，心電図のST低下：27症例，

ST上昇：30症例，心拍数≧75％MPHR：20症例，

Palpitation

Arhythmia

Angina／Dyspnea
Headache

Tremor／Other

69（52％）

18（13％）

9（7％）

8（6％）

5（4％）

収縮期血圧≧200mmHg：10症例，収縮期血圧の

低下≧20mmHg：22症例，　PRP≧25，000：1症例，

40μg／kg／分で3分間の負荷終了：10症例，および

胸痛：7症例であった（Table　2）．

　2）　ドプタミン負荷検査の合併症

　ドブタミン負荷時に訴えた症状をすべて（患者

が複数の症状を訴えた場合には重複して）集計し

た．動悸は69症例（52％）に，accelerated　idioven－

tricular　rhythm，心室性期外収縮（2発以上の連

発）および非持続性心室頻拍などの不整脈は18

症例（13％）に，狭心症および呼吸困難は9症例

（7％）に認めた．さらに，頭痛は8症例（6％）に，

振戦を5症例（4％）に認めた（Table　3）．これらの

症状は，心筋梗塞症を合併した1症例を除いて，

特別な治療をしなくても2分以内に軽快した．重

大な合併症は心筋梗塞症を1症例で認めた．この

症例はドブタミン負荷の2日前にpercutaneous

transluminal　coronary　angioplasty（PTCA）を受け
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Table　4　Hemodynamics　changes　during　dobutamine　stress　test

Dobutamine
（n－133）

Ergometer
（n＝45） COM・1

Systolic　BP（SBP）

Diastolic　BP

Heart　rate（HR）

PRP

Baseline

Peak

COM－2
Baseline

Peak

COM－2
Baseline

Peak

COM－2
Baseline

Peak

COM－2

　134土21

　158土26
　P＜0．Ol

　76：とll

　75士ll
　　NS
　66土12
　104土20
　P〈0．Ol

8，884±2，184

16，190士3，306

　P＜0．Ol

　143±23
　1801：26

　P＜0．Ol

　81土12
　93土16
　P〈O．Ol

　67±12
　108±16
　P＜0．01

9，710土2，917

19，634土4，615

　Pざ0．Ol

p＜0．05

P＜0．Ol

p＼0．05

p＼0．01

S
S

N
N

　NS
P＼0．Ol

BP：Blood　pressure，　PRP：Pressure　rate　product＝SBP×HR

COM・1：Comparison　between　dobutamine　and　exercise

COM・2：Comparison　between　baseline　and　peak

ており，負荷終了1分後よりSTが上昇し，持続

した．以後，PTCA後のドブタミン負荷は少なく

とも1週間以上の間隔を開けるようにした．

　3）　ドブタミン負荷時の血行動態

　血行動態変化は収縮期血圧，拡張期血圧，心拍

数および心筋酸素需要を反映するPRPを，負荷

前および最大負荷時で検討した（Table・4）．収縮期

血圧はドブタミン負荷，運動負荷により，それぞ

れ有意に増加した（p〈0．01）．拡張期血圧はドブタ

ミン負荷では負荷前76±11mmHg，最大負荷時

75土11mmHgで，運動負荷では負荷前81土12

mmHg，最大負荷時93土16mmHgであった．

運動負荷で拡張期血圧の有意な増加を認めたが

（p＜0．01），ドブタミン負荷では有意な増加は認め

なかった．心拍数はドブタミン負荷，運動負荷に

より，それぞれ有意に増加した（p〈0．Ol）．　PRP

はドブタミン負荷では負荷前8，884士2，184，最大

負荷時16，190土3．306で，運動負荷では負荷前

9，710土2，917，最大負荷時19，634土4，615で，それ

ぞれ負荷により有意に増加した（p＜0．01）．最大

負荷時では，ドブタミン負荷の収縮期血圧，拡張

期血圧およびPRPは運動負荷のそれぞれの値よ

り低値であった（p＜0．01）．

　4）　ドブタミン負荷量，時間および虚血検出

　ドブタミン負荷を施行した133症例の最終ドブ

タミン濃度は25．5士7．8μ9／kg／分で，ドブタミン

負荷時間は7．3土2．3分であった．ドブタミン負荷

の最終濃度の分布を調べると，10　／t9／kg／分：8症

例，20μg／kg／分：60症例，30μg／kg／分：49症例，

40　leg／kg／分：16症例であった．従来の負荷方法の

最大負荷濃度である20μg／kg／分より高濃度のド

ブタミン負荷を加えた症例は65症例で，全体の

49％であった．負荷直後に心筋梗塞を発症した1

症例を除外した132症例での心筋シンチで再分布

現象を伴う灌流欠損すなわち心筋虚血を認める頻

度は，10μ9／kg／分：87“／。，20μ9／kg／分：81％，30

μ9／kg／分：67％，40　lig／kg／分：68％であった（Table

5）．心筋虚血を認める頻度は，最終濃度が20μg／

kg／分以下の群では82％（55／67），30μ9／kg／分以上

の群では67％（44／65）で，前者が後者より高頻度

であった（p＜0．05）．

　5）　ドブタミン負荷の有用性

　心筋シンチと冠動脈造影とを4週間以内に施行

した44症例で有用性を検討した．冠動脈病変所

見は，無：10症例，1枝：15症例，多枝：19症例

で，有病検出率は91％（31／34）で，無病検出率は

70％（7／10）であった（Table　6）．

　6）症例呈示

　症例は閉塞性動脈硬化症のため運動困難な63

歳男性で，負荷開始後4分に（10μg／kg／分を3分
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Table　5　Maximum　tolerated　dobutamine　dose　and

　　　　frequency　of　redistribution　on　tha川um

　　　　scintigraphy

Maximum　tolerated
dobutamine　dose

101t9／kg／min

20μg／kg／min

30μg／kg／min

40μg／kg／min

Patient

8
0
9
6

　
6
4
1

Ischemia　on

　tha川um
scintigraphy

7／8　（87％）

48／59（81％）

33／49（67％）

11／16（68％）

Maximum　tolerated　dobutamine≧30μg／kg／min：

65／133（49％）

Table　6　Usefulness　of　high　dose　dobutamine　stress

　　　　test

　　　　　　　　　　　Thallium　scintigraphy
CAD　　　　n

　　　　　　　　　Ischemia（十）Ischemia（一）

CAD（⊥）　　34　　　　　31　　　　　　　　　7

CAD（一）　　10　　　　　　3　　　　　　　　　7

Sensitivity：91％，　Specificity：70％

Compared　with　coronary　angiography（n＝44　pts）

NO－CAD：10pts，　SVD：15pts，　MVD：19pts

CAD（十）：≧50％Stenosis

間投与し，さらに20μg／kg／分を1分間投与）胸

痛および心電図でST低下≧0．2　mVを認め，直

ちにTlを静注し，負荷直後と3時間後にSPECT

像を記録した．主に後側壁に一過性灌流欠損を認

め，同部位の心筋虚血が診断された（Figs．1，2，3）．

IV．考　　案

　虚血性心疾患の有無を非観血的に診断するため

運動負荷が行われている．しかし，運動負荷を十

分に加えることが不可能な患者では，薬剤負荷が

行われている．従来よりTl心筋シンチの薬剤負

荷として，主にジピリダモール負荷が用いられた

が，最近アデノシンやその前駆物質であるアデノ

シン三リン酸ナトリウム（ATP）負荷が用いられ

ている3・4，17）．これらの薬剤は心臓以外にも作用

し，気管支では冠動脈と相違して，攣縮させる．

それゆえ，気管支喘息や高齢者で多く認める慢性

閉塞性肺疾患患者では，これらの薬剤を用いた負

荷検査は禁忌である．さらに，これらの薬剤の半

減期はアデノシンあるいはATPでは10秒未満
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ときわめて短時間であるのに対して，ジピリダモ

ー ルでは15～25分間と比較的長時間で，ジピリ

ダモール負荷でいったん副作用が出現すると，軽

快するまでに長時間を要することが欠点の一つと

して挙げられた．

　最近，ジピリダモール負荷やアデノシン負荷に

代わり，ドブタミン負荷が試みられるようになっ

た7”10）．MasonおよびFreemanらは，1984年に

T1心筋シンチをドブタミン負荷で施行した7・8）．

この時のドブタミン最大濃度は20μg／kg／分で，

画像はプラナー像であった．1991年にPenne11ら

は，心筋シンチをSPECTで検討した18）．さらに

ドブタミン負荷による左室機能の推移は心プール

シンチグラフィで，壁運動の評価は心エコー図法

で検討された19・20）．これらの報告では，ドブタミ

ンの最大負荷量は20μg／kg／分で，その後の報告

でもドブタミンの最高負荷量は20μg／kg／分であ

ったが，Beri⑨tianらは最大負荷量を40μ9／kg／分

として検討した9～11）．

　ドブタミン負荷での心拍数，収縮期血圧および

PRPの増加は運動負荷でのこれらの推移と近似

していたが，収縮期血圧およびPRPは運動負荷

のそれぞれより低値であった．拡張期血圧は運動

負荷では増加したが，ドブタミン負荷では不変で

あった．ドブタミン負荷時に心筋酸素需要を規定

する心拍数および収縮期血圧は，運動負荷と程度

の差はあるも増加することより，ドブタミンは心

筋の酸素消費量を増加させて，心筋虚血を誘発さ

せるものと考えられる．作用機序としてドブタミ

ンは，心臓のα1受容体およびβ1受容体を直接

刺激して陽性変力，心臓のβ1受容体を刺激して

陽性変時作用を生じさせ，収縮期血圧および心拍

数を増加させるものと説明される．さらに，ドブ

タミンは冠動脈に直接作用し，拡張することも推

察されるが，詳細は不明である．ドブタミンの半

減期は2分間で，ジピリダモールより短時間であ
る21）．

　ドブタミン負荷の標準的な方法はいまだ定まっ

ていない．得られる診断能および副作用出現（安

全度）により負荷方法は定まるが，関与する項目
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Fig．1　Case　presentation（time　course　ofstress　test）．　The　patient　was　63　yearold　man　with

　　　　　　angina．　Time　course　of　heart　rate，　systolic　blood　pressure，　diastolic　blood　pressure

　　　　　　and　dose　of　dobutamine　during　dobutamine　stress　test　are　shown．　At　4　minutes

　　　　　　of　dobutamine　infusion　4．5　mCi　of　thallium　was　injected，　when　he　complained

　　　　　　angina　and　electrocardiogram　showed　ST　depression．　His　maximum　tolerated

　　　　　　dobutamine　dose　was　20μglkg、minute．
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Fig．2　Electrocardiogram　during　dobutamine　stress　test　and　coronary　angiography．

　　　　　　Electrocardiogram　showed　ST　depression　in　leads　V4－V6，　II，IH，and　aVF　at　peak

　　　　　　stress　ofdobutamine　test　compared　with　pre－stress．　Coronary　angiography　showed

　　　　　　total　occlusion　of　left　circumflex　artery　and　90％stenosis　of　right　coronary　artery．
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として，負荷開始の量，増加する負荷の程度と間

隔，最大負荷の量および負荷終了点などが挙げら

れる．特に最大負荷量および負荷終了点は重要な

項目である．

　ドブタミン負荷の最大負荷量すなわち心筋虚血

を生ずるドブタミン濃度は，動物実験およびヒト

で検討された．Fungらが行ったイヌでの検討で

は，冠動脈狭窄部位より末梢の部位での壁運動異

常は，15μ9／kg／分のドブタミン負荷を10分間持

続するとすべてで認め，他方0．14μg／kg／分の

ジピリダモール負荷を4分間注入すると約半数

（55％）で発生した11）．この結果より，ドブタミン

は少なくとも15μ9／kg／分の濃度が必要であると

推察される．ヒトにおいて，大動脈のpeak　flow

accenteration（PFA）を用いて検討され，ドブタミ

ンを20μg／kg／分まで5μg／kg／分ずつ増加させる

と，健常者では濃度依存性に増加したのに対して，

冠動脈病変患者では15μg／kg／分まで順次増加す

るものの，20μg／kg／分に増量すると急激に低下

したことより12），心筋虚血を誘発するためには

15～20μg／kg／分のドブタミンが必要であると考

えられる12）．ヒトのTl心筋シンチにおけるドブ

タミン負荷の最大濃度は，現在までの報告では

20μg／kg／分であった．しかし，今回の検討では，

20μg／kg／分より高濃度を必要とするものを49％

も認め，ドブタミン最大負荷量を従来の最大量の

20μg／kg／分より，高濃度に設定する必要があるも

のと推察された．さらに最近心エコー図法の検討

でも，30～40μ9／kg／分での試みも報告されてお

り15・21・22），今後より系統的な検討が必要である．

　負荷終了点に関して未だ明確な基準はないが，

ドブタミン負荷時の血行動態を調べたPierardら

は次のように定めている13）．重症な不整脈，重症

な高血圧（収縮期血圧＞200mmHg，拡張期血圧

＞100mmHg），収縮期血圧の低下＞20　mmHg，心

拍数≧75％年齢別予想最大心拍数，心電図ST低

下≧0．1mVなどを挙げている．ドブタミン負荷

心筋シンチを比較的早期に始めたMasonらは負

荷終了点を，1）ニトログリセリンを必要とする程

度の胸痛，2）重症な不整脈，3）重症高血圧（収縮

期血圧≧230mmHg，拡張期血圧≧130　mmHg），

4）収縮期血圧低下≧20mmHg，5）ST低下≧0．2

mVと定めている8）．またドブタミン心エコー図

を施行したSegarらは終了点を，1）新たな壁運

動異常の出現，2）ST低下≧0．2　mV，3）血圧低下

≧15mmHg，4）重大な合併症の出現あるいは不

整脈，5）最大負荷到達，6）心拍数≧最大予想心

拍数の85％などをあげており22），報告者により

終了点は多少相違している．

　負荷終了点に到達しT1を静注した後に，収縮

期血圧や心拍数がさらに増加することをわれわれ

は経験した．この一過性の収縮期血圧および心拍

数の増加は，静脈に留置したカテーテル内の死腔

内に存在するドブタミンがTl投与時に強制的に

注入されるためと推察される．それゆえ，終了点

を収縮期血圧≧200mmHgおよび心拍数≧75％

予想最大心拍数と定めた．今後，ダブルルーメン

の静脈留置カテーテルなどを用いて，カテーテル

内の死腔に存在するドブタミンがTl投与時に強

制的に流入されないなどの改良がなされると，負

荷終了点をさらに高く設定できるものと考えられ

る．

　副作用の出現は高頻度に認めたが，1症例を除

いて負荷中止後2分以内に特別な治療を行わなく

ても軽快したことより，ドブタミン負荷は比較的

安全な負荷方法と考えられる．PTCA後2日目に

ドブタミン負荷を施行した1症例で，負荷直後に

心筋梗塞症が発症した．直ちに施行した冠動脈造

影法では，PTCA部位より末梢で冠動脈が完全に

閉塞していた．心筋梗塞症が発生した機序とし

て，ドブタミン負荷により心収縮力が増強され，

PTCAにより移動し易くなったプラーグが冠動脈

内の末梢に流され，冠閉塞が生じたものと推察さ

れる．PTCA施行後特に1週間以内の症例も，頻

拍性不整脈，心房細動および高血圧症に加えて，

ドブタミン負荷試験の除外対象とした方が安全で

ある．

　今回われわれが得た有用性の結果は，過去に報

告された運動負荷タリウム心筋シンチのプールデ

ー
タの有病正診率：83．6％（n・＝1，711），無病正診
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率：88．4％（n－702）とほぼ近似している23）．ドブ

タミン負荷タリウム心筋シンチの主な対象は，運

動の不可能な症例であることから，ドブタミン負

荷および運動負荷の正診率が大きく相違しない限

り，臨床で使用する上で問題がないものと考えら

れる．

　ほかに心筋収縮力を増加させるβ刺激薬剤とし

てエピネフリン，ノルアドレナリン，イソプロテ

レノール，ドパミンなどが挙げられる24”27）．エヒ゜

ネフリンおよびノルエピネフリンは，α受容体を

刺激して静脈を収縮させるため，末梢静脈からの

投与は不都合で，心筋虚血を誘発する負荷検査に

用いることは不適当である．イソプロテレノール

ではpH　2を保持することが必要で，薬品は不安

定で，血圧の増加より心拍数の増加がより著明で

ある．ドパミンの心筋酸素需要と関連するPRP

に与える効果はドブタミンより低値である．ドブ

タミンは末梢静脈に投与できる安全な薬剤で，催

不整脈作用は他の薬剤より少なく，虚血性心疾患

で壁運動異常を高頻度に生じさせる．それゆえ，

ドブタミンは心筋虚血を誘発させるのに至適な薬

剤である．

V．結 語

　運動負荷に代わるドブタミン負荷Tl心筋シン

チの有用性および安全性に関して検討した．ドブ

タミン負荷試験の副作用は高頻度であるも，除外

対象を高血圧，頻拍性の不整脈，心房細動および

PTCA施行後短期間の症例とすると，比較的安

全な負荷方法であった．

　ドブタミン負荷心筋シンチによる冠動脈病変の

診断率は，有病lll診率：91％，無病lli診率：70°／．

であった．

　ドブタミン負荷は，運動負荷を十分加えること

が不可能な患者にもできる負荷方法で，比較的安

全で，有用な方法である．

文　　献

1）Goldschlager　N，Selzer　A，　Cohn　K：Treadm川stress

　tests　as　indicators　of　presence　and　severity　of

　coronary　artery　disease．　Ann　Inter　Med　85：227－

　286，1976

2）Phost　GM，　Zir　LM，　Moore　RH，　McKusick　KA，

　Guiney　TE，　Beller　GA：Diffe　rentiat　ion　of　transient－

　1y　ischemic　from　infarcted　myocardium　by　serial

　imaging　after　a　single　dose　of　thallium・201．　Cir－

　culation　55：294－302，1977

3）Gould　KL，　Westcott　RJ，　Albro　PC，　Hamilton　GW：

　Noninvasive　assessment　of　coronary　stenosis　by

　myocardial　imaging　during　pharmacologic　vasodi－

　lation．　II．　Clinical　methodology　and　feasibility．　Am

　JCardiol　41：279－287，1978

4）Iskandrian　AS，　Heo　J，　Nguyen　T，　Lyons　E，　Paugh

　E：Left　ventricular　dilatation　and　pulmonary
　thallium　uptake　after　single－photon　emission　com・

　puter　tomography　using　thallium－201　during　adeno－

　sine－induced　coronary　hyperemia．　Am　J　Cardiol

　66：807－811，1990

5）Leppo　JA：Dipyridamole－thallium　imaging：the
　lazy　man’s　stress　test．　J　Nucl　Med　30：281－287，

　　1989

6）Wilson　RF，　Wyche　K，　Cristensen　BV，　Zimmer　S，

　Laxson　DD：Effects　of　adenosine　on　human　coro－

　nary　arterial　circulation．　Circulation　82：1595－

　　1606，1990

7）Freeman　ML，　Palac　R，　Mason　J，　Barnes　WE，

　Eastman　G，　Virupannavar　S，　et　al：Acomparison

　of　dobutamine　infusion　and　supine　bicycle　exercise

　for　radionuclide　cardiac　stress　testing．　CIin　Nucl

　　Med　9：251－255，1984

8）Mason　JR，　Palac　RT，　Freeman　ML，　Virupannavar

　S，Loeb　HS，　Kaplan　E，　et　al：Tha川um　scintigraphy

　during　dobutamine　infusion：No　exercise　screening

　test　for　coronary　disease．　Am　Heart　J　107：481－485，

　　1984

9）Berthe　C，　Pierard　LA，　Hiernaux　M，　Trotteur　G，

　Lempereur　P，　Carlier　J，　et　al：Predicting　the　extent

　and　location　of　coronary　artery　disease　in　acute

　myocardial　infarction　by　echocardiography　during

　dobutamine　infusion．Am　J　Cardiol58：ll67－1172，

　　1986

10）Mannering　D，　Cripps　T，　Leech　G，　Mehta　N，

　　Valantine　H，　Gilmour　S，　et　a1：The　dobutamine

　stress　test　as　an　alternative　to　exercise　testing　after

　acute　myocardial　infarction．　Br　Heart　J　59：52L

　　526，1988

11）Fung　AY，　Gallagher　KP，　Buda　AJ：The　physiologic

　　basis　of　dobutamine　as　compared　with　dipyridamole

　stress　interventions　in　the　assessment　of　critical

　coronary　stenosis．　Circulation　76：943－951，1987

12）Pennell　DJ，　Underwood　SR：Stress　cardiac　mag－

　netic　resonance　imaging．　Am　J　Cardiac　Imagining

　　5：139－149，1991

13）Pierard　LA，　Berthe　C，　Albert　A，　Carlier　J，　Kul－

　　bertus　HE：Haemodynamic　alterations　during

Presented by Medical*Online



660 核医学

　　　ischemia　induced　by　dobutamine　stress　testing．

　　　Eur　Heart　J　10：783－790，1989

14）Sawada　SG，　Segar　DS，　Ryan　T，　Brown　SE，　Dohan

　　　AM，　Williams　R，　et　a1：Echocardiographic　detec－

　　　tion　of　coronary　artery　disease　during　dobutamine

　　　infusion．　Circulation　83：1605－1614，1991

15）Previtali　M，　Lanzarini　L，　Ferrario　M，　Tortorici　M，

　　　Mussini　A，　Montemartini　C：Dobutamine　versus

　　　dipyridamole　echocardiography　in　coronary　artery

　　　disease．　Circulation　83：IH－27－HI・31，1991

16）Bllestad　MH，　Blomqvist　CG，　Naughtom　JP：

　　　Standard　for　adult　exercise　testing　laboratories．

　　　Circulation　59：421A－430A，1979

17）木下信一郎，山下三朗，鈴木哲雄，村松俊裕，井出

　　　雅生，土肥豊，他：アデノシン三リン酸ナトリウ

　　　ム（ATP）負荷タリウムシンチグラフィの可能性と

　　　安全性に関する検討．核医学28：1509－1513，1991

18）Pennell　DJ，　Underwood　SR，　Swanton　RH，　Walker

　　　JM，　Ell　P：Dobutamine　thallium　myocardial　per－

　　　fusion　tomography．　J　Am　Coll　Cardiol　18：1471－

　　　1479，1991

19）Konishi　T，　Koyama　T，　Aoki　T，　Yada　T，　Futagami

　　　Y，Nakano　T，　et　a1：Radionuclide　assessment　of

　　　left　ventricular　function　during　dobutamine　infusion

　　　in　patients　with　coronary　artery　disease：Com－

　　　parison　with　ergometer　exercise．　Clin　Cardiology

　　　13：183－188，1990

20）Palac　RT，　Coombs　BJ，　Kudenchuk　PJ，　Crane　SK，

　　　Murphy　ES：Two　dimensional　echocardiography

　　　during　dobutamine　infusion－一一comparison　with

　　　exercise　testing　in　evaluation　of　coronary　disease．

　　　Circulation　70：H－184（abstr，　suppl　H），1984

30巻6号（1993）

21）Ryan　T，　Wi川ams　R，　Sawada　SG：Dobutamine

　　　stress　echocardiography．　Am　J　Cardiac　Imaging

　　　5：122－132，1991

22）Segar　DS，　Brown　SE，　Sawada　SG，　Ryan　T，　Feigen－

　　　baum　H：Dobutamine　stress　echocardiography：

　　　Correlation　with　coronary　lesion　severity　as　deter－

　　　mined　by　quantitative　angiography．　J　Am　Coll

　　　Cardiol　19：1197－1202，1992

23）Gerson　MC：Test　Accuracy，　Test　Selection，　and

　　　Test　Result　Interpretation　in　Chronic　Coronary

　　　Artery　Disease　in　Cardiac　Nuclear　Medicine（ed　by

　　　Gerson　MC，2nd　ed），　McGraw－H川，　Inc，　New

　　　York，1991，pp．401－443

24）Ferrara　N，　Leosco　D，　Longobardi　G，　Abete　P，

　　　Papa　M，　Vigorito　C，　et　a1：Use　of　the　epinephrine

　　　test　in　diagnosis　of　coronary　artery　disease．　Am　J

　　　Cardiol　58：256－260，1986

25）Fujita　T，　Ajisaka　R，　Matsumoto　R，　Iida　K，　Sugi－

　　　shita　Y，　Ito　I，　et　a1：Isoproterenol　infusion　stress

　　　two－dimensional　echocardiography　in　diagnosis　of

　　　coronary　artery　disease　in　elderly　patients．　Com・

　　　parison　with　the　other　stress　testing　methods．　Jpn

　　　Heart　J　27：287－297，1986

26）McG川em　MJ，　DeBoe　SF，　Friedman　HZ，　Mancini

　　　J：The　effects　of　dopamine　and　dobutamine　on

　　　regional　function　in　the　presence　of　rigid　coronary

　　　stenoses　and　subcritical　impairments　of　reactive

　　　hyperemia．　Am　Heart　J　115：970－977，1988

27）渡辺重行，鰺坂隆一，増岡健志，山内孝義，杉下靖

　　　郎，伊藤巌，他：イソプレテレノール負荷心筋

　　　SPECTの有用性の検討．心臓22：203－212，1990

Presented by Medical*Online



66t

Summary

Usefulness　and　Safety　of　Dobutamine　Stress

　　　　Thal伽m　Myocardial　Scintigraphy

Kamon　IMAI＊，　Yasushi　ARAKI＊＊，　Kouichi　HoRlucHI＊＊，

Satoshi　SAITo＊＊，　Yukio　OzAwA＊＊and　Tadao　YAsuGI＊＊

　　　　　　　　　　＊PrOj’θθρ微θノ”or　the　Saita〃ia　Cardiovaぷcular　Ce〃ter

＊＊SeCO〃d　Departmen’句’加er〃α1ルfθ直d〃e，　Niho〃Universi’γ　School　ofル允4∫C∫〃e

　　Pharmaceutical　stress　test　is　performed　for　diag－

nosis　of　coronary　artery　disease　in　patients　who　can

not　perfbrm　exercise　test．　We　studied　whether　high

dose　dobutamine　stress　test　is　useful　and　safe．

Subjects　consisted　of　133　patients（pts）in　dobuta－

mine　stress　test　and　45　pts　in　exercise　test．

Dobutamine　stress　test　was　initiated　by　10μg／kg／

min，　followed　by　10μg／kg／min　increment　every

3minutes．　Maximal　dobutamine　dose　was　40μg／

kg／min　for　3　minutes．　Endpoints　of　dobutamine

stress　were　as　follows：ST　depression　equal　to　or

more　than（≧）0．2　mV：30　pts，≧75％predictive

maximum　heart　rate：20　pts，≧20　mmHg　systolic

blood　pressure　fallen：10　pts，40μg／kg／min　fbr

3minutes：10　pts，　chest　pain：7pts，　pressure　rate

product（PRP）≧25，000：1patient．　Side　effects　of

dobutamine　stress　test　were　as　follows：palpita－

tion：52％，　arhythmia：13％，　angina　and　dyspnea：

7％，headache：6％．　These　symptoms　were　dis－

appeared　within　2　minutes．　One　patient，　who　per一

fbrmed　dobutamine　test　2　day　after　PTCA，　had

myocardial　infarction．

　　At　peak　of　dobutamine　stress　test，　systolic

blood　pressure，　heart　rate　and　PRP　were　increased

similar　to　exercise　test．　However，　diastohc　blood

pressure　was　not　changed．　The　concentration　at

peak　of　dobutamine　was　25．5土7．8μ9／kg／min．　The

duration　of　dobutamine　stress　test　was　7．3土2．3

minutes．　The　65　patients（49％）need　more　than

20μg／kg／min　of　dobutamine　which　was　maximal

loading　dose　in　previous　reports．　For　diagnosis　of

coronary　artery　disease，　sensitivity　was　91％

（31／34）and　specificity　was　70％（7／10）．

　　From　these　data，　high　dose　dobutamine　stress

test　is　useful　and　relatively　safe　stress　method　for

diagnosis　of　coronary　disease．　This　stress　test

would　be　performed　in　patients　who　can　not　per－

fOrm　eXerCiSe　teSt．

　　Key　words：　Dobutamine　stress，　Thallium

myocardial　scintigraphy，　Coronary　artery　disease．
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