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《原　著》

安定および不安定狭心症における1231－BMIPP心筋

　　　　　　　シンチグラフィの臨床的意義

井上　征治＊　　小林　秀樹＊＊

百瀬　　満＊＊　　笠貫　　宏＊

岡　　俊明＊　　河口　正雄＊

日下部きよ子＊＊　細田　瑳一＊

　要旨　労作性狭心症におけるi231－BMIPP心筋シンチグラフィ（BMIPP）の臨床的有用性について不安

定狭心症と対比して検討した．労作性狭心症33例を対象に安静BMIPPと運動負荷2°iTICI心筋シンチ

グラフィ（T1）を，また増悪型不安定狭心症13例に対し，安静BMIPPと安静TIを施行した．　SPECT

像は心筋を14セグメントに分割して評価した．労作性狭心症の心筋虚血282セグメント中のBMIPP

とT1負荷像のRI集積一致率は45％であり，T1負荷像の集積低下スコアが最も高かった．不安定狭心

症の虚血62セグメント中のBMIPPとT1安静像の一致率は32％で，　BMIPP像の集積低下スコアがT1

像より高かった．壁運動低下と各画像のR1集積低下を比較するとBMIPPとの相関（r＝O．71）が良好で

あった．狭心症においてBMIPPの集積低下を認める虚血部位は，心筋代謝が変化し，壁運動異常を伴

う場合があり，虚血としてより重症と考えられた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（核医学32：625－630，1995）

1．はじめに

　心筋の脂肪酸代謝を反映する放射性化合物とし

て，i231－15－（p－iodopheny1）－3－（R，S）methyl　pentade－

canoic　acid（BMIPP）がすでに日常臨床に応用され

ているト5｝．現在までの報告では，急性心筋梗塞

における冠動脈再開通療法後のTlとBMIPPの取

り込みの乖離や亜急性期までの時間経過による

推移などが明らかにされ，両者の像を比較するこ

とでstunned　myocardiumの診断の可能性も示され

た5）．また陳旧性心筋梗塞例を対象にBMIPP心筋

シンチグラフィによる梗塞部残存虚血心筋の評価
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に関する報告6、8）や不安定狭心症ではBMIPP心

筋シンチグラフィが狭心症責任冠動脈の同定に

有用と報告されている9）．しかし，安定労作性狭

心症を対象とした虚血心筋におけるBMIPP心筋

シンチグラフィの意義についての報告は少ない1°）．

　今回われわれは，労作性狭心症例を対象とし

て不安定狭心症例と対比しながら，BMIPP心筋

シンチグラフィの臨床的意義について検討し
た．

II．　対象と方法

　1．対　　象

　労作性安定狭心症33例（男性30例，女性3

例，年齢60±7歳）と不安定狭心症13例（男性7

例，女性6例，年齢67±8歳）を対象とした．全

例に冠動脈および左室造影を施行しており，労

作性狭心症例は，1枝病変7例，2枝病変13例，

3枝病変13例であり，15例に陳旧性心筋梗塞（前

壁10例，下壁5例）の既往が認められた．一方，
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不安定狭心症は，全例増悪型であり，1枝病変6

例，2枝病変6例，3枝病変1例で，4例に陳旧

性心筋梗塞（前壁1例，下壁3例）の既往があっ
た．

　2．方　　法

　労作性狭心症例に対して安静時BMIPP心筋シ

ンチグラフィおよび，運動負荷T1心筋シンチグ

ラフィを施行した．BMIPP心筋シンチグラフィ

は3時間以上の絶食後，安静の状況でBMIPP　l　l　l

MBqを静脈投与し，20分後よりSPECTを撮像

した．運動負荷Tl心筋シンチグラフィはBMIPP

心筋シンチグラフィ施行日から少なくとも2日以

上の間隔をあけて坐位自転車エルゴメータによる

多段階負荷法を用いて施行した．負荷終了1分前

にTIlllMBqを静注し，運動終了約8分後に負

荷像を，4時間後に再分布像を撮像した．不安定

狭心症例では，安静BMIPP心筋シンチグラフィ

および安静Tl心筋シンチグラフィを2日以上の

間隔をあけて上記と同様な方法で施行した．使用

した装置は，東芝社製GCA9300　A／HG型カメラ

であり，低エネルギー用高分解能型コリメータを

使用した．SPECT撮像は1方向40秒，6°ステッ

プ毎データ収集を施行し，SPECT再構成は180

度データ（右前斜位30度一左前斜位30度）を用

いた．

　得られたSPECT像を，　Fig．1に示したごとく

心筋を14セグメントに分割し，RI集積を視覚的

に正常（0），軽度集積低下（1），中等度集積低下

（2），欠損（3）の4段階に判定した．虚血領域を，
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Fig．　l　Visual　inte叩retation　of　regional　1231－BMIPP　and

　　　oo’Tl　distribution．　Basal　and　mid－ventricular　short

　　　axis　images　were　divided　into　12　segments，　and

　　　vertical　long　axis　image　was　also　divided　into　2

　　　apical　segments．

左前下行枝領域：セグメント1，6，7，12，13，14、

左回旋枝領域：セグメント2，3，8，9（左冠動脈

優位な場合には4も含む），右冠動脈領域：セグ

メント4，5，10，11（右冠動脈優位な場合には3

も含む）に分類し，それぞれ冠動脈枝毎に虚血領

域の各セグメントのスコアを加算してde・fect・score

を算出した．

　また左室造影所見より左室をAHAの分類に

従った7区域に分け，左室壁運動を正常（0），低

下（1），無収縮（2）の3段階に評価した．左前下

行枝領域はAHA分類のセグメント2，3，6に，

右冠動脈領域および左冠動脈優位な場合の左回旋

枝領域はセグメント4，5，7にそれぞれ相当する

ため，対象とした虚血領域が上記の冠動脈領域に

相当する場合には，各セグメントの壁運動のスコ

アを加算しwall　motion　scoreを算出した．なお

SPECT像の読影は3人の放射線科医が，左室造

影による壁運動の判定は3人の循環器医が，それ

ぞれ合議制にて行った．

　評価対象とした虚血領域は，1）労作性狭心症

例では運動負荷時に狭心症状と虚血性ST低下を

認め，冠動脈造影で90％以上の高度狭窄を有

し，狭心症の責任冠動脈病変と判定した領域であ

る．2）不安定狭心症例でも発作時の虚血性ST－T

変化を確認し，かつ冠動脈造影でgoq．以上の高

度狭窄を有し，責任病変と判定した領域である．

なお，心電図上異常Q波やR波の減高を認める

領域は，心筋梗塞の既往を問わず対象から除外し

た．また心電図はほぼ正常であっても非Q波梗

塞の既往が判明しているものは，その領域も対象

から除外した．本研究では，できるだけ梗塞部位

を除外し，梗塞のない虚血領域だけを選択した．

IIL　結　　果

　1．BMIPP像とTl像のセグメント毎のRI集

　　積の比較

　労作性狭心症例において，対象とした虚血領域

は，56領域（左前下行枝領域29，左回旋枝領域

8，右冠動脈領域19）であり，この56領域には，

282セグメントが含まれている．これら虚血282
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Table　1 Segmental　comparison　between　BMIPP　image　and　Tl　image　in　patients　with　stable

angina　pectoris（SAP，　left）and　unstable　angina　pectoris（UAP，　right）

SAP

0

stress　l

　Tl
　　　2

3

BMIPP
0　　1　　2　　3

49 15 5 0

41 34 12 2

24 29 24 2

3 13 10 19

Complete　concordance
　　　45％（1261282）

UAP

0

rest　l

Tl

　　2

3

　　BMIPP
O　　1　　2　　3

10 14 8 0

0 6 18 2

0 0 4 0

0 0 0 0

Complete　concordallce
　　　32％（20∫62）
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Fig．2　BMIPP　and　Tl　defect　scores　inpatients　with　stable

　　　angina　pectoris（SAP，1eft）and　unstable　angina

　　　pectoris（UAP，　right）．

セグメントの安静時BMIPPと運動負荷Tl心筋シ

ンチグラフィ早期像のそれぞれのR1集積低下の

比較をTable　1に示したが，両者の完全一致率は

45％であり，乖離したセグメントのうちT1のス

コアが高値を示したものが42％，BMIPPのスコ

アの方が高かったものは13％であった．

　一方，不安定狭心症例において，対象とした虚

血領域は13領域（左前下行枝領域5，左回旋枝領

域4，右冠動脈領域4）であり，この13領域に

は，62セグメントが含まれている．これら虚血

62セグメントの安静時Tlと安静時BMIPPのス

コアの完全一致率は32％にとどまり，68％は

BMIPPのスコアの方が高く，T1のスコアが高値

を示す例は認められなかった（Table　1）．

　2．虚血領域毎のBMIPPとTlのdefect　score

　　の比較

　安定労作性狭心症例における虚血56領域のお

のおののTlおよびBMIPPのdefect　scoreの比較

をFig．2に示した．労作性狭心症例では，　T1早期

像，遅延像，BMIPP安静像の順にそれぞれ6．8±

4．5，2．6±2．6，4．7±3．9と¶早期像が最も高値で

あった．

　一方，不安定狭心症例における13の虚血領域

毎のdefect　scoreは，安静T1像，安静BMIPP像

の順にそれぞれ，2．6±2．5，6．6±3．4とBMIPP像

が高値であった（Fig．2）．

　なお労作性狭心症例の虚血56領域中，Tl陽性

51領域（91％）に対して，BMIPP陽性43領域

（77％）であった．一方，不安定狭心症例の虚血13

領域では，BMIPP陽性13領域（100％）に対し

て，Tl陽性9領域（69％）であった．

　3．左室壁運動とdefect・scoreとの関係

　労作性狭心症例における虚血56領域中，左室

壁運動との対応が可能なのは，49領域（左前下行

枝領域29，右冠動脈または左回旋枝領域20）で

あった．これら49領域のRI集積のdefect　score
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Fig．3　The　relationship　between　T1（early：upper，　delay：

　　　middle）or　BMIPP（10wer）defect　scores　and　left

　　　ventricular　wall　motion　scores　in　patients　with

　　　stable　angina　pectoris（SAP）．

と壁運動のwall・motion・scoreとの関係をFig．3に

示した．それぞれの相関係数はT1早期像，遅延

像，BMIPP安静像の順にそれぞれ0．31，0．45，

0．71であった．BMIPPのRI集積低下と左室壁運

動の低下との間には，TlのR1集積低下と左室壁

運動の低下との相関よりも良好な相関が認められ

た．

IV．考　　察

　Tlは心筋の血流を反映する核種として虚血性

心疾患を中心に広く用いられている．一方，新し

い製剤であるBMIPPは心筋の脂肪酸代謝を反映

すると報告され，血流とは別の角度から各種心疾

患の診断や病態把握に利用されつつあるト5｝．今

回のわれわれの検討は，狭心症における虚血領域

を対象としてBMIPP心筋シンチグラフィの臨床

的意義をTl心筋シンチグラフィと比較しながら

明らかにすることを目的とした．

　安定労作性狭心症例では，全虚血セグメントの

87％は早期像によってTlの集積低下が明瞭に描

出され，虚血検出の感度としては¶がBMIPPよ

り優れている．これは運動負荷が可能である安定

労作性狭心症では，当然負荷により虚血が誘発さ

れるため，血流を反映するTlによってその虚血

が描出されるためである．BMIPPでは，ダイナ

ミックSPECTを用いた初期分布像はTlのように

心筋血流を反映すると報告されているIDが，本検

討では投与20分後からのSPECT像であり，心筋

の脂肪酸代謝を反映するもので，Tlのように直

接虚血を反映するものではないためと考えられ
る．

　一方，不安定狭心症では運動負荷が禁忌である

ため安静下の状況で虚血を評価することになる

が，対象となった虚血領域は，TlよりもBMIPP

の集積低下の方が顕著であった．BMIPPでは直

接Tlのように虚血を反映するのではないが，不

安定狭心症のように高度な虚血にたびたびさらさ

れた心筋は，血流が回復しても代謝は嫌気状態が

持続し，脂肪酸から糖代謝に変化したまま，安静

BMIPP像でBMIPPの集積低下がTlよりも，よ
り明らかとなったものと考えられるL12）．

　このように安定労作性狭心症と不安定狭心症と

では，疾患の重症度や病態も異なり，心筋がさら

される虚血の程度や頻度も異なり，その結果もた
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らされる心筋の代謝の状態や心筋障害の程度も異

なると予想される．したがってBMIPPの集積に

も違いが生じるのであろう．

　左室壁運動の低下と心筋のBMIPP集積低下と

の関係については，心筋梗塞の急性期から亜急性

期にかけてはよく相関することが，植原ら5）によ

り報告されている．本検討では不安定狭心症例の

心筋シンチグラフィと左室造影施行日との間に，

隔たりのある症例があり両者の関係を検討するこ

とができなかったが，安定労作性狭心症例の場合

においては，BMIPPの集積低下はT1の集積低下

よりも，よく左室壁運動と相関していた．これは

慢性的な虚血によって心筋局所の脂肪酸代謝が低

下した部位では，エネルギーの産生が十分に行わ

れていないため，壁運動も低下したものと推測さ

れ，いわゆるhibernating　myocardiumを検出して

いる可能性がある．

　以上より，安定労作性狭心症例の場合，単なる

虚血検出の観点からはT1心筋シンチグラフィで

十分と言えるだろう．しかし，安定，不安定のい

ずれの場合でも，狭心症でBMIPPの集積低下が

認められる部位は，虚血によって心筋代謝が変化

しているか，心筋障害をきたし壁運動異常を伴っ

ていることが予想され，BMIPPの集積低下を伴

わない虚血部位よりも虚血としてより重症と言え

る．したがって，臨床的にも治療の緊急性を考え

る上で役立つ可能性がある．特に梗塞歴のない不

安定狭心症では，安静BMIPPシンチグラフィ単

独のみで，かなり高率に虚血部位の同定と重症度

評価も可能である．また労作性狭心症では，Tl

との併用でhibernating　myocardiumの予測が可能

になるものと思われる．今後BMIPPやTl心筋シ

ンチグラフィを各種虚血性心疾患や他の心筋疾患

も含めて，それぞれの病態によって使い分けるか

併用することにより，疾患の質的診断の向上につ

ながるばかりでなく，治療上においても有用とな

ることが期待される．
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Summary

Usefu］ness　of　’231・BMIPP　Myocardial　lmaging　in　PatientS

　　　　　with　Stable　Effort　Angina　and　Unstable　Angina

　　　　　Seiji　INouE＊，　Hideki　KoBAYAsH1＊＊，　Toshiaki　OKA＊，　Masao　KAwAGucHl＊，

Mitsuru　MoMosE＊＊，　Hiroshi　KAsANuKI＊，　Kiyoko　KusAKABE＊＊and　Saichi　HosoDA＊

＊Departmentイ～∫　Ca　rdiolo8y，　The　Heart　lns’itute　6ゾノapan，　Toky‘，　WVomeパsルtedica／Co〃ege

　　　　　　　　　　　＊＊Depart〃ient　of　Radiology，　Tokyo　Wo〃len　’s　Medical　Co〃e8e

　　We　evaluated　the　clinical　significance　of　myocar－

dial　imaging　using　1231－15－（p－iodophenyl）－3－methyl

pentadecanoic　acid（BMIPP）scintigraphy　in　patients

with　stable　effort　angina　pectoris（SAP）and　unstable

angina　pectoris（UAP）．　Thirty・・three　patients　with　SAP

were　studied　using　rest　BMIPP　and　stress　20’TICI（Tl）

myocardial　scintigraphy，　and　1　3　patients　with　worsen－

ing　effort　type　of　UAP　were　also　examined　using　both

rest　BMIPP　and　Tl　scintigraphy．　We　compared　those

BMIPP　findings　with　myocardial　perfusion　images

obtained　with　Tl　and　the　regional　wall　motion　deter－

mined　by　left　ventriculography．

　　In　45％of　282　segments　of　myocardial　ischemia　of

SAP，　the　degree　of　myocardial　uptake　of　BMIPP　was

concordant　with　that　of　stress　Tl　and　the　de　fect　score

of　Tl　was　higher　than　that　of　BMIPP．　On　the　other

hand，　in　32％of　62　segments　of　ischemia　of　UAP，　the

degree　of　myocardial　BMIPP　and　Tl　uptake　was　con－

cordant　and　BMIPP　defect　score　was　higher　than　Tl

score．　In　SAP，　the　decrease　in　regional　wall　motion

agreed　better　with　the　decrease　in　myocardial　uptake

of　BMIPP　than　that　of　Tl．

　　These　results　suggest　that　myocardial　ischemic　re－

gions　decreased　BMIPP　uptake　show　the　disturbance

of　fatty　acid　metabolism　and　lead　to　abnormal　wall

motions．　Such　ischemic　regions　may　be　clinically　se－

vere　state　in　patients　with　angina　pectoris．

　　Key　words：　Beta－methyl－iodophenylpentade－

canoic　acid（BMIPP），　Stable　effort　angina　pectoris，

Unstable　angina　pectoris，　Left　ventricular　wall　mo－

tion．
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