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《原　著》

心筋梗塞症における心筋灌流および壁運動の経時的観察

一L’olTl心筋SPECTならびに99mTc－HSAD
　　　　　　　　　心電図同期心プール断層法による検討

南　　條 修　　二＊

　要旨　急性心筋梗塞（AMI）12例および陳IH性心筋梗塞（OMI）17例に対して99mTc－HSADを用いた心

電図同期心プール断層法（心フールSPECT）とL’olTl心筋SPECT（Tl）を施行し，局所壁運動と心筋灌流の

関係を比較するとともにAMI症例で治療による経時的変化を検討した．　AMI症例は血栓溶解療法を施行

した6例を1群，血栓溶解療法後，待機的pTCAを施行した6例をll群，　OM1症例を川群とした．

川群において心プールSPECTより得られた長軸断層（VLA）における収縮変化率（％LS）と％Tl　uptake

（％TU）の間にr－0．820と有意（P＜0．00Dな相関関係が認められた．またakinesia領域の％TUは・P均

35％未満で，severe　hypokinesia領域の48％と比較して低1直を示した，　AMI症例では急性期および慢性

期に心フールSPECTとTl検査を施行したが，　akinesia領域では％TUの変化に比べ，％LSは1群で

30％，H群は49％に改善し，早期治療により壁運動が著明に改善した，　AMIおよびOMl症例での％TU

がそれぞれ50％，40％以」二の領域では心筋viabilityの存在が示唆され，治療効果を心筋viabilityの観点

から評価する上でTlならびに心ソールSPECTの併用は有川であ’・た．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（核医学31：1027－1037．1994）

1．はじめに

　近年，心筋梗塞に対する治療法として血栓溶解

療法およびPercutaneous　transluminal　coronary

angioplasty（PTCA），　Coronary　aortic　bypass　graft

（CABG）の進歩は著しい．待期的PTCAやCABG

の適応基準として心筋viabilityの存在が不可欠で

あり，その評価のため201Tl心筋SPECTや心エ

コー 図などが用いられている．しかし，壁運動の

観点から心筋viabilityを評価するにあたり，心エ

コー 図では体型および肺疾患などの影響で評価が

困難な症例がある．その点99mTc－HSAD心電図
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同期心プール断層法（99mTc－HSAD　multigated

cardiac　blood　pool　single　photon　emission　com－

puted　tomograPhy：心フ゜一ルSPECT）は回転型ガ

ンマカメラを用いて多方向よりデータを収集し，

任意の断層像が得られるため体型に影響されずに

局所壁運動を詳細に評価できる1～3）．そこで，今

回急性および陳旧性心筋梗塞症例における局所壁

運動と心筋灌流の関係を核医学手法を用いて検討

した．

II．対　　象

　対象は急性心筋梗塞（AMI：acute　myocardial

infarction）12例（男：女一9：3，年齢56．7±14．3

歳，前壁中隔3例，下壁9例）と陳旧性心筋梗塞

（OMI：old　myocardial　infarction）17例（男：女一

15：2，年齢65．0土7．5歳，前壁中隔5例，下壁

ll例，前壁中隔および下壁1例）である（Table　1）．

　急性心筋梗塞は発症4．7±3．6時間目にtissue
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1028 核医学　31巻9号（1994）

Table　l　Patient　population

Group　　Type　　Number

1　
1
1

　
　

川

AMI　　6（3／3）

AMI　　6（6／0）

OMI　17（13／4）

Average　of　age

59．2：tl9．5

51．5土9．2

65．0：ヒ7．5

Lesion　of　disease

　LAD／RCA

　　ゴ／5

　　2／4

　　8／9

Recanalized
time（hours）

゜／．Stenosis

4．7±3．6

2．5±1．2

acute　　　chronic

　　　　23．5
58　　　76．6

type　plasminogen　activator（t－PA）を用いてintra－

venous　coronary　thrombolysis（IVCT），または

intracoronary　thrombolysis（1CT）による血栓溶解

療法を施行し，経過観察した6症例を1群とした．

うち3症例は確認冠動脈造影（coronary　angio9－

raphy：CAG）を施行したが，血栓溶解療法により

狭窄病変は平均23．5％まで改善した．1群に対し

て急性期（10日前後）および慢性期（2～3か月後）

に核医学検査を施行した，また，H群は1群と1司

様の治療を梗塞発症後2．5士1．2時間目に施行し，

全症例とも完全閉塞からTIMI（Thrombolysis　in

myocardial　infarction）grade　II以上（平均狭窄率

58％）に改善した．しかし，梗塞発症5週目に施行

したCAGで平均狭窄率は76．6％に増悪したため，

待機的PTCAを梗塞発症から平均2かA後に施

行し，狭窄率は36．6％まで改善した．H群に対し

て急性期（10日前後）および慢性期（3か月前後）

に核医学検査を施行した．陳1日性心筋梗塞症例

（III群）では急性期にIVCTによる血栓溶解療法

を行い，平均21か月後10例に対しCAGならび

にLVGを，また，ほぼ同時期に核医学検査を施

行した．また，健常者5例（男：女＝3：2，年

齢25土2歳）を対照として心プールSPECTを施
行した．

III．方　　法

　（1）心プールSPECT法

　心プールSPECT撮像は99mTc－HSAD，740
MBq（20　mCi）を静注した後，低エネルギー，汎

用コリメータを装着したガンマカメラを使用し，

島津製作所製シンチパック2400にてvariable　ROl

法を用いてデータ解析を行った．心プールSPECT

は拡張末期および収縮末期の40msecを一方向

Table　2 Classification　of　the　left　ventricular　regional

wall　motion　by　cardiac　pool　SPECT

Segmental　wall　motion

Dyskinesia

Akinesia

Severe　hypokinesia

Moderate　hypokinesia

Mild　hypokinesia

Normal

％Length　shortening

％LS＜0％
0％≦　％LS　＜　　5％

5％≦　％LS　＜25％

25％＜　％LS　〈－50％

50％㌻　％LS　・t　75％

75％≦％LS

100心拍，32方向よりデータを収集し，VLA
（vertical　long　axis）像において1スライス5．5　mm

で再構成した，心プールSPECTより得られた拡

張末期像および収縮末期像を作成するにあたり，

左室造影所見を参考にカットレベルを40％とし

た4・5）．さらに，拡張末期像のカウント重心を基

準として，60分割した放射線上の拡張末期より収

縮末期に至る変化率を゜k，　length　shortening（％LS）

とした（Fig．　D．健常群における平均％LSは左

室前壁，心尖部，下行壁において75％以上であ

り，％LSがマイナスを示すdyskinesiaから％LS

がlll常主での6段階に分類した（Table　2）．

　（2）安静および運動負荷Tl心筋SPECT

　急性期では20iTICI　lll～148　MBq（3～4　mCi）

を静注し，安静Tl像を撮像した．慢性期にはエ

ルゴメータを用いて25Wから3分ごとに25W
ずつ漸増する多段階運動負荷法を用いてTl像を

撮像した．胸痛の出現，0．2mV以上のST低下

0．l　mV以上のST上昇，心拍数が最大心拍数の

85％に達した場合，疲労にて運動継続困難と判断

された場合に負荷を終了したが，1分前に201T1

111～148MBq（3～4　mCi）を静注し，5分後から

初期像を3時間後から遅延像を撮影した．

　そして，Tl遅延像において心プールSPECT像
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Fig．1　Methods　of　cardiac　pool　SPECT（top）and　Tl

　　　　SPECT（bottom）for　evaluating　myocardial
　　　　wall　motion　and　perfusion．

　　　　VLA：vertical　long　axis

50 100

と同一と思われるスライスを視覚的に選び，％LS

と同様に60分割した．Radioisotope（RI）カウン

トの最高値を100％とし，各放射線状のRIカウ

ントを最高値にて除することにより％TUを求め

た（Fig．1）．

　（3）左室造影法による左室壁運動（％LS）の

　　算出

　陳旧性心筋梗塞9例のLVGからcenterline法

に基づき，壁運動の最大値にて個々の値を除する

ことにより％LSを求めた．視覚的に同一と思わ

れる心プールSPECT像とLVG像を選び，　LVG

による％LSと心プールSPECTによる％LSを比
較検討した．

　　　　　　　　　　　　99m
　　　　　　　　　　　　　　Tc－SPECT　（％）　　　　　　　％LS　of

Fig．2　Cardiac　wall　in　VLA　is　divided　into　60　seg－

　　　　ments．　These　segments　are　classified　as　regional

　　　　wall　motion　in　6　stages．　Comparison　of％LS

　　　　with　99mTc－HSAD　cardiac　pool　SPECT　and

　　　　with　LVG．　There　is　a　good　relationship　be・

　　　　tween％LS　with　SPECT　and　with　LVG．

　　　　％LS：％length　shortening，％TU：％Tl　up－

　　　　take．　OMI：old　myocardial　infarction，　VLA：

　　　　VertiCal　10ng　aXiS

の
」

鋤
oo

（
－

0

OMI　VLA

n＝71
r＝0．82

P＜0．001

Y＝－3322＋1．16X

s38・

100（％）

Fig．3　There　is　a　good　relationship　betw㏄n％TU

　　　　and％LS　in　the　patients　with　OMI．
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Fig．4a，　b　There　is　a　relationship　betw㏄n％TU　and％LS　in　acute　and　chronic　phases

　　　　　　（group　I　and　group　II）．

　　　　　　non　PTCA：non　percutaneous　transluminal　coronary　angioplasty

　　　　　　PTCA　　：percutaneous　transluminal　coronary　angioplasty

IV．結 果

　1．健常例
　健常者5例において各領域における％LSと

％TUを算出したが，前壁（％LS　87．5±12．5％，

％TU　86．4士14．2％），心尖部（％LS　77．4土8．4％，

％TU　88．7±3．9％），後下壁（％LS　99．8士10．4，

％TU　89．4土1．0％）が示された．

　2．OMI症例
　（1）左室壁運動の検討

　心プールSPECTにおける％LSとLVGにお
ける％LSを比較し，　r－0．919（p〈0．001）と良好

な相関関係が認められた（Fig．2，　Table　3）．

　（2）％LSと％TUの比較

　％LSと％TUの間にr－0．820（P＜0．001）と有

意な相関関係が認められた（Fig．3）．

　（3）局所壁運動と％TUの比較

　Akinesia領域の％TUは平均34・6％であり，

severe　hypokinesia領域の％TUは平均48．4％で

あった（Table　4）．

Table　3　Comparison　of％LS　with　cardiac　pool

　　　　　SPECT　and　LVG　in　the　patients　with

　　　　　OMI

Regional　wall

　　motlon

Lesion　　　　％LS　of　　　　％LS　of

　（n）　　99mTc－SPECT　　LVG

Dyskinesia

Akinesia

Severe

　hypokinesia

Moderate

　hypokinesia
Mild　hypokinesia

Norma1

〔
∠

’）

9

8
9
6

一
7．6土3．7

　2．5土0

13．4：L2．8

6．6土6．1

11．7土9．3

17．0土7．7

35．4土4．9　　　39．1土15．0

62．0士5．6　　　65．9土10．7

86．9土6．4　　　79．9土11．3

Table　4 Comparison　of％LS　and％TU　in　the
patients　with　OMI

Regional　wall

　　motlon

Lesion
　（n）

％LS（％） ％TU（％）

Dyskinesia

Akinesia

Severe

　hypokinesia
Moderate

　hypokinesia

Mild　hypokinesia

Normal

4
1

　
1
15

16

15

10

一
8．9士2．6　　　22．9土8．9

　2．5±0　　　　　34．6士10．3

15．2±3．4　　　48．4土16．6

36．2土3．4

62．1：L3．3

86．7土6．8

66．8土9．2

79．4±9．8

78．6土7．2
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　　　　　　IVCT：intravenous　coronary　thrombolysis

　　　　　　VLA：vertical　long　axis
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Table　5a　Comparison　of％LS　and％TU　in　acute　and　chronic　phases（group　I）

Regional　wall　motion Lesion（n）
％LS（％） ％TU（％）

Dyskinesia

Akinesia

Severe　hypokinesia

Moderate　hypokinesia

Mild　hypokinesia

　＊p＜0．001

2
4
4
丁
4
6

　acute

－ 17．6土8

　2．5土0

　17．3±5

　32．0：tll

　60．0士5

　chronic

15．5」：8

30．3土13＊

43．6土16＊

56．2土12＊

70．0士16

　acute

33．4士16

53．9土18

61．4士15

76．2士17

85．2土7

　chronic

24．8土5

46．1土22

57．9土20

78．1土15

88．4士5

Table　5b　Comparison　of％LS　and％TU　in　acute　and　chronic　phases（group　Iり

Regional　wallmotion

Dyskinesia

Akinesia

Severe　hypokinesia

Moderate　hypokinesia

Mild　hypokinesia

　＊p＼0．001　＊＊p＜O．Ol

Lesion（n）

1
3
7
’
〔
」
つ
一

％LS（％）

＊＊＊ p＜0．05

％TU（％）

　acute

－ 10．0±3

　2．5士O

　l5．2±6

　36．0士3

　63．1土7

chronic

21．0土4

49．0：と8＊

41．3土21＊

43．1士15

48．1士13＊＊

　acute

48．3土10

51．0土9

63．4土16

77．3土11

81．0士15

chronic

56．3士4

60．1士6＊＊＊

68．4士10

77．4土13

79．0士16

　3．AMl症例
　（1）　°／．LSと％TUの比較

　1群において急性期での％LSと％TUの間に

r－0．621（p〈0．001）と有意な相関関係が認められ

た．また慢性期においても両者間にr二〇．724（P〈

0．00Dと有意な相関関係が認められた．　H群では

急、性期の％LSと％TUの間にr二〇．407（P＝0．02）

の相関関係が認められた．また慢性期においても

両者間にr－0．478（P〈O．Ol）の相関関係が認めら

れた（Fig．4a，　b）．

　（2）壁運動と％TUの比較および％TUの経

　　時的変化

　1群では急性期にakinesia，またはsevere　hypo－

kinesiaを示した領域では，慢性期に％LSは

moderate　hyPokinesiaへと有意な改善が示される

も％TUは不変であった．　moderate　hypokinesia

を示した領域では，慢性期に％LSはmild　hypo－

kinesiaへ有意な改善が示された（Table　5a）．

　II群では急性期にakinesia，またはsevere　hy－

pokinesiaを示した領域では，慢性期に％LSは

moderate　hyPokinesiaへと改善が示され，前者で

は％TUにも有意な改善が認められた．　moderate

hypokinesiaを示した領域では，慢性期に％LS，

％TUとも不変であった．　mild　hypokinesiaを示

した12領域は，慢性期に゜／．LSはmoderate　hy－

pokinesiaと有意な低下を認めるも％TUは79．O°／．

と不変であった（Table　5b）．

V．症例呈示

　症例1：65歳，女性のOMI症例である（川
群）．

　梗塞発症2時間以内にIVCTを施行し，9か月

後の慢性期にCAGを施行し，　RCA＃3の完全閉

塞を認めた．1か月後に核医学的検査を施行し，

後下壁領域の％TUは25・7％～28・2％，％LS（心

フ゜一ルSPECT）は一10．3％～2．5％であり，％LS

（LVG）は11％～20．2％を示した（Fig．5a）．

　症例2：40歳，男性のOMI症例である（III
群）．

　梗塞発症1時間以内にIVCTを施行し，　peak

CK　5，4801U／m／，　MB　2271U／m／であった．7か

月後の慢性期にCAGを施行し，　LAD　＃8の完全

閉塞を認めた．同月に核医学的検査を施行し，前

壁領域の％TUは平均24・1％前後，％LS（心フ゜
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一 ルSPECT）は一5．0％，％LS（LVG）は2．3％を

示した（Fig．5b）．

　症例3：44歳男性のAMI症例である（II群）．

　梗塞発症2時間以内にCAGおよびIVCTを施

行し，LAD　＃6は完全閉塞からTIMI　grade　IIへ

改善した（peak　CK　3，7341U／m1，　MB4271U／ml）．

30病日後，待機的PTCAを施行し，＃6は完全閉

塞から狭窄率39％へ改善し，心尖部の％TUは

41％から61％へ改善するとともに，％LS（心

プールSPECT）も一13％から27％へ改善した
（Fig．5c）．

VI．考　　察

　最近，AMIに対する初期治療として，　t－PAを

用いた血栓溶解療法6・7）やdirect　PTCAが積極的

に行われるようになったが急性冠閉塞8）などの合

併症を考慮し，血栓溶解療法後に待機的PTCA

が行われている．

　一方，心筋viabilityを評価する上で，心筋灌流

の観点からTl心筋SPECTは有用な検査法の1

つに挙げられている．また，壁運動の評価には心

エコー一一 図やLVGが用いられるが，心エコー図で

は肺疾患の合併や肥満体型では下後壁の描出が困

難な症例があり，LVGは侵襲的で反復性に乏し

い．さらに，後者は二次元的壁運動情報であり，

三次元的評価が不可能である．通常の心フ゜一ル法

による壁運動評価は，左前斜位および右前斜位像

に限られるため，今回壁運動を評価する方法とし

て心プールSPECTを用いてLVGから得られた

画像と一致する心フ゜一ルSPECT像を視覚的に選

び，40％カットオフ値に設定することによりLVG

とほぼ同一壁運動を示す左室画像を作成した4，5）．

　梗塞発症後，血栓溶解療法を施行した1群と血

栓溶解療法後に待機的PTCAを施行したH群に

対して局所壁運動および心筋灌流の関係を経時的

に検討した．また，OMI症例（IH群）でも局所壁

運動と心筋灌流の関係を検討するとともに心プー

ルSPECTとLVGから算出した％LSを比較し
た．健常例を対照として同様の検査を施行し，得ら

れた結果を基準として壁運動を6段階に分類した．

　1．LVGおよび心プールSPECTによる壁運動

　　の評価

　心フ゜一ルSPECTにおける最適カットオフ値は

用いる撮像viewによって異なるものの35％9｝か

ら48％10）と報告されている．今回，LVG画像なら

びに金ら4）の報告を参考に心フ゜一ルSPECTにお

けるカットオフ値を40％とし，LVGを施行した

OMI症例において心プールSPECTとLVGから

算出した％LSを比較検討した．　LVGにおいて

hemiaxisの短縮率11），分画面積の収縮率12｝やcen－

terline法13）などによる1，　，）所壁運動の評価法が報

告されているが，今回，最も局所壁運動を鋭敏に

描出することが可能なcenterline法を用いた．そ

の結果LVG画像におけるcenterline法と心フ゜一

ルSPECT像から算出した％LSには有意な相関

関係が認められた．LVGに比し，心プールSPECT

は非侵襲性，簡便性で優れておりLVGおよび心

エコー 図と同一viewを任意に撮像することが可

能であり，さらに，三次元的な心機能が観察でき

ることから，心機能を経時的に観察する必要のあ

る心疾患において心プールSPECTの有用性は高

いと考えられた．

　2．OMI症例における検討

　心フ゜一ルSPECTによる％LSと％TUの間に

も有意な相関関係が認められ，akinesiaをii／iした

11領域II．iの9領域では％TUが40％末満であり，

％TUが40％以上の領域では心筋viabilityの存

在が示唆された14・15）．しかし，％TUが40％未満

の18領域においてsevere　hypokinesiaを呈した

5領域（27．8％）が存在し，％TUのみで心筋via－

bilityを判定する際，過小評価もありうるため，

壁運動も同時に観察することが望ましい．

　3．AMI症例における経時的検討

　両群における急性期および慢性期の％LSと

％TU間に相関関係が認められた．壁運動低下領

域において心筋灌流と壁運動の改善が認められ，

akinesia領域における壁運動の改善率は心筋灌流

の改善率に比べ著しく大きく，より早期に得られ

た再灌流にて梗塞部位のviabilityは保たれた16・17）．

また，急性期では％TUに比しより広範囲に壁運
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動異常が観察されたが，この原因として脂肪酸代

謝障害18），心不全の合併19）などが考えられ，慢性

期にこれらが改善した症例では梗塞周囲を含め

％LSが改善する傾向を認めた．急性期にakinesia

を呈した領域でも慢性期に壁運動は改善したこと

から，急性期において゜／．TUが50％以上の領域

では心筋viabilityの存在が示唆され，かつstunred

myocardium20）ならびにhibernation2i）を観察し

えた．

　一方，dyskinesiaを呈した3領域では，慢性

期にも壁運動の改善は僅かであり，急性期での
゜

／．TUが50％以下の領域では心筋viabilityの存

在は期待しがたい．また，拡大した左室腔や壁運

動の改善にともない重心が多少なりともずれるこ

とも考慮に入れると，dyskinesiaの領域て慢性期

に壁運動が改善するか否かについては今後の課題

であると思われる．

　しかし，II群のmild　hypokinesia領域では慢性

期に壁運動はむしろ低下傾向が示された．この原

因として非虚血領域ならびにこれに隣接するmild

hypokinesia領域の急性期における代償性過収縮

が慢性期に消失することと，再狭窄病変が出現し，

虚血がmild　hypokinesia領域にも持続的に存在し

たため慢性期に壁運動低下が出現した可能性が示

唆された．

　今回，Tlに加え心フ゜一ルSPECTを施行するこ

とにより，AMI症例での治療効果を心筋灌流な

らびに壁運動の観点から経時的に観察することが

可能であった．前述のごとく心エコー図で壁運動

を評価するにあたり，困難な症例に遭遇すること

も多く，さらにTl像と心エコー図の1司一スライ

スを位置合わせすることも困難である．この点心

プールSPECTはTl像と同一スライスを位置合

わせすることが容易であり，かつ三次元的に局所

壁運動を評価することが可能であることから，両

検査を併用するのは梗塞症例の重症度のみならず，

心筋viabilityの評価やPTCA，　CABGの適応決

定に有用性であると思われた．単検出器型SPECT

装置では，データ収集時間に約40分を要するが，

今後短時間にデータ収集が可能な多検出器型

1035

SPECT装置の普及により，心プールSPECTの有

用性はさらに高まるものと思われた．

VII．結　　語

　1．OMI　9症例における左室造影centerline法

と心フ゜一ルSPECTにおける40u／．カットオフに

よる壁運動には相関関係が認められた．

　2．AMI　12症例，OMI　l7症例を対象として，心

フ゜一ルSPECTならびにTl心筋SPECTを施行し，

％LSと％TUの関係を比較するとともに，　AMI

症例では経時的観察を行った．

　3．AMI症例において慢性期における壁運動

の改善率は，心筋灌流の改善率に比べ大きかった．

特に，より早期の再灌流にて著明であった．

　4．OMI症例では％TUが40％以上の領域で，

AMI症例（急性期）では％TUが50％以上の領

域で心筋viabilityの存在が示唆され，　stunned

myocardiumならびにhibernationを観察しえた．

　5．Tl心筋SPECTならびに心プールSPECT
を同時に施行することは，梗塞症例での心筋via－

bilityならびに治療効果の評価に有用であり，今

後さらに繁用されるべきであると思われた．
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センター矢部喜正教授に深謝いたします．また本研究

を行うにあたり，直接のご指導とご教授をいただきまし

た東邦大学内科学算》一’講座lli崎純一’助教授に深く御礼
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Summary

　　　Evaluation　of　Left　Ventricular　Perfusion　and　Regional　Wall　Motion

in　Myocardia1　lnfarction：　Using　20’T1　Myocardial　SPECT　and　99mTc－HSAD

　　　　　Multigated　Cardiac　Blood　Pool　Emission　Computed　Tomography

Shuji　NANJYO

Fi’・ぷ’Depa〃’ne〃’of　1〃e’・〃al　Mediei，〃e，7b乃0仇∫レθ’・5∫’夕∫C乃001ρ∫Mθ4∫d〃e

　　In　order　to　evaluate　left　ventricular　regional　wall

motion　and　regional　myocardial　perfusion，99mTc－

HSAD　multigated　cardiac　blood　pool　emission

computed　tomography（cardiac　pool　SPECT）and

201Tl　myocardial　SPECT（T1）were　performed　on

12　patients　with　acute　myocardial　infarction

（AMり，6patients　had　treated　with　only　throm－

bolysis　in　group　I　and　6　patients　had　treated　with

thrombolysis　and　selective　PTCA　in　group　H，17

patients　with　old　myocardial　infarction（OMI）in

group　III　and　5　normal　volunteers（controls）．　The

relationship　between　left　ventricular　regional　wall

motion　and　regional　myocardial　perfusion　was

estimated．

　　The　relationship　between　％length　shortening

（％LS）by　cardiac　pool　SPECT　and°／．Tl　uptake

（％TU）was　good（r＝0．820）in　group　IIL　The

value　for％TU　in　the　segments　of　akinesia　was

low（35％）and　in　the　those　of　severe　hypokinesia

was　higher（48％）．

　　In　all　phases，　two　groups　showed　significant

relationships　between％LS　and％TU　in　group　I

and　II．　The％TU　was　unchanged　in　the　akinetic

segment，　the％LS　changed　30％in　group　I　and

the％LS　changed　to　49％in　group　II」f　the％TU

is　more　than　50％（AMI）or　40％（OMI），we　would

observe　viable　muscle．　The　combination　of　TI　and

cardiac　pool　SPECT　are　useful　for　evaluating　myo－

cardial　viability　in　the　patients　with　AMI．

　　Key　words：　Cardiac　pool　SPECT，99mTc－

HSAD，201Tl　myocardial　SPECT，　Myocardial
viability．
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