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《原　著》

急性心筋梗塞における1231－BMIPPシンチグラムと

　　　　　　　　　　　左室機能との関連

広瀬　義晃＊　　石田　良雄＊

西村　恒彦＊＊

林田　孝平＊ 植原　敏勇＊＊

　要旨　i2i　1－BMIPPシンチグラムと左室機能との関連について定量的に検討した．対象は急性心筋梗塞

25例である．i231－BMIPPとooiTlの2核種同時投与による安静時心筋SPECTを施行した．1231－BMIPPと

2°IT1の障害領域をブルズアイ表示にて定量的に求め，左室駆出率，壁運動と対比した．1231－BMIPPはM）ln

より大きな欠損を示し，その比はL80であった．この欠損の大きさの不一致は，冠血行再建術を施行

した症例で明瞭であった．また，i231－BMIPPはxハiTlよりも左室駆出率と高い相関があった（r＝－0．54）．

1231－BMIPPの集積低下は局所壁運動の低下とよく一致し，セグメントの一致率は79％，不一致率は14％

であった．発症直後と4週間後の左室駆出率の差は1231－BMIPPと2°IT1の欠損の拡がりの差と正相関（r

＝ 0．55）し，1231－BMIPPとeeiTlの乖離の程度が左室機能改善の程度を予測しうることが示唆された．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（核医学32：281－286，1995）

1．はじめに

　脂肪酸は通常状態における心筋のエネルギー代

謝の主な基質であり，心筋の脂肪酸代謝を把握す

ることは心筋のviability，虚血状態の診断に有効

であるト4）．急性心筋梗塞におけるstunned　myo－

cardiumは，心筋のviabilityの問題に関わる病態

であり，その解明にi231－BMIPPが有用と考えられ

ている5）．しかし，i231－BMIPP集積低下域を定量

的に求めた検討は少ない．

　われわれは，心筋の1231－BMIPPと2°1T1の欠損

域をSPECTブルズアイ表示を用いて求め，左室

機能，壁運動異常との関連を検討した．
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II．対象と方法

　急性心筋梗塞25例を対象とした．平均年齢は

60歳（43－83歳），男女比は22：3であった．

　発症12時間以内に全例，冠動脈造影を行った．

このうち左室造影を行ったものは25例中17例，

冠動脈拡張術または冠動脈内血栓溶解療法による

冠血行再建を行ったものは12例であった．発症

4週間後に25例中8例（うち，冠血行再建例6例）

に左室造影を行った．左室造影より左室駆出率，

壁運動を求めた．左室造影を行っていないものに

ついては，心エコーや心プール所見を用いた．

　発症2日目から34日目（平均11日目）に心筋

シンチグラフィを施行した．心筋シンチグラフィ

は，i231－BMIPPと2°inをそれぞれ111MBq混注

し，20分後に心筋SPECTを撮像した．撮像方法

は2核種同時収集で1ステップ60秒，32ステッ

プ，180度収集で，peak　energyは1231：159　keV，

201n：75　keVとした．クロストーク補正は1231か

ら201Tlに27％，2〔）iTlから1231に13％とした6）．使
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Fig．1The　relationship　between，231－BMIPP　and　201Tl

　　　defect　extents．
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Fig．2　The　relationship　between　left　ventricular　ejection

fraction（LVEF）and　defect　extents．

用した装置はGE社製Starcam・400・AC！Tである．

得られたSPECT短軸像よりブルズアイ表示を作

成し，左室心筋を360ブロックとした時に正常よ

りも一25SD以下の欠損の拡がり（defect・extent）

をブロック数で求めた（ブルズアイアレー法）．

　1231－BMIPPと2°in欠損の拡がりや，それらと

左室駆出率との相関を求めた．さらに，壁運動異

常とi231－BMIPP，2°1皿の集積低下との一致率を求

めた．すなわち，AHAの分類に従い，左室壁を

7セグメントにわけ，各セグメント毎に壁運動異

　　　　　　ACCORDED　　　　　　　DISCORDED
Fig．3　The　incidence　of　accordance　and　discordance　with

　　　wall　motion　and　SPECT．
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Fig．4　The　relationship　between　△LVEF　and△extent．

△LVEF　is　the　subtraction　of　left　ventricular

ejection　fractions　between　4　weeks　after　and　at　the

onset　of　infarction．△extent　is　the　subtraction　of

）231－BMIPP　and　「oiTl　defect　extents．

常の有無と1231－BMIPP，2°IT1の集積低下の有無の

一致，不一致率を求めた．集積の程度は0：正

常，1：軽度低下，2：高度低下，3：欠損の4段階

に視覚的に分類し，2と3を集積低下ありとした．

　数値は平均値±1SDで示した．回帰性の解析

には，直線回帰分析を用いた．壁運動と集積低下

の一致性の検定はX2検定を用いた．危険率5％未

満を有意とした．

Presented by Medical*Online



急性心筋梗塞における1231－BMIPPシンチグラムと左室機能との関連 283

江
隻
芝
o
o
ゆ

⊃
コ
」
＜
工
↑

AXIS： SHOR↑ VERTICALしONG

　　A

HORIZONTALしONG

8MIPP THAI」」UM

　　　　　　　　　　　　　　　　　B
Fig．5　Case　presentation．　A　67－year－01d　male　underwent　angioplasty　on　the　day　of　onset　of

　　　infarction．　In　the　acute　phase，1231－BMIPP　revealed　a　defect　in　the　anterior　wall　where

　　　ooiTl　uptake　was　almost　normal　and　the　wall　motion　showed　asynergy　in　that　region

　　　（A）．In　bull’seye　maps，’231－BMIPP　shovvs　1arger　defect　extent　than　an’Tl（B）．

m．結　　果

　1231－BMIPPの欠損の拡がりは2°iMの拡がりよ

りも大きく，その比は1．80±1．18であった．この

うち，冠血行再建術が施行された例は，2．03±

1．50，また冠血行再建が施行されなかった例は

1．59±0．79と全体よりも低値であるものの，やは

りi23　1－BMIPPの欠損が大であった．1231．BMIPPと

2°｝Tlのブルズアイ表示の欠損の拡がりの相関を

Fig．1に示す．相関係数は全体では0．81（P＜0．001）

で，このうち冠血行再建を施行した例は0．83（p＜

0．001），冠血行再建を施行しなかった例は0．79

（p＜0．Ol）となり，高い相関が認められた．

　Fig．2に左室駆出率と欠損の拡がりとの相関を

回帰直線で示す．1231－BMIPPとの相関係数は

一
〇．54（P＜0．01），201Tlでは一〇．44（P＜0．05）とな
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り，i231－BMIPPと左室駆出率との相関が高いこと

が分かった．このうち冠血行再建を施行しなかっ

た例では，相関係数はそれぞれ一〇．70（p＜0．05）

と一〇．59で，やはり1231－BMIPPが左室駆出率との

相関が高かった．しかし，冠血行再建施行例で

は，相関係数はそれぞれ一〇．39，－O．37と低値

で，ほとんど差はなかった．

　左室壁運動異常と1231－BMIPP，2°1Tlの集積低下

の一致，不一致率をFig．3に示す．壁運動異常と

集積低下が一致したものは1231－BMIPP，2°inそれ

ぞれ79％，75％とほぼ同頻度であった．しか

し，壁運動が異常であるにもかかわらず，集積低

下が認められなかった不一致率はi231－BMIPPで

14％であるのに対し，2°i”では38％と2°mで有

意に高頻度に認められた（p＜0．001）．

　発症4週間後に左室造影を施行された8例に

ついて，4週間後と発症直後の左室駆出率の差と

i231－BMIPPと2°i”の欠損の拡がりの差の相関を回

帰直線で求めた（Fig．4）．相関係数は0．55，冠血

行再建が施行された6例では054であった．こ

のように1231－BMIPPと2°inの乖離が大きいもの

ほど，駆出率の改善が大きい傾向があった．

　症　　例

　67歳男性，急性心筋梗塞症例．冠動脈造影に

て左前下行枝7番，対角枝9－2番の閉塞を認め

た．左室造影ではセグメント2，6の壁運動異常を

認めた．冠動脈拡張術が施行され，7番が47％，

9－2番が14％に開大した．

　発症6日目に心筋シンチグラフィが施行され，

1231．BMIPPでは前壁から中隔にかけて欠損が認め

られたが，2°1Tlでは明らかな欠損は認められず，

1231－BMIPPが左室壁運動とよく一致していた（Fig．

5A）．ブルズアイ表示ではi231－BMIPPの欠損が

2°i”より大であった（Fig．5B）．定量的にはt231－

BMIPPは173ブロック，201Tlは83ブロックで

1231－BMIPPR°in比は2．1であった．

IV．考　　察

　1231－BMIPPは局所心筋代謝を評価する目的で開

発され，虚血心筋において血流以外の情報を得る

ことができる．i231－BMIPPによる急性心筋梗塞の

検討では，i231－BMIPPと2°iTlの乖離が壁運動の改

善と関連すると言われている7・8）．われわれの結果

も，これをより定量的に支持するものであった．

　1231－BMIPPの欠損の拡がりは2°iTlより大で

あった．すなわち，心筋血流よりも脂肪酸代謝の

障害領域が広かった．このi231－BMIPPと2°iTlの

乖離は冠血行再建例で当然大きいが，再建未施行

例でも大きく，この乖離が急性心筋梗塞において

は冠血行再建の有無にかかわらず起こりうること

が示唆された．これは側副血行路による血流の供

給が関与するか，あるいは心筋の代謝が周辺部に

おいても低下する何らかの機序が働いていると考

えられる1）．また，PETを用いたグルコース代謝

のトレーサであるFDGを用いた研究で，1231－

BMIPPの集積低下領域ではFDGの増加している

ことが多く9），嫌気性代謝が主体となっているこ

とが示されている．

　左室機能との対比では，左室駆出率との相関は

i231－BMIPPが2°iTlよりも高い傾向にあり，　t231－

BMIPPが左室機能をよりよく反映していた．さ

らに，壁運動異常と一致する1231－BMIPP，2°ITIの

集積低下は同程度であるものの，壁運動が異常で

あるにもかかわらず，シンチグラフィ上で集積低

下を指摘できなかった不一致の頻度は2°iTlで高

かった．不一致を示したi231－BMIPPと2°iTlの頻

度の差は血流が良好であるにもかかわらず壁運動

が改善していないstumingを反映し，脂肪酸代謝

が低下している部位ではエネルギー産生が十分で

なく，壁運動に費やすエネルギーが不足している

ためと考えられる1）．

　心筋梗塞発症後，4週間未満では壁運動の改善

は不良であるが，4週間以降では壁運動が良好で

あるという報告があり1°），4週間後のフォローが

壁運動改善の指標となる．さらに，乖離を示した

症例で左室駆出率が改善するものが多く，負荷

2°i”において再分布所見を呈し，viableな心筋の

存在が示唆されている7）．本検討における4週間

後のフォローでは，1231－BMIPPと2°1Tlの乖離が大

であるほど，左室駆出率の改善が大である傾向が
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あった．急性心筋梗塞発症直後では冠血行再建に

より血流が回復しても脂肪酸代謝異常，壁運動異

常が続いているが，4週間後では脂肪酸代謝の改

善と共に壁運動も改善し左室駆出率が改善する傾

向があり，発症直後の1231－BMIPPと2°1Tlの乖離

が4週間後には縮小したことが推測された．この

ようにi231・・BMIPPと2°i”の乖離の程度が左室駆

出率の改善の程度を予測しうることが示唆され
た．

V．結　　語

　急性心筋梗塞症例における壁運動との関連につ

いて検討した．1231－BMIPPは2°1Tlに比べて，欠損

の拡がりが大きく，左室駆出率ともよく相関し，

123　1－BMIPPと2°1T1の乖離が壁運動改善の指標とな

ることが示唆された．
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Summary

Relationship　between　’231－BMIPP　lmaging　and　Cardiac　F皿ction

　　　　　　　　　　　　　　　　　in　Acute　Myocardial　lnfarction

Yoshiaki　HIRosE＊，　Yoshio　lsHiDA＊，　Kohei　HAYAsHIDA＊，

　　　Toshiisa　UEHARA＊＊and　Tsunehiko　NisHiMuRA＊＊

　　＊Department　of1～adio’08y，∧la　ti‘，nat　Cardiovascu’ar　Center

＊＊Bio〃iedical　Research　Center，　Osaka　University〃edical　Schoot

　　We　evaluated　the　relationship　between　free　fatty

acid　metabolism　using　l231　beta－methyl－iodophenyl

pentadecanoic　acid（BMIPP）and　cardiac　function　in

acute　myocardial　infarction．　Twenty－five　patients

were　examined　with　1231－BMIPP　and　201TI　dual

SPECT．　The’231・・BMIPP　images　were　compared　with

the　20iTl　images　and　the　left　ventricular　wall　motions．

The　1231－BMIPP　images　showed　a　larger　uptake　defect

than　the　20’Tl　images．　This　was　marked　in　the　patients

after　revascularization　therapy．　The　uptake　decrease

of　l231－BMIPP　was　in　good　agreement　with　the　de－

crease　in　regional　wall　motion．　The　incidence　of

accordance　was　7990　of　the　wall　segments．　The　corre一

1ation　between　i231－BMIPP　defect　size　and　ejection

fraction　was　higher（r＝－0．54）than　that　of　20iTl（r＝

－ 0．44）．Subtraction　of（ejection　fractions　four　weeks

and　soon　after　infarction　correlated　well　with　the　sub－

traction　of　’231－BMIPP　and　201Tl　defect　sizes（r＝0．55）．

In　conclusion，1231－BMIPP　is　more　closely　related　to

wall　motion，　than　201Tl　and　might　be　valuable　in　pre－

dicting　the　functional　improvement　of　acute　myocar－

dial　infarction．

　　Key　words：　i231－BMIPP，　Acute　myocardial　in－

farction，　Left　ventricular　ejection　fraction，　Wall　mo－

tion，　Bulrseye　map．
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