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《症例報告》

急性期から心筋シンチグラフィで観察し得た
たこつぼ型心筋症の一例
堂上 友紀*
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中川 雅夫**
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要旨 症例は 57 歳女性で，食事中に突然の胸部絞扼感が出現したため，救急車で来院した．血圧は
174/96 mmHg，脈拍 90/分整，胸部聴診上湿性ラ音，III 音が聴取された．血液検査では LDH，CPKMB が軽度高値であった．心電図では V2〜V5 誘導で ST 部分の上昇が認められた．99mTc-tetrofosmin 心
筋 SPECT (TF) では心尖部から前壁に高度な集積低下所見が認められた．入院時冠動脈造影では，有意
狭窄病変は認められなかったが，左室造影で心尖部から前壁および下壁で無収縮，心基部で過収縮が認
められた．心電図では第 2 病日には同誘導で陰性 T 波が出現した．第 2 病日に 123I-BMIPP 心筋 SPECT
(BMIPP) を，第 4 病日に 123I-MIBG 心筋 SPECT (MIBG) を施行した．集積低下領域の範囲および程度
は，いずれも同等であった．心電図は，第 4 病日に正常化した．第 8, 10 および 12 病日に再度 TF，
BMIPP および MIBG を再施行した．集積低下領域の範囲および程度は MIBG，BMIPP，TF の順に高
度であった．第 14 病日の冠動脈造影では冠攣縮誘発試験は陰性で，左室造影所見は正常化していた．
本症例は，たこつぼ型心筋症と考えられたが，その発症機序として冠微小血管の攣縮による心筋虚血
が考えられた．
(核医学 39: 511–518, 2002)

I. は じ め に
たこつぼ型心筋症は，1990 年の佐藤らの報告

ラフィを用いた検討が行われた報告は少ない．今
回われわれは，急性期より
123I-BMIPP

および

123I-MIBG

99m Tc-tetrofosmin，

の 3 種類の心筋シン

以後1)，本邦を中心に報告されている．たこつぼ

チグラフィで観察し，その発症機序の解明の一助

型心筋症は，急性心筋梗塞様の症状と心電図変化

となる所見が得られたたこつぼ型心筋症の一例を

を伴い，左室造影で心尖部を中心とした風船様の

経験したので報告する．

壁運動異常が認められる．また，その異常は数週

II.

間で改善するという臨床的特徴が認められる．し
かし，その発症機序は不明であり，心筋シンチグ
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症

例

患 者：57 歳女性
主 訴：胸部絞扼感
既往歴：特記事項なし.
家族歴：特記事項なし.
現病歴：平成 13 年 6 月 6 日午後 9 時 30 分頃，
食事中に突然の胸部絞扼感が出現したため，救急
車で来院した．
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Table 1 Blood examination on admission. The levels of
LDH, CPK-MB, noradrenalin, and BNP were
mildly elevated. Qualitative troponin-T test was
positive
WBC
7100
Hb
14.1
Hct
43.8
PLT 17.2×104

(/µl)
(g/dl)
(%)
(/µl)

GOT
GPT
LDH
BUN
Crea
CPK
CPK-MB

(IU/l)
(IU/l)
(IU/l)
(mg/dl)
(mg/dl)
(IU/l)
(IU/l)

22
14
504
16.6
0.7
91
27

CRP
0.4 (mg/dl)
BS
114 (mg/dl)
Na
142 (mEq/l)
K
4.3 (mEq/l)
Cl
99 (mEq/l)
Troponin T (＋)
NA
A
DA

0.38 (ng/ml)
＜0.05 (ng/ml)
＜0.10 (ng/ml)

BNP

52.5 (pg/ml)

Fig. 1 Electrocardiogram on admission. Electrocardiogram showed elevation of the ST-segment in
leads I, aVL and V2–V5.

急性心筋梗塞が疑われたため，緊急心臓カテーテ
現

症：身長 158 cm, 体重 53 kg, 血圧 174/96

ル検査が施行された．冠動脈造影では心外膜冠動

mmHg，脈拍 90/分整，胸部聴診上湿性ラ音，III

脈には有意狭窄病変は認められなかったが，左室

音が聴取された．

造影では心尖部から前壁および下壁で無収縮，心

入院時検査

基部で過収縮が認められ (Fig. 3, 4)，左室駆出率

［血液検査］

は 32% であった．第 2 病日の心電図では I，aVL,

AST 22 (IU/l), ALT 14 (IU/l), LDH 504 (IU/l),

V2〜V5 誘導で陰性 T 波が認められた (Fig. 1)．血

CPK-MB 27 (IU/l), ノルアドレナリン 0.38 (ng/

液検査所見では，CPK および CK-MB ともに上昇

ml)，BNP 52.5 (pg/ml) であり，LDH 値，CPK-

は認められなかった．また同日の 123I-BMIPP 心

MB 値，ノルアドレナリン値および BNP 値の軽

筋 SPECT (以下 BMIPP) では，初期像で心尖部か

度上昇が認められた．定性 Troponin T 試験は陽性

ら前壁に高度の集積低下所見が認められ，後期像

であった (Table 1)．

で同部位に洗い出しの亢進が認められた (Fig. 2 中

［12 誘導心電図］

段)．第 4 病日には，心電図は正常化し，断層心

I，aVL，V2〜V5 誘導で ST 部分の軽度の上昇，

エコー図の壁運動異常は正常化した．また同日の

R 波の増高不良および T 波の尖鋭化が認められた

123I-MIBG

(Fig. 1)．

で心尖部から前壁に軽度の集積低下所見が認めら

［心臓超音波検査］

れ，後期像では著明な洗い出しの亢進が認められ

心尖部，前壁および下壁の無収縮，心基部の過
収縮が認められた．
［99mTc-tetrofosmin

た (Fig. 2 下段)．急性期に施行した TF の初期像，
BMIPP の初期像および MIBG の後期像における

心筋 SPECT］

心尖部から前壁に高度な集積低下所見が認めら
れた (Fig. 2 上段)．
III.

心筋 SPECT (以下 MIBG) では，初期像

集積低下の範囲や程度は同じであった．第 8 病日
の TF では，初期像で集積低下所見は認められ
ず，後期像で心尖部から前壁に洗い出しの亢進が

臨床経過

認められた (Fig. 5 上段)．第 10 病日の BMIPP で
は，初期像で心尖部から前壁に軽度の集積低下所

胸痛，血液検査所見，虚血性心電図変化，断層

見が認められ，後期像では洗い出しの亢進が認め

心エコー図における壁運動異常および 99mTc-tetro-

られた (Fig. 5 中段)．第 12 病日の MIBG では，

fosmin 心筋 SPECT (以下 TF) の集積低下所見より

初期像で心尖部から前壁に軽度の集積低下所見が

急性期から心筋シンチグラフィで観察し得たたこつぼ型心筋症の一例

Fig. 2 (the upper row): 99mTc-tetrofosmin myocardial SPECT TF showed severely reduced
uptake in apex and anterior wall. (the middle row): 123I-BMIPP myocardial SPECT on
second hospital day. Initial image showed severely reduced uptake in the apex and
anterior wall, and delayed image showed high wash out in the same reglons. (the lower
row): 123I-MIBG myocardial SPECT on the fourth hospital day. Initial image showed
mildly reduced uptake in apex and anterior wall, and delayed image showed high wash
out in same regions.
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Fig. 3
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Coronary angiography. Coronary angiography did not detected any stenotic lesion.

Fig. 4 Left ventriculography. Left ventriculography revealed akinesis of the apex, anterior
wall, and inferior wall, and hyperkinesis of the basal segment. Ejection fraction was
32%.

認められ，後期像では洗い出しの亢進が認められ

IV.

た (Fig. 5 下段)．第 8 病日から第 12 病日に施行

考

察

した TF の初期像，BMIPP の初期像および MIBG

たこつぼ型心筋症の発症機序は不明であり，心

の後期像を比較すると，MIBG，BMIPP，TF の

外膜血管の多枝攣縮，カテコラミンによる直接的

順に集積低下の範囲が広く，その程度も高度で

心筋障害および冠微小血管の攣縮などが推察され

あった．

ている2〜5)．

第 14 病日に心臓カテーテル検査を再施行した．

本症例では，発症 2 週間後のエルゴノビンおよ

冠動脈造影時にエルゴノビンおよびアセチルコリ

びアセチルコリン負荷では心外膜血管に冠攣縮は

ン負荷を左右冠動脈に行った．しかし，心外膜血

誘発されなかった．これにより，心外膜冠動脈の

管には冠攣縮は誘発されなかった．また，左室造

多枝攣縮が原因である可能性は否定的であった．

影では心尖部の無収縮および心基部の過収縮は改

来院時の血中・尿中カテコラミン濃度はいずれも

善し，左室駆出率も 32% から 65% に改善が認め

正常から軽度の上昇であったことから，カテコラ

られた (Fig. 6)．

ミンによる直接的な心筋障害が原因である可能性

急性期から心筋シンチグラフィで観察し得たたこつぼ型心筋症の一例
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Fig. 5 (the upper row): 99mTc-tetrofosmin
myocardial SPECT on the eighth hospital
day. Initial image did not show any
reduced uptake, and delayed image
showed high wash out in apex and
anterior wall. (the middle row): 123IBMIPP myocardial SPECT on the tenth
hospital day. Initial image showed mildly
reduced uptake in apex and anterior wall,
and delayed image showed high wash out
in same regions. (the lower row): 123IMIBG myocardial SPECT on the twelfth
hospital day. Initial image showed mildly
reduced uptake in apex and anterior wall,
and delayed image showed high wash out
in same regions.

核 医 学

516

39 巻 4 号 (2002)

Fig. 6 Left ventriculography on the fourteenth hospital day. Left ventriculography did not
detect any asynergy. The ejection fraction was improved to 65%.

は否定的であった．ウィルスマーカーの経時的変

変は認められず，冠攣縮も誘発されなかった．こ

化も認められなかったため，ウィルス性心筋炎も

れらの結果より，本症例の心筋虚血が心外膜血管

否定的であった．

病変によるものではなく，冠微小循環障害による

本症例では，来院時に急性心筋梗塞と同様の左

可能性が考えられた．冠微小循環の障害による心

前胸部の絞扼感，心電図での ST 部分の上昇およ

筋虚血の機序には，微小血管における塞栓，微小

び心臓超音波検査での壁運動異常が認められた．

血管の弛緩能低下11,12) および攣縮13,14) が考えられ

このため，本症例の発症機序として心筋虚血の関

ている．心外膜血管の攣縮で生じた血栓により微

与が示唆された．

小血管が閉塞した機序は，冠攣縮誘発試験が陰性

そこで，各種心筋 SPECT の経時的変化を検討

であったことから否定的であった．また，冠微小

した．急性期では，TF および BMIPP の初期像と

循環の弛緩障害のみでは，心電図での ST 部分の

MIBG の後期像の集積低下程度は同等で高度なも

上昇や，安静時の TF で集積低下所見は認められ

のであった．これらの所見は，心外膜血管病変に

ないと考えられる．以上のことより，本症例にお

よる高度な急性虚血障害に一致する所見であり6)，

けるたこつぼ型心筋症の発症機序として，冠微小

本症例の発症機序に心筋虚血が関与したと考えら

血管の攣縮による心筋虚血が妥当と考えられた．

れた．
さらに，症状，心電図および心臓超音波検査の
所見が正常化した亜急性期では，MIBG の後期像，

そして，その虚血障害により stunned myocardium
の病態を呈したと考えられた．
しかしながら，本症例では冠微小血管の攣縮に

BMIPP の初期像，TF の初期像の順に集積低下の

よる心筋虚血の直接的証明はなされていない．今

領域が大となるミスマッチが認められた．これら

後，症例や基礎的実験を重ねて検討を行う必要が

の所見も，心外膜血管病変による stunned myocar-

あると考えられた．

に典型的な所見と考えられた7〜9)．また，第

本症例では，急性期からその経過を各種の心臓

8 病日の TF 心筋 SPECT では，再灌流療法が成

核医学検査で観察し得た．たこつぼ型心筋症にお

功した急性心筋梗塞例の亜急性期に認められる逆

いて経時的な心臓核医学検査で検討された症例の

再分布現象が認められたことより10)，本症例と急

報告は認められない．今後，たこつぼ型心筋症の

性心筋虚血の病態との関連が強く示唆された．

発症機序を解明するうえで一助となると考えられ

dium

しかし，本症例の心外膜血管には器質的狭窄病

たため報告した．
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Summary
A Case of “Takotsubo” Cardiomyopathy Observed
with Myocardial Scintigraphy from the Acute Phase
Tomoki DOUE*, Kazuki ITO*, Tatsuya YUBA*, Takuji TANABE*, Yoshihiko ADACHI*,
Shuji KATOH*, Akihiro AZUMA**, Hiroki SUGIHARA** and Masao NAKAGAWA**
*Department of Cardiology, Murakami Memorial Hospital, Asahi University
**Second Department of Internal Medicine, Kyoto Prefectural University of Medicine

A 57-year-old woman was emergently admitted to
our hospital because of chest oppression. On examination, blood pressure was 174/96 mmHg, pulse rate
was 90/min and coarse crackle and third heart sound
were audible. On laboratory data, the levels of LDH
and CPK-MB were mildly elevated. Electrocardiogram (ECG) demonstrated elevation of the ST segment in leads I, aVL and V2–V5. 99mTc-tetrofosmin
myocardial SPECT (TF) showed severely reduced uptake in the apex and anterior wall. Emergent coronary
angiography (CAG) did not show any stenotic lesion.
Left ventriculography (LVG), however, demonstrated
akinesis of the apex, anterior, and inferior walls, and
basal hyperkinesis. On the second hospital day, ECG
demonstrated inverted T wave in leads I, aVL and
V2–V5. 123I-BMIPP myocardial SPECT (BMIPP) and

123 I-MIBG

myocardial SPECT (MIBG) were performed on the second and fourth hospital days, respectively. These cardiac images showed severely reduced
uptake equally. TF, BMIPP, and MIBG were re-examined on the eighth, tenth, and twelfth hospital days, respectively. MIBG, BMIPP, and TF showed reduced
uptake in order of severity. On the fourteenth hospital
day, CAG and LVG were re-examined. Coronary vasospasm provocation test was negative using ergonovine and acetylcholine, and LVG did not demonstrated
any sign of asynergy. We considered that this case was
“Takotsubo” cardiomyopathy and might be caused by
microvascular spasm.
Key words: “Takotsubo” cardiomyopathy, Myocardial scintigraphy, Acute phase.

