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《原　著》

経皮的冠動脈形成術前後の心筋血流と心機能の経時的推移

一
運動負荷201Tl心筋断層像，運動負荷

　　　　　　　　99mTc心プールシンチグラフィによる検討一

久保田　　幸　　夫＊

（主任：村田　和彦教授）

　要旨経皮的冠動脈形成術（PTCA）施行前後において運動負荷201Tl心筋断層像（Tl－SEPCT）の負荷時心

筋灌流低下所見と運動負荷時の局所壁運動との関連を経時的に検討した．PTCAに成功した労作性狭心症で

3か月後の評価で再狭窄のない25例を対象とした．PTCA施行前，施行3－7日後，3か月後に，　T1－SPECT

と運動負荷99mTc心プールシンチグラフィ（RNVG）を施行した．　Tl－SPECT上，　PTCA施行前では全例で

負荷時心筋灌流低下を認め，PTCA　3－7日後では14例で負荷時心筋灌流正常となったが，11例では負荷時

心筋灌流低下を認めた．3か．月後には全例で負荷時心筋灌流低下は消失した．一方，PTCA　3－7日後では，

負荷時心筋灌流正常，負荷時心筋灌流低下に関わらず全例で運動負荷時の局所壁運動異常が消失していた．

心筋灌流正常群，心筋灌流低下群との間に，臨床所見，術前の冠狭窄度，hibernationの有無にっいて差は

認められなかった．以上より，PTCA後早期における運動負荷時の血流異常は局所壁運動異常を伴わず，

PTCA後早期の負荷時心筋灌流低下所見は臨床上意味のある心筋虚血や再狭窄を意味しないと結論した．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（核医学31：909－919，1994）

1．はじめに

経皮的冠動脈形成術（percutaneous　transluminal

coronary　angioplasty；PTCA）は侵襲の少ない冠

血行再建法として虚血性心疾患患者に広く行われ

ており，成功例では狭心症の消失，心機能の改善，

運動耐容能の増加がみられる1”’3）．また，運動負

荷201T1心筋断層像（Tl－SPECT）でも，術後には

心筋血流が増加ないし正常化することが報告され

ている4・5）．ところが，血行再建に成功し残存狭窄

や再狭窄が認められない症例において，PTCA後

早期には，T1－SPECT上なお血流低下や再分布所

見が認められ，これが遠隔期には消失するという
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こともしばしば経験される6・7・25）．このような，

PTCAに成功した症例で術後早期にみられる運動

負荷心筋血流イメージにおける心筋灌流低下の出

現の機序の一つとして，冠血管予備能の回復の遅

れが考えられている8）が，この冠血管予備能の回

復の遅れに伴うとされる心筋血流イメージ上の負

荷時の心筋血流低下所見が真に虚血を意味するか

否かは明らかではない．一般に，虚血に伴う壁運

動異常の出現は電気的異常や狭心痛に先立って出

現するとされ，虚血の検出に対する感度は高い．

実際，運動負荷991nTc心プールシンチグラフィ

（RNVG）による壁運動異常出現の心筋虚血の検出

の感度は心筋血流イメージとほぼ同等とされてい
る9・10）．

　本研究では，このPTCA後早期の運動負荷
201Tl心筋血流イメージにおける心筋灌流低下の

出現の意義，特にこの所見が心筋虚血を意味する

かどうかを明らかにするため，PTCA前，　PTCA
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後早期，PTCA後遠隔期にT1・SPECTおよび

RNVGを施行して，心筋血流と心機能の経時的

推移を観察した．

II．対象ならびに方法

　1．対　　象

　平成元年5月より平成5年1月までの間に当科

にて待機的PTCAを施行し初期開存が得られた

症例のうち，3か月後の確認造影にて再狭窄の認

められなかった安定労作狭心症25例（男性19例，

女性6例，年齢60±8歳）を対象とした．このう

ち6例に心筋梗塞の既往があった．なお，冠動脈

造影所見では，1枝病変21例（右冠動脈5枝，左

前下行枝12枝，左回旋枝4枝），2枝病変4例

（右冠動脈3枝，左前下行枝3枝，左回旋枝2枝）

であった．

　PTCAは，右冠動脈7枝，左前下行枝15枝，

左回旋枝5枝の合計27枝に対して施行した．

　2．方　　法

　1）冠動脈造影，左室造影およびPTCA

　冠動脈造影は上腕動脈穿刺によりJudkins法を

用いて通常の方法にて施行した．

　左室造影は，PTCA前とPTCA　3か月後に行

い，右前斜位像および左前斜位像を観察した．

American　Heart　Associationの提唱11）に従って

7区域に分け，それぞれの区域の局所壁運動を，

正常，軽度hypokinesis，中等度hypokinesis，高

度！shypokinesis，　akinesis，　dyskinesisの6段階に評

価し，PTCA前に比べてPTCA　3か月後に，1段

階以上改善した場合をhibernationとした．

　PTCAでは，大腿動脈穿刺法によりバルーンカ

テーテルを用いて病変部を拡張させた．20％以上

の拡張が得られた場合を成功，初期開存で得られ

た拡張の50％以上の損失で，かつ60％以上の狭

窄が認められた場合を再狭窄とした．

　2）運動負荷201T1心筋断層像（T1－SPECT）

　運動負荷は，電気制動型自転車エルゴメータ

健部青洲堂，EM－405）を用い，臥位にて症候限

界性多段階運動負荷にて行った．負荷量は2分

ごとに25Wattずつ増加させ，1分ごとに血圧，

　　MIDDLE　BASAL
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　　　　　2　　　　　　1
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　　　　　　　　　5　4　3

Fig．1　Schematic　representation　of　nine　myocardial

　　　segments　on　thallium・201　SPECT　images．

心電図を測定した．運動負荷の終了点は，胸痛の

出現，1mm以上のST低下，最大予測値の85％

以上の心拍数増加，下肢疲労のいずれかとした・

最大運動負荷時に201TICI　111　MBq（3　mCi）を静

注し，その後1分間運動を持続させ，静注10分

後から撮像を開始した．

　撮像は，負荷終了直後（負荷像）と3時間後

（安静時像）の2回行った．装置としては，低エネ

ルギー，汎用コリメータを装着した回転型ガン

マカメラ（Siemens社製ZLC－7500）とオンライ

ンで接続したコンピュータ（島津製作所社製

SCINTIPAC　700）を用いた．カメラは約5・6度ご

とに右前斜位45度より360度，64方向から撮像

した．

　断層像再構成；Shepp　and　Logan　filter処理，

Butterworth創terを用い，　filtered　projection法に

よりスライス厚6mmごとの体軸横断断層像を作

製し，これから短軸像，垂直縦断像，水平断層像

を再構成した．

　データ解析；Fig．1のごとく，左室の短軸像，

垂直縦断像，水平断層像を9区域に分け，第1，

2，6区域を前下行枝領域，第4，5区域を右冠動

脈領域，第7領域を回旋枝領域とした．なお，第
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3区域は，いずれの領域にも含めなかった．

　評価は視覚的に行い，各区域ごとに正常を2，

完全欠損を0として0．5ポイント刻みに評価し，

Tl　uptake　scoreとした．安静時像に比し負荷像

で0・5ポイント以上の低下を認めた場合に負荷時

灌流低下とした．

　3）運動負荷99mTc心プールシンチグラフィ

　　（RNVG）

　RNVGは，スズピロリン酸（塩化第一スズ

2・Om9，ピロリン酸ナトリウム10mg）の静注30

分後に99mTcO4－1．11　GBq（30　mCi）を静注して，

生体内で核種を赤血球に標識し，平衡に達した後，

1心拍を約20等分する心拍同期multi－gated法

にて行った．装置は，高感度コリメータを装着し

たガンマカメラ（Siemens社製LFOV）とオンラ

インで接続したコンピュータ（島津製作所社製

SCINTIPAC　2400）を用いた．撮像は，左前斜位

（left　anterior　oblique：LAO）40度で頭方に10度

カメラを傾斜させたmodified　LAOにて行った．

データ収集は，安静時40－50mesc／frame，300心

拍加算で，運動負荷時に20－30msec／frame，2分

間で行った．

　運動負荷は，電気制動型自転車エルゴメータを

用いてTl－SPECTの時と同様に臥位で多段階運動

負荷を行い，負：荷量もT1－SPECT時の最大運動負

荷量とほぼ同等とした．

　画像から得られたデータにButterworth　mter処

理，Time－space　smoothing処理等を行った後，

variable　ROI法にて時間容量曲線を作成して，左

室駆出率（LVEF）を算出した．また，安静時と運

動負荷時のLVEFの差（a　LVEF）を求めた．

　左室局所壁運動は，modified　LAO　40度像にお

いて，Fig．　2のごとく左室を前壁中隔，心尖，下

壁，後側壁の4区域に分け，動画像および位相解

析像について，正常，軽度hypokinesis，中等度

hypokinesis，高度hypokinesis，　akinesis，　dyskinesis

の6段階を，それぞれ4，3，2，1，0，－1とスコァ

化して評価し，wall　motion　scoreとした．安静時

に比し運動負荷時スコァが1以上低下する場合に

壁運動異常の出現とした．

Postero－
　　lateral

911

　　　　Apex
Fig．2　Schematic　representation　of　the　modified　LAO

　　　view　on　radionuclide　ventriculographic　imag・

　　　ing．　The　left　ventricle　was　divided　into　four

　　　segments（AS＝antero・septa1，　apex，　inferior，

　　　posterolatera1）．

　3．統計処理

　すべての成績は平均値±標準偏差で表示した．

　各群間の平均値の比較には，unpaired－t　testを

用い，各群内の平均値の比較にはpaired－t　testを

用いた．また，比率の有意差の検定には，chi－

square　testまたはFisher’s・exact・testを用いた．い

ずれの場合にも，危険率0．05以下を有意とした．

IIL　結　　果

　PTCA後早期（3－7日）の運動負荷Tl－SPECT

では，25例中11例（44％）にPTCA施行冠動脈

の灌流域に負荷時心筋灌流低下が認められた（心

筋灌流低下群）．25例中14例（56％）には術後に

負荷時心筋灌流低下は認められなくなった（心筋

灌流正常群）．以下，この2群についての知見を

対比しながら示す．

　1．臨床所見（Table　1）

　心筋灌流正常群，心筋灌流低下群において，年

齢，性比，陳旧性心筋梗塞の合併率，罹患冠動脈

枝数，罹患冠動脈枝の構成に有意な差は認められ

なかった（Table　1）．　PTCA施行冠動脈の構成も，

心筋灌流正常群では，右冠動脈4枝，左冠動脈前

下行枝9枝，左冠動脈回旋枝3枝に対し，心筋灌

流低下群では右冠動脈4枝，左冠動脈前下行枝6

枝，左冠動脈回旋枝3枝とほぼ同様であった．
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Table　l　Clinical　characteristics

RD（一） RD（＋） pvalue

Case（n）

Age（yr）

Male：Female
Clinical　diagnosis

　Previous　history　of　MI

Number　of　diseased　vessels

　lVD
　2VD
Dilated　vessel

　RCA
　LAD
　LCX
Coronary　artery　diameter　stenosis（％）

　Before　PTCA

　After　PTCA

　　Immediate

　　3months
With　delayed　mling

With　collateral　flow

Hibernation

　14

62±9
　11：3

3

う
↑
へ
∠

1

4
．
O
ノ
∩
∠

91．9土6．4

21．4土11．5＊

33．5土23．8＊

4／14（28．6％）

5114（35．7％）

5／14（35．7％）

　11

58土7
　8：3

3

0
ノ
∩
∠

3
6
（
392．5±3．8

17．3：｛：12．5＊

22．3土12．5＊

2／11（18．2e／．）

4／11（36．4％）

3／11（27．3％）

S
S

N
N

NS

NS

NS

NS

S
S
S
S
S

N
N
N
N
N

RD（一）＝patients　with　normal　myocardial　perfusion；RD（十）＝patients　with　reduced　myocardial　perfusion；

MI＝myocardial　infarction；1VD＝single　vessel　disease；2　VD＝double　vessel　disease；RCA＝right　coronary

artery；LAD＝1eft　anterior　descending　coronary　artery；LCX＝left　circumflex　coronary　artery．

Group　results　are　expressed　as　the　mean土S．D．＊P＜0．01　vs．　before　PTCA．

Table　2　Exercise　Test　Results

　　　n
RD（一）＝14
RD（十）＝11

Before

PTCA
After　PTCA

3－7days 3months

Peak　work　load（W）

　　　　　　　　　　　　　　RD（一）

　　　　　　　　　　　　　　RD（＋）

Peak　heart　rate

　（beats／min）　　　RD（一）
　　　　　　　　　　　　　　RD（＋）

Peak　systolic　blood　pressure

　（mmHg）　　　　　　　RD（一）

　　　　　　　　　　　　　　RD（＋）

Peak　rate　pressure　product

（mmHg・beats／min・102）RD（一）

　　　　　　　　　　　　　　RD（＋）

Chest　pain

　　　　　　　　　　　　　　RD（一）

　　　　　　　　　　　　　　RD（十）

ST　segment　depression

　　　　　　　　　　　　　　RD（一）

　　　　　　　　　　　　　　RD（＋）

59士20

59±22

102土18

106土22

172土26

187士29

182土52

201土61

10／14（71．4％）

9／11（81．8％）

12／14（85．7％）

9／11（81．8％）

64±21

66土18

106土16

117土19

182土33

196±19

199土58

222士41

1／14（7．1％）

1／11（9．1％）

3／14（21．4％）

4／11（36．4％）

64土16

68土20

113±18

120士22

175±22

197士24

201士36
228：と56

0／14（0％）

0／11（0％）

2／14（14．3％）

1／11（9．1％）

RD（一）：patients　with　normal　myocardial　perfusion．

RD（十）：patients　with　reduced　myocardial　perfusion．

Group　results　are　expressed　as　the　mean土S．D．
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一　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

†

＊＊

一　　　　　　＃

Before　　　　3～7　　　　3　months
PTCA　　＿－gdEbtE＿＿＿＿＿＿＿

　　　　　　　After　PTCA
Fig．3　Bar　graph　showing　serial　changes　ill　mean

　　　thallium　uptake　scores　on　stress　images　before，

　　　3－7　days　and　3　months　after　PTCA．　Open　bars：

　　　The　patients　group　with　normal　myocardial

　　　perfusion．　Speckled　bars：The　patients　group

　　　with　reduced　myocardial　perfusion．＊＊p＜0．01

　　　vs．　normal　myocardial　perfusion，†p＜0，01　vs．

　　　before　PTCA，＃Pく0．01　vs．3－7　days　after

　　　PTCA．　Values　are　mean土SD．

PTCA前の冠動脈造影における造影遅延および側

副血行路を伴う冠動脈の比率，また，PTCA前，

PTCA直後，　PTCA　3か月後の冠動脈狭窄度につ

いても心筋灌流正常群，心筋灌流低下群の間に有

意な差は認められなかった．

　左室造影でPTCA施行冠動脈領域にhibernating

myocardiumを認めたのは，心筋灌流正常群では

14例中5例（30・8％），心筋灌流低下群では11例

中3例（27．3％）で両群で同様であり，PTCA中

のmajor　intimal　flaPの形成や，造影上明らかな

側枝の閉塞は認められなかった．

　2・運動負荷試験の所見

　運動負荷量，運動負荷時の心拍数，収縮期血圧，

pressure　rate　product，また，運動負荷時の胸痛，

心電図上のST低下の出現率のいずれについても，

心筋灌流正常群，心筋灌流低下群の間に各時期と

も有意な差を認めなかった（Table　2）．

　3．　Tl　uptake　score

　心筋灌流正常群では，PTCA　3－7日後，3か月

913

後においてPTCA施行冠動脈の灌流域の負荷像

のTl　uPtake　scoreがPTCA前に比べて有意に増

加した．PTCA　3－7日後とPTCA　3か月後との間

には有意な差は認められなかった（Fig．3）．

　これに対し，心筋灌流低下群の負荷像のTl

uptake　scoreは，　PTCA　3－7日後にPTCA前に比

べては有意に増加（0．55±0．31→0．95土0．30，P＜

0．05）していたが，心筋灌流正常群に比べると有

意に低値であった（1・88土0・24vs．0・95±0．30，　P＜

0．01）．しかし，PTCA　3か月後には，　PTCA　3－7

日後に比べ負荷像のTl　uptake　scoreが有意に増

加し心筋灌流正常群との差は消失した（Fig．3）．

　4．運動負荷時の局所壁運動異常の出現および

　　Wall　motion　score（WMS）の推移

　心筋灌流正常群では，PTCA前に14例中13例

（93％）で運動負荷時に新たな局所壁運動異常が出

現したが，PTCA　3－7日後，　PTCA　3か月後では

新たな局所壁運動異常は出現しなかった．

　心筋灌流低下群では，PTCA前に11例中9例

（82％）で運動負荷時に新たな局所壁運動異常が出

現した．PTCA　3－7日後，　PTCA　3か月後では新

たな局所壁運動異常の出現はみられなかった．

　PTCA施行冠動脈の灌流域のRNVGによる
WMSは，　PTCA前では，心筋灌流正常群，心筋

灌流低下群とも運動負荷時に有意に減少した（心

筋灌流正常群3．3土1．0→1．8土1．2，P＜0．01，心筋

灌流低下群3．2土1．2→1．9±1．0，p＜0．01）．しかし，

PTCA　3－7日後，　PTCA　3か月後では，両群いず

れにおいても運動負荷時のWMSの減少は見られ

なくなった．心筋灌流正常群，心筋灌流低下群間

のWMSについての比較では，　PTCA前，　PTCA

3－7日後，PTCA　3か月後のいずれの時期におい

ても安静時，運動負荷時とも両群間に有意な差は

認められなかった（Fig．4）．

　5・LVEF，　A　LVEFの推移

　安静時LVEFは，心筋灌流正常群，心筋灌流

低下群とも各時期で変化せず，また，各時期に

おいて両群間に有意な差は認められなかった
（Fig．5）．

　PTCA前には心筋灌流正常群，心筋灌流低下群
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Bar　graph　showing　serial　changes　in　delta　left

ventricular　ejection　fraction　on　radionuclide

ventriculography　in　patients　with　reduced

myocardial　perfusion（hatched　bars）and　with

normal　myocardial　perfusion（open　bars）
before，3－7　days，　and　3　months　after　PTCA．

＊p＜0．05　vs．　befbre　PTCA，　＊＊p＜0．01　vs．

befbre　PTCA．　Values　are　mean土SD．
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Thallium－201　SPECT　images　at　exercise　and

rest　from　a　63－year－01d　man　with　effo　rt　angina

be　fo　re，3days，　and　3　months　after　successful

PTCA．　Myocardial　perfusion　on　stress　tha1－

lium－201　SPECT　image　is　reduced　before　and

3days　after　PTCA，　but　the　phenomenon　dis－

appears　3　months　after　PTCA．

Wall　motions　at　rest　and　during　exercise　on

stress　radionuclide　ventriculography　obtained

from　the　same　patient　as　Fig．7before，7days，

and　3　months　after　PTCA．　Wall　motion　ab－

normalities　in　the　antero－septal　region　during

exercise　before　PTCA　disapPears　7　days　and

3months　after　PTCA．

Functionalimages（ampl　itude　images　and　phase

images）at　rest　and　during　exercise　on　stress

radionuclide　ventriculography　obtained　from

the　same　patient　as　Fig．7before　PTCA．
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ともA　LVEFは負であり，運動負荷によりLVEF

は減少した．しかし，術後にはd　LVEFはほと

んど0（すなわち，LVEFは運動後も不変），ある

いは僅かながら正（すなわち運動後LVEFは軽度

増加）となった．術前，術後の差は統計的に有意

である．なお，術前，術後とも心筋灌流正常群と

心筋灌流低下群の間には差はなかった（Fig．6）．

　6．症　　例

　症例は労作性狭心症の診断で当科に入院した

63歳の男性で，冠動脈造影上，左前下行枝近位部

に90％狭窄を認め，PTCA後，狭窄は25％狭窄

まで改善し，3か月後の確認造影でも再狭窄は認

めなかった．運動負荷Tl－SPECTでは，　PTCA

前，前壁中隔の負荷時心筋血流低下を認めた．

PTCA　3日後では，　PTCA前に比し負荷像での

TI　uptakeは増加しているものの心筋血流低下を

示し，3か月後にはこの負荷時心筋血流低下所見

は消失した（Fig．7）．　RNVGによる運動負荷時の

左室局所壁運動は，PTCA前，前壁中隔に壁運動

異常が出現し（Fi9．8），　functional　imageでも前壁

中隔でamplitudeの低下およびphaseの遅れを認

めた（Fig．9）．　PTCA　7日後および3か月後はこ

の運動負荷時の局所壁運動異常は出現しなかった

（Fig．8）．

IV．考　　察

　本研究の結果は，以下の3つに要約される．

①PTCA後早期には，残存狭窄や再狭窄のない

症例でも運動負荷心筋断層像で，負荷時の心筋灌

流低下所見が高率に認められる（11／25例，44％）．

ただし，術後3か月には心筋血流像は全例正常と

なった．②PTCA後早期のT1－SPECTでの負荷

時心筋灌流低下の有無は，PTCA前の冠狭窄度，

側副血行路の有無，hibernationの有無とは関係

がない．③PTCA後早期におけるTl－SPECTで

の負荷時心筋灌流低下は，運動負：荷RNVGにお

ける局所壁運動異常を伴わない．

　PTCAにより狭窄部の拡張に成功した症例にお

いても術後早期には心筋血流イメージで異常像の

見られることは今までにも報告されており，その

頻度について，Okadaら12》は30％，　Veraniら6）

は32％とかなり高い値を示している．今回の検

討では25例中11例，44％とこれらの報告に比

べてもさらに高率であった．

　PTCA成功例において術後早期にみられる心筋

灌流異常の機序としては，いくつかの可能性が考

えられている．まず，Manyariら7）は，心筋梗塞

のない前下行枝1枝病変例の心筋シンチグラフィ

の経時的変化を検討し，PTCA後早期には高率に

TI　uptakeの減少や再分布現象が出現したが，こ

れは3か月後には消失したと報告し，その機序と

して，心筋のhibernationおよびPTCA時の一時

的な冠動脈の閉塞に伴うstunningを想定してい

る．しかし，この現象は1か月は持続することが

知られており13），hibernationよりの回復の時間的

経過やPTCA時の数分間の虚血に伴うstunning

という点から考えると，適切な説明とはいえない．

　DePueyl3）は，この灌流異常の出現の機序とし

て，冠血管予備能の回復の遅れを想定している．

実際，Wilsonら14）は，　PTCA前，　PTCA直後，

遠隔期（7．5士1．2か月後）にドッフ゜ラーカテーテ

ルを用いパパベリン投与時の冠動脈血流の増加を

測定して冠血管予備能を評価し，拡張術直後には

冠血管予備能が十分回復しないことを報告してい

る．彼らの検討によると，血管拡張術直後に正常

反応を示したものは31例中14例（45％）に過ぎ

ず，17例では改善はしたものの正常化するには至

らなかったという．また，拡張直後には残存冠狭

窄度と冠血管予備能との間に相関がみられないが，

遠隔期になると両者は正相関を示すとも報告して

いる．

　一方，Iskandrianら26）は，　PTCA後早期に25

例の1枝病変狭心症患者にアデノシン負荷201Tl

心筋SPECTを施行し8例に異常を認めたが，こ

の8例はいずれも残存狭窄や側枝の狭窄を認め，

アデノシン負荷201Tl心筋SPECTによる冠拡張

予備能の計測ではPTCA後早期には冠血管の反

応性は回復しているとしている．PTCA後早期に

は残存狭窄のない症例でも高率に心筋血流イメー

ジングで異常像が出現するとする報告7・25）との相
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違について彼らは，血管造影やSPECTの評価に

定量的手法を用いたこと，および薬剤負荷を用い

たことをあげている．今回の報告とIskandrian

らとの報告の結果の相違についても同様の方法の

差異は指摘できる．ただ，拡張術後早期の心筋血

流イメージでの異常像が3か月後には消失するこ

とは，IskandrianらのPTCA後の残存狭窄や側

枝の狭窄の残存では説明が難しいと思われる．

　今回の検討では，PTCA後早期のTl－SPECT像

の異常の有無と術前の冠狭窄度，側副血行の有無，

hibernationの有無との間には，明らかな関係が

ないとの結果であったが，これまでも同様の知見

が報告されている．Manyariら7），　Wilsonら14）は，

PTCA後早期に血流異常，冠予備能の回復の障害

が出現するか否かは，術前の冠狭窄度や狭心症歴，

狭窄前後の圧較差，バルーンの拡張時間，拡張術

直後の残存狭窄，残存圧較差のいずれとも関係が

なかったと報告している．

　上記のようにPTCA　3－7日後には半数近くの

症例でTl－SPECTの負荷時心筋灌流低下がみられ

たが，運動負荷時の左室壁運動はこの時期でも全

例で正常であった．また，Tl－SPECT像は術後3

か月には全例で正常化した．検索した限りでは，

PTCA後のTl－SPECTの負荷時心筋灌流低下と

左室壁運動の異常との解離の出現を指摘した論文

は見あたらないが，今回の知見からみると，

PTCA後早期には，　T1－SPECTで負荷時心筋灌流

低下がみられても，それは必ずしもPTCAが不

成功であったことを意味しない．

　従来，心筋虚血時にはまず当該部位に心筋収縮

の異常が出現，ついで心電図異常，さらに遅れて

狭心症が現れ，心筋収縮の局所的障害が心筋虚血

の最も早期の徴候で，診断上の鋭敏度も高いとさ

れる．今回の知見のようにPTCA後早期にTl・

SPECTが異常で壁運動が正常な領域があるとい

うことは，素直に考えると，この時期には，心筋

の灌流状態は異常であるが虚血状態ではない領域

があるということになる．これに似た心筋灌流と

局所壁運動の解離は，ジピリダモールやアデノシ

ン負荷時に見られることが知られている17－’24）．

917

Ogilbyら19）によると，アデノシン投与時，心筋

血流イメージでは75区域中31区域に灌流欠損を

認めたのに対し，局所壁運動の低下はわずかに6

区域に出現したに過ぎないという．ジピリダモー

ルやアデノシンを投与したときの心筋血流分布の

異常は血管の反応性の違いや冠盗流によるもので

あり，血流像での異常は相対的な血流減少を示す

のみで，必ずしも血流の絶対的減少，虚血を意味

しない20）．前述のように，PTCA後早期にはその

支配領域の冠予備能が十分回復していない．この

部位では，負荷時に正常の領域ほど血流は増加で

きないが虚血を生じない最低限の血流は確保でき

るため，PTCA後早期に心筋灌流が異常であるに

もかかわらず心筋収縮に異常が見られないと推察

される．

V．結　　語

　1）PTCA後，再狭窄のない狭心症患者25例

について，T1－SPECTおよびRNVGを用い，心

筋血流と，心機能の経時的推移を検討した．

PTCA　3－7日後のT1－SPECTでは，11／25例（44％）

に負荷時心筋灌流低下が出現したが，術後3か月

の遠隔期には負荷時心筋灌流低下は全例で消失し

た．

　2）PTCA後の心筋灌流低下群，心筋灌流正常

群の間に臨床所見，罹患冠動脈，狭窄度，左室造

影所見，運動耐容能等について有意な差は認めら

れなかった．

　3）Tl－SPECT像の平均Tl　uptake　scoreは，心

筋灌流正常群では，PTCA後早期より有意に増加

し，3－7日後でも3か月後と同等であった．一方，

心筋灌流低下群では，PTCA後早期に有意に増加

したが，術後3－7日には3か月後に比し有意に低

値であった．

　4）RNVGによる灌流域の運動負荷時局所壁

運動の検討では，心筋灌流低下群，心筋灌流正常

群とも，術後には壁運動異常は出現せず，wall

motion　scoreも改善した．

　5）RNVGでは，両群とも安静時LVEFは各
時期で変化しなかった．a　LVEFは，両群とも
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PTCA後早期，3か月後に有意に増加した．

　　6）PTCA後早期の負荷時心筋灌流低下は壁運

動異常を生じるような心筋虚血および再狭窄を意

味しない．
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Summary

Seria1　Changes　in　Myocardia1　Perfusion　and　Function　after　Successful

Percutaneous　Transluminal　Coronary　Angioplasty，　Examine《1　by　Stress

　　　　　　　　　Thallium－201　Myocardia1　Scintigraphic　and　Stress

　　　　　　　　　　　　　　　Radionuclide　VentricUlographic　Studies

Sachio　KuBoTA

Seco刀d　Depa’・”ηθ〃ロ価τεr〃α1漉∂icine，　G〃〃願仇∫踏〃y∫c17・01　q∫Mθ‘”dηθ

　　In　order　to　study　the　early　and　late　effects　of

percutaneous　transluminal　coronary　angioplasty

（PTCA），201Tl　myocardial　perfusion　scintigraphy

and　exercise　99mTc　ventriculography　were　per－

formed　in　25　patients　who　successfully　received

PTCA．　Before　PTCA，　reduced　myocardial　per・

fusion　on　stress　201Tl　image　was　observed　in　all

25patients，　while　abnormal　regional　wall　motion

during　exercise　was　seen　in　22　cases．　On　stress

201TI　images，　reduced　myocardial　perfusion　was

demonstrated　in　l　l　cases　at　3－7　days　after　PTCA，

but　in　none　at　3　months　after　the　procedure．　On

the　other　hand，　abnormal　exercise　regional　wall

motion　was　not　observed　in　any　case　after　suc－

cessful　PTCA　even　in　the　early　phase．　When　the

patients　were　divided　into　two　groups　according

to　the　presence　or　absence　of　perfusion　abnormal－

ities　on　stress　201Tl　images　in　the　early　post－PTCA

phase，　no　difference　was　seen　in　clinical　and

coronary　angiographic　findings，　exercise　tolerance，

201TI　uptake　score，　wall　motion　score　or　left

ventricular《えjection　fraction　before　the　procedure・

　　Thus，　abnormal　myocardial　perfusion　without

impairment　of　regional　left　ventricular　wall　motion

is　frequently　seen　in　the　early　post－PTCA　phase．

But　this　丘nding　does　not　necessarily　indicate

associated　myocardial　ischemia．

　　Key　words：Percutaneous　transluminal　coro－

nary　angioPlasty，　Coronary　artery　disease，　Stress

thallium－201　myocardial　perfusion　image，　Stress

radionuclide　ventriculography．
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