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《原　著》

短寿命心筋標識核種の検討
一13NH4Clを中心とした基礎的検討一

力武　知之＊

松本　　徹＊

舘野　之男＊

梅垣洋一郎＊

山根　昭子＊

1．緒　　言

　放射性核種による心筋の標識は従来131Csなど

IA族の元素1）・2）を中心に試みられてきた．最近

ではサイクロトロン生産の核種の1つとしてカリ

ウムと同様機序をとるといわれるIIIA族の2°1Tl

によるイメージングの報告が多い3）～？）．サイクロ

トロン生産核種にはさらに寿命の短い心筋標識核

種があり，81Rb8），43Kg）の他に13N標識アンモニ

アもこれに属する1°）．放医研では医療施設内サイ

クロトロンにより生産される超短寿命核種の開発

研究を行なっているが，その研究の一環としてこ

れら超短寿命心筋標識核種を中心として心筋イメ

ー ジングに関する基礎的研究を行なった．さらに

43Kおよび13NH4C1を家兎に投与して，イメー

ジを作製し，標識臓器についてダイナミックスタ

ディを行なった．このイメージングには43Kには

シンチスキャンナーを用い，13NH4C1には対向型

のポジトロンカメラを用いた，

H．材料，装置および方法

（1）放射性核種一〔カリウム〕放医研サイク

ロトロンによりα粒子を加速し，アルゴンガスを

ターゲットとした4°Ar（α，　P）43K反応によって作
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製した43Kを洗い出した．この製品の43Kと42K

の比は投与時で約1：2であつた．43Kの610keV

のガンマ線を測定に用いた．　〔タリウム〕市販品

（第一ラジオアイソトープ研究所）を用いた．〔ル

ビジウム〕86Rb（New　England　Nuclear　Corp．）を

用い，1，077keVのガンマ線を測定に用いた．〔ア

ンモニア〕放医研サイクロトロンによリプロトン

を加速し，蒸留水をターゲットとした160（p，α）

13N反応で13N化合物をつくり，Devalda’s合金で

環元し，13NH4Clとして，トラップしたものであ

る．この製品の放射化学的純度はほぼ1009i，であ

った11）．（2）実験動物一体重2．8kg－3．Okgの生後

5ヵ月の雄の家兎を用い臓器分布および体外測定

に使用した．（3）測定機器一臓器分布にはウェル型

シンチレーションカウン9一を使用した．43Kの

体外測定には高エネルギー用コリメーター（VC－3）

を装備した全身走査スキャンナー（ELSINT－100）

にDisplay－Processing　Unit（VDP－1）を併用し，

4×4mm2の領域毎に計数した．　N－13標識アンモ

ニアの体外測定には当研究所の富谷らが製作した

焦点検出器をガンマカメラに併用した対向型のポ

ジトロンカメラを用い12），これにはコンピュータ

ー （TOSBAC－3400）を併用した．（4）方法一臓器

分布，家兎をネンブタール腹腔内投与による麻酔

後，耳介静脈より放射性核種をカリウムは43Kに

して25μci，2°iTlの場合は1　oo　luci，86Rbの場合

は1　oo　iuCi投与し，投与後15分ないし20分で脱

血死させた．13NH4C1の場合は静注法と注腸法の

2通りの投与方法でそれぞれ3mciを投与し，静
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70 核医学　　15巻1号（1978）

注後ほぼ3分で脱血死させ，直腸法は麻酔後開腹

し，投与後20分に脱血死させた．これらの家兎か

ら，動脈血，尿，肝，腎，右室心筋の一部を取り

出し，ウェル型シンチレーションカウンターで測

定し，減衰の補正を行なったうえ1gあたりの計

数値を求めた．体外測定は43KCIおよび13NH4Cl

投与家兎をネンブ々一ル腹腔麻酔後行なった．

　カリウムの場合は43Kにして1　OO／uCiを耳介静

脈より投与し，投与直後から約7分に1回ずつの

スキャーン像を得た．このデータはコンピュータ

ー 内臓のDisplay－Processing　Unitを用い，磁気

テープ上に約3時間記録した．この画像から約70

°。にあたる180カウント／cm2を減算したうえで，

腎，肝，心の臓器に該当する部位を関心領域に定

め，43Kの臓器集積の経時変化を求めた．

　i3NH4Clの場合は静注法，直腸投与法ともにポ

ジトロンカメラの視野上に1cm2の画素で32×32

のマトリックスを構成した．静脈注射は耳介静脈

から行ない，初期は5秒に1枚の画像構成で，コ

ンピューター（TOSBAC－3400）を用いて約1時間計

数記録した．13NH4Clを直腸投与した場合は30秒

に1枚の画像を構成して，約1時間同様に記録し

た．静脈投与，直腸投与ともそれぞれ腎，肝，心，

縦隔上部に該当する部位に関心領域を定め13Nの

臓器集積を画像上1cmL’に直して求めた．なお静

注法では10秒間の計数値を10秒または30秒毎に

15分間集めた．直腸投与法では30秒間の計数値

を150秒毎に50分間集めた．13Nの測定について

はいずれの場合も減衰の補正を行なった．

III．結　　果

　臓器分布実験の結果はTable　1に示した．表中

の数値のうち各種臓器についての値は臓器19あ

たりの計数値の動脈血19あたりの計数値に対す

る比によって示してある．尿についての成績はほ

とんど計数しなかったものを（0），尿1gあたりの

計数値が動脈血lgあたりの計数より低かったも

のを（O－1），動脈血1gより高くその10倍以下のも

のを（1－10），10倍を越え100倍以下のものを（10－

100）で表した．最下段は動脈血の計数値をStan－

dard　Sampleすなわち，家兎に投与した放射性核種

を，家兎の体重19あたりに投与した量を分離し

た標本から得た計数値に対する比を求めて示した．

　心筋への取り込みは静注したすべての核種で15

倍かL’，65倍と高値を示した．心筋では右室の心

筋と左室の心筋の取り込みは一様な傾向をみず，

Table　1　0rgan　uptake　ratio　to　arterial　blood　and　uptake　ratio　ofarterial　blood　to　the　standard　sample．

　　　NUCLIDE

ORGAN
　（time　to　death　after

　administration）

ARTERIAL　BLOOD
LIVER

KIDNEY
R－VENT－MUSCLE

L－VENT－MUSCLE

PORTAL　BLOOD
URINE
COUNT　RATIO　OF
THE　ARTERIAL
BLOOD　TO　THE

43K．KC1

16min

1．0

15．7

8．7

62．3

26．7

0

0．96

201Tl－TICl

20min

　1．0

　8．6

100．7

29．5

37．6

0－1

0．48

86Rb－RbCl

18min

　1．0

　8．2

203．6

31．9

64．6

1－10

O．21

13N－NH4Cl　　13N－NH4Cl
　（i．v．）　　　　　　（rectal　ad．）

2min

1．0

8．3

8．9

18．3

18．2

10－100

9．62

20min

1．0

3．9

3．6

1．8

3．6

13．3

1－10

0．52

STAMDARD　SAMPLE
　　　　　Urine　value　of　zero　was　almost　countless　except　background．　These　urine　were　diluted　with

　　　　　the　urine　which　was　left　in　bladder　before　radionuc｝ides　administration．
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Fig．1Whole－body　scanning　of　rabbit　following　intravenous　injection　of　43KCI
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Fig．2　Dynamic　curves　of　rabbit　organs　obtained　after　43KCI　intravensous　injection．

　　　　　　Uptake　of　liver　was　high．
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Fig．3　PositronscintigraI〕10「rabblt　followlng　lntravcnous　ln」ectlon
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Dynamic　curves　of・rabbit　organs　obtained　after　intravenous　injection　of　13NH4C1．

Uptake　of　liver　was　not　so　high　as　43KCI　and　uptakc　of　heart　was　very　fasし
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短方命心筋標識核種の検討

13 K　では右弓｛におい’こ高く，　他核もEでは1・　fl札と1芝

Eたは逆の集積傾向だりた．1汁への集積はs‘；Rb，

，’°ITIは高かったが他核種ではr想に反して低か

t
）た．

　i：tNH．，Clを直腸から投与した場合の臓器集積lt

静注法とぱ1“t‘なり，門脈lflLでは20分後でも動脈ll11．

に⊥’ヒし，　きわめて高く，‖蔵2㍑ではll　l：，　ir’fへの集不責

が高1，‘Eた注日すべきことに心筋への集積はll〔

か・た．尿への排泄も静日：法に比し低かt）た．

　Fig．1に；：IK投与後7－14分のシンチスキ／・一ン

像iiり，1c　ni　L’あたり180ヵウント相当を減算した

ものを示す．脳，心，肝，腎への集積は顕暑：であ

るが，臓器の形状をっかむのは家兎では難しかっ

た．これら臓器を関心liST｛域としたダイナミックカ

ーゾをFig．2に示した．　3時間の問に腎の集積
力こ｝欠；1’ilこi或・少して〆膓bくび）；こLヒし『こ，　’已・ltfi・2初」び）30

分，肝は90分で集積力こ高くなり，その後はノ＼きな

変化を示さなか・）た．

　13NHICIを静注後25分～4分のポジトロンカ

x7に仁る仰臥W：像をCRTより撮f象した”∫！’〔を

Fig．3に示した．心および腎への集積が箸γ1で，

肝臓ではややf氏いが分・菓i（ノ）状態が認められる．頭

部は視野外にでている．肺，腸管部他ソ川；鏡器への

f＃三手責カー；・少・く，　，1二・，　iド　f，　月1：ゾ）ち巨手責：1犬！虚力’］オ・カ・りべ）→一

い．二れら臓器を関心∬頁域としたゲイ＋ミッ’ノカ

ー ゾをFig．4に示す．縦隔上部の計数fl白：より見て，

73

ii｜L中13Nは1分後にはかなり低ドしていると言え

よう．腎への集積もごく早いうちにピークを示し，

減少してゆくが，心はごく早期にかなりのとり込

み後も次第に増加し，約8分で平坦になる．肝は

心にくらべ最初の上昇がゆるやかで3～4分で平

川になった．

　13NH．；C1を腸管から投与して8分～10分後に仰

臥W：像をCRTより撮像した’～」：真を　Fig・5　に示

す．右下部の集積は投与したテーテル端および直

腸である．左上部に分葉iの明らかな肝臓，その直

下に腎臓が厄なるようにみられるが，心臓部への

集積は乏しく，形状の識別は難しい．ポジトロン

カメラよりコンピユー々一への記録に肝および心

に該当する部分に関心領域を定め，そのダイナミ

ックカーブをFig．6に示した．肝への急峻な取

り込みは約20分続き，その後平担化する．心の取

り込みは肝に比して少く，心肝比は静注の場合と

は逆の結果を示した．

IV．考　　案

　心筋の標1識を考慮：する場合に当該核種による標

識能率および測定機の測定効率は二大条件である．

心筋動態を観察しようとする臨床の要求に応える

には，カメラの使用が必要で，カメラに適する放

射線の性質を有する核種の選択を要し，最近まで

核医学は，心筋の動態に適する核種をもたなかっ
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Fig．5　Positronscintigram　of　rabbit　following　rectal　administration　of　i3NH4Cl

　　　（8－10min．）．
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74 核医学　15巻1号（1978）

た．L）°IT1の出現は，この意味で重要であり，著者

らも陳旧性の心筋梗塞をはじめとする症例に冠血

流および心筋動態検査に2°1T1を用いて，いまま

で診断し難かった領域での新しい有効な診断法で

あると評価している．しかしながら心筋の動態観

察を行うには10mCi以上の投与が必要と考えら

れるが，2°1T1の物理的半減期は約3日と長く，大

・。unt／30・ec／。m2

200

100

　　　　　　　　　　　　　　min　posヒーadmin・

Fig．6　Dynamic　curves　of　rabbit　organs　following

　　　rectal　administration　of　13NH4Cl．　Uptake　of

　　　liver　was　very　high　and　of　heart　was　low．

量投与に難があること，投与後心筋集積に時間を

要すること，隣接する肝臓への蓄積が高いことな

どその性質は充分に満足というにはなお遠い｛、の

である．Table　2に各種心筋標識核種の性質を示

す．心筋標識核種には131CsDのように半減期が

長いうえにX線のエネルギーの低すぎるもの，

43K9）のようにガンマ線のエネルギの高すぎるも

のなど実用に供し難かった．　Soddら6｝・13）はす

でに2｛）iTl，12gCs，43K，81Rbについてラットを用

い，臓器分布を検討し，人の血液からの核種の消

失および臓器におけるダイナミックカープをガン

マカメラより得ている．臓器の取り込みではいず

れの核種でも肝への集積が心筋のそれより高く，

腎での取り込みは2°1Tlでは高く43Kでは心筋よ

り低かったと言っている．著者らの行った家兎臓

器分布もほぼ一致した傾向であ’1た．家兎の右室

心筋と左室心筋を別に計測を行ったが左右比は核

種により異なっていた．また尿中への核種のあら

われかたはそれぞれ異り，4：IKはlilL中残留が高く

腎や尿では低かった．2°ITI、　86Rbは腎，尿に集積

した．i3NH4Clは腎臓そのものへの取り込みは低

いが尿への川現が非常に速やかであった．生物学

的半減期は短いといえる．

　SoddらL’8｝は次にL’olTl．1　L’　gCsおよび43Kによる

ガンマカメラ像を比較している．43Kによる良質

な画像の構成は難しか’・た．いっぽう13NH4＋の

心筋標識性にっいてはHunter，　Monahanら14）・1；））

により示唆されており，Harperら1°）・16）・17）はこれ

を人に投与し，ガンマカメラで観察したが，高エ

ネルギー川コリメーターを用いても映像の条件は

Table　2　Comparative　physical　dada　and　radiation　dose．

　　NUCLIDE
DECAY
HALF　LIFE
PRINCIPLE　PHOTON－

ENERGY　AND
ABUNDANCE
　（keV－％）

WHOLE－BODY
RADIATION　DOSE
　（rad／mCi）

13N－NH4C1 8iRb－RbCl

　β＋

9．96min

　511
（200％）

0．006

β＋，EC

4．7hr

　511
（67％）

0．065

43K－KC1

　　β一

　22hr
371（85％）

610（81％）

0．646

L）OiTl－TICI

EC
73hr
69－83

（98％）

0．278

Presented by Medical*Online



短寿命心筋標識核種の検討

良質なものとは言い難い．この限界を破り心筋標

識核種を得るには従来のシンチカメラを使用する

前提を破棄して考える必要がある．13Nはポジト

ロン放川核種であり，その消滅ガンマ線は同時に

対向方向に川る．このガンマ線を利用してポジト

ロンの位置を測定することができる．この測定機，

ポジトロンカメラはいくつかの形式のものがあ

りIL））・18｝川，本研究には前述の形式を用いた．写

1’

［（Fig．3）にみるように家兎の臓器は明瞭に識別

することができ，心筋部はもっとも明瞭である．

Bradley－Moosreら7｝はL’elTlを家兎に投与したガ

ンマカメラ像を掲載しているが心，腎の像の識別

性はほぼ同程度だった．43Kのシンチスキャンナ

ー を川いたイメージ　（Fig．1）　は心と肝とを識別

しうるが形状は明瞭ではない．43Kおよび81Rb

の高エネルギー核種をイメージとするにはスキャ

ンナーを川いるか遮蔽材を厚くしたピンホール型

にすれば冠血流検査は可能であるが動態観察には

いずれ｛，測定効率が低すぎる．さらに81Rbはポ

ジトロンは13％と少く，ポジトロンカメラには不

利な核種である．1：SNはポジトロン放川のみの崩

壊で，ポジトロンカメラと組み合せるにはすぐれ

た核種である．

　1：INH4＋の心筋への集積は，4：3K＋が15分から30

分でピークとなるのに異りごく早期にもっとも集

積した状態となリ，その後は核種の減衰がおこる．

”°ITIを使用する場合は投与後心筋に集積する時

川を要するが，13NH4＋の場合は投与後ただちに

撮像を行う必要がおこる．2°iTi＋のダイナミック

カーブはSoddら16）・28）が行なっているが心臓部に

おける取り込みは43Kによく似ている．201Tl＋と

13NH4＋を臨床上の有川性を比較する場合この臓

器集積時間および減衰に関する二つの性質の違い

が大きな因子となるであろう．またポジトロンカ

メラ像が断層像であることもこれに関連して有用

性判断の因子となる．

　体内13NH4＋は腸管内細菌によるアミノ酸代謝

によ’・て，腸肝循環に存在するもの，臓器内代謝

により生成され速やかに同一臓器内で固定される

ものがilである．臓器におけるNH4＋の血液から
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の吸収については腸管系以外の文献は乏しいが，

脳組織におけるNH4＋の代謝にっいては脳神経

生化学の分野2°）・21）・22）において識られWaelschら

はN－15アンモニアを頸動脈より注入し，アミノ

酸への固定状態を報告している．Monahan15）ら

は静注後，脳への集積を13NH4＋で確認している．

種々の臓器内で発生したNH4＋はほとんどその臓

器内でグルタミン酸，グルタミン，アラニン，ア

スパラギン酸に固定されるL’7＞．固定されていない

NH，＋は腎臓からそのまま尿中に排出されるもの，

肝臓でアミノ酸を経て尿素に固定後静脈血中に放

出されるものは古くより識られていたが，心筋で

の取り込みについては研究が少く，その化学形に

っいての定説が無い．2°IT1と同じようにカリウム

と共にNa＋イオンと交換するとの説が一般的に

みえる．また細胞内でアミノ酸に固定され蓄積す

ることも考えられる．他の臓器で中間解毒型に代

謝され，速やかに血中に出た後心筋に取りこまれ

ることや，肝で尿素合成後心筋に取りこまれるこ

とも考えられる．Monahanら24）は13NH3よリグ

ルタミンおよびグルタミン酸を合成し，投与した

が心筋内取り込みは低かった．LaughlinらL’5）はア

スパラギンをi3NH4＋より合成して犬に投与し

13NH4＋よりも心筋の集積が高かったことを報告

している・アスパラギン投与におけるi3Nの臓器

集積は1‘SNH4＋投与に比し集積が低かった．最近

になリ13NH4＋より尿素の合成26）が報告されてい

る・本研究では直腸から13NH4＋を投与し，肝よ

リ尿素として窒素が排泄される学説に従い13N尿

素の行動を検討したが心筋への取り込みは低かっ

た．Katsunuma27）らの実験では肝で合成された

尿素が灌流液中に排出されるには30分以上かかっ

たとしている・かりに生体においても尿素への固

定にこの時間を要するとすれば尿素による心筋の

標識は不可能であり，標識の化学形からは否定さ

れよう．直腸投与例からも尿素による標識は否定

してよいと考える．標識アラニンの合成および心

筋標識可能性は残されている問題である．アスパ

ラギン集積の状態がNH4＋とは異ったが，合成さ

れたうえでNH4＋と共に取り込まれる可能性やア
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スパラギンからNH・＋が分離し，共に心筋に取り

こまれる可能性を残している．

　Table　2には投与された核種が無排泄の状態で，

全身に分布した場合の全身被曝量を示したが，

i3NH4Clは物理的半減期のみならず生物学的半減

期も短かく，他の核種にくらべ，被曝量比はさら

にひらく．放射線の医療被曝の軽減の意味から

13NH4＋の有用性は非常に高い．

V．結 論

　心筋標識核種を家兎に投与し，臓器分布実験を

行い，i3NH4＋，43Kについてはイメージおよびダ

イナミックカーブを作製した．いずれも心筋への

取り込みは高く，13NH4Clを投与したポジトロン

カメラ像では2°1Tlによるガンマカメラ像に匹敵

する像を得た．】3NH・＋は他核種にくらべ心筋へ

の集積性が早く，施設内生産を行えば臨床的利川

を行いやすい．13NH4＋は物理的半減期および生

物学的半減期共に他核種より非常に短かく，被曝

量の軽減をはかることができる．
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Summary

Short－live《1　cyclotron　produced　radionuclides　evaluation

　　　　　　　　　on　the　myocardial　imaging　agents

＿
Fundamental　studies　on　the　13N－labeled　ammonia一

Tomoyuki　RIKITAKE，　Yukio　TATENO，　Akiko　YAMANE，

　　　　Touru　MATSUMOTO　and　Youichiro　UMEGAKl

C〃ni‘・a／Reser（ノh　Division，　National　lnstirute　of　Radio’ogi‘・a1　Scien（’es

　　Recently　cyclotron　produced　short－1ived　radio－

nuclides　are　used　fcr　myocardial　imaging，　typically

as　2IDITI．　Four　cyclotron　produced　radionuclides：

13N－ammonia，43K，86Rb　and　2lDITI　are　evaluated

as　myocardial　imaging　agents．　Organ　uptake　after

venous　administration　of　13N－ammonia，　43K，

86Rb，2川Tl　and　after　rectal　administration　of　1：N－

ammonia　was　studied．　Each　nuclides　highly　ac－

cumulated　in　myocardium　after　intravenous　in－

jection，　but　rectal　administrated　1：ハN－ammonia　did

not　show　this　tendency．　Intravenously　injected

1：ハN－ammonia　showed　very　early　myocardial

uptake　and　early　secretion　from　kidney．　Rectal

administrated　13N－ammonia　was　less　accumulated

in　myocardium．

　　43KCI　and　l3NH4Cl　were　injected　intravenously

and　administrated　from　the　rectum　to　the　rabbits

under　imaging　scintilator　system．　Whole－body

scintiscanner　wjth　display－prosessing　unit　was　used

for　a　43KCI　injected　rabbit．　A　positroncamera　with

computer　system（TOSBAC　34000n　line　system）
was　used　for　13NH4Cl（i．v．　and　rectal　ad．）rabbits．

The　dynamic　studies　of43KC1，13NH4CI　were　made

from　these　imaging　data．

　　The　countratio　of　heart　to　the　liver　after　43K

injection　was　nearly　equal　or　less　than　the　liver．

The　peakcount　was　at　15min　after　13NH4Cl

intravenous　injection．13N　accumulated　promptly

at　upper　mediastinal　part　and　kidney，　and　soon

disappeared　from　these　part．　Uptake　of　the　heat

was　high　and　that　of　the　liver　was　low．　When

13NH4CI　was　administrated　fronl　the　rectum，13N

trapped　at　the　liver，　and　uptake　of　the　heart　was

very　low　lebel．

　　Scintiscanning　after　】：ハKCI　intravenously　in－

jected，　did　not　show　the　high　resolution．　Rabbit

heart　was　distinguishable　from　the　liver，　but　there

are　no　visibility　of　the　detail．　Seeing　positron－

scintigram　after　13NH4CI　administration　both　from

intravenously　and　from　rectum，　the　detailwas　well

visible．

　　We　concluded　the　positron　scintigram　after

i3NH．iCl　injection　should　be　a　good　myocardial

imaging　agent．　Furthermore，13NH4CI　has　two

eminent　characters　as　a　myocardial　imaging　agent

comparing　2（）iTICI．　One　is　prompt　making　of

image，　the　other　is　the　very　low　radiation　dose．

　　The　chemical　form　ofthe　13N　at　the　time　of

myocardial　uptake　is　not　known，　but　that　is　not

urea，　glutamic　acid，　nor　glutamine．　Probably　l3N－

chemical　form　is　ammonia，91utamic　acid　or　amine

such　as　asparaginenic　acid　and　asparagine．
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