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I.　　　　　背　　景

急性心筋梗塞に対して direct percutaneous

transluminal coronary angioplasty (PTCA) が多くの
施設で施行されるようになり，良好な治療成績が
報告されている．しかし，一部の症例では Ca2+

過負荷などによる再灌流障害が生じ，高度な心筋

障害が生じることがある．99mTc-PYP 心筋シンチ
グラフィは心筋細胞における Ca2+ 過負荷を画像
化できる1,2)．今回，急性心筋梗塞の超急性期と
亜急性期の 99mTc-PYP 心筋シンチグラフィにおい
て興味ある所見が得られたため報告する．

II.　　　　　症　　例

患者：72 歳，男性．
主訴：左前胸部痛．
既往歴：50 歳より，軽症の高血圧と糖尿病を

指摘されていた．
現病歴：平成 14 年 1 月 23 日に胸痛を強く自

覚したために当院の外来を受診した．心電図にお
いて，広範囲の誘導で ST 部分の上昇が認められ
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要旨　症例は左前胸部痛を主訴とした 72 歳の男性で，心電図では広範囲な誘導で ST 部分の上昇が

認められた．緊急で施行した 99mTc-tetrofosmin 心筋シンチグラフィでは心尖部，前壁および下壁に欠損

が認められた．冠動脈造影では右冠動脈に 99% の狭窄病変，左前下行枝に完全閉塞病変が認められた．

このため，それらの病変に対して direct PTCA を施行した．左前下行枝病変に対する PTCA では再灌

流障害は生じなかったが，右冠動脈病変の PTCA 時には造影遅延，不整脈，血圧低下などの強い再灌

流障害が認められた．4 時間後に施行した 99mTc-PYP 心筋シンチグラフィでは，心尖部および下壁に

高度の集積，前壁および後壁に軽度の集積が認められた．3 日後の 99mTc-PYP 心筋シンチグラフィは，

心尖部は欠損，前壁および下壁に軽度の集積が認められた．右冠動脈では PTCA 中の高度な再灌流障

害が生じたが，超急性期から亜急性期にかけての 99mTc-PYP の集積は軽度であった．一方，左前下行

枝領域には明らかな再灌流障害は認められなかった．しかし，99mTc-PYP の集積は超急性期では高度

で，亜急性期では欠損であった．慢性期の左室造影では，右冠動脈領域は正常壁運動であったが，左冠

動脈領域では無収縮であった．超急性期の 99mTc-tetrofosmin/99mTc-PYP 心筋シンチグラフィは心電図や

造影所見では検出困難な再灌流障害を評価でき，さらに慢性期の心機能を予想可能なことが示唆された．

(核医学 40: 11–16, 2003)
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たため， 急性心筋梗塞と診断され緊急入院となっ
た．
身体学的所見：身長 163 cm， 体重 64 kg， 血

圧 120/82 mmHg， 脈拍 70/分整，胸部聴診では異
常所見は認められなかった．
血液・生化学検査：白血球数の軽度の上昇が認

められるのみで，CPK 値および CPK-MB 値など

の上昇は認められなかった．
心電図： I， II， III， aVL， aVF および V1～6 誘導に

おいて， ST 部分の上昇が認められた (Fig. 1)．
入院経過：
来院時に緊急で施行した 99mTc-tetrofosmin 心筋

Fig.  1 Electrocardiogram on admission. The electro-
cardiogram showed ST segment elevation in I, II,
III, aVL, aVF and V1–6 leads.

Fig.  2 99mTc-tetrofosmin/99mTc-PYP myocardial
SPECT during the acute phase. 99mTc-tetrofosmin
myocardial SPECT showed severely-reduced
uptake in the anterior, septal, apical and inferior
walls before PTCA. 99mTc-PYP myocardial
SPECT showed marked uptake in the apical and
inferior walls after PTCA.

Fig.  3 Coronary angiography before and after PTCA.
Coronary angiography showed 99% stenosis of
the proximal right coronary artery and total
occlusion of the mid-segment of the left anterior
descending coronary artery. Direct PTCA was
performed for each legion to achieve reperfusion.

Fig.  4 Left ventriculography. (a) During the acute phase,
left ventriculography showed akinesis in the
anteroseptal, apical and inferior walls. (b) During
the chronic phase, left ventriculography also
showed akinesis in the anteroseptal, apical and
inferior walls.
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single photon emission computed tomography

(SPECT) は，370 MBq の 99mTc-tetrofosmin を投与
し，5 分後より SPECT 像を撮像した．撮像は汎
用コリメータを装着した東芝社製デジタルガンマ
カメラ 901A を用いた．マトリックスは 64×64 と
し，左後斜位 45 度から右前斜位 45 度まで 1 方
向 15 秒，6 度ごと，31 方向のデータ採取を施行
した．データは on-line で接続した核医学データ
処理装置東芝社製 GMS550U に入力した．再構成
に際しては，オリジナル画像を 5 点スムージング
し，前処理フィルタは Shepp & Logan を用い，垂
直長軸・水平長軸・短軸の 3 断層像を作成した．
threshold level は 20% とし，吸収補正は行わな
かった．得られた 99mTc-tetrofosmin の SPECT 画
像では，心尖部，前壁および下壁に欠損，下後壁
および中隔で高度な集積低下所見が認められた
(Fig. 2)．
このため発症 1 時間後より冠動脈造影を施行し

た．右冠動脈の中枢部に 99% の狭窄病変，左冠
動脈前下行枝の中央部に完全閉塞病変が認めら
れ，左回旋枝などにも中等度の狭窄病変が多数認
められた (Fig. 3)．心電図および 99mTc-tetrofosmin

像では，右冠動脈および左前下行枝の狭窄病変に
よる虚血が疑われたため，完全閉塞が認められた
左前下行枝だけでなく右冠動脈に対する治療も必
要と考えられた．多数の狭窄病変が多枝に認めら
れたため，左前下行枝の閉塞病変は高度な石灰化
などを伴っている可能性も考えられた．左前下行
枝の病変の治療に時間を要すると血行動態の悪化
を招く可能性も考えられた．一方，右冠動脈の狭
窄病変長は約 10 mm であり，病変の形態は求心
性であり，高度の屈曲部でもないことより，
PTCA による治療は比較的容易に行えると考えら
れた．このため，まず右冠動脈の病変に対して
direct PTCA を施行した．しかし，再灌流時に高
度な造影遅延，心室性頻拍および血圧低下が生
じ，ショック状態となった．再灌流に伴い高度な
再灌流障害が生じたと考えられた．カテコラミン
の持続点滴や大動脈内バルーンパンピングによる
補助循環療法により治療を行った．これらの処置

により血行動態などが安定した後に，左前下行枝
の病変に対して direct PTCA を施行した．この際
には，冠動脈造影および心電図では明らかな再灌
流障害は認められなかった．PTCA 終了後に，左
室造影を施行したが，前壁中部，心尖部および下
壁に無収縮，前壁の基部および後壁に過収縮が認
められた (Fig. 4a)．
左室造影の終了後に 740 MBq の 99mTc-PYP を

Fig.  5 201Tl/99mTc-PYP myocardial SPECT during the
subacute phase. 201Tl myocardial SPECT showed
severely-reduced uptake in the anterior, septal,
apical and inferior walls. 99mTc-PYP myocardial
SPECT showed mild uptake in the mid-portion of
the anterior wall and mid-portion of the inferior
wall.

Fig.  6 Electrocardiogram during the chronic phase. The
electrocardiogram showed abnormal Q wave in
V2–5 leads and inverted T wave in V2–6 leads.
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投与し，発症 4 時間後より撮像した．1 方向の撮
影時間を 30 秒に変更した以外は，99mTc-tetro-

fosmin と同じ条件でデータを収集した．PTCA 直
前の 99mTc-tetrofosmin 像において欠損領域であっ
た心尖部から下壁に，99mTc-PYP の高度の集積が
認められた．前壁中隔および後壁にも軽度の集積
が認められた (Fig. 2)．
第 3 病日に，201Tl/99mTc-PYP dual 心筋 SPECT

を施行した．99mTc-PYP を 740 MBq 投与し，1.5

時間後に 201Tl を 111 MBq 投与し，10 分後から
180 度同時収集にて SPECT 像を撮像した．エネ
ルギーピークは 99mTc-PYP で 140 keV， 201Tl で
71 keV とし，threshold level はそれぞれ 20% とし
た．201Tl 像では前壁中部，心尖部および下壁で
欠損像が認められた．99mTc-PYP 像では心尖部で
欠損となり，前壁中部，中隔基部および心尖部側
の側壁に集積所見が認められた．後壁の集積所見
は認められなかった (Fig. 5)．
第 30 病日に，心臓カテーテル検査を再施行し

た．冠動脈造影では，左右冠動脈とも再狭窄の所
見は認められなかった．心電図では V2～4 誘導に
おいて異常 Q 波が認められ，V2～6 誘導において
陰性 T 波が認められた (Fig. 6)．左室造影では，
前壁中部，心尖部および下壁が無収縮であり，前
壁の中部から基部および後壁の収縮は急性期より
低下していた (Fig. 4b)．

III.　　　　　考　　察

急性心筋梗塞は予後不良の疾患であったが，多
くの施設で direct PTCA による治療がなされるよ
うになり，死亡率は低下し，心機能の障害の程度
も軽減された．しかし，発症早期に direct PTCA

が施行され血行再建がなされても，再灌流時に
Ca2+ 過負荷，free radical や好中球浸潤などによる
再灌流障害が生じると心機能が高度に障害される
ことがある3)．ヒトにおける再灌流障害の詳細な
機序は不明であり，その評価方法や治療法は確立
されていない．
急性心筋梗塞などにより高度な虚血障害が生じ

ると，心筋細胞内に Na+ が蓄積する．血流が再開

されると細胞外の Ca2+ と細胞内の Na+ が置換さ
れるため，多量の Ca2+ が心筋細胞内に流入す
る．過剰となった Ca2+ はミトコンドリア内にハ
イドロキシアパタイトとして蓄積される．99mTc-

PYP はハイドロキシアパタイトと結合する性質を
有しているため，壊死心筋や高度障害心筋の描出
に用いられている4)．99mTc-PYP の集積には残存
血流が不可欠であり，梗塞領域への血流が 30～
40% で集積は最大になり，5% 以下では集積は認
められなくなる1,5～7)．また，急性心筋梗塞にお
ける集積は，発症 12 時間後から認められるよ
うになり， 48～72 時間で最大になるとされてい
る8～10)．
今回われわれは，PTCA 直前に 99mTc-tetro-

fosmin 像を撮像し，PTCA 終了直後に 99mTc-PYP

像を撮像した．同じ核種を用いることにより，あ
とから撮像した 99mTc-PYP 像において 99mTc-

tetrofosmin の影響が生じる可能性が考えられた．
しかし，99mTc-tetrofosmin 像で欠損が認められた
虚血領域において，99mTc-PYP は集積すると考え
られ， 99mTc-PYP の集積部位には 99mTc-tetrofosmin

の影響がないと考えられた．また，99mTc-tetro-

fosmin に比し 99mTc-PYP の投与量および撮像時間
をそれぞれ 2 倍にし，4 倍のカウントを得ること
により，99mTc-PYP 像における 99mTc-tetrofosmin

の影響を排除した．
本症例では，PTCA 直前の 99mTc-tetrofosmin 像

で欠損が認められた領域において PTCA 直後に
99mTc-PYP の集積が認められたことより，99mTc-

PYP の集積は再灌流障害による Ca2+ 過負荷を反
映していると考えられた11～14)．
右冠動脈病変に対する PTCA に際しては，冠動

脈造影および心電図では高度な再灌流障害が認め
られたが，同領域における 99mTc-PYP の集積の程
度は軽度であった．一方，左冠動脈病変に対する
PTCA に際しては，冠動脈造影および心電図では
再灌流障害は生じなかったが，高度な 99mTc-PYP

の集積が心尖部で認められた．すなわち心電図や
造影所見における再灌流障害と，99mTc-PYP の所
見には解離が認められた．急性心筋梗塞の発症早
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期に PTCA を行い，術中に再灌流障害を生じなく
ても心機能の回復が認められない症例がある．そ
のような症例では，本症例のように心電図や造影
所見では明らかな再灌流障害が認められなくて
も，高度な Ca2+ 過負荷による高度な心筋障害が
生じている可能性が考えられた．
急性心筋梗塞における 99mTc-PYP の集積は 2 週

間後まで持続すると報告されている8～10)．しか
し，本症例では超急性期に認められた心尖部の高
度な集積は第 3 病日には欠損に変化していた．ま
た，この領域では 201Tl の集積も認められず，さ
らに慢性期の左室造影においても無収縮であった
ことより，壊死組織に置換されたと考えられた．
超急性期において高度な 99mTc-PYP の集積が認め
られる領域では，心筋壊死が加速化されたと考え
られた6,15,16)．
今回の症例では，急性心筋梗塞の PTCA 直前に

99mTc-tetrofosmin， 直後に 99mTc-PYP による心筋
SPECT 検査を施行した．同じ 99mTc 製剤を用いる
ため，撮像方法を検討する必要はあるが，術前の
99mTc-tetrofosmin 像における集積低下部位により
虚血領域の同定が可能となり，術後の 99mTc-PYP

像における集積部位により高度障害領域の同定が
可能になった．さらに，99mTc-PYP の集積が高度
な領域では慢性期における壁運動の改善が認めら
れなかったことより，超急性期の 99mTc-PYP 集積
の程度を評価することにより慢性期の心機能の推
定が可能になることが示唆された17,18)．

99mTc-tetrofosmin/99mTc-PYP 心筋 SPECT により
急性心筋梗塞における虚血領域の同定および，再
灌流障害に伴う Ca2+ 過負荷による心筋障害の評
価が可能になると考えられた．また，超急性期に
これらの検査を施行することにより，慢性期の心
機能の推定も可能になることが示唆された．
今後，症例を重ねて 99mTc-PYP 心筋集積と慢性
期の心機能との関連，さらに 99mTc-PYP の定量評
価19,20) などを行う必要があると考えられた．
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We reported a case of a 72-year-old man with chest
pain. An electrocardiogram showed ST segment el-
evation in I, II, III, aVL, aVF and V1–6 leads. 99mTc-
tetrofosmin myocardial SPECT showed defect in the
anterior, septal, apical and inferior walls. Coronary
angiography showed 99% stenosis of the proximal
right coronary artery and total occlusion of the mid-
segment of the left anterior descending coronary ar-
tery. Therefore, direct PTCA was performed for each
lesion to achieve reperfusion. We didnt’s see reperfu-
sion injury during PTCA of the left coronary artery.
On the other side, we saw severe reperfusion injury,
such as slow-flow, arrhythmia and falling blood
pressure during PTCA of the right coronary artery.
After four hours, 99mTc-PYP myocardial SPECT
showed marked uptake in the apical and inferior walls,
and mild uptake in the anterior and posterior walls.
After three days, severely-reduced uptake of 99mTc-

PYP in the apex was noted, and mild uptake in the
mid-portion of the anterior wall and the mid-portion of
the inferior wall. Though reperfusion injury was seen,
three was mild myocardial uptake of 99mTc-PYP in the
area of the right coronary artery. On the other side,
despite no reperfusion injury, there showed marked
uptake during the acute phase and defect during the
subacute phase in the area of the left coronary artery.
Wall motion of the left ventricle was normal in the
area of the right coronary artery and akinesis was
seen on the left. These findings suggest that 99mTc-
tetrofosmin and 99mTc-PYP myocardial SPECT are
useful for visualization of reperfusion injury during
the acute phase and for estimation of function during
the chronic phase, better even than electrocardiogram
or coronary angiography.
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