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《研究速報》

1－123Mctaiodobenzylguanidine（MIBG）心筋像による

　　　　　　心筋症の交感神経局所機能の評価
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　要旨　1－123Metaiodobenzylguanidine（MIBG）とT1・201（Tl）の二核種同時投与同時収集法によ・・て心

筋症のMIBG心筋SPECT像を得た．定最評価法としてMIBG像およびTl像の最高カウント部を100

としdual　modeのための散乱成分などを50％としてカットオフして関心部位におけるMIBGとTlの比

（M／T比）を求めた．

　心不全の既往があるNYHA　l度の心筋症5例の安静時像のM／T比は0．8～1．20の範囲にあ・・た．4時

間後MIBG像の下側壁に広範な欠損を認め，この部位における交感神経機能異常が示唆された．

　拡張型心筋症2例では心尖部中隔のM／T比は0．7，0．75と低ドを示し，この部位におけるノルエピネフ

リンの洞渇が推定された．3例では心基部中隔のM／T比はL7，1．6，1．7と上昇を示した．

　今回の成績はMIBG像による心筋内ノ・レエピネフリン分布評価佼感神経局所機能評価）の可能性を示し

たものである．しかし二核種によるバックグラウンド増加や肺内MIBG摂取増加の問題があるため定最評

価法に関してはさらに検討が必要と考えられた．

1．はじめに

　1－123Metaiodobenzylguanidine（MIBG）は心

臓の交感神経末梢に取り込まれるのでMIBG像

による交感神経機能評価が期待されてきた1・2｝．

著者らはMIBG（㈱第一ラジオアイソトープ研究

所製）とTl－201（Tl）の二核種同時投与同時収集法

（dual　injection　and　dual　collection　mode；Dd

mode）によるMIBG心筋SPECT像を用いて急
性心筋梗塞における除神経状態（denervation）を

報告した3）．今回心筋症においてもMIBG像を得

て治療方針や早期発見に結びつく知見を得たので

報告する．
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II．方法と対象

　対象は心不全の既往があるNYHA　I度の心筋

症5例と，拡張型心筋症5例であった．　レセル

ピンなどを投与されていない被検者を絶食安静に

保ちMIBGとT1を3mCiずつ同時に静注した．

10分後よりSiemens社製回転型ガンマカメラ

ZLC－75に低エネルギー用汎用型平行ホールコリ

メータ装着し，オンラインで（SCINTIPAC　2400）

に接続し画像収集処理を行った．エネルギーレベ

ルとウィンドウ幅はTlに対して75　keVで20％，

またMIBGに対して150　keVで20％とした．カ

メラを5度ごと回転させLPO　40度よりRAO　35

度まで180度回転で合計36方向から各方向20秒

ずつで撮像した．9点スムージングとShepp　and

Loganフィルター処理をし断層像を得た．必要な

時は4時間後再分布像を得た．マルチフォーマッ

トカメラのカットオフは50％とした．MIBG像

の全スライス内での最高カウント部を100として，

関心部位のカウントをROI（3×3ピクセル）を用
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いてまず求めた，ついでTl像ではROIを自動的

にMIBG像に対応して設定し，Tl像の最高カウン

ト部を100として同じく求めた．dual　modeのた

めの散乱成分などを50％としてカットオフして，

関心部位におけるMIBGとTlの比（M／T比）を
得た．

III．結　　果

　代表的症例を㌧」示する．

　症例1E．　Y．34歳　女性（Fig．　D

　2年前に心不全の既往があり，軽快時正常冠動

脈で左室駆出率（EF）は44％で，その後著変なく

通院中である．安静時MIBG像．　T1像と再分布

ト123MIBG　rest

ト123MIBG　delayed

Tl－201　rest

Tト201delayed

Fig．1　Enhancement　of　regional　MIBG　washout
　　　noted　in　patients　with　history　of　congestive

　　　heart　failure．　Both　rest　MIBG　and　Tl　images

　　　were　normal　and　delayed　TI　images　was　also

　　　normaL　ln　infero－lateral　region　of　delayed

　　　MIBG　images　marked　defects　were　noted．　This

　　　corresponded　to　enhancement　of　regional

　　　MIBG　washout（washout　ratio；65％）

Tl像は一様な分布を示したが，4時間後MIBG

像の下側壁に欠損像を広範に認め，この部位で

MIBGのwashoutは65％と昂進を示した．

　NYHA　l度の5症例が同様な所見で，　washout

は平均63土7％，正常部位では45土10％であり，

安静時像のMIT比は0．9～L15の間にあtlた．

　症例2Y．　T．60歳V」性（Fig．2）

　心不全を繰り返している拡張型心筋症でEFは

28％であった．心尖部中隔と側壁でのM／T比は

0．9と1．0であった．Tl像の心基部中隔は欠損様

であるがMIBG像では取り込み低下にとどまり

中隔でのM／T比は1．7と上昇を示した．

　他2例でも心基部中隔のMIT比は1．6，1．7と上

昇を示した．

　症例3　H．L　52歳　男性（Fig．3）

　難治性心不全状態にある拡張型心筋症でEFは

18％であ一・た．心尖部側壁はほぼ正常でM／T比

は0．9であった．心基部右室の取り込みは右室肥

大のために左室側壁と同程度で，MIBG像でも心

基部右室に取り込み増加が生じ，M／T比は0．95で

あった．心尖部中隔には十分血流が保たれている

にもかかわらずMIBGの取り込みは減少し，　M／T

比は0．75であった．

　他1例も同様でM／T比は0．7であ一・た．拡張

型心筋症5例では，同一心筋像内でもM／T比は

様々な値を示した．肺内MIBG摂取の増加を認

める場合は良好な画像が得にくかった．

IV．考　　案

　心不全例においてはカテコールアミンの血中濃

度上昇と心筋組織内濃度の減少が指摘され4・5），

またこれと関連したβレセプター密度の変化も報

告されるようになった5）．心移植時のrecipient心

の検討で心筋分布心筋内カテコールァミンの濃度

は局所的差異が大きいことが報告された6）．しか

し，臨床例に関しては術中標本や生検標本に限ら

れ報告は少ない7）．

　MIBGはノルエピネフリンと類似の構造で生

体内でこれと同様の挙動を示し，移植心では摂取

が激減するので，心筋内摂取は交感神経末梢のノ
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1－123MIBG　rest

Tl－201　rest

《1）

Fig．2　1ncrease　of　MIBG／Tl　ratio　in　patients　with　dilated　cardiomyopathy．　Apical　MIBG

　　　　　　images　were　similar　to　Tl　images．　In　septal　region　of　basal　TI　images　marked

　　　　　　defects　with　slightly　depressed　MIBG　uptake　were　noted．　M／T　ratio　in　apical

　　　　　　）ateral，　apical　septal，　basal　lateral　and　basal　septal　region　were　1．0，0．9，1．O　and

　　　　　　1．7respectively．

ト123MIBG　rest
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Fig．3　Depletion　of　myocardial　MIBG　uptake　in　patients　with　dilated　cardiomyopathy

　　　　　　under　refractory　congestive　heart　failure．　Definite　images　of　right　ventricle　were

　　　　　　noted　in　both　basal　MIBG　and　TI　images，　however　in　apical　septal　region

　　　　　　markedly　depressed　MIBG　uptake　with　normal　Tl　uptake　were　noted．　M／T

　　　　　　ratio　in　apical　septal　region　and　basal　right　ventricle　region　were　O．75　and　O．95

　　　　　　respectively．
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ルエピネフリン貯留小胞内と推定されている9）．

動物実験でMIBG摂取とノルエピネフリン濃度

が相関し，心不全犬ではともに重症度とともに

変化することが報告され，MIBG像による心筋

内ノルエピネフリン分布の評価が期待されてき

た9”11）．しかし，臨床例では心不全例で心筋摂取

減少が示されたのみで，MIBG心筋SPECT像に

よる局所分布を検討した報告はない．

　拡張型心筋症の初期と推定される例の下側壁で

MIBGのwashout昂進が認められた．これはこ

の部位の交感神経機能の克進状態（acceleration）

を示すと推定された．拡張型心筋症で線維化をき

たし易い下側壁で異常所見を得たのは興味深く，

MIBG像は心筋症の早期評価に有用と考えられ

た．拡張型心筋症例ではM／T比の増加に対応す

る残存心筋に比し相対的にノルエピネフリンが多

い異常充進状態（exaltation）や，　M／T比の減少に

対応する心筋漉流が保たれながらノルエピネフリ

ンが減少している枯渇状態（depletion）と考えら

れる所見が認められた．

　このようにDd　modeで得られたMIBG像の

M／T比は心筋症で様々な値を示した．これは

MIBG像による心筋内ノルエピネフリン分布評

価の可能性を示したもので，MIBG像は心筋症の

交感神経局所機能評価に多大に寄与するものと考

えられた．今後この病態に関してはさらに検討を

重ねる予定である．

　MIBG像評価では心筋灌流程度を知ることが

重要なので，同時刻同部位におけるTl像との比較

が必要で，二核種同時投与同時収集法（Dd　mode）

はMIBG像評価に不可欠な方法と考えられる．

今後，二核種によるバックグラウンド増加や肺内

MIBG摂取増加の問題を検討し，よリ定量的評価

を行い，交感神経機能像としてMIBG像をT1像

で補正したM／T比の3次元分布表示などを試み

る予定である．

V．結　　論

　MIBG像は，心臓の心筋内ノルエピネフリン

分布を画像化したものとして，今後心筋症の局所

交感神経機能の評価に多大な寄与をするものと考

えられる．

　本研究はD7508（1－123　MIBG）の第二相試験の一環

としてなされた．
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Summary

Estimation　of　Regional　Myocardial　Sympathetic　Neuronal　Function

　　　　with　1－123　Metaiodobenzylguanidine（MIBG）Myocardial

　　　　　　　　　　　　Images　in　Patients　with　Cardiomyopathy

　　　　Takeshi　TANAKA，　Tadanori　AlzAwA，　Kazuzo　KATo，　Hajime　NAKANo，

Masaki　IGARAsHI，　Takashi　UENo，　Koshichiro　HIRosAwA　and　Kiyoko　KusAKABE

Cω’dio　vas（’〃／a”1〃5r〃〃e，　Tokyo肋〃le〃’5ル1α∫～（・α／C‘，〃e8・e

　　1－123Metaiodobenzylguanidine（MIBG）is　taken

up　by　myocardial　sympathetic　neuronal　endings．

Sympathetic　neuronal　function　in　10　patients

with　cardiomyopathy　under　stable　state　were

studied　by　using　MIBG　and　Tl－201（TりSPECT

images　with　50％cut　of田eveL　For　myocardial

imaging　MIBG　and　Tl　were　simultaneously　in－

jected　and　collected　（dual　injection　and　dual

collection　mode；Dd　mode）．　Four　hours　delayed

images　were　also　collected．

　　Three　types　of　abnormal　findings　were　noted　in

MIBG　images　in　combination　with　Tl　images．

　　D　Enhancement　of　regional　MIBG　washout

with　otherwise　normal　MIBG　and　TI　uptake　in

infero－lateral　wall　were　noted　in　5　patients　with

history　of　congestive　heart　failure　（Pathophys－

iologically　acceleration　of　regional　sympathetic

neuronal　function　was　suspected．　Mean　washout

ratio　is　63土7％vs．45士10％in　normal　region）．

　　2）　In　3　patients　with　dilated　cardiomyopathy

increase　of　MIBG／Tl（M／T）ratio　was　noted　in

basal　septal　wal1（Sympathetic　neuronal　function　is

abnormally　accelerated　in　the　region　with　depressed

coronary　perfusion，　Exaltation　of　regional　sym一

pathetic　neuronal　function　was　suspected．　Mean

M／Tratio　is　l．6．　Tentative　normal　range　is　from

O．8to　1．20）．

　　3）　In　2　patients　with　dilated　cardiomyopathy

under　severe　congestive　heart　failure　defects　of

MIBG　uptake　with　normal　Tl　uptake　were　noted

（Sympathetic　neuronal　function　was　depleted　in

spite　of　normal　coronary　perfusion．　Depletion　of

myocardial　catecolamine　was　suspected．　M／T　ratio

is　O．75　and　O．7　respectively）．

　　Heterogeneous　abnormality　of　sympathetic

neuronal　function　was　noted　in　MIBG　images．

This　findings　corresponded　to　report　about　hetero－

geneous　myocardial　catecholamine　concentrations

in　hearts　of　recipients　of　transplantation．

　　MIBG－images　is　expected　to　be　useful　for　estima－

tion　of　sympathetic　neuronal　function．　For　this

purpose　the　combination　of　l－123　MIBG　and　Tl－

201dual　injection　and　dual　collection　mode（Dd

mode）is　usefuL

　　Key　words：　1－123　Metaiodobenzylguanidine

（1－123MIBG），　Myocardial　sympathetic　neuronal

images，　Dual　energy　SPECT，　Cardiomyopathy．
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