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《症例報告》

軽労作負荷β一メチルーp－（1231）一ヨードフェニルペンタデカン酸

　　　　（1231－BMIPP）心筋シンチグラフイが心筋虚血の

　　　　　　　　　　　検出に有用であった2症例

伊藤　康志＊　　植原　敏勇＊

両角　隆一＊＊　　楠岡　英雄＊

福地　一樹＊

西村　恒彦＊

辻村英一郎＊

　要旨　心筋脂肪酸代謝は虚血の影響を受け易い．心筋脂肪酸代謝を反映するトレーサである1231－

BMIPP（BM）を用いれば，軽労作負荷により冠動脈罹患部位のBM心筋摂取は正常部位に比し低下す

ると推定される．そこで軽労作負荷BM心筋シンチを考案し，心筋虚血の検出に有用と考えられた2

症例を経験したので報告する．軽労作負荷は自転車エルゴメータにて25～50Wの運動負荷を行い，負

荷3分目にBMを投与しその後7分間同負荷を継続した．症例1は川崎病の12歳男性で，左前下行枝

＃6に90°／．狭窄を認めた．運動負荷2°tTl心筋シンチではRI集積低下を指摘できなかった前側壁に，軽

労作負荷BMシンチにてRI集積低下を認めた．症例2は3枝病変を認めた64歳女性で，軽労作負荷

i231－BMIPPシンチにより，運動負荷99mTc－sestamibiと同等の心筋虚血の検出を行えた．したがって軽労

作負荷BMシンチは，心筋虚血を鋭敏に検出できる可能性が示唆された．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（核医学32：1117－1123，1995）

1．はじめに

　健常心筋では脂肪酸のβ酸化が主なエネルギー

源となっており，虚血状態では脂肪酸代謝は抑制

され，グルコースの嫌気的糖代謝が主となるD．

したがって軽度の運動負荷でも冠動脈罹患部位は

正常部位に比し，脂肪酸代謝が血流異常より早く

傷害される．そこで脂肪酸代謝を反映するトレー

サである1231－BMIPP（BM）2）を用いて軽労作負荷心

筋シンチグラフィを行えば，BMの摂取は正常部

位に比し低下することが予想される．また軽労作
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であれば，虚血性心疾患の患者に対してより安全

に運動負荷を行える利点がある．以上の理由から

軽労作負荷BM心筋シンチグラフィ（Mild　Ex．－

BM）を考案し，心筋虚血の検出に有用と考えら

れた2症例を経験したので報告する．

II．方　　法

　1．検査手技

　BM　90　MBq投与20分後よりPlanar，　SPECTを

用いて初期像を，3時間後より同様に後期像を撮

像した．この後自転車エルゴメータにて25～50

wの運動負荷を行い，負荷3分目にBM　90　MBq

を投与し，その後7分間同負荷を継続した．BM

投与20分後に負荷像をPlanar，　SPECTを用いて

撮像した．症例1では，自転車エルゴメータによ

る多段階負荷漸増2°iTl心筋シンチグラフィ（Tl）

を行い，最大運動負荷時にT1を111MBq投与

し，その後1分間負荷を継続した．5～10分後に
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　　Fig．2　Schematic　representation　of　the　myocardial　segments．

負荷像（Tl－Ex．）を，3時間後に再分布像（Tl－RD）

を撮像した．また症例2では，99mTC－seStamibi

（MIBI）を使用した運動負荷をTlのそれと同様に

行い，MIBI　370　MBq投与30分後に負荷像（MIBI－

Ex．）を，3時間後に740　MBqを再投与し1時間

後に安静時像（MIBI－Reinj．）を撮像した（Fig．1）．

　2．データ収集および処理

　データ収集は低エネルギー汎用型コリメータ

を装着した3検出型ガンマカメラ（東芝社製

GCA9300A／HG）を使用した．　BMは，1方向45

秒，4度ごとにて，一方TlとMIB1は，1方向60

秒，4度ごとにて360度にわたりデータ収集を施

行した．エネルギーレベルはBM　l60KeV±

12％，Tl　71　KeV±10％，　MIBI　140　KeV±10％に

設定した．Pre　FilterはButter．Worth・Filter，　Recon．

FiherはShepp－Logan　Filterを使用し，体軸断層

像，水平面長軸断層像，垂直面長軸断層像，およ

び短軸断層像を作成し，心筋最大カウントの109。

でバックグラウンドのカットオフを行った．

　3．データ処理

　BM，　T1およびMIBI心筋像の心筋局所集積評

価は，心筋SPECTにて長軸，短軸25区画に分け

各区画についてRIの取り込みをUptake　scoreを

用いた視覚的評価とした．no　uptakeを1点，　se－

verely　reduced　uptakeを2点，　mildly　reduced　up－

takeを3点，　normal　uptakeを4点の4段階にUp－

take　scoreを設定し，2人の放射線科医の合議制で

半定量的に欠損像の判定を行った（Fig．　2）．

III．対　　象

【症例1】　M．L，12歳，男性

【現病歴］生後6か月時より熱発し，近医にて
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Fig．3　LAO　right　coronary　arteriogram、　showing　aneurysm　of　the　RCA＃L　RAO　left

　　　coronary　arteriogram，　showing　90％stenosis　and　aneurysm　of　LAD＃6．
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Fig．4　Case　L　l2year－old　male．　i231－BMIPP　uptake　at　mild　exercise（arrows）was　lower　than

　　　201TI　uptake　at　exercise　in　anterolateral　wall．

感冒の治療を受けるも2週間以上解熱せず，他院

受診し川崎病と診断された．5歳時に冠動脈造影

（CAG）を施行，左右併せて3個の冠状動脈瘤と左

右1個ずつの腋窩動脈瘤を認めた．平成5年6

月，トレッドミル試験にてSTの低下を認め，同

年8月CAG施行，左前下行枝（LAD）に90°／．狭

窄を認めた．CAG再検と手術適応の評価のた

め，同年11月24日当院第一外科入院となった．

なお経過中は無症状であった．

　【入院時現症］　身長150．1cm，体重52．6　kg，

脈拍108／分・整，血圧120／60mmHg，四肢末端に

変化なく，口唇発赤および頸部リンパ節腫脹は認

めなかった．

　【入院時検査成績］血液および尿検査に異常を
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Fig．5　Comparison　of　uptake　g．　corc　betwecn　i2il－BMIPP　and　2”iTl（り9川Tc－scstamibi）．　T1：20｜Tl、

　　　BM：｜2］1－BMIPP、　MIBI：り9mTc－scstamibi、　Ex．：excrclsc　imagc，　RD：rcdistribution

　　　image，　Reinj．：reinjected　image．

認めなかった．

　【心電図］不完全右脚ブロックを認めた．

　1心エコー図1左室の壁運動は良好であった．

　［CAG】　入院翌日に施行したCAGでは，　LAD

＃6に90％狭窄および動脈瘤を，RCA＃1に動脈瘤

を認めた（Fig．3）．

　［心筋シンチグラム所見】手術前に施行された

Tl負荷心筋SPECTでは集積低下部位は明らかで

ないが，同時期に施行された軽労作負荷t231－

BMIPP心筋SPECT（Mild　Ex．－BM）では前側壁に

集積低下を認めた．12月15日冠動脈バイパス術

（｝LITA　to　LAD）施行．この9日後のBMで同部

位の集積低下は回復している（Fig．4）．またUp－

take　scoreを比較してみると，術前のBM－Re：tは

TLRDとほぼ同等のscorcであるが，　Mild　Ex．－BM

はTl－Ex．より低値を示した（Fig．5）．

　【症例2】K．H．，64歳，女性

　［現病歴1平成4年11月歩行時に前胸部痛が

出現したが，近医受診しニトログリセリン投与さ

れ軽快した．平成5年2月近医にてCAG施行さ

れ3枝病変（RCA＃4に90％，　LAD＃6と＃7に

75％，LCX＃13に90°／．狭窄）を認め，冠動脈バ

イパス術目的にて当院第一外科入院となった．

　1入院時現症］身長160cm，体重66．2　kg，脈
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　　　　wag．　carried　out　and　RAO　let’t　coronary　arteriogram．　showing　25％stenosis　of　LAD＃6

　　　　and　＃8．

Short－Ax，

apex も

EX

　
難
．

MIBI

卓

Rest EX

↓
並
饗

BMtPP
Rest

base

　　　　　　捲

Horizontal

L°ng’Ax’　e

拶
繊
　J

（
↓

刈
Case　2

Fig．7　Case　2．64　yeaFold　female．1211－BMIPP　uptake　at　mild　exercise（arrows）was　almost

　　　　equal　to　99”’Tc－sestamibi　uptake　at　exercise　in　anterolateral　and　inferoposterior　wa1L
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拍50／分・整，血圧178／80mmHg，心尖部に1／6

度の収縮期雑音を認めた．

　【入院時検査成績］血液および尿検査に異常を

認めず．

　【心電図］Vl～V4に心内膜下梗塞（poor　R　pro－

gressionとnegative　T　wave）を認めた．

　［胸部X線］CTR　57％と心拡大を認めた．

　【心エコー図］前側壁に中等度のhypokinesia，

前壁中隔にakinesiaを認めた．

　【冠動脈バイパス術およびCAG］平成5年5

月28日冠動脈バイパス術（lt．　ITA　to　LAD，　GEA・to

RCA＃4，　SVG　to　LCX＃14）を施行した．この後，

再度胸痛出現し同年11月1日CAG施行，　LAD

＃6，＃8およびLcx＃12に90％狭窄を認めた（Fig．

6）．同日PTCAが施行され，　LAD＃6，＃8の冠動

脈狭窄は25％に改善した．

　［心筋シンチグラム所見］冠動脈拡張術の2か

月後に施行されたMIBI－Ex．にて前側壁から下後

壁にかけて欠損像を認め，安静時にて同部位に

fi11－inを認めた．一方同時期に施行されたBMで

はMIBI，Ex．と比し集積低下の程度は軽度だが，

同部位に欠損像を認めた（Fig．7）．またUptake

scoreを比較してみると，　BM－RestはMIBI－Reinj．

より高値を示しているが，Mild　Ex．－BMはMIBI－

Ex．と同等となった（Fig．5）．

IV．考　　察

　高度な心筋の虚血状態であれば，BMは安静時

においても運動負荷T1（T1－Ex．）とほぼ同等に欠

損像を呈することが報告されている3・4）．しかし，

軽度の虚血を検出するにはBMの安静時像のみ

では限界がある5）．そこで，BMを用いた軽労作

負荷心筋シンチであれば，Tl－Ex．より鋭敏に軽度

の虚血状態を検出できるのではないかと考えた．

今までにも運動負荷BMは施行されているが，い

ずれも最大運動負荷法が用いられている6・7）．最大

運動負荷では，正常部位も冠動脈罹患部位同様に

脂肪酸代謝が抑制されているため，冠動脈罹患部

位を正確に同定できなくなる可能性がある．また

冠動脈罹患部位は，安静時より脂肪酸のβ酸化に

必要な酸素供給量が不足しているので，正常部位

の脂肪酸のβ酸化に影響を与えないような軽度の

運動負荷でも，β酸化が抑制される可能性があ

る．また負荷にて血中に増加した乳酸を心筋細胞

が摂取することにより，心筋細胞内のpHが低下

し，これにより脂肪酸代謝に作用する酵素活性が

低下する可能性もある．以上のことより軽労作負

荷にて，正常部位より冠動脈罹患部位のエネル

ギー代謝がより早く脂肪酸代謝から解糖系へ移行

するのではと考えた．また軽労作であれば，重篤

な虚血性心疾患の患者に対してもより安全に運動

負荷を行える．

　今回の軽労作負荷BM心筋シンチにて負荷Tl

および負荷MIBIと同等もしくはそれ以上の心筋

虚血の検出に関する成績が得られた．症例1にお

いては，負荷T1においては認められなかった前

側壁の血流低下が，Mild　Ex．－BMにて明らかで

あった．また症例2においては最大運動負荷を施

行したMIB1．Ex．とMild　Ex．－BMはほぼ同等の結

果であった．

V．結　　語

　軽労作負荷1231－BMIPP心筋シンチは，最大運動

負荷2°iTl！99・・Tc－sestamibiと同様もしくはより鋭敏

に心筋虚血を検出できる可能性が示唆された．
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Summary

Experience　with　Mild　Exercise　’231・BMIPP　Myocardial　lmaging

　　　　　　　　　　　in　Two　Cases　of　lschemic　Heart　1）isease

Yasushi　ITo＊，　Toshiisa　UEHARA＊，　Kazuki　FuKucH1＊，　Eiichiro　TsuJIMuRA＊，

Takakazu　MoRozuMI＊＊，　Hideo　KusuoKA＊and　Tsunehiko　NisHiMuRA＊

＊Division　of　Tracer　Kine’輌c∫，　Biochemica／Research　Cen’er，＊＊Depar〃nent　of　First　ln’erna’ルtedicine，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　OsakO　University〃edical・School，　Japan

　　During　mild　to　moderate　ischemia，　glycolytic　flux　is

enhanced　and　free　fatty　acid　uptake　is　reduced　in　pro－

portion　to　the　reduction　in　mitochondrial　metabolism．

We　considered　that　mild　exercise　may　induce　the　re－

duction　of　1231－BMIPP，　refiecting　myocardial　fatty

acid　metabolism，　in　ischemic　myocardium　compared

to　normal　myocardium．　Therefore，　mild　exercise　i231－

BMIPP　myocardial　imaging　was　carried　out　to　detect

myocardial　ischemia　in　2　cases　of　ischemic　heart　dis－

ease．　Mild　exercise　was　performed　using　a　bicycle

ergometer　with　25－50　W　loading．　At　seven　minutes

before　cessation　of　exercise，111MBq　of　’231－BMIPP

was　injected．　Case　l　was　a　12year－01d　boy　with

Kawasaki’sdisease．　The　study　showed　a　reduction　of

mild　exercise　1231－BMIPP　uptake　in　the　anteroseptal

wal1．　ln　contrast，　stress　201Tl　myocardial　imaging　did

not　show　perfusion　defect　in　the　anteroseptal　wall．

Case　2　was　a　64　year－01d　female　with　triple　vessels

disease．　Mild　exercise　1231－BMIPP　myocardial　imag－

ing　showed　similar　with　those　of　stress　99mTc－

sestamibi．　We　conclude　that　mild　exercise　i231－BMIPP

myocardial　SPECT　may　be　a　sensitive　method　to　de－

tect　myocardial　ischemia．
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