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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　川崎病後冠状動脈狭窄例にドブタミン負荷Thallium－201心筋single　photon　emission　computed

tomography（Tl－201心筋SPECT）を行い，その有用性および安全性を検討した．対象は冠状動脈閉塞

または75％以上狭窄を認めた川崎病後冠状動脈狭窄群17例と冠状動脈非狭窄群13例の合計30例である．

ドブタミン負荷は5μg／kg／分より開始し，最大投与濃度は40μg／kg／分とし，　Tl－201心筋SPECTは負荷

直後および3時間後に撮像した．ドブタミン負荷中，重篤な副作用は出現しなかった．ドブタミン負荷

Tl－201心筋SPECTのsensitivityは全体で65％，左冠状動脈狭窄性病変では87％，右冠状動脈狭窄性病

変では46％，speci6cityは92％であった．川崎病後冠状動脈障害におけるドブタミン負荷Tl－201心筋

SPECTの有用な点は，1）心筋酸素消費量を増大させ運動負荷に類似した状態が得られること，2）ドブ

タミンの生物学的半減期は短く，安全性が高いこと，3）運動負荷が困難な小児に行うことができること

である．よって，本法は川崎病後冠状動脈狭窄性病変の検出に有用な負荷診断法と結論できる．

　　　　　　　　　　緒　　言

　川崎病罹患後に冠状動脈障害を認める例の心筋虚血

の診断法としてThallium－201（Tl－201）心筋シンチグ

ラフィ（シンチ）は価値ある検査法の一つである1）2）．

また，心筋single　photon　emission　computed

tomography（SPECT）を用いることにより病変部位

の診断能も向上し，小児科領域においても有用な診断

法として利用されている．現在，小児のTl－201心筋シ

ソチは，運動負荷によるものとジピリダモール薬物負

荷によるものが汎用されている3）‘），特に十分な運動負

荷が困難な年少例においては，ジピリダモール負荷が

利用されている．ジピリダモール負荷の問題点として

は薬物生物学的半減期が比較的長いこと，心筋虚血の

要因が盗流現象によるもので，心筋酸素消費量の増加

による病変部位の虚血を誘発する運動負荷とは異なる
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ことである．ジピリダモールの盗流現象は，冠状動脈

の拡張により病変冠状動脈の狭窄部遠位の血圧が低下

し，心外膜動脈の血流増加にもかかわらず絶対的に心

内膜の血流が低下する，または，側副循環のある場合

はそれを通じてより良好な灌流部位に流れる現象であ

る5）．これに対し，ドブタミン負荷は薬物生物学的半減

期が短く，その心筋虚血の要因は，／81　一受容体刺激作用

の陽性変力作用と陽性変時作用により心筋酸素消費量

を増加させ運動負荷と類似した機序で病変部位の灌流

障害を誘発するもので，ジビリダモール負荷に比べて

生理的な状態による負荷法であると言える．今回，川

崎病後冠状動脈狭窄および閉塞例に対しドブタミン負

荷によるTl－201心筋SPECT6）7）を行い，その有用性に

ついて検討した．

　　　　　　　　　対象及び方法

　対象は，1）川崎病後冠状動脈障害例で，冠状動脈造

影で75％以上の有意狭窄あるいは冠状動脈閉塞を認め

た17例（男13例，女4例：冠状動脈狭窄群）と，2）川
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崎病後冠状動脈の有意狭窄を認めない冠状動脈瘤11例

と特発性胸痛1例，心電図異常（ST下降）1例の合計

13例（男10例，女3例：冠状動脈非狭窄群）である．

対象の年齢は冠状動脈狭窄群：平均10．7±3．6歳（3歳

から18歳），冠状動脈非狭窄群：平均9．5±4．7歳（3歳

から18歳）である，狭窄群の造影所見の評価はアメリ

カ心臓病学会（AHA）の狭窄度分類に従い，最も狭窄

度の強い造影方向で51～75％の狭窄を75％，76～90％

の狭窄を90％，91～99％の狭窄を99％，完全閉塞を

100％と表した8｝．17例中，12例が閉塞後再疎通を認め

た例であった．側副循環ありの評価は，recipient

arteryが造影されている所見のある場合とした（表
1）．

　ドブタミン負荷は，まず左肘静脈に22Gの留置針を

挿入し，生理食塩水希釈のドブタミソ持続静注を5μg／

kg／分より開始し，3分毎に5μg／kg／分ずつ増量した．

検査中，心電計（フクダ電子CARDIMAX　FK・66）で

1分毎に標準12誘導心電図を記録し，自動血圧計（日

本コーリンSTBP－680）により右上肢で非観血的に1

分毎に血圧を測定し，double　product（DPR＝心拍

数×収縮期血圧）を1分毎に求めた．

　負荷の中止基準は，中等度以上の胸痛，頭痛などの

異常症状の出現，心電図で02mV以上のST下降，危

険な不整脈の出現，心拍数180回／分以上，収縮期血圧

180mmHg以上，　DPR　25，000以上，および最大目標投

与濃度40μg／kg／分で3分間経過した場合とした．最大

目標投与濃度は，17例目までは25μg／kg／分としたが18

日小循言志　　9　（6），　1994

例目からは成人の報告にある基準7）9）1°）と同様に40μg／

kg／分とした．

　負荷中止基準に達した後，Tl－201を2～4mCi

（74～148MBq）静注し，心筋シンチは負荷直後（初期

像）および3時間後（遅延像）にガンマカメラ（日立

RC－135DT）で撮影した．データ処理は，ミニコン

ピューター（日立メディコHARP－II）に転送し，

SPECT像を再構成し，左室短軸像を3層に分析し，さ

らに各層をcircumferential　profileで定量的解析し

た．灌流欠損の診断は，視覚的診断法と定量的診断法

の両方により行った．定量的診断法は，日本循環器学

会研究委員会報告の診断基準1’》を参考にした当科の目

安12）を用い，初期像で％Tl－201　uptake　70％以下，遅

延像で再分布すなわちa％T1・201　uptake（遅延像％

Tl・201　uptake一初期像％Tl－201　uptake）20％以上の

部位を虚血部位とした．

　検査を施行する前に，患児，家族にドブタミン負荷

が新しい負荷法であること，考えられる危険性を説明

し同意を得た．

　また，狭窄群においてトレッドミル負荷心電図を施

行し，血行動態の変化，心電図所見について，ドブタ

ミン負荷と比較した．トレッドミル負荷はブルース法

による多段階漸増法で行った．

　統計処理はpaired　t　testで行い，　p＜O．05の場合を

有意差ありとした．

　　　　　　　　　　結　　果

　1．血行動態の変化

表1　対象

冠動脈狭窄群 冠動脈非狭窄群

症例数 17例 13例

年　齢（歳） 3～18 3～18

10．7±3．6 9．5±4．7

性　別（M：F） 13：4 10：3

内　訳 左前下行枝病変　　　　　　7例 有意狭窄のない冠動脈瘤　11例

75％　　　　　　2例 特発性胸痛　　　　　　　　1例

90％　　　　　　1例 心電図異常　　　　　　　　1例

100％＋再疎通　　2例

100％＋側副循環　2例

左回施枝病変（75％）　　　1例

右冠動脈病変　　　　　　　13例

75％　　　　　　　　　／例

90％　　　　　　　　　1例

100％　　　　　　　　　1例

100％寸再疎通　　　　　10例

（両側冠動脈病変の4症例を含む）
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図1　ドブタミソ負荷中の血行動態の変化

　ドブタミン負荷中の心拍数，血圧，DPRの変化を図

1に示す．負荷終了時のドブタミン投与量は28．3±7．5

Pt　g／kg／分，ドブタミン負荷時間は17．3±4．8分であっ

た．負荷終了時の投与量及び症例数は15μg／kg／分：2

例，20～25μg／kg／分：12例，30～35μg／kg／分：11例，

40Pt　g／kg／分：5例であった．ドブタミン投与量の増加

により，心拍数，収縮期血圧，DPRは増加した．ドブ

タミン負荷前と最高投与時で，心拍数は77±13から

117±28回／分，収縮期血圧は108±11から159＋19

mmHg，　DPR　（M8　，　OOO±1，500から18，300±4，400に増

加した．

　2．血行動態に関するトレッドミル負荷との比較

　トレッドミル負荷心電図を行った狭窄群についてド

ブタミンとトレッドミル負荷の血行動態の変化を比較

した（図2），負荷前と最高負荷時の比較（ドブタミン／

トレッドミル）で，心拍数は75±13／80±14から117±

28／186±11回／分（p＜0．01），収縮期血圧は106±12／

107±1から157±19／130±19mmHg（p＜0．Ol）に上昇

した．DPRは7，700±1，500／8，600±1，900から

17，600±4，700／24，100±3，700（p〈0．01）に増加した．
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心拍数DPRはトレッドミル負荷の方が，収縮期血圧

はドブタミン負荷の方がより増加した，

　3．ドブタミン負荷時の副作用

　ドブタミソ負荷中に認められた副作用（30例中）は，

不整脈が5例（17％）で，5例すべてに上室性期外収

縮を認め，その中，それぞれ1例ずつに心室性期外収

縮（二段脈），Wenckebach型のII度房室ブ・ックを認

めた．これらの不整脈は低容量のドブタミソ負荷で認

められ，負荷の増量により消失した．また，頭痛，嘔

気を各々6例（20％），胸痛を3例（10％）に認めた．

ドブタミソ負荷の増量により動悸をほとんどの症例に

認めたが耐えうるものであった．これらはすべて軽度

で負荷の中止により2～3分間で速やかに改善し，副

作用に対し治療を要する例はなかった．

　4．負荷中止理由

　ドブタミン負荷中止の理由は，ドブタミン目標投与

量に到達：17例（25μg／kg／分：9例，35～40μg／kg／

分：8例），心電図で0．2mV以上のST下降：4例，目

標DPR到達：3例で，収縮期血圧の上昇，胸痛，頭痛

によるものが各々2例ずつであった，

　5．診断能

　ドブタミン負荷Tl－201心筋SPECTの診断能を図

3に示す．冠状動脈狭窄群では17例中11例に灌流欠損

を認めsensitivityは65％であった．その内，左冠状動

脈狭窄性病変では8例中7例に灌流欠損を認めsensi－

tivityは87％，右冠状動脈狭窄病変では13例中6例に

灌流欠損を認めsensitivityは46％であった（両側冠状

動脈狭窄性病変を4例含む）．冠状動脈非狭窄群13例

中，12例は灌流欠損を認めず，　specificityは92％であっ

た．

　冠状動脈非狭窄群で灌流欠損を認めた1例は，13歳

の男児で冠状動脈造影」二，右冠状動脈瘤の消退，左前

下行枝の数珠状動脈瘤を認めた症例であった．ドブタ
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狭窄性冠動脈病変：75％以上の冠動脈狭窄または閉塞

（両側冠動脈病変を4症例含む）

図3　ドプタミン負荷心筋SPECTの診断能

ミン負荷Tl－201心筋SPECTでは，前壁，中隔部の完

全再分布を伴う灌流欠損を認めた．

　また，初期像で異常を認めず遅延像で灌流欠損が出

現する逆再分布の所見を冠状動脈狭窄群で17例中6例

（35％），冠状動脈非狭窄群で13例中7例（54％）に認

めた．

　6．ドブタミン負荷とトレッドミル負荷の心電図に

よる診断能の比較

　ドブタミン負荷，トレッドミル負荷によるST下降

の陽性率を比較した（図4）．両負荷ともに17例中5例

にST下降を認め，・致率は80％であった．いずれの負

荷法においてもsensitivityは，全体で29％，左冠状動

脈病変で50％，右冠状動脈病変で31％であった．この

中，右冠状動脈病変のみでST下降を認めた例はなく，

左冠状動脈病変の方が陽性率が高かった．STド降を

認めた5例はすべて心筋SPECTで灌流欠損を認め，

灌流欠損の認めない例でST下降は認めなかった．ま

た，冠状動脈非狭窄群で両負荷によるST下降を認め

日本小児循環器学会雑誌　第9巻　第6号

た例はなく，specificityは100％であった．

　7．症例呈示

　症例1は川崎病の既往歴を有する12歳の女児であ

る．選択的冠状動脈造影／象安静時およびドブタミン

負荷の心筋SPECT短軸像を示す（図5）．選択的冠状

動脈造影で，右冠状動脈は完全閉塞し，左前ド行枝は

動脈瘤と75％狭窄であった，安静時Tl－201心筋

SPECT像の視覚的診断では中隔，後壁に灌流欠損を

認めたが，定量的診断では灌流欠損の目安を満たさな

かった．ドブタミン負荷は25μg／kg／分まで増量し，目

標ドプタミン投与濃度に到達したため終了した．負荷

終了時の心拍数は127回／分，血圧は139／66mmHg，

DPRは17，600で，心電図で左側胸部誘導（V、．5，6）で0．1

mVのST下降を認めた．ドブタミン負荷Tl－201心筋

SPECT像では中隔，後壁に再分布を伴う灌流欠損が

定量的診断においても明らかになった．

　症例2は川崎病の既往を有する15歳の女児である．

選択的冠動脈造影像および運動負荷（エルゴメー

ター），ドブタミン負荷時のTl－201心筋SPECT短軸

像を示す（図6）．選択的冠状動脈造影で，右冠状動脈

は石灰化を伴う冠状動脈瘤を認め，左前下行枝は90％

狭窄であった．本症例は運動誘発性の心室性頻拍があ

り，プロプラノロール30mg／日を服用中である．エルゴ

メーター負荷は最高負荷50Wattで，負荷中止理由は

O　．　2mVのST下降であった．負荷終了時の心拍数は

138回／分，血圧は132／77mmHg，　DPRは18，200であっ

た．エルゴメーター負荷Tl－201心筋SPECT像で明ら

かな前壁，中隔の部分再分布を伴う灌流欠損を認めた．

また，ドブタミン負荷は20μg／kg／分まで増量し，頭痛

が増強したため終了した．負荷終了時の心拍数は84回／

分，血圧は153／59mmHg，　DPRは12，300であり，心電

20

（仔

ドブタミン負荷

15　　　　10　　　　5 0

一致率：80％

冠動脈狭窄性

病変あり1全体

左冠動脈病変

右冠動脈病変

O

トレッドミル負荷

5　　　　　10　　　　15　　　　20

　　　　　　　　　　例）

　　　　　　　　・ST下降ありロST下降なし
　　　　　　　　（両側冠動脈病変を4症例含む）

図4　ドブタミン負荷とトレッドミル負荷による心電図の診断能
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　　　　　　　　　　　　　　　12歳　女児　川崎病後冠状動脈障害

　　　　　　　　　　　図5　安静時とドブタミン負荷の心筋SPECT像の比較

図で0．1mVのST下降があった．ドブタミン負荷Tl－

201心筋SPECT像は運動負荷の時と同部位に部分再

分布を伴う灌流欠損を認めた．虚血を示唆する灌流欠

損の範囲は運動負荷による像に比べて小範囲であっ

た．この原因として，頭痛のため負荷終了点に達する

前に負荷を中止していることも関与するものと推定さ

れる．

　　　　　　　　　　考　　案

　Masonらが1984年に成人例でsensitivityの高い有

用な診断法としてドブタミン負荷Tl－201心筋シンチ

を報告した6）．今井らは，高濃度のドブタミン負荷Tl・

201心筋シンチの有用性，安全性を報告した7）．また，

ドブタミン負荷はストレス心エコー法としても利用さ

れ，その有用性，安全性が報告されている13）15）．

　ドブタミンは主に心筋β1一受容体刺激作用を有する

薬物で，陽性変力作用と陽性変時作用をもたらす．ド

ブタミンの特徴として陽性変力作用に比べ陽性変時作

用が弱いこと，催不整脈作用が少ないこと，また，容
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DOB　Rヒリ1）．　　DOB　REDIS．

　　DOB：　ドプタミン負荷初期像

　　　REDIS：3時間後遅延像

　ドブタミン負荷心筋SPECT短軸像

　　　　　　　　　　　　　　　1992．3．26

　前壁，中隔の再分布を伴う灌流欠損

　　　　　　　　川崎病後冠動脈障害

運動負荷とドプタミン負荷の心筋SPECT像の比較

量依存性に末梢血管拡張作用があり末梢血管からの高

濃度のドブタミン投与が可能である点などがあ
る’6）17｝．これらの特徴は，ドプタミン負荷が心筋酸素消

費量の増加による心筋虚血の誘発18）を目的とする薬物

負荷法として非常に有用であり，運動負荷に近い状態

が得られることを意味している．

　心筋虚血を誘発するためのドブタミンの負荷量につ

いては，いくつかの報告がある．Fungらのイヌによる

検討では，15μg／kg／minの負荷で全例に障害部位の壁

運動異常が認められている19）．また，Konishiらは，ヒ

トによる検討で軽症から中等度の冠状動脈障害例にお

いて15μg／kg／分までの負荷量では有意な心筋虚血は

誘発されず運動負荷の代用とはならないと報告してい

る2°）．従って，心筋虚血を誘発するための投与量として

は，15～20μg／kg分以上の負荷量は必要と考えられて

いる．

　今回の結果では，川崎病後冠状動脈狭窄におけるド

ブタミン負荷Tl－201心筋SPECTのsensitivityは全

体で65％，左冠状動脈病変で87％，右冠状動脈病変で

46％で，specificityは92％であった．右冠状動脈病変の

sensitivityが低い理由として，ほとんどが再疎通，側

副循環を伴う冠状動脈閉塞例で灌流障害が改善されて
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いるためであろうと考えられる．また，症例2のよう

にドブタミン負荷が運動負荷と同程度のDPRに到達

できずに終了した場合，ドブタミン負荷は運動負荷に

比べ負荷量が少なくなり，心筋虚血の程度が過小評価

されることも一つの要因である．また，同一例に運動

負荷とドブタミン負荷による心筋シンチを行うことは

できなかったため，同時期に行ったトレッドミル負荷

心電図とドブタミソ負荷中の心電図を比較した．両負

荷ともにsensitivityは低いが，一致率80％であり，同

等の診断能が得られた．

　川崎病の冠状動脈側副循環の影響については，多田

羅らが川崎病罹患後冠状動脈閉塞例にジピリタモール

負荷によるT1－201心筋SPECTで検討している21）．左

冠状動脈病変は側副循環の有無にかかわらず100％の

陽性率で，右冠状動脈病変は側副循環のある例で67％，

側副循環のない例で75％の陽性率であり，側副循環に

より心筋虚血を防ぐことはできないと報告している．

今回の検討で側副循環を伴う右冠状動脈閉塞の灌流欠

損を示す例が少なかったことは，多田羅らの報告と負

荷法が異なるためと考えられる．つまり，ドブタミン

負荷では，ジピリダモール負荷と異なり側副循環に対

する盗流現象を誘発せず，側副循環の発達が灌流障害

の改善をもたらすことを示唆している．

　冠状動脈非狭窄群で灌流欠損を認めた1例の要因は

明確にはできないが，この理由として以下のことが考

えられる．前壁側壁の灌流欠損では偽陽性を認めるこ

とがあること3），川崎病による心筋障害の二次的変化

または微小冠循環不全1）22），数珠状動脈瘤が狭窄性病

変と同様に血流抵抗の原因となる23）などである．

　冠状動脈狭窄群，非狭窄群の両者で逆再分布を認め

た症例があった．この中には，成人例の報告にあるよ

うに逆再分布が心筋障害の混在と残存心筋への血流が

比較的良好であることを示唆するものである24）と考え

るならば，この所見は川崎病の心筋障害による後遺症

によるものも含まれると思われる．しかし，今回の検

討ではこれらの症例の中に心筋SPECT以外の所見で

明らかな心筋障害を示唆する例はなく，従って小児例

の逆再分布については更なる検討が必要と思われる．

　ドブタミン負荷の安全性についてであるが，今回の

検討では重篤な合併症は認められなかった．合併症の

すべては，負荷の中止により速やかに改善するもので

あった．ドブタミン負荷は，個々の症例で負荷に対す

る反応を観察しながら負荷量を増加することができ，

さらに薬物生物学的半減期が2分と短く，負荷の中止

により速やかに効力が低下するため，安全性が高い薬

物負荷法であると考えられる．問題点としては，1）不

整脈を誘発する可能性，2）他の負荷法に比べ時間を要

することなどがある．今回の結果から判断すると，重

篤な不整脈の誘発はなく，負荷時間は平均で17分であ

り年少例においても耐えうるものと思われた．今井ら

は133例の検討で，経皮的冠状動脈形成術（PTCA）後

2日目にドブタミン負荷を行った1例で負荷直後に心

筋梗塞が発症したと報告している7｝．梗塞発生後の冠

状動脈造影でPTCA部位より末梢で完全閉塞してい

たことよりその原因としてはPTCAによって移動し

やすくなった血栓が末梢に流され閉塞が生じたと推測

している．川崎病既往例においても新鮮血栓が疑われ

る症例は同様の危険性が推測されるため，除外対象と

した方が良いと考えられる．

　小児の心筋シンチにおける負荷法としては一般に運

動負荷とジピリダモール負荷が行われてい
る1）”v4）25）26）．表2にドブタミン，ジピリダモール，運動

負荷の比較を示した．ドブタミン負荷Tl－201心筋

SPECTの有用な点としては年少例，運動不能例に対

表2　負荷法の比較

ドプタミン シピリダモール 運　　　動

対　象 年少例，運動不能例可能 年少例，運動不能例可能 運動負荷可能例のみ

負荷時間（自験例） 17．0±4．6min． 短　い 9．3±22min．（エルゴメーター）

スペース 不　要 不　要 心　要

不整脈の誘発 十
　

十

薬物生物学的半減期 2min． 24．6min

盗流現象 一 十 一

心筋酸素消費量 増　加 不変～軽度増加 増　加

酸素均衡 供給く需要 供給〉需要 供給く需要

虚血の要因 酸素需要の増加 盗流現象 酸素需要の増加

拮抗作用薬物 β一プロッカー アミノフィリン 一
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しても行うことができ，運動負荷のような設備スペー

スも必要ではないことなどがあげられる．ジピリダ

モール負荷による心筋虚血の要因は，盗流現象による

狭窄部領域の灌流減少である．一方，ドブタミン負荷

は盗流現象によるものではなく27），心筋酸素消費量を

増大させることによる狭窄部領域の心筋虚血であり，

運動負荷と同様な生理的負荷に近い状態が得られるこ

とである．また，ドブタミン負荷は気管支喘息を合併

している症例においてもジピリダモールのように喘息

発作を誘発することはなく，また，薬物生物学的半減

期もジピリダモールより短い．拮抗薬としてβプロッ

カーが用いられ，重篤な副作用が持続する場合には必

要となるが，今回の検討で使用しなければならなかっ

た症例はなかった．βブPッカーの使用については，成

人1，118例によるドブタミン負荷心エコーの安全性に

関する報告にあり，負荷中の心エコー，心電図上で進

行する心筋虚血にニトログリセリン舌下，短時間作用

のβプロッカーが有用と述べている28｝．最近，ジピリ

ダモールと同様の冠状動脈に対する作用機序であるア

デノシン，アデノシン三リン酸ニナトリウム（ATP）

負荷による心筋SPECTの報告がある29）～31）．これらの

薬物は生物学的半減期が非常に短いことより，小児に

対しても利用できる可能性が高い．

　ドブタミン，ジピリダモール，アデノシン，運動負

荷の診断能については負荷心電図，RI，心エコー，　MRI

などの診断法により比較されている．Maysonらの心

筋シンチによるドブタミン負荷と運動負荷の比較では

ドブタミン負荷のsensitivity　94％，　specificity　87％

で，運動負荷のsensitivity　60％，　specificity　63％であ

り，ドプタミン負荷心筋シンチの有用性を報告してい

る6）．RIアンジオグラフィーによるドブタミン負荷と

運動負荷の比較32），ストレスエコー9），MRI33）によるド

ブタミン負荷とジピリダモール負荷の比較においても

ドブタミン負荷の有用性が報告されている．また，

Marwickらは，　Prospective　studyによるドブタミン，

アデノシン負荷による心エコー（2DE），99mTc－MIBI

心筋SPECT（MIBI）の診断能の比較を行っている．

sensitivityは，ドブタミン負荷の2DE：85％，　MIBI：

80％，アデノシン負荷の2DE：58％，　MIBI：86％であ

り，specificityは，ドブタミン負荷の2DE：82％．MIBI：

74％，アデノシン負荷の2DE：87％，MIBI：71％であっ

た．ドブタミン負荷は壁運動，冠血流を評価する診断

法として適しており，アデノシン負荷は冠血流を評価

する診断法として適していると報告している34）．これ

日本小児循環器学会雑誌　第9巻　第6号

らの結果から，ドブタミン負荷，運動負荷は心筋酵素

消費量の増加による病変部の心筋虚血であることより

局所壁運動異常として評価でき，ジピリダモール，ア

デノシン負荷は盗流現象による冠血流の不均衡である

ことより血流分布の異常として評価することにな

る19）．心エコー，MRIなどの壁運動異常を評価する診

断法ではドブタミソ，運動負荷の方が鋭敏であり，Tl－

201心筋シソチなどの冠血流の異常分布を評価する診

断法はジピリダモール，アデノシンの方が鋭敏である

と考えられる．

　ドブタミソ負荷Tl－201心筋シンチを行う上で留意

すべき点として，ドブタミンが半減期の短い薬物であ

ることから，最大の負荷での評価を必要とするために

負荷中止後，速やかにT1－201を静注することが必要で

ある，その時の注意として，Tl－201静注をドブタミン注

入ルートより行う場合は，高濃度のドブタミンを急速

に静注しないためにルート内のドブタミンを十分回収

することが必要である．また，低濃度の負荷では冠血

流障害を改善させる可能性がある2°）ことも考慮し，心

筋虚血を誘発するためには15～20μg／kg／min以上の

負荷を必要とする例が多いと考えられる，また，運動

負荷と同程度のDPRに到達できない症例もあり，運

動負荷に比べると虚血の範囲が多少，過少評価になる

場合もあるものと思われる．よって，ドブタミン負荷

による血行動態の変化より負荷量を評価し，心筋

SPECT所見を得ることが重要である，最近，ドブタミ

ンの低濃度負荷は，その冠血流の改善効果を利用して

心筋viabilityの評価法としても用いられている35）．今

後，ドブタミン負荷は，有用な薬物負荷のひとつとし

て利用されるものと考えられる．

　　　　　　　　　　結　　語

　ドブタミソ負荷Tl・201心筋SPECTは心筋酸素消

費量を増大させ運動負荷に近い状態が得られる方法で

ある．

　ドブタミンの薬物生物学的半減期は2分と短く，重

篤な合併症もなく薬物負荷法としては安全性が高い，

　ドブタミン負荷Tl－201心筋SPECTのsensitivity

は川崎病既往例の左冠状動脈狭窄性病変で87％，右冠

状動脈狭窄性病変で46％であり，specificityは92％で

あり十分な運動負荷が困難な小児においても有用な負

荷診断法である．

　稿を終えるにあたり，御指導御助言いただきました埼玉

県循環器病センター今井嘉門先生および東京都立墨東病院

小児科関　一郎先生に深謝いたします．
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The　Dobutamine　Stress　T1・201　Myocardial　Single　Photon　Emission　Computed

　　Tomography　for　Coronary　Artery　Stenosis　Caused　by　Kawasaki　Disease

Kensuke　Karasawa，　Mamoru　Ayusawa，　Nobutaka　Noto，　Hideo　Yamaguchi，

　　　　　　　　　　　　　　　　Tomoo　Okada　and　Kensuke　Harada

　　　　　　　Department　of　Pediatrics，　Nihon　University　School　of　Medicine

　　　Noninvasive　cardiac　imaging　with　pharmacologic　stress　Tl－201　single　photon　emission　computed

tomography（SPECT）as　an　alternative　to　exercise　test　is　now　getting　popular　for　patients　with

Kawasaki　disease．　Dobutamine　infusion　produces　hemodynamic　change　which　is　quite　similar　to

exercise　induced　hemodynamic　change．

　　　Material　consisted　of　17　patients（13　males，4females）with　coronary　occlusion　or　significant

coronary　stenosis（≧75％diameter　stenosis）caused　by　Kawasaki　disease．　After　step－wise　infusion　of

dobutamine　up　to　40　ptg／kg／min．，quantitative　analysis　of　T1－201　SPECT　was　obtained．　No　patient　had

asymptomatic　arrhythmia　or　severely　stress－induced　ischemia．　The　sensitivity　and　specificity　of

dobutamine　induced　perfusion　defects　were　65％（11　to　17）and　92％（10f　13）respectively．　The

sensitivity　were　87％（70f　8）in　patients　with　the　left　coronary　artery　lesions　and　46％（60f　13）in

patients　with　the　right　coronary　artery　lesions．

　　　We　conclude　that　a　quantitative　analysis　of　Tl－201　SPECT　after　step－wise　infusion　of　dobutamine

is　a　safe　and　clinically　useful　method　for　detection　of　stress－induced　myocardial　ischemia　in　coronary

artery　stenosis　caused　by　Kawasaki　disease．
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