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《原　著》

急性心筋梗塞の経過観察における99mTc－MIBI

　　　　心電図同期心筋SPECTの有用性

梗塞部集積改善の機序に関する検討
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　要旨　超急性期に再灌流療法に成功した心筋梗塞症例に対し9‘’mTc－MIBI心電図同期SPECTを用い

て経過観察を行い，非心電図同期（non－gated；　NG）像における梗塞部集積改善の機序について検討した．

急性心筋梗塞17例において‘”’mTC－MIBI心電図同期SPECTを再灌流療法から約1週間後（急性期）と約

1か月（亜急性期）に実施した．R－R間隔8分割にて収集した心電図同期SPECTデータより拡張末期

（ED）像および収縮末期（ES）像を作成した．　NG像，　ED像，　ES像における左室心筋のトレーサ分布を

極座標表示し，各局所8セグメントにおける集積度を％uptakeとして算出した．また各画像で局所集

積の改善度を△％uptake（亜急性期の％uptake一急性期の％uptake）として評価し，左室造影における局

所壁運動の改善の有無と比較検討した．急性期に壁運動異常を認めた梗塞部53領域は，亜急性期にお

いて左室造影上壁運動が改善した17領域（A群）と不変であった36領域（B群）に分けられた．NG像

では梗塞部のqc　uptakeの改善はA群において顕著で（6L6±IO．090から75．7±10．190，　P〈0．0001）

△9。　uptakeも大きく（14」±9．1％），　B群では有意ではあるものの（57．7±18．3％から61．0±17．5％）

△％uptakeはわずか（3．3±5．99。）であった．　ED像では梗塞部の％uptakeは両群ともに有意な改善を示

さず，NG像の％uptakeの変化と一致しなかった．しかしES像はA群で58．4±1　1．8・9。から68．9±11．8％

と有意に改善した（p〈0．00DがB群では不変であり，これらはNG像の変化と一致し，壁運動の変化

をよく反映した．またA群の△％uptakeの検討でNG像はES像との間に有意な相関（p〈0．02）を示し

たが，ED像とは相関を示さなかった．以上のようにNG像はED像よりもES像に一致した変化を示

したことから，急性梗塞における集積改善は血流改善よりも収縮能の改善により部分容積効果の影響が

減少することに起因すると考えられた．急性心筋梗塞における血流・機能の経時的な観察においては，

心電図同期心筋SPECTの利用が必要と考えられた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（核医学35：219－227，1998）

1．　はじめに

＊国立循環器病センター放射線診療部

＊＊同心臓内科受付二10年1月13日
最終稿受付：10年3月2日
別刷請求先：吹田市藤白台5－7－1（形565－8565）

　　　　　　国立循環器病センター放射線診療部

　　　　　　　　　　　　　　　　石　田　良　雄

　急性心筋梗塞例の心筋血流シンチグラフイにお

いて，再灌流療法施行例では時間経過とともに梗

塞部の集積改善および欠損縮小が見られることが

知られておりト9｝，この変化は冠微小循環不全の

改善卜9）あるいは血流トレーサの保持能力等の心
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Fig．1　The　schema　representing　myocardial　segment　for　assessment　of　regional　‘）”mTc－MIBI

　　　uptake　and　tbr　analysis　of　regional　wall　motion　in　left　ventriculography．

筋細胞機能の回復’・‘・7）に起因すると推定された．

しかし核医学画像における「部分容積効果」の影

響を考慮すると，この集積改善は再灌流直後の収

縮不全すなわちstunned　myocardiumi°）が時間経過

とともに回復する過程を反映している可能性も考

えられる．今回，急性心筋梗塞症例の再灌流療法

後の経過観察に心電図同期9りmTc－methoxyisobutyl

isonitrile（MIBI）心筋single　photon　emission　com－

puted　tomography（SPECT）を用い，従来の非心電

図同期像における集積改善の機序に関する検討を

行った．

II．対　　象

　対象は急性心筋梗塞17例（男性11例，女性6

例，平均年齢60±12歳）であり，全例が初回梗塞

1枝病変（左冠動脈前下行枝病変12例，右冠動脈

病変5例）であった．全例に対して超急性期（平

均再灌流時間：心筋梗塞発症から6．2±3．8時間）

に再灌流療法が実施された．その内訳は経皮的冠

動脈形成術（PTCA）10例，経皮的冠動脈血栓溶解

療法（PTCR）4例，　tig．・sue－plasminogen　activatorの

静脈内投与によるものが3例であった．

　なお亜急性期の冠動脈造影にて梗塞責任冠動脈

に有意（75％以上）な再狭窄が認められた症例は

除外した．

m．方　　法

　1．安静時心電図同期SPECTデータ収集

　安静時の被験者にgc）mTc－MIBI　600　MBqを静注

し，1時間後より心電図モニタリングによりR波

をトリガーし，心電図同期心筋SPECTを実施し

た．東芝社製単検出器型ガンマカメラ（GCA

901A／HG；LEGPコリメータ使用にてFWHM　16

mm）を用いてR－R間隔を8分割，1方向48心

拍，6度ごと30方向の180度データを収集し，

拡張末期（end－diastolic；ED）像および収縮末期

（end－systolic；　E．S）像を得た．またR－R　8分割デー

タを加算することにより通常の非心電図同期

（non－gated、　NG）像を作成した．　ED像はR－R　8分

割像の最初のフレームとし，ES像は収縮に伴う

心筋集積増加が最も顕著なフレームを視覚的に判

定し選択した．SPECTの撮像は再灌流療法から

約1週間後の急性期（10．6±4．0日）と，約1か月

後（37．1±8．5日）の亜急性期の2回行った．

　心筋SPECT短軸像を極座標上に展開し，左室

造影の左および右前斜位像に対応させて左室を前

壁，中隔，下壁，側壁に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8分割し

た（Fig．1）．次いで各領域における局所心筋ト

レーサ分布の定量指標として，NG像およびED

像，ES像のそれぞれについて各領域ごとに平均

集積を最大カウントで除した9。　uptakeを算出し
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Fig．2　Changes　in　segmental　gvmTc－MIBI％uptake　frOm　aCute　tO　Subacute　Stage　Of　aCute

　　　myocardial　infarction　on【he　non－gated．　end－diastolic，　end－systolic　images：Ana］ysis

　　　of　36　infarcted　segments　without　serial　improvement　of　le　ft　ventricular　waEl　motion

　　　abnormalities．　The％uptake　showed　a　smalhncrease　on　the　non－gated　image　but　did

　　　not　show　a　significant　change　on　the　end－diastolic　and　end－systolic　images　from　acute

　　　to　subacute　stage．

た．さらに局所心筋集積の改善度の指標として

△％up【ake（亜急性期の％uptake一急性期の％up－

take）を算出した．

　2．心臓カテーテル検査

　左室造影は再灌流直後および約1か月後（28．9

±4．7日）の2回施行し，それぞれについてSPECT

極座標8分割部に対応する左室心筋の局所壁運動

を0：normokinesis，1：hypokinesis，2：akinesis，

3：dyskinesisの4段階に視覚的に評価し，急性期

から亜急性期にかけての心筋Rl集積と左室運動

の変化を比較検討した（Fig．　D．

　3．統計学的解析

　統計学的解析にはpaired　t－testを用い，危険率

5％以下を有意差ありとした．

IV．結　　果

　1．左室壁運動の経時変化

　左室造影における局所壁運動の経時的変化を検

討した．急性期に左室造影にて壁運動異常を認め

た梗塞部は対象17例の全136領域中53領域で

あり，そのうち急性期から亜急性期にかけて局所

心筋壁運動スコアに1段階以上の改善が認められ

た領域は17領域であり（改善群），残り36領域

では壁運動異常は不変であった（非改善群）．壁運

動の悪化した領域は存在しなかった．改善群と非

改善群の急性期の壁運動スコアはL5±0．5対L6

±0．6と差が認められなかった．左室駆出率は壁

運動改善の見られた症例では43．5±IO．1％から

51．7±7．0％（p＜0．05）と改善したのに対し，壁運

動改善がなかった症例では44．4±4．9％から45．3

±8．5％と不変であった．また再灌流時間も5．6±

2．4時間対7．1±5．3時間と差を認めなかった．

　2．”mTc－MIBI心筋SPECT像の経時変化

　NG像，　ED像，　ES像それぞれにおける急性期

から亜急性期にかけての梗塞部％uptakeの変化を

検討した．梗塞部53領域全体で見ると，NG像

では58．9±16．1％から65．7±16．9％（P＜0．001）

へ，ED像では61．2±17．7％から63．5±16．3％

（NS）へ，　ES像では54．3±17．0％から58．7±17．3％

（P＜O．OO　1）へと変化し，　NG像とES像では有意

な増加を示すのに対しED像は有意な変化を示さ

なかった．
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Fig．3　Changes　in　segmental　99mTc－MIBI％uptake　from　acute　to　subacute　stage　of　acute

　　　　myocardial　infarction　on　the　non－gated、　end－diastolic．　end－systolic　images：Analysis

　　　　of　l7infarcted　segments　with　serial　improvement　of　left　ventricular　wall　motion

　　　　abnormalities．　The％uptake　showed　a　marked　increase　on　the　non－gated　and　end－

　　　　systolic　images　but　did　not　show　a　significant　change　on　the　end－diastolic　image．
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Fig．4　Relationships　of　segmental　changes　in　ge　uptake　from　ac山e　to　subacute　stage

　　　　（△％uptake）between〔he　non－gated　image，　and　the　end－diastolic　image　and　the　end－

　　　　systolic　image．　The△90uptake　on　the　non－gated　image　correlated　well　with　that　on　the

　　　　end－systolic　image　but　not　with　that　on　the　end－diastolic　image．

　壁運動改善群と非改善群の対比を行ったとこ

ろ，壁運動非改善群ではNG像の％uptakeは57．7

±18．3％から61．0±17．5％と全体としては有意な

改善（p＜0．005）を認めたが，その改善度△％up－

takeは3．3±5．g％とわずかであった．　ED像では

57．8±18．8％から58．7±16．5％，ES像では52．4±

18．9％から53．8±17．4％と，いずれも有意な変化

は見られず（Fig．2），△a／c　uptakeはそれぞれ

0．9±7．1％，L4±5．2％であった．それに対し壁運

動改善群におけるNG像の％uptakeは61．6±
10．0％から75．7±10．1％と顕著な改善（P＜0，0001）

を示し，△％uptakeも14．1±9．1％と壁運動非改善

Presented by Medical*Online



急性心筋梗塞の経過観察における99mTc－MIBI心電図同期心筋SPECTの有用性 223

璽酋’罪蜘サ才o‘c暮　vF∨≡心

一 一．9一

non－gated

エ
ー
さ
』

図
ー
ド
セ

臼rlち

L
ら
ム
し

ー
ー →

嚢

鋤

＼
－

パ

　
一
～　

町Z

ー
　
　
　
　
　
　
　

O

acute　stage subacute　stage

一
end－diastolic

き
、
月
i
麺
冒

／
～
　
　
　
‘
－

　
　
S
合
ド
、
て

白r，　f．

－
」
ヨ
t

I
ー

・一一一・■，

：一

ー
梁

acute　stage subacute　stage

a

■■
end－systolic

曹
∨
声
一
■
「
ト
・

自nf．

垣〆ピ＝’ 　　一’一’s－ft－．

一

L
ヨ　　　■”・，・・－e，

t

　め　
“

寂

に｝：叩

acute　stage subacute　sta（1e

acute　stage

→

subacute　stage

Fig．5　The　serial　changes　in　regiona1り9TnTc－MIBI

　uptake　on　the　non－gated，　end－diastolic　and　end－

　systolic　images（a）and　regional　wall　motion　in　left

　ventriculography（b）in　a　48－yr　male　patient　with

　anterior　myocardiaいnfarction．　The％uptake　in

　infarcted　segments　showed　a　marked　increase　from

　the　acute　to　subacute　stage　on　both　non－gated　and

　end－systolic　images，　but　did　not　show　any　changes

　on　the　end－diastolic　image．　The　regional　wall　molion

　　in　the　segments　showed　serial　improvement　from

　akinesis－dyskinesis　to　hypokinesis．

b
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群に比し大きかった．ES像の％uptakeも同様に

58．4±11．8％から68．9±11．89。と著明に改善（p＜

0．001）し，△％uptakeは10．5±10．1％であった．

ED像においては％uptakeの改善した領域が認め

られるも全体としては68．4±12．6％から73．6±

10．0％と有意な変化を認めず（Fig．3），△％uptake

は5．2±10．7％であった．

　さらに各画像における壁運動改善領域の

△9・　uptakeを比較したところ，　NG像とED像の

△q・　uptakeの間には正の相関を示す傾向があるも

のの有意ではなかったのに対し，NG像とES像の

△％uptakeには高い正の相関が認められ，　NG像に

おける改善はES像の変化により関連した（p＜

0．02）（Fig．4）．

V．症例呈示

　48歳男性，急性前壁中隔梗塞例である．発症

から約9時間後に左前下行枝＃6：100％に対して

PTCAを施行した．安静時‘M）mTc－MIBI心電図同期

SPBCTは発症から4日目および35日目に，左室

造影は発症当日および31日目に行った．

　Fig．5－aにNG像およびBD像，　ES像における

9’）mTC－MIBIの心筋集積のBulrseye表示を示す．

NG像では急性期に前壁中隔から心尖部にかけて

広範な集積低下が見られ，従来の報告と同様に急

性期から亜急性期にかけて同部位に集積改善を認

めた．ES像でも同様に顕著な集積改善が見られ

たが，ED像にはほとんど変化を認めず，　NG像

の変化はED像よりもES像の変化により近似し

ていた．本症例では左室造影において，梗塞部壁

運動は急性期から亜急性期にかけてakinesis－

dyskinesisからhypokinesisへと改善が認められ

（Fig．5－b），左室駆出率も3sq。から59％へと改善

していた．

VI．考　　察

　心筋梗塞症例に対するm℃A等の再灌流療法の

普及に伴い2°’TICIL”s）あるいは99mTc標識心筋血

流製剤6・7）を用いたSPECT，さらに13NH、を用い

たpositron　emission　tomography8・り♪による心筋血流

イメージングが再灌流療法後の経過観察に利用さ

れ，その有用性に関する検討がなされてきた．こ

れらの報告では，冠動脈造影上は十分な血流改善

が得られているにもかかわらず，再灌流直後のシ

ンチグラムにおいて血流欠損を認め，時間経過と

ともに梗塞部集積の改善および欠損像の縮小が生

じることが指摘されている．そしてこの経時変化

は側副血行路の発達卜7｝あるいはmicrovascular

stunningLi）からの回復による冠微小循環不全の改

善や，心筋細胞の機能および代謝不全に伴うト

レーサ保持能力障害の回復’・‘・7｝によると考えられ

てきたが，これらはすべて非心電図同期像による

検討であり心筋局所壁運動の影響は考慮されてい

ない．血流異常がなくとも壁運動障害により心筋

局所集積欠損が出現することが動物実験および臨

床例にて指摘されており12　一一　14），再灌流療法後の局

所集積の改善は，再灌流直後の収縮不全すなわち

stunned　myocardium8）による部分容積効果の影響

が時間経過とともに回復している過程を表してい

る可能性がある．

　そこで著者らは，再灌流療法から約1週間後の

急性期および，約1か月後の亜急性期に，心筋血

流および壁運動の変化を経時的に同時評価するこ

とが可能な心電図同期心筋SPECTを行い，再灌

流療法後に見られる梗塞部集積の変化の生じる機

序について検討した．その結果，再灌流により壁

運動改善が得られた梗塞領域では，NG像におい

てこれまでの報告いり｝と同様に急性期から亜急性

期にかけて集積改善が認められたが，心電図同期

データの解析ではED像の変化は少なくES像の

改善が顕著であり，ES像の改善はNG像と同様

に壁運動の回復をよく反映していた．また急性期

から亜急性期にかけてのNG像における集積改善

度はED像よりもES像の改善度と相関し，　NG像

における集積変化は主としてES像の変化と密接

に関係していると考えられた．このことからNG

像における集積改善は血流自体の改善による影響

よりむしろ，局所心筋収縮能の改善（stunnedから

の回復）に伴う部分容積効果の影響によるところ

が大きいと考えられた．ただしED像において梗
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塞部集積に改善を示す症例も認められ，局所心筋

血流自体の改善によるものも少ないながら存在す

ると考えられた．

　本検討では対象全例において，急性期の壁運動

評価は再灌流直後の左室造影により行っており，

リりmTc－MIBI心電図同期SPECT施行日との間に若

干の間隔があり，厳密な意味で同時期の情報とは

言えないかもしれない．しかしながら，再灌流か

ら約1週間の間隔をおくことにより再灌流療法に

伴う心筋障害や再灌流後のreactive　hyperemiai5・i6［

の影響を無視できるという点で，SPECTの撮像を

再灌流からある程度間隔をあけて行うことは逆に

利点ともなる．また心筋梗塞に伴う心筋の局所壁

運動障害はstunned　myocardium8’等の影響により

遷延することが指摘されている．第1回目の
”9mTc－MIBE心電図同期SPECT施行時にも高度な

壁運動障害が持続しているものと考え，両者をほ

ぼ同時期のものとして検討を行った．

　これまで虚血性心疾患を対象に，9‘）・nTc標識心

筋血流製剤による心電図同期像を用いて血流と壁

運動を同時に評価することの有用性が示されてき

た17』．1°）．しかし急性心筋梗塞再灌流後の経過観察

における有用性について検討した報告はない．今

回の検討からNG像が局所心筋収縮の影響を受け

るため真の血流分布を反映できないのに対して，

心電図同期像は，局所壁運動の影響が少なくより

真の血流分布に近いと考えられるED像11）と，壁

運動の影響をより強く受けるES像t2）とに分離す

ることにより，血流変化と収縮機能変化の両者を

同時にモニタリングすることが可能であり，心筋

梗塞例における再灌流療法後の経過観察に有用と

考えられた．
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Summary

Usefulness　of　ECG・Gated　wmTC－MIBI　MyOcardial　SPECT　in　the　Follow－up　Study

　　　　　　　　　　　　　　　　of　PatientS　with　Acute　Myocardial　lnfarction

Masahiro　ToBA＊，　Yoshio　IsHIDA＊，　Kazuki　FuKucHl＊，　Yoriko　SHIMoTsu＊，　Norihiko　KuME＊，

　　　　　　　　　　　　　Kohei　HAyAsHiDA＊，　Makoto　TAKAMIYA＊，　Teruo　NoGucHl＊＊，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Akira　IToH＊＊and　Hiroshi　NoNoGl＊＊

＊Dei・o伽ent　qfRadio’イノ8〕㌦＊＊Depart’nent　qf　lnterna～Medicine，

　　　　　　　　　　National　Cardiovasc’ular　Center

　To　clari　fy　the　background　of　the　scintigraphic

improvement　in　non－gated　myocardial　perfusion

imaging　for　patients　with　acute　myocardial　infarction、

we　performed　serial　ECG－gatedりりmTc－MIBI　myocar－

dial　SPECT　in　17patients　with　acute　myocardial

infarction（AMI）receiving　successful　reperfusion

therapy．　ECG－gated　myocardial　SPECT　and　left

ventriculography　were　performed　a口week（acute

phase）and　l　month（subacute　phase）after　the　onset

of　AML　Regional％uptake（regional　count×100／

maximal　counりwas　determined　for　each　of　8　myocar－

dial　segments　of　the　Bull’s　eye　map。　We　analyzed　the

data　in　53　AMI　segments　out　of　total　l36　myocardial

segments，　on　the　non－gated（NG）、　end－diastolic（ED），

and　end－systolic（ES）images．　In　addition，　the

△qo　uptake（％uptake　in　subacute　phase－90uptake　in

acute　phase）was　also　determined　as　an　index　repre－

senting　the　improvement　of　myocardiahracer　uptake

on　each　image．　ln　17segments（group　A）with　wall

motion　recovery　assessed　by　seria川eft　ventriculogra－

phy，　the％uptake　on　the　NG　image　was　significantly

improved（61．6±10．O　to　75．7±10．Lp＜0．0001）．

However．　in　36　segments（group　B）without　wall

motion　recovery、　the　change　of％uptake　on　the　NG

image　was　smalL　There　was　no　signi而cant　change　in

the％uptake　on　the　ED　image　in　groups　A　and　B．　On

the　contrary，　the％uptake　on　the　ES　image　showed　a

significant　increase　in　group　A（58．4±11．8　to　68．9±

lL8、　p〈0．001），　but　did　not　in　group　B．　Thus，　this

change　on　the　ES　image　reHects　the　wall　motion　re－

covery．　Furthermore，　in　group　A、　there　was　a　signifi－

cant　correlation　between　the△％uptake　on　the　NG

image　and　those　on　the　ES　image（p〈0．02）、　but　was

not　between　those　on　the　NG　and　the　ED　images．

Thus．　the　change　in　the％uptake　on　the　NG　image　was

more　related　to　those　on　the　ES　image　which　is　more

affected　by　the　change　in　regional　waU　motion　than

those　on　the　ED　image　which　re伺ects　improved　myo－

cardial　perfusion．　These　results　suggest　that　ECG－

gated　myocardial　9りIIハTc－MIBI　SPECT　is　more　useful

to　assess　the　serial　change　in　myocardial　perfusion

and　contraction　than　the　conventional　non－gated

SPECT　in　the　follow－up　study　of　patients　with　AML

　Key　words：　9gmTc－MIBL　Gated　SPECT，　Acute

myocardial　infarction．　Reperfusion．
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