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　近年心臓核医学検査用の各種放射性医薬品が

相次いで登場するに至ったことは誠に慶賀に値

することである。従来からの201Tl心筋血流ス

キャンや99mTc心プールスキャンに加うるに各

種の切口から心機能病態解明に迫る薬剤が開発

され，今後の心疾患の診療に大きな役割を果た

すことになった事は疑いない。情報の種類，量

は多いに越したことはないが，むやみやたらに

沢山の検査を実施することは控えるべきであろ

う。理由の第一は各病院施設とも測定装置とマ
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ンパワーから実施件数に限度があること，第二

は医療経済的にもあまりに多くの検査を漫然と

施行することは好ましくないことである。した

がって数ある検査法の中から検査法を選択する

ほかなく，この場合一律的な順位，数ではな

く，各疾患，病態，目的に応じて，最適の検査

薬，方法が合理的に選択されるべきである。

　本委員会では比較的早くから本問題の重要性

を提起し，村田　啓委員を中心に執筆し，第

64回一第67回委員会（平成6年11月21日一平

成7年10月30日）において検討審議されたもの

である。もちろん本試案は心臓核医学診療に束

縛を意図したものではなく，むしろ心臓核医学

に不慣れな施設が，日常臨床において検査の選

択に迷われたときの参考となるよう教育的にま

とめたものであり，絶対的な勧告ではない。今

後さらに改良補足されるべき性質のものである

が，とりあえず現時点で最も合理的なものとし

て大方の参考になればと思い公表するものであ

る。

　なお，本稿の作成に当たっては，藤永　剛先

生（虎の門病院）に全面的協力をいただいた。

また，玉木長良先生（元京都大学，現北海道大

学），中嶋憲一先生（金沢大学），西村重敬先生

（横浜労災病院），西村恒彦先生（大阪大学）に

貴重なご助言をいただいた。付記して謝意を表

する。

Presented by Medical*Online



460 核医学　33巻4号（1996）

各種心疾患，病態，目的別核医学検査の選択

〔1〕虚血性心疾患

1．心筋虚血の検出，重症度の評価

1）　acute　coronary　syndrome（急性心筋梗

　塞，不安定狭心症）

　（緊急検査）

　　99mTc標識心筋製剤（以下，　Tc標識心

　　　筋製剤）

　　99mTC　PYP（以下，　TC　PYP）またはMln

　　　antimyosin　Fab（以下，　ln　anti－

　　　myosin　Fab）

　（亜急性期検査）

　　201Tl（以下，　Tl）またはTc標識心筋製剤

　　1231BMIPP（以下，　BMIPP）

　　1231MIBG（以下，　MIBG）

2）　労作性狭心症

　TlまたはTc標識心筋製剤

　BMIPP

　MIBG
3）　冠攣縮性狭心症

　MIBG

　BMIPP
　TIまたはTc標識心筋製剤

4）　無症候性心筋虚血

　TlまたはTc標識心筋製剤

　MIBG

　BMIPP
5）　梗塞後狭心症

6）　陳旧性心筋梗塞

　TlまたはTc標識心筋製剤

　BMIPP

　MIBG
7）川崎病

　TlまたはTc標識心筋製剤

8）胸痛症候群

　TlまたはTc標識心筋製剤

　MIBG

2．予後推定

　T1またはTc標識心筋製剤

　MIBG

　BMIPP

3．心筋viabilityの評価

　TlまたはTc標識心筋製剤

　BMIPP
4．　Stunned／Hibernating　myocardium

　　の評価

　TlまたはTc標識心筋製剤

　BMIPP

5．急性期再灌流療法による心筋salvage

　　の評価

　Tc標識心筋製剤

　Tc　PYPまたはIn　antimyosin　Fab

　MIBG

　BMIPP

6．冠血行再建術の適応決定，効果判定

　TlまたはTc標識心筋製剤

　BMIPP

　MIBG

7．心機能の評価

　99mTc標識心プール製剤（以下，　Tc標識心

　　プール製剤）またはTc標識心筋製剤

〔2〕心筋疾患

A．心　筋　症

拡張型心筋症
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1．心不全の重症度評価，予後推定

　MIBG

　BMIPP
　TIまたはTc標識心筋製剤

　In　antimyosin　Fab

2．早期診断

　MIBG

3．心筋障害の検出

　T1またはTc標識心筋製剤

4．心機能の評価

　Tc標識心プール製剤またはTc標識心筋

　　製剤

5．治療効果の判定

　MIBG

肥大型心筋症

1．心筋肥厚部位の病態評価

　BMIPP

　MIBG

2．早期診断

　BMIPP

3．心機能の評価，壁運動の評価

　Tc標識心プール製剤またはTc標識心筋

　　製剤

4．重症度評価，予後の推定

　BMIPP
　Tl

　MIBG
　In　antimyosin　Fab

5．治療効果の判定

　BMIPP
　TIまたはTc標識心筋製剤

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　461

B．特定心筋疾患

　アドリアマイシン心筋障害

　心サルコイドーシス

　心アミロイドーシス等

1．早期診断，重症度の評価治療効果の判定

　MIBG

　BMIPP
　In　antimyosin　Fab

　Tc　PYP

2．心筋障害の評価

　TlまたはTc標識心筋製剤

3．心機能の評価，壁運動の評価

　Tc標識心プール製剤またはTc標識心筋

　　製剤

C．心筋炎

　In　antimyosin　FabまたはTc　PYP

　TiまたはTc標識心筋製剤

〔3〕心不全

1．重症度評価，予後の推定

　MIBG

2．心機能の評価，壁運動の評価

　Tc標識心プール製剤またはTc標識心筋

　　製剤

3．心筋血流の評価

　TlまたはTc標識心筋製剤

〔4〕糖　尿　病

1．　自律神経障害の重症度の評価

　MIBG
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2．心筋障害の検出

　TlまたはTc標識心筋製剤

　BMIPP

3．心機能の評価，壁運動の評価

　　製剤

〔5〕不　整　脈

心室性頻拍症（VT）

　MIBG：1）　拡張型心筋症

　　　　2）　陳旧性心筋梗塞

　　　　3）　突発性心室性頻拍症

ARVD（不整脈源性右室異形成）

　MIBG

〔6〕移植心

1．再神経支配の評価

　MIBG

2．拒絶反応の早期発見

　In　antimyosin　Fab

3．心筋血流の評価

　TlまたはTc標識心筋製剤

核医学

Tc標識心プール製剤またはTc標識心筋

33巻4号（1996）

　　　〔7〕高血圧性心疾患

　　　　MIBG

　　　　BMIPP

　　　　TIまたはTc標識心筋製剤

　　　〔8〕弁　膜　疾　患

　　　　Tc標識心プール製剤

　　　　TlまたはTc標識心筋製剤

　　　　BMIPP

　　　　MIBG

　　　〔9〕先天性心疾患

　　　　Tc標識心プール製剤

　　　　T1またはTc標識心筋製剤

　　　　BMIPP

　　　　MIBG

　　　〔10〕起立性低血圧

　　　　MIBG

　　　注）●Tc　PYPおよびIn　antimyosin　Fabは

　　　　健保未収載（1995年12月現在）。

　　　　　●Tc標識心筋製剤：MIBI，　Tetrofos－

　　　　minなどを表す。

　　　　　■Tc標識心プール製剤：Tc　RBC，　Tc

　　　　HSA－Dなどを表す。
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心臓核医学検査の選択に関する解説

〔1〕虚血性心疾患

1，心筋虚血の検出，重症度の評価

　1）　acute　coronary　syndrome（急性心筋梗

塞，不安定狭心症）

　（緊急検査）

　Tc螺識擾簸製葱：コールドキットで供給さ

れるため，緊急検査にも対応できる。また明ら

かな再分布現象がみられず心筋に凍結されるた

め，急性期再灌流療法前に静注すれば，治療終

了後に撮像が可能である（area　at　riskの評

価）。さらに経過を追うことにより，治療によ

る血流改善の程度，すなわち心筋salvageの

評価が可能である1）・2）。

　熊灘R灘き：急性心筋梗塞発症1－3日目で最

も集積が高く約2週間後では大部分の症例で陰

性となる3）。最も良い適応は心電図で判定が困

難な症例（左脚ブロックの合併等）や術周辺期

梗塞（perioperative　infarction）などである4）。

　mant撫鞭Sln　F鱒：急性心筋梗塞発症直後

より4－8週目まで高い陽性率を示す5）・6）（ただ

し投与後2日目以降に撮像するため，超急性期

の診断には適さない）。

　（亜急性期検査）
　Tlま左…ぱi熟標講iム筋製潰1：急性心筋梗塞

では，安静時検査にて梗塞部位の同定が可能で

ある。

　不安定狭心症では，安静時検査にても一過性

欠損を示すことがある7）。

　灘漁寮！：急性心筋梗塞では，BMIPPの方

がT1よりも欠損範囲が広いことが多い。脂肪

酸代謝の改善は，心筋血流の改善より遅れ

る8）・9）ため，BMIPP検査により，亜急性期に

おいてもarea　at　riskの評価が可能である。

　不安定狭心症では，Tlの集積が正常でも

BMIPPで集積の低下を認めることが多い8）

（重篤な虚血による代謝異常を，より鋭敏に検

出できる）。

　i魏1煕ii：急性心筋梗塞ではMIBGの方がTl

よりも欠損範囲が広いことが多いlo）（梗塞領域

の周囲に，血流は保たれているが交感神経機能

の低下または除神経状態にある領域dener・

vated　but　viable　myocardiumが存在する）。

　不安定狭心症ではTlの集積が正常でも

MIBGで欠損または集積低下を認めることがあ

り，過去の重篤な虚血のhistoryの推定が可能

である。

　2）労作性狭心症

いは薬剤負荷時の一過性欠損像より，虚血部位

の同定が可能であるω・12）。

　漬頴癒簸：重篤な虚血症例では，安静時投与

にてBMIPP集積の低下または欠損を認め，労

作性狭心症の安静時診断が可能である8）。

　藁嚢鷲i：重篤な虚血症例では安静時投与にて

MIBG集積の低下または欠損を認める。過去の

重篤な虚血のhistoryの推定が可能である。

　3）　冠攣縮性狭心症

　：顯襲綴i：非発作時に，冠攣縮発作による虚血

の痕跡を検出できる13）・14）。

　・蝋註懲：非発作時に，冠攣縮発作による虚

血の痕跡を検出できる可能性がある15）。

　　　　　　　　　　　　　　運動負荷や過

換気負荷で一過性欠損像を認めることがあ
る16）・17）。

　4）　無症候性心筋虚血

　　　　　　　　　　　　　　運動負荷ある

いは薬物負荷により，虚血部位の同定が可能で

ある18）。

　i慧填貝ii：安静時MIBG検査にて虚血部位の

同定が可能である。急性心筋梗塞症例におけ

る，梗塞周囲の交感神経障害領域の存在は，梗

塞後の無症候性心筋虚血の発生に関与している
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可能性がある19）。

　…鰻嚢数ii：安静時BMIPP検査にて虚血部位

の同定が可能である。

　5）　梗塞後狭心症

　6）　陳旧性心筋梗塞

いは薬物負荷により，梗塞部位だけでなく虚血

部位の同定も可能である11）・12）。

　ii蝋顯慕：Tlとの組合せにより，安静時

BMIPP検査で虚血部位の同定が可能である。

血流との乖離を示す領域は，脂肪酸代謝から糖

代謝に移行した虚血心筋を示している20）・21）。

　陳旧性心筋梗塞では，同領域は経過とともに

縮小することが多い8）。

　i魏i裏嚢：心筋梗塞発症3か月以降では，de・

nervated　but　viable　myocardiumの頻度は低

下し，Tlとの乖離は縮小することが多い22）。

　7）川崎病

　　　　　　　　　　　　　i：虚血部位の検

出に運動負荷や薬物負荷が用いられるが，小児

では特に薬物負荷が有用である23）。

　8）胸痛症候群

　　　　　　　　　　　　　i：負荷心筋血流

像では，異常を検出できないことが多い。負荷

心プールシンチグラフィでは心機能異常の出現

を認めることがある24）。

　i翼漬鷲：欠損像やwash　outの元進を認める

ことがある。

2．予後推定

　　　　　　　　　　　　　　一過性欠損の

程度や負荷時の一過性左室拡大および肺野集積

の程度等が，予後とよく相関する25）－27）。

　ii鷲鰻霞i：欠損の程度や心筋／上縦隔比が，予

後とよく相関する28）。

　灘煎錬蓑：欠損の程度が，予後判定の一因子

となりうる。

3．心筋viabilityの評価

　　　　　　　　　　　　　　従来からの負

荷一再分布像では，心筋viabilityを過小評価

する可能性がある29）・30）。Tl静注法31），安静時

2回撮像法32）および24時間再分布像33）等は，

PETにほぼ匹敵する検査法である。　Tc標識心

筋製剤では心電図同期SPECTによる心室壁厚

増加（systolic　thickening）の評価M）も有用と

なる。

　i頚漬顯i：BMIPP集積低下部位でも，　Tlま

たはTc標識心筋製剤の集積が保たれていれ

ば，viableである可能性が高い。心筋脂肪酸

代謝の面からの心筋viability評価が可能であ

る。

4．　Stunned／Hibernating　myocardium

　　の評価

　i漬ii：本剤による血流所見と，心機能画像と

の組合せにより，血流改善後も続く壁運動異常

を把握できる。

　i難iii議謙i購i籔煎…：心筋血流と心機能の同時

評価が可能35）－37）であるため，血流改善後も続

く壁運動異常を1回の検査で検出できる。

　i蓑頚顯i：Tlとの対比から，血流改善後も続

く壁運動異常とその回復過程を，代謝の面から

把握できる8）・鋤。

5．急性期再灌流療法による心筋salvage

　　の評価

　鶯i…i裟議漬鐵製劉i：1．1）に同じ。

　　　　　　　　　　　　　　　　　再灌流

療法成功例ではoverlap現象（Tc　PYPまたは

In　antimyosin　FabとTlの双方で陽性描出）
を認める39）－41）。

　魏i鷲ii：急性期におけるT1とMIBGの乖離

部位（梗塞周辺の交感神経障害部位）は，再灌

流成功例で明らかに広く，同部位は虚血に陥っ

たが梗塞を免れた残存心筋を示している。同部

位は時間の経過とともに縮小する22）。

　i真頴難1ii：TlとBMIPPの乖離を示す部位

は，脂肪酸代謝から糖代謝に移行した虚血心筋

と考えられる21）。両者の乖離は，再灌流成功例

にて高頻度に認められる8）。経過とともに回復

してくる脂肪酸代謝を把握することは，症例の

経過観察や予後推定に有用である。
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6．冠血行再建術の適応決定，効果判定

　TlまナはT¢標稚適筋製麹i：心筋viability

の有無や，再分布（一過性集積低下）に示され

る心筋虚血の有無は，冠血行再建術の適応決定

や効果判定に有用である11）。

　『顯憩Ri：BMIPP集積低下部位でも，　T1ま

たはTc標識心筋製剤の集積が保たれていれ

ば，viableである可能性が高く，冠血行再建

術の効果が期待できる。

　冠血行再建術後のBMIPP集積の改善は血流

の改善よりも遅い。Tlとの対比により，冠血

行再建術後も続く脂肪酸代謝異常を把握でき

る8）。経過とともに回復してくる脂肪酸代謝を

把握することは，症例の経過観察や予後推定に

有用である。

　i魏i鎮鷲：冠血行再建術後のMIBG集積の改

善は血流の改善よりも遅れる。

　CABG後のMIBG集積の低下（とくに後側
壁）は，手術操作等の影響を受けている42）。

7．心機能の評価

　　　　　　　　　　　　ファーストパス法や

平衡時法を用いた心プールシンチグラフィによ

り，心機能や局所壁運動の評価が可能である。

i鷲ii猿識鐵簸製溺i：フ・一スト・・°X法や心電

図同期心筋planar／SPECTにより，心筋血流
と心機能の同時評価が可能である35）－37）。

〔2〕心筋疾患

A．心　筋　症

拡張型心筋症

1．心不全の重症度評価，予後推定

　i籔美鷲…i：心筋／上縦隔比と心筋wash　out

は，心不全の重症度評価，予後推定に有用であ

る28）・43）。心筋／上縦隔比低下，wash　outの元

進は，心筋ノルエピネフリン含有量の低下を示

唆する。その原因として，交感神経障害（除神

経），ノルエピネフリン頼粒の減少，uptake－1
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の障害，非開口分泌の増加，および心不全にと

もなう交感神経活動の元進等が考えられる。

　i8嫌夢：肥大型心筋症に比し，　T｜との乖離

を示す症例は少なく，約60％は同程度の欠損
を示す8）。

　　　　　　　　　　　　　　：心筋全体の集

積低下（心筋線維化によると考えられる）を認

め，さらに左室腔の拡大，肺野の集積増加，左

室壁の菲薄化を認めることが多い44）。

　　　　　　　　　i：陽性描出を認めること

がある。集積が高度なものほど予後が不良であ
る45）’46）。

2．早期診断

　i蟻i灘i…：MIBG欠損はTl欠損よりも早期に

出現するため，早期診断に有用である47）。

3．心筋障害の検出

じ。

4．心機能の評価

’ 〔2〕1．に同

平衡時法を用いた心プールシンチグラフィによ

り，心機能や局所壁運動の評価が可能である。

　薄蕪鵜議嚢遷i鱗」：心筋血流と心機能の同時

評価が可能である。

5．治療効果の判定

　穣1裟i：β・blocker療法前後でのLVEFの変

化と，MIBGのwash　out　rateの間に負の相関

がみられ，治療効果の判定に有用であると考え

られる48）。

肥大型心筋症

1．心筋肥厚部位の病態評価

　藝籔醸裏：心筋肥厚部では，T1に比しBMIPP

の集積が低下し，同部の脂肪酸代謝の異常が示

唆される。またBMIPPの集積低下は早期像よ

りも後期像の方がより明瞭であり，wash　out

の元進が示唆される49）－51）。
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　i獄き薫i：中隔の肥厚とMIBGのwash　outの

元進に有意な正の相関を認める52）。

2．早期診断

　…藝翼鷲iii：心筋血流の低下が出現する以前

に，BMIPPで心筋脂肪酸代謝の異常を把握で

き，早期診断に有用である。

3．心機能の評価，壁運動の評価

平衡時法を用いた心プールシンチグラフィによ

り，心機能や局所壁運動の評価が可能である。

　ii震ii擦漬震麓製麹i：心筋血流と心機能（壁運

動）の同時評価が可能である。

4．重症度評価予後の推定

　i鱗塑翼：BMIPPのseverity　scoreとLVEF

および心筋肥厚には負の相関を認め，重症度評

価に有用と考えられる9）。T1所見との乖離が強

い症例ではcardiac　eventの出現頻度が高く，

予後推定に有用と考えられる。

　i蕊：家族性肥大型心筋症では，欠損の出現

頻度が高いSS）。安静時像にて欠損を認める症例

では，心室内伝導障害の出現頻度や死亡の発生

頻度が高く，予後推定に有用と考えられる。約

50％の症例で負荷時像にて一過性欠損を認め

る。主に心筋肥厚部位で多く，本症における心

筋虚血の指標として有用である54）・55）。

　i灘鶉慈i：心尖部から下壁部にかけてMIBG

の集積低下や欠損を認めることが多く，Tlに

比べて不均一である。MIBGの不均一分布およ

びwash　outの充進は，本症の重症度評価に有

用である52）。

　　　　　　　　　．：拡張相を示す肥大型心

筋症では，陽性描出を認めることがある5）。集

積が高度なものほど予後が不良である。

5．治療効果の判定

　i嚢頴ii簸ii：治療により，　BMIPPの集積が改

善することがあり，本法の治療効果判定に対す

る有用性を示唆している56）。

負荷時の一過性欠損が消失することがあり，本

法の治療効果判定における有用性を示唆してい
る55）。

B．特定心筋疾患

アドリアマイシン心筋障害，心サルコイドー

シス，心アミロイドーシス等

1．早期診断，重症度の評価，

　　定

治療効果の判

　i麹i顯鷹：アドリァマイシン心筋障害では，

wash　outの充進を認めることがある57）。

　蓼蟻蔑蓑：アドリアマイシン心筋障害では，

心筋集積が低下することがある58）159）。

　　　　　　　　　績：陽性描出を認める。

　i籔ii熟醸i：特に家族性，原発性アミロイドー

シスでは陽性描出，二次性アミロイドーシスで

は陰性のことが多い60）・61）。

2．心筋障害の評価

下を認めることがある。

心筋血流の低

3．心機能の評価，壁運動の評価

　　　　　　　　　　，1：ファーストパス法や

平衡時法を用いた心プールシンチグラフィによ

り，心機能や局所壁運動の評価が可能である。

　繋i猿議諺鑛襲藝違i：心筋血流と心機能（壁運

動）の同時評価が可能である。

C．心　筋　炎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　発症1

か月以内に高度の心筋集積を認める。慢性期で

は，左室腔の拡張や心筋障害を残さない症例で

は，陰性例が多い5）’6）。

　　　　　　　　　　　　　　急性期に心筋

集積の低下や左室腔の拡大を認めることがあ

る。炎症がおさまった後に集積の改善，内腔の

縮小や，心機能の改善を認める。
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〔3〕心不全

1．重症度評価，予後の判定

　…鐵填G：心筋／上縦隔比およびwash　out値

はLVEFと良好な相関（心筋／上縦隔比は正

の相関，wash　out　rateは負の相関）を持ち，

重症度評価や予後評価の指標となる28）・43）。

2．心機能の評価，壁運動の評価

　　　　　　　　　　i：ファーストパス法や

平衡時法を用いた心プールシンチグラフィによ

り，心機能や局所壁運動の評価が可能である。

　i鷲ii穣議漬簸i襲戴…：心筋血流と心機能（壁運

動）の同時評価が可能である。

3．心筋血流の評価

　　　　　　　　　　　　　i：心筋血流の低

下，肺野の集積増加，左室腔の拡大を認めるこ

とがある。

〔4〕糖　尿　病

1．　自律神経障害の重症度の評価

　i漬鎮簑i：自律神経機能障害を有する症例で

は，MIBGの集積低下を認めることが多い62）。

糖尿病ラットを用いた動物実験により，心筋交

感神経終末におけるMIBG取込みの障害が示
唆されている63）。

2．心筋障害の検出

　　　　　　　　　　　　　．i：心筋微小循環

障害の検出に有用である。

　i鷲譲蓑：心筋脂肪酸代謝異常の検出の可能

性がある。

3．心機能の評価，壁運動の評価

　　　　　　　　　　．i：ファーストパス法や

平衡時法を用いた心プールシンチグラフィによ

り，心機能や局所壁運動の評価が可能である。

　ii頴ii摸翼鎖鷲製遍i：心筋血流と心機能（壁運

動）の同時評価が可能である。

〔5〕不　整　脈

心室性頻拍症（VT）

　1）　拡張型心筋症：VT（＋）群とVT（一）群

との間では，LVEFや左室拡張終期径に有意

差を認めないが，VT（＋）群ではMIBGとTl

心筋SPECTにて，乖離スコアおよび乖離セグ

メント数が大きいM）（VT発生に局所交感神経

障害が関与している可能性がある）。

　2）　陳旧性心筋梗塞：VT合併症例では，

MIBGの欠損がTlより広いことが多い22）。

　3）　突発性心室性頻拍症：心筋への不均一分

布を約50％に認めるes）。突然死のハイリスク

群の予測の可能性がある。

ARVD（不整脈源性右室異形成）

i灘簸ii：左室心筋において，集積低下を認め

ることがあり，左室交感神経機能も障害されて

いる可能性がある66）。

〔6〕移植心

1．神経再支配の評価

　i蝋鷲煮：心移植後6か月一1年で再神経支配

が起こりはじめる。神経再支配の経過観察に有

用である6？）。

2．拒絶反応の早期発見

　　　　　　　　　　：移植心の拒絶反応によ

る心筋障害の診断に有用である68）・

〔7〕高血圧性心疾患

　i1漬難菱i：心筋内分布異常やwash　outの元進

を認める症例は，予後が不良である。重症度評

価や予後推定に有用と考えられる69）。

　i灘演嚢：左室負荷の持続により，心筋エネ

ルギー代謝に変化が生じ，Tlとの乖離を認め

ることがある8）。重症度評価や予後推定に有用
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と考えられる。

〔8〕弁膜疾患

核医学　33巻4号（1996）

　ii難ii綴識藁i灘籔ii葱繋※i：心プールシンチグラ

フィにより，各弁膜症特有の心房拡大や心室拡

大の評価が可能である。また心機能の指標とし

てのLVEFやRVEF等の評価が可能である。
僧帽弁閉鎖不全症や大動脈弁閉鎖不全症では，

逆流率の測定が可能である（ただし，精度に難

点あり）。

　ii裏iii裟i惑議i¶厳iii簾識遺濱裟劃ii：肺うっ血の程

度（肺野への集積から），右（左）室負荷の程

度（右，左室への集積から）や心室拡大を評価

できる。

　i篶顯熊ii：約50％の症例で，　Tlよりも欠損

が大きい8）。

　ii蓮機麟：i：集積低下の程度は，重症度の評価に

有用である70）。

〔9〕先天性心疾患

　i灘ii摸謙蒸i灘頴態製i煎i：シャント率の計測が

可能である。

　i鱒灘懸：hypoxia心筋における脂肪酸代謝

の評価が可能である。

　i蕪1顯iii：hypoxia心筋における交感神経活

性の評価が可能である。

　i漬ii漬i翼i裟i鷲ii擦識1藍i鶯翼獣i：肺うっ血の程

度（肺野への集積から），右（左）室負荷の程

度（右，左室への集積から）や心室拡大が評価

できる。

〔10〕起立性低血圧

　i蕪爆i：起立性低血圧を示す症例では，心筋

MIBG集積を認めない症例がある。本症におけ

る心臓交感神経障害の存在が示唆される71）。
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