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《原　著》

“ Hot　Spot”Imaging　Agentsによる急性心筋梗塞の

　　　　　　　　　　　　　梗塞量の定量化

吉田　　裕＊　望月　　守＊＊

松本　恭徳＊＊　吉村　正己＊＊

星野　恒雄＊　鏑木　恒男＊

坂田　和之＊

森　　典子＊

武沢　　充＊＊

横山　正一＊

　要旨急性心筋梗塞患者11例について1111n抗ミオシン抗体（ln－AMA）／201Tl（Tl）および9gmTcピロリン

酸（Tc－PYP）／Tl　2核種同時収集SPECTを施行し，1n－AMAおよびTc－PYPの集積から梗塞量を求めた．

cut－ofr　levelはPYPが70％，　In－AMAは80％とした．エネルギー設定およびウインドウ幅は，　Tc－PYPが

140keV土75％，　Tlが75　keV土10％，　ln－AMAは240　keV±10％で，収集時間はTc－PYP／Tlが1方向30

秒，In－AMA／Tlが60秒とし32方向，180°収集で行った．　In－AMAは全例，　Tc－PYPは10例で梗塞部位に

一致したトレーサーの集積を認めた．この10例における梗塞量の平均はTc－PYPが32．5　m’，　In－AMAが21．9

m／でTc－PYPが1n－AMAに比して有意に高値を示した．また両者の相関は，　y－L64x－3．58，　r－0．98，　P〈

0．001と良好であった．Tc－PYPから求めた梗塞量がIn－AMAから求めた梗塞量の約L6倍であったのは，

Tc－PYPが可逆的障害を受けた心筋細胞にも集積するためと考えられた．

1．はじめに

　急性心筋梗塞における梗塞量の定量化は，重症

度の判定やf後を占うヒで重要な因子であり，定

量化の試みはさまざまな方法で行われている．

creatine　phosphokinase－MB（CPK－MB）の最高値

やCPK－MBの総遊出量1），201Tl（Tl）single　photon

emission　computed　tomography（SPECT）のdefect

score　2），左室駆出率等が現在梗塞量の測定に臨床

的に広く用いられている．1974年に99mTcビロリ

ン酸（Tc－PYP）が実験的心筋梗塞巣に集積するこ

とが報告されて以来3），基礎的臨床的検討が行わ

れ，Tc－PYPを用いたplanarやSPECTは急性

心筋梗塞の診断のみならず，梗塞量の測定にも広

く用いられている．一方1976年Khawらによっ
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て開発された抗ミオシン抗体は，モノクローナル

抗体のFab分画で非可逆的な障害を受けた心筋細

胞内のミオシン重鎖に特異的に結合するとされて

いる4｝．さらに1111nで標識（ln－AMA）すること

により、planarやSPECTで梗塞巣を画像的に描

出することが可能である．今回急性心筋梗塞患者

にTc－PYP／T1およびln－AMA／T1を用いたdual

nuclide　SPECT（D－SPECT）を行い，両トレーサ

ー による梗塞量の定量化の比較検討を行った．

II．対　　象

　対象は，1989年4月から9月までの6ヶ月間に

急性心筋梗塞で入院し，Tc－PYP／Tl　D－SPECTお

よびIn－AMA／Tl　D－SPECTを施行した11例であ

る．男性7例，女性4例，年齢は39歳から77歳で

あった．急性心筋梗塞の診断は典型的な胸痛，

ST－T　changeや異常Q波の出現などの心電図変化，

心筋逸脱酵素の上昇，のうち二つ以上を認めたも

のとした．発症6時間以内の8症例に対しては緊

急冠動脈造影を行い，梗塞責任血管に対してウロ

キナーゼ注入による冠動脈内血栓溶解療法を施行

Presented by Medical*Online



t416 核医学　28巻12号（1991）

Table　l　Patient　characteristics

No． Age／Sex

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1

M

F
M
M
M
F
M
M
F
M
F

ノ
　
ノ
　

ノ
　
ノ
　
ノ
　
ノ
　
ノ
　

ノ
　

ノ
　
ノ
　

ノ

“
77

65

71

62

70

70

39

75

66

52

ECG
location

inferior

inferior

inferior

inferior

antertor

anterlor

anterior

anterior

anterlor

lateral

subend

Intervention
CAG　finding

Acute

mmmm∬
∬
町
㎏

m∬
⑰

Seg．1：100→99

Seg．2：100→75

Seg．3：100→99

Seg．3：100→90

Seg．6：100→99

Seg．6：100→99

Seg．7：100→99

　　　ND
　　　ND
Seg．13：100→90

　　　ND

　　　　　Chronic

Seg．1：90

Seg．2：50

Seg．3：99

Seg．3：25，　Seg．6：90

Seg．6：99

Seg．6：75

Seg．7：99

Seg．1，6，14：100

　　　　　ND
Seg．13：90

Seg．6：90，　Seg．9：99，　Seg．13：100

ICT：intracoronary　thrombolysis，　ND：not　done，　Seg．：segment　determined　according　to　American　Heart

Association

し，良好な冠血流が得られた．残りの3例のうち

2例は，約1ヶ月後の慢性期に冠動脈造影を施行

した．1例は脳梗塞があり，冠動脈造影は施行し

ていない．梗塞部位は前壁梗塞5例，下壁梗塞4

例，側壁梗塞1例，心内膜下梗塞1例である．発

症6時間以内の8例においては，2－4時間ごとの

CPK－MBの採血を行い，　CPK－MBの最高値が捉

えられた．残りの3例は，発症後約24時間から48

時間経過して来院したため，CPK－MBの最高値

は捉えられなかった（Table　1）．

HI．ファントム実験

Table　2　Radionuclide　study

　臨床応用に先立ってファントム実験を行った．

使用ファントムは京都科学標本社製心筋ファント

ムおよび円柱塔ファントムである．ガンマカメラ

はSHIMADZU　SNC－500Rを，使用コリメータ

はTc－PYP／Tl　D－SPECTには低エネルギー用高分

解能平行コリメータを，In－AMA／Tl　D－SPECTに

は中エネルギー用汎用平行コリメータを用いた．

データ解析にはSHIMADZU　Scintipac　700を使

用した．円柱塔ファントムの中に心筋ファントム

を置き，心筋ファントムの中に梗塞巣として2mt

のカフセルファントムを封入した．円柱塔ファン

トムを18．5MBq（0．5　mCi）の201Tlおよび18．5

MBqの99mTcまたは18．5　MBqの1111nで満た

PYP／Tl

D－SPECT
In－AMA／Tl

D－SPECT

Photopeaks

Window

PYP：140　keV　　In－AMA：240　keV

Tl　　：　75　keV

PYP：士7．5％

Tl：土10％

Tl　　　　　：　75　keV

ln－MAA：土10％

Tl　　：士10％

Collection　of　　32　steps　　　　　　　32　steps

　Projection　　　l80　degree　arch　　l80　degree　arch

　data　　　　　　　30　sec／l　step　　　　60　sec／l　step

　PYP：t㏄hnetium－99m　pyrophosphate，　T1：Thallium－

　201　chloride，　In－AMA：indium－111　antimyosin

　antibody，　D－SPECT：dual　nuclide　SPECT

し，バックグラウソドとした．また，心筋ファン

トムの中にも18．5MBqのTlを注入し，健常心

筋のモデルとした．さらにカプセルファントムの

中に99mTc，1111nを1．85　MBq（50μCi）ずつ注入

し，心筋梗塞のモデルを作成し，Tc－PYP／TI　D－

SPECTおよび1n－AMA／Tt　D－SPECTを施行した．

エネルギー設定およびウインドウ幅は，Tc－PYP

は140keV土7．5％，　Tlは75　keV±10％を用い，

In－AMAでは201Tlのhigh　peakである163　keV

と1111nのlow　peakである173　keVがenergy

overlapをするため，1111nの240　keVのみを

土10％のウインドウ幅で用いた．収集時間は，

Tc－PYP／TI　D－SPECTが1方向30秒，　In－AMA／Tl
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Fig．1　Two　ml　of　capsule　phantom　almost　corresponds　to　34　pixels　on　SPECT　images．

　　　Dotted　line　demonstrated　volume　determined　by　technetium－99m　pyrophosphate

　　　（PYP）and　straight　line　demonstrated　volume　determined　by　indium－111anti－

　　　myosin　antibody（AMA）in　various　cut－o肝levels．　The　optimal　cut－ofr　level　for

　　　edge　detection　is　70％with　technetium・99m　pyrophosphate　imaging　and　80％with

　　　indium・111　antimyosin　antibody　imaging．

D－SPECTを1方向60秒とした（Table　2）．　SPECT

撮像後種々のcut－off　levelで断層像を作成し，既

知の体積（カプセルファントムの2　mt）に合う至

適cut－ofr　levelを検討した．以tL：の検討より，梗

塞量設定のための至適cut－off　levelはTc－PYPで

70°／．，In－AMAで80％であることがわかった
（Fig．　D．

IV．臨床応用

　使用したガンマカメラ，データ解析装置は，フ

ァントム実験と同一のSHIMADZU　SNC－500R

ならびにSHIMADZU　Scintipac　700である．ま

た使用コリメータはTc－PYP／TI　D－SPECTには低

エネルギー用高分解能平行コリメータを，In－

AMA／TI　D－SPECTには中エネルギー用汎用平行

コリメータを用いた．Tc－PYP／TI　D－SPECTは梗

塞発症から全例7日以内に行った．Tc－PYP　740

MBq（20　mCi）を静注，3時間後にTl　111MBq

（3mCi）を静注し，5分後にデータ収集を行った．

エネルギー設定およびウインドウ幅はファントム

実験と同一である．収集方向は，右前斜位45°か

ら左後斜位45°までの180°収集で，32方向で行

った．また，一方向の撮像時間は30秒に設定した．

なお，crosstalk補正は行っていない．　In－AMA／

Tl　D－SPECTは発症後8－36日日に行った．0．1　m1

の抗ミオシン抗体で皮内反応を行い陰性であるこ

とを確認後，74MBq（2　mCi）のIn－AMAを静注

した．静注48時間後に74MBqのTlを静注し，

5分後にD－SPECTを撮像した．ファントム実験

と同一・のエネルギー設定とウインドウ幅を用いた．

収集方向はTc－PYP／TI　D－SPECTと同様で，右前

斜位45°から左後斜位45°までの180°収集で，

32方向で行った．また，一方向の撮像時間は，

1111nのエネルギー設定を240　keVのみとしたの

で，十分なカウント数を得るために60秒とした

（Tabte　2）．画質改善フィルターはButterworth

filterを，再構成フィルターはShepP＆Logan

filterを使用した．断層像は201T1および99mTc，

または1111nの投影像を同時に収集してそれぞれ

のファイルを作成し，201Tlの投影像をreorienta－

tionに用いて再構成した．またその表示は，水平

長軸像，垂直長軸像，短軸像で行い，視覚的に梗

塞領域の判定を行った．梗塞量の定量化はすべて

短軸像を用いて行った．Tc－PYPは70％cut－off，
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Fig．2　Short　axial　reconstructions　from　simultaneous　L）olTl（right　top　and　left　top）and

　　　99mTc　pyrophosphate（right　bottom）and　1111n　antimyosin　antibody（left　bottom）

　　　SPECT　acquisitions　from　patient　4．　The　threshold　level　of　99mTc　was　70％and

　　　that　of　1111n　was　80％．99mTc　and　1111n　were　accumulated　in　the　inferior　wal｜of

　　　left　ventricle．　The　infarct　size　obtained　from　99mTc　was　35．6　m／and　that　from

　　　li11n　was　29．1　m1．

Table　3　Peak　CPK－MB　and　infarct　size　calculated

　　　　from｜liln－antimyosin　antibody　and　99mTc－

　　　　pyrophosphate　on　SPECT　images

V．結　　果

No．　Peak　CPK－MB　　PYP AMA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1

44

433

767

352

832

104

45

　†

　十

371

　†

†

15．0

24．2

35．6

36．2

205
26．3

44．0

24．5

9．0

89．2

18．3

11．3

16．0

29．1

27．3

12．3

17．7

25．8

19．8

6．2

53．6

CPK－MB：Creatine　Phosphokinase－MB，　PYP：tech－

netium－99m　pyrophosphate，　AMA：indium－｜11anti－

myosin　antibody、十：unknown

In－AMAは80％cut－offで短軸断層像を作成し、

それぞれのcut－off　level以上の｜・レーサーの集ま

りのピクセル数を全スライスにわたって求め，そ

れにガンマカメラの有効視野から求められた体積

（O．05758m／）をかけて，　ln－AMAおよびTc－PYP

から算出した梗塞量とした．なおPYP／TI　D－

SPECTとIn－AMA／Tl　D－SPECTとを行った間に

全症例とも新たな虚血発作は認めなかった．

　In－AMA／Tl　D－SPECTにおいてln－AMAは全

例梗塞部位に…致して集積していた．一づ元Tc－

PYP／Tl　D－SPECTにおいては，　Tc－PYPはll例

中10例において梗塞部位に一致した集積を認めた．

この10例において、Tc－PYPおよびln－AMAで

の梗塞畠：の定量化を行った（Fig．2，　Table　3）．両

者の梗塞量をpaired　t　testで検定したところ、　Tc－

PYPの梗塞量はIn－AMAの梗塞111：に⊥・ヒして有意

に高1直であった（P〈0．OD．　さらに両者の相関を

直線回帰で行ったところ，y＝1．64x－3．58，　r＝

0．98，P＜0．001と良好な正の相関を認めた（Fig．3）．

In・AMA投ケ時の［fil圧低下，発熱，発疹，アナフ

ィラキシーなどの副作用は全例認めなかった．ま

た抗ミオシン抗体に対する抗体（HAMA）も全例

陰性であ・）た．

VI．考　　察

　梗塞部位の同定ならびに梗塞量の定量化は，心

筋梗塞患者の管理のヒで非常に重要な因子である．

心電図は，梗塞部位の同定には有効な方法である

が，梗塞量の定量化には無効である場合が多い．

CPK－MBの総流出量やCPK－MBの最高値は，梗

塞の部位同定には無力であるが，梗塞量の定量化
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Fig．3　The　relationship　between　infarct　size　in　mil川iter　by　indium－111antimyosin　anti－

　　　body（horizontal　axis）and　that　by　technetium－99m　pyrophosphate　SPECT
　　　（vertical　axis）．　The　relationship　is　linear　and　correlated　well（r＝0．98，　p＜0．001；

　　　y＝1．64x－3．58）．

に有用であり，現在臨床で広く用いられているu．

しかし発症早期からの頻回な採血を要する．また

梗塞責任血管の再灌流療法を施行した場合は、

CPK－MBはwashoutを受けるため，梗塞量を過

大評価する可能性がある5）．左室駆出率は患者の

予後を考える上で非常に有用な方法であるが6），

前負荷，後負荷，左心室容量，心拍数などの血行

動態や健常部心筋の収縮力など種々の因子が複雑

に関係し，必ずしも梗塞量をそのまま反映すると

は限らない．20iTl　SPECTによる梗塞部位の同定

ならびに梗塞量の測定は有用であるが2），陳旧性

心筋梗塞を合併している患者は梗塞部位や梗塞量

をやはり過大評価する危険性がある．また運動負

荷後の遅延像においては，一部虚血部心筋を欠損

像として表し，健常心筋を過小評価するといわれ

ている7）．ピPリン酸や抗ミオシン抗体は壊死心

筋に集積し，99mTcや1111nで標識することによ

り，planarやSPECTにて梗塞部をhot　spotと

して描出することが可能である8）．そのため急性

心筋梗塞の部位診断のみならず，その梗塞量の定

量化にも有用である．今回のわれわれの検討では，

In－AMAITI　D－SPECTにおいて，　In－AMAは全

例梗塞部位に一致して集積していた．しかしTc－

PYP／Tl　D－SPECTにおいては，　Tc－PYPは11例中

10例において梗塞部位に一致した集積を認めた．

さらに両者から求めた梗塞量は，y－1．64x－3．58，

r－O．98，p〈0．001と正の相関を認めるものの，

Tc－PYPから算出された梗塞量は，　In－AMAから

求めた梗塞量に比して1．64倍であり，有意に高か

った．これはKhawらが発症4日以内に施行し

た99mTc抗ミオシン抗体（Tc－AMA），ならびに

Tc－PYPによるSPECTから求めた梗塞量の比較

の報告と一致していた9）．Khawらによれば，　Tc－

AMAおよびTc－PYPから求めた梗塞量は，左室

造影から求めた局所壁運動の低下の程度やCPK

の最高値と良好な相関があったが，Tc－PYPから

求めた梗塞量が，Tc－AMAから求めた梗塞量に比

して約1．7倍であったと報告している．すなわち，

両トレーサーとも梗塞量を反映するが，Tc・・PYP

から求めた梗塞量は大きめであるとしている．こ

れには様々な理由が考えられる．一つにはdual

nuclide　SPECTを行ったため，いわゆるcrosstalk

の問題が，Tc－PYPによる梗塞量を過大評価する

原因となりうる可能性があるということである．

Tc－PYP／TI　D－SPECTにおいては，99mTcのenergy

peakの140　keVと201T1の10w　peakの75　keV

およびhigh　peakの163　keVがお互いにdown

scatterを起こしcrosstalkが問題となる．一方
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1111nのphotopeakは，　low　peakが173　keV，　high

Peakが240　keVである．1111nと201T1のenergy

overlapを防ILするために，使用するenergy　peak

を201Tlは75　keV，1111nは240　keVとすれぽ，

1111nの201Tlへのdown　scatterのみが問題とな

ってくる．しかしこの二つのenergy　peakは広く

離れており，1111nの201T1へのdown　scatterは

ほとんど問題にならないし，201Tlの1111nへの影

響は全く無視して良いと考えられる10）．またcut－

ofr　leve1の値によって梗塞量は大きく変わってく

る可能性がある．諸家の報告によれば，Tc－PYP

やln－AMAまたはTc－AMAで梗塞量を求める場

合のcut－ofr　levelは60－65％である9・11・12）．われ

われは99mTcを70％，1111nを80％とし，両トレ

ー サーでその値が異なり，しかも1111nのcut－ofr

leve1が文献に比して特に高値であった．しかし

cut－ofr　leve1は，一般に使用するガンマカメラの

有効視野とコリメータ，ならびに心筋梗塞の大き

さやパヅクグラウンドで決定される．そのため

cut－ofr　levelは，それぞれの施設でファントム実

験を行い決定されるものであり，その値は変わり

うると考えられる．ただしわれわれの行ったファ

ントム実験ではバックグラウンドを一定とし，梗

塞のモデルとして使用したカプセルファントムの

体積が2m’と，ガンマカメラの分解能下限であ

った．　さらに全症例に対して一一律のcut－ofr　level

を用いた．以上の点が梗塞量の算出に当たって問

題となる可能性はある．さらに両SPECTを撮像

した時期の問題がある．われわれの研究では、

Tc－PYP／Tl　D－SPECTは発症7日以内に，　In－

AMA／Tl　D－SPECTは発症8－36日目に行い，両

SPECTの収集時期が異なっている．その間に新

たな虚血発作は全例認めなかったものの，この同

一症例における撮像時期の差がIn－AMAによる

梗塞量の評価を過小評価している可能性はある．

アメリカ合衆国における多施設共同研究において

は，発症96時間以内にIn－AMAの投与が行われ

ている13）．しかしMatsumoriらによれば，発症

後第2週目以内はIn－AMAの集積は100％認め，

その集積の程度はあまり変わらないとしている14）．

さらにTamakiらによれぽ，発症3週間目以降も

In－AMAの集積はその程度は弱くなる症例もある

ものの，数ヶ月にわたって集積を認めるとしてい

る15｝．われわれの症例では5例が発症から2週間

以内に，5例が3週間から4週間目に，1例が36

日目にln－AMA／TI　D－SPECTの撮像を行った．

心内膜下梗塞の1例を含め全例とも梗塞領域に一

致したln－AMAの集積を認め，視覚的検討でも

撮像時期に関わりなく強い集積を認めた．動物実

験のデータにおいては，ミオシンは梗塞発症30日

目までは血中に認めるとされている16）．詳細な機

序は不明なものの，心筋梗塞後心筋細胞の細胞膜

の強度は徐々に崩壊し，血中へのミオシンの放出

はかなりの長期間にわたって認められると思われ

る．最後にピロリン酸が壊死心筋細胞以外にも集

積する可能性がある．ピロリン酸は，組織学的に

壊死に陥ってない心筋細胞にも集積したり17），病

理学的な梗塞領域よりも広範に集積するという報

告がある18）．一方，抗ミオシン抗体は特異的に壊

死心筋細胞にのみ取り込まれ，可逆的障害を受け

た心筋細胞（jeopardized　myocyte）には集積しな

いとされている9）．またJainらは，生前に投与し

たln・AMAによるオートラジオグラフィーから

求めた梗塞領域と，病理解剖後のトリフェニール

テトラゾリウム塩染色から求めた梗塞領域は一致

したと報告している19）．すなわち急性心筋梗塞の

画像診断においては，抗ミオシン抗体はビロリン

酸に比して感受性も特異性も高いとされている．

以上より，In－AMAから求めた梗塞畠：が真の梗塞

量に近いと考えられた．1111n一抗ミオシン抗体は

投与から撮像時期まで48時間を要するものの，

99mTc一ピロリン酸よりもhot　spot　imaging　agentと

して急性心筋梗塞の診断および梗塞量の定量化に

優れてお‘），また201Tlとのdual　nuclide　SPECT

においてもcrosstalk補正を比較的考慮にいれず

にすむ有用なトレーサーであると考えられた．
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Summary

Scintigraphic　Quantification　of　Myocardial　Necrosis　Using‘‘Hot　Spot，，

　　　　　　　　　　Imaging　Agents　in　Acute　Myocardial　lnfarction

　　　Hiroshi　YosHiDA＊，　Mamoru1MocHizuKI＊＊，　Kazuyuki　SAKATA＊，

Mitsuru　TAKEzAwA＊＊，　Yasunori　MATsuMoTo＊＊，　Masami　YosHIMuRA＊＊，

　　　　　　　Noriko　MoRi＊，　Shoichi　YoKoYAMA＊，　Tsuneo　HosHINo＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　Tsuneo　KABuRAGI＊

＊Depart〃le〃’（1ノ℃ardio／bgy，＊＊Depart〃le〃1砂「’ハ「〃（・／ear　Mα∫5‘”〃e，

　　　　　　　Shizuoka　6e〃era〃IOSρ’ta／，　Sh’2〃0ム，ノapa〃

　　Both　technetium－99m　pyrophosphate／thallium－

201dual　nuclide　SPECT　and　indium－1　1　1　anti－

myosin　antibody／thallium－201　dual　nuclide　SPECT

were　performed　in　identical　l　l　patients　with　acute

myocardial　infarction．　Infarct　size　was　calculated

by　both　hot　spot　imaging　agents　on　dual　nuclide

SPECT．　Antimyosin　accurately　accumulated　in　the

infarcted　area　in　all　l　l　patients　on　SPECT　images

corresponding　with　the　electrocardiography，　but

pyrophosphate　accumulated　at　the　site　of　infarct　in

lOof　l　l　patients．　The　mean　volume　obtained　from

pyrophosphate　was　32．5　mt　and　that　from　anti－

myosin　was　2Lg　m1．　The　relationship　between

infarct　volume　calculated　by　pyrophosphate　and

that　by　antimyosin　was　linear　and　correlated　well

（r＝0．98，p＜0．001）．　However　the　volume　of　infarc－

tion　determined　with　pyrophosphate　exceeded　that

with　antimyosin　SPECT　by　1．64（p〈0．001）．　The

reason　fbr　this　difference　is　not　yet　known，　but　may

relate　to　pyrophosphate　uptake　in　border　zones

that　may　or　may　not　be　irreversibly　injured・

　　Key　words：　Indium－111　antimyosin　antibody，

Technetium－99m　pyrophosphate，　Acute　myocardial

infarction，　Dual　nuclide　SPECT，　Myocardial

necrOSIS．
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