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《原　著》

Thallium－201負荷心筋SPECTによる

冠動脈バイパス術（CABG）後の血流評価

市川　聡裕＊

利波　紀久＊

滝　　淳一＊ 中嶋　憲一＊　　川筋　道雄＊＊

　要旨　冠動脈バイパス術（CABG）後の2°iTl負荷心筋SPECT所見と冠動脈造影によるバイパスグラ

フトの開存の有無を，グラフトに用いた血管の種類に着目して比較検討した．CABG術後1か月目に

2°iTl負荷心筋SPECTが施行された103名を対象とし，解析を行った．心筋全体を9つの領域に分け，

それぞれの領域ごとに5段階の視覚的評価を行った．開存グラフトにおいて，2°iTl負荷心筋SPECTに

て再分布を伴う負荷時集積低下の認められた領域は動脈グラフトでは117領域中36領域（30．8％），静

脈グラフトでは133領域中11領域（8．27％）であり動脈グラフトで有意に高い値を示した（p＜0．OO　1）．

以上より動脈グラフト静脈グラフトと比較して冠血流予備能が不十分な場合が多いことが示唆された．

2°1Tl負荷心筋SPECTはバイパス術後の冠血流予備能を評価する上でも有用な検査と考えられた，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（核医学SC：19－23，1997）

1．はじめに

　現在，核医学検査における2°iTl心筋SPECTは

非侵襲的に心筋血流を評価する上で有用な検査で

ある．2°1Tl負荷心筋SPECTは心筋虚血の評価の

ため日常的に用いられている．これまで種々の薬

剤の治療効果，経皮的冠動脈形成術（PTCA），冠

動脈バイパス術（CABG）等の術前評価，術後評価

および以後の経過観察に2°ITI心筋SPECTが広く

施行されてきた．今回われわれはCABG後のバイ

パスグラフトの開存性の評価の一環として施行さ

れた2°iTl負荷心筋SPECTを用いて，動脈グラフ

トと静脈グラフトの冠血流予備能について比較検

討を行った．
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II．対　　象

　当院にてCABG術後1か月目に2°iTl負荷心筋

SPECTが施行された103名（男性92名，女性11

名，平均58．6±8．1歳）を対象とした．それぞれ

術後に心カテーテル検査が施行されておりグラフ

トの開存の有無が確認されている．グラフトは計

275本（1枝4名，2枝34名，3枝57名，4枝8
名）であり，そのうち，動脈グラフトは119本

（内胸動脈（ITA）103本，胃大網動脈（GEA）16本）

であった．バイパス部位としてはそれぞれ左前下

行枝（LAD）89本，回旋枝（Cx）10本，右冠状動

脈（RCA）20本であった．静脈グラフトは156本

ですべて大伏在静脈グラフト（SVG）であり，グラ

フト部位はLAD　33本，　Cx　69本，　RCA　54本で

あった．術前診断は狭心症52名，心筋梗塞の既

往のある狭心症が51名であった．バイパス部位

の冠動脈の狭窄率は動脈グラフトで88．3±

12．7％，静脈グラフトでは85．7±15．6％で両者に

有意差は認めなかった．
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　1）運動負荷

　エルゴメータを用い，25W2分ごとの多段階

漸増負荷法により2°iTl負荷心筋SPECTを行っ

た．111MBqの2°ITIを最大負荷時に静注し，以

後1分間負荷を継続し5分以内に撮像を開始し

た．3時間後に再分布像を撮像した．

　2）SPECTデータ収集

　データ収集は島津社製対向型ガンマカメラ

ZLC－SPECTを使用，高分解能コリメータを使用

し，60方向でそれぞれ30秒，64×64マトリック

スで360°収集を行った．

　3）画像評価

　SPECTにより得られた心筋短軸像，垂直長軸

像により心筋全体をFig．1のように9つの領域に

分けた．2°IT1の集積低下は，それぞれの領域ごと

に0～4の5段階（0＝欠損，1＝高度低下，2＝＝中

等度低下，3二軽度低下，4二正常）での視覚的評

価を行った．負荷時と3時間後の像を比較し，3

時間後像にてスコアの増加している領域を再分布

ありとした．9つの領域をLAD領域（前壁および

中隔），Cx領域（側壁），　RCA領域（下壁および

後壁）の3領域に分け，バイパスの行われた部位

を対象として解析を行った．心尖部は境界部とし

心カテーテル検査所見も参照していずれかに分類

した．

　4）統計処理

　2×2分割表を用いて，すべての期待度数が5以

上のものについてはX2検定を用い，5以下のもの

を含むものについてはFisherの直接確率計算法を

用い，危険率p＜0．05をもって有意とした．

Basal　short　axls　　　　　D｜stal　short　axls

＠⇔
VertiCal　IOng　axlS

1＝basal　anterior，2＝basal　lateral，3＝postenor，4＝basal　septum

5＝distal　anterior，6＝distal　lateral，7＝inferior，8＝distal　septum

9＝apex

Fig．　l　Myocardia120iTl　uptake　was　analyzed　in　such　g

　　　segments・

Table　l　Frequency　of　redistribution　in　the　areas

　　　　covered　by　patent　bypass　grafts：comparison

　　　　between　arterial　and　venous　grafts

LAD Cx　　RCA　　　Total

Arterial　grafts

Venous　grafts

2il：：］＊＊Ill：：lll已：］＊＊＊

（number　of　the　bypassed　territory　with　reversible　20iTl

defectlpatent　grafts）

＊：p〈0．05，＊＊：p〈0，005，＊＊＊：p＜0．001

Table　2 Frequency　of　graft　obstruction　in　the　bypassed

territory　with　reversible　201TI　defects

LAD　　　Cx　　RCA　　Total

IV．結　　果

　術後心臓カテーテル検査にて動脈グラフト119

本中2本，静脈グラフト156本中23本に閉塞が

認められた．

　開存グラフトにおける再分布所見は動脈グラフ

トでは117領域中36領域（30．8％），静脈グラフ

トでは133領域中11領域（8．27％）に認められ，

蕊㌫：1∵ll㍍；1：］＊＊

（number　of　obstructed　graftslredistribution　territory）

＊＊：p＜0．005

有意に動脈グラフトで高頻度であった（p＜0．001；

Table　1）．

　2°IT1負荷心筋SPECTにて，再分布を伴う負荷

時集積低下の認められた領域と術後心カテーテル

検査による開存の有無を比較した．その結果，動

脈グラフトでは実際の閉塞は37領域中1領域，

静脈グラフトでは18領域中7領域と，動脈グラ

フトで有意に少なかった（p＜0．005；Table　2）．

　またグラフトが開存しているにもかかわらず術

後再分布を認めた症例のうち，術前に2°iTl負荷

心筋SPECTを行っている者について，負荷時

2°iTlの集積低下度を術前後で比較した．動脈グラ
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Table　3　1mprovement　of　the　degree　of　decreased　20iTl

　　　　uptake　at　stress　after　surgery　in　the　area　covered

　　　　by　patent　grafts

Arterial　grafts　　Venous　grafts
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Fig．2　SPECT　images　was　obtained　from　a　72　year　old

　　　male　with　inferior　old　myocardiaいnfarction，

　　　having　a　99％stenosis　of　LAD，　a　90％stenosis　of

　　　Cx　and　a　75％stenosis　of　RCA，　who　was　treated

　　　by　bypass　surgery；LAD　was　covered　by　IMA，　Cx

　　　and　RCA　were　covered　by　SVG　SPECT　images
　　　at　post　operative　state　showed　reversible　201Tl

　　　defect　in　LAD　territory　covered　by　patent　graft，

　　　which　was　improved　from　pre　operative　state．

　　　SVG　graft　bypassed　to　Cx　teπitory　obstructed．

フトでは20領域中17領域，静脈グラフトでは9

領域中7領域に，負荷時集積低下の改善を認めた

（Table　3）．

V．症例呈示

　72歳男性．下壁に心筋梗塞の既往があり，術

前の心カテーテル検査ではLAD　99％，　Cx　90％，

RCA　75％の狭窄を認めた．同時に施行された

2°ITI負荷心筋SPECTでは前壁中隔，側壁に再分

布を伴う負荷時集積低下所見が認められた．下壁

については負荷時集積低下を認めるものの再分布

所見は認められなかった．LAD領域にIMA，　Cx

領域およびRCA領域にSVGによるバイパス術

が施行された．術後の心カテーテル検査にてCx

領域へのバイパスグラフトの閉塞が認められた

が，他の2本の開存が確認された．術後の2°iTl負

荷心筋SPECTにて前壁中隔ではバイパスグラフ

トの開存にもかかわらず，術前に比して改善して

いるものの負荷時集積低下所見の残存が認められ

た．また側壁にも負荷時集積低下所見の残存が認

められたが，これはグラフトの閉塞を反映してい

るものと考えられた．下壁については著変を認め

なかった（Fig．2）．

VI．考　　察

　近年CABGにおいて長期高開存率，良好な遠

隔生存成績などにより動脈グラフトが積極的に

用いられるようになっているト4）．しかしその

一方で動脈グラフトでの血流不足が報告されてい

るs・6）．これにはグラフトの長さ，灌流圧，径およ

び冠動脈との内径差などが関与していることが考

えられている．今回の結果でも動脈グラフトにお

ける再分布の出現頻度は静脈グラフトに比較して

有意に多く，これを示唆するものであった．

　バイパスグラフトの開存性の評価に関しては，

今回の結果よりCABG後の2°IT1負荷心筋SPECT

の読影に際して注意が必要であると考えられた．

すなわち，再分布所見を認めても，これがすぐさ

まグラフトの閉塞とは結びつけられないことが示

された．特に動脈グラフトについてはこの傾向は

著明である．2°iTl負荷心筋SPECTの所見は負荷

時における冠血流予備能を反映しているものであ

り，単純にバイパスグラフトの開閉でなく，その

時点でのその負荷量における心筋血流状態を表現

しているものと考えられる．今回示された結果か

ら，その評価にはグラフトの種類，部位を十分考

慮した上で行う必要がある．しかしながら，手術

前に2°iTI負荷心筋SPECTが行われている症例に

ついては，手術前後の検査結果を比較することで

ある程度の開存性の評価は可能であり，グラフト

開存例においては，再分布を伴う負荷時集積低下

の所見は残存するものの大部分の症例で改善を示
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していた．

　動脈グラフトによる冠動脈バイパス術において

は冠血流予備能が問題となるが，これに関しては

心臓カテーテル検査による開存性の評価のみでは

十分とは言えないと思われる．今回の結果より，

グラフトが開存しているにもかかわらず再分布を

伴う負荷時集積低下が3割程度に認められたが，

これをもってc°iTl負荷心筋SPEcrの有用性が損

なわれるわけではなく，むしろ予備能の評価の点

では重要と考えられる．2°iTl負荷心筋SPECTに

おける再分布所見は，心臓カテーテル検査による

開存性評価と組み合わせることにより，より詳細

な情報を提供するものと思われる．負荷時の冠血

流予備能の低下の検討が今後，より有効な動脈，

静脈バイパスグラフトの選び方やその組み合わせ

方などの方法選択の一助となると期待される．

Kawasujiらはバイパスグラフトの血流予備能の低

下を負荷心プール検査，持続心機能モニター

（VEST）を用いて，左室駆出率（LVEF）の変化によ

る機能予備能の面から間接的に評価し報告してい

る7・8）．動脈グラフト群では静脈グラフトに比べて

最大負荷時のLVEFの上昇が不良または低下を示

し，今回の結果もこれに一致するものであると考

えられた．

　今回はバイパス後1か月と比較的早期におい

て検討したが，術後遠隔期にて2°tTl負荷心筋

SPECTの再分布現象が消失するとの報告もされ

ている．中野らは術後1年6か月までの経時的

変化において，2°1Tl負荷心筋SPECTにおける％

uptakeの増加を述べている11）．一方松村らは今回

の運動負荷とは異なるが，dipyridamole負荷゜°iTl

心筋SPECTを用いて，術後2年後にても動脈グ

ラフトにおける冠血流予備能が低下していると報

告している12）．この点も含めて長期間のグラフト

機能についての今後の検討が望まれる．

　2°iTl心筋SPECTは心筋血行動態を評価する上

で非常に有用であることは言うまでもないが，今

回のバイパス術後の冠血流予備能の評価も含めて

様々な負荷，薬剤の心筋血流への影響の評価法と

して積極的に活用されるべきである．今回われわ

れは視覚的評価において検討したが，その延長線

上にある半定量的な評価としてwashout　rate，％

uptakeなどが用いられてきた13・14）．しかしバイパ

ス術などが施行された場合，血流動態の変化が大

きく，これらの相対的な変化では評価不十分な場

合もあると考えられる．今後の課題として，冠血

流予備能については，血流絶対値の評価方法の確

立が望ましいと思われる．

VII．まとめ

　1）CABG後の2°iTl負荷心筋SPECTにてバ

イパスグラフトの開存にもかかわらず再分布所見

が多数認められた．これは動脈グラフトにて著明

であった（30．8％）

　2）このため動脈グラフトによるバイパス術後

の2°iTl負荷心筋SPECTで再分布所見を認めても

即閉塞には結び付けられない．

　3）理由として，動脈グラフトでは動脈グラフ

トと比較して冠血流予備能が少ないことが推定さ

れた．

　4）術前の2°iTl負荷心筋SPECTと比較して負

荷時の集積低下が改善していれば，閉塞の可能性

が低いと考えられた．
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Summary

Evaluation　of　the　Graft　Flow　Reserve　after　Coronary　Artery　Bypass　Grafting　by　Stress

　20’Tl　Myocardial　SPECT：　Comparison　between　Arterial　GraftS　and　Venous　GraftS

Akihiro　lcHiKAwA＊，　Junichi　TAKI＊，　Kenichi　NAKAJiMA＊，

　　　　Michio　KAwAsuJi＊＊and　Norihisa　ToNAMi＊

＊Deiワartmen’of／Vuclearルfedicine，　Kanazawa　〔ノniversiry　School　ofルledicine

＊＊First　Depart〃2ent　of　Surgery，　Kanazawa　Un輌vers’ty　Schoo’〈ゾ〃ed輌cine

　We　performed　stress　201Tl　myocardial　SPECT　to

evaluate　ischemia　and　perfusion　reserve　after　coronary

artery　bypass　grafting（CABG）．　A　total　of　103　patients

was　performed　stress　201Tl　myocardial　SPECT　one

month　after　CABG．　Each　patient’s　myocardium　was

divided　into　9　segments　and　visually　evaluated　using

fi　ve　grade　scoring　system（0ニdefect，1　＝＝　severe　de－

crease，2＝・moderate　decrease，3＝mild　decrease，4＝

normal　uptake）．　Eleven　of　133（8．27％）segments

covered　by　patent　venous　grafts　showed　reversible

201Tl　defect，　however，360f　117（30．8％）segments

which　covered　by　patent　arterial　grafts　showed　revers－

ible　201Tl　defect．　This　finding　was　observed　more

significantly　in　arterial　grafts　than　in　venous　grafts

（p＜0．001）．These　finding　suggests　that　arterial　grafts

have　lower　fiow　capacity　than　venous　grafts　at　peak

exerClse．

　Key　words：　201Tl，　Myocardial　scintigraphy，

CABG，　Graft　patency，　Coronary　flow　reserve．
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