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冠攣縮性狭心症における 99mTc-MIBI 安静心筋 SPECT
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心筋 SPECT の有用性について検討した．

対象は冠動脈造影検査で有意狭窄を認めなかったが，エルゴノビン投与陽性により冠攣縮性狭心症と診
断された 39 例および正常 10 例である．心筋 SPECT は MIBI 約 600 MBq 静注 45 分後 (early image) と 3
時間後 (delayed image) に施行した．集積低下は 4 段階の defect score (0：正常，1：軽度集積低下，2：
中等度集積低下，3：高度集積低下) の合計 total defect score (TDS) により半定量的に評価した．また，
集積低下領域と正常領域の washout rate を Bull’s eye により定量的に評価した．その結果，early image
では 15 例 (38.4%) で集積低下を認めた．delayed image では 27 例 (69.2%) で集積低下を認めた．early
image で集積低下を認めた全症例で delayed image でも集積低下を認めた．early image と delayed image
のいずれも集積低下が認められなかった症例は 12 例 (30.8%) であった．TDS は early image に対し
delayed image で有意に高く (early: 2.6±2.4，delay: 3.9±2.4，p＜0.01)，spasm 領域における MIBI の
washout rate は正常領域に対し有意に上昇した (正常領域: 11.5±5.7%，spasm 領域: 13.9±5.7%，p＜
0.02)．一方，トレッドミル負荷心電図で ST 波低下等の異常を認めた症例数は 17.6% (6/34)．また，ト
レッドミル運動負荷心筋 SPECT において集積低下を認めた症例数は 47.1% (16/34) であった．エルゴ
ノビン誘発攣縮領域 32 領域中 27 領域 (72%) で同一領域における delayed image での集積低下を認め
た．MIBI の delayed image における集積低下は washout の亢進によるものであり，それはミトコンド
リアの膜の MIBI に対する保持能の低下を意味する．冠攣縮性狭心症の場合 spasm による虚血がミト
コンドリアへ影響を与えたものと考えられる．本検討により負荷心電図所見また負荷心筋 SPECT 所見
が正常でも安静時の MIBI 心筋 SPECT の delayed image にて集積低下を認めた場合，冠攣縮性狭心症で
ある可能性が高いことが示唆された．以上のことから，冠攣縮性狭心症の診断において安静時の MIBI
心筋 SPECT の delayed image は有用であると考えられた．
(核医学 39: 117–124, 2002)
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はじめに

胸痛症状があり虚血性心疾患が疑われたため，
安静・負荷心電図を施行したが虚血性変化を認め
ない症例に対し，99mTc-hexakis-2-methoxy isobutyl isonitrile (MIBI) を施行したところ，安静心筋
SPECT の delayed image にて集積低下を認める症
例を経験した．これらの症例は冠動脈造影にて器
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質的狭窄を認めなかったが，エルゴノビン負荷に
より spasm が誘発され，冠攣縮性狭心症と診断さ
れた．冠攣縮性狭心症の核医学的診断について
は，今までに

123

I-15-(p-iodophenyl)-3-R,S-methyl

pentadecanoic acid (BMIPP) 1,2)， 123 I-metaiodobenzylguanidine (MIBG)3) によるもの，また 99mTctetrofosmin 心筋 SPECT の運動負荷後期像の有用
性についての検討4) が報告されている．通常，虚
血性心疾患の診断におけるスクリーニングには心
筋血流製剤が最も汎用されるため，BMIPP, MIBG
については 2 次的な扱いとなることが多い．また，

Fig. 1 Diagram of segmentation scheme used for
regional quantitative analysis of 99m Tc-MIBI.
Segment number 1, 2, 3, 6, 7: left anterior
descending artery distribution. Segment number
4, 8: right coronary artery distribution. Segment
number 5, 9: left circumflex artery distribution.

エルゴノビン負荷冠動脈造影は侵襲的であるた
め，スクリーニング検査としては有用でない．今

りである．SPECT 装置：SIEMENS 社製 MULTI

回われわれは，虚血性心疾患に対するスクリーニ

SPECT II，回転：step and shoot にて 6° ごと 72 方

ング検査として容易に施行可能な，MIBI による

向 360° 近接軌道，収集時間：20 秒／方向，倍

安静心筋 SPECT における冠攣縮性狭心症の診断

率：1.45 倍，マトリクス：64×64，画像再構成

上の有用性について検討した．

法：filtered back projection, prefilter＝Butterworth

II.

対

象

filter, order＝8, cut off frequency＝0.53 cycle/cm．
2)

解析方法

冠動脈造影にて，器質的狭窄を認めず，エルゴ

SPECT 画像の左室壁を 9 分割し (Fig. 1)，各セ

ノビン負荷冠動脈造影で spasm を認め，冠攣縮性

グメントにおける集積の程度を 4 段階の defect

狭心症と診断された 39 例 (男性 28 例，平均年齢

score により評価した．すなわち，正常を 0，軽

64.7±8.8 歳，女性 11 例，平均年齢 66.0±6.6 歳，

度集積低下を 1，中等度集積低下を 2，高度集積

Table 1) と，器質的狭窄およびエルゴノビン負荷

低下を 3 とし，各セグメントにおける defect score

冠動脈造影にて spasm を認めなかった正常群 10

の合計 total defect score (TDS) により評価した．

例 (男性 5 例，平均年齢 55.2±3.8 歳，女性 5 例，

吸収補正をしていない画像であるため，TDS は 3

平均年齢 63.4±4.6 歳) を対象とした．最終発作時

以上をもって有意集積低下と判定した．また，

から 2 週間以内に MIBI による安静・負荷心筋

MIBI 集積の経時変化を定量的に評価するため，

SPECT，エルゴノビン負荷冠動脈造影を施行し

Bull’s eye 上で左冠動脈前下行枝，左冠動脈回旋

た．ただし，不安定狭心症例に対しては負荷心電

枝，右冠動脈の各支配領域における washout rate

図・負荷心筋 SPECT は施行しなかった．

を算出した．

III.
1)

方

法

MIBI による心筋 SPECT

3) 冠動脈造影
原則として心筋 SPECT 施行後 1 週間以内に冠
動脈造影を施行した．ただし，不安定狭心症例に

心筋 SPECT は安静にてMIBI を約 600 MBq (10

関しては冠動脈造影が優先されるため，冠動脈造

MBq／体重を基準) 静注し，投与 45 分後と 3 時

影後に心筋 SPECT を施行した．冠動脈造影にお

間後に施行した．負荷心筋 SPECT は安静心筋

けるエルゴノビン負荷は原則的に 4, 8, 20 µg を

SPECT 施行翌日にトレッドミル多段階負荷にて

段階的に右冠動脈から直接注入する方法で施行し

行い，最大負荷時に MIBI を約 600 MBq 投与し，

た．また，負荷時に spasm が生じた時点でエル

投与 1.5 時間後に撮像した．撮像条件は以下の通

ゴノビン投与を中止した．原則的に 99% 以上の

Table 1 Clinical characteristics of study population
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Table 2 Number of patients with low accumulations area

early (＋)
early (−)

delay (＋)

delay (−)

15 (38.4%)
12 (30.8%)

0 (0%)
12 (30.8%)

early (＋); number of patients with low accumulation area
of early images.
delay (＋); number of patients with low accumulation area
of delayed images.
early (−); number of patients with early normal images.
delay (−); number of patients with delayed normal images.

Fig. 3 Comparison of total defect score between rest
MIBI early images and delayed images and
exercise images.

Fig. 2 Comparison of positive ratio in each testing
modality for VSA.

spasm が生じた場合を陽性と判定したが，び漫性
の spasm でも ST 波の変化を伴った場合は陽性と
Fig. 4 Comparison of washout rate between spasm area
and normal area of VSA cases and normal groups.

判定した．
4) 統

計

数値は平均±標準偏差で表し，統計は t 検定に
て行い，有意水準 5% 未満をもって有意差ありと

image と delayed image のいずれも集積低下を認め

判定した．

なかった症例は 12 例 (30.8%) であった (Table 2)．
IV.

1.

結

果

陽性率の検討

負荷心筋 SPECT にて集積低下を認めた症例は負
荷を施行した 34 例中 16 例 (47.1%)，また，負荷
心電図で ST 波の低下を認めた症例は 34 例中 6

early image では 15 例 (38.4%) で集積低下を認

例 (15.4%) であった (Fig. 2)．正常例においては

めた．delayed image では 27 例 (69.2%) で集積低

early, delayed image および負荷心筋 SPECT での

下を認めた．early image で集積低下を認めた全例

集積低下は認められなかった．delayed image に

で delayed image でも集積低下を認めた．early

て集積低下を認めた 27 症例の 32 領域中 23 領域
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delayed images between cases with stable condition and unstable condition.
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Fig. 7 Comparison of total defect score for MIBI
delayed images among stable VSA cases with
different period of illness. ＜1 month denotes
duration of illness less than one month; ＜1 year
denotes duration of illness not less than one month
and less than one year; ≧1 year denotes duration
of illness not less than one year.

Fig. 6 Comparison of washout rate between cases with
stable condition and unstable condition.

(72%) において冠動脈造影で冠攣縮が確認された
領域と一致した．また，偽陽性率は 7.7% (39 例

Fig. 8 Comparison of washout rate among stable VSA
cases with different period of illness.

×3 領域，計 117 領域中 9 領域) であった．
2.

TDS および washout rate の検討

spasm 領域の TDS は early image では 2.6±2.4,
delayed image では 3.9±2.4，
トレッドミル運動負
荷心筋 SPECT では 3±3.9 であった．したがっ
て，delayed image では early image に対し有意に

±5.2%，正常群では 10.0±3.0 であり，spasm 領
域では正常領域および正常群に対し有意に亢進し
ていた (Fig. 4)．
3.

condition の違いにおける TDS, washout
rate の検討

高い結果であった (Fig. 3)．また，washout rate は

delayed image の TDS は不安定狭心症群では

spasm 領域では 13.9±5.7%，正常領域では 10.5

6.6±2.1，安定狭心症群では 3.9±2.7 であった．
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Fig. 9 A patient with coronary artery spasm in the right coronary artery (RCA) provoked by
intra coronary administration of ergonovine. 99mTc-MIBI SPECT delayed images
demonstrated a low accumulation within the inferior wall. Washout rate is 18% of the
inferior wall and 12% of the lateral wall and 13% of the anterior–septal wall.

したがって，不安定狭心症群では安定狭心症群に

め，同領域の washout rate は正常領域に比べ亢進

対し有意に高い結果であった (Fig. 5)．また，

している (Fig. 9)．

spasm 領域におけるwashout rate は不安定狭心症群

V.

では 13.2±4.2%，安定狭心症群では 15.1±6.2%
であった．したがって双方に有意差は認められな
かった (Fig. 6)．
4. 安定狭心症群における罹患期間の違いによ
る TDS，washout rate の検討

99mTc-MIBI

考

察

は心筋内ではミトコンドリアの膜

に集積し 5)，また，心筋内経時変化については，
201TlCl

ほどの変化はないが washout の亢進や再分

布として確認されている6〜9)．狭心症における運

罹患期間 1 月未満，1 月以上 1 年未満，1 年以

動負荷後の軽度再分布や Chronic Coronary Artery

上の群における TDS はそれぞれ 4.1±2.9, 2.8±

Disease (CAD) における revascularization 後の再

2.8, 3.9±2.7 であった．したがって 3 群間に有意

分布 10) ，急性心筋梗塞における洗い出しの亢進

差は認められなかった (Fig. 7)．また，spasm 領域

(rapid clearance)11) はいずれも viability を評価する

における washout rate はそれぞれ 12.8±6.8%, 16.9

ものである．冠動脈に狭窄があると狭窄部位と正

±6.1%, 13.9±3.6% であった．したがって 3 群間

常部位に心筋灌流差を生じ，それが early image

に有意差は認められなかった (Fig. 8)．

では MIBI の取り込みの差として画像にも現れ，

5.

症例提示

viable な細胞であってもミトコンドリアの膜の

71 歳男性，冠動脈造影で器質的狭窄を認めず

MIBI に対する保持能が低下するため正常組織に

エルゴノビン負荷により右冠動に spasm を生じた

比較し洗い出しが亢進する．そのため del ayed

症例である．MIBI による安静心筋 SPECT の

image では early image よりも集積低下をきたすと

delayed image にて下壁部における集積低下を認

考えられる．冠攣縮性狭心症では冠動脈造影によ

冠攣縮性狭心症における 99mTc-MIBI 安静心筋 SPECT delayed image の有用性
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り器質的狭窄がないことが確認されており，心筋

性狭心症の診断におけるスクリーニングとして有

血流は非発作時では正常であると考えられる．し

用であると考えられる．また，虚血性心疾患の診

かし，39 例中 15 例 (38.4%) において early image

断にルーチンとして 1 day 2 injection 法による負

での集積低下を確認している．また，不安定狭心

荷心筋 SPECT を施行している場合，負荷心筋

症群では安定狭心症群に比較し early image から

SPECT を先に施行し，その後の安静心筋 SPECT

集積低下をきたす例が多く (4/5＝80%), delayed

に delayed SPECT を追加することで冠攣縮性狭心

image における TDS は有意に高値を認めている．

症の診断も可能になると考えられる．

しかし，washout rate の亢進は認められなかっ

VI. ま と め

た．この現象は不安定な状態では MIBI に対する
保持能が高度に低下しているため，MIBI 投与早

冠攣縮性狭心症における 99mTc-MIBI の安静心

期 (early image の撮像以前) に心筋内より洗い出

筋 SPECT delayed image で高率に集積低下を認め

され，投与 45 分以降も洗い出されてはいるもの

た．したがって，冠攣縮性狭心症の診断のための

の，その後は比較的ゆるやかに洗い出されている

スクリーニング検査として，MIBI による安静心

ことによると考えられる．したがって，安定狭心

筋 SPECT の delayed image は有用であると考えら

症群においても early image にて集積低下をきた

れる．

す症例ではMIBI に対する保持能が比較的高度に
低下しているため，投与早期 (early image の撮像
以前) に心筋内より洗い出されているものと考え
られる．
また，安定狭心症群では delayed image におけ
る TDS と washout rate は罹患期間とは関連性を
認めなかった．冠攣縮性狭心症の原因については
交感神経異常12) や血中マグネシウムの低下13) 等
が報告されているが，複数の因子により spasm が
誘発され，spasm によって生じた血流障害がミト
コンドリアへの障害として記憶されると考えられ
る．
本検討では delayed image における集積低下領
域と冠動脈造影で確認された攣縮領域が完全に一
致しなかった．エルゴノビン投与時の胸痛症状等
により，1 枝のみの攣縮血管の確認で冠動脈造影
を終了した例もある．このような症例では，確認
された攣縮血管以外の病変は不明であるため，ほ
かの血管の攣縮が存在した場合， delayed image
にて false positive になる可能性が高い．正常例に
て集積低下を認めなかったことと併せて考える
と，MIBI delayed image の冠攣縮性狭心症に対す
る診断能の高さを示唆するものと考えられる．
MIBI による安静心筋 SPECT は患者の身体的，
経済的負担が軽く容易に検査可能なため，冠攣縮
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Summary
Rest Delayed Images on 99mTc-MIBI Myocardial SPECT as a Noninvasive Screen
for the Diagnosis of Vasospastic Angina Pectoris
Soichi ONO*, Hiroyuki YAMAGUCHI**, Shin TAKAYAMA**,
Atsushi KURABE *** and Takayuki HEITO***
*Department of Radiology, Yamagata Prefectural Shinjo Hospital
**Department of Cadiology, Yamagata Prefectural Shinjo Hospital
***Department of Radiology, Yamagata Prefectural Nihonkai Hospital

Diagnostic usefulness of 99m Tc-MIBI myocardial
SPECT at rest was examined in 39 cases of coronary
vasospastic angina pectoris who were diagnosed by a
positive reaction to ergonovine provocation. SPECT
was performed 45 minutes (early image) and 3 hours
(delayed image) after the intravenous injection of approximately 600 MBq of MIBI. Decrease in accumulation was ranked by four defect scores (0: normal; 1:
slight decrease; 2: moderate decrease; 3: severe decrease) and the total defect score was evaluated
semiquantitatively. The washout rate between the normal area and the spasm area was also evaluated quantitatively using bull’s eye. As a result, 15 cases (15/39;
38.4%) showed decreased accumulation in the early
image and 27 cases (27/39; 69.2%) showed decreased
accumulation in the delayed image. All of the cases
which showed decreased accumulation in the early
image had decreased accumulation in the delayed
image as well. In 6 cases (6/34; 17.6%) showed ST
wave changes during exercise ECG and 16 cases (16/
34: 47%) showed decresed accumulation in the exercise myocardial SPECT. The washout rate of MIBI

in the decreased accumulation area was significantly
higher than that of the normal area. Of 32 ergonovine
induced vasospastic area, 23 areas (72%) exhibited decreased accumulation in the delayed image for the
same area. Decreased accumulation in the delayed image in MIBI was due to the enhanced washout, which,
in turn, indicated declined retention of MIBI by mitochondrial membrane. In coronary vasospastic angina
pectoris, spasm induced ischemia was thought to have
an effect on the mitochondria. This study suggested
that even with a normal exercise ECG and exercise
myocardial SPECT, there’s a strong possibility of
coronary vasospastic angina pectoris if a decreased
accumulation was found in the delayed image in the
MIBI myocardial SPECT at rest. Hence, in diagnosing
coronary vasospastic angina pectoris, the delayed
image in the MIBI myocardial SPECT at rest was
believed to be useful.
Key words: 99m Tc-hexakis-2-methoxyisobutyl
isonitrile, Washout, Vasospastic angina, SPECT,
Myocardium.

