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《原　著》

冠血管再建術前後における冠血流異常の定量的評価と

　　　　　　　　　　心筋viabilityの過小評価

運動負荷〔20iTl　SPECT　bull’s　eye法，展開図法を用いて一

長尾　和彦＊　　中田　智明＊

長谷　　守＊　　曳田　信一＊

津田　隆俊＊＊　飯村　　攻＊

土橋　和文＊　小林　　史＊

田中　繁道＊　　久保田昌宏＊＊

　要旨　梗塞後狭心症（PMD34例とツ111牲狭心症（AP）13例を対象に，冠IflL管再建術前後で運動負荷L’olTl

SPECTを施行し，　bulrs　eye法，展開図法にて心筋虚血量を定量的に解析した．術前の心筋虚血検出率，虚

IilL量は両群間で差を認めず．しかし，　PMI群では術前虚血量が術後改善度に比し有意に低値で，術後改善

したkV　lflL量のextent　score　32％，　severity　score　69％，　ischemic　area　48％にとどまった．また，術前虚血ス

コアにより術後改善度を予測すると，AP群では予測良好群が70－89％である一方，　PMI群では35－57％

にとどまり，予測不良群が29－42％存在した．以上，定量的運動負荷201Tl　SPECT法は虚血の検出と定量

化から冠血管再建術の評価上有用と考えられた．しかし，PMIの約33％の症例で可逆的心筋虚血量（心筋

viability）を約50％過小評価することも明らかとなり，3－4時間後再分布像の限界が明らかとな’・た．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（核医学31：337－345，1994）

1．はじめに

　従来より，運動負荷201Tl心筋シンチグラフィ

は非観血的にかつより正確に心筋虚1血を把握でき

るため広く利用されている．特に，可逆性心筋虚

血の検川，部位診断，ならびに血行再建術の効果

判定には運動負荷心電図に比して運動負荷201Tl

SPECT法が優れている1”4｝．近年，冠動脈バイパ

ス術（CABG），経皮的冠動脈形成術（PTCA）の普

及により心筋梗塞急性期および慢性期の治療がよ

り積極的に試みられ，その適応決定と効果判定は

きわめて重要となってきた．心筋梗塞患者では，
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心筋梗塞量が予後決定因子として重要5・6）である

ばかりでなく，残存虚血すなわち梗塞責任血管支

配領域における心筋viabilityの有無やその量もき

わめて重要と考えられる．これまで著者らは心筋

梗塞量定量法として201Tl　SPECT心筋展開図法

を開発し，臨床応用してきた7・8）．しかし，虚血量

の定量的評価は必ずしも容易ではなく，特に梗塞

心筋と虚血心筋の混在していると考えられる梗塞

後狭心症における心筋viabilityの定量的評価は困

難なことが多い9－－11｝．近年，18F一フルオロデオキ

シグルコースによるPET研究にて，201T1心筋シ

ンチグラフィによる心筋viability過小評価が次第

に明らかになってきている20）．しかし，その頻度

と程度は必ずしも明確とは言い難い．今回われわ

れは，運動負荷201TI　SPECTへbulrs　eye法4・7）な

らびに心筋展開図法7・8）を応用し，CABG，　PTCA

前後における201Tl冠血流異常の定量的解析を試

み，梗塞後狭心症における残存虚血心筋（心筋
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viability）の定量化とその問題点を明らかにし，本

法によるCABG，　PTCA術前効果予測の精度を併

せて検討した．

II．対象および方法

　1．対　　象

　対象は労作性狭心症13例（44－73歳，平均58土

7歳，男性12例，女性1例）と梗塞後狭心症34

例（40－72歳，平均53士12歳，男性33例，女性

1例）の計47例である（Table　1－A）．全例におい

て症状，病歴，負：荷心電図，冠動脈造影にて冠動

脈疾患を確認した．PTCAは従来の著者らの方法

に従って一枝病変14例に施行され4），全例suc－

cessful　PTCAであった．なお，再狭窄例は除外

した．CABGは多枝病変33例に施行され，全例

術後1グラフト以上の開存を確認しており，術後

平均1か月目における合計81グラフトの開存率

は91％であった（Table　l－B）．なお，今回対象と

した梗塞後狭心症は，心筋梗塞発症後1か月以上

の慢性期において負荷心電図，負荷201Tl心筋シ

ンチグラフィにて安定型労作性の心筋虚血が証明

された例である．

　2．方　　法

　20iTICI（148　MBq）を用いた運動負荷201Tlシ
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method　and　unfolded　surface　mapping　which

are　derived　from　the　maximum　count　circum－

ferential　profile　analysis　using　serial　short　axis

tomograms．

　　　　　　　　Table　1
（A）　Patient　population

Patient　population　and　coronary　revascularization

EffTort　Angina

Postinfarction　Angina

Total

13cases

34cases

47cases

Mean　age

Sex（M／F）

SVD／MVD
Mean　age
Sex（M／F）

SVD／MVD
Mean　age
Sex（M／F）

58土7
12／1

11／2

53土12
33／1

3／31

54土9
45／2

（B）　Coronary　revascularization

＃PTCA（successful） 14cases

＃CABG

＊Graft　patency

33cases

Eff（）rt　Angina

Postinfarction　Angina

Effo　rt　Angina

Postinfarction　Angina

74／81（91％）

11

3

・－ 2・

31

SVD＝single　vessel　disease，　MVD＝multiple　vessel　disease，　PTCA　＝　percutaneous　transluminal　coronary

angioplasty，　CABG＝coronary－artery　bypass　grafting．
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Fig．2　Case　1：A　case　with　effort　angina　and　previous　inferior　infarction　in　which　definite

　　　pe血sion　abnormalities　are　observed　in　the　infero－pOsterior　and　high　lateral

　　　segments　on　post　exercise　and　redistribution　images．　However，　the　abnormalities

　　　completely　improved　after　coronary　artery　bypass　grafting．

　　　Case　2：An　angina　patient　with　previous　anteroseptal　infarction　who　had　perfusion

　　　defects　in　the　anteroseptal　walls　which　showed　partially　redistributed　segments

　　　but　st川relatively　large　defects　on　the　redistribution　images　before　revasculari－

　　　zation．　However，　anteroseptal　defects　were　apparently　reduced　after　coronary

　　　artery　bypass　grafting．

ンチグラフィ断層法（SPECT）を症候限界性多段

階負荷の臥位エルゴメータにて行った．すなわち，

12誘導心電図・血圧の1分間ごとのモニター下に

運動負荷を施行．最大到達点にて20iTICIを肘静

脈より静注し，1分間持続したのち10分後より

撮像を開始した．また，再分布は4時間後に撮像

し評価した．SPECTのデータ収集はLAO　45°か

らRAO　45°まで一方向30秒，36方向より180

度にわたって行い，連続多断面短軸像を作製した．

　定量的解析は従来の著者らの方法4・7）に準じ，

運動負荷後および4時間後のbulrs　eye画像から

extent・score（％）とseverity　scoreを，また心筋展

開図法7・8）からischemic　area（cm2）を算出し，冠

灌流異常の指標とした（Fig．1）．すなわち，　extent

scoreは健常対象例（8例）と比較し，　bul1’s　eye画

像上各ポイントの平均一2SD以下のカウントを

示す領域を異常領域と定義し，その全ポイントに

対する割合（％）で算出し，severity　scoreはその
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Fig．3　The　changes　of　3　ischemic　indexes，　shown　as　mean土SD，　after　coronary　revascu－

　　　larization．　In　effbrt　angina　patients　（right　panel），　all　preinterventional　scores

　　　significantly　improved　on　redistribution　images　and　the　reduction　of　3　scores

　　　was　compatible　with　the　improvement　of　thallium　perfusion　after　revasculari－

　　　zation．　However，　in　post・infarction　angina　patients（1eft　pane1），　further　reduction

　　　of　the　3　ischemic　scores　was　observed　after　coronary　revascularization　when

　　　compared　to　scores　pre－interventionally　assessed．

異常領域における健常カウントとの差の合計とし

て算出した．したがって，前者は冠血流異常の広

がり，後者はその程度を示すことになる．一方，

ischemic　areaは心筋展開図上のやはり健常者の平

均一2SD以下のカウントを示す異常領域を面積

（半径から心筋周長を算出）として，つまりより正

確な定量的指標として算出した．したがって，可

逆的冠血流異常すなわち心筋虚血の範囲と程度は，

運動負荷後早期像と再分布像の各指標の差（減少

量）と定義される．なお，使用装置は，回転型γ

カメラ（ZLC75，シーメンス社製）とミニコンピ

ュー タシステム（シンチパック2400，島津社製）

である．また，画像再構成は，9点スムージング

後ShepP＆Loganのフィルタを用いたbackpro－

jection法にて行い，吸収補正は行わなかった．

また，運動負荷201Tl　SPECTは，冠血管再建術

前は1週～1か月以内，術後はPTCA症例は1か

．月以内，CABG症例は1か月～2か月以内に全例

施行された．

　3．統計解析

　統計値は，平均値士標準誤差で表し，解析は

paired　t－testまたは，　unpaired　t－testを用いて行

い，有意水準をp＜0．05とした．

III．結　　果

　1．症例呈示

　症例1　下壁梗塞後の労作性狭心症例

　CABG前の運動負荷201Tl　SPECTでは，運動

負荷直後に下後壁から，高位側壁にかけて著明な

低灌流領域を認め，4時間後にも，ごく一部の不
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完全再分布を認めるのみであった．しかし，術後

の運動負荷201TI　SPECT上，同部位の灌流異常

は全く認められず，運動負荷量も約2倍に伸びた

（Fig．2上段）．

　症例2　陳旧性前壁中隔梗塞を持つ梗塞後狭心

　　　　　症例

　術前運動負荷201Tl　SPECTにおいて，前壁中

隔を中心とした広範な灌流欠損像を認め，4時間

後再分布像でもごくわずかな再分布像を認めるの

みであった．しかし，CABG術後での運動負荷

201TI　SPECTでは，術前と同程度の運動負荷量で

前壁の一部に灌流異常を認める程度に改善した

（Fig．2下段）．このように2症例とも4時間後再

分布像において，術後の心筋灌流改善は術前過小

評価されていた．

　2・冠血管再建術前の冠灌流異常検出率

　運動負荷後早期像における両群の各定量的指標

の異常出現率を示す（Table　2）．労作性狭心症群，

梗塞後狭心症群ともextent　score，　severity　score，

ischemic　areaの各指標で92－100％と高い精度で

Table　2　Detection　of　myocardial　perfusion　abnor－

　　　　mality　by　exercise　stress　thallium　SPECT

　　　　before　coronary　revascularization

Effort　angina　Postinfarction　angina
　（n＝13）　　　　　　　　　（n＝＝34）

Extent　score　　　12／13（92％）

Severity　score　　12／13（92％）

Ischemic　area　12／13（92％）

34／34（100％）

33／34（97％）

33β4（97％）

341

冠灌流異常を検出し得，また両群とも各虚血指標

間に有意な差を認めなかった．

　3・冠血管再建術前における心筋虚血の頻度と

　　その定量化

　両群における運動負荷早期像に対する4時間後

像の再分布の頻度と各虚血指標の変化をTable　3

に示す．労作性狭心症群，梗塞後狭心症群ともに

その可逆的冠灌流異常すなわち心筋虚血の頻度は

各指標で多少ばらつきはあるものの，平均でそれ

ぞれ74士2％，73土4％とほぼ同等であった．ま

た，その虚血指標の変化を比較してもextent
score，　severity　score，　ischemic　areaに両群間で有

意差を認めなかった．

　4．冠血管再建術前後における各虚血指標の

　　変化

　冠血管再建術前後における運動負荷早期像，後

期像における各指標の変化を検討した（Fig．3）．労

作性狭心症群では，術前の運動負荷直後の各虚血

指標が最も高値を示し，これに比し再分布時およ

び術後運動負荷早期，後期の各虚血指標は有意に

（p＜0．05）低値を示した．しかし，術前再分布時

虚血指標は，術後のいずれとも有意差を示さなか

った．一方，梗塞後狭心症群では術前運動負荷直

後虚血指標は再分布時有意に（p＜0．05）低下を示

し，さらに術後虚血指標は術前再分布時のそれに

比し有意に（p＜0．05）低値を示した．しかし，術

後の運動負荷直後と再分布時虚血指標に有意差は

認めなかった．また，梗塞後狭心症群において術

Table　3 Incidences　of　reversible　ischemia　and　the　changes　of　ischemic　indexes　in　stress－redistribution

　　　　　　SPECT　images　before　coronary　revascularization

Effort　angina
　（n－13）

Postinfarction　angina
　　　（n－34）

P－value

Incidence　of　reversible　ischemia

　　　Extent　score

　　　Severity　score

　　　lschemic　area

　　　　mean士SE

　　Change　of　ischemic　indexes

　　　Extent　score

　　　Severity　score

　　　Ischemic　area

Values　are　shown　as　mean±SE

10／13（77％）

10／13（77％）

9／13（69％）

74士2％

22／34（65％）

28／34（82％）

25／34（73％）

73土4％

n．S．

n．S．

n．S．

17土6

18士7

15士5

9土2

26土5

14士3

n．S．

n．S．

n．S．
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Table　4　Pre－interventional　prediction　of　improvement

　　　　of　ischemic　score　after　coronary　revasculari－

　　　　zation

Predictability＃

Effort　angina

　Extent　score

　Severity　score

　Ischemic　area

Postinfarction　angina

　Extent　score

　Severity　score

　Ischemic　area

good　　　fair　　　poor

89％　　0％
70％　　0％
89％　　0％

38％　　25％
57％　　14°／．

35％　　23％

％
％
％
1
0
1

1
　
？
J
　
l

29％

29％

42％

＃Predictability　is　defined　as　follows　according　to　the

difference（」）in　the　ischemic　scores　between　before

and　after　revascularization　in　exercise　stress　thal－

lium　SPECT；good　prediction＝」≦IO，　fair　predic－

tion＝10＜」≦20，　and　poor　prediction＝」＞20．

前の虚血指標の改善度（すなわち術前再分布した

虚血心筋量）を術後実際に改善し得た虚血心筋量

（すなわち術前術後での運動負荷直後の虚血指標

の差）に対する比でみると，extent　scoreで平均

32％，severity　scoreで平均69％，　ischemic　areaで

平均48％（まとめると平均50％）にとどまった．

つまり，労作性狭心症群では術前虚血指標の変化

が術後の改善とよく一’致し，一方梗塞後狭心症群

では，術前虚血指標の改善以上に術後改善をみた．

したがって，術前改善し得る虚血心筋量は過小評

価されていた．

　5．術前虚血指標の変化よりみた虚血改善予測

　術前後の再分布時虚血指標の差が小さいもの

（各スコアとも10未満）を改善予測良好群（good

prediction），大きいもの（20以上）を改善予測不

良群（poor　prediction）とし，その中間を準良好

群（fair　prediction）と定義し，その頻度を求めた．

労作性狭心症群では，70－S9°／．が改善予測良好群

である一方，梗塞後狭心症群では，35－57％が改

善予測良好群にとどまり，改善予測不良群は29－

42％存在した（Table　4）．

IV．考　　案

　狭心症ならびに梗塞後狭心症を対象に，運動負

荷201Tl　SPECT法による虚血心筋の検出とその

定量化を行い，本法の有用性と問題点を明らかに

した．

　1．201Tl　SPECT定量化の有用性

　心筋虚血診断における運動負荷201Tl　SPECT法

の利点は，201Tlの心筋集積が冠血流と心筋細胞

膜Na＋－K＋ATPase活性に依存して行われること，

適度なwashout曲線を描くこと，すなわち再分

布現象が存在すること，心筋の各部分を心尖部か

ら心基部まで重なり合うことなく抽出し得，各領

域を多方向より観察し得ること，そして定量評価

も可能であることにある．しかし，201Tlの低エ

ネルギー（photopeak　65－85　KeV）による減衰のた

め，画質やartifactの発生から必ずしも満足でき

るものではなく，再分布自体も視覚的評価のみで

は微妙な再分布を検出しえず，客観的評価上も限

界があった12）．その一つの解決法としてよりll確

な定量化が望まれていた．特に，多枝病変例で重

症虚血を有する症例，梗塞後狭心症のように梗塞

心筋と虚血心筋が混在している症例ではその限界

はさらに大きいものと考えられる13）．今日心筋

viabilityが問題となっているのは，単に一i度心筋

梗塞をおこした領域において，生存心筋が存在し

ている可能性があるためだけでなく，その領域を

支配する冠血管に有意な（つまり虚血をおこしう

る）狭窄を残している症例があるためである．し

たがって，運動負荷などによる一過性虚血（201Tl

の再分布）を伴う心筋のviabilityの評価が重要と

なる．今回検討した201Tl　SPECT　bul1’s　eye法，

展開図法より得られる定量的指標は，従来報告し

てきたごとく7・8），梗塞心筋の定量性に優れている

が，虚血心筋の定量性については不明であった．

今回の検討で示すとおり，心筋虚血自体の検出に

ついては梗塞後狭心症群においても労作性狭心症

群に匹敵する高い精度を示した．また，著者らの

方法は心筋虚血の定量化にも狭心症例では満足す

る結果を得，冠血管再建術適応とその効果の評価

上有用と考えられた．しかし，梗塞心筋を含む症

例では約1／3の症例で32－68％，平均約50％の残

存虚血心筋量（心筋viability）を過小評価するこ

とが明確となった，さらに，可逆的心筋虚血ある
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冠血管再建術前後における冠血流異常の定量的評価と心筋viabilityの過小評価

いは心筋viabilityの定量的指標として本研究で

は201Tl　SPECTより得られる3つの異なる指標

一
すなわちextent　score，　severity　score，　ischemic

area一を用いて検討した．広がりの指標として，

extent　score（％）とischemic　area（cm2）を用いた

が，心筋梗塞量の定量化では後者が心臓の大きさ

を考慮しているためより正確である7）．虚血

（viability）の指標としては，後者の方が血管再建

術後の改善が大きく，前者でより過小評価が大で

あった（Fig．3）．したがって，この際もischemic

area算出の優位性が示された．一方，　severity

scoreは201Tl灌流異常の程度を示したもので，

extent　score，　ischemic　areaとは意味が異なるが，

術後の改善は3者の中で最も大きかった（術後改

善度に対する術前の改善度はextent　score　32％，

ischemic　area　49％，　severity　score　69％であった）．

したがって，心筋梗塞量の定量化同様，ischemic

areaは少なくともextent　scoreよりは正確に虚血

あるいは心筋viabilityの範囲を，またseverity

scoreはその程度を正確に反映しうるものと考え

られた，

　2・201Tl　SPECT定量化の限界の機序

　定量的虚血指標による術後虚血改善予測を検討

すると，労作性狭心症群，すなわち可逆性心筋虚

血のみを有する例では良好であったが，梗塞後狭

心症群では，術前改善予想以上に術後，虚血の改

善が認められ，術前の可逆的冠灌流異常すなわち

心筋虚血量の過小評価の存在とその程度が明らか

となった．本研究は，梗塞心筋は存在するが有意

な冠動脈狭窄残存のため，梗塞責任血管支配領域

において虚血を生じうる生存心筋が残存すること

（すなわち心筋viabilityの存在）が通常の運動負

荷201Tl　SPECTでは過小評価されることを定量

的に明確にしたと言える．その機序として，梗塞

後狭心症例では，多枝病変例が多く，各病変の虚

血を同時に誘発するには運動負荷法では限界があ

ること，201T1再分布に影響を与える副側血行路

や壁収縮異常の存在，梗塞内あるいはその周囲の

微小心筋虚血の存在，さらに遅延再分布（微小循

環系を含めた高度な血流障害）などの可能性が推
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測される．

　3・201Tl　SPECTの今後の展望

　20iTl　SPECT定量評価における可逆的虚血心筋

量（心筋梗塞例における心筋viability）過小評価

の機序としていずれが大きく影響するかは明確で

はないが，これを補う上で種々の方法が近年試み

られている．運動負荷法の欠点を補う薬物（ジピ

リダモール14），アデノシン15））負荷法，再分布現

象を増強する再静注法16・1？），遅延再分布をとらえ

る24時間後再撮像法18），安静時法19），そして血

流イメージングそのものの限界を補う18F一デオキ

シグルコースによるポジトロンCT20）などが試さ

れている．著者らも再静注法ならびに安静時法で

の検討を試み，再静注法における心筋viability検

出精度の向上が安静時201Tl　SPECT法に匹敵す

るとの所見を得ている21）．今後より簡便で定量的

な，患者に合った合理的な方法の確立が必要とな

るであろう．

V．結　　語

　梗塞後狭心症34例と労作性狭心症13例を対象

にPTCA，　CABG前後に運動負荷201TI　SPECT

を施行し，bulドs　eye法，展開図法による定量的

解析から次の結論を得た．

　（1）両群間に術前虚血検出率，心筋虚血量の各

指標に差は認められなかった．

　（2）梗塞後狭心症群での術前虚血指標の改善

は，術後改善度のextent　score　32％，　severity　score

69％，ischemic　area　48％にとどまった．

　（3）労作性狭心症群では，術前虚血指標の変化

が術後の改善をよく反映（70－89％）する一方，梗

塞後狭心症群の良好な改善予測は35－57％の症例

に留まり，改善予測不良が29－42％存在した．

　以上，bu11’s　eye法，展開図法を用いた定量的

運動負荷201Tl　SPECT法は虚血検出に優れ，

PTCA，　CABG前後における評価上有用と考えら

れた．しかし，労作性狭心症に比し梗塞後狭心症

では，約33％の症例で心筋虚血量を約50％過小

評価することが明らかとなり，運動負荷法ないし
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4時間後再分布像による201Tl　SPECT法の限界

と考えられた．その機序として，梗塞後狭心症で

は多枝病変例が多いこと，201Tl遅延再分布，梗

塞内微小心筋虚血の存在が推察された．
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Summary

Quantification　of　Reversible　Per血1sion　Abnormality　Using　Exercise－Stress

　　　　　Thallium　SPECT　before　and　after　Coronary　Revascularization

　　　　　　Kazuhiko　NAGAo＊，　Tomoaki　NAKATA＊，　Kazufumi　TsucHIHAsHI＊，

Hiroshi　KoBAYAsHI＊，　Mamoru　HAsE＊，　Nobuichi　HiKiTA＊，　Shigemichi　TANAKA＊，

　　　　　　　Masahiro　KuBoTA＊＊，　Takatoshi　TsuDA＊＊and　Osamu　IIMuRA＊

＊Seco〃d　Departme〃’〔）f　lnternalルfedici〃e，＊＊Depart〃le〃t　of　Radiology，

　　　　　　　　Schoo1　of　Medici，〃e，　Sapporoルtedical　Univers’tγ

　　Reversible　myocardial　perfusion　abnormality

was　quantified　by　bulrs　eye　and　unfolded　surface

mapping　methods　in　exercise　tha川um　SPECT
befヒ）re　and　after　coronary　revascularization　in

47　patients　with　angina　pectoris，　including　34

patients　with　previous　myocardial　infarction（PMI）

and　l3　with　efrort　angina（AP）．　There　was　no

difference　in　the　incidence　or　extent　of　myocardial

ischemia　between　the　2　groups　before　revasculari－

zation．　However，　the　ischemic　scores　were　signif－

icantly　smaller　in　PMI　group　Preoperatively　than

the　reductions　of　the　ischemic　scores　after　revascu－

larization．　The　ischemic　scores，　preoperatively

estimated　reversible　perfusion　abnormality　was

32％，69％and　48％of　the　improvement　of　the

ischemic　score（extent　score，　severity　score，　and

ischemic　area，　respectively）．　Using　the　3　ischemic

scores，　the　improvement　of　perfusion　abnormality

was　well　predicted　in　70－89％of　AP　patients　but

35－57％of　PMI　patients．　Thus，　quantitative　anal－

ysis　in　stress　thallium　SPECT　is　useful　for　detect－

ing　myocardial　ischemia　and　evaluating　the　effect

of　coronary　revascularization．　However，　about　a

half　of　myocardial　viability　was　underestimated

in　one　third　of　PMI　patients　by　the　conventional

exercise－stress　thallium　SPECT　study．

　　Key　words：　201TI　SPECT，　Bulrs　eye　method，

Quantitative　analysis，　Myocardial　viability，　Revas－

cularization．
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