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《原　著》

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

　　労作性虚血状態における交感神経機能の評価
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　要旨　1－123Metaiodobenzylguanidine（MIBG）心筋像を用いて労作性虚血状態における交感神経機能を

冠動脈に有意病変を有する労作性狭心症18例で検討した．

　負荷TL201心筋像に明確な虚血領域を認める5例では，まず安静時にMIBGを投与し安静時MIBG心

筋像を撮像した．その後運動負荷を開始し，狭心症状出現後さらに3分間負荷を加え，その後にもう一度撮

像した．安静ll寺MIBG心筋像と負荷後MIBG心筋像に差を認めなか’・た．

　13例では運動負荷中の症状出現時に同時にTl－201とMIBGを投与した．　Tl－201取り込み部位のMIBG

心筋像の欠損を6例（46％）で認めた．

　労作性虚血では交感神経末梢においてMIBGの放出は九進しないが，　MlBGの取り込み低ドが生じると

考えられた．したがって労作性虚血領域の交感神経は刺激されておらず，交感神経末梢におけるノルエピネ

フリン摂取率が抑制されていると推定された．

Lはじめに
　1－123Metaiodobenzylguanidine（MIBG）は生体

内でノルエピネフリンと同様の挙動を示し，心臓

の交感神経末梢に取り込まれるので，MIBG心筋

像（MIBG像）による心臓交感神経局1り1機能評価

が期待されてきた1・2）．著者らはPTCR成功例の

MIBG像を用いて交感神経末梢は心筋を壊死に至

らせるような虚lfrLにより障害を受け，これは壁運

動が改善した亜急性期でも改ltξせず，急性期虚lt［L

領域は亜急性期には除神経状態にあることを示し

た3）．今回MIBG像を用いて，労作性虚血では交

感神経末梢におけるノルエピネフリン放川率は変

化せず，摂取率が低ドすると考えられる結果を得

たので報告する1）．
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［1．方　　法

　対象は1988年6，7Jjに心臓血管研究所で精査を

受け冠動脈に有意病変を有し，／Sプロッカーやレ

セルピンなど交感神経機能に影響する薬剤が投与

されていない’労作性狭心症18　tgi」とした．男性16例，

女性2例で，平均年齢は67．7歳（59～75歳）であ

った．

　検査は被検者を当日絶食休薬とし午前10時より

開始した．運動負荷はトレッドミルを用いBruce

のプロトコールに準じて行’・た．

　投与方法1Bruceのプ・トコール6分で狭心

症状と負荷TL201心筋像に明確な虚血領域を認

める5例に，MIBG（㈱第一ラジオアイソトープ

研究所製）を安静時に3mCi（111MBq）静注し10

分後より撮像した．この後Bruceのフ゜ロトコール

で9分間運動負荷を加え負荷終了後に再び撮像し

た．

　投与方法2　13例においては負荷後症状発現時

にMIBGとTl－201を3mCi（111MBq）ずつli　il時

に静注しさらに1分間負荷を加えた．この10分後
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から撮像した，

　撮像はdual　modeで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 ルコリメータを装着し，オンラインでミニコン

ピュータ（SCINTIPAC　2400）に接続して行った．

設定エネルギーレベルとウィンドウ幅はT1－201

に対して75keVで20％，またMIBGに対して

159keV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．画

像処理は9点スムージングを行い，Shepp　and

Loganフィルター処理をし断層像を再構成した．

マルチフォーマットカメラによる画像は，従来カ

ットオフを40％としていたが，二核種収集の場合

はこれを50％とした画像を用いて3人で評価し診

断した．

nL　結　　果

　投与方法1　5例全てにおいて安静時MIBG像

と負荷後MIBG像に差を認めなかった（Fig．1）．

　投与方法2　平均負荷時間は6．7分（3～12分）で

あった．4例では負荷Tl－201心筋像に虚血が認め

られなかったがMIBG像に欠損が認められた．

2例では負荷　Tl－201心筋像に認められた虚血領域

以外にMIBG像の欠損を認めた（Fig．2）．　Tl－201

取り込み部位のMIBG像に欠損をみた6例のう

ち3例で狭心症状が出現した．残り7例では負荷

Tl－201心筋像と負荷MIBG像の欠損の一致を認

め，4例で狭心症状の出現をみた．

IV．考　　案

　交感神経系は外界の変化に素早く反応し，生体

がこれに適応するように作用している．心不全患

者の交感神経緊張は安静時でも高く維持され，脈

拍が高く，血中カテコールアミン濃度が上昇して

いることなどは早くから知られていた．また動物

における心筋内カテコールアミン濃度は，心基部

で高く心尖部で低いなど，局所的に異なることも

報告された．最近心移植時のrecipient心の検討

から，心筋内カテコールアミン濃度は病態ととも

rest　I－123　MIBG

stress　Tl－201

post　stress　I－123　MiBG

delayed　Tl・201

Fig．1　Rest　and　post－stress　MIBG　images．

　　　At　first　rest　MIBG　images　were　collected　and

　　　patients　continued　exercising　for　additional

　　　3minutes　after　onset　of　symptom．　Then　post－

　　　stress　MIBG　images　were　collected．

　　　Definite　ischemic　region　were　noted　in　the

　　　anterior　region　of　stress　Tl－20S　myocardial

　　　images　of　the　patient　with　90％stenosis　in　left

　　　anterior　descending　artery．　In　the　anterior

　　　region　of　rest　MIBG　images　slightly　depressed

　　　MIBG　uptake　was　noted，　however　no　signifi－

　　　cant　differences　were　noted　between　rest　and

　　　post－stress　MIBG　images．

　　　From　the　findings　it　was　concluded　that　in　the

　　　anterior　region　corresponding　to　ischemic
　　　region　noted　in　the　stress　Tl－201　images　en－

　　　hancement　of　release　of　uptaken　MIBG　did

　　　not　occured．

に一様に変化するのでなく，局所的差異が大きく，

一一一一 部では正常に保たれながら一部では枯渇状態と

なることが報告された5）．βレセプター密度も病

態の進行とともに一時増加するが，やがては減少

することも報告されるようになった6）．しかし臨

床例の心筋内カテコールアミン濃度評価は，術中

標本や生検標本などに限られ，生理的状態でこれ

を知る方法がないままであった7・8）．

　ノルエピネフリンは，交感神経末梢の頼粒小胞

内で合成されここに蓄えられ，交感神経刺激が生

じるとここより放出され，一部はβレセプターに
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Fig．2　Stress　MIBG　and　Tl－201　myocardial　coronal　images．

　　　Stress　myocardial　image　were　performed　in　patients　with　90％stenosis　in　cir－

　　　cumferential　branch．　In　stress　Tl－201　images　no　defect　was　noted．　In　inferoposterior

　　　region　of　stress　MIBG　images　marked　depressed　MIBG　uptake　was　noted．

　　　It　was　con：luded　that　exercise　induced　ischemia　depressed　net　MIBG　uptake　at

　　　sympathetic　nervous　endings．

結合し一部は再び交感神経末梢に摂取されること

が知られている．しかし生理的状態での交感神経

末梢におけるノルエピネフリン動態に関する報告

はきわめて少ない．

　MIBGはノルエピネフリン動態研究の過程で合

成され，これと類似の構造で心臓内摂取は交感神

経末梢のノルエピネフリン貯留小胞内と推定され

ている9）．生体内での挙動は全く同一・ではないが

同様と考えられ，MIBGによるノルエピネフリン

動態解明が期待されてきた．動物実験での心筋梗

塞周囲の虚血後再灌流部位にはMIBGが取り込

まれないことや，冠動脈閉塞により作られた虚血

領域からMIBGが健常部に比して速やかに放出

されることなどが報告された10｝．

　著者らは心筋梗塞例においてTl－201取り込み

部位のM田G欠損を報告し，心筋梗塞の急性期

虚血領域の交感神経機能は亜急性期でも除神経状

態になっていることを示した11）．また拡張型心筋

症の初期と考えられる例において局所的なMIBG

放出充進を認め報告した12）．

　今回安静時像と負荷後像との比較から，労作性

虚血ではいったん取り込まれたMIBGの放出充

進が生じ難いと考えられた．また二核種同時投与

同時収集法によりTl－201取り込み部位でのMIBG

取り込み消失が認められた．この部位には冠血流

によりMIBGが配分されているが，　MIBGの取

り込みは生じていないと考えられた．

　交感神経末梢での真のMIBG取り込み量は，

冠血流により配分されたMIBG量と摂取率の積

とすでに取り込まれたMIBG量と放出率の積と

の差で規定される．負荷後MIBG像の結果から

労作性虚血では取り込まれたMIBGの放出率は

充進しないことが示された．したがって労作性虚

血ではMIBGの摂取率が低下すると考えられた．

　MtBGの動態とノルエピネフリンの動態はほぼ

同様とされているので，通常の労作性虚血では交

感神経末梢でのノルエピネフリン放出率には変化

が生じないが摂取率が抑制されると推定された．

すなわち労作性虚血により虚血領域の交感神経は

特別に刺激されないが，交感神経末梢におけるノ

ルエピネフリン摂取率が抑制されていると推定さ

れた．

　今回は症例も少なく定性的検討であったが，

MIBG像による虚血時の交感神経局所機能評価の

可能性が示された．MIBG像は虚血時の交感神経

機能と狭心症状の関連や無痛性虚血の検討などに

多大の寄与をするものと期待された．

　虚血時のMIBG動態の検討には，冠血流因子

の検討が不可欠となる．したがって同じ状態での

T1－201心筋像との比較が重要となり，このために
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トーク補正は定性的評価では50％カットオフで十

分と考えられたが，定量的評価のための補正方法

は確立されておらず，今後合わせて検討する予定

である．

V．結 論

　　労作性虚血により，交感神経末梢でノルエヒネ

フリンの放出率には変化が生じないが，摂取率は

抑制されると推定される結果が得られた．

　本研究はD7508（1－123　MIBG）の第二相試験の一’環

としてなされた．

　本研究の要旨は第36回米国i亥医学会総会（1989年61D

で発表された．
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Summary

Study　of　Sympathetic　Nervous　Function　under　Effort　Induced　Ischemia

in　Patients　with　Angina　Pectoris　with　1－123　Metaiodobenzylguanidine

　　　　　　　　　　　　　　　（MIBG）Myocardial　SPECT　Images

Takeshi　TANAKA．　Tadanori　AlzAwA，　Kazuzo　KATo，　Ken　OGAsAwARA，

Toru　SAKuMA，　Hajime　KIRIGAYA．　Akira　HIRosAKA　and　Masaki　IGARAsHI

7γ’e　Cai’diθ　v，‘’．Y（・’〃‘〃・〃’．v加1ρ，　T（，A’yθ，ノal）（〃7

　　1－123metaiodobenzylguanidine（MIBG）is　a
norepinephrine　analog，　which　can　be　used　to　study

the　sympathetic　nervous　function　of　the　heart．

With　MIBG　myocardial　SPECT　i　mages　sympa－

thetic　nervous　fしmction　　under　effort　induced

ischemia　were　studied　in　l8patients　with　significant

COrOnary　artery　leSiOnS．

　　1n　5　patients　with　effort　induced　ischemic　region

in　stress　Tl－201　myocardial　images　rest　MIBG

images　were　collected　and　then　exercise　stress　test

was　performed．　Patients　continued　exercising　for　3

minutes　after　onset　of　symptom．　Post－stress　MIBG

images　were　collected．　Definite　ischemic　reglon　was

noted　ill　stress　Tl－201　myocardial　images，　however

no　differences　were　noted　between　rest　and　post－

stress　MIBG　images．　These　results　suggested　that

exercise　induced　ischemia　did　not　enhance　release

ot’　uptaken　MIBG．

　　ln　l3　patients　with　significant　coronary　artery

1esions　symptom－limited　exercise　stress　test　was

performed　MIBG　and　Tl－201　were　simultaneously

injected　at　onset　of　symptom　and　patients　con－

tinued　exercising　for　an　additional　one　minute．

ln　6　cases（46　°・1，、6／13）MIBG　defects　with　Tl－201

uptake　were　noted．　These　results　showed　that

exercise　induced　ischemia　depressed　net　MIBG

uptake　and　that　sympathetic　nervous　function

（MIBG　images）may　be　more　sensitive　to　ischemic

damage　than　muscle（Tl－201　images）．

　　lt　is　suggested　that　exercise　induced　ischemia

depressed　reuptake　of　norepinephrine　at　sympa－

thetic　nervous　endings．　MIBG　myocardial　SPECT

images　may　be　useful　for　evaluating　sympathetic

nervous　function　under　ischemia．

　　Key　words：　1－123　metaiodobenzylguanidine

（MIBG）myocardial　SPECT　images，　Sympathetic

nervous　function、　Angina　pectoris．
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