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《原　著》

99mTc－MIBIの臨床的イf用性の評価

第川相多施設共同試験

鳥塚　莞爾＊ 久保　敦司＊＊　西村　恒彦＊＊＊　玉木　長良＊＊＊＊

　要旨　新しい心筋イメージング剤である99mTc－MIBIの臨床的有用性の評価を目的として，各種心疾患患

者464例を対象に第川相多施設共同試験を実施した．本剤の心筋シンチグラムは，Planar像・SPECT像

ともにL’OITICIより有意に鮮明であり，心筋の血流状態をよく反映していると考えられた．本剤の陽性率は，

心筋梗塞症例，狭心症例ともに高く，201TICIと比較し遜色はなかった．さらに，ファーストパス法の併用

により，心筋シンチグラフィと同時に心機能の評価も可能であると考えられた．本剤投与直後より一過性の

異常味覚が認められたが，その程度はいずれも軽度であり，身体所見・臨床検査値においても，一定の傾向

をもった変動は認められず，安全性の高い薬剤と考えられた．以上，安全性を含めて総合的に評価された臨

床的有用性は全症例の93．1％に認められ，本剤は99mTc一標識心筋血流イメージング製剤として有望と結論

された．

1．はじめに

　99mTc－hexakis（2－methoxy　isobutyl　isonitrile）

（99mTc－MIBI：以下，本剤と略す）は，米国DuPont

社で開発された新しい心筋血流イメージング製剤

であり，多数の99mTc一イソニトリル錯体の中から，

心筋集積性が高く，肺や肝の集積性の低い化合物

として選択されたものである1”’3｝．すでに欧米に

おいて臨床試験を終rし，その安全性および臨床

的有用性が示され，20iTICI（以下，201Tlと略す）

に代わりうる薬剤として高い評価を得ている4’6）．

すなわち，本剤は99mTc一標識製剤の特徴である低

被曝線量・高画質であることに加えて高い心筋滞

留性を有しており，さらに，Single　Photon　Emis－

sion　Computed　Tomography（以下，　SPECTと略
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す）においても鮮明な画像を得られる利点を有し

ている．

　本邦においても第1相および第II相臨床試験

を終了し，安全性と各種心疾患における有効性が

確認されている7）．そこで，これらの実施経緯に

より得た本剤の有用性をより客観的に検討するた

めに，全国33施設（Table　1）からなる研究会を組

織し，第III相多施設共同試験を平成2年1月よ

り3月に実施し，その安全性，有効性および有用

性について検討した．

H．対象および方法

　1．対　　象

　（1）急性心筋梗塞，陳旧性心筋梗塞，安静時狭

心症，労作性狭心症，異型狭心症などの虚血性心

疾患を有する患者とし，それぞれの診断は各施設

の基準に従った．なお，急性心筋梗塞は，本剤の

投与前30日以内に発症した心筋梗塞とした．

　（2）心臓弁膜症，心筋症，先天性心疾患などの

心疾患を有する患者とし，それぞれの診断は各施

設の基準に従った．

　なお，妊婦または妊娠している可能性のある婦
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Table　l　　Institutions　collaborating　in　the　trial

施 設

北海道大学医学部

砂川市立病院

北光循環器病院

山形大学医学部附属病院

東北大学医学部附属病院

筑波大学医学部附属病院

自治医科大学医学部附属病院

群馬大学医学部附属病院

埼玉医科大学総合医療センター

帝京大学医学部附属市原病院

日本大学医学部附属病院

慶雁義塾大学病院2）

東京都済生会中央病院

虎の門病院

北里大学病院

湘南鎌倉病院

浜松医科大学医学部附属病院

　治験総括医師：鳥塚莞爾1）

　　　　所　　属

　核医学講座，
　　循環器内科

　放射線科，循環器内科

　放射線科，循環器科

　放射線科，第一内科

　放射線科，第一内科

　放射線科

　放射線医学科

　核医学科，第二内科

　放射線科

　放射線科

　第二内科，RI検査室
　放射線科，内科

　循環器内科，放射線科

　放射線科

　放射線科

　循環器科
　放射線科，第三内科

事務局：久保敦司2），

読影委員

　　　　　施　　　設

保健衛生大学医学部附属病院

三重大学医学部附属病院

富山医科薬科大学医学部附属病院

金沢大学医学部附属病院5）

福井医科大学医学部附属病院1）

滋賀医科大学医学部附属病院

京都大学医学部附属病院4）

京都府立医科大学附属病院

国立循環器病センター3）

大阪市立大学医学部附属病院

神戸中央市民病院

川崎医科大学附属病院

愛媛大学医学部附属病院

小倉記念病院

九州大学医学部附属病院

宮崎医科大学医学部附属病院

　　　所　　属

放射線科

放射線科，第一内科

核医学科，放射線科

核医学科

核医学科，放射線科

放射線科

核医学科，第三内科

放射線科，第二内科

放射線診療部，

　心臓内科

第一内科

核医学科

核医学科

放射線科

循環器科

放射線科

放射線科

　　　　西村恒彦3），玉木長良4）

久保敦司，西村恒彦，玉木長良，分校久志5｝，岩永史郎2），外山貴士1）

人ならびに授乳中の婦人，その他，主治医が不適

当と判断した患者は対象から除外した．

　2．患者の同意

　試験実施に際しては，あらかじめ試験の内容に

ついて患者本人または親権者に十分説明し，文書

または口頭による同意を得た．

　3．調査薬剤

　調査薬剤は，Tetrakis（2－methoxy　isobutyl　iso－

nitrile）Cu（1）BF41．O　mgを含有する用時調製用の

コールドキット（凍結乾燥品，治験薬コード：D－

8404：第一ラジナアイソトープ研究所およびデュ

ポンジャパンリミテッド，輸入先：DuPont社）で

ある．用時，日局「過テクネチウム酸ナトリウム

（99mTc）注射液」（以下，99mTcO4　と略す）を加え，

97°Cで15分間加熱することにより99mTc－MIBI

（本剤）を得た．

　4．投与方法

　原則として1バイアル内容を370～555MBq

（10～15mCi）の99mTcO4一で標識し，その全量を

肘静脈内に投与し，次いで適量の生理食塩液でフ

ラッシュした．また，心筋イメージングと同時に

ファーストパス法により駆出率を求める時は，1

バイアル内容を740MBq（20　mCi）の99mTcO4一で

標識し投与した．ただし，狭心症などで運動負荷

時投与と安静時投与を行う場合は，両投与の間隔

を中1日以ヒ設けた．運動負荷の条件は各施設の

検査方法に従った．

　5．撮像方法

　（1）心筋断層イメージング（以下，SPECT像）

　原則として，45°RAOから45°LPOまで180°

回転し，6°ずつ30方向からの撮像を行った．

　（2）心筋ブラナーイメージング

　　（以下，Planar像）

　原則として，前面，左前斜位45°および左側面

像の撮像を行った．

　ただし，1回目の撮像は，本剤投与後30分以降

に行い，可能ならば2回目の撮像を投与3～4時

間後までの間に行うことにした．また，ファース

トパス法については各施設の検査方法に従った．

　6．調査項目

　（1）　自他覚症状

　本剤投与後，異常を認めた場合は，発現時期お

よびその症状と程度を施設担当医（以下，担当医）

により軽度，中程度，重篤の3段階に判定し，さ
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らに持続時間，処置，経過，本剤との因果関係に

ついて記録した．

　（2）身体所見

　本剤投ij一前および投与後（5分後，同日中，24

時間～2週間）の，体温、血圧，心拍数および呼

吸数について記録した．

　（3）臨床検査値

　本剤投与前および投与後（24時間～2週間）の下

記検査値を記録し，異常値等が出現した場合には

可能な限り追跡調査を行った．

　i）一般血液検査

　　　白血球数，赤血球数，血色素量，ヘマトク

　　　リット値，血小板数

　iり　1血液生化学検査

　　　Na，　K，　Cl，　Ca，総蛋白，総コレステロール，

　　　GOT，　GPT，　LDH，　ALP，γ一GTP，総ビリル

　　　ピン，BUN，クレアチニン

　iii）尿検査

　　　蛋白，糖，ウロビリノーゲン，pH

　7．評価方法

　（1）安全性の評価

　自他覚症状，身体所見および臨床検査値を総合

して下記基準により判定し記録した．

　1：

　2：

　3：

　4：

（2）

安全性に問題なし

安全性にやや問題あり

安全性にかなり問題あり

安全性にきわめて問題あり

　　　有効性の評価

　下記基準により判定し記録した．

　　1：　有効な情報が得られた

　　　a：確定診断のための情報が得られた

　　　b：他の検査法では得られない情報が得ら

　　　　　れた

　　　c：その他

　　2：　有効な情報が得られなかった

　（3）有用性の評価

　安全性および有効性を総合して下記基準により

判定し記録した．

　　1：　きわめて有用　2：有用　3：やや有用

　　4：無用　5：使用すべきでない
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　8．読　　影

　担当医により読影評価されたシンチグラムを，

読影委員会（以下，委員会）を組織して集約的に読

影し，その結果を比較評価することにより，評価

結果の客観性および妥当性を確保した．

　委員会は，6名の医師からなり，それぞれ自施

設の症例を除いて無作為に割当てられた症例を，

患者の背景等を参考に読影評価した（以下，Non－

blind　Readと略す）．ただし，本剤とともに201Tl

のシンチグラムの得られた症例は，施設名，疾患

名およびその他の所見すべてを伏せて，読影評価

した（以下，Blind　Readと略す）．

　実際の読影は，6名の医師が同時に同一の画像

を試行読影し，読影者間で一致した結果が得られ

るよう一定の基準を設けたのちに行った．SPECT

像について，短軸断層像の心基部付近および心尖

部付近のスライスをそれぞれ6セグメントに，長

軸断層像を5セグメントに分けた（Fig．1）．また，

Planar像については，前面像，左前斜位像および

左側面像をそれぞれ5セグメントに分け，各セグ

メントごとに，視覚的に正常，取り込み低下およ

び欠損の3段階に評価する半定量的なセグメント

分析を行った（Fig．1）．

　（1）読影の一致性

　担当医と委員会の読影結果を，Blind　Readおよ

びNon－blind　Readに分けて対比検討した．なお，

一致率は担当医と委員会の各セグメントにおける

読影結果が完全に一致する完全一致率として算出

した．

　（2）画　　質

　下記基準により判定し，記録した．

　　1：非常に鮮明　　2：鮮明

　　3：やや不鮮明　　4：不鮮明

なお，画質の比較評価については，x2検定（有意

水準は5％とした）で検討した，

　（3）201Tl画像との一致性

　Blind　Readの読影結果を用い，運動負荷時画像

と安静時画像における本剤と201Tlの一致性を検

討した．
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Fig．1　Diagram　of　left　ventricular　myocardial　segments．

　（4）陽性率

　Blind　ReadおよびNon－blind　Readの読影結果

を用い，心筋梗塞（急性および陳旧性）症例では安

静時画像を，狭心症（安静時，労作性および異型）

症例では運動負荷時画像をもとに陽性率を算出し，

Planar像とSPECT像の対比や，201T1との比較

検討を行った．なお，Planar像における15セグ

メント，SPECT像における17セグメント中，取

り込み低下あるいは欠損を1セグメント以上認め

た場合に陽性とした．

III．結　　果

　1．解析対象症例および患者の背景

　心筋梗塞，狭心症およびその他の心疾患患者

464例（11例の小児を含む）を対象に，延べ612

件（安静時および負荷時投与などの2回投与を含

む）に本剤が投与された（Table　2）．そのうち，何

らかの理由により対象から脱落した8件（Table　3）

を除いた457例604件を対象に解析を行った．た

だし，安全性の評価は本剤が投与された612件す

べてを対象にした．

　対象の性別内訳は，男性356例480件（3～80歳，

平均59歳），女性101例128件（2～85歳，平均59

歳）であった．

　対象の同意は，562件が11頭で，残りの50件が

文書で得られた．

　2．安全性
　（1）　自他覚症状

　612件中390件（63．7％）に自他覚症状が認めら

れた（Table　4a）．そのうち，風邪の発熱によると

思われる顔の火照り1件を除く389件に，本剤投

与との因果関係が考えられる口腔内苦味感や金属

臭等の異常味覚および異常臭覚がみられたが，そ

の程度は大部分で軽度であった．また，これらの

症状の発現は，9LO％の症例で本剤投与後1分以

内であり，その後76．9％が1分以内に，92．5％が

5分以内にその症状が消失した（Table　4b）．

　（2）身体所見

　612件中603件で，体温，血圧，心拍数および

呼吸数を測定し得たが，本剤に起因すると考えら
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Table　2　Patient　population Tabte　4a

　No．　of　cases
（No．　of　injection）

　　73（84）

　　156（220）

　　229（304）

　　11（14）

　　89（148）

　　10（14）

　　110（176）

　　4（4）

　　75（76）

　　2（2）
　　＊8（8）

　　26（3D
　　＊3（3）

　　107（113）

　＊11（11）

1451

　　　　　Disease

Acute　myocardial　infarction

Old　myocardial　infa　rction

　　Total

Resting　angina　pectoris

Effort　angina　pectoris

Variant　angina　pectoris

　　Total

Valvular　cardiopathy

Cardiomyopathy

Congenital　heart　disease

Others

Total

Tota1

Drop　out

Grand　total

＊Child　or　infant：2－12years　old

Signs　and　symptoms　with　s　9　mTc－MIBI　in

612investigational　subjects

　　　　Symptom

Meta川c　or　bitter　tastei）

FeverL’）

　　Total

None
Undetermined

　Grand　total

DRelated　to　99mTc－MIBI

L））Unrelated　to　99MTc－MIBI

Tabte　4b

No．　of　injection

　389（63．5％）

　　1（0．2％）

　390（63．7％）

　220（36．0％）

　　2（0．3％｝

　612

446（593）

＊11（11）

　7（8）

464（612）

Appearance　and　continuation　time　of　the

symptom

Tim・（mi・）（食6？漂瓢3？漂㍑、蒜

0　〈　≦1．O

l．0〈　≦5．0

5．0＜　　≦10．O

lO．0＜

Equivocal

　Total

354（91．0％）

27（6．9％）

　O
　l（0．3％）

　7（1．8％）

389

299（76．9％）

61（15．7％）

　3（0．8％）

22（5．7％）

　4（1．0％）

389

Table　3　Reasons　for　drop　out Table　5　Clinical　safety

　　　Reason

Administration　mistake

Preparation　mistake

Injection　to　normal　subject

　Total

No．　of　injection

　　　　4

　　　　2

　　　　2

　　　　8

れる異常変動を示した症例を認めなかった．

　（3）臨床検査

　本剤投与前後で検査をなし得た症例について，

検査f直の正異の変動を調べたが，明らかに本剤に

起因すると思われる一定の傾向をもった変動を認

めなかった．

　（4）安全性のまとめ

　fl他覚症状，身体所見および臨床検査の結果を

もこに，担当医により総合的に安全性が判定され

た．その結果，612件中604件（98．7％）で「安全

性に問題なし」と判定された．残る8件のうち投

与後にCABGを施行したために判定不明とされ

　　Judgement

No　problem　to　safety

Minor　problem

Considerable　problem

Major　problem

Undetermined

　Total

No．　of　injection

　604（98．7％）

　　7（Ll％）

　　0

　　0
　　1（0．2％）

　612

た1件（0．2％）を除いた7件（1．1％）において，

「安全性にやや問題あり」と判定された．その内

訳は，苦味の訴えが強く持続時間がやや長い（2～

10分）もの4件と，因果関係不明の臨床検査値の

変動がみられたもの3件の計7件である．臨床検

査値の変動に関しては，GOT，　GPTの一過性の

上昇がみられたもの1件と，白血球数の減少がみ

られたもの2件である（Table　5）．

　3．有効性
　612件中8件の脱落症例を除いた604件につい

て有効性を評価した．その結果，604件中593件
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Table　6　Clinical　eMcacy Table　7　Clinical　usefulness

　　　　　　　　　Judgement

1．　Effective　information　obtained

　a．additional　information　to

　　　　　the　conventional　studies．

　　b．information　not　obtainable

　　　　　with　the　conventional　studies．

　c．other　information

2．No　effective　information

　　　obtained

　Total

No．　of而ection

　　593（98．2％）

Judgement No．　of　injection

454（75．2％）

88（14．6％）

51（8．4％）

11（1．8％）

604

Very　useful

Useful

Fairly　useful

UseleSS

　Total

≧Useful

≧Fairly　useful

188（31．1％）

374（61．9％）

　39（6．5％）

　　3（0．5％）

604

562（93．1％）

60：（99．5％）

Table　8　Patient　population　of　Blind　read

Disease
　　　Rest

（No．　of　inj．）

　Exercise
（No．　of　inj．）

　Acute　myocardial　infarction

　Old　myocardial　infa　rction

　Resting　angina　Pectoris

　Effort　angina　pectoris

　Variant　angina　pectoris

　Valvular　cardiopathy

　Cardiomyopathy
　Congenital　heart　disease

　Others

　　　Total

sl　month　after　the　onset　of　MI

14（14）

19（19）

1（D
6（6）

1（1）

2（2）

8（8）

1（1）

3（3）

55（55）

1（り

4（4）

0

3（3）

1（り

0
0
0
0

9（9）

Rest十Exercise
　（No．　of　inj．）

　　　＊3（6）

　　　18（36）

0

7（14）

1（2）

0

1（2）

　0

2（4）

32（64）

　　Total
（No．　of　inj．）

18（21）

41（59）

1（1）

16（23）

3（4）

2（2）

9（10）

1（D
5（7）

96（128）

Table　g　Patient　population　of　Non－blind　read

Disease

Acute　myocardial　infarction

Old　myocardial　infarction

Resting　angina　pectoris

Eff（）rt　angina　pectoris

Variant　angina　pectoris

Valvular　cardiopathy

Cardiomyopathy
Congenital　heart　disease

Others

Rest
（No．　of　inj．）

48（50）

69（69）

7（7）

18（18）

4（4）

　　2（2）

66（66）

　　1（り

⇔8（8）

17（17）

＊＊3（3）

　Exercise
（No．　of　inj．）

　　＊1（り

　　　0

0

3（3）

0

0
0
0
1（1）

5（5）

Rest十Exercise
　（No．　of　inj．）

＊6（12）

46（92）

3（6）

52（104）

3（6）

0
0
0
3（6）

113（226）

　　Total
（No．　of　inj．）

　　55（63）

　115（161）

　　10（13）

　　73（125）

　　　7（10）

　　　2（2）

　　66（66）

　　　1（1）

＊＊8（8）

　　21（24）

＊＊3（3）

Tota1 　232（232）

軸11（11）

　350（465）

口11（11）

＊：lmonth　after　the　onset　of　MI，＊＊：Child　or　infant：2－12　years　otd
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gymTc・MIBIの臨床的有用性の評価

（98．2％）で「有効な情報が得られた」と評価され

た、残る11件（L8％）で「有効な情報が得られな

かった」と評価された（Table　6）．その内訳は，

他の検査結果と異なっていたため4件，心筋画像

が肝や胆嚢と重なり判定に支障をきたしたため4

件，本剤でなければ得られない情報ではないため

3件の計11件である．

　4・有用性
　612件中8件の脱落症例を除いた604件につい

て有用性を評価した．その結果，604件中562件

（93．1％）で「きわめて有用～有用」と評価された

（Table　7）．残る3件（0．5％）で本剤の検査結果が

他の検査結果と異なっていることを理由に「無用、

と評価された．

Table　10　Percent　agreement　in　interpretation　by　the

　　　　committee　and　attending　physicians

Comm；ttee
　　　ゆ
physician

Blind　read　　　Non・blind　read

〒ianar　SPECT　PIanar　SPECT

99mTc－MIBI
　（first＊）　　　　　　　　79．8％　　80．3％　　83．1％　　81．7％

99mTc－MIBl
　（second＊＊）　　　　　80．9％　　75．3％　　82．3％　　78．5％

L’OITICI　　　　　　　79．8％　　79．0％

　＊：Early　imaging　（Imaging　at　O．5－1　hr　after　the

　　injection　of　99mTc－MIBI）

　＊＊：Later　imaging（lmaging　at　1－4　hrs　after　the　injec－

　　tion　of　99mTc・MIBI）

1453

　5．読　　影

　Blind　Readとして96例128件，　Non－blind　Read

として361例476件を評価した（Table　8，9）．

　（D　読影の一4致性

　担当医と委員会での読影結果の一致率は，読影

および撮像方法の別，さらに本剤と201T1の別に

かかわらず約80％と高い値であり（Table　10），両

者の読影評価がほぼ同等であることを示したので，

以下の評価に際しては客観性の高い委員会による

読影結果を用いた．

　（2）　1由1　　　質

　本剤によるシンチグラムの画質は，撮像ノ∫法，

撮像開始時刻の別や読影方法にかかわらず，大部

分において「非常に鮮明～鮮明」であった．ただ

し，本剤の肝、胆嚢および胃壁への集積が心筋下

壁に重なる場合があり，「やや不鮮明」と評価さ

れたものが若llあった．　しかし，「やや不鮮明」

と評価された割合は201Tlの方が高か・）た．201Tl

との比較では，本剤1回〔撮像の画質でPlanar

像およびSPECT像ともに201Tlの画質より有意

（P〈0．OO　1）に鮮明であり，本剤2回目撮像におい

ても同様な傾向がみられた（Table　11）．

　（3）201Tll由1像との一致性

　運動負荷時画像でのセグメント分析の結果，本

斉ljと201Tlの一致率はPlanar像で9LO％，　SPECT

像で89．9％であった．同様に安静時画像では

Planar像で89．9％，　SPECT像で88．4°／．であり，

Table　11 Comparison　of　image　qualities　of　myocardial　scintigrams　with　99mTc－MIBI

　　　　　and　201TICI（judged　by　the　committee）

Blind　planar

Blind

　SPECT

Non－blind

　planar

Non－blind

　SPECT

99mTc・MIBI（lst）

99mTc－MIBI（2nd）
201TICl

99mTc－MIBI（lst）

99mTc－MIBI（2nd）
201TICl

99mTc－MIBI（lst）

99mTc・MIBI（2nd）

99mTc－MIBI（1st）

9PmTc・MIBI（2nd）

Excellent　　　　Good

　53　　　　　48
　38　　　　　23
　17　　　　　46

　　　　　　　38
　　　　　　　21
　　　　　　　61

　　　　　　185
　　　　　　　92

77

30

43

148

83

260
131

つ
」

8

く
∨
7
1

＊；pく0．001Chi－square　test

Fair

　3

　0
19

く
】
3
8「
∠

1
　
8
0
0

つ
J
l
　
l

Poor

　O

　O
　O

0
0
0

3
0

Total

lO4－　＊

61　－
　　　　＊82－一

120－．

54i＊
ll2－1

366

187

434

217
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Rest

20iTICI　N

R

D

99mTc－MIBI

～

核医学　28巻12号（1991）

Planar

R D

655 30 0

41 84 5

0 12 42

Agreement　89．9％f78〃8695egment∫戊

99mTc－MIBI

～

SPECT

R D

884 26 3

76 117 17

7 15 96

8＆4％白097／7247∫egment∫戊

201TICI　N

Exercise R

D

233 19 0

8 28 0

0 0 12

471 16 1

26 70 12

7 7 70

　　　　　Agreement　97．0％（273／300　segmen　ts，　　　　　　　　89．9％↓617／680　segments）

Fig．2　Segmental　comparisOn　between　99mTc－MIBI　and　2（，iTICI　at　rest（N－87）and

　　　exercise（N－4り．　N：Normal，　R：Reduced，　D：Defect

Table　12　Comparison　of　positive　ratios　with　99mTc・MIBI　and　20iTICI　on　the　results　of　Blind　reading

Planar SPECT

Acute　myocardial　infarction

Old　myocardial　infarction

　Total

Resting　angina　pectoris

Effort　angina　pectoris

Variant　angina　pectoris

　Total

99mTc－MIBI　　　20iTICI

8L8％（9／11）　　　　72．7％（8／11）

92．3％（24／26）　　　84．6％（22／26）

89．2％（33／37）　　　81．1％（30／37）

80．0％（4／5）　　　　40．o°／．（2／5）

0．0％（0／り　　100．0％（1／り

66．7％（4／6）　　　　　50．0％（3／6）

99mTc－MIBI L’OITICI

70．0％（7／10）　　　　90．0％（9／10）

96．7％（29／30）　　100．0％（30／30）

90．0％（36／40）　　　97．5％（39／40）

60．0％（6／10）　　　　70．0％（7／10）

50．0％（1／2）　　　　　0．0％（0／2）

58．3％（7／12）　　　58．3％（7／12）

投与時条件にかかわらず両薬剤の画像はよく一致

していた．ただし，SPECT像において，本剤で

正常とされたセグメン｜・が，201Tlで取り込み低

下と読影される割合がやや多い傾向にあった
（Fig．2）．

　（4）陽性率

　i．心筋梗塞症例

　Blind　ReadにおけるPlanar像での本剤と201Tl

の陽性率は，本剤の平均89．2％に対し，201Tlでは

平均81．1％とやや低い値であった．また，SPECT

像では本剤の平均90．0％に対し，201T1では平均

97．5％と高い値であった（Table　12）．　Non－blind

Readにおける本剤のPlanar像とSPECT像の陽

性率の対比では，前者で平均85．0％に対し，後者

では平均92．1％と高い陽性率であった（Table　l　3）．

　ii．狭心症例

　Blind　Readの狭心症例は，症例数が少ないた

めに単純な比較はできないが，本剤のPlanar像
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99mTc・MIBIの臨床的有用性の評価

Comparison　of　positive　ratios　of　99mTc－MIBI　with　planar

and　SPECT　on　the　results　of　Non－blind　reading

1455

Planar SPECT

Acute　myocardial　infarction

Old　myocardial　infarction

　Tota1

81．8％（36／44）

86．5％（83／96）

85，0％（119／140）

91．7％（44／48）

92．3％（84／91）

92．1％（128／139）

Resting　angina　pectoris

Effort　angina　Pectoris

Variant　angina　p㏄toris

　Total

100．O％（1／1）

68．8％（22／32）

66．7％（2／3）

69．4％（25／36）

100．0％（3／3）

89．3％（50／56）

66．7％（2／3）

88．7％（55／62）

Table　14　Left　ventricular　ejection　fraction　calculated

　　　　with　firstpass　study　using　99mTc－MIBI　at　rest

Disease 　Ej㏄tion　　　No．　of

fraction（％）　injection

Acute　myocardial　infarction　48．1土15．8

01d　myocardial　infarction　　52．6±13．8

　Tota1　　　　　　　　　　　　　　51．8±14．4

Resting　angina　pectoris

4
．
Q
1
3

1
4
6

Effort　angina　p㏄toris

Variant　angina　Pectoris

　Total

Valvular　cardiopathy

Cardiomyopathy

Congenital　heart　disease

Others

　Grand　total

61．4土6．6

59．9土14．3

　49．0

59．7：ヒ13．5

　61．0
55．0±18．0

　57．0
44．3：｝：15．7

53．3±15．4

3
4
1

　
つ
↑

28

　1

22

　1

15

130

で平均66．7％であったのに対し，201Tlでは平均

50．0％とやや低い値であった．また，SPECT像

では両者ともに平均58．3％の陽性率であった
（Table　12）．

　Non－blind　ReadにおけるPlanar像とSPECT

像の陽性率の対比では，Planar像が平均69．4％

であったのに対し，SPECT像では平均88．7％で

あり，心筋梗塞症例同様SPECT像で高い陽性率

であった（Table　13）．

　6．ファーストパス法

　対象604件中130件に本剤投与直後にファース

トパス法（安静時）による心機能の解析が行われた．

左室駆出率（LVEF）値は，心筋梗塞症例で51．8土

14．4％，狭心症症例で59．7±13．5％，全体では

53．3±15．4％であった（Table　14）．また，　Planar

像およびSPECT像で得られた灌流異常のセグメ

ント数とLVEFとの間にはおのおのr＝0．31（n＝

97：p＜0．01），r＝0．24（n＝102：p＜0．02）の弱いな

がら有意な負の相関を認めた（Fig．3）．本検討で

は，多施設において種々の症例が含まれているた

め，両者の関係にはかなりのぼらつきが認められ

た．しかし，本剤を用いれば灌流低下および欠損

の広がりに加え，心機能の計測が可能なことが示

唆された．

　7．症例呈示

　以下に代表的な症例を呈示する．

　症例1：心筋梗塞症例　58歳，男性

　発症1か月後の心筋梗塞症例における本剤の

Planar像（Fig．4A）およびSPECT像（Fig．4B）を

示す．本剤投与後1回目撮像（30～1時間後）の画

像と2回目撮像（2時間後）の画像に著明な差異は

なく，ともに後側壁に明瞭な欠損を認めた．

　症例2：心筋梗塞症例　65歳，男性

　発症から約2年を経過した心筋梗塞症例におけ

る本剤と201T1のPlanar像（Fig．5A）およびSPECT

像（Fig．5B）を示す．本剤，201T1とも前壁中隔を

中心に前壁部分に欠損を認めたが，本剤の画像は

より鮮明であった．

　症例3：狭心症例　70歳，女性

　冠動脈造影にて右冠動脈（＃1）が完全閉塞，左

回旋枝（＃13）が90％狭窄であることが確認された

労作性狭心症例における本剤のSPECT像（Fig．

6）を示す．運動負荷時画像で認められた後下壁の

欠損部位に一致して安静時画像で本剤の取り込み

が確認され，運動負荷による虚血病変が明瞭に描
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　　　　　　No．　of　Seg　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　No．　ofScg

　Fig．3　Comparison　of　LVEF　vs．　No．　of　defect　and　reduced　segments　in　99mTc－MIBI．

出された．

　症例4：拡張型心筋症例　54歳，男性

　超音波検査にて，著明な左室拡大を認めた拡張

型心筋症における本剤のSPECT像（Fig．7）を示

す．心内腔の拡大および心尖部を中心とした取り

込み低下部位が明瞭に描出された．

　症例5：心室中隔欠損症例　2歳，女児

　心室中隔欠損症における本剤のSPECT像（Fig．

8）を示す．左室心筋の血流分布はほぼ均等であ

ることが確認された．また，本症例では右室の明ら

かな描出はなく，疾患に伴う右室負荷の存在を否

定できたことは診断上きわめて有用と考えられた．

　症例6：心室中隔欠損症例　36歳，女性

　心室中隔欠損症における本剤と201TlのSPECT

像（Fig．9）を示す．本剤で201Tlよりもきわめて

鮮明に，右室および中隔の形態変化および血流分

布が描出された．

　症例7：症例3と同一症例

　心拍同期心筋Planar像（Fig．10）を示す．拡張

末期像（ED）および収縮末期像（ES）より，心内

腔および心筋壁厚の心収縮に伴う変化が明瞭に把

握できた．

　症例8：　狭心症例　55歳，男性

　冠動脈造影にて右冠動脈（＃2）が90％狭窄、左

前下行枝（＃9）が99％狭窄であることが確認され

た労作性狭心症例における本剤のファーストハス

法にて撮像した正面像とPlanar像（Fig．11）を示

す．ファーストパス法（正面像）にて，安静時に比

し運動負荷時に心内腔が拡大し，かつ壁運動異常

が心尖部を中心に出現していることが示された．

一方，Planar像では安静時に比し運動負荷時に

心尖部を中心に欠損像を認めた．

IV．考　　察

　1．画　　質

　現在，201Tlを用いた心筋血流シンチグラフィ

は，虚血性心疾患の診断，治療方針の決定あるい

は治療効果判定に欠かせないものになっている8・9）．
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（A）

（B）

（A）

（B）

）

）

Fig．5　Comparison　of99mTc－MIBI　and　L’oiTICI　images

　　　　　at　rest　in　a　patient　with　old　anteroseptal　myo－

　　　　　cardial　infarction．（A：planar　B：SPECT）

Fig．4　99mTc－MIBI　planar（A）and　SPECT（B）images

　　　　　at　rest　in　a　patient　with　posterolateral　myo－

　　　　　cardial　infarction　l　month　from　the　onset．

，i，iiiib

つ

、

Horizontal　Vertical
Long　Axis　　Long　Axis

Fig．7　99mTc－MIBI　SPECr’　images　at　rest　in　a　patient

　　　　　with　dilated　cardiomyopathy．

Fig．6　9　9・　mTc－MIBI　SPECT　images　at　exercise　and　rest

　　　　　in　a　patient　with　effort　angina　Pectoris．
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⊃

Fig．8　99mTc－MIBI　SPECT　images　at　reSt　in　a　patient

　　　　　with　ventricular　septal　defect．

28巻12号（1991）

t”　1） の

Horizontal　Vertical
Long　Axis　　Long　Axis

Fig．9　Comparison　of99MTc・MIBI　and　20iTICI　images

　　　　　at　rest　in　a　patient　with　ventricular　septal

　　　　　defect．

Fig．10 99mTc－MIBI　gated　planar　images　at　rest　in　a　patient　with　eff（）rt　angina　p㏄toris．

（ED，　ES＝end－diastolic，　end－systolic　image）

FUNCTION PERFUSION

REST

EX

ED ES ANT

Fig．11 99mTc・MIBI　first－pass　and　perfusion　study　at　exercise　and　rest　in　a　patient　with

eff（）rt　angina　pectoris．
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9・　9mTc－MIBIの臨床的有用性の評価

しかし，その放出X線エネノしギーが70keVと低

いために画像の解像度が悪く，また，半減期が73

時間と比較的長いために投与量を抑える必要があ

り，必ずしもSPECT撮像に適した核種ではない

ことが指摘されている．

　一方，本剤は標識用核種として99mTcを用いて

いるため，その放出γ線エネルギー（141keV）が

イメーシングに適しており，かつ，半減期が6時

間と短く被曝線吊：も少ないために大量投与が可能

で，SPECTに1一分なカウントが得られ，201T1に

比べ鮮明な1由i像が期待できる．実際，今回の検討

において，本剤の画質はPlanar像，　SPECT像と

もに201Tlより有意に鮮明であり，　コントラスト

の良い画像が得られることが示された．一・部の症

例において，本剤の肝，胆嚢および胃壁への集積

が，画質に影響を及ぼすことがあったが，総合的

にはバックグラウンドの低い鮮明な画像が得られ，

読影評lllliを行う上で問題はなかった．また，本剤

11・il目撮像と2　1・！1　ll撮像の画質ではほとんど変化

が見られず，いずれも鮮明であったことは，本剤

の良好な心筋滞留性を示すものと考えられる．現

在汎用されている201Tlは，再分布を生じるため

撮像の時期に細心の注意を払うこと，またエネ

・しキーが低くカウント不足になりやすいため

SPECT像の画質が劣化することなど種々制限が

あるが，本剤ではそれらの制限はなく，Planar像

だけでなくSPECT像でも鮮明な画質が得られる

ことは，本剤の大きな利点であると考えられた．

　2．201Tl画像との一致性

　本剤と201Tlの画像所見の一致性に関しては，

これまで種々の検討がなされているが，冠動脈疾

患を対象にして行った米国での臨床試験における

一一 致率は，Planar像で90％lo），　SPECT像では

93％ll｝とともに高い一致率が報告されている．本

研究においてもこれらの報告と同様に，視覚的判

定によるセグメント分析結果からその…致性を検

討したが，投与時条件や撮像方法にかかわらず約

90％の高い’致率（完全一致率）が得られた．対

象を冠動脈疾患だけに限っていないので単純な比

較はできないが，今までに報告された値とほぼ同

1459

程度であり，本剤と201Tlの画像がよく一致して

いることが示された．

　一方，今1・11SPECT像において，本剤で正常と

したセグメントが，201T1で取り込み低下として

読影される割合がやや多い傾向にあったことは，

本剤と201Tlの不一致性に関連した興味ある結果

であろう．一一般に，201Tlの読影に際しては，比

較的吸収の影響を受け易い心筋下壁や中隔が見か

け上薄く見えるため注意が必要である．しかし，

本剤では201Tlよりも高エネルギーのため吸収の

影響を受けにくく，心筋血流をより良好に反映し

ていると考えられる．このことから，心筋下壁や

中隔の画像の差が，本剤と201T1の不一致として

現れた可能性がある．

　本剤の心筋への集積は受動拡散によるものであ

り，ATP－ase輸送系を介入する201T1とは異なる

とされる12・13）．心筋による抽出率は約66％と報

告されており14），201Tlの約80％に比しやや低値

であるが，その初期分布は201Tlと同様に冠血流

に比例し，一一度心筋細胞内に取り込まれるとcyto－

solic　proteinに結合し長時間保持され，明らかな

再分布はないことが確認されている15・16）．このよ

うに本剤と201T1のシンチグラムは，どちらも心

筋のiflL流状態を反映するが、心筋集積機序の違い

や再分布現象の有無などの相違点もあり，両薬剤

の一一致性の問題は今後さらに検討していく必要が

あろう．

　3．陽性率
　全体的に症例数が少なく，本剤と201T1の陽性

率を単純に比較することにはやや無理があるかも

しれない．しかし，両薬剤間にそれほど大きな違

いはなく，本剤が冠動脈疾患の検出に有効である

ことが示された．狭心症症例でやや陽性率が低か

ったが，これは今回の対象例に冠動脈狭窄の軽度

のものがかなり含まれていたためと考えられ，罹

患冠動脈の狭窄の程度を例えば75％以上の狭窄

例に限れば，これらの数値も高くなると考えられ
る1？｝．

　本剤の撮像条件別での陽性率に関しては，心筋

梗塞症例，狭心症症例ともにPlanar像よりSPECT
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像で高い値であったが，これは本剤の利点の一つ

である，高画質のSPECT像が得られることによ

るものと考えられる．

　本剤と201TICIのsensitivity，　specificityの比較

に関する報告は多数あるが，それらをまとめると

sensitivityはほぼ同等であり，　specificityでやや本

剤が勝るようである5・17・18）．今回の成績では症例

数の制限があり，陽性率の検討には今後さらに症

例数を増やして検討する必要があるだろう．

　4．安全性
　自他覚症状，身体所見および各種臨床検査値に

ついて調査し，総合的に安全性を評価した．自他

覚症状としては，第1・11相臨床試験で認められ

た一過性の異常味覚および異常臭覚（苦味や金属

臭）が本剤の投与を受けた患者の63．7％にみられ

たが，その程度は軽く，臨床的には特に問題はな

いと判断された．同様の症状は，欧米における臨

床試験でも認められているが，ごく僅かであり臨

床的には問題ないと報告されている4）．本剤の投

与に際しては，患者に呂二味等の症状が発現する可

能性をあらかじめ伝えたが，そのために，本症状

の発現率を高める結果になったものと考えられる．

　本剤の安全性に関しては，すでに欧米における

臨床試験でその高さが証明されているが，今回

の検討においても，本剤の投与を受けた患者の

98．7％に「安全性に問題なし」と判定され，本剤

の安全性の高さが示された．一部症例において，

自他覚症状や臨床検査値の変動を理由に「安全性

にやや問題あり」と判定されたが，いずれも一過

性であり，後に正常化していることより総合的に

は問題はないと考えられた．

　5．有効性および有用性

　本剤によるシンチグラムは，Planar像，　SPECT

像ともに高画質であり，201T1と同様に心筋の血

流状態をよく反映していると考えられた．また，

虚血性心疾患以外の疾患，例えば心筋症等では心

臓の形態情報を加味した心筋灌流の情報が得られ

た．さらに，今回の検討では幼・小児の先天性心

疾患等も対象にしたが，本剤を用いることにより，

非常に小さな心臓でも低被曝線量で明瞭に心筋を

描出できた．加えて，ファーストパス法の併用に

より血流状態のみならず心機能についても計測可

能なことが示されたことは，201Tlにない大きな

利点と言えよう19・20）．本剤の安全性および有効

性を総合して評価された有用性は，症例全体の

93．1％（有用以上）に認められ，本剤の有用性が十

分高いことが示された．

V．まとめ

　99mTc－MIBIの臨床的有用性について，各種心

疾患患者を対象として，全国33施設による第HI

相多施設共同試験を実施した．

　1．心筋梗塞，狭心症およびその他の心疾患を

有する患者457例604件を対象に，本剤の安全性，

有効性および有用性を評価した．

　2．本剤の画質は，Planar像，　SPECT像とも

に大部分において「非常に鮮明～鮮明」であり，

201T1の画質より有意に優れていた．

　3．本剤と201Tlの画像一致率は，　Planar像，

SPECT像の別にかかわらず約90％と高い一致率

であった．

　4．本剤と201Tlの陽性率は，ほほ同程度てあ

った．また，本剤のPlanar像とSPECT像ての

比較では，心筋梗塞症例，狭心症症例ともに

SPECT像で高い値であった．

　5．本剤の投与を受けた患者の約64％に，一過

性の異常味覚および異常臭覚がみられたが，その

程度は大部分で軽度であり，その消失も速やかで

あった．また，身体所見や臨床検査値にも明らか

に本剤に起因すると思われる一定の傾向を持った

変動は認められず，安全性の高い薬剤と考えられ

た．

　6．本剤の有用性は，症例全体の93．1％で「き

わめて有用～有用」と評価された．

　したがって，本剤はコールドキットのため使用

性，随時性が高く，画質に優れ，Planar像のみな

らずSPECT像の撮像にも適した薬剤であり，非

侵襲的に心筋の血流状態や心機能を把握するうえ

で，きわめて有用な放射性医薬品であると考えら

れた，
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　本研究はD－8404第1［1相臨床試験として行われたも

のである．
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Summary

CliniCal　EvalUatiOn　of　99mTC－Hexakis　2－Methoxy　lsObuty1　lsOnitrile（MIBI）：

　　　　　　　　　　　　　　　　　MUIticenter　Phase　III　Clinical　Trial

Kanji　ToRlzuKA＊，　Atsushi　KuBo＊＊，　Tsunehiko　NlsHIMuRA＊＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　and　Nagara　TAMAKI＊＊＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊Fukuiルledi‘・a／∫c加o／，　Fukui

　　　　　　　　　　　　　＊＊Depa〃〃le〃t　of　Radiologγ，κei・U〃ルersity　Hospi’at，　T・kγO

　　　　　　　　　　＊＊＊Depart〃re〃6ゾRadio～ρ8ツ，、Natio〃at　Cardio　vas‘・u／ar　Cθ〃ter，　Osaka

＊＊＊＊Depart〃ient・・f・Radi／・Z・gy　a〃d　N〃clear・Medici〃e，　Ky・’・Uni・ersitγ　Fa〈w1’”1’Medi・・’〃e，κン・t・

　　Multicenter　Phase　III　clinical　trial　on　a　new

myocardial　imaging　agent，　99mTc－hexakis　2－

methoxy　isobutyl　isonitrile（99mTc－MIBI），　was

carried　out　in　464　patients　with　various　cardiac

disorders．　Both　planar　and　tomographic　images

provided　high－quality　regional　myocardial　per－

fusion　images　which　correlated　well　with　20iTICI

images．　The　positive　ratios　of　myocardial　infarc－

tion　and　angina　pectoris　by　the　agent　were　as　high

as　that　of　201TICI．　In　addition，　ventricular　function

and　wall　motiorl　could　be　assessed　with　first－pass

and　ECG　gated　studies．　There　was　no　serious　ad一

verse　reaction　which　were　attributed　to　99mTc－

MIBI　in　any　of　patients　studied．　A　transient　me－

tallic　taste　was　observed　immediately　after　the

injection　in　apProximately　64％of　the　patients．

　　Based　on　its　safety　and　eMcacy，　the　clinical　use－

fulness　of99nlTc－MIBl　was　observed　in　562（93．1％）

of　604　injections．

　　In　conclusion，9・　9mTc－MI　BI　was　useful　as　a

imaging　agent　of　myocardial　blood　flow．

　Key　words：99mTc－MIBI，　Myocardia｜perfusion，

First－pass，201TICL
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