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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　川崎病既往児における心筋交感神経活性の特徴を知る目的で，1231－metaiodobenzylguanidine（MIBG）

心筋シンチグラフィーを施行した．その視覚的・定量的評価を行い，同時期に行った心筋血流情報を示

す2°ITICI（Tl）負荷心筋シンチグラフィーの所見と比較検討した．

　川崎病既往児14例（男児8例，女児6例）に対して，MIBG心筋シンチグラフィーを行った．患児を，

有意の狭窄性病変を伴った1群（6例），巨大冠動脈瘤を有するII群（4例），中等度冠動脈瘤を有する

か，もしくは急性期から超音波断層心エコー上冠動脈障害を認めなかったIII群（6例）に分けて検討し

た．なお今回の検討では，冠動脈に狭窄性病変を認めないIII群をコントロールの代用とした．

　MIBG後期像とTl負荷直後像の欠損もしくは集積低下所見の出現頻度を比較すると，　MIBG・Tlと

もに全体では50．0％であった．MIBGおよびTlの両者で異常所見を認めた6例では，欠損部位は基本的

に一致していた．

　1群のMIBG異常所見の特徴として，　MIBG後期像の欠損範囲はTl負荷直後像と同等かTlよりも

広い傾向にあり，早期・後期像の比較では早期・後期同等か，後期像で広範囲であった．また心筋クリ

アランス／時間値は，Bull’s　eye表示からは0．00±2．74％，　Planar像からは4．55±2．29％と他群に比して

有意に充進し，H／Mは早期像（2．50±0．47）の方が後期像（2．44±O．42）よりも高値であった．

　II・III群の間ではMIBG所見に明らかな差は認められなかった．両群では，　MIBG後期像とTI負荷

直後像所見ともに正常の例が多かった．MIBG早期・後期像の欠損範囲の比較では，早期像で欠損を認

め，後期像で欠損が消失もしくは縮小する症例が多く，心筋クリアランス／時間値の検討でもII群では

BulPs　eye表示で一3．70±4．03％，　Planar像では一1．01±1．21％，　III群ではそれぞれ一3．50±2．06％，－

0．20±1．64％で，丘ll－in現象を認めた．一方，　H／MはII群の早期像，後期像でそれぞれ2．44±0．49，2．57±

0．56，III群では同じく2．40±0．28，2．52±0．35と，早期像よりも後期像の方が高値であった．

　急性期からの超音波断層心エコー所見と選択的冠動脈造影所見で異常を認めない症例においても，

MIBGとTlともに欠損を示す例があり，川崎病の心筋障害を考える上で注意が必要である．

別刷請求先：（〒610－11）京都市西京区大枝東新林町
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　　　　　関西医科大学附属洛西ニュータウン病院

　　　　　小児科　　　　　　　　　　荻野廣太郎

　　　　　　　　　はじめに

　1231－metaiodobenzylguanidine（MIBG）はノルエピ

ネフリン（NE）類似の構造を有し，交感神経末端にお
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いてNEと同様の摂取・貯留・分泌動態を示すと考え

られているD、s）．1981年Klineらuによって心筋イメー

ジング製剤としてヒトに応用されて以来，各種心疾

患・心筋障害での検討が行われている5トB｝．一方川崎

病では急性期に心筋炎の合併がみられ，10％程度に冠

動脈瘤の形成が認められる．巨大冠動脈瘤形成例では

遠隔期に虚血性L・病変の発症を認めることが多い14｝．

我々はこれまで川崎病既往児の心筋｜璋害の長期予後を

知る目的で，心筋血流情報を示すL’”iTICI（T1）を川い

た負荷心筋シンチグラフィーによる検討を重ねてき

たli））．その結果，心エコーヒ，急性期に巨大冠動脈瘤を

認めた症例の約80％に経過中心筋虚血もしくは梗塞所

見、を確認した．一方急性期に中等度の冠動脈瘤を認め

た症例では3％に，急性期に冠動脈の一・過性拡大を認

めるか，もしくは拡’大性所見を認めなかったグループ

では6％に，心筋シンチグラム1二虚血あるいは梗塞所

見を得た．

　我㌘はTl負荷心筋シンチグラフィーの結果を踏ま

え，川崎病既往児の心筋交感神経活性の特徴を知る目

的で，12TNIIBG心筋シンチグラフィーを施行した．そ

の視覚的・定星：的評価を行い，同時期に行ったTl負荷

心筋シンチグラソィーの所見と比較検討した．

　　　　　　　　　　対　　象

　川lll奇り丙1既Z｝三児14f列（男児81列，女児6i列）にタ寸し

て，1　L’　IS　1－MIBG心筋シンチグラフィーを施行した．患児

を直近の冠動脈造影所見，もしくは超音波断層心エ

コー所見に基づき以トの3群に分けた．　1群：有意の

狭窄性病変を有する症例（冠動脈造影において，75％

以Lの局所1生狭フ芦またはセグメント狭窄をイ∫するか，

もしくは閉塞所見を認ダ）るもの．冠動脈バイパス術施

行3f列を含む）6例（男児3例，女児3例），　II群：巨

大冠動脈瘤形成例（有意の狭窄性病変を認めない症例）

4例（男児2例，女児2例），川群：中等度冠動脈瘤形

成例，もしくは急性期から超音波断層心エコー上冠動

脈障害を認めなかった症例6例（男児3例，女児3例）

である．なお巨大冠動脈瘤形成例で，有意の狭窄性病

変を認めない時期と，狭窄性病変出現以後に検査を

行った症例では，1群とII群にそれぞれ1例として数

えた．

　MIBG　O）検査時年齢と発症から検査までの期間は，

1群ではそれぞれ7．9±4．8歳（1．9～13．8歳），5．8±4．5

年（1．4～12．3年），II群ではそれぞれ5．4±5．1歳

（O．8～12．3歳），3．5±4．9年（O．4～10．8年），川群では

それぞれ9．0±3．1歳（5．3～13．8歳），7．0±4．6年

17　（17）

（L3～13．6年）であった．なお検査時年齢と発症から

検査までの期間には，統計ヒ各群間に有意差はなかっ

た．

　本検査の性質ヒ，年齢を合わせた健常児のコント

ロールの検討は施行し得なかったが，今回の検討では

冠動脈に狭窄性病変を認めないlll群をコントロールの

代用とした．

　　　　　　　　　　方　　法

　2°ITICIと同時投与の1例を除き，1231－MIBG　111

MBqを安静空腹時に静脈内投与した．撮像時の患児

の体動によるアーチファクトを防ぐため，医師の監視

ドで撮像を行い，乳幼児では鎮静睡眠下で撮像した．

早期像は静注15分後に，後期像は手技的制約もあり，

静注90～180分（平均120分）後に，それぞれSingle

Photon　Elnission　Computed　Tomography（SPECT）

およびPlanar像を撮像した．なお全例検査終了時ま

で絶食とした．撮像は回転型ガンマカメラ（東芝GCA－

90B）を用い，　SPECT像は左後斜位30度から右前斜位

30度までの180度連続収集（4度×45フレーム）を行い，

Planar像は同じカメラで仰臥位前面，左前斜位45度，

左側面の3方向をそれぞれ3分間撮像した．

　視覚的評価はMIBGおよびTlともにSPECT像お

よびPlanar像3方向で行い，　SPECT像からの極座標

表示（Bu1Fs　eye）および展開図表示を参考にした．

MIBGとT1の欠損範囲の比較は，心筋交感神経活性

をより良く反映するとされる［t）t）MIBG後期像と，　Tl

負荷直後像で行った．さらにMIBGの早期・後期像所

見の比較を合わせて検討した．

　定Ilt的評価はPlallar前lrli像を川い，　ll縦隔（M）と

心臓（H）に関心領域を設定し，ピクセルあたりの’ド均

カウントをそれぞれ計測した．そして心臓／縦隔比（H／

M）を早期・後期像ともに求めた．さらに心筋からの

トレーサーの洗い出し率を算出した．各症例によって

異なる後期像の撮像時間の差を補正するため，これを

1時間あたりの洗い出し率であるクリアランス／時間

（％）値として表示した．またSPECT像のBull’s．　eye

表示からも，クリアランス／時間（％）値を算出した．

なお，後期像のカウントは時間減衰補正を行い，

1’lanar像からの洗い出し率は，早期像および後期像の

心臓の平均カウントからバックグラウンドとしてf二縦

隔の平均カウントを引いた値を用いた．

　2°1TICI心筋シンチグラフィーは全例負荷（自転車エ

ルゴメーターもしくはジピリダモールを使用）にて施

行した．なおMIBGとTlの検査問隔は同口から4カ
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月，平均3〔旧であった．

　統計処理は分散分析（ANOVA）ならびにFisherの

PLSD法を用いて検定した．いずれもp〈0．05を有意

差ありと判定した．また値は平均値±標準偏差で表し

た．

　　　　　　　　　　結　　果

　1．各群間におけるMIBG後期像とTl負荷直後像

所見の比較

　各群におけるMIBG後期像とTl負荷直後像の所見

をみると（表1），MIBG・Tlともに正常所見を示すも

のはII・III群各3例の計6例，37．5％であった．　MIBG

が欠損もしくは集積低下領域を示し，Tlが正常である

のは1・III群各1例の計2例，12．5％で，　MIBGが正

常所見でTlが欠損もしくは集積低下所見であるのは

1・III群各1例の計2例，12．5％であった．また

MIBG・Tlともに欠損もしくは集積低下所見を示した

ものは6例，37．5％で，内4例は1群の症例であった．

全体での異常所見出現頻度をみると，MIBG・Tlとも

表1　各群間におけるMIBG後期像とTI負荷直後像
　所見の比較

6

5

4

警3

2

1

0

MIBG＞Tl MIBG；Tl MIBG＜Tl

図1　MIBG後期像とTl負荷直後像との欠損範囲の
　比較

　NIIBG＞T1：MIBGの欠損範囲の方がT1の欠損範

　囲よりも広いもの．MIBG＝T1：MIBGとT1の欠

　損範囲が同等のもの．MIBG〈T1：MIBGの欠損範

　囲の方がT1の欠損範囲よりも狭いもの．

日本小児循環器学会雑誌　第12巻　第1号

に50．0％であった．

　一一方MIBG・Tlともに欠損もしくは集積低卜所見を

認めた6例の異常部位は，範囲の差はあるものの，4

例は両心筋シンチグラムヒー’致し，2例はMIBG後期

像で他枝領域にも欠損を認めた．また1群6例の

MIBGあるいはTlの異常部位と，冠動脈の閉塞性病

変部位も基本的に合致していた．

　2．MIBG後期像とTl負荷直後像との欠損範匪1の

比較

　両方の心筋シンチグラムの結果が正常であったII群

3例，III群3例，計6例を除き，IIIBG後期像とTl負

荷直後像の欠損もしくは集積低ト領域の範囲を比較し

た（図1）．MIBGの方がTlよりも広範囲な症例（Tl

所見正常を含む）は4例で，1群2例，II・III群各1

例であった．MIBGとTlの欠損もしくは集積低ド領

域が同等であったものは4例で，内3例は1群の症1列

であった．またMIBGの方がT1よりも狭い範囲のも

の（MIBG所見正常を含む）は2例で，1・IIW一各1

例であった．

　3．各群間におけるMIBG　Ef　1・期・後期像所見の検討

　各群におけるMIBGのlf1・期像と後期像の所見をみ

ると（表2），早期・後期像ともに正常所見を示すもの

は各群1例，計31列，18．7％であった．ll囎1像で欠損

もしくは集積低ド領域を認めるが，後期像で消失した

ものはII群2例と川群：”　tタiJの計5例，31．3％であった．

また早期像は正常所見であるが，後期像で欠損が認め

られたものは1群の1例，6．2％であった．［li・IVI・後期

像ともに欠損もしくは集積低ド領域を示すものは7

例，43．8％で，内4例は1群の症例であった．

　次にMIBG所見が早期・後期像ともに正常であった

3例を除く，残り13例について，早期・後期像におけ

る欠損もしくは集積低卜領域の範囲を比較した（図

2）．早期像の方が後期像よりも広いもの（後期像lE常

を含む）は7例，53．8％で，1群には認められず，II

群は2例で，HI群は全5例がこのパターンであった．

早期像と後期像が同等のものは3｛列，23コ％で，1群

表2

欠損もし （は集積低ド領域 分 類

早期像 後期像 1群 II群 III群

一
1 1 1

→

｛
1 2 3

一
’ 1

｛
［ 0

1
　
｝
1

1 2

各群間におけるMIB（｝早期・後期f象所しLi（ノ）比較

　　　　　　　　　　　　　　　　　一「
　　　　　　　　　　　　　　　　　合。1　））

3（18　）

5（ll．）

1（62）

7（13．8）
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図2　MIBG早期・後期像における欠損範囲の比較
　E：Ef｛・期像，　D：後期像．　E＞D：早期像の欠損範囲の

　方が後期像の欠損範囲よりも広いもの．E＝D：早期

　像と後期像の欠損範囲が同等のもの．E〈D：早期像

　の欠損範囲の方が後期像の欠損範囲よりも狭いも

　の．

2例，II群1例で，　III群には認められなかった．また

早期像よりも後期像の方が広いもの（早期像正常を含

む）は3例，23．1％で，全例1群の症例であった．

　4．各群問におけるMIBG早期・後期像の心臓／縦隔

比の比較

　各群のH／Mを早期像と後期像で求め，その変化を

検討した．1群の早期像および後期像のH／Mはそれ

ぞれ2．50　tO．47，2．44±0．42，　II群ではそれぞれ

2．44土0．49，2．57±〔｝．56で，III群ではそれぞれ2．40±

0．28，2．52±0．35であった．早期像および後期像の各

群間には有意差は認められなかった．一方，それぞれ

の群での1fl・期像と後期像の値を比較すると，1群のみ

早期像の方が後期像よりも高値を取っており，II・III

群では逆に後期像の方が高値であった．

　5．各群間におけるMIBGの心筋クリアランス／時

間（％）値の比較

　Planar前面像およびSPECTのBulPs　eye表示か

ら，それぞれクリアランス／時間（％）値を算出した（図

3）．小児では検査中の安静を保つための手技的制約の

ため，後期像の撮像時間が静注後90～180分と幅がある

ことから，本検討では算出した洗い出し率を1時間あ

たりに換算した，クリアランス／時間（％）値を用いた．

　Planar前面像から求めた心筋のクリアランス／時間

値は，1群では4．55±2．29％，II群では一1．01±

1．21％，III群では一〇．20±1．64％で，1群とII群の間，

1群とIII群の間にそれぞれ有意差（p＜0．001）を確認

した．しかしII群とIII群の間には有意差はなかった．
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図3　各群間におけるMIBGの心筋クリアランス／時

　間（％）値の比較

　Bull’s　eye表示から求めた左室全体のクリアラン

ス／時間値は，1群では0．OO±2．74％，　II群では一

3．70±4．03％，III群では一3．50±2．06％で，1群とIII

群の間に有意差（p＜0．05）を認めた．

　以上の結果から，1群はII・III群に比して有意に心

筋のクリアランスは元進していた．また，II・III群の

大部分では心筋のクリアランスはマイナスで，fi11－in

現象を示した．

　　　　　　　　　　症　　例

　1．1群の症例を提示する．川崎病発症後1年5カ月

の女児である．罹患後1カ月の選択的冠動脈造影にお

いて両側冠動脈の巨大瘤と左回旋枝の低形成を認め

た．罹患後1年の時点で右冠動脈瘤内の血栓性閉塞に

よる心筋梗塞を発症した．冠動脈造影上，＃2の閉塞と

左冠動脈前下行枝からの側副血行路を確認した．同時

に行った冠動脈内血栓融解療法で再疎通を認めたが，

90％の局所性狭窄を残した．心筋梗塞発症後5カ月の

Tl負荷直後像（上段）とMIBG後期像（下段）の

SPECT像を示す（図4）．　Tl心筋シンチグラムでは，

左室後側壁と下壁の一部に欠損を認め，MIBG後期像

での欠損範囲はそれに加えて左室中隔壁から下壁全体

に認められ，MIBGの欠損範囲の方がTlよりも広範

囲であった．なおMIBG早期・後期像の比較では，後

期像の方が広範囲であった．

　2．II群の症例を提示する．川崎病発症後1年11カ月

の男児である．急性期から両側冠動脈に巨大瘤を認め，

腹部大動脈に動脈瘤を合併していた．本検査前後の冠

動脈造影では両側の巨大冠動脈瘤は認めるものの，冠

動脈に有意の狭窄性病変はなく，MIBGの1日後に

Presented by Medical*Online



20　（20） 川本小児循環：X！学会雑誌第1　L’　！“イ川）　；・

　　

一

．竃臨

の

’
－
一

Pご
↑
’

L．．：’1

図．l　l群の症例を’jlす．川崎病発症後］年5カ月¶白冠動脈血栓性閉塞にkる心筋
　梗』’ノ；1こ了～…」li：後5カJIU）友、’し｜己一こ『、F）ンニ）．　1：↓：￥乏｛よ’Fl〔］fl　；j　1E’1：｛－S2f象，　｜ぐP乏（／NIIB（｝t・差其月f1＞ミし／）

　SPECT　f象で’ある．．fi’1からノ1｛室串1｝‘1：長軸断面，短軸断面，水’1”：長軸断1川f象を示す．　Tl

　負荷［1’［後f象て“は左室後仙F｛1」ヒ．1’ニド壁の　・音｜～に欠損を1認め，NIIBG後期f象で’はそれに戊川

　えて左宅中隔｛1’初・らド壁全体：ニクく損を認め，クく損範囲はMlllG後期像のノ∫がTl負

　荷直後像kり川，｝1範囲であつノこ．

行ったT1負荷心筋シンチグラム所見はll｛常tC“あ一．1

た．MIBGレ）1｝1・期・後期f象のSPECT　f象を示す（図5a）◆

上↓ヨ乏〔ノ）［tl・｝明イ象’こ』｛撒ノ1ジ4ζ日1日迂力・ら1い陽肩にカ・けて｛圭f責f氏卜’

領域を認めるが，卜’段の後期像では集積低卜’領域は？ilj

失してII・1常所見．、ヒなり，川1－ill現象を認y）た．　Bull’s

eve表示から得た洗い出しマッフでも（図5b），左宅前

壁から中隔にか（ナて，青で示した高度レ）（ill－in領域を

∬在言忍した．

　　　　　　　　　　　　　　　　　考　　察

　　川山奇病における・じ・筋障害は，急、性1明における・心筋炎

およびその後の繊維化を中心とした病理組織学ll勺変’

化，あるいは急性期のll｜L守元；炎による冠動脈拡人性病変

傭）やその後の狭窄’1生・閉塞惚i㌔変’に膨パlr1L淘；1』；｛1害

（虚llll）によって1－i：．じると．考えられる．これらの病変に

よって心筋父感神経’i，rfM：．にも障害が発生する．　MIBG

で測定される心筋の．交感神経活性は，その病変’の成

因・重症度に．よって変化することがf’想される．我’、ア

は川崎病既往児を；琶動脈障害の重症度によって3群に

分類し，MIBGを川いて心筋交感神経活性を測定し

た．本来ならば年齢をrl　t）せた健’常児のiントローノし

が必要であるが，本検査の性質防｛｛i行L得なか⊃た．

そこで今回の検討一ごは冠動脈に狭窄’1』生病変レっないHI群

をコントロールの代川とした．

　　：1ントV一ルとして（ノ）III君羊（liT等；P芝）亡f亜力II爪享留ノ㌢イ∫す

るカ㍉　危1、’「生1則力・ら超昌二『皮i＊1斤1・，・’lbじ、・．1’．二1－1㌦迂重∫J　III｜ミ1；1菅’、琴を

認めなかった症f列）の：IIBG所見レ）特徴をみ7，ヒ，

MIBG後期像・T1負荷O’1：後像所見ピもにII・1’常のも∪）が

多　くIi忍占～）らオ［／こ．　NIIB（｝．Efi・；gl］・　t－》乏1Vl（象戸斤LLを・」’LtlifE『31；こ、

ヒ，［il・期像が欠損．もしくは集積f氏ドを、i忍め，後期像が

正’常所見を示づ→ものが6例tii3例をlliめ，甲・期・後期

像ともに異常’所見であ一．）た2例はいずれも1“・期像の欠

損範囲の方が後期像のそれより．も広範囲であ一）た．　ま

たNIIBGのIl　Mは，早期像よりも後期像の〃が高値

であった．さらに，IIIBGの心筋クリアランス　時間値

はマイナスの値をとった．これらの結果は，視覚的司l

l．rfti，　I　I／入1才∫よこ》べ’d・∬芳クリアランス日寺「li］fll’iv・）寸㍉＼てに

おいてlill－in現象を表現しているもU）と号えられた．

　．有意の冠動脈閉塞性1丙変を有する1群においては，
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［』z］5a　Ili洋u）：；．i1・1f列ノ｛’・」こ・▲’．　M　l山ll了」丙発4正後1年11カ月u）り］LE5で’ある．冠IP加脈」宣景三ではILtij

　側u）巨大冠動‖ll（瘤を認めるが，イ1’意の狭窄性」丙変’は無（，MIBGu）1日後に行一・た

　Tl負荷心筋シン．・／．グラノ、所見は［1｛’i｝i’であった．1：段はMIBG［il．期f象，卜’段は後期像

　∪）SPECT　f象で1、夕）る．　ノ1｛カ・1’、ノ1｛’元く1民ll‘1：」・乏1旬1陶il自1¶k：vlElilM＊i斤［fii，　小cr：」“自h【《斤lrlif象を’・」こ．」’．

　1｜1・其月f勺ミ‘．こ汀丈ノ1ジノ；三日｜f4～資力・・’ノ1ドli’↑叙こカコ1｝㎡こ｛4三f責W～三ド合貞」〕」～iイ三1謎］Y）ン○カ㍉　径ζ！明｛象二こ1｛よf4三｛㍉1｛tJk

　　卜’領域は消失Lて11・1常1¶見！：なり．fi11－in現象を認μ）る．

IIIBG後期像とTl（’！荷直後像と．もに欠損または集積

低卜’所見を示すもU）が多か一）た．MIBGU）欠損長たは

f巽和il氏ドu）1苗ヨfl・1はTl．ヒユ’ヒ車交して1司等；カ・または1／1し・化貞

F

’

・●
d　　■

‘

5、L：）

コ　　　　　　－

†一L・・、1

一
El：、

「㍍Jlこ、」【7）り，　NIIB（；（ノ）lll・興］」，　径と1り1｛警～〔ノ）］七lli交一こz』ζ丈，　It｜，其月．

後期同等か，後期像で広範川1であった．　長た心筋クリ

『〆『7ン’ノ、．．H．Vllll｛直1丈：1ントu－tLとしてU）lll｛洋1こ⊥ーヒし

て有意に∫じ進しており，II／Mは川群とは逆’に，　III・期像

の方が後期像kりも高値であった．この結果は成人u）

虚，血性心疾1よじこの報告“’トhlと同様であり，1群におい

ては心筋虚iiflLがIIIBG・異’常のi－1な原医1と号えられた．

　巨大冠動脈瘤をイ」’するII群では，4例中3例が

MIBG後期像・Tl（11荷1白二後像ヒもにil：常所見を示し，

MIBG　l｛｜一期・後期f象所見の⊥’b較で9は，　こレ）3f列∪）｜勺2

f列力いII’期打象て“クく」’員もしくは集村il氏ド川「見’を、認め，子菱ユ朝

図5b　Bu｜rs　eVt・表示から得・た洗い出L『・ヘソソであ

　る．　トレー・り’一の洗い出しを認めた部分’を’白抜きで

　表示し，iill－inを認めた部う『を緑から青で示した．左

　室全体のかなりの範囲でfill－inを1；、gめ，特に
　SPECT　lll・期f象一こ』集積低．卜’領如《・1・示し．たノ1ジ室前星蓑か

　ら中隔にかけて，青で示した高度のfi11－in領域を確

　認した．
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像は正常であった．この結果はコントロールとしての

III群の結果と同様で，冠動脈瘤の大きさのみでは

MIBG結果に差はないと考えられた．これら3例の発

症後の経過年数は5カ月から1年11カ月と短期間で，

巨大冠動脈瘤を認めるものの狭窄性病変は認めない症

例であった．一方MIBG後期像・T1負荷直後像ともに

異常であった残る1例は，発症後10年9カ月経過し，

選択的冠動脈造影上有意狭窄は認めないものの，T1に

おいて巨大冠動脈瘤からのInicro　embolic　showerに

起因するとみられる（T1負荷心筋シンチグラム上，川

崎病発症後8年3カ月までは欠損を認めず，発症後10

年1カ月で左室前壁に虚血ならびに梗塞所見が生じ

た）欠損を認めた．MIBGの欠損範囲は早期・後期像

同等で，その範囲はT1よりも広く，1群の異常所見の

特徴と一致していた．またII群のH／Mは後期像のほ

うが早期像のそれよりも高値であり，クリアランス／時

間値はマイナスの値を示し，III群と同様にfill－in現象

を示した．

　今回の検討で確認された，明らかな心筋虚血所見の

みられないII・lll群のMIBG心筋シンチグラム所見の

特徴は，視覚的評価で早期像に欠損があり，後期像で

消失する症例が多く，心筋からのトレーサーの洗い出

し率の検討で創1－in現象を認めたことである．健常例

での報告19）2°）のうち，土持ら19）は若年群（平均年齢

24．6±3．6歳）と高齢群（平均年齢60．9±8．4歳）の2

群にわけて，Planar像から時間減衰補正を行った洗い

出し率を報告している．これによると有意差はないも

のの，若年群では一1．8±22．4％，高齢群では12．5±

12．7％で，若年群での後期像におけるfi11－in現象の可

能性を示唆している．我々の検討は，より低年齢症例

を対象としており，Planar像から求めたII群とIII群の

クリアランス／時間値は，それぞれ一1．01±1．21％，－

o．20±1．64％とfill－i11現象を示す症例を多く認めた．

一方視覚的評価での早期像欠損，後期像正常に関する

報告は調べ得た範囲内ではなかった．従来MIBG早期

像はextraneuronal　uptake（uptake　2）の比率が高く，

neuronal　uptake（uptake　1）を正しく反映していない

と考えられていたが，最近の高比放射能製剤の開発に

よって，早期像でも特異的な交感神経活性を評価でき

るとの報告がある6）2°）一’22｝．我々が今回報告した早期像

欠損・後期像正常を心臓交感神経活性の異常ととるか，

あるいは後期像が正常であれば問題はないとするかに

ついては，現時点では結論できない．我々は本検討の

結果から，T1負荷心筋シンチグラムが正常所見であれ

日本小児循環器学会雑誌　第12巻　第1号

ば，MIBG心筋シンチグラムにおける早期像欠損・後

期像正常の所見は，低年齢児におけるMIBGの生理的

心筋集積動態を示しているものと考えている．今後正

常冠動脈を有する低年齢児のMIBG所見を総合的に

検討し，この異常パターンが生理的なものか，あるい

は川崎病既往児に特有のものなのかを明らかにしてい

く必要があろう．

　また急性期から超音波断層心エコー法において冠動

脈障害を認めなかったIII群3例中2例は，　T1所見が異

常であったためにMIBG心筋シンチグラフィーを

行った．この2例の選択的冠動脈造影所見は正常で，

MIBGの欠損範囲は早期像の方が後期像よりも広範

囲で，1例は後期像（撮影時間はMIBG静注後2．5時

間）でも欠損を認め，この症例の欠損範囲はMIBG後

期像とT1負荷直後像が同等であった．この結果をど

う解釈するかは問題の残るところではあるが，T1所見

が異常を示す症例においては，川崎病心筋炎に起因す

る心筋障害を否定しきれないものと考えている．

　　　　　　　　　　結　　語

　1）MIBG後期像とT1負荷直後像所見を比較する

と，両者の欠損もしくは集積低ド所見の出現頻度は同

等であった．また両方の心筋シンチグラムで異常所見

を認めた症例の欠損もしくは集積低下の部位は基本的

に一致していた．

　2）コントロールとしてのIII群では，　MIBG後期像，

T1負荷直後像ともに正常所見の症例が多く認められ

た．MIBG所見の特徴は，早期像で欠損を認め，後期

像で欠損が消失もしくは縮小するパターンが多く，心

筋クリアランス／時間値の検討でもfill－in現象を認め

た．このMIBG早期像の欠損所見を心筋交感神経活性

の異常とするか否かについては，現時点では結論でき

ないが，T1所見が正常の例では，幼小児における

MIBGの生理的集積動態を表していると推測した．一

方，H／Mは早期像よりも後期像の方が高値であった．

　3）有意の冠動脈狭窄性病変を有する1群のMIBG

異常の特徴は，成人の虚血性心疾患での異常所見と同

様で，MIBG後期像の欠損範囲はT1負荷直後像と同

等かそれよりも広い傾向にあり，早期，後期像の比較

では早期・後期同等か，後期像で広範囲であった．ま

た心筋クリアランス／時間値はIII群に比して有意に充

進し，H／Mは早期像の方が後期像よりも高値であっ

た．

　4）巨大冠動脈瘤を有するII群のMIBG所見の特徴

は，基本的にコントロールとしてのIII群と変わらず，
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冠動脈閉塞性病変がなければ，冠動脈瘤の大きさに

よってillBG所見に差はないと考えられた．

　5）急性期からの超音波断層心エコー所見と選択的

冠動脈造影所見で異常を認めない症例においても，

MIBGとTlの両者で欠損を示す例が認められ，川崎

病の心筋障害を考える上で注意が必要である．

　稿を終えるにあたり，核医学的データ収集および処理に

ご協ノJいただいたRI室菅　　豊氏ならびに同室諸兄姉に

言釆li射Ltrゾ：し長づ1．

　なお本加文の要旨は，第30回日本小児循環器学会（1994年

7月，横浜）および第51111国際川崎病シンポジウム（1995年

5Ji，福同｝において発表した．本研究0）一’部は文部省科学

研究費、　・般（c）：0767｛｝911）の援助を受けた．
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Studies　ol）Myocardial　Imaging　by　1231・MIBG　in　Patients　with　Kawasaki　Disease
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　　　　　　　　　　　3）Department　of　Pediatrics，　Kansai　Medical　UIliversity，　Osaka、　Japan

　　　In　order　to　clarify　the　myocardial　sympathetic　neural　activity　in　patients　with　Kawasaki

disease，　i231・Metaiodobenzylguanidine（MIBG）myocardial　scintigraphy　was　performed　at　rest

and　was　compared　with　the　images　of　stressed　201TICI（Tl）Inyocardial　scintigraphy、　and

quantitative　analysis　of　MIBG　scintigrams　was　deterlnined．

　　　MIBG　myocardial　scintigraphy　was　performed　on　14　patients（8　males，6females），　who　were

divided　into　three　groups：group　I（n＝6）colnprised　patients　with　obstructive　coronary　lesi（ms，

group　II（n－4）with　large　coronary　aneurysms　but　no　obstructive　lesions，　and　group　III（n＝6）

with　moderate　cor（mary　aneurysms　or　normal　coronary　findings．

　　　In　this　study，　the　data　of　MIBG　myocardial　scintigrams　from　group　III　was　used　as　the

control　because　nornial　control　study　could　not　be　perforlned．

　　　In　comparison　vv’ith　the　delayed　images　on　MIBG　and　stressed　early　images．　on　Tl，abnormal

findings　were　observed　ill　50．0％of　all　patients（m　MIBG　and（m　Tl．　The　defect　site　of　left

ventricular　wall　on　MIBG　was　almost　the　same　as　one　on　Tl．

　　　In　group　I，40ut　of　6　patiellts　showed　abnormal　findings（m　b（）th　MIBG　and　T1，　and　defect

areas　on　delayed　images　of　MIBG　were　equal　to　or　lal’ger　than　those　on　stressed　eal’1y　images

of　T1．　Defect　areas　oll　MIBG　early　images　were　equal　to　or　smaller　than　those　on　delayed

ilnages．　Clearance　rate　in　group　I　was　significantly　higher　than　that　of　groups　II　and　IIL　Only　in

group　I，　heart　to　mediastinum　ratio　on　MIBG　was　higher　in　the　early　image　than　in　the　delayed

lmage・

　　　　The　findings　on　MIBG　myocardial　scintigrams　did　not　indicate　clear　difference　between

groups　II　and　III．　Many　cases　represented　the　normal　findings　on　delayed　images　of　MIBG　and

stressed　early　images　of　T1．　Also　in　groups　II　and　III，　the　feature　of　findingg．　on　MIBG

scintigrams　was　the　presence　of　the　defect　in　early　images　and　the　disappearance　of　the　defect

in　delayed　images．　Clearance　rate　was　below　zero，　indicating　a　fill－in　phenomenon．

　　　　The　patient　who　had　normal　coronary　findings　on　echocardiograms　from　the　acute　phase　of

the　disease　and　coronary　angiograms　was　shown　to　have　the　defect　areas　on　both　MIBG　and　Tl．
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