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　要旨　心筋梗塞100例を対象に局所心筋血流と脂肪酸代謝障害の関係を解析すべく，T1！BMIPP心筋

SPECTを急性期，回復期にのべ131回施行し，その集積異常をパターン分類し，冠狭窄度，局所壁運

動と比較検討した．異常集積部位157領域ではBMIPP集積低下（B）型解離が急性期，回復期とも解離

なし（E）型，T1集積低下（T）型解離に比し有意に（p〈0．05）高頻度（92領域，59％）で，ことにT型は急

性期もっとも低頻度（14領域，9％）であった．前壁中隔領域ではB型がE型，T型に比し有意に（p＜

O．05）多く（68％vs．27％vs．5％），下壁，後側壁領域ではT型がより高頻度（11～13％）であった．高度冠

狭窄病変はB型（76％），E型（72％）に比し，　T型（43％）で低い傾向を示した．局所壁運動異常の頻度

は，T型で他の2群に比し有意に（p＜O．05）低く，全体ではB型（91％），　E型（96％），　T型（46％）であっ

た．以上，発症90日以内の梗塞心では脂肪酸代謝低下型解離が高頻度で，高度な壁運動異常，冠動脈

病変を伴う．心筋血流低下型解離は低頻度で，下壁，後側壁に多く，また冠動脈疾患重症度との関係は

乏しく，その発生機序にT1減衰の影響も推察された．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（核医学32：1061－1071，1995）

1．はじめに

　近年の再灌流療法（PTCA，　ICT）の進歩と普及に

伴い，心筋viabilityや心機能障害可逆性の評価，

さらに再灌流療法の治療効果判定の重要性が増し
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てきた．ことに，心筋血流と壁運動解離の存在が

注目されるようになり，その病態解析においても

従来の心筋血流，局所心筋壁厚そして局所壁運動

評価では必ずしも十分ではないことが認識されて

きた．この点，SPECT用側鎖脂肪酸製剤の1231一β一

methyl－p－iodophenyl　pentadecanoic　acid（以下1231－

BMIPP）1）は，従来の方法では得られない心筋細

胞内情報を提供するものと期待されている．近

年，代謝イメージングの進歩により心筋血流と心

筋代謝の解離2・3）も検出され，BMIPPイメージン

グによっても血流／心筋脂肪酸代謝解離の存在が

明らかにされつつある4）が，その頻度や臨床的意

義は必ずしも確立していない．

　本研究では心筋梗塞急性期および回復期におけ

る心筋血流と脂肪酸代謝障害の関係を解析すべ
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1062 核医学　32巻10号（1995）

く，T1／BMIPP集積パターンを分類し，その臨床

的意義を梗塞部位，局所壁運動そして冠動脈病変

との関係から検討した．なお，本研究は北海道心

筋代謝画像研究会による多施設共同研究の一環と

して施行された．

II．対象および方法

　1．対　　象

　対象は北海道心筋代謝画像研究会登録施設のう

ち9施設において（Table・1），1993年5月より1994

年9月までに集計され，Tl，　BMIPP心筋シンチ

グラフィを施行しえた心筋梗塞症連続100例（平

均61±11歳，男女比79／21）を対象とし，再施行

31例をふくむ延べ131回の検査を解析対象とし

た．発症後30日以内の急性期にTl，　BMIPP心筋

シンチグラフィを施行しえた症例は82例で，再

灌流療法成功（以下再灌流群）は54例（平均62±

12歳，男女比39／15），再灌流療法不成功をふくめ

た非再灌流療法（以下非再灌流群）は28例（平均

60±10歳，男女比24／4）であった．また，発症後

31～90日の回復期に’1’1，BMIPP心筋シンチグラ

フィを施行しえた症例は，急性期での施行例31

例をふくめ延べ49例で，再灌流群27例（平均60

±12歳，男女比21／6），非再灌流群22例（平均60

±9歳，男女比18／4）であった．なお再梗塞は12

例（急性期6例，回復期6例）であった．再灌流

療法は24時間以内に施行され，うち59例がdi－

rect－PTCA，22例が血栓溶解療法（ICT）であっ

た．今回の梗塞部位の内訳は，急性期，回復期そ

れぞれ前壁中隔42例，24例，後側壁11例，12例，

下壁29例，13例であった．心筋梗塞の診断は，

典型的症状，標準12誘導心電図異常（ST上昇），

血清逸脱酵素の上昇，ピロリン酸心筋集積のうち

三つ以上の所見から確定された．また，全例にお

いて退院前に冠動脈造影が施行され，各施設担当

医により冠動脈病変が評価された．有意冠動脈病

変（75％以上の狭窄）数では，1枝病変62例，2枝

病変25例，3枝病変6例，残る7例では有意冠

動脈病変を認めなかった．なお，明確な心筋壊死

所見を欠く場合や不安定狭心症例は除外した．

　2．方　　法

　（1）Tl，　BMIPP心筋シンチグラフィ

　安静空腹時に2°ITICIとi231－BMIPPをそれぞれ

74～148MBqを静注し，15～30分後にSPECT像

を撮像した．54例ではT1／BMIPP　dual　mode（201Tl

70keV，ウインド幅±10％：1231159　keV，ウイン

ド幅±109。）で撮像し，77例ではそれぞれ単独で

4日以内に施行された．なお，使用装置はTable

lに示す．また吸収補正，クロストーク補正は施

行しなかった．

　（2）画像解析

　左室5領域（前壁，中隔，下壁，側壁，心尖部）

について，T1とBMIPPの集積異常の解離を，（1）

TlとBMIPPの集積異常が同じ範囲でも，一方の

集積異常が他方のそれに比しより高度に異常を示

す場合，（2）TlとBMIPPの集積異常の範囲が明

らかに異なる（一方が明らかに大きい）場合，と定

義し，Rl画像解析担当医4名の視覚的評価を合

議制により，以下のごとく，Tl集積低下型解離

（T型），BMIPP集積低下型解離（B型），解離なし

（E型），と判定した．なお，再梗塞12例における

慢性期梗塞部位（いずれも発症後91日以上経過）

の13領域は解析対象から除外した．

　（3）局所壁運動評価

　局所壁運動は117回のTl／BMIPP検査の同時期

に評価可能であった．AHA分類に従った左室領

域毎に，99例はX線左室造影法，18例は超音波

断層心エコー図法にて局所壁運動をRI画像解析

担当医とは異なる他の検者により，normokinesis，

hypokinesis，　akinesis，　dyskinesisに評価した．ただ

し，同じ冠動脈支配領域でも広範囲にわたり異な

る局所壁運動異常を示した場合（たとえば，前壁

梗塞でakinesisとdyskinesis双方を示す時）は局

所壁運動はそれぞれで評価したため，143領域に

ついて解析した．

　（4）冠動脈病変の評価

　冠動脈造影は再灌流療法施行例では急性期に，

また回復期においては全例で施行された．有意な

冠動脈病変を75％以上と定義した．冠動脈の支

配領域は左前下行枝，回旋枝，右冠動脈をそれぞ
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（A）
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8days
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Fig．1　Thallium　and　BMIPP　bulFs　eyc　SPECT　images　from　3　paticnts　with　myocardial　inrarcti（ハn．（A）A74－ycar－old

fcmale　with　acutc　anteroseptal　infarcti（＼n　and（）bstructcd　left　anterior　dcsccnding　coronary　artery　which　was　successfully

repcrfused　by　primary　c（）ronary　angioplasty．　Thc　SPECT　images　obtaincd　on　thc　8th　and　36th　days　aftcr　thc　o　n　g．　ct　clearly

show　thc　markedly　reduced　BMIPP　uptake　c（ハmpared（o　that　of　thallium　in　thc　infarcted　region，　namcly“B－typc　Tl／BMIPP

mismatch．”　Contrast　left　ventriculography　rcvcaled　definite　hypokineg．　is　in　thc　antcroscptal　and　apical　scgmcnts　which　was

sustaincd　for　a　f“0110w－up　interva1．（B）A64－ycar－old　male　patient　with　acutc　p（〕sterolateral　infarction　and　a　conservative

therapy．　The　SPECT　imageg．　on　the　8th　and　2．　9th　days　aftcr　the　onset　dcmonstrate　the　equivalently　reduccd　uptakes　ot’thallium

and　BMIPP　in　thc　infarcted　region』amcd　as“E－typc　T1／BMIPP　uptake．”Thc　p（）sterolateral　segmen【showcd　an　akinetic　wall

motion　on　contras日cft　ventriculogram　and　2－dimcnsional　echocardiogram．（C）A64－year－01d　male　with　acute　inferior

infarction　and　a　conservative　therapy．　Tha川um　and　BMIPP　bull’s　eye　maps　obtaincd　on　the　8th　days　at「ter　the　onsct　delineate

the　more　rcduced　thallium　perfusion　relative　to　BMIPP　uptake　in　the　postcrior　scgmcnしi．e．，“T－typc　T1／BMIPP　mismatch．”

Contrast　lcft　vcntriculography　revealcd　mild　hypokincsis　in　the　corrcsp（）nding　segmcnL
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Fig．2　1ncidences　of　the　3　types　of　thallium　and　BMIPP　uptakes　during　acute　and　recovery

　　　stages　of　myocardial　infarction　in　the　recanalization（open　column）and　non－

　　　recanalization　groups（closed　column）．　Type　B，　reduced　BMIPP　uptake　relative　to　that

　　　of　thallium　in　infarcted　myocardium；Type　E，　equivalent　uptakes　of　thallium　and

　　　BMIPP；Type　T，　reduced　thallium　uptake　relative　to　that　of　BMIPP　in　infarcted

　　　myocardium．＊p〈O．05
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Fig．3　Correlations　between　the　infarct　locations　and　the

　　　3types　of　thallium　and　BMIPP　uptakes：open

　　　column，　Type　B（reduced　BMIPP　uptake　relative

　　　to　that　of　thallium）；barred　column，　Type　E

　　　（equivalent　uptakes　of　thallium　and　BMIPP）；

　　　closed　column，　Type　T（reduced　thallium　uptake

　　　relative　to　that　of　BMIPP）．＊p〈0．05

れ左室5分割の前壁中隔と心尖部，側壁，下壁に

対応させて検討した．

　（5）統計解析

　数値は平均±標準偏差で示し，頻度差はZ2検

定にて判定し，有意水準はp＜0．05とした．

m．結　　果

　（1）症例呈示

　典型的症例を呈示する．

　症例1　（74歳，女性）前壁中隔梗塞

　搬入時の冠動脈造影にて左前下行枝に完全閉塞

を認め，direct－PTCAにて再開通成功（残存狭窄

25％）．発症8日後と36日後のTl／BMIPP心筋シ

ンチグラフィでは，いずれも軽度なT1集積低下

に対し，BMIPP集積は高度に低下し．　B型集積解

離と判定された（Fig．1A）．なお，左室造影上前壁

中隔から心尖部に明らかなhypokinesisを認め，

この壁運動異常も持続した．

　症例2　（64歳，男性）後側壁梗塞

　保存的治療例で，発症8日後，29日後のT1／

BMIPP心筋シンチグラフィでは，　T1とBMIPP

いずれも高度な集積低下を示し，その間に集積解

離を認めず，E型と判定した（Fig．1B）．左室造

影，超音波断層心エコー図法では下壁にakinesis

を認めた．
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Table　l　Registered　9　hospitals　in　Hokkaido　Myocardial　Metabolic　lmaging　Study　Group

Hospitals Instrumentation（γcamera，　computer）

Sapporo　Medical　University　Hospital

Hokkaido　Circulation　Hospital

SapPoro　Cardio－Circulatory　Clinic

Sapporo　Social　Insurance　General　Hospital

Nikkoh　Memorial　Hospital

Asahikawa　City　Hospital

Asahikawa－Kousei　General　Hospital

Nayoro　City　Hospital

Teinekeijinkai　Hospital

SNC　5100R，　Scintipac　24000（Shimadzu）

STARCAM　4000　XC／T（GE）

ZLC　7500，　Scintipac　700（Shimadzu）

SNC　510R，　Scintipac　7000（Shimadzu）

SNC　510R，　Scintipac　7000（Shimadzu）

GCA　901A，　GWS　550U（Toshiba）

SNC　51　OR，　Scintipac　7000（Shimadzu）

GCA　901AIHG，　GWS　5500A（Toshiba）

GCA　602A，　GWS　550U（Toshiba）

Table　2　Abnormal　157　segments　detected　by　myocardial　SPECT　with　thallium，　BMIPP，　or　both

Anteroseptal

　segment

Posterolateral

　segment

Inferior

segment
Total

Acute　stage（82　patients）

　Recanalization

　Non－recanalization

Recovery　stage（49　patients）

　Recanalization

　Non－recanalization

＜
」
？
」3
1

8
1
1
1

7
く
」

く
」
7
’

？
」
つ
」

〔
∠

1

0
ノ
ー

　
1

く
J
1
6
3

〔

∠
O
／

3
（
∠

Table　3 Coronary　fi　ndings　of　581esions　in　50　patients　without　reperfusion　therapy　during

　　　　　　the　acute　phase　of　myocardial　infarction

Types　of　thallium／

　BMIPP　uptake

Coronary　stenosis

100％ 99％ 90％ 75％ 75％〉 Total

Type　B

Type　E

Type　T

15（50％）

13（62％）

2（29％）

4（13％）

0（0％）

1（14％）

4（13％）

2（10％）

0（0％）

3（10％）

3（14％）

1（14％）

4（13％）

3（14％）

3（43％）

O
1
7
’

咋

」
角
∠

Type　B，　reduced　BMIPP　uptake　relative　to　that　of　thallium　in　infarcted　myocardium；Type　E，　equivalent　uptakes

of　thallium　and　BMIPP；Type　T，　reduced　thallium　uptake　relative　to　that　of　BMIPP　in　infarcted　myocardium．

　症例3　（64歳，男性）下壁梗塞

　保存的治療例で，発症8日後の比較でBMIPP

に比しT1の集積低下はより明らかであり，T型

と判定した（Fig．1C）．左室造影では下壁心基部に

軽度のhypokinesisを認めた．

　（2）血流／心筋脂肪酸代謝解離の頻度

　血流（Tl集積）あるいは心筋脂肪酸代謝（BMIPP

集積）異常は，急性期102領域，回復期68領域

の計170領域に認められ，このうち慢性期梗塞部

位13領域は対象から除外し，残る急性期96領

域，回復期61領域の計157領域について，以下

の解析対象領域とした．その再灌流群，非再灌流

群における内訳は，急性期はそれぞれ前壁中隔

（心尖部を含む）35領域13領域，後側壁7領域，

5領域，下壁23領域，13領域であり，回復期では

それぞれ前壁中隔（心尖部を含む）18領域，11領

域，後側壁5領域7領域，下壁9領域，11領域で

あった（Table・2）．

　再灌流群の急性期54例，65領域におけるB

型，E型，　T型の頻度は，それぞれ36領域（55％），
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Table　4 Regional　wall　motion　abnormalities　in　143　regions　showing　abnormal　uptakes

　　　　　　　of　thallium　and／or　BMIPP

Types　of　thallium／

　BMIPP　uptake　　normokinesis

Regional　wall　motion

hypokinesis akinesis dyskinesis Total

Recanalization　group（77　patients）

Type　B

Type　E

Type　T

5（10％）

2（6％）

4（44％）＊＃＄

Non－recanalization　group（40　patients）

Type　B

Type　E

Type　T

2（7％）

0（0％）

2（50％）＊＃

25（48％）

16（48％）

4（44％）

22（76％）

9（56％）

1（25％）

19（37％）

13（39％）

1（ll％）

5（17％）

6（38％）

0（0％）

3（6％）

2（6％）

0（0％）

0（0％）

1（6％）

1（25％）

（

∠
3
0
ノ

く
」
つ
」

0
／
6
4

〔
∠

1

Type　B，reduced　BMIPP　uptake　relative　to　that　of　thallium　in　infarcted　myocardium；Type　E，　equivalent

uptakes　of　thallium　and　BMIPP；Type　T，　reduced　thallium　uptake　relative　to　that　of　BMIPP　in　infarcted

myocardium．＊p＜0．05　vs．　Type　B十E，＃p＜0．05　vs．　Type　E，＄p＜0．05　vs．　Type　B．

23領域（35％），6領域（9％），回復期27例，32領

域ではそれぞれ20領域（63％），9領域（28％），3

領域（9％），といずれもB型，E型はT型に比し

有意に高頻度（p＜0．05）であり，B型はE型に比

しても有意に高頻度（p＜o．05）であった（Fig．2）．

また，非再灌流群の急性期28例，31領域ではそ

れぞれ18領域（58％），12領域（39％），1領域

（3％），回復期22例，29領域ではそれぞれ18領

域（62％），7領域（24％），4領域（14％），といず

れもB型はT型に比し有意に高頻度（p＜0．05）で

あったが，急性期E型のみT型に比し有意に高

頻度（p＜0．05）であった．全体ではB型59％，E型

32％，T型99。であった．このように，両群とも

B型が高頻度，T型がもっとも低頻度であり，さ

らにT型は回復期非再灌流例に多い傾向を認め
た．

　（3）血流／心筋脂肪酸代謝解離型と梗塞部位

　　の対比

　集積異常部位別にB型，E型，　T型の頻度を比

較すると，B型，　E型，　T型はそれぞれ前壁中隔

領域では52領域（68％），21領域（27％），4領域

（5％）とB型は他に比し有意に（p＜0．05）多く，一

方T型が最も低値（p＜0．05）であった．下壁領域

（27領域，52％vs．18領域，35％vs．7領域，

13％），後側壁領域（13領域，46％vs．12領域，

43％vs．3領域，　ll％）においてもT型はB型，　E

型に比し有意に（p＜0．05）低値であったが，T型

がやや増加した（Fig．3）．全体ではB型に比しT

型で有意に（p＜0．05）非LAD領域の頻度が多く，

T型は14領域中10領域（71％）が非LAD領域で
あった．

　（4）血流／心筋脂肪酸代謝解離型と冠動脈病

　　変の対比

　血流／心筋脂肪酸代謝解離型と冠動脈病変の関

係を検討するために，非再灌流群50症例の58病

変を対象とした．90％以上の高度狭窄を示す頻度

はB型，E型でそれぞれ76％，72％に比し，　T型

では43％と低値傾向を示した（Table　3）．高度狭

窄（90％以上）41病変にしめる割合も，B型（23／

41＝56％），E型（15／41＝37％）に比し，　T型で明

らかに少なく（3／41＝7％），完全閉塞30領域で

は，B型，　E型はそれぞれ50％，43％とほぼ同頻

度であったが，T型はわずか7％であった．しか

しながら，いずれもT型の領域が少なく有意差に

は至らなかった．また，自然再開通28領域では

B型，E型それぞれ54％，29％と自然再開通例で

相対的にB型が高頻度となった．一方，非有意病

変（75％未満）の10領域ではB型，E型，　T型そ

れぞれ40％，30％，30％と相対的にT型の頻度

が増加した．
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　（5）血流／心筋脂肪酸代謝解離型と局所壁運

　　動の対比

　局所壁運動は117回の検査において，集積異常

を示したAHA分類上の143領域について評価し

た．T型の頻度が全体で13領域と少ないため急

性期，回復期をまとめて解析した．B型，　E型，

T型領域における局所壁運動異常（hypokinesis～

dyskinesis）の頻度は，再灌流療法群でそれぞれ47

領域（90％），31領域（94％），5領域（56％）で，B

型，E型に比しT型はいずれも有意に（p＜0．05）

低頻度であった．また，非再灌流療法群でもそれ

ぞれ27領域（93％），16領域（100％），2領域（50％）

であり，B型，およびB＋E型に比しT型では局

所壁運動異常がいずれも有意に（p＜0．05）低頻度

であった（Table　4）．

IV．考　　案

　本研究では心筋梗塞急性期および回復期の延べ

131症例において，心筋血流と脂肪酸代謝障害の

関係を，梗塞部位別に分類し，その臨床的意義に

ついて多施設共同研究にて検討した．

　（1）梗塞部位と血流／脂肪酸代謝解離様式

　急性心筋梗塞発症後，血流低下に比し脂肪酸代

謝障害はより高度に生じ，回復期においても残存

する4へ7）．このB型解離に対し，脂肪酸代謝に比

し血流がより高度に障害されている可能性を示す

T型解離の存在も知られていた4－6）．本邦第3相

治験の心筋梗塞125例における検討では，T型解

離は急性期5％，回復期10％とされ4｝，症例数に

基づく成績であるためか，本研究結果よりさらに

低頻度であった．しかし，その臨床的意義，梗塞

部位との関係については不明であった．

　梗塞病変におけるE型はT1とBMIPPの心筋

集積がほぼ同等に低下しているため解離を示さな

かったことを示し，血流障害から好気的代謝障

害，細胞膜障害に至る高度な心筋の障害あるいは

壊死を意味すると考えられる．これに対し，B型

解離はBMIPP集積低下に比し，　T1集積は相対的

に維持されており，好気的代謝は障害されている

ものの，細胞膜障害に至っていない生存心筋の存

在を意味していると考えられる．したがって，B

型とB型の発現機序の差は受けた虚血性心筋障害

の程度により，血流障害から壊死に至る種々の段

階を表すものと推察される．一方，T型解離の機

序は不明であるが，本研究ではその75％を後側

壁，下壁領域に認め，有意に非LAD領域で有意

に高頻度であったことは，1231に比した2°ITIの減

衰の影響の可能性を示唆している．ただし，Tl／

BMIPP同時収集では静注20～30分後の撮像であ

り，このためTlに比し長く心筋内に停滞する

BMIPP3）の集積がより高く描出されている可能性

もある．

　（2）冠動脈病変，再灌流と血流／脂肪酸代謝

　　解離様式

　T型解離は回復期や血行再建術未施行例により

多く観察されている4）．今回の結果でもT型解離

が非再灌流群回復期に最も高頻度であった．さら

に，今回の冠動脈病変との関係の解析から，回復

期の高度冠狭窄（90％以上）はB型解離およびE

型領域と密接に関係していたが，T型解離領域と

の関連は乏しいことが明確となった．

　本研究ではB型解離の頻度は，急性期の再灌流

療法の有無では差異を認めなかったが，待機的血

行再建術によりB型解離の頻度が増すとの報告4）

がある．この差異の機序として，対象例，解離の

評価法，血行再建術式，撮像時期，冠動脈病変な

どが影響している可能性があり，同一症例の経時

的観察による詳細な解析が重要と考えられる．ま

た，B型解離の頻度自体は急性期（発症後30日以

内），回復期（発症後30～90日）とも同程度に高

率であった．本邦第3相治験4）においても，心筋

梗塞発症90日以内におけるB型解離の頻度は約

70％と，今回の結果とほぼ一致している．また，

脂肪酸代謝障害は回復しうる7・8｝ためか，90日以

上経過するとその頻度は約40％に低下する4）．し

たがって，心筋脂肪酸代謝異常が少なくとも数か

月間残存する症例も少なくなく，血流／心筋脂肪

酸代謝解離の回復にはさらに長期間必要であると

推測される．しかし，かかる長期間にわたる心筋

脂肪酸代謝異常の臨床的意義については，さらに
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詳細な解析と経過観察が必要と考えられる．

　（3）局所壁運動と血流／脂肪酸代謝解離様式

　局所壁運動異常がT型解離に比しB型解離，

E型とより強く関連していたことは，両者に共通

するBMIPP集積の低下　　B型解離ではTl集積

に比した相対的低下，E型ではT1集積と同等な

低下　　がより左室機能障害に関係しており，局

所壁運動低下の機序の一つとして心筋脂肪酸代謝

障害が重要であること7～川を示唆している．一

方，T型解離領域で虚血性左室機能障害が低頻度

で，比較的軽度であったことも，BMIPP集積が

比較的保持されていれば，局所壁運動も保たれる

ことを示しており，同様にBMIPP集積の左室機

能との関連性を裏づけている．

　ただし，B型解離7領域においてもその頻度は

低いながら（7／81領域，8．6％），局所壁運動低下を

認めなかった（Table　4）．この理由として，かかる

7領域がすべて非前壁梗塞（下壁梗塞5領域，後

側壁梗塞2領域）で梗塞範囲が比較的小さかった

こと，Tl集積低下が比較的軽度（T1欠損例はな

く，集積低下も軽微）であったためと推察され

る．またこのことは脂肪酸代謝異常がすべて局所

壁運動異常をきたしているわけではないことを示

唆している可能性もある．これまでにも，Tl集

積，壁運動がともに改善してもなお，BMIPP集

積低下を呈したとの報告はある12）．viableな心筋

におけるBMIPP集積低下部位では糖代謝充進が

観察されており9｝，BMIPP集積が心筋エネルギー

産生のすべてを表しているわけではなく，した

がって脂肪酸代謝以外のエネルギー代謝が代償的

に維持されている可能性も考えられる．なお，E

型解離2領域，T型解離6領域においてもnormo－

kinesisを示したが，すべて心室中隔部（4領域）あ

るいは下壁領域（4領域）に限局する比較的小さな

集積異常領域であった．

　本研究では急性期症例を発症後30日以内とし

て一括して解析したが，この期間においても局所

壁運動が変化する症例も存在しうる12）と推察さ

れ，さらに詳細な解析と追跡は必要であると考え

られた．

　（4）血流／脂肪酸代謝解離の臨床的意義

　近年，viabilityを有する心筋における虚血性あ

るいは虚血後残存する左室機能障害（stunning／

hibemation）が注目されているが，このような心

筋血流／壁運動解離の機序は必ずしも明らかでは

ない13）．虚血後の心機能障害遷延の原因としてB

型解離（より高度な心筋脂肪酸代謝障害）が関与す

る直接的証明は本研究結果のみでは困難である

が，今回明確となった冠動脈病変，局所壁運動異

常との密接な関係はその可能性を示唆している．

したがって，虚血性心筋障害の重症度をより正確

に決定し，さらに局所壁運動異常の回復を推測す

る上でB型解離の有無を評価することはきわめて

重要と考えられる．本研究は同一症例における

Tl／BMIPP集積解離の経時的解析結果ではない

が，著者らの予備的検討における急性心筋梗塞症

31例の経時的観察結果から，B型解離と左室機能

回復の密接な関係を認めている7）．今後，心筋脂

肪酸代謝障害の回復時期やB型解離と虚血性心機

能障害の回復過程がどの程度一致するかさらに検

討する必要がある．

　E型領域は血流，代謝の同程度の障害を意味す

るが，そのほとんどは両者の欠損である．やはり

同一症例における経過観察が必要であるが，この

ような領域における心筋viabilityは期待できず，

関連する高度な心機能障害の回復の可能性は低い

と推察される5）．この点は，血流とi8F－deoxy－glu－

cose－PET上の糖代謝の一致した欠損14）と同意義

と考えられる．

　本研究でいうT1／BMIPPの解離はあくまで相対

的な集積の差を意味するため，T型解離領域にも

有意な冠病変や壁運動障害は存在したが，T型解

離はB型解離に比し，冠狭窄や虚血性壁運動障害

との関連性に乏しかった．また，T型解離を非

LAD領域に多く認めたことは，その意義，発生

機序を考える上で重要である．その機序として，

前述のごとく，2°iTlの減衰やTlとBMIPPの心

筋内集積動態（停滞時間）の差異の影響が最も考え

られる．両トレーサの集積機序の差　　T1が血

流，膜Na／K－ATPase依存性に対し，　BMIPPは拡
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散，細胞内脂質プールへの貯蔵一が関与する可

能性もあるが，Na／K－ATPaseの障害を生じる高度

な虚血下で好気的脂肪酸代謝（BMIPP集積）障害

が相対的にせよ軽度にとどまる可能性は低い．

BMIPP集積はトリグリセリドプールを反映し15），

動物実験による急性脂肪酸代謝阻害下ではトリグ

リセリドプールの増加を反映してBMIPP集積は

増加する16）．また，β酸化の障害ではその利用低

下から，細胞内acyl－CoAやトリグリセリドは

増加する17）．したがって，このような細胞内ト

リグリセリドプール増加をT1集積低下に比した

BMIPP集積増加（T型解離）としてとらえている

可能性もあるが，臨床的には考えがたい．なぜな

らば，虚血急性期，トリグリセリドプール増加に

引き続き遊離脂肪酸の細胞内への取り込みは低下

すること，i　iC－palmitate　PETでも虚血部の脂肪酸

集積低下は高度であり，その増加は観察されてい

ないこと，本研究を含めT型解離を虚血障害で説

明するには低頻度4）すぎること，などのためであ

る．ただし，脂肪酸（BMIPP）摂取は直接的には血

流量に依存せず，血流低下部位では逆にそのex－

tractionが増加する結果，　T型解離を生じる可能性

はあるが，T型解離領域の血流低下をT1集積が

本当に正確に反映しているか疑問は残る．

　いずれにしろ，T型解離を冠狭窄や虚血性壁運

動障害と比較した結果，その病的意義は低いと考

えられる．今後，T型解離が撮像条件や経時的観

察によりどのように変化するかさらなる検討が必

要と考えられた．

V．結　　論

　心筋梗塞100例を対象に急性期82回，回復期

49回評価した局所心筋血流異常と虚血性心筋脂

肪酸代謝障害の関係について，梗塞部位別解析お

よび冠動脈病変，局所壁運動と対比検討し，以下

の結論をえた．

　（1）異常集積部位157領域におけるBMIPP集

積低下（B）型解離，解離なし（E）型，Tl集積低下

（T）型解離の頻度は，再灌流群，非再灌流群の急

性期，回復期ともB型が有意に（p〈0．05）高頻度

（全体で92領域，599。）であり，T型が有意に（p

＜0．05）低頻度（全体で14領域，9％）であった．

とくにT型は慢性期非再灌流例に多い（149・）傾

向を認めた．

　（2）冠動脈支配領域毎の解析ではB型がE
型，T型に比し有意に（p＜0．05）多く（68％vs．27％

vs．5％），下壁，後側壁領域ではT型が11～13％

と前壁中隔領域に比しより高頻度であった．ま

た，B型に比しT型で有意に（p＜0．05）非LAD領

域の頻度が多く，T型は14領域中10領域（71％）

が非LAD領域であった．

　（3）高度冠動脈狭窄（90％以上）を示す頻度は

B型，E型でそれぞれ76％，72％に比し，　T型で

は439。と低い傾向を示した．

　（4）局所壁運動異常の頻度はB型，E型，　T型

はそれぞれ，再灌流群90％vs．94％vs．56％，非

再灌流療法群93％vs．100％vs．50％，とT型でB

型，E型に比し有意に（p＜0．05）低値であった．

VI．結　　語

　心筋梗塞発症後90日以内では血流に比した心

筋脂肪酸代謝低下型解離を高頻度に認め，かかる

部位は高度な壁運動異常，冠動脈病変を伴う．一

方，心筋血流低下型解離は低頻度ながら下壁，後

側壁に多く認め，また冠動脈疾患重症度との関係

は乏しく，その発生機序にはTl減衰の影響も推

察された．
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Summary

Clinical　lmplications　of　Mismatched　Uptakes　of　Beta・Methyl　Fatty　Acid　Ana］ogue

　　and　Thallium　in　lnfarcted　Myocardium：Correlations　with　Coronary　Stenosis

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　Regional　Wa］1　Motion　Abnormality

Tomoaki　NAKATA’，　Akiyoshi　HAsHiMoToi，　Kenjiro　MiyAMoTo’，　Kenji　FuJIMoRI2，

Takashi　SHoGAsE3－，Kunihiko　HIRAsAwA4，　Hitoko　OGATA5，　Tsugumasa　FuJiwARA6，

　　　Teruaki　MiTA7，　Junichi　KAToH8，　Syuichi　TANAKA9，　Hirohisa　YAMAsHITAio，

　　　　　　Tamio　ABuRANoll，　Takeshi　KoBAyAsHii2　and　Masayori　FuRuDATEi3

　　　　　　　　　　　　〃okkoido〃yOCα琉01〃etab・1ic　1〃taging　Study　Group：

　　　　　　　　　　　　　　Sa〃oro〃edica’〃niversity，　School　of〃edicine，

　　　　　　iSecond　Depart〃le〃t　oflnternal　Mea！∫C輌ne　and　2Depa〃η1θη’of　Radio’08y∫

　　　　　　　　　　　　3鰍撤〃e〃τor輌・〃1・spital；　‘Asahik・wa　City　H・ぷpitaな

　　　　　　　　　　　　　　　　5∫α〃or・∫OC’a〃hsurance　General　Hospit・’元

　　　　　　　　　　　　6Sapporo　Circulati‘，ηあrosl7〃o／、－7Teinekei　’inkOi　Hospitaな

SAs・h’kawa－K・uぷe’Genera’Hθspital∫　“Nay・r・Cit＞，　H・spitat《　Asahikowa〃ε4輌coκo〃ege，

　　　　　　1°First　Dep・rf〃lent　・f加ern・1〃edicine　and　i　iDep・rf雁η’・f　Radi・’・gy∫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i21wamizawa　R・usai〃・spi’aな

　　　　　　　　　　　　i3Hokkαido　L1ηルersiりノ，　Depart〃lent　fゾ∧／uctearルfedicine

　　Myocardial　perfusion　and　fatty　acid　metabolism

were　assessed　by　using　myocardial　single－photon

emission　computed　tomography　with　thallium　and

beta－methyl－p－iodophenyl－pentadecanoic　acid
（BMIPP）during　acute　and／or　late　stages　of　myocardial

infarction　in　l57　infarcted　segments　of　100　patients．

The　incidence　of　reduced　thallium　perfusion　relative

to　BMIPP　uptake（“T－type”mismatch）was　signifi－

cantly（p＜0．05）lower（9％）compared　to　that　of　re－

duced　BMIPP　uptake　relative　to　thallium　perfusion

（‘‘B－type”mismatch）（59％）or　non－mismatched　seg－

ment（32％）」n　an　anteroseptal　region，　B－type　disso－

ciation　had　a　significantly　higher　incidence　compared

to　no　or　T－type　mismatch；68％vs．27％vs．5％，　re－

spectively，　whereas　the　incidence　of　T－type　uptake

was　relatively　high　in　inferior　and　posterolateral　re－

gions；13％，　l　l％，　respectively．　Severe　coronary

stenosis　was　observed　in　7690　of　B－type　segments　and

7290　of　non・・mismatched　segments　but　in　only　43　90　of

T－type　segments．　The　incidence　of　regional　wall　mo－

tion　abnormality　was　significantly　lower（46％）in　the

T－type　mismatch　segments　when　compared　to　the　B－

type（91％）or　non－mismatched　segments（96％）」n

conclusion，　myocardial　fatty　acid　metabolism　was

more　markedly　impaired　compared　to　an　involved

coronary　perfusion，　resulting　in　the　mismatch　of　per－

fusion　and　fatty　acid　metabolism．　Coronary　stenosis

and　regional　wall　motion　abnormality　are　more

closely　related　to‘‘B－type”mismatch　but　not　neces－

sarily　to“T－type”dissociation，　probably　because　of

attenuation　artifacts　in　inferior　and　posterolateral

regions　in　thallium　scan．

　　Key　words：　Myocardial　infarction，　Myocardial

scintigraphy，　Fatty　acid　metabolism，　Coronary

stenosis，　Regional　wall　motion．
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