
193

《原　著》

N－13アンモニアによる心筋ポジトロンCT（第2報）

動態計測による肺，心筋での経時的変化の検討
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　要旨　N－13アンモニア静注後の経時的変化をみるため，15例にポジトロンCTの動態計測を行’1た．ま

ず投与直後より15秒ごと3分間の初期動態計測を行い，1血液・肺・心筋の時間放射能曲線を作成，肺のカ

ウントの1／2になる時間（L－Tl／2）と心筋のピークに達する時間（M－peak）を算出した．8例にはひき続き5

分ごと30分間の後期動態計測を行’，た．健常例（3例）ではL－T1／2が50土4」秒，　M－peakが50±18・7秒

であ’、たのに対し，心筋梗塞例（7例）では159士80．0秒，99　i．　47．9秒と延長，僧帽弁狭窄症の1例でも300

秒，225秒と著明に延長し，肺う’・　lfTLによる肺からの排泄遅延と，心筋への分布の遅れが示唆された．また

L－T1／2とM－peakとの間にはr＝0．82の正相関がみられた．一’方後期動態計測では，健常心筋で10－40％

のカウントの増加がみられたのに対し，梗塞部心筋では10％以上のカウントの増加を示す区城（64％）と増

加しない区域（36％）とに2分された．N－13アンモニアポジトロンCTによる心・肺の動態計測は，病態生

理の評価に役立つと考えられた．

1．はじめに

　ポジトロンCT（PCT）は，　R　Iの体内分布を断

層像として立体表示できるだけでなく，11C，13N，

150などの生体構成元素の同位体が川いられるた

め生化学的情報が得られ，かつその分布状態を定

量的に評価できる1）．とりわけPCTは鉛コリメー

タを用いず，電気的コリメーションを用いている

ため感度が高く1），短時間の動態計測が可能であ

る．著者らは13N一アンモニアによる心筋PCTを

検討しており2・3），前回はタリウムECTと比較し

てその利点を述べた4）．今回は高感度PCTによ
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る心筋の動態計測を行い心筋へのとり込みについ

ての動態評価を行ったので報告する．

IL　対象と方法

　対象としたのは健常人ボランティア3例，臨床

経過や心電図所見より診断の確定した心筋梗塞11

例，および僧帽弁狭窄症1例の計15例である．

　PCT装置は日立社製全身用多断層PCT装置
（Positologica　lH）を用いた5｝．13N一アンモニアは

小型サイクロトロン（Cyprus）により，　i　60　（P，α）

13N反応を利用して製造した．

　被験者を安静時仰臥位とし，心尖拍動の位置を

中央に心臓部を検出器内に入れ，吸収補正のため

のtransmission　scanを行一・た．その後，　N－13ア

ンモニア10－20mCiを肘静脈より急速静注し，11

例については同じ位置にて静注直後から15～20秒

ごとの初期の動態計測を3分間施行した．8例に

ついては，投与3分後より5分ごと30分間の後期

の動態計測を追加した．
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　これらのデータを検出器の感度補正，体内の吸

収補正，および偶発同時計数の補正の後，重畳積

分法を用いて16mmごとの7スライスの水平断

層像を再構成した．再構成画像は日立社製データ

処理装置HARPに転送し，種々の画像処理を行

った．まず得られた動態画像を断面ごとに配列し，

減衰による補正を行った．左室内腔，肺野，およ

び左室心筋に関心領域をとることにより，時間放

射能曲線を作成した．

　初期動態計測においては，肺の曲線よりカウン

トが最大から半減するまでの時間L－Tl／2，心筋の

曲線より最大になるまでの時間M－peakを算出し

た（Fig．1）．後期動態計測においては，左室心筋

の描出されている中央の2スライスを選び，おの

おの心室中隔から側後壁までを5等分して関心領

域を設定し，合計10区域の時間放射能曲線より，

30分間のカウントの推移について検討を加えた．

皿．結　　果

counts

　　　　　　　　　弔ak

　　　　　　　　　　－n’2

Fig．1　Schema　of　the　time　activity　curves　of　the

　　　blood・pool，　the　lung，　and　the　myocardium．

　　　Peak　to　half　time　of　the　lung　washout　curve

　　　（L－T1／2）and　myocardial　peak　time（M－peak）

　　　were　calculated．

　（1）初期動態評価

　Figure　2に健常人ボランティアの投与直後から

15秒ごと3分間の動態画像と，その時間放射能曲

線を示す．第1フレー一・一ムで両心室が描出され，第

3フレームからは左室心筋が明瞭に描出されてい

る．肺からのRIの排泄も比較的早い．時間放射

能曲線では，血液プールからの排泄はすみやかで

あり，肺からの排泄はそれより少し遅れている．

左室心筋は早期にpeakを作る．肺からの排泄

L－T　1／2は55秒，心筋へのpeak　M－peakは45秒と

算出された．

　Figure　3に前壁心筋梗塞例の投与直後から3分

間の動態画像と，その時間放射能曲線を示す．第

1フレームで右室，第2フレームで左室が描出さ

れ，左室心筋が明瞭となるのは第6フレーム以後

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ7Mロ
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Fig．2　Serial　15　seconds　pOsitron（汀images　of　the　heart　following　intravenous　bolus

　　　inj㏄tion　of　N・13　ammonia（left）and　time　activity　curves　of　the　blood・poo1，　the

　　　lung，　and　the　myocardium（right）in　a　normal　case．

Presented by Medical*Online



N－t3アしモニアによる心筋ポジトロンCT（第2報） 195

　　　　　　　　　　　　　　　　●48？晒
゜：

諜蓄薯遥楚峯㌘

砂警鞠鯵、壷管㊤篭

寧警滝篭脅驚汝驚
向項尼則oρtt8ζ㊦）

工写鍵c・鴎向電

（（a2　tt　FP）：d　E）

鋤
24ac

se∞

i6cx）

1　DV

3cx）

鵡

　　　　　ε48’ロニ■9

　　　　　‘Io〒Ou↓：’‘．

ぽ　Eロロレcou　　t）：t’　ふロし：te　T：tE

　　↓一　謡器：｛ξ：謡
　　己　　　…・　　igc）s　oo：▲s：eoo

li　　↓巳　　2泊

c「WEr

Fig．3　Serial　15　seconds　positron　CT　images　following　intravenous　injection　of　N－13

　　　ammonia（left）and　time　activity　curves（right）in　a　case　with　anterior　myocardial

　　　infarction．　Note　increased　uptake　in　the　lung　with　delayed　appearance　of　the

　　　myocardium、　suggesting　pulmonary　congestion．
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Fig．4　Serial　l　5　seconds　positron　CT　images　folIowing　intravenous　injection　of　N－13

　　　ammonia（1eft）and　time　activity　curves（right）in　a　case　with　mitral　stenosis．

　　　Note　markedly　increased　uptake　in　the　lung．　The　curves　indicated　prolonged

　　　uptake　in　the　lung　with　detayed　appearance　of　the　myocardium．

であり，通過時間の遅延が示唆される，とりわけ

肺へのRIの残存は著明であり，肺うっ血の存在

が示唆される．時間放射能曲線でも，肺からの排

泄遅延と心筋への移行の遅延が認められた．L－T

1／2は210秒，M－peakは165秒であった．本例の

肺動脈模人圧は6mmHgと正常であった．左室

拡張末期圧は12mmHg，　CTRは0．54と軽度上昇

がみられた．

　Figure　4に僧帽弁狭窄症の投与直後からの動態

画像とその時間放射能曲線を示す．第1フレ・一・一一ム

で右室，第2フレームで左室が描出され，左室心

筋はかなり遅れて描出されている．肺への著明な

RIの分布と停滞が認められ，肺うっ血が示唆さ

れる．本例の肺動脈襖入圧は14mmHgと軽度上

昇していた．

　11例のL－T1／2およびM－peakの値をFig．5に

示す．L－T　1／2は健常例で50±4．1秒であったが，

心筋梗塞例では159士80秒と高値を示し，多くの
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Fig．6　Serial　5　minutes　positron　CT　images（1eft）and　time　activity　curves　of　regional

　　　myocardium　from　3　minutes　for　30　minutes　following　injection　of　N－13ammonia

　　　（right）in　a　case　with　myocardial　infarction．　Note　increased　activity　in　septal

　　　and　apical　wall　with　not　activity　change　in　lateral　wall．

例で肺からのRlの排泄遅延が認められた．僧帽

房狭窄症の1例でもL－Tl／2は300秒と延長して

いた．一方M－peakは健常例で50土19秒であった

が，心筋梗塞例では99士48秒と心筋へのRIの移

行は遅延していた．僧帽弁狭窄症では225秒と著

明に延長していた．ただ症例数がまだ少ないため，

おのおのの群間で有意差はみられなかった．L－T

1／2とM－peakとの関係をみると，両者には相関

係数r－0．82の強い正相関がみられ，L－T　1／2が

延長するほど，M－peakも延長することが示唆さ

れた．

　（2）後期動態評価

　次に投与3分後から30分間の動態について検討

した．Fig．6に心筋梗塞例の5分ごとの動態画像

とその時間放射能曲線を示す．この例では心尖部

から後側壁にかけて大きなRlの分布の低下がみ

られ，梗塞領域と考えられたが，時間の経過とと

もに中隔，心尖部のとり込みは増大する一方，側

壁のとり込みの増加はなく，時間とともに欠損が

より明瞭となっている．本例の時間放射能曲線で

は，これらの部位のとり込みの推移の差が明らか

となった．
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Fig．7　Results　of％increase　in　activity　in　regional

　　　myocardium　for　30　minutes　in　8　cases（80

　　　regions）．　Note　increased　uptake　in　g　infarct

　　　segments（64％），　while　no　increase　in　the　re・

　　　maining　infarct　segments（36％）．

　8例における各20区域，合計160区域の30分問

のカウントの変化をFig．7に示す．健常人の心

筋や心筋梗塞例の健常部心筋では，10～40％のカ

ウントの増加が認められた，梗塞部の14区域では

大半がカウントの増加を示したが，5区域（36％）

ではほとんどカウントの増加が認められず，梗塞

部心筋のカウントの推移は2通りのパターンを示

した．

IV．考　　察

　生体内の生理的，生化学的情報を定量的に評価

できるポジトロンCT（PCT）は，近年世界の数多

くの施設で利用が進められるようになった．その

大部分は脳の血流・代謝などの評価に利用されて

おり，全身用PCTを用いた心筋の評価はごく数

施設でなされているにすぎない．

　著者らの用いたPCT装置（positologica川）は一

度に7スライスの収集が可能であり，高分解能で
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かつきわめて高い感度を示す4・5）．したがって，心

臓全体をカバーしながらの動態計測に適している．

ちなみに本装置の感度は，20cmの円筒型ファン

トムによる検討では，同一リング内（in－plane）で

34kcps／μCi／mt，隣接するリング間（cross－Plane）

で52kcps／μCi／mlであり5），回転型ガンマカメラ

のsingle－Photon　ECTの約30～40倍の感度が得ら

れる．また用いたN－13アンモニアは短半減期

“0分）のため，10～20mCiの投与が可能である．

したが一・てタリウム2　mCi投与時のSPECTの

200倍以上のカウントが得られることになる．今

回は初期相では15秒ごとの速い動態計測を行った

が，十分な心筋画像が得られた．N－13アンモニ

アを用いた心筋PCTの多くは，投与数分後の静

止画像を評価の対象としたものであり6・7｝，動態

計測を行ったのは吉田ら8）宍戸ら9）の報告がある

のみである．彼らは30～60秒ごとの動態計測を行

っているが，著者らは，より感度の高いPCT装

置を用いて15秒ごとの動態計測が可能となった．

　今回の初期動態計測では，全例第1フレームで

心プール像が明瞭に描出され，心筋が描出された

のは第3フレーム（45秒）以後であった．時間放

射能曲線により，血中および肺からの排泄と心筋

へのRIの移行の様子を的確に把握できた．血中

からのRIの消失は早いにもかかわらず，肺から

の消失は血中の消失よりも遅れ，とりわけ肺うっ

血を合併しやすい心筋梗塞例や僧帽弁疾患では，

肺からの消失は遅延した．これはアンモニアがタ

リウムなどと同様diffusible　tracerであるため，

肺の血管外スペースに滲み出すため10｝と考えら

れる．肺うっ血ではこの血管外スペースが増大す

るため，アンモニアは長く肺に停滞し，その排泄

は遅延する．左室心筋には，肺を通過してきたRI

が集積するため，心筋の出現時間は肺の排泄時間

に左右される．したがってM－peakはL－T　l／2と

強い相関関係にあったものと考えられる．

　後期動態計測では，ほとんどの心筋局所におい

て30分間で心筋のカウントが増大してゆくことが

示され，これはアンモニアがタリウムなどの金属

と異なり，心筋に摂取された後アミノ酸（とりわ
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けグルタミン）のアミノ基に転入され，metabolic

trappingされるため11）と考えられる．またいった

ん全身に分布したアンモニアが，そのままの形か

その代謝産物として血中に戻り，心筋へとり込ま

れるのも心筋のカウント増加の一因と考えられ

る12）．今回の検討では，心筋梗塞巣の一部で心筋

のカウントの増加がみられなかったが，これは壊

死に至った心筋ではmetabolic　poolがなく，カ

ウント増加をきたさないためと考えられる．逆に

カウント増加をきたした梗塞巣はある程度viable

な組織を含む可能性があり，今後他の方法とあわ

せた病態生理の評価が必要と考えられる．アンモ

ニアは短半減期のため，長時間の経時的変化の観

察は困難であるが，30分間の変化でこのような心

筋局所の病態の相違を示唆する興味ある所見が得

られ，心筋ポジトロン動態検査の有用性が示唆さ

れた．

V．結　　語

　健常人3例を含む15例を対象とし，N－13アン

モニア心筋ポジトロンCTによる動態計測を行い，

次の結果を得た．

　（1）静注直後より15秒ごと3分間の早期の動

態計測では，第1フレームで心プール像が得られ，

第3フレーム以後に左室心筋像が得られた．

　（2）肺からの排泄は血中からの排泄より遅く，

心筋梗塞例や僧帽弁狭窄症で明らかな遅延が認め

られた．

　（3）肺からの排泄が遅れるほど，心筋へのpeak

に達する時間も延長した．

　（4）静注3分後より30分間の動態計測では，健

常部心筋で10～40％のカウントの増加がみられた

のに対し，梗塞部ではカウントの増加するものと

増加しないものの2つに分類された．

　（5）高感度ポジトロンCTを用いた動態計測

は，短時間の連続収集ができ，心肺局所の病態の

評価に役立つと考えられた，

文　　献

りGoodwin　PN：Recent　developments　in　instru－

　　mentation　for　emission　computed　tomography．

　　Semin　Nucl　Med　10：322－334，1980

2）鳥塚莞爾，玉木長良，米倉義晴，他：ポジトロン

　　CT．肺と心31：266－273，1984
3）Tamaki　N，　Yonekura　Y，　Senda　M，　et　a1：Compa－

　　rative　study　of　myocardial　perfusion　imaging　by

　Tl－201　single－photon　ECT　and　N－13　ammonia

　positron　CT．　J　Nucl　Med　25：P6，1984

4）玉木長良，千田道雄，米倉義晴，他：N－13アンモニ

　　アによる心筋ポジトロンCT（第1報）一タリウム

　　ECTとの対比検討一．核医学22：185－191，1985
5）Senda　M，　Tamaki　N，　Yonekura　Y，　et　al：Perfor－

　mance　characteristics　of　newly　developed　whole－

　　body　multislice　positron　computed　tomograph．

　JNucl　Med　25：P107，1984
6）Schelbert　HR，　Phelps　ME，　Hoffman　EJ，　et　al：

　　Regional　myocardial　perfusion　assessment　with

　N－131abeled　ammonia　and　positron　emission　com－

　puterized　tomography．　Am　J　Cadriol　43：209－

　218，1979
7）Schelbert　HR，　Wisenberg　G，　Gomes　A，　et　al：

　Nonivasive　assessment　of　coronary　stenosis　by

　myocardial　imaging　durjng　pharmacologic　coronary

　vasodilation．　VI．　Detection　of　coronary　artery

　disease　in　human　beings　with　intravenous　N－13

　ammonia　and　positron　computed　tomography．
　Am　J　Cardiol　49：1197－1207，1982

8）吉田勝哉，今井　均，宿谷正毅，他：ポジトロン

　CTによる13NH3静注後の体内動態の研究．呼吸
　　と循環32：741－746，1984

9）宍戸文男，舘野之男，吉田勝哉，他二13NH3による

　心筋ポジトロンCTイメージングの心筋梗塞診断へ
　　の応用一Positologica　I　Iによる経時的イメージと

　多断層イメージー．核医学21：799－804，1984
10）Tamaki　N，　Itoh　H，　Ishii　Y，　et　a1：Hemodynamic

　significance　of　increased　lung　uptake　of　thallium－

　201．Am　J　Roentogenol　136：223－228，1982

1DSchelbert　HR，　Phelps　HR，　Huang　SC，　et　al：N－13

　ammonia　as　an　indicator　of　myocardial　blood

　flow．　Circulation　63：1259－1272，1981

12）Lockwood　AH，　McDonald　JM，　Reiman　RE，　et　al：

　The　dynamics　of　ammonia　metabolism　in　man．　J

　Clin　Invest　63：449－460，1979

Presented by Medical*Online



199

Summary

　　　　N－13　Ammonia　Myocardial　Positron　Computed　Tomography

－
（2）Evaluation　of　SeriaR　Change　in　the　Lung　and　the　Myocardium一
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　　To　assess　temporal　change　of　the　tracer，　dynamic

study　of　cardiac　positron　computed　tomography

（PCT）was　perfromed　in　13　cases．　Immediately

after　intravenous　bolus　injection　of　10－20　mCi

of　N－131abeled　ammonia，　sequential　15　seconds

sampling　was　done　fbr　3　minutes（early　dynamic

scan）and　seria15minutes　sampling　was　done　for

another　30　minutes（1ate　dynamic　scan）．　From　the

early　dynamic　scan，　the　time　actMty　curves　of　the

blood－pool，　the　lung，　and　the　myocardium　were

obtained　to　calculate　halftime　of　the　lung　washout

curve（L－T　l／2）and　peak　time　of　the　myocardium

（M－peak）．　From　the　late　dynamic　scan，％increase

in　reginoal　myocardium　in　30　minutes　was　ca1－

culated．

　　In　3　normal　cases，　the　blood－pool　image　was

obtained　in　the　first　scan，　and　the　left　ventricular

myocardium　was　visualized　from　the　third　scan．

L－T1／2　was　50土4．　l　sec　and　M－peak　was　50±18．7

sec．　In　7　cases　with　myocardial　infarcton，　early

dynamic　scan　showed　delayed　appearance　of　the

myocardium（M－peak：99土47．9　sec）with　pro一

longed　pulmonary　uptake（L－T　1／2：159土80　sec），

suggesting　Pulmonary　congestion．　Similar　results

were　obtained　in　a　case　with　mitral　stenosis

（L－T1／2：300　sec；M－peak：225　sec）．　Delayed

dynamic　scan　was　performed　in　3　normal　cases

and　5　cases　with　myocardial　infarction．％increase

in　the　myocardial　activity　was　25．1±6．8％in

normal　cases，26．1土11．1％in　normal　segments

in　infarct　cases，　and　　21．6土16．9％　　in　in　farct

segments．　Furthermore，50f　l4　infarct　segments

（36％）　showed　less　than　10％　increase　while

increased　myocardial　activity　in　g　infarct　segments

（64％），　suggesting　different　pathophysiology　in

these　segments．

　　We　conclude　that　our　PCT　permits　serial

dynamic　study　of　the　heart，　which　provides　useful

information　of　the　tracer　kinetics　of　the　lung　and

the　myocardium　as　well　as　of　the　pathophysiology

of　the　myocardium．

　　Key　words：　Positron　tomography，　N－13　am－

monia，　myocardium，　dynamic　study，　pulmonary

congestlon．
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