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《原　著》

冠動脈バイパス症例のグラフト血流量と心筋灌流との関連性

一
グラフトDSAと2°iTl心筋シンチグラフィによる評価一

松村憲太郎＊　　中瀬恵美子＊

原口　隆志＊＊

斎藤　孝行＊＊　橘川　信忠＊＊

　要旨　冠動脈バイパス症例のグラフト血流量および血流予備能をDSA（digital　subtraction　angiography）

で測定し，一方運動負荷およびdipyridamole負荷2°IT1心筋シンチグラフィでグラフト領域の心筋灌流

について比較検討した．内胸動脈グラフトは大伏在静脈グラフトに比し有意にグラフト血流量が少な

く，また血流予備能も小さかった．201Tl心筋シンチグラフィでグラフト領域の灌流低下は運動負荷よ

りもdipyridarnole負荷で高率に出現し，内胸動脈グラフト群で50％に達した．いずれのグラフトでも

2°iTl心筋シンチグラフィで灌流異常のある症例は，ない症例に比しグラフト血流量が少なく，血流予

備能も有意に小さかった．冠動脈バイパス症例ではグラフト開存例でもしばしば201Tl心筋シンチグラ

フィで灌流異常が出現する．特に内胸動脈グラフトは血流予備能が小さいため，dipyridamole負荷でそ

の傾向が強く見られる．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（核医学33：131－142，1996）

1．はじめに

　内胸動脈グラフトは長期開存性に優れるため，

近年グラフト血管として多用されているト3｝．し

かし，大伏在静脈グラフトに比し内胸動脈グラフ

トは内胸動脈が細すぎるため，負荷時に十分な心

筋灌流が得られない4～6）とされる一方で，内胸動

脈グラフトでは冠動脈末梢血管抵抗に応じて自己

調節が働き，血管径が変化することで血流を維持

するという報告7）もあり，評価は一定しない．薬

物負荷によるグラフト血流および血流予備能の評

価や8～1°），2°iTl心筋シンチグラフイの報告は多い
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が1日4），グラフト血流量と心筋灌流を同一症例で

検討した報告は見られない．今回DSA（digital

subtraction　angiography）を用いて，大伏在静脈グ

ラフトおよび内胸動脈グラフトの血流量および血

流予備能を測定するとともに，運動負荷および

dipyridamole負荷2°i”心筋シンチグラフィを施行

し，グラフト血流とグラフト領域の心筋灌流の関

連性について検討した．

II．対　　象

　大伏在静脈あるいは左内胸動脈を左冠動脈前下

行枝の＃7あるいは＃8にグラフトした38例を対

象にした．全例グラフト血管に狭窄がなく，前下

行枝近位部に99－100・q。狭窄を有し，グラフト部

位より末梢の心外膜冠動脈に有意狭窄のない症例

とした．＃9の対角枝にグラフトした症例は除外

したが，対角枝近位部に75％以上の狭窄が残存

する症例は含めた．大伏在静脈グラフトは14

例，男性10例，女性4例，平均年齢66±9歳で
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Table　l　Cardiac　catheterization　data

Groups
No．　of　grafts　Diameters　of　graft

（／patient）　　　　　（mm）

HR　　　　　　CI　　　　　LV－EF

（bpm）　　（L／min／m2）　　　（％）

LV－dp／dt

（mmHg／sec）

N（n＝22）

SVG（n＝14）　　　2．4±0．7

1TA－・G（n＝24）　　　2．2±0．8

3．2±0．5

25±05†

70±12　　　　3．4±0．5

76±13　　　　3．0±0．5

75±11　　　　3．1±0．6

71±7

61±8

63±7

2180±360
1720±420

1860±320

†：p〈0．001

Abbrev．　HR：heart　rate，　CI：cardiac　index，　LV－EF：left　ventricular－ejection　fraction，　N：normal　control，　SVG：

saphenous　vein　graft，　ITA－G：internal　thoracic　artery－graft

あった．また左内胸動脈グラフトは24例，男性

18例，女性6例，平均年齢64±7歳であった．

術前診断は全例労作性狭心症あるいは不安定狭心

症で，前下行枝領域の心筋梗塞症例は除いた．対

角枝近位部病変のある症例は大伏在静脈グラフト

群3例（21％），内胸動脈グラフト群6例（24％）で

あった．

　正常対照は22例，男性12例，女性10例，平

均年齢65±7歳であった．全例冠動脈に異常がな

く，心筋疾患，心外膜疾患，弁膜疾患などもな

かった．そのうち15例は胸痛の既往のない運動

負荷2°mC1心筋シンチグラフィが正常の洞不全症

候群，7例が胸痛のみを有し，運動負荷2°in心筋

シンチグラフィに異常を認めない胸痛症候群で

あった．

　グラフト群38例と正常対照22例の全例で心

臓カテーテル検査を施行し，前後6週間以内に運

動負荷およびdipyridamole負荷2°iTl心筋シンチ

グラフィを施行した．この検査期間中に新たな心

電図変化を伴う心事故のあった症例は除外した．

冠動脈バイパス術より心臓カテーテル検査までの

期間は大伏在静脈グラフト群2．5±1．9年，内胸動

脈グラフト群2．1±1．5年で，両群に有意差はな

かった．対象例の心臓カテーテル検査所見を

（Table　1）に示す．グラフト本数は大伏在静脈グラ

フト群で平均2．4±0．7本，内胸動脈グラフト群で

平均2．2±0．8本で，両群間に有意差はなかった．

グラフト近位部の血管径は大伏在静脈グラフト群

3．2±0．5mm，内胸動脈グラフト群2．5±0．5　mm

で，内胸動脈グラフトの血管径は有意（p＜0．001）

に細かった．対角枝近位部に75％以上の狭窄を
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Fig．1　Digital　subtraction　angiography（DSA）of　saphe－

　　　nous　vein　bypass　graft（SVG）．　The　graft　flow　was

　　　calculated　by　Rutishauser’s　fo　rmula．

認めたのは大伏在静脈グラフト群で3例，内胸動

脈グラフト群で6例であった．熱希釈法で求めた

心拍出量は正常群で3．4±0．5L！分／m2，大伏在静脈

グラフト群で3．0±0．5L！分／m2，内胸動脈グラフト

群で3．1±0．6L／分／m2で，グラフト群間に有意差

はなかった．2方向左室造影で求めた左室駆出分

画は正常群71±7％，大伏在静脈グラフト群61±

8％，内胸動脈グラフト群63±7％で，グラフト群

間に有意差はなかった．左室dp／dtもグラフト群

間で有意差はなかった．

III．方　　法

　1．大伏在静脈グラフト血流量

　選択的冠動脈造影および左室造影終了後，カ

テーテルを大伏在静脈グラフト近位の吻合部に留
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置し，右前斜位30°方向で大伏在静脈グラフト

DSAを施行した．　iopamido1370を3・ml／秒，1秒

間注入し，512×512matrix，8・bit，30　frames／秒で

5－7秒間収集した．大伏在静脈グラフトの近位部

と遠位部の十分離れた2点に関心領域（ROI；re－

gion　of　interest）を設定し，　ROI内の時間一濃度曲

線を求め，2点間の距離とROI内の平均通過時間

の差，および血管径より以下のRutishauserら15）の

式を用いて大伏在静脈グラフト血流量を求めた

（Fig．1）．

Q一π（9）2・芸・c・・α

ただし，Q＝大伏在静脈グラフト血流量，　d＝グ

ラフト血管径（拡大率補正），As＝2つのROI間距

離（拡大率補正），At＝2つのROI間の平均通過

時間差，α＝1．1．（image　intensifier）とグラフト血管

のなす角度（通常30°）．

　2．左内胸動脈（グラフト）血流量16）

　カテーテルを左鎖骨下動脈起始部に留置し，

正面像で1．1．を胸壁に密着させて内胸動脈（グラ

フト）DSAを上記と同様の方法で施行した．ただ

し造影剤投与量は4m〃秒，1秒間とした．内胸動

脈（グラフト）の近位部と遠位部の十分に離れた2

点にROIを設定し，2点間の距離と平均通過時間

の差および血管径よりグラフト血流量を前記の式

を用いて算出した（Fig．2）．1」．との角度αは多く

の場合10°とした．血管径の比較は，いずれのグ

ラフトも遠位部にて行った．

　3．グラフト血流予備能

　コントロールのDSAでグラフト血流量を測定

した後，dipyridamole　O．52　mg／kgを4分で静注

し，終了2分後にグラフトDSAを施行してグラフ

ト血流量を求め，その増加率をグラフト血流予備

能とした．12誘導心電図は検査直前よりDSA終

了まで1分毎に記録し，ST　O．1mV以上の水平型

あるいは下降型低下やSTの上昇，　T波の陰性
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Fig．2　DSA　of　left　internal　thoracic　artery（ITA）or　ITA－

　　　graft（ITA－G）．　Right　upper：time　density　curves．

　　　Right　lower：curves　of　mean　transit　time（MTT）．

　　　The　ITA　flow　was　measured　by　MTT　method　and

　　　Rutishauser’sformula．
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7a　　6b

1

5
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Fig．3　Segmentation　of　left　ventricular　myocardium　on　20iTl　SPECT．

　　　Segment　1：antero－basal，　Segment　2：anterior，　Segment　3：apica1，　Segment　4：inferior，

　　　Segment　5：postero－basal，　Segment　6a：antero－septal，　Segment　6b：postero－basa1，

　　　Segment　7a：antero－lateral，　Segment　7b：postero－lateraL　Perfused　regions　by　left

　　　anterior　descending　artery　were　segments　l，2，3，6a　and　6b．
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134 核医学　33巻2号（1996）

化，不整脈の増加などを陽性とした．

　4．運動負荷2°ITI一心筋シンチグラフィ

　検査は午前の空腹時に施行した．運動負荷は自

転車エルゴメータを用いた多段階運動負荷法で施

行し，symptom　limitあるいは目標心拍数到達にて

201TlcllllMBqを静注し，さらに1分間の運動

負荷ののち3－5分間12誘導心電図を記録した．

運動負荷心電図の陽性基準は前述のdipyridamole

負荷と同様とした．静注8分後よりガンマ・カメ

btood　flow

（ml／刷n．）

150

100

50

p＜0．001

　　　　　normal　nativ6　　　　　SVG　　　　　　　　graft6d

　　　　　　　iTA　　　　　　　　　　　　　　　tTA

　　　　　　（n＝22）　　　　　　　　（n＝14）　　　　　　　　（n＝24）

Fig．4　Blood　flow　of　normal　native　internal　thoracic

　　　artery（ITA），　saphenous　vein　graft（SVG）and

　　　ITA－graft．

ラ（日立RC－150E）で胸部正面planar像を撮影，

続いてSPECT（180°，6°step）を施行した．3時間

後に再度SPECTを施行し，再分布やwashoutを

求めた．初期planar像より関心領域を心臓部全体

と右上肺野に設定し，関心領域内の1pixe1当た

りのカウント比より肺集積率（L／H）を求めた．初

期SPECT画像より左室をFig．3のごとく9区域

に分け，区域1，2，3，6a，6bを前下行枝領域とし

て2°i”集積を視覚的に評価した．2°iTl集積を正

常，軽度灌流低下，中等度灌流低下，高度灌流低

下，灌流欠損に分け，中等度灌流低下から灌流欠

損までを明らかな灌流異常とした．左室中央部の

短軸SPECT断面の初期像と後期像より2°IT1の

washout・rateを求め，前壁領域でnormal・mean－

2SD（16％）以下を示す場合も異常とした．

　5．Dipyridamole負荷2°1T1心筋シンチグラ

　　フイ

　dipyridamole負荷2°iTl心筋シンチグラフイは

午前中の空腹時に施行した．dipyridamole　O．52

mg！kgを4分間で静注し，さらに4分後に20iTICI

lllMBqを静注，その4分後より初期像（planar

およびSPECT）を撮像した．12誘導心電図は負荷

前より負荷終了まで1分毎に記録した．後期像

（SPECT）は3時間後に撮像した．2°ITI肺集積率，

視覚的判定，washout　rateは前記と同様に行っ

た．

　統計学的処理はX2検定，　unpaired　t－testおよび

paired　t－testを用い，　p＜0．05で統計的有意とした．

IV．結　　果

1．大伏在静脈グラフトおよび左内胸動脈（グ

　ラフト）血流量（Fig．4）

正常群の左内胸動脈血流量は72±24m〃分で

Table　2　Dipyridamole　stress　test　in　DSA　study

Groups
Incidence　of　　　Positive　ratio

chest　pain　　　　　of　ECG

　（％）　　　　　　（％）

Systolic　pressure（mmHg） Heart　rate（bpm）

before after before after

SVG（n＝14）

ITA－G（n＝24）

4
．
4
．

1

4
1
1
2

144±32　　　　108±31‡

152±28　　　　112±25‡

78±16　　　　88±18‡

82±14　　　　94±17‡

‡：p＜0．OO　1
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SVG－flow　　　　　　　pく0．001

一
頂1／●ln．　　51±23　　　　　　　　　128±81

300

200

100

ITA－G－f｜o冑

mt／刷n．

300

200

100

　　pく0．001

一一36±20　　　　　　　　　　　70±50

135

　　　　　　　　B6foro　　　　　　　　　　Aft6r　　　　　　　　　　　　　　　　　　Before　　　　　　　　　After

　　　　　　　　D｜pyr‘damo16　⑪．v．　　　　　　　　　　　　　　　　D⑪pyrldamol6　1．v．

Fig．5　Coronary　flow　reserve　by　dipyridamole　stress　in　patients　with　saphenous　vein　graft

　　　（SVG）or　internal　thoracic　artery　graft（ITA－G）．　Left　panel：SVG　flow　reserve．　Right

　　　panel：ITA－G　flow　reserve．

Table　3　Exercise　stress　test　by　bicycle　ergometer

　　　　　Positive　ECG　ratio　　Double　product
G・・叩・　　（％）　　　（×10r）

SVG（n＝14）

ITA－G（n＝24）

1
つ
」2
1

2．04±0．47

2．18±0．34

あった．グラフト血流量は大伏在静脈グラフト群

で51±23　ml！分，内胸動脈グラフト群で36±20

m〃分であった．内胸動脈グラフト群のグラフト

血流量は，正常群の内胸動脈血流量に比し有意（p

＜0．001）に減少していた．またグラフト群間では

大伏在静脈グラフトよりも内胸動脈グラフトでグ

ラフト血流量が有意（p＜0．05）に少なかった．

　グラフト血流量を左右するグラフト血管径は，

大伏在静脈グラフトが3．2±0．5㎜，内胸動脈グ

ラフトが2．5±0．5mmで，内胸動脈グラフトが有

意（p＜0．001）に細かった（Table　1）．

　2．グラフト血流予備能

　Dipyridamole静注前後にグラフト血流量を

DSAを用いて測定し，その増加率でグラフト血

流予備能を評価した．dipyridamole投与前後で収

縮期血圧（直接法）は両グラフト群とも有意に低

下，また心拍数はいずれも有意に増加した．胸痛

出現率，12誘導心電図陽性率に有意差はなかっ

た（Table　2）．

　大伏在静脈グラフト群では前後でグラフト血流

量は51±23m’／分から128±81m’／分へ有意（p＜

0．001）に増加し，グラフト血流予備能は平均2．32

±0．65であった．内胸動脈グラフト群では36±

20m〃分から70±50m〃分へ有意（p＜0．001）に増

加し，グラフト血流予備能は1．78±0．59であっ

た．グラフト血流予備能は大伏在静脈グラフトに

比し内胸動脈グラフトで有意（p〈0．02）に小さ

かった（Fig．5）．
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Fig．6　The　incidence　of　abnormal　perfusion　on　201Tl　myocardial　SPECT　in　patients　with

　　　saphenous　vein　graft（SVG）or　internal　thoracic　artery　graft（ITA－G）．　Left　panel：

　　　exercise　stress　by　ergometer．　Right　panel：phermacological　stress　by　dipyridamole．

Table　4　Dipyridamole　stress　test　in　Thallium・・study

Groups

Incidence　of

chest　pain

　（％）

Positive　ratio

　of　ECG

　（％）

Systolic　pressure（mmHg） Heart　rate（bpm）

before after before after

SVG（n＝14）

ITA－G（n＝24） 4
4

4
7

132±26　　　116±24＊＊　　　59±12　　　71±14＊＊

147±20　　　　126±22＊＊　　　63±10　　　　72±IO＊＊

＊＊：p〈O．OO　1

　3．運動負荷c°iTl心筋シンチグラフィ

　両グラフト群において，運動終了時のdouble

productおよび12誘導心電図の陽性率に有意差は

見られなかった（Table　3）．

　2°IT1肺集積率は大伏在静脈グラフト群0．41±

0．09，内胸動脈グラフト群0．43±0．11で，両群に

有意差は見られなかった．前壁領域に再分布を伴

う中等度以上の心筋灌流低下は大伏在静脈グラフ

ト群14例中2例（14．3％），内胸動脈グラフト群

24例中3例（125％）に見られたが，灌流異常出

現頻度に有意差はなかった（Fig．6）．灌流低下例

はいずれも対角枝病変を持っていた．

　4．Dipyridamole負荷2°「Tl心筋シンチグラ

　　フイ

　Dipyridamole負荷前後で収縮期血圧（カブ法）は

両グラフト群で有意に低下，心拍数はいずれも有

意に増加した．Dipyridamole投与で胸痛が大伏在

静脈グラフトの2例，内胸動脈グラフトの1例に

出現した．12誘導心電図の陽性率は両グラフト

で有意差は見られなかった（Table・4）．

　2°iTl肺摂取率は大伏在静脈グラフト群0．46±

0．06，内胸動脈グラフト群0．47±0」0で有意差は

なかった．前壁中隔，心尖部，前側壁を含む前壁

領域の中等度以上の心筋灌流低下は，大伏在静脈

グラフト群で14例中5例（35％），内胸動脈グラ
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　　　　　　　n69ativ6　　　positiv6　　　　　　　　　　　　　　　　negativ6　　　positive

　　　　　　　　（n＝9）　　　　　　　（n＝5）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（n＝12）　　　　　　（n＝12）

　　　　　　　　　201Tl－SPECT　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　201Tl－SPECT

Fig．7　Comparison　of　graft　fiow　with　negative（normal　to　mild　hypoperfusion）and　positive

　　　（moderate　to　severe　hypoferfusion　or　perfusion　defect）fi　ndings　in　201TI　myocardial

　　　SPECT．　Left　pane1：saphenous　vein　graft（SVG）fiow．　Right　pane1：internal　thoracic

　　　artery　graft（ITA－G）flow．

フト群で24例中12例（50％）に見られたが，出

現頻度に有意差はなかった（Fig．6）．灌流低下の

症例はすべて後期像で再分布を認め，前壁領域の

washout　rateの低下を示した．灌流低下例のう

ち，対角枝病変合併例は大伏在静脈グラフト群5

例中3例（60％），内胸動脈グラフト群12例中6

例（50％）で，合併率に有意差はなかった．

　内胸動脈グラフト群ではエルゴメータ負荷で

12．5％，dipyridamole負荷で50％と，　dipyridamole

負荷で有意に心筋灌流異常の出現頻度が高かった

（Fig．6）．

　5．運動負荷川T1心筋SPECTの灌流異常とグ

　　ラフト血流量の関連性

　大伏在静脈グラフト群で，2°IT1心筋SPECT正

常例（n＝12）と灌流低下例（n＝2）でグラフト血流

量はそれぞれ55±23m〃分，27±6m〃分（21　m〃

分，32m〃分）で，灌流低下例が少ないため，有意

差は見られなかった．また，内胸動脈グラフト群

では灌流正常例（n＝21）と灌流異常例（n＝3）で，

グラフト血流量はそれぞれ39±20m〃分，17±3

ml／分（14　m〃分，16m〃分，22　m〃分）であったが，

症例数が少ないため有意差は見られなかった．

　6．Dipyridamole負荷2°ハTl心筋SPECTの灌

　　流異常とグラフト血流量の関連性（Fig．7）

　大伏在静脈グラフト群で，2°iTl心筋SPECT正

常例（n＝9）と灌流低下例（n＝5）の大伏在静脈グ

ラフト血流量はそれぞれ61±21m〃分，33±15

ml！分で，灌流低下例で有意にグラフト血流量は

減少していた．内胸動脈グラフト群では2°ITI心

筋SPECT正常例（n＝12）と灌流低下例（n＝12）

で，グラフト血流量はそれぞれ46±19・ml／分，27

±16m〃分で，灌流低下例で有意にグラフト血流

量は減少していた．

　7．Dipyridamole負荷2°iTl心筋SPECTの灌

　　流異常とグラフト血流予備能の関連性（Fig．8）

　大伏在静脈グラフト群で，2°ITI心筋SPECT正
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SVG－flow　r6serv6

3

2

1

　p〈0．OO1

一一

ITA－G－flo曹　reserve

3

2

1

　p＜0．001

一

　　　　　　　negatiVe　　　pOSitiVe　　　　　　　　　　　　　　negatiV6　　　pOSitlV6
　　　　　　　　（n＝9）　　　　　　（n＝5）　　　　　　　　　　　　　　　　　（n＝12）　　　　　（n＝12）

　　　　　　　　201Tl－SPECT　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　201Tl－SPECT

Fig．8　Comparison　of　graft　flow　reserve　with　negative　and　positive　fi　ndings　in　201Tl

　　　myocardial　SPECT．　Left　panel：saphenous　vein　graft（SVG）flow　reserve．　Right　panel：

　　　internal　thoracic　artery　graft（ITA－G）flow　reserve．

常例（nニ9）と灌流低下例（n＝5）のグラフト血流

予備能はそれぞれ2．69±0．38，1．65±0．49で，灌

流低下群で有意に小さかった．また内胸動脈グラ

フト群では正常例（n＝12）と灌流低下例（n＝12）

で，グラフト血流予備能はそれぞれ2．25±0．40，

1．31±0．28と，灌流低下群で有意にグラフト血流

予備能は小さかった．

V．考　　察

　内胸動脈グラフトは大伏在静脈グラフトに比し

長期開存性に優れト3），前下行枝への内胸動脈グ

ラフトは心事故の発生を抑えて，生命予後を改善

するため2・3・17｝，近年多用されている．これは動脈

グラフトのため吻合部末梢の冠血管抵抗の変化に

応じてグラフト血管径が変化し，末梢へ十分な血

流を供給するためとされている7）．一方，内胸動

脈の血管径が細いため，グラフトとして十分な血

流量が得られず4～6），特に血圧低下を伴う負荷で

はグラフト血流量の著しい減少のため，吻合部末

梢の心筋虚血が起こるという報告もある18）．血管

径が1．5mm以下，　free・flowが30　m〃分未満の内

胸動脈はグラフト血管としては用いられないが，

十分な内径を有し，狭窄も見られないグラフトで

“live”conduitとしての機能を負荷時において常に

果たしているか否かは報告者によって異なる4～6）．

　グラフト血流の報告は手術中のfree　flowの測

定4・8・19｝，dye　densitometry法2°），　DSA法2D，超音波

ドップラー法22），ドップラー・ガイドワイヤー

法9・10・23）などがあり，グラフト血流予備能の報告

も多いが9・1°・23），DSAを用いたグラフト血流の報

告は少なく21），またDSAによるグラフト血流予

備能は報告されていない．さらにグラフト血流は

大伏在静脈グラフトと内胸動脈グラフトで異なっ

ているが，両者を比較した報告は少ない6・9・24）．一

般に内胸動脈グラフトでは大伏在静脈グラフトに

比し，グラフト血流量が少ないが6・9・24），Flemma
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ら4）によれば，術中のfree　flowの状態ですでに

内胸動脈グラフトに比し大伏在静脈グラフトで2

から3倍の血流量があるとされている．グラフト

血流量および血流予備能は心拍数や冠灌流圧に影

響されるが25｝，グラフト血管径の要素が大きいと

思われる．内胸動脈グラフトは有意に血管径が小

さく，そのため今回の検討でも血流量としては小

さく算出された．

　Dipyridamole負荷で求めたグラフト血流予備能

は，大伏在静脈グラフトに比し内胸動脈グラフト

で有意に小さく（2．32±0．65vs．1．78±0．59），負荷

時に十分な血流を提供していない可能性がある．

また，Akasakaら9）は超音波ドップラー・ガイド

ワイヤーを用いた検討で，グラフト血流予備能は

大伏在静脈グラフトに比し内胸動脈グラフトで有

意に少ない（3．0±0．6vs．2．4±0．5）と報告してい

る．このことから内胸動脈グラフトは安静時にす

でに血流量は少なく，またdipyridamoleに対する

血流予備能も小さいため，血圧低下を伴うような

dipyridamole負荷で心筋虚血が高頻度に出現する

と思われる．内胸動脈グラフトでは，大伏在静脈

グラフトと異なり，負荷時に血管径を増大させて

血流を維持する反応がパパベリン負荷で一般的に

見られるが7），少なくともdipyridamole負荷では

このような反応は小さい．

　グラフトの開存を評価するために，2°1Tl心筋シ

ンチグラフィの有用性が報告されている1卜13）．し

かし，内胸動脈グラフト症例ではグラフトが開存

しているにもかかわらず心筋シンチグラフィに異

常が出ることが報告され14・26），特にdipyridamole

負荷のような血圧低下を引き起こすような負荷

でしばしば見られる14・26）．内胸動脈グラフト症

例では2°iTl心筋SPECTで前壁領域に中等度以

上の灌流低下は運動負荷で12．5％に出現したが，

dipyridamole負荷では50％に出現し，有意にdi－

pyridamole負荷で心筋虚血の頻度が高かった．灌

流異常を示す内胸動脈グラフト症例では，グラフ

ト血流量自体が負荷前からすでに少なく，dipyri－

damole負荷でもグラフト血流量はあまり増加し

なかった．Dipyridamole負荷に対して十分なグラ

フト血流量を維持できない原因に，安静状態での

グラフト血流量がすでに少ないこと，血圧を下げ

るような負荷では血流予備能が小さいため，容易

に心筋灌流異常が出現すること，グラフト吻合部

末梢の冠血管抵抗の増加などが考えられる．

Wainwrightら11｝はグラフト灌流域に対角枝を含む

場合には，対角枝に狭窄がなくても，大伏在静脈

グラフトや内胸動脈グラフトのいずれを用いて

も，再分布を伴う灌流低下が出現すると報告して

いる．またHenzlovaら14）は内胸動脈グラフトの

全例で，dipyridamole負荷2°IT1心筋シンチグラ

フィの異常を報告している．われわれの症例で

も大伏在静脈グラフト群の21％，内胸動脈グラ

フト群の25％に対角枝病変が含まれ，いずれも

dipyridamole負荷2°ITI心筋シンチグラフイで再分

布現象を示した．しかし，内胸動脈グラフト群で

は対角枝病変のない症例でも心筋灌流異常が見ら

れており，グラフト自体の問題と思われる．

　山住ら26）はdipyridamoleによる血圧低下で，内

胸動脈グラフトより灌流される冠動脈枝と，他の

冠動脈枝に灌流圧差が生じ，coronary　stealのため

グラフト支配領域の灌流低下が出現すると推測し

ているが，われわれの検討では灌流異常を示す症

例では，グラフト血流が負荷前ですでに低下して

おり，またグラフト血流予備能も小さいために，

特に血圧低下を伴うようなdipyridamole負荷でし

ばしば灌流低下が出現すると思われる．また，疾

患によってはグラフト術前にすでに内胸動脈の血

流が障害されていることがある．冠攣縮性狭心症

や高血圧では内胸動脈に明らかな器質的狭窄がな

いにもかかわらず，末梢血管抵抗の増加を反映し

て内胸動脈血流量が低下しているが162728｝，この

ような基礎疾患を背景に持つとき，グラフト血流

が不十分になる可能性も推測される．

　内胸動脈グラフトは運動負荷に対して比較的グ

ラフト血流を保つが，dipyridamole負荷に対して

は血流予備能が小さく，しばしばグラフト灌流領

域の心筋虚血を引き起こす．内胸動脈グラフト症

例では，グラフトが開存していても常に心筋灌流

が維持されるとは限らず，グラフト血流量や血流
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予備能，グラフト領域の冠微小循環が，負荷の方

法によって異なることに注意が必要と思われる．

VL　結 語

　内胸動脈グラフトは大伏在静脈グラフトに比し

グラフト血流量や血流予備能が小さく，dipyri－

damole負荷2°iTl心筋シンチグラフイでは内胸動

脈グラフトが開存しているにもかかわらず，半数

でグラフト領域の心筋灌流低下が出現した．内胸

動脈グラフトの開存性評価にdipyridamole負荷

2°1Tl心筋シンチグラフィは有用ではなく，問題は

グラフトが開存しているにもかかわらずグラフト

血流量が不十分なことであり，グラフト灌流領域

の冠微小循環障害も含めて，今後検討して行く必

要がある．
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Summary

The　Graft　Flow　and　20’Tl・Myocardial　Scintigram　in　Patients　with　Saphenous

　　　　　　　　　　　　Vein　Graft　or　Left　lnternal　Thoracic　Artery　Graft

Kentaro　MATsuMuRA＊，　Emiko　NAKAsE＊，　Takayuki　SAiTo＊＊，

　　　　　Nobutada　KIKKAwA＊＊and　Takashi　HARAGucHI＊＊

＊Depart〃1εη’of　Card輌0108y，＊＊Dθμr〃nent　cゾRadio／08y，」κyoro〃輌nami　Hospi’0～

　　To　evaluate　myocardial　perfusion　in　patients　with

saphenous　vein　graft（SVG）or　internal　thoracic　artery

graft（ITA－G），　we　studied　38　patients（14：SVG，10

males　and　4　females，　mean　age　66±9y－o；24：ITA－G，

18　males　and　6　females，　mean　age　64±7　y－o）by　digi－

tal　subtraction　angiography（DSA）of　ITA－G　or　SVG，

and　thallium－201　myocardial　perfusion　scintigraphy

on　exercise　or　dipyridamole　stress．　The　grafting　sites

were　left　anterior　descending　artery（LAD）in　all

patients．　Normal　controls（n＝22）were　defined　by

normal　coronary　angiogram　and　no　evidence　of　myo－

cardial　ischemia．　The　graft　flow　and　flow　reserve　on

dipyridamole　were　measured　by　Rutishauser’s
fomula．　The　basal　blood　flow　of　native　normal　ITA，

SVG　and　ITA－G　were　respectively　72±24　m〃min，51

±23m〃min，　and　36±20　m〃min．　The　basal　ITA－G

flow　was　significantly　lower　than　SVG－flow（P＜

0．05）．The　flow　reserves　of　SVG　and　ITA－G　were　re－

spectively　2．32±0．65　and　1．78±0．59（p＜0．02）．　The

incidence　of　moderate　hypoperfusion　of　thallium－201

SPECT　was　14．3％in　SVG　and　12．5％in　ITA－G　on

exercise　stress，　and　35％in　SVG　and　50％in　ITA－G　on

dipyridamole　stress．　The　incidence　of　reversible　myo－

cardial　ischemia　on　dipyridamole　stress　was　signifi－

cant．　The　graft　flow　in　patients　with　normal　and　abnor－

mal　thallium－201　SPECT　were　respectively　61±21

mllmin　and　33±15m〃min　in　SVG（p＜0．01），46±19

m〃min　and　27±16m〃min　in　ITA－G（p＜0．02）．　The

graft　flow　reserve　were　respectively　2．69±O．38　and

L65±0．49　in　SVG（p＜0．001），2．25±0．40　and　l．31±

0．28in　ITA－G（p＜0．001）．　We　concluded　that　the

basal　blood　flow　and　flow　reserve　of　ITA－G　were　sig－

nificantly　lower　than　those　of　SVG　The　myocardial

ischemia　was　occasionally　documented　by　the　thal－

lium－201　myocardial　SPECT　on　dipyridamole　stress

in　patients　with　patent　ITA－G

　　Key　words：　201Tl－myocardial　scintigraphy，　Digi－

tal　subtraction　angiography，　Internal　thoracic　artery

graft，　Saphenous　vein　bypass　graft，　Dipyridamole．
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