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《原　著》

99mTc－SQ30217による心筋血流イメージング：

　　　　　　　3検出器型SPECTの応用
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　要旨　新しい心筋血流用放射性医薬品であるtJgniTc－SQ30217を用いて，早期の心筋，肺，肝臓の経時的

変化をSPECTにより検討した．データ収集は高感度収集が可能な3角型SPECTを用い連続反復収集法に

よる動態収集を行った．心筋の摂取率は注射後早期に最大に達し，以後早いクリアランスで消失した．2指

数関数で近似すると梗塞のない心筋での第1相の半減期は2．8分（kl値0．25土0．12／分），第2相の半減期は

57分（k2値0．Ol2±0．Oll／分）であった．肺からのクリアランスは心筋よりも早く，一方，肝の集積は早期に

増加し10～15分で最大に達した．再編集したSPECT画像について検討すると，静注10分以内の収集時間

3分のSPECT画像は，静注10分以降の画像よりも，画質が良好で肝の集積による心筋の下壁中隔への影響

も少なかった．したがってこの薬剤には早いSPECTデータ収集が望ましいと考えられた．99mTc－SQ30217

は心筋血流イメージング用剤として有望な薬剤であることが結論された．

1．はじめに

　近年，99mTc標識心筋血流用剤の開発が進めら

れ臨床応用が試みられている．現在有望と考えら

れている製剤として，イソニトリール系の99mTc－

hexakis　（methoxyisobutyl　isonitrile）およびBATO

complexの一つである99n1Tc－SQ30217が検討され

ている1－12）．

　一般に99mTc標識製剤は201T1より放出放射線

のエネルギーが撮像に適していること，ジェネレ

ー タから溶出した99mTcでいつでも利用できるこ

と，半減期が短いため投与量が増やせるなど，有

利な点が考えられる．
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　99mTc－SQ30217は心筋のクリアランスが早いた

めに，従来はplanarでの検討が多く，とくに早期

の動態については，single　photon　emission　com－

puted　tomography（SPECT）を用いた検討はほと

んどない1u．そこで，早期の動態の検討に適した

高感度の性能を有する3角型SPECTを用いて13），

各臓器への集積の経時的変化と，臨床への応用方

法について検討を加えた．

II．方　　法

　1．放射性医薬品

　99mTc－SQ30217は，1バイアル（シクロヘキサン

ジオンオキシム2．Omg，メチルボロン酸2．Omg

を含有）に99mTcを555－925　MBq（15－25　mCi）混

和後，100°Cの鉛のヒーティングブロックに15

分間静置し，その後室温で冷却して使用した．

Narraらの方法6）に従って求めた99mTc－SQ　30217

の標識率は平均91％（SO－95°／．）であった．

　2．患者

　臨床経過，冠動脈造影，201T1心筋シンチグラ
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フィにより陳旧性心筋梗塞または狭心症と診断さ

れた患者6名（男5名，女1名，59土11歳）を対

象に心筋SPECT検査を行った．疾患の内訳を有

意の冠動脈狭窄数からみると，2枝病変1例，3

枝病変2例，1枝病変1例，有意の冠動脈狭窄な

し（〈70％）2例である．検査当日は朝食は抜き，

投薬は中止した．

　3．Dynamic収集のための予備実験

　SPECT装置は3検出器を有する東芝GCA
9300A13）である．まず，早い心筋内の通過が

SPECT画像再構成に与える影響を検討する目的

で以下の実験を行った．50　mtの注射器に水を満

たしてSPECTカメラの回転中心より5cmの位

置に置き，延長チューブをつけた．これに74MBq

（2　mCi）で10m／の99mTcを入れた注射器を

SPECTの視野から離れるようにおいて連結し，

鉛で遮蔽した．その後5分間で徐々に10　mtの注

射器から50　mlの注射器に99mTcを移行させた．

すなわち，SPECT内の50　m’の注射器．内のカウ

ントが徐々に増加していくようなモデルを作成し

た．この移行中の過程を通常の収集法および下記

の連続反復収集法の2つの方法でデータ収集した．

すなわち，（1）連続回転モードで4°ごとのサンプリ

ングを行い，5分間で各カメラ120°を回転させ全

体として360°の収集を行う従来法，および（2）連

続モードで4°ごとのサンフ゜リングを行い，1回30

秒で交互にカメラを120°回転させ，10回の反復

収集を行う方法である．後者は通常のSPECT撮

像を10回繰り返すことに相当する．その後，各投

影像を方向ごとに加算して新たな投影データを合

成し，断層像の再構成を行った．

　4・SPECT装置とデータ収集法

　患者は安静時に，99mTc－SQ30217を右肘静脈よ

りボーラス注入しSPECTでの撮像を以下のよう

に行った．注射直後より，データ収集1回あた

り30または60秒で30分間，収集マトリクスは

64×64で連続動態収集を行った．カメラは120°

ずつ交互に回転させて連続的に収集を繰り返した．

コリメータは汎用コリメータを用いた．

　なお，201T1心筋シンチグラフィの撮像には2

検出器対向型SPECT装置（島津ZLC7500および

Scintipac　700システム）を用いた．撮像は201TI

を111MBq（3　mCi）静注後10分後および3時間

後に行った．収集条件は64×64マトリクスで，

6°ごと60方向，1方向30秒で，SPECT画像の再

構成にはButterworth（order　8，　cutoff周波数0・22－

0・25cycle／Pixe1）およびRampのフィル9を用い

た．

　5．データ処理

　SPECT画像再の構成は30秒または1分ごとの

体軸断層像を経時的に再構成した．前処理はBut－

terworthフィルタ（order　8，　Cutoff周波数0．30－

0・20cycle／pixel）を用い，断層の再構成はRamp

フィルタにより行った．また，体軸断層像におい

て心筋梗塞のない（すなわち画像上欠損のない）心

筋セグメント（n－6）および欠損部（n－4）に関心

領域を設定して，心筋の時間放射能曲線を求めた．

同様に肺，肝臓での時間放射能曲線も求めた．心

筋，肺のクリアランス曲線については，非線形最

小2乗法（Gauss－Newton法）により2指数関数

の和，すなわちCl　exp（－kl　t）＋C2　exp（－k2　t）

で近似し，その係数Cl，　C2，　k1およびk2を計算

した．結果は平均±標準偏差で表示した．

IH．結　　果

　1．連続反復収集の予備実験

　内部のカウントが徐々に増加する注射器の

SPECT像を2つの方法でデータ収集したときの

’

為く

Fig．1　Comparison　of　two　SPECT　acquisition
　　　methods，　Left，　conventional　acquisition；right，

　　　continuous　repetitive　acquisition．　See　explana－

　　　tions　in　the　text，
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Fig．2 Serial　transaxial　images　in　6　slices　with　99nlTc－SQ30217．　In　each　row，　the　SPECT

acquisition　was　performed　in　l　minute．
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Fig．3　Time－activity　curves　generated　on　myocardium，　lung　and　liver．　Note　the　rapid

　　　　clearance　of　the　tracer　from　myocardium（□）and　lung（十）．　The　hepatic　activity

　　　　（・、reaches　a　peak　around　10minutes　after　injection　in　this　patient．
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再構成像をFig．1に示した．左の従来の収集法で

は6方向に放射状のアーチファクトが認められる．

一方，連続反復収集を行った場合は各投影方向の

画像が平均化されるため，アーチファクトはかな

り抑えることができた．

　2．注射早期のSPECT像の経時的変化

　Figure　2は1分毎の経時的な6スライスの体軸

断層像である．第1フレームは第1回のボーラス

の通過によるアーチファクトが見られ，これは前

記の実験の放射状のアーチファクトに一一致する．

心筋の摂取は初期より高値を示し，心筋は明瞭に

描画されたが，時間とともに早いクリアランスで

減少した．肺の取り込みも1～2分で高値である

が，以後のクリアランスは早いため，この症例で

の5，10，15分の心筋／肺集積比はそれぞれ2．4，

1．9，1．6であり，経時的にみて5分で最高値に達

した．一方，肝の摂取率は10～15分で最高値に達

し，以後は徐々に減少した．この時間的な経過の

1例をFig．3に時間放射能曲線として示す．

　3．撮像の最適時間

　撮像時間による画像の違いを検討するために，

連続SPECT像から，適当な箇所を選び，投影デー

タを加算して，新たに断層像を得た．早期の静注

3～6分の3分間の画像と，10～13分の3分間の

画像を比較してFig．4Aに示す（本患者の臨床情

報は後述の症例提示中に示した）．（A）上図に示す

ようにわずか3分間のデータ収集相当の画像でも

早期の心筋の摂取率は高く，良好な画質のSPECT

像を得ることができた．一方，（A）下図に示すよ

うに10分以降の画像では，前壁から心尖部の集積

は評価できるが，この症例では下壁と肝との重な

りを避けることができなかった．

　4．心筋，肺からのクリアランス

　心筋および肺に設定した関心領域から作成した

時間放射能曲線を用いて求めたクリアランス値を

Table　1に示す．心筋梗塞のない対照部の心筋の

第1相のk1値は0．25土0．12／分（半減期の平均値

（Tl／2）－2・8分）），第2相のk2値は0．012士0．011／

分（T1／2－57分）であった，対照部と欠損部でのク

リアランスの間には有意差を認めなかった．また，
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Fig．4A　Short－axis　images　with｛）9mTc－SQ302170b－

　　　　tained　for　3　minutes．　Upper　panel，　early
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　　　　late　images　from　lOto　l3minutes．

Ex

3H

㍉

泌饗
－

“「）

皇k鐘

は

〆

、）

》w、ゆ
　二1　　　　　　　　　に

口．））
　　　　　　　　t三

Fig．4B　　201Tl　exercise　study　in　this　patient．　A　large

　　　　anteroseptal　to　apical　perfusion　defect　in－

　　　　cluding　inferior　wall　was　observed　in　the

　　　　short－axis　images．　The　delayed　short－axis

　　　　image　also　showed　a　large　defect　with　slight

　　　　redistribution，
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Table　1　99mTc－SQ30217clearance　in　myocardium　and　lung

First　phase Second　phase

Myocardial　segment

　control（n＝6）

　infarct　（n＝4）

Lung　　　　（n＝6）

Cl（％）

66寸7．6

59士5．9

78士6．5

kl（／min）

0．25十〇．12

0．27：｛－0．08

0．67：七〇．28

C2（％）

34十7．6

41±5．9

22士6．5

k2（／min）

0．Ol2士0．Ol1

0．Ol5±0．008

0．013士0．008

肺のクリアランスはこれよりも早く第1相のkl

が0．67土0．28／分（Tl／2－1．0分），第2相のk2が

0．Ol3士0．008／分（Tl／2＝53分）であった．

IV．症　　例

　54歳男性，急性心筋梗塞発症後2か月の症例で

ある．冠動脈造影の結果では左冠動脈セグメント

7の90％狭窄を認める．左心室造影では，セグ

メント2，3，4，6のakinesis，セグメント1，5，7

のhypokinesisを認め，左室駆出分画は31％と低

下していた．この症例の安静時の99mTc－SQ30217

による所見をFig．4Aに示す．欠損は前壁中隔か

ら心尖部にかけて認められた．また，Fig．4Bに

示すように，201Tl心筋シンチグラフィでは，前壁

中隔から心尖部，下壁におよぶ運動時の虚血が認

められ，3時間後には不完全再分布を示した．今

回の検討では，負荷検査でないために，同様の条

件では比較できないものの，201Tlの再分布像と

は欠損範囲に差が認められた．

V．考　　案

　99mTc－SQ30217は中性脂溶性であり，細胞膜を

急速に拡散，通過すると考えられている．このた

め早期に心筋細胞に高い集積を示し，血流用剤と

して優れた潜在的特徴を有することがin　vitroお

よび動物実験でも示されてきた1”6｝．また臨床応

用においても2°1T1との比較で同等の診断成績が

報告されてきた7’”10）．しかしながら，本薬剤の

SPECTへの応用については，　SPECT断層による

診断率向上や定量性改善における有用性が期待さ

れながらも，早いクリアランスのために，従来は

planar像での検討が多い．　SPECTでの収集条件

や，処理法などは未だ検討が十分になされていな

い．そこで筆者らは，SPECTの利用を前提とし

て，注射後早期の心筋および周囲臓器への集積の

時間的経過を検討し，適切な収集時聞とその方法

についての検討を行った．

　Dynamic収集のための予備実験の結果，早い

動態のトレーサについて従来の収集法を用いると

放射状のアーチファクトが生じることが判った．

これはボーラスとしてアイソトープが通過する際

に，特定の方向の投影像にのみ強いactivityが入

るために逆投影の際に生じるアーチファクトであ

り，このSPECTシステムでは3検出器のために

6方向に生じたものと考えられる．この連続反復

収集法により，放射状のアーチファクトを減少さ

せることができるため，本法は3検出器SPECT

装置を用いたdynamic収集に適した方法であろう．

　99mTc－SQ30217の心筋細胞へのextraction　frac－

tionは201Tlが80％台であるのに対して90％と

高値を示し，比較的広い範囲の心筋血流量に対し

て大きな差がないと言われている11・12）．これはイ

ソニトリールの一つである99mTc－MIBIのextrac－

tion　65％より明らかに良好である．　Extraction

が高値であることは，注射時の心筋血流をそれだ

け良く反映することを示しており，血流の指標と

なる放射性医薬品としては望ましい特徴である．

　今回の検討でも示されたように心筋からのクリ

アランスが早いため，迅速な撮像が必要となる．

この点は心筋内の蛋白と結合し，心筋に長時間

retentionする99mTc－MIBIと全く異なる特徴であ

る．99mTc－SQ30217のクリアランスの第1相は約

3分と短く全体としての半減期も約10分ほどなの

で，負荷に応用するとすれば，負荷終了後直ちに
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イメージングに入れる体制が望ましい．たとえば

カメラの近くに負荷装置をおくとか，心電図の電

極をつけたまま撮像するなど，実際的な工夫が必

要となろう．Planar像ならば1～2分後より撮像

を開始すれば肝臓の重なりは殆ど問題なく撮像を

終了できることが米国での臨床試験でも確認され

ている9）．一方SPECT撮像では，今回の3検出

器型SPECTのような高感度SPECTにより，わ

ずか3分のデータ収集でも良好な画像を得ること

ができた．これはたとえsingle－headのカメラで

も，連続回転で早期（例えば360°収集なら3検出

器型の3倍の9分）にデータ・収集を終えることは

可能と考えられ，今後早い動態に見合ったプロト

コールの検討が必要である．

　また，心筋からのクリアランスが血流と相関す

るとの報告は，心筋からの消失速度が133Xeの心

筋血流算出法と同等とまではいえないまでも，心

筋血流を反映する1指標となることを示唆するも

のである11）．今回の検討では心筋梗塞のある欠損

部と欠損のない部位でクリアランスに有意差は得

られなかったが，心機能に全く異常がない正常者

における検討ではないため何らかの心筋障害を有

していた可能性も否定できない．さらに201Tlと

比較した検討で，より多くの虚血を検出できたと

の報告もなされており10），これは201Tlより高い

心筋細胞extractionも一つの原因と思われる．今

回の筆者らの検討では症例数や影像方法も限られ

ているために，これらの因子に関する検討はでき

なかった．しかしながら，症例提示に示したよう

に，99mTc－SQ30217は安静時検査なので直接201Tl

検査と比較できないが，両者の所見に解離が認め

られる症例もあった．この例では下壁の集積は

99mTc－SQ30217で認められるが，201T1では集積

低下が認められた．ところが，この症例では右冠

動脈には有意狭窄がなく，前者がより正確に病変

を反映している可能性もある．症例が増えるとこ

れらの不一致例における意義も明らかになるであ

ろう．

VI．結　　論

　以上より，99mTc－SQ30217は早期に高い心筋摂

取を示し，早いクリアランスで消失することが示

された．この点はSPECT撮像上，早期にデータ

収集を終える必要があることを示しており，3検

出器型SPECTによる連続反復収集法は本製剤に

適した装置および収集法であることが判った．ま

たsingle　head　SPECTでも早期のデータ収集が望

まれる．99mTc－SQ30217は新しい心筋血流用剤と

して優れた特徴を有しており，今後の検討が期待

できる有望な心筋血流イメージング用放射性医薬

品といえよう．
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Summary

Myocardial　Perfusion　lmaging　with　99mTc－SQ30217：

　　　Application　of　Three－headed　SPECT　System

Kenichi　NAKAJIMA＊，　Junichi　TAKi＊，　Hisashi　BuNKo＊，　Akira　MuRAMoRI＊，

　　　　　　　Ichiro　MATuNARI＊，　Kensho　KoNisHi＊＊，　Kinichi　HlsADA＊，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　Takashi　IcHIHARA＊＊＊

＊Z）epart〃lent　Oゾハluctearルtedi‘・’ne，＊SSecond　Z）epart〃lent　Oゾ∫nter〃atルledicine，

　　　　　　　　　　　　　　　　　Kanazawa　University，　Kanazawa

　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊＊Toshiba，ハ／asu　レレb’ん∫，　Toch　i宮i

　　The　early　dynamic　change　of　a　new　myocardial

imaging　sgent，99mTc・SQ30217，　was　investigated

in　SPECT　study．　A　three－headed　high　sensitivity

SPECT　system　was　employed　to　evaluate　the

serial　changes　of　accumulation　pattern　in　the

heart，　lung　and　liver　using　a‘‘continuous　repetitive

acquisition”　mode．　The　myocardial　actMty
reached　a　peak　rapidly　and　decreased　with　rapid

clearance　rate．　The　analysis　of　myocardial　clear－

ance　curve　showed　a　Tl／20f　2．8　minutes（k1＝

0．25土0．12／min）in　the　rapid　phase，　and　a　Tl／20f

57minutes（k2＝0．012±0．011／min）in　the　slow

phase．　The　tracer　clearance　in　the　lung　was　more

rapid，　while　the　hepatic　uptake　reached　a　peak

apProximately　10　to　15　minutes　after　injection．

When　the　serial　SPECT　images　were　reviewed，　the

early　3－minute　acquisition　within　10　minutes　after

injection　showed　better　image　quality　than　the

images　obtained　after　lO　minutes．　The　hepatic

activity　did　not　obscure　the　inferoseptal　wall　in

the　earlier　lmages，　but

lOminutes　after　injection．

data　acquisition　seemed　to

agent．　We　concluded　that

a

Perfusion　imaging．

did　m　the　lmages

Thus，　quick　SPECT

be　desirable　for　this

99mTc－SQ30217　was

promising　radiopharmaceutical　for　myocardial

　　Key　words：　99mTc－SQ30217，　myocardial　scin－

tigraphy，　three－headed　SPECT，　continuous　repeti－

tlve　acqUlSltlon．
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