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《原　著》

洞不全症候群における心筋灌流と

　　　　　心臓交感神経障害

一
冠循環動態と2°iTICI／1231－MIBG心筋シンチグラフィの特徴一

松村憲太郎＊　　中瀬恵美子＊

灰山　　徹＊＊

斎藤　孝行＊＊　橘川　信忠＊＊

　要旨　洞不全症候群において左冠動脈DSAで冠循環動態を，2°tTICI心筋SPECTで心筋灌流を，ま

た1231－MIBG心筋SPECTで心臓交感神経障害を評価した．洞不全症候群69例中43例（62％）に胸痛の

既往があり，この43例中12例（28％）に心電図変化を伴う典型的な冠攣縮性狭心症の合併が見られた．

冠動脈DSAが得られた41例で冠末梢血管抵抗の増加を反映して左冠循環時間が延長していた．運動

負荷2°｜T1心筋SPECTで69例中42例（61％）に灌流欠損が見られ，冠スパスムによる心筋虚血以外に冠

微小循環障害による灌流欠損が考えられた．2°iTICI／i231－MIBG　2核種同時心筋SPECTで13例中11例

（85％）にi2’1－MIBGの欠損が見られ，また2°｜T1－SPECTで灌流欠損のない8例中6例でi231－MIBG－SPECT

の欠損を認め集積のmismatchを示した．洞不全症候群では1231－MIBG心筋SPBCTで高頻度に欠損像

を認め，心筋虚血の頻度以上に心筋心臓交感神経障害があり，細冠動脈領域のβ受容体の減少による

冠末梢血管抵抗の増加，微小循環障害などが推測される．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（核医学31：1321－1328，1994）

1．はじめに

　洞不全症候群はFerreri｝によって心電図上の特

徴にもとづき定義され，その原因は多岐にわた

る．洞結節や結節周囲組織の変性，線維化による

器質的原因2・3），自律神経異常や冠血流異常，体液

性因子の変化などの機能的原因4），あるいはこれ

らの複合により成り立っていると考えられてい

る．冠動脈digital　subtraction　angiography（DSA）を

用いて洞不全症候群の冠循環を明らかにするとと

もに，心筋灌流の異常を2°1Tl一心筋SPECTで検討
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し，また心臓交感神経障害を知るためにt231－meta－

iodobenzylguanidine（MIBG）心筋SPECTを施行し

た．

II．対　　象

　日本循環器学会・日本ME学会ペースメーカー

委員会の洞不全症候群に関する心電図診断基準5）

を満たし，Holter心電図や心臓電気生理学的検査

で確診した洞不全症候群69例を対象にした．男

性40例，女性29例，平均年齢68±10歳で，

Rubensteinら6）の分類による1型44例，　II型12

例，III型13例であった．全例ペースメーカー植

え込み術を受けており，右室ペーシングが1型で

2例，III型で3例施行され，他の64例はすべて

心房および心室リードを用いた生理的ペーシング

が施行された．

　選択的冠動脈造影はペースメーカー植え込み術
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前に全例で施行し，そのうち胸痛発作の既往があ

る43例でエルゴノビン誘発試験を行った．左冠

動脈DSA（digital　subtraction　angiography）は連続

51例で施行し，そのうちmotion・artifactのない良

好なcardiac　subtractionが得られた41例で冠動脈

DSAで求めた冠循環指標を検討した．この41例

のうち房室伝導に異常のない17例で右房ペーシ

ング下に左冠循環時間を求めた．冠動脈近位部に

75％以上の器質的狭窄がある症例，陳旧性心筋

梗塞や心筋症，弁膜症などの合併例は今回の検討

から除外した．運動負荷2°iTICI心筋シンチグラ

フィは69例全例にペースメーカー植え込み術前

に施行した．201TICIと1231－MIBGの2核種同時心

筋シンチグラフィは1993年1月より開始し，そ

れ以降にペースメーカー植え込み術を受けた13

例で，術後2か月以降6か月以内に施行した．こ

の13例はすべて生理的ペーシングを受けてお

り，そのうち10例は房室伝導が正常なため心房

ペーシングのみ，3例は心房・心室順次ペーシン

グであった．

III．方　　法

　1．選択的冠動脈造影および冠動脈DSA

　選択的冠動脈造影を施行した69例中43例に

エルゴノビン冠注法による冠スパスム誘発試験を

施行した．isosorbide　dinitrate冠注後の血管径に比

し75％以上の内径狭小化がエルゴノビン投与で

出現した場合をスパスム陽性とし，冠攣縮性狭心

症と診断した．冠動脈DSA7）は41例で施行し

た．冠動脈造影終了後カテーテルを左冠動脈口に

留置し，造影斉lj　3　mlを1秒で注入してDSA装置

（東芝DFP－50A）に画像収集した．収集条件は512

×256　matrix，8bit，30　frames／秒，13－17秒間とし

た．左冠動脈起始部と冠静脈洞に関心領域を設定

し，時間一濃度曲線をsmoothing処理した後，

peak　to　peak法で左冠動脈循環時間（CCT；coronary

circulation・time）を求めた．冠動脈DSAを施行し

た41例中17例で右房ペーシング下にCCTを求
めた．

　2．運動負荷2°iTl・心筋シンチグラフィ

　洞不全症候群69例で空腹時にエルゴメータに

て25Wより3分ごとに25Wずつ漸増する症候
限界性の多段階運動負荷を施行した．最大負荷時

に2°tTlclを111MBq静注し，1分間負荷を継続

したのち4分後より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（RC－150E，日i！1メ

ディコ社製）を用いてplanar像を4方向で撮像

後，SPECTを180°／32　steps，30秒／step，64×64

manixで収集した．データ処理は日立メディコ社

製核医学データ処理装置（HARP　II）を用いた．得

られたSPECT像を9区域（seg．1：anterobasal，　seg．

2：anterior，　seg．3：apical，　seg．4：inferior，　seg．5：post－
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Fig．1　Left　coronary　circulation　time（CCT）on　own

　　　beats　and　right　atrial　pacing（AAI　70）in　patients

　　　with　sick　sinus　syndrome．

　　　CCT　was　significantly　prolonged　in　patients　with

　　　sick　sinus　syndrome皿der　own　heart　beats　and

　　　AAI　70．　Shadow：normal　mean±1SD（5．61±O．98

　　　sec，　nニ20）
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erobasal，　seg．6a：anteroseptal，　seg．6b：posteroseptal，

se9．7a：anterolateral，　seg．7b：posterolateral）に分割

し，視覚的に中等度以上の灌流低下を1区域以上

にわたって，あるいはびまん性に認める場合を欠

損ありとした．

　3．2°1TV1231・MIBG　2核種同時心筋SPECT

　l993年1月以降にペースメーカー植え込み術

を受け，術後2か月から6か月の間に2°tTl／1231－

MIBG心筋SPECTを施行した洞不全症候群13例

（男性6例，女性7例，平均72±8歳）を対象にし

た．安静空腹時に2°ITIC1と1231－MIBGをlllMBq

ずつ同時に静注し，30分後よりplanar正面像お

よびSPECTを撮像した．エネルギー・ピークは

1こ31－MIBGで159　KeV±10％，20iTICIで70　KeV±

10c／，に設定し，2核種同時収集した．クロストー

ク補1Eはしなかった．得られたSPECT像を前述

の9区域に分割し，視覚的に中等度以ヒの集積低

下を欠損とした．

IV．結　　果

　1．洞不全症候群69例中43例（62°／。）に胸痛の

既往を認めた．この43例でエルゴノビン誘発試

験を施行し25例（58％）で冠スパスムが見られ冠

攣縮性狭心症と診断した．この25例中典型的な

100

50

％
？01Tl－SPECT

心電図変化や胸痛を訴え，90％から100％の冠動

脈近位部のスパスムを示したのは12例（28°／。）

で，残りの13例は内径狭小化75％の限局性ない

しびまん性スパスムであり，心電図変化はほとん

ど見られなかった．エルゴノビン誘発試験陰性の

18例はいわゆる胸痛症候群であった．洞不全症

候群で胸痛の既往のない26例ではエルゴノビン

誘発試験は施行しなかった．左室造影で軽度の壁

運動低下は69例中17例で見られ，そのうち6例

はびまん性，ll例は心尖部に壁運動低下が見ら

れた．

　良好な左冠動脈DSA画像が得られた41例で

左冠動脈CCTを求めた．自己心拍でのCCTは平

均7．10±L71秒と当施設での正常20例での平均

5．61±0．98秒に比し有意（p＜0．Ol）に延長してい

た．70ppmの右房pacing下CCTは17例で求
め，平均6．79±L30秒であり，正常に比し有意

（p＜o．01）に延長したままであった（Fig．1）．

　2．運動負荷2°ITICI心筋SPECTで1区域以上

の灌流欠損は69例中42例（60．9％）に見られた．

灌流欠損部位は下壁330／o，心尖部29％，びまん性

欠損14％であった．

　3．2°iTICI／｜231－MIBG　2核種同時心筋SPECTは

生理的ペースメーカー植え込み術後2か月から6

100

50

　　‘211　目lBG　SPECT％

　　　　　　　　　　　　　　　　　n・13
Fig．2　Prevalence　of　myocardial　perfusion　defects　on　rest　scintigraphic　images（dual　SPECT）

　　　in　13patients　with　sick　sinus　syndrome．

　　　Left　pane1：20iTICI－myocardial　SPECT，　Right　panel：｜231－MIBG－myocardial　SPECT
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Fig．3Location　of　myocardial　low　uptake　of　i2il－MIBG．

　　　Myocardial　uptake　of｜231－MIBG　was　frequently　decreased　in　inferior，　posterobasal　and

　　　anterolateral　regions　of　left　ventricle．

か月の期間に，安静空腹時に13例で施行した．1

区域以上の欠損は2°iTl－SPECTで5例（38．5％），｜231－

MIBG－sPEcTで11例（84．6°／。）であった（Fig．2）．

　201T1－SPECTで灌流欠損を認めなかった8例中

6例で，231－MIBG－SPECTに集積欠損を認め，いわ

ゆる完全mismatchを示した．1231－MIBG－SPECT

の集積欠損部位を（Fig．3）に示す．下壁，下後

壁，心尖部，前側壁に多い傾向を示した．2核種

同時心筋SPECTを施行した13例中8例でエル

ゴノビン誘発試験陽性で，そのうち6例は心電図

変化，胸痛を伴う典型的な冠攣縮性狭心症であっ

た．

　【症例】　KY　43歳．男性．1993年4月下旬ご

ろより早朝時の胸痛が頻発するようになり，冠攣

縮性狭心症が疑われ入院となる．Holter心電図で

洞徐脈にII度洞房ブロックが見られたがST，　T変

化は見られず，5月31日選択的冠動脈造影およ

び電気生理学的検査施行．エルゴノビン冠注法で

右冠動脈＃1（100・／，），左前下行枝＃7（100（／，），ノlllllI

旋枝＃11（75％）の心電図変化を伴う典型的な多枝

攣縮を認めた．硝酸薬，カルシウム拮抗薬の投与1

で胸痛発作は消失したが，心拍数40ppm前後の

洞徐脈に起立性低血圧が見られ，洞不全症候群

（II）と診断し生理的ペースメーカー植え込み術を

行った．術後施行した20iTICI／1231－MIBG　1・iJ時心筋

SPECTでは2°｜T1－SPECTで灌流欠損を認めず，

1231－MIBG－SPECTで前壁心尖部から下壁にかけて

集積欠損があり，完全mismatchを示した（Fig．4）．

V．考　　察

　洞不全症候群と冠攣縮性狭心症の合併例がこれ

まで報告されているが8），その頻度はきわめて少

ない．今回の検討では胸痛の既往のある洞不全症

Presented by Medical*Online



山N6餓恰
？ド

a

瞭’

亀　

洞不全症候群における心筋灌流と心臓交感神経障害

　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　客チ”
　　　　b　　　　▲
　　　　　　　　　　　ρ

L領鮒s　　　　　　礼搾鼎埠

　　　　　　　　　　晶
　　　　　　　　　　■陪　　　　　　　　V

、亀

鱒．

蟹く

惣噸
4

Fig．4Case　K．Y．，　zolTICVIz」1－MIBG　myocardial　dual　SPECT．

◎

1325

a．20iTICI－SPECT：No　evidence　of　myocardial　perfusion　defect．　b．　i231－MIBG－

SPECT：Myocardial　defects（arrows）at　anteroapical，　inferior　and　posterobasal　regions．

候群では43例中25例（58％）に冠動脈内径狭小

化率75％以上の冠スパスムが見られ，胸痛の既

往をもたない洞不全症候群を含めた全体では冠攣

縮性狭心症の合併は36％であった．また心電図

変化や胸痛を伴う内径狭小化率90％から1009。の

典型例は43例中12例（28％）に合併しており，

洞不全症候群全体では17％を占め決して少なく

ない．右冠動脈のスパスムによる洞結節動脈の虚

IfiLのために洞不全症候群が引き起こされる可能性

とともに，冠攣縮性狭心症における副交感神経の

異常な活動性の充進9）による洞結節の強い抑制も

f分考えられる．特に異型狭心症における自律神

経の異常は以前よりよく知られている1°）．

　洞不全症候群における冠循環の特徴を冠動脈

DSAを用いて検討した報告はこれまでに見られ

ない．洞不全症候群で右房ペーシング下にCCT

を測定しても正常化しない．CCTは冠灌流圧や心

拍数の影響を除けばほぼ冠末梢血管抵抗を反映し

ていると考えられ，洞不全症候群では十分な心外

膜冠動脈の拡張が得られた後でも，冠末梢血管抵

抗は高いままであり，その原因に冠微小循環障害

が推測される．冠攣縮性狭心症では冠スパスムの

反復による冠動脈硬化の促進11｝や冠末梢循環障害

のため，心筋の壊死や線維化が散在性に起こって

くることが知られている12）．運動負荷2°iTl心筋シ

ンチグラフィで運動誘発性の冠攣縮による灌流欠

損の出現頻度以上に高頻度に灌流欠損がしばしば

出現する13、15）．洞不全症候群におけるCCTの延

長は，冠攣縮性狭心症の合併以外にも，いわゆる

“micro．vascular　angina”16）といわれる冠末梢血管病

変の存在が疑われる．冠攣縮性狭心症にレイノー

現象の合併が多いことから，自律神経を介する全

身の血管トーヌスの異常とする報告も見られ17・18），

また“micro－vascular　angina”でも全身的な末梢血

管拡張能の異常が指摘されている19）．運動負荷

2°1T1一心筋SPECTで洞不全症候群の60．9％に中等

度以上の灌流低下が見られ，心尖部から下壁にか

けて多く見られることより，洞不全症候群では運

動誘発性の冠スパスムの合併の可能性とともに，

冠スパスム非合併例においても灌流低下を認める

ことから冠微小循環障害を合併している可能性が

ある．

　これまでに安静時2°iTICI／i231－MIBG　2核種同時

心筋SPECTを用いて洞不全症候群の心筋灌流と

心臓交感神経障害を検討した報告は見られない．

この2核種心筋SPECTを施行した13例におい
て，2°ITI－SPECTでは5例（38．5％）に灌流欠損が出

現し，うち3例は心房・心室順次ペーシングで左

脚ブロック型の心室内伝導を示しており，安静時

の灌流欠損の原因として左脚ブロック型の心室収
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縮様式に起因する心室中隔の灌流低下が考えられ

るが，それ以外に反復する冠スパスムによる心筋

の不可逆的な変化も考えられる12）．また1231－MIBG－

SPECTではll例（84．6％）に集積欠損が見られた

が，この異常に高い出現頻度の原因は不明であ

る．前述のごとく洞不全症候群では心拍数を正常

化してもCCTは延長したままであり，抵抗血管

としての細冠動脈より末梢の血管拡張性が持続的

に障害されていると考えられる．250－500μの血

管径の抵抗血管にはβ受容体が存在しており2°），

洞不全症候群では冠動脈末梢血管に分布するβ受

容体が減少しているために細冠動脈の拡張性が障

害されている可能性もある．β受容体の減少と

i231－MIBGの集積低下が相関することが報告され

ており21），洞不全症候群ではβ受容体の減少があ

るために1231－MIBG心筋SPECTで集積欠損が高

頻度に出現すると考えられる．しかし，このよう

なβ受容体の減少は心筋内にびまん性に存在する

と考えられ，1231－MIBGの集積欠損が下壁や下後

壁，心尖部，前側壁に比較的限局してみられるこ

とと矛盾する．しかし，心不全では心筋局所の交

感神経機能の不均一性が報告されており22・23｝，洞不

全症候群でも心筋内カテコラミンやβ受容体分布

の不均一性があるのかもしれない．また元来1231－

MIBG心筋シンチグラフイでは下壁領域に生理的

なMIBGの摂取低下があることも関連していると

思われる24）．i231－MIBG心筋SPECTで集積欠損が

高頻度に見られる原因にはこれ以外にSPECTの

画像再構成に関する問題がある．i231－MIBGの高

い肝集積によってもたらされる下壁の相対的な集

積低下や下後壁部のエネルギー減衰のため，集積

異常を過大評価している可能性がある25）．このよ

うな画像上の問題を考慮に入れても，洞不全症候

群では冠スパスムによる心筋虚血によって引き起

こされる交感神経のdenervation以外に，冠末梢血

管に分布するβ受容体の減少によると思われる

1231－MIBGの心筋集積低下がしばしば見られる．

VI．結　　語

　1．胸痛の既往のある洞不全症候群の28c／cに

心電図変化を伴う典型的な冠攣縮性狭心症の合併

が見られ，また胸痛の既往のないものを含めた全

体では17％に合併しており，決してまれな合併

ではない．

　2．洞不全症候群では左冠動脈循環時間の延長

があり，冠末梢血管抵抗の増加が示唆される．

　3．洞不全症候群では運動負荷2°1T1一心筋SPECT

で61％に心筋灌流欠損が見られ，冠攣縮性狭心

症以外に“micro－vascular　angina”といわれる病態

の合併が考えられる．

　4．洞不全症候群では2°iTICI／，231－MIBG　2核種

心筋SPECTで高頻度に心筋集積のmismatchが見

られ，心筋虚血の出現頻度以上に｜231－MIBG－

SPECTの集積欠損頻度が高く，心臓交感神経障

害が多く存在している．細冠動脈のβ受容体減少

による冠末梢血管拡張能の障害のため冠末梢血管

抵抗の増加が出現し，冠循環遅延が起こるととも

に1231－MIBG心筋シンチグラフィで高頻度に集積

欠損が生じることが考えられる．
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Summary

　　Assessment　of　Myocardial　Perfusion　and　Cardiac　Sympathetic　Nerve　Dysfunction

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　in　Patients　with　Sick　Sinus　Syndrome

－
Evaluation　of　Coronary　Hemodynamics　and　20iTICIli231・MIBG　Myocardial　SPECT一

Kentaro　MATsuMuRA＊，　Emiko　NAKAsE＊，　Takayuki　SAITo＊＊，

　　　　　　Nobutada　KIKKAwA＊＊and　Tohnl　HAIYAMA＊＊

＊Depart〃1θη1　qμη’emal〃edicine，＊＊Department　of　Radio／08y，　Kyotoルfinami〃ospi’α’，κyo∫o

　　To　clarify　the　coronary　hemodynamics，　myocardial

perfusion　and　cardiac　sympathetic　nerve　function　in

patients　with　sick　sinus　syndrome（SSS），　we　per－

fbrmed　left　coronary　digital　subtraction　angiography

（DSA）in　41　patients，　exercise　201TICI－myocardial

scintigraphy（planar　and　SPECT）in　69　patients，　and

201TIC1／1231－MIBG　myocardial　dual　SPECT　in　13

patients　without　significant　organic　coronary　stenosis．

Coronary　artery　spasm　was　documented　on　coronary

angiography　in　25！43（58％）patients　with　SSS　by

ergonovine　provocation　test．　Compared　with　normals，

patients　with　SSS　demonstrated　prolongation　of　left

coronary　circulation　time（CCT）on　own　heart　beats

and　right　atrial　pacing．　We　suspected　that　prolonged

CCT　may　be　induced　by　increased　peripheral　coronary

vascular　resistance　and　impaired　coronary　micro一

circulation　in　patients　with　SSS．　Forty－two　patients

（60．9％）developed　exercise－induced　20’Tl－myocardial

pe㎡usion　defect　on　SPECT　images．　On　myocardial

dual　SPECT　images，　l　l／13（85％）patients　showed

localized　myocardial　low　uptake　in　1231－MIBG－SPBCT

images．　ln　eight　patients　with　normal　findings　on　20｜Tl－

SPECT，　six　patients　showed　abnormality　on　1231－

MIBG－SPECT．
　　We　suspected　that　coronary　vasospasm，　impaired

coronary　micro－circulation　and　cardiac　sympathetic

nerve　dysfunction　are　taken　a　part　of　pathophysiology

in　SSS（decreasedβ一adrenergic　receptor　of　peripheral

COrOnary　arterieS？）．

　　Key　words：　Sick　sinus　syndrome，　Coronary　cir－

culation，　Vasospastic　angina，201TICI，1231－MIBG．
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