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《原　著》

99mTc－MIBIを用いた負荷一安静心電図同期SPECT　1日法の

　　　　　　　　　　　　　有用性についての検討
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　要旨　99mTc－MIBIを用いた負荷一安静心電図同期SPECT　1日法を虚血性心疾患の疑われたllO例に

施行し，虚血性心疾患診断における有用性とその予後について検討した．負荷はトレッドミルによる多

段階負荷を行い，最大負荷時99mTc－MIBI　250　MBqを静注し，一時間後負荷時非同期SPECT像の撮影

を行った．撮像後ただちに画像を処理し読影を行いNormal，　Equivocal，　Abnorma1の三段階に判定した．

Noma1（n＝53）は負荷のみで検査を終了した．　Equivocal（n＝20），　Abnormal（n＝37）例は安静時99mTc－

MIBI　750　MBqを静注し，安静時心電図同期SPECT像撮影を行った．　Equivocal　20例中16例は負荷時

と安静時の血流画像で差異は認められず，また壁運動でも全例において異常なく，正常例と考えられ

た．Abnormal・37例中12例において安静時画像で改善が認められ，25例では改善は認められなかった．

平均8．5か月の予後の評価ではAbnorrnal例では心事故の件数が多く，特に安静時血流分布像にて改善

が認められ虚血が疑われた症例では死亡例が2例あった．反対にNormal例の予後は良好であった．本

法は負荷時血流画像にて異常の認められない症例では負荷時のみで検査を終了でき，また1日で検査

を終了できる．さらに壁運動所見も得られ，虚血性心疾患のスクリーニング検査法として有用と考えら

れた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（核医学32：1363－1368，1995）

1．はじめに

　従来，心筋血流イメージング製剤としては2°i”

が用いられてきたが，近年99n｝Tc標識心筋血流イ

メージング製剤である99mTc－MIBIi）が臨床使用可

能となった．99mTc－MIB1はTc化合物でありその

放射線物理的特性によりガンマカメラの撮像に適
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しており，半減期が6時間と短く大量投与が可能

である．これにより高画質のSPECT画像を得る

だけでなく，心電図同期法2““4）を用いることによ

り左室壁運動動画像のイメージを作成し，心筋血

流と同時に心機能の評価も可能である．一方

99「nTc－MIBIにおいては2°IT1に認められるような

再分布はほとんど認められず心筋虚血の判定のた

めには99mTc－MIBIの二回投与が必要となってく

る．二回投与の方法も1日法（負荷一安静，安静

一
負荷）5），2日法6）があり心電図同期法とどのよ

うに組み合わせて行くかという方針はいまだ定

まっていない7）．われわれは今回スクリーニング

法として負荷一安静心電図同期SPECT　l日法を

施行し，その結果と予後についての検討を行った

ので報告する．
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II．対象ならびに方法

核医学　　32巻12号（1995）

　対象は1993年11月より1994年12月までの

間に心筋虚血が疑われ本法を施行した110例であ

る．内訳は，陳旧性心筋梗塞18例，胸部症状，

心電図異常が認められ虚血性心疾患が疑われた

90例および重篤な不整脈（心室頻拍）2例である．

　今回スクリーニング検査として用いたプロト

コールをFig．1に示す．まず運動負荷SPECT像

撮影より始めた．運動負荷は、トレッドミルを用

いた多段階負荷で胸痛，年齢別予測最大心拍数の

85％，下肢疲労感などを終了点とし最大負荷時

99mTc－MIBIを約250　MBq静注し，1分間負荷を

継続した．運動負荷終了60分後より一方向20

秒，右前斜位45度から左後斜位45度までの180°

（32方向）にて運動負荷非同期SPECT像撮影を

行った．使用機種はGE社製STARCAM　400AC／

Tに低エネルギー汎用コリメータを装着した単検

出器型ガンマカメラを用いた．撮影終了と同時に

SPECT画像の再構成を行い心臓核医学専門の2名

の医師によりSPECT像の異常の有無を三段階に

判定した．異常の認められない（Norma1）症例，

異常が疑われる（Equivocal）症例，明らかに異常

の認められる（Abnormal）症例である（Fig．2）．運

動負荷時の画像判定でNormalの症例について

は，運動負荷SPECT像のみの撮影で検査を終了

した．AbnomalかEquivoca1の症例については3

時間後，99mTc－MIBI約750　MBqを安静時に静注

し，60分後より安静時心電図同期SPECT像の撮

影を行った．安静時心電図同期SPECT像は同様

に180°32方向にて一方向40心拍，一心拍8分

割のマルチゲートモードで収集した．SPECT像

の前処理はHanningフィルタ，再構成にはRamp

フィルタを用いた．

　安静時SPECT像は一方向ごとのマルチゲート

のデータを加算し非同期画像を再構成した．得ら

れた安静時非同期画像と負荷時像との対比を行

い，血流分布の変化の有無を判定した．安静時心

電図同期SPECT像は一心拍8分割で長軸2方向

および短軸断層像において動画像を作成し，壁運
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Fig．2　Stress　SPECT　image；from　left，　vertical　long　axis

　　　horizontal　long　axis　and　short　axis．　UpPer：

　　　Abnormal　perfusion　in　inferior　walL　Middle：

　　　Equivocal　perfusion　in　inferior　wa1L　Lower：

　　　Normal　pcrfusion．

動異常の有無を判定した．

　経過観察は主に外来受診時，または電話での連

絡を用いて，検査後最低2か月間観察できた症例

を選んだ．予後調査は当該患者が突然死を含めた

心臓死，心筋梗塞，または入院を必要とする著し

い胸部症状の出現の有無を調査した．

III．結　　果

　1．心筋血流と心機能の所見

　本法を施行した110例の結果をFig．3に示す．

負荷血流SPECT像でNorrna1であった53例は虚

血なしと判断し検査を運動負荷のみで終了した．

　Equivocalの症例20例は全例安静時心電図同期

SPECT像の撮影を行った．負荷時SPECT像と安

静時SPECT像に分布の違いが認められなかった
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症例は16例であった．これらはすべて心電図同

期SPECT像による動画像の評価で壁運動異常は

認められず，ほぼ正常例と考えられた．残る4例

は安静時SPECT像にて分布が改善していた．そ

のうち2例で壁運動異常が認められ，2例では壁

運動は正常であった．この中の壁運動異常が認め

られた1例について冠動脈造影を施行したが有意

な狭窄は認められなかった．

　他方Abnormalの症例37例では，負荷時
SPECT像と安静時SPECT像に分布の違いが認め

られなかった症例は25例あった．この25例全例

で心電図同期SPECT法による動画像において壁

運動異常が認められ，心筋虚血を伴わない梗塞病

変を持つ症例と考えられた．安静時SPECT像で

改善が認められた症例（improved），すなわち心筋

虚血が強く疑われた症例は12例であった．うち
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Fig．3　Result　of　1　10　patients　enrolled　in　stress－rest　ECG

　　　gated　SPECT　one　day　protocoL

10例では心電図同期SPECT法による動画像にお

いて壁運動異常が認められたが，壁運動異常が認

められなかった症例も2例存在した．

　2．予後調査

　予後調査の結果をTable　1に示す．運動負荷

SPECT像でNomalであった53例中51例が経過

観察可能であった．観察期間は3か月～13か月

（平均7．2か月）であった．期間中死亡者0例，入

院を必要とする胸部症状が出現したのは1例で，

冠動脈造影検査では冠動脈に有意狭窄はなかった

もののアセチルコリン負荷にて冠動脈の攣縮が誘

発され，Vasospastic　anginaの診断をうけている．

　運動負荷SPECT像でEquivocalであった20症

例中19例で経過観察できた．観察期間は3か

月～13か月（平均7．7か月）であった．期間中死

亡者0例，入院を必要とする胸部症状が出現した

のは2例で，冠動脈造影上冠動脈に有意狭窄は認

められなかったもののSick　Sinus　Syndromeの診

断でペース・メーカー植え込み術が施行された．

胸部症状が出現したのは2例とも安静時SPECT

像で改善の認められない症例であった．

　運動負荷SPECT像でAbnomalであった37例

中35例で経過観察できた．観察期間は2か月～

13か月（平均85か月）であった．期間中死亡者

2例，胸部症状出現10例，うち7例に冠動脈造

影を施行し5例で冠動脈狭窄が認められた．期間

中の死亡者は2例とも，安静時SPBCTで改善が

あり壁運動異常が認められた症例であった．この

Table　l　Prognosis　of　lO50bserved　patients

Follow　up
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Cardiac

Death

Cardiac
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群の10例中7例で冠動脈造影を行っているがす

べての症例で何らかの冠動脈異常が存在した．安

静時SPEcrで改善が認められなかった症例では期

間中死亡者はなかった．しかし胸部症状の出現は

7例にあり，そのうち6例に冠動脈造影を施行し

た．これらのうち4例においては冠動脈狭窄が認

められたが，2例は冠動脈の異常は認められな

かった．

IV．考　　察

　99mTc－MIBIを用いた心筋血流検査はその優れた

画質により虚血性心疾患のスクリーニング検査と

して適している．しかしどのような検査プロト

コールが最適であるかについては一定の見解が得

られていない．今回運動負荷一安静SPECT法に

心電図同期SPECT法を加えた1日法を施行し，

その結果と予後について検討した．

　99mTc標識心筋血流製剤はそのエネルギー特

性，6時間という短い半減期により大量投与が可

能なため，より鮮明な画像が得られるようになっ

た．一方99mTc－MIBIは2°IT1とは異なり再分布が

ほとんど認められないため，虚血の評価には負荷

時，安静時の二回の投与が必要である．2日法で

は問題にならないが，1日法においては99mTc－

MIBIの初回に投与した残存カウントの二回目の

撮影時に与える影響を考慮する必要がでてくる．

これに対し初回の投与量を画像を損ねない程度に

押さえ，二回目の投与量は一回目の約3倍量とし

た．また総投与量を押さえかつ一回目の投与量を

画質を損なわない最低量となるように，250MBq

を選んだ．総投与量は約1，000MBqであり，許容

範囲内と考えられた8）．

　このプロトコールの利点としては，1日で検査

を終了，診断を下すことが可能であり，外来患者

には負担の少ない検査である．また運動負荷後た

だちに画像処理，読影を行うことにより運動負荷

SPECT像で異常の認められなかった症例では一

回のみの検査で終了できる等の利点を有してい

る．さらには，心機能の情報も得られ，虚血性心

疾患の診断とその重症度を評価できる優れたスク

リーニング検査法と思われた．

　今回の症例は外来患者が約80％を占めており

確定診断のついた症例は比較的少ない．また運動

負荷SPECT像のみで終了している症例は110例

中53例（48％）と約半数にのぼっていた．このよ

うな症例では平均7．2か月の経過観察中1例のみ

に入院を必要とする胸部症状があったほかは予後

は良好であり，運動負荷検査のみで十分と考えら

れた．同様の報告は欧米にも見られ9），このよう

な症例は安心して経過観察できると考えられた．

　一方運動負荷SPECT像にてEquivoca1または

Abnomlalと判定した症例については安静時に心

電図同期SPECT像の撮影を行った．これらはあ

らかじめマルチゲート収集をしておけば，後で

加算することによって非同期画像も得ることが

でき，運動負荷血流SPECT像と対比検討するこ

とが可能である．また安静時心電図同期SPECT

像の撮影時は運動負荷時の3倍量の99mTc－MIBIを

投与するため十分なカウントのもとで撮影が行

え，良好な動画像が得られた1°）．心電図同期

SPECT法による動画像の壁運動は心エコー検

査の評価と相関があり心機能の状態の目安とな

る1°）．運動負荷血流分布像で異常の疑われた

Equivocal例のなかで負荷時，安静時の分布で違

いの認められない症例では全例壁運動異常は認め

られなかった．このような症例では小さな心筋梗

塞の存在は否定できないが，そのほとんどはガン

マ線の吸収などのアーチファクトと思われ，壁運

動の情報が加わることにより重篤な心疾患のない

ことをより確信できた．反対に安静時血流が明ら

かに改善した症例では，むしろ虚血が強く疑われ

た症例である．その4例中2例に壁運動異常が認

められており，何らかの心疾患，高度心筋障害の

存在が強く示唆された．運動負荷SPECT像にて

明らかな異常が認められたAbnormal例で，安静

時SPECT像にて改善が認められ虚血が強く疑わ

れた症例の中で壁運動異常を伴っていた群に心事

故による死亡者が2症例あった．逆に虚血の生じ

なかった例では壁運動の異常は伴うものの死亡例

はなかった．同様の報告は2°ITIでもなされてお
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り13｝，虚血を伴う症例は予後不良のことが多く，

何らかの積極的治療が必要と考えられた．中でも

壁運動異常を伴っている重症の虚血病変例での予

後が悪いことが示された．このように今回のスク

リーニング検査では本来の血流の情報に心電図同

期収集法による壁運動評価を加えることができ，

診断精度の向上が期待され，さらに重症度評価も

可能と思われた．

　今回は虚血性心疾患のスクリーニング法として

負荷一安静心電図同期SPECT　1日法を用いたが

110例の中には明らかな陳旧性心筋梗塞と思われ

る症例も含まれていた．このような症例で心筋の

viabilityの判定に重点をおいた場合，はじめに安

静時SPECT像撮影を行った方がより適している

という報告もある11）．いずれにせよ目的にあった

手順を決める必要があると考えられた12）．

　予後に関しては症例数がまだ不十分で，満足の

ゆく統計処理は行えなかった．今後はさらに症例

数を増やして検討を続ける予定である．

V．結　　語

　われわれはwmTc－MIBIを用いスクリーニング

法として負荷一安静心電図同期SPECT　1日法の

有用性について検討した．本法の利点として，

（1）一日で検査が終了でき診断が下せる．（2）負荷

後ただちに画像処理読影を行うことにより正常例

では負荷のみで検査を終了できる．（3）心電図同

期SPECTを十分なカウントで施行できる．（4）心

筋血流の評価と同時に局所壁運動評価が可能とな

り診断精度の向上が期待できる等の利点を有して

おり，虚血性心疾患のスクリーニング検査として

有用と考えられた．
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Summary

Value　of　Stress・ReSt　ECG　Gated　SPECT　One　Day　PrOtOcOl　Using　99mTC－MIBI

Masato　NozAwA＊，　Nagara　TAMAKI＊＊＊，　Hideki　SuGiHARA＊，　Yasuhiko　INAMoTo＊，

　　　　　　　　　Yoshimitsu　TANiGucHi＊＊，　Etsuo　AoKi＊＊，　Kenji　FuRuicHi＊＊，

　　　　　　　　　　　Kenichi　MITsuNAMi＊＊＊＊and　Masahiko　KlNosHITA＊＊＊＊

＊Department　of〃ed輌cine，＊＊Department　ofRadio’・8y，　Takashima　Genera’H‘・spita／

　　　＊＊＊Depar〃nen’げ〃uclear〃edic輌ne，κyor‘）〃niversit］y　Faculty　cゾ〃edicine

＊＊＊＊First　Depart〃ient　of　ln　ternal〃ed’cine，　Shiga〔加versity　of〃edical　Sc’ence

　　Atotal　of　l　10patients　suspected　with　CAD　who

had　symptoms　or　ECG　abnormalities　were　enrolled　in

the　stress－rest　ECG　gated　SPECT　one　day　protocol　us－

ing酬Tc－MIBI．　All　the　patients皿derwent　symptom－

limited　exercise　testing　and　250　MBq　of　MIBI　was　in－

jected　at　peak　exercise．　Exercise　perfusion　SPECT

images　were　reviewed　by　two　trained　doctors　to　clas－

sify　into　three　groups；normal，　equivocal　and　abnor－

ma1．　Patients　with　normal　stress　image（n＝53）did　not

receive　the　resting　study．　On　the　other　hand，　those

with　equivoca1（n＝20）and　abnormal（n　＝＝　37）stress

images　performed　resting　study，　including　gated

SPECT．　Of　20　equivocal　cases，16patients　showed

unchanged　resting　perfusion．　All　of　these　had　normal

wall　motion．　The　remaining　4　patients　showed　im－

proved　resting　perfusion，　indicating　presence　of　myo一

cardial　ischemia．　Of　37　abnormal　cases，12patients

showed　improved　resting　perfusion，　whereas　25　pa－

tients　showed　unchanged　resting　perfusion．　Cardiac

events　were　more　often　observed　in　abnormal　cases，

especially　those　associated　with　myocardial　ischemia，

while　good　prognosis　was　obtained　in　normal　cases．

Values　of　this　protocol　are（1）Patients　with　normal

stress　images　need　no　resting　study．（2）All　the　proce－

dure　can　be　completed　in　one　day．（3）Both　cardiac

function　and　perfusion　can　be　obtained　with　gated

SPECT．　These　data　indicates　that　this　protocol　is　valu－

able　fbr　screening　patients　suspected　with　CAD．

　　Key　words：　Emission　computed　tomography，

99mTc－MIBI，　Coronary　artery　disease，　Wall　motion，

Myocardial　perfusion．
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