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《短　報》

運動負荷2°ITI心筋SPECTにおいて逆再分布現象を認めた

　　　　　　　　　　　　　肥大型心筋症の検討
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　要旨　肥大型心筋症の運動負荷201Tl心筋SPECTにおいて，時に認められる逆再分布現象について検討

した．運動負荷201T1心筋SPECTにおいて，視覚的に逆再分布現象の認められた冠動脈狭窄を有さない，

肥大型心筋症10例を対象とした．運動負荷201Tl心筋SPECTの初期像および遅延像より，逆再分布現象

を視覚的に判定した．断層心エコー図および心MRIより判定した肥大および非肥大部位と逆再分布現象の

発現部位とを対比し，さらに，Washout　rateのBul「s　eye表示を参考としてその発現機序を検討した．逆

再分布現象は，非肥大部位に認められ，Washout　rateは逆再分布現象を示した部位で正常，肥大部位で低

下した．肥大型心筋症の運動負荷201T1心筋SPECTにおける逆再分布所見は肥大部位を念頭におき，

Washout　rateを参考に解釈することが必要と考えられる．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（核医学30：675－679，1993）

Lはじめに

　虚血性心疾患患者の運動負荷201Tl心筋SPECT

において見られる逆再分布現象は，冠血行再建術

後，すなわち，心筋障害があり，十分な血流が存

在する領域に認められることが多いとされる．一

方，肥大型心筋症においても本現象が認められる

ことがあるが，その機序および意義については十

分検討されていない．そこで，肥大型心筋症の運

動負荷201Tl心筋SPECTで，時に認められる逆

再分布現象の特徴および発現機序について検討し

た．
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II．対象・方法

　運動負荷201Tl心筋SPECTにおいて，視覚的

に逆再分布現象の認められた肥大型心筋症10例，

平均年齢49土6歳を対象とした．全例，非閉塞型

であり，冠動脈に狭窄のないことを確認している．

運動負荷201Tl心筋SPECTは，座位自転車エル

ゴメータを用い，25Wより開始し，3分ごとに

25Wずつ増量する多段階負荷で施行し，胸痛，

呼吸困難，下肢疲労，年齢別予測最大心拍数の

85％等を終了点とし，201T1111MBqを静注，さ

らに1分間，同レベルの運動負荷を継続した．撮

像には，東芝社製ディジタルガンマカメラ901A

を用い，負荷終了10分後に左後斜位45度から右

前斜位45度まで1方向30秒，6度ごと，30方向の

データ採取によるSPECTを施行し，　on－1ineで接

続した核医学データ処理装置東芝社製GMS550U

に入力した．Bul「s　eye表示は負荷時，再分布時

の短軸断層像を心尖部が中央，心基部が辺縁にな
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るように同心円状に配列し，負荷直後，再分布時

でのTl分布を極座標表示するとともに，3時間

での心筋内Tlの洗い出し率（Washout　rate）を極

座標表示した．f乍成したWashout　rateのBulrs

eye表示の心基部と心室中部をそれぞれ8分割し，

それに心尖部を加えた合計17領域について，お

のおのWashout　rateを算出した（Fig．1）．断層

心エコー図および心MRI一ヒの壁厚を計測し，視

覚的に逆再分布現象の認められた部位のWashout

Fig．1　Bulrs　eye　display　of　washout　rate．　Base　and

　　　midventricle　of　Bull’s　eye　display　were　divided

　　　into　each　8　regions　and　apical　region　was　added

　　　up　to　17　regions．　Regional　washout　rate　was

　　　calculated　in　each　17region．
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Fig．2　Comparison　of　washout　rate　in　the　region　of

　　　reverse　redistribution　and　in　the　region　of

　　　maximal　wall　thickness．　rRD：reverse　redis・・

　　　tribution，max　WT：maximal　wall　thickness

rateと最大壁厚部位におけるWashout　rateを対

比した．なお全例，無投薬下で検査を施行した，

　数値はすべて平均±標準偏差で表現し，有意差

検定は，paired　t－testにより行った．

III．結　　果

　（1）運動負荷時の心拍数，症状，心電図変化

　運動負荷時の心拍数は，134士10／分（113～147／

分）であった．胸部症状は2例に出現し，心電図

変化は2例に認められた．

　（2）逆再分布現象の出現部位

　逆再分布現象は全例，非肥大部位に認められた．

初期像で灌流低下を認めず遅延像に逆再分布現象

のみを認めたのは10例中7例で，3例は肥大部

位に一過性灌流低下を伴っていた．肥大様式は，

10例中9例が非対称性中隔肥大を示し，1例は心

室中部全周性肥大であった．

　（3）逆再分布現象とWashout　rateおよび壁厚

　　の関係

　Washout　rateの平均値は，逆再分布現象を認

めた領域で42．8±6．1％，最大壁厚部で25．1　t－

10．O°／．であり，後者で有意（p〈0．0001）に低値で

あった（Fig．2）．最大壁厚のgz均1直は18．9｝4．8

mm，逆再分布現象領域の壁厚の平均値は8．7日．7

mmであった．

　（4）症例呈示

　［症例】45歳，男性（Fig．3）

　非対称性中隔肥大を示す肥大型心筋症例である．

運動負荷時では灌流低下は認めないが，遅延像で

は，後側壁に逆再分布現象を認める．Washout

rateのBull’s　eye表示では，逆再分布を認めた後

側壁のWashout　rateは44．4°／．，同部位の壁厚は

9mmであった．最大壁厚は，前壁の20　mmで，

同部のWashout　rateは29．6°／．と低値であった．

1V．考　　察

　肥大型心筋症では，冠動脈病変がないにもかか

わらず運動負荷201T1心筋シンチグラムで一過性

灌流低下の出現することが報告されている1・2）．

一一方，逆再分布現象を時に認めることがあるが，
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Fig．3　45－year－old　male　with　hypertrophic　cardiomyopathy．　Although　SPECT　image　on

　　　exercise　showed　no　perfusion　defect，　the　delayed　image　showed　reverse　redis・

　　　tribution　in　posterolateral　walL　Bull’s　eye　display　of　washout　rate　demonstrated

　　　that　washout　rate　in　posterolateral（reverse　redistribution）region　was　44．4％and

　　　in　anterior（maximal　wall　thickness）region　was　29．6％，

　　　EX：early　image　on　exercise，　RD：delayed　image，　V．　long：vertical　long　axis，

　　　H．long：horizonta川ong　axis，　short：short　axis

その検討は少数のみ3・4）である．今回の検討よ

り，肥大型心筋症における運動負荷201Tl心筋

SPECTにおいて見られる逆再分布現象は非肥大

部位に認められ，同部位のWashout　rateが正常

で，肥大部位のWashout　rateが低下することに

より見られる現象であることが示された．肥大型

心筋症における安静時201Tl心筋シンチグラム所

見では，タリウム像が相対的な灌流像であるため

肥大部位で集積増加し，非肥大部位で集積低下し

て見えることが多い．したがって，特に非肥大部

位の虚血の判定には苦慮することがある．運動負

荷201Tl心筋SPECTの遅延像がほぼ安静時像に

相当すると仮定するとFig．3では，非対称性肥大

のため安静時（遅延像）では非肥大部の取り込み

が相対的に低下して見えるが，運動負荷時には肥

大部位と非肥大部位の取り込みが同程度に見える．

これは，安静時に比し相対的に非肥大部位の集積

が増加しているか，肥大部位の集積が低下してい

ることによると考えられる．Washout　rateの値

から考えると肥大部位の集積が低下していると解

釈するのが妥当と思われる．倉田ら3）は，肥大型

心筋症13例に運動負荷201Tl心筋SPECTを施行

し，非肥大部位に逆再分布現象を家族歴のある5

例に認め，いずれも肥大部位のWashout　rateの

低値を伴い，微小循環の異常が関与している可能

性があると報告している．また，古賀ら4）は，肥

大型心筋症46例に運動負荷201T1心筋シンチグラ

フィを施行し，肥厚部位と反対側に逆再分布現象

を12例に認め，肥厚部のWashout　rateは47土

8％とほぼ正常で，非肥厚部のWashout　rateは

53±8％と高値を示したとしている．倉田らの結

果とは一致し，古賀らの結果とはやや異なってい
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る．われわれの結果では，肥大部位と非肥大部

位のWashout　rateの差は大きく，両部位での

Washout　rateの重なりはほとんどないが，古賀

らの結果では，両部位でのWashout　rateの差は

小さかった．その理由として，planarとSPECT

の差によることが推定されるが，Washout　rate

の算出はbackgroundのないSPECTによる方が

正確であると思われる．

　Washout　rateは負荷時の心拍数に相関するこ

とが報告5）されているが，成田ら6）は，負荷時の

心拍数が110／分を超えている限りにおいて，負荷

後3時間でのWashout　rateの正常下限を30％と

規定し，Washout　rateが30％未満の心筋部分

は，欠損の有無にかかわらずexercise　induced

ischemiaであるとしている．今回の症例は全例，

負荷時の心拍数はllO／分以上であり，肥大部位の

Washout　rate低値は虚血の反映であると考えら

れる．

　肥大型心筋症において虚血をきたす原因として，

心室中隔を中心とした冠細小動脈病変7）および肥

大に伴う血管床減少8），左前下行枝，中隔枝の

systolic　narrowingの影響9），左室弛緩能低下lo），

心筋内血管外抵抗の増大川等が考えられている．

肥大部のWashout　rateのみ低下する肥大型心筋

症例では，左室拡張末期圧が高値を示し，安静時

左室complianceの低下が疑われたとの報告12）が

あり，心室中隔を中心とした局所心筋の弛緩能低

下10）や心筋内血管外抵抗の増大11）が，肥大部位

のWashout　rateの低下に関与していることが推

定される．

　今回の検討では，逆再分布現象を示さない肥大

型心筋症例との比較はしていないが，逆再分布所

見は肥大部位を念頭におき，Washout　rateを参

考に解釈することが必要と考えられた．

V．結　　語

　肥大型心筋症の運動負荷201Tl心筋SPECTに

おける逆再分布現象は，非肥大部位に認められる．

逆再分布現象は，肥大部位のWashout　rateの低

下による現象であることが示され，肥大部位の心

筋虚血の反映であることが示唆された．
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Summary

Assessment　of　Reverse　Redistribution　on　Exercise　201Tl　Myocardial　SPECT

　　　　　　　　　　　　in　Patients　with　Hypertrophic　Cardiomyopathy

Yoko　TANIGucHI＊，　Hiroki　SuGIHARA＊，　Katsuichi　OoTsuKI＊，

Ikuo　UMAMoTo＊，　Tatsuya　NAKAGAwA＊，　Takatomo　SHIMA＊，

Takashi　NAKAMuRA＊，　Akihiro　AzuMA＊，　Yoshio　KoHNo＊，

　　　　　　　　Masao　NAKAGAwA＊and　Kenji　MlyAo＊＊
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　Reverse　redistribution　is　revealed　on　exercise

20iTl　myocardial　SPECT　in　some　cases　with　hyper－

trophic　cardiomyopathy．　Ten　patients　with　hyper－

trophic　cardiomyopathy　without　coronary　artery

disease　who　showed　reverse　redistribution　visually

were　studied．　Reverse　redistribution　was　evaluated

by　the　early　and　delayed　images　of　exercise　201Tl

myocardial　SPECT．　Relation　between　reverse　re－

distribution　and　distribution　of　left　ventricular

hypertrophy　estimated　by　echocardiography　and

magnetic　resonance　imaging　was　investigated，　and

the　mechanism　of　reverse　redistribution　was
analyzed　by　referring　to　Bulrs　eye　display　of　wash－

out　rate．　Reverse　redistribution　was　displayed　in

non－hypertrophic　region　and　washout　rate　was

normaいn　that　region　and　low　in　hypertrophic

region．　In　conclusion，　in　order　to　interpret　reverse

redistribution　it　is　necessary　to　recognize　hyper－

trophic　region　and　to　refer　to　washout　rate．

　Key　words：　Hypertrophic　cardiomyopathy，
201Tl　myocardial　SPECT，　Reverse　redistribution，

Washout　rate．
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