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《原　著》

再灌流後早期における局所心筋壁運動改善の予測

低用量ドブタミン負荷99mTc－MIBI心拍同期心筋シンチグラフィを用いた検討一

鳥羽　正浩＊　　汲田伸一郎＊

木島　鉄仁＊　　隈崎　達夫＊

宗像　一雄＊＊

水村　　直＊　　趙　　圭一＊

酒井　俊太＊＊　草間　芳樹＊＊

　要旨　心筋梗塞15例に対し，安静時および低用量（4～6μg／kglmin）dobutamine（DOB）負荷時の99mTc－

MIBI心拍同期SPECTデータ収集を施行，心筋壁運動改善能評価に関する検討を行った．左室心筋を

8　segments（seg．）に分け，安静時データよりregional％uptakeを，また安静・DOB負荷時のregional％

wall　thickening［％WT＝（ES－ED）×1・OOIED・max・count］より△％wall　thickening（△％WT＝DOB負荷時一安

静時％WT）を算出した．冠動脈再建術前および後（3～5か月）に行った心エコーにより局所壁運動が

改善したseg．をrecovery　of　LV　contractility（＋）［RC（＋）］，しなかったものをrecovery　of　LV　contractility

（一）［RC（一）］として検討を行った．冠動脈再建術を施行した梗塞部34　seg．（RC（＋）18seg．，　RC（一）16

seg．）のうち9。　uptakeによる軽度血流減少群（≧normal　mean－2S．D．）では8seg．中7seg．がRC（＋）で

あったが，高度血流減少群（＜normal・mean－2S．D．）でも26　seg．中11seg．にrecovery　of　LV　contractility

を認めた．そこで高度血流減少群をRC（＋），　RC（一）に分類したところ，％uptakeはそれぞれ61．8±

10．6，60．2±10．5％と差を認めなかったのに対し，△％WTはll．1±4．8，5．7±2．9％と有意差を認め（p

＜0．Ol），壁運動改善能の判定に有用であった．以上のように安静時およびDOB負荷時心拍同期SPECT

を用いperfusionおよびDOB反応性を比較したところperfusionのみでは血行再建後早期のcontractility

の改善を過小評価する場合もあるが，DOB反応性を同時に評価することによりこれを補うことができ

ると考察された．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（核医学34：315－322，1997）

1．はじめに

　心筋梗塞に対する冠血行再建術の術前の適応決

定のために，従来より心筋梗塞巣におけるviabil－

ity評価法として2°ITICI心筋シンチグラフィが広
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く利用されてきた．一方，99mTc－methoxyisobutyl

isonitrile（MIBI）等のテクネチウム標識心筋製剤を

用いた心拍同期心筋シンチグラフィは心筋血流評

価のみならず定量性に富んだ心機能解析が可能で

ある1～3）．また近年ドブタミン（DOB）負荷心エ

コーを用いた心機能面からの心筋viability評価も

臨床応用されるようになった4、7）．今回，著者ら

は心筋梗塞症例に対して低用量DOB負荷時およ

び安静時に99mTc－MIBI心拍同期心筋SPECTデー

タ収集を行い，血流と併せてDOB反応性を定量

的に評価し，その梗塞部壁運動改善能評価に関す

る有用性を検討した．
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II．対　　象

　心筋梗塞症例15例（急性期心筋梗塞10例，亜

急性期心筋梗塞2例，陳旧性心筋梗塞3例；男性

13例，女性2例，平均年齢64±9歳）である．う

ち11例に対して本検査後1か月以内に経皮的冠

動脈形成術（PTCA）あるいは経皮的冠動脈血栓溶

解術（1γ1℃R）が行われた．

　また対照者として，心筋梗塞の既往がなく，心

筋血流シンチグラフィ上も明らかな血流低下を示

さず，また心エコーにおいても異常所見を有さな

い心機能正常者男女各10名に対し，安静時のみ

w「nTc－MIBI心筋SPECTを施行した．
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Fig．1　The　myocardial　recontractility　which　were

　　　obtained　by　echocardiographic　wall　motion

　　　change．

m．方　　法

　1．安静時心拍同期心筋SPECTデータ収集

　安静時の患者および正常対照者に99mTc－MIBI

740MBqを静注し，1時間後よりPlcKER／島津

社製3検出器型ガンマカメラPRISM・3000を用い

て撮像を行った．心電図モニタリングによりR波

をトリガーし，R－R間隔を16分割，1方向60心

拍，6度ごと20方向（×3）の360度データを収集

した．matrixは64×64とした．
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Fig．2Comparison　between　90　uptake　and△％WT　in　50

　　　segments　with　myocardial　infarction．　There　are

　　　recontractile　segments　with　severely　reduced　go

　　　uptake　but　high△％WT．
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Fig．3　％uptake（mean±S．D．）of　each　segments　in　normal　subjects．
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mildly　reduced　　　　severely　reduced

　go　uptake（n＝8）　　　　％uptake（n＝26）

　　口rec・ntractility　（＋）

　　　　　　　　　　　　　Fisher’s　test：P＜0．05
　　■　　recontractility（一）

Fig．4　Comparison　of　recontractility　in　segments　with

　　　mildly　and　severely　reduced％uptake．　The

　　　proportion　of　recontractile　segments　was

　　　significantly　higher　than　non－recontractile

　　　segments　in　mildly　reduced％uptake　group．

　　　Whereas　there　were　almost　equivalent　in　severely

　　　reduced％uptake　group．
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Fig．5Comparison　of％uptake　and△％WT　of
　　　recontractile　and　non－recontractile　segments　with

　　　severely　reduced％uptake．△％WT　of　recon－

　　　tractile　segments　is　significantly　higher　than　that

　　　of　non－recontractile　segments．

　2．DOB負荷時心拍同期心筋SPECTデータ
　　収集

　安静時心拍同期SPECTデータ収集に引き続い

て，安静時と同条件にてDOB負荷時心拍同期心

筋シンチグラフィを施行した．DOB投与5分後

よりデータ収集を開始し，検査終了までDOB　4～

6μg／kg／minを肘静脈より持続投与した．

317

sensitivity specincity accuracy

％uptake≧50％ 88．9％ 37．5％ 64．7％

△％WT≧5．0％ 88．9％ 31．3％ 6L8％

△％WT≧10．0％ 55．6％ 93．8％ 735％

Fig．6　Sensitivity　for　myocardial　recontractility　with％

　　　uptake　or△％WT．　The　sensitivity　with％uptake

　　　is　equal　to　that　with△％WT．

　3．安静時心筋血流分布評価および安静1DOB

　　負荷時心機能解析

　R－Rl6分割像を合成した安静時の非心拍同期

心筋SPECT短軸像を極座標上に展開し，左室を

前壁，中隔，下壁，側壁に均等4分割し，さらに

それぞれを近位および遠位に分けて左室心筋を均

等8分割した．各領域における局所心筋血流分布

の指標として，各ピクセルのカウントを左室全領

域のうちの最高カウントであるmaximal　countで

除し各ピクセルごとに％　uptakeを求め，さらに

各セグメントごとの平均％uptake（regional　count

×100／maximal　counりを算出した．次いで安静時

およびDOB負荷時心拍同期心筋SPECT短軸像
の収縮末期（ES），拡張末期（ED）像から，左室収

縮に伴う局所心筋count　density上昇率としてRe－

gional％walいhickening　I％WT；（ES　count－ED

count）×100！ED　maximal　coun日を，さらにDOB

反応性の指標として△9。　wall　thickening（△％WT；

9・WT　at　DOB　stress－　9・WT　at　rest）の算出を行っ

た．％WTの算出は各ピクセルごとに行い．各領

域での平均を検討に用いた．なお左室収縮に伴い

SPECT短軸像においてねじれの生じた症例に関

しては，局所心筋RI集積を参考に視覚的に判断

し，極座標を回転させる処理により補正を行っ
た．

　4．心エコーによる心筋壁運動改善の評価

　全例に対し心筋シンチグラフィ前に心エコーを

施行し，SPBCT極座標8分割像に対応する左室

心筋の局所壁運動を0：normokinesis，1：mild　hy－

pokinesis，2：severe　hypokinesis，3：akinesis，4：

dyskinesisの5段階に視覚的に評価した．さらに

冠血行再建術より3～5か月後，冠血行再建術未

施行例では本検査より3～5か月後に再度心工
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318 核医学　34巻5号（1997）

コーにて同様に局所壁運動を評価し，両検査問で

壁運動スコアが1段階以上改善したsegmentを
recovery　of　LV　contractility（＋）（RC（＋）），しな

かったsegmentをrecovery　of　LV　contractility（一）

（RC（一））とした．

　なお統計学的処理には，segment数の比較には

Fisher’s・testを，％uptakeおよび△％WTの比較に

はunpaired　t－testを用いて検討を行い，危険率5％

以下を有意差ありとした．

IV．結　　果

　全120segment（15例）のうち心エコーで壁運動

異常を認めた心筋梗塞領域は50segmentであり，

そのうち34　segmentに対して冠血行再建術が行わ

れた．冠血行再建術を施行したもののうち18seg－

mentがRC（＋），16segmentがRC（一）であり，

冠血行再建術を行わなかった16segmentはすべて

RC（一）であった（Fig．1）．

　心筋梗塞領域の全50　segmentについて9・　uptake

と△％WTの比較を行ったところ，％uptakeが高

度に低下しているものの中にも，とくに△％WT

が高値を示すものはRC（＋）のものが多い傾向が

見られた（Fig．2）．

　そこで，安静時心筋血流・心機能正常者男女各

10名から算出した各segmentごとの正常平均％

uptake－2SD．（Fig．3）を用い，冠血行再建術を施

行した34　segmentを軽度血流減少群および高度血

流減少群に分類しrecovery　of　LV　contractilityの有

無を比較した．軽度血流減少群すなわち％　uptake

が各区域での正常平均一2S．D．以上群には8seg－

ment中7　segmentと高率に梗塞部の再収縮を認め

たが，高度血流減少群すなわち正常平均一2S．D．

Fig．7a
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　　　b）The　functional　map（％wall　thickening）at　resしc）The　functional　map（％wall
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Fig．7b

Fig．7c
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未満群にも26　segment中llsegmentに再収縮が

みられた（p＜o．05）（Fig．4）．

　次いで高度血流減少群26segmentについてRC

（＋）群とRC（一）群で9・　uptakeおよび△％WTを

比較したところ，％uptakeは61．8±10．6％，60．2

±10．5％と明らかな差が見られなかったのに対

し，△％WTは11．1±4．8％，5．7±2．9％と統計学

的に有意差を認めた（p＜0．Ol）（Fig。5）．

　さらに冠血行再建術を施行した34segmentにつ

いて％uptake　50％，および△％WT　5．0％，10．0％

以上をRC（＋）とした場合のrecontractilityの検出

率を比較した（Fig．6）．％uptake　50％をcut　off

thresholdとした場合，　sensitivityは88．9％，　speci－

ficityは37．5％，　accuracyは64．7％であり，また

△％WT　5．0％，△％WT　10．0％を用いた場合はsen－

sitivityはそれぞれ88．9％，55．6％，　specificityは

31．3％，93．8％，accuracyは61．89e　，73．5％であっ

た．

V．症例呈示

　58歳，男性．左前下行枝の99％狭窄による前

壁中隔梗塞例である．perfusion　mapでは左室前壁

から中隔にかけて広範囲の集積低下を認め，同部

位の％uptakeは前壁心尖部側47．8％，心基部側

61．5％，中隔部心尖部側49．1％，心基部側47．0％

と著明に低下している（Fig．7a）．安静時の心拍同

期SPECTデータより作成したfunctional　mapで

は，前壁から中隔にかけて局所壁運動の低下に伴

う％wall　thickeningの低下を認める（Fig．7b）．そ

れに対しDOB負荷時のfunctional　mapでは，中

隔側の壁運動の改善に伴うcount　densityの上昇を

示した（Fig．7c）．本症例では検査後狭窄部に対し

てPTCAを施行し25％に開大，5か月後の心エ

コーにて中隔部にのみakinesisからmild　hypoki－

nesisへと壁運動改善を認めた．

VI．考　　察

　近年，DOB負荷エコーを用いた心機能面から

の心筋viability評価が行われるようになった4～7）．

しかしながら心エコーは定量評価が困難であると

いう問題点を有する．また核医学分野においては

従来より2°iTICIが心筋viability評価に汎用され

てきたが，一方で99mTc－MIBIを用いた心拍同期心

筋シンチグラフィは9。WT等の指標をもとに局所

心筋の壁運動を血流と併せて評価することが可能

であるト3）．そこでDOBの持つpositive　inotropic

effectを99mTc－MIBI心拍同期SPECTによる壁運

動評価に応用し，低用量DOB（4～6μg／kg／min）負

荷心拍同期心筋SPECT8）を用いた再灌流後比較的

早期の心筋壁運動改善能評価に関する有用性につ

いて検討した．

　これまで9。　uptakeを指標とした局所心筋血流

分布と心筋viabilityとの関係について多くの研究

がなされ，RI心筋摂取率がviabilityを反映するこ

とが示されてきた9、13）．しかしながら梗塞の早期

にはhyperemia，再灌流障害，出血，炎症，心筋

壊死の進行，stunning等の因子が局所心筋血流に

影響を及ぼし，9。　uptakeのみでは心筋viabilityを

過小評価する危険性も指摘されている13）．本検討

では％uptakeの比較的保たれている部位におい

ては再収縮が高率に認められたが，高度に血流が

低下した部位でも再収縮の認められたsegmentが

存在し，このような部位においては心筋血流のみ

の評価では壁運動改善能を過小評価してしまうこ

とが示唆された．さらに高度に血流が低下した

segmentを再収縮の有無で分類した場合，％up－

takeには差がなかったのに対し△％WTは有意

差を認め，％uptakeが高度に低下しながらも

△％WTは保たれた部位に収縮改善を認めた症例

も存在した．また従来からの報告に見られるよう

に％up　ake　50％をcut　off　thresholdとした評価12」3）

に比し△％WTを用いた場合の壁運動改善の検出

率は同等であり，9。　uptakeのみでは壁運動改善能

を過小評価した2症例2　segmentを検出し得たこ

とからも，血流のみの評価では心筋壁運動改善能

を過小評価してしまうが，DOB反応性を同時に

評価することによりこれを補うことができると考

察された．

　％WTの補正にはこれまで単に各ピクセルごと

のED　countが用いられてきた1～3）．しかしながら
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この場合，梗塞部の血流が高度な部位においては

％WTを過大評価してしまう可能性も指摘されて

いる14）．そこで前述のごとく，ピクセルごとの最

大カウントであるED　maximal　countを補正に用

いて検討を行った．

　今回は冠血行再建術後比較的早期（3～5か月）

の心筋収縮能の改善，すなわちrecovery　of　LV

contractilityの評価法について検討した．しかし

ながら再灌流後徐々に虚血部の9。　uptakeが上昇

することも報告されており9），それに伴い心筋収

縮能も改善していくことが示唆されることから

も，真の心筋viability評価という点では今後され

に長期的なfollow　upをしていく予定である．
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Summary

Prediction　of　the　Myocardial　Contractility　lmprovement

　　　　on　Early　Stage　after　the　Revascularization　Using

LOw・DOSe　DObutamine　StreSS　99mTC－MIBI　Gated　SPECT

Masahiro　ToBA＊，　Shin－ichiro　KuMITA＊，　Sunao　MlzuMuRA＊，

　　　　　Keiichi　CHo＊，　Tetsuji　KulMA＊，　Tatsuo　KuMAzAKI＊，

Shunta　SAKAi＊＊，　Yoshiki　KusAMA＊＊and　Kazuo　MuNAKATA＊＊

＊Depar〃nentcゾRadio’08y，＊＊First　Department　（～f　ln’ernal〃α∫’cine，

　　　　　　　　　　　　　　　　Ni〃oη〃edica’School

　　For　prediction　of　recovery　of　LV　contractility，

99mTc－MIBI　gated　SPECT　at　rest　and　that　with

dobutamine（DOB）loading　were　performed　in　l　5　pa－

tients　with　myocardial　infarction（MI）．　Regiona1％

uptake（regional×100／maximal　counり，％wa1Hhick－

ening［％WT；（ES－ED）×100肥D　maximal　count】，

and△％WT（％WT　at　DOB　stress－％WT　at　rest）

were　calculated　for　each　of　8　segments（seg．），　includ－

ing　34　MI　out　of　tota1120　seg．，　which　derived　from

short　axis　LV　count　pro旬e．　These　34　seg．　were　di－

vided　into　two　groups，　recontractile（18seg．）and　non－

recontractile（16seg．），　whether　improvement　of　the

wall　motion　following　the　intervention（3－5　months）

was　observed　by　echocardiography」n　the　result，　there

were　7　recontractile　seg．　in　8　seg．　with　mildly　reduced

perfusion（≧normal　mean％uptake－2SD．），　and

there　were　l　l　recontractile　seg．　in　26　seg．　with　severe

reduced　perfusion（＜normal　mean％uptake－2
S．D．）．　Moreover，　in　segments　with　severely　reduced

perfusion，　there　was　no　significant％uptake　differ－

ence　between　recontractile　and　non－recontractile　seg．

However，△％WT　of　recontractile　group（11．1±4．8％）

was　significantly　higher　than　that　of　non－recontractile

group（5．7±2．9％）（P＜0．01）．　In　conclusion，　although

the　improvement　of　contractility　on　early　stage　after

the　revascularization　was　sometimes　underestimated

with　only　perfusion（％uptake），　myocardial　DOB　re－

sponse　of％WT　which　were　obtained　by　gated　SPECT

with　MIBI　would　avoid　the　underestimation．

　　Key　words：　99mTc－MIBI，　Gated

Dobutamine，　LV　contractility．

SPECT，
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