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《原　著》

1231標識βメチルーp一ヨードフェニルペンタデカン酸

　　　　による急性心筋梗塞の心筋イメージング

201T1心筋シンチグラフィ，局所壁運動との比較一

成瀬　　均＊　　板野　緑子＊

山本　寿郎＊　　森田　雅人＊
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　要旨急性心筋梗塞ll例に対して1231標識／S－methyl・P・iodophenylpentadecanoic　acid（BMIPP）による

心筋イメージングを行い，左室心筋を12segmentに分けて，冠動脈造影（CAG），塩化タリウム（2°1Tl）に

よる心筋シンチグラフィ（TL），断層心エコー図法による壁運動（WM）との比較を行った．梗塞責任ψ1管が

ノ1・1前下行枝近位部である症例におけるBMIPPの集積低下はすべてのsegmentに出現し得るが，左前一ド行

枝の’枝病変であるにもかかわらず，心基部の下壁にも集積低下をきたす場合が3例あった．

　亜急性期におけるBMIPPと同時に施行したTLはτ一〇．82，　P＜0．001で相関があったが，　BMIPP－TL

間の乖離はTLよりBMIPPの欠損程度がより著明である症例が多かった．乖離の症例においてその程度

は急性期から回復期にかけてのWMの改善と関連があるii∫能性が示唆された，亜急性期におけるBMIPP

と同時期のWMの比較ではτ一〇．50，　P＜0．001で相関があった．　BMIPP－WM間の乖離はBMIPPの欠損

が著明であるにもかかわらず，WMが比較的良好である場合に多く見られた．しかしながら，　BMIPP，　TL

単独ではWMの改善と関連はなかった．以1：よりBMIPPはTLやWMとの組み合わせにより，急性心

筋梗塞において詳細な心筋の状態を評価するのに有用と考えられた．

1．はじめに

　近年ヨード標識脂肪酸の心筋イメージングが実

用段階に入り，従来の代表的な心筋イメージング

製剤である塩化タリウム（201Tl）とは全く異なっ

た集積機序を有することより，その臨床像や意義

が注目されている．今回われわれは第3相臨床試

験として急性心筋梗塞に対してヨード標識脂肪

酸による心筋イメージングを行い，冠動脈造影

（CAG），タリウム心筋シンチグラフィ（TL），断
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層心エコー図法による壁運動（WM）との比較によ

り，その臨床像を明らかにする目的で平成3年1

月から3月まで以下の検討を行った．

II．対　　象

　対象は急性期に冠動脈造影法を施行し，亜急性

期から回復期においてBMIPP，　TLを施行し得た

急性心筋梗塞11例で，内訳は男性10例，女性1

例，平均年齢58士10歳である．7例に経皮的冠

動脈形成術（PTCA），3例に経皮的冠動脈血栓溶

解術（PTCR）を行い，このうち1例はPTCAと

PTCRを併用している．3例については末梢か

らのウロキナーゼ投与を行い（うち2例は続いて

PTCAも施行），1例は自然再開通していたため，

急性期の冠動脈の再開通は行わなかった．また8

例は急性期（入院時）およびBMIPP撮像時に同
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Table　1

核医学　29巻1号（1992）

Apro創e　of　all　l　l　patients．　The　segment　No．　represents　the　lesion　of　the

　　coronary　artery　according　to　the　AHA　classification

ぽN・m・A・・Sex　l蕊ct蹄ば

l　　K．K．　49
2　　1．L　　　69

3　　T．H．　　63

4　　H。S．　　73

5　　S．S．　　40

6　　F．M．　58

7　　K．N．　63

8　　N．S．　　57

9　　S．0．　　57

10　　NF．　　64

11　H．M．　44

Coronary　angiography

Manterior　35　days

Manterior　l6days
Manterior　l4days
Manterior　10days
Manterior　6　days

Manterior　8　days

Manterior　lOdays
Minferior　lOdays

Fanterior　7days
Minferior　8　days

Manterior　gdays

　　　　Infarct　related　artery

seg．6＝100％一・PTCA－・25％

seg．6＝　90％一・PTCA－・25％

seg．6＝100％一・PTCA一ぶ25％

seg．6＝　90％一・PTCA一ナ25％

seg．6＝IVT－・75％

seg．6＝lVT－・99％→PTCA－・25％
seg．6＝IVT－一・99％一・PTCA－・50％

seg．4PD＝100％…PTCR－・90％
seg．6＝100－・PTCR，　PTCA－・50％

seg．2＝SP－・50％

seg．7＝99％一・PTCR－・90％

（）ther　lesion

seg．9＝75％

seg．9，15＝90％

seg．9＝90％，　seg．13＝75％

seg．9＝75％

seg．4　＝一　99％

seg．9－90％

PTCA：percutaneous　transluminal　coronary　angioplasty；PTCR：percutaneous　transluminal　coronary　recanali－

zation（intracoronary　urokinase　administration）；IVT：peripheral　intravenous　administration　of　urokinase；

SP：spontaneous　recanalization

一の検者により断層心エコー図法を行いWMを

観察した，4例には約2か月後に再びBMIPPの

検査を行っており，第3相臨床試験は合計11患

者，15例に施行したが，今回は初回（発症後平均

12日目）検査11例につき検討を行った（Table　D．

HI．方 法

　治験薬斉ljは　1231標1識　／S－methyl－p－iodophenyl－

pentadecanoic　acid（以下BMIPP，開発コード

NMB　15，　1．1本メジフイジックス社製）である．本

試験の実施に際しては兵庫医科大学病院治験審査

委員会の承認を得た．また患者本人には本試験の

内容について十分説明し，全員から文書による同

意を得た．検査方法は2時間以上の絶食の後，

BMIPP　111　MBq（3　mCi）（一部148　MBq（4　mCi）

を経静脈内に投与し，約20分後に断層心筋シン

チグラフィ（SPECT）の撮像を開始した．　SPECT

の撮像はGeneral　Electric社製StarCam　400　AC／

Tを用い，右前斜位45°より左後斜位45°まで

180度32方向より1方向30秒で行った．体軸横

断像の撮像はフィルター補正逆投影法にて行い，

前処理フィルターはHanningフィルターを逆投

影時はRamp－Hanningフィルターを用い，吸収

補正は行わなかった．得られた体軸横断像より，

左室短軸像を再構成した．約3時間後に塩化タリ

ウム（201T1）111MBq（3　mCi）を静注し，　BMIPP

と同じ方法でタリウム心筋シンチグラフィ（TL）

の撮像および再構成を行った．なおTLはdual

SPECTとしてエネルギーピーク72　KeV，土15　‘｝，，

でデータ収集した．BMIPP，　TL，　WMとも左室心

筋を長軸方向に3等分し，心尖部から1／3と心基

部から1βの2断面の短軸像を選び，各断ifiiで

Fig．1のごとく一i周を6segmentに分割し，1症

例につき2断面，合計12segmcntにつきそれぞ

れ以下の基準で視覚的に評価した．

　BMIPP：grade　O－defect，　grade　l＿．　markedly

　depressed　uptake，　grade　2＝slightly　depressed

　uptake，　grade　3＝・normal　uptake．

　TL：grade　O＝defect，　grade　1＝　severe　hypoperfu－

　sion，　grade　2＝mild　hypoperfusion，　grade　3＝

　normal　perfusion．

　WM：grade　O　＝＝　dyskinesis，　grade　1　・一　akinesis，

　grade　2＝severe　hypokinesis，　grade　3二nlild

　hypokinesis，　grade　4＿normokinesis．

　これらの結果を比較し，1）CAG上梗塞責任血

管が左前下行枝近位部の9例におけるBMIPPの

集積低下部位について検討し，また各segmentに

おいて2）BMIPPとTL，3）BMIPPとWM（同時
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Comparison　between　BMIPP　and　TL　up－
takes　in　the　subacute　phase

iii．。．：：
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ii3　ii3
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i：：

　　　：：
　iii

grade　O　　　grade　l　　　grade　2　　　grade　3

TL
　grade　O　　　15

　grade　l　　　l3
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Comparison　between　BMIPP　uptake　and
WM　in　the　subacute　phase

：°

BMIPP

Fig．1　Locations　of　the　depressed　uptakes　of　BMIPP

　　　and　TL　in　patients　with　the　culprit　lesion　in

　　　the　left　anterior　descending　artery．

　　　●：segment　showing　depressed　uptake（nLg）・

期），4）BMIPP，　TL単独とWMの変化の関連，

5）BMIPPとTLの乖離部位におけるWMの変
化，について検討した．BMIPPとTLの比較は

4段階評価が・’致した場合（BMIPP－TL），　BMIPP

の欠損がTLよりも1段階低下している場合

（BMIPP・－rTL），　BMIPPの欠損がTLよりも2段

階低ドしている場合（BMIPP　’TL）の3群に分け，

WMの急性期から亜急性均jにかけての変化は，変

化なし（unchanged），1段階改善（旬rly　improved），

2段階改善（improved）の3段階に分けて評価し

た．統計処理はBMIPPとTL，　WMの比較は

Kendallの順位相関係数，　BMIPPとTLの乖離

部位におけるWMの変化はKruskal－Wallisの検

定後，ZL）検定圭たは，　Williams－Wilcoxonの検定

を行った．

IV．結　　果

　全例BMIPP検査前後で自覚・他覚症状の変化

および血液生化学検査の変化等も特になく，安全

性には問題ないと考えられた．

　D　梗塞責任血管病変が左前下行枝近位部にあ

　　る場合におけるBMIPPの集積低下部位

　ll症例のiiiで左前下行枝近位部を梗塞責任血

grade　O　　　grade　l　　　grade　2　　　grade　3

WM（subacute　phase）

grade　l

grade　2

grade　3

grade　4

8
つ
↑
0
4
1

5
亀
∠
3
7
’

1
5
4

1
4
「
0

　
　
3

WM：Wall　motion　evaluated　by　two－dimensional

echocardiography

管病変とする症例は9例である（Table　l，　case

l～7・9・ID．　BMIPP　grade　Oから2を集積異常

とし，この9例におけるBMIPPの集積低下部位

および比較のためTLの集積低下部位をFig．1に

示す．対象には梗塞責任血管以外にも有意狭窄の

ある多枝病変例も含まれるため，集積低’ドはすべ

てのsegmentに出現し得るが，3例は左前下行枝

の一一一枝病変であるにもかかわらず，本来灌流部位

として可能性の少ない心基部の下壁にも集積低下

をきたす症例が存在した（case　2・7・11）．

　2）BMIPPとTLの比較
　亜急性期に同時に施行したBMIPPとTLの視

覚的な欠損の4段階評価はτ一〇．82，p〈0．001で

相関があったが（Table　2），　TLよりBMIPPの欠

損がより著明である症例が多かった．

　3）BMIPPとWMの比較
　WMの補覚的評価は5段階評価であったが，

9rade　O　（dyskinesis）のsegmentがなく，実質的に

は4段階評価となっている．亜急性期のほぼ同時

期に施行したBMIPP欠損とWMの視覚的評価

Presented by Medical*Online



80 核医学　29巻1号（1992）

Table　4　The　relationship　betwoen　BMIPP　uptake　and

　　　　the　change　in　WM　from　acute　to　subacute

　　　　phase

BMIPP

grade　O　grade　l　grade　2　grade　3

WM　unchanged　　11　　　7　　　2　　　3
WM　fairly　improved　5　　　3　　　1　　　2

WM　improved　　　5　　　1　　　3　　　2

　WM　fairly　improved：improved　by　1　grade

　WM　improved：improved　by　more　than　2　grades

Table　s　The　relationship　between　TL　uptake　and　the

　　　　change　in　WM　from　acute　to　subacute　phase

TL

　　　　　　　　grade　O　grade　l　grade　2　grade　3

WM皿changed　　　6　　　9　　　5　　　3
WM　fairly　improved　l　　　5　　　2　　　3

WM　improved　　　2　　　1　　　3　　　5

　WM　fairly　improved：improved　by　l　grade

　WM　improved：improved　by　more　than　2　grades

Table　6　The　relationship　between　the　change　in　WM

　　　　from　acute　to　subacute　phase　and　the　uptakes

　　　　of　BMIPP　and　TL

WM　unchanged
　worsened
WM　fairly　improved

WM　improved

BMIPP
＝TL

　15

【

」
く
ノ

BMIPP
＜TL

　8

CJ
？
」

BMIPP
《TL

0

1
3WM　fairly　improved：improved　by　l　grade

WM　improved：improved　by　more　than　2　grades

による比較ではτ・＝O．50，p＜0．001で相関があっ

た（Table・3）．乖離はBMIPPの欠損が著明である

にもかかわらず，WMが比較的良好である場合が

多く（例えばWM＝3／BMIPP－0），逆にWM＝1／

BMIPP＝2，　WM＝1／BMIPP＝3のようにBMIPP

のほうがWMより良好な症例はなかった．

　4）BMIPP，　TLとWMの改善

　亜急性期のBMIPPとTLにより，それぞれ単

独で急性期から亜急性期にかけての変化と関連が

あるかを検討したところ，BMIPP（Table　4），　TL

（Table　5）の両者とも関連は認めなかった．

　5）BMIPPとTLの乖離部位におけるWM
　　の改善

　亜急性期におけるBMIPPとTLの乖離部位の

有無と，WMの急性期から亜急性期にかけての変

化を比較した結果を示す．急性期ですでにWM

が4（正常）であった51segmentは改善の評価が

不能であるため，これを除く45segmentについ

てTable　6にまとめた．　BMIPP＝TL群（BMIPP

とTLのgradeが同じ）とBMIPP《TL群i（BMIPP

よりTLのgradeが2段階以上高い）の2群間で

はP〈O．01，BMIPP＜TL群（BMIPPよりTLの

gradeが1段階高い）とBMIPP《TL群の2群間

ではP＜0．05でWMの改善度に有意差があった．

なおBMIPP＞TLの3segmentはいずれも急性期

すでにWMが4であった．

　6）症例の呈示

　症例は58歳男性（case　No．6）．突然の胸痛に

て発症し，当科CCUにて急性心筋梗塞と診断し，

末梢からのウロキナーゼ投与後緊急冠動脈造影に

て左前下行枝seg．6に99％の狭窄があったが，

発症後約2時間目にPTCAを施行し，25％に改

善した．発症後8日目における本例のBMIPPは

前壁から中隔の著明な集積低下がみられた（Fig．

2）が，同日撮像のTLではほとんど正常に近い軽

度の灌流低下を示しており，典型的なBMIPP－TL

間の乖離を示した症例である．乖離部位の壁運動

は急性期（発症当日）においてakinesisであった

が，亜急性期（発症後約1か月）では著明に改善

している．

V．考　　案

　BMIPPは局所心筋代謝を評価する目的で開発

された放射性核種標識側鎖脂肪酸である1“’6）．そ

の集積機序はβ酸化を反映する直鎖脂肪酸の心筋

製剤？）や，ポジトロンCTにおける11C一パルミチ

ン酸8）と異なり，脂肪酸として細胞内に取り込ま

れた後，脂質プールに保持されるとされており，

心筋エネルギー代謝を視覚的に評価する可能性を

持つ初めてのSPECT製剤としてその臨床的有用

性が期待されている．本剤の集積は心筋梗塞再開
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　　　　　　　　　　2－Dimensional　Echocaldiograms（Short　Axis　View）

Fig．2　A　typical　case　in　which　BMIPP　and　TL　showed　discordant　findings．

　　　　Upper：BMIPP　and　TL（arrow－．　discordant　area），　Lower：change　in　WM　from

　　　acute　to　subacute　phase．

通部位においてTLと異なる心筋内分布を示す報

告もあり9・10），虚」血L心筋局所において血流以外の

新しい情報を得られる可能性があり，臨床応用さ

れるようになれば，血行再建術前後の心筋viabi－

lity評価，　stunned　myocardium　や　hibernating

myocardiumの病態解明等，広い応用範囲できわ

めて有用と思われる．われわれは第3相臨床試験

に参加する機会を得，急性心筋梗塞を対象として

検討を行った．今回の検討では左前ド行枝近位部

を梗塞責任血管病変とする症例が多く，集積低ド

範囲の検討ではこれらの症例におけるBMIPPの

集積低下はすべてのsegmentに出現する可能性が

あった．心尖部の断面に関しては左前下行枝近位

部の場合，全周性に欠損が出現するのはTLでも

しばしば経験するところであり，BMIPPでも同

様の所見がみられることは予想される．心基部の

ド壁，側壁は一’般に右冠動脈，左回旋枝により灌

流を受けると考えられるが，この部位にも欠損が
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82 核医学　29巻1号（1992）

出現しており，この原因として梗塞責任血管以外

の狭窄による虚血の可能性も考えられる．注目す

べきことに左前下行枝の一枝病変であるにもかか

わらず，心基部の下壁にも集積低下をきたす場合

が3例あり，これらは梗塞責任血管以外の狭窄に

よる虚血では説明できない．この3例はTLにお

いても同部位の一部に集積低下を認めているので，

冠動脈造影で検出できない微小血管病変を鋭敏に

検出している可能性もある．低エネルギー核種で

あるTLは吸収および散乱の影響で後下壁におい

て偽陽性所見がでやすいのは知られるところであ

る．これに対してBMIPPは1231標識であり，少

なくとも吸収および散乱の影響では説明ができな

い．今回は第3相臨床試験であるため，主として

患者の状態が比較的安定した亜急性期において

BMIPPの検査を行ったが，同時期のTL，　WMと

の比較を行った結果，いずれも良好な相関があっ

た．しかしながらBMIPPとTLの比較では，

TLに比してBMIPPが著明な欠損を示す乖離の

パターンが多く，これは第2相臨床試験における

多施設による共同研究のデータ11）で亜急性期に

比較的乖離が多かったという結果と一致する．

BMIPPと亜急性期WMとの比較では，　BMIPP

の欠損が著明であるにもかかわらずWMが比較

的良好である場合が多く，この逆の組み合わせは

ほとんどなかった．

　なおTLとの比較においては，同じ撮像方法や

データ処理法を用いており，位置合わせが比較的

容易であり，乖離の評価においても位置的な誤差

はほとんどないと考えられる．今回われわれの検

討においてはTLのみdual　energyによる撮像で

あるため，クロストーク（特に1231から201Tlあ

るいはhotからcold）の影響下の画像であるとい

う技術的な問題点がある．しかしながら，乖離パ

ターンのほとんどであるBMIPP〈TLのsegment

においては，BMIPPの欠損部が集積のあるTL

に影響を及ぼすとは考えられない．またもしエネ

ルギーピークの高い1231－BMIPPから低い201T1

へ影響があるとすれば，TL　dual　energyの画像は

TLとBMIPPの中間的なものとなることが予想

される．それにもかかわらず乖離がみられたこと

は，これらの乖離が明らかに存在することを示し

ており，むしろ乖離のみられる場合を過小評価し

ている可能性さえある．

　そこでこれらの亜急性期におけるBMlPPとTL

の乖離部位において，その乖離の程度が急性期か

ら亜急性期にかけてのWM変化と関連があるか

を検討したところ，急性期再灌流療法を施行した

という条件下ではあるが，乖離の程度が著しい場

合にはWMの改善の頻度も高かった．急性期に

PTCAを施行した梗塞心筋では急性期すでに血流

は再開されている．このような心筋でTl，　BMIPP

ともdefectである場合はviabilityがなかった可

能性がある．これに対してTL〈BMIPPの心筋に

おいては血流が再開され，かつ心筋のviabilityが

あったと考えられる．したがって壁運動，脂肪酸

代謝ともいずれは改善する可能性を持っているが

壁運動はより早く改善し，脂肪酸代謝が未だ改善

していない，すなわちstunned　myocardiumにお

ける改善時期の差と解釈することもできる．もち

ろん今回の結果のみから，ただちにTL－BMIPP

の乖離部位がstunned　myocardiumを表すとはい

えないが，心筋細胞内のATP濃度，およびミト

コンドリア機能とBMIPP集積は関連があるとい

う報告があり12・13），今回のような血行再建例にお

いて，血流があるにもかかわらず脂肪酸代謝が低

下している心筋部位が壁運動と関連があったこと

はエネルギー代謝との関連により非常に興味深

い14）．今後本剤が臨床の場で広く用いられるよう

になり，今回検討できなかった急性期や慢性期の

BMIPPや慢性期のWMとの比較が可能となれば，

stunned　myocardiumの病態解明等にきわめて有

用と考えられる．BMIPPは今までポジトロンCT

でしか観察できなかった心筋の脂肪酸イメージン

グを初めてSPECTで可能とした画期的な製剤で

あり，血流イメージングとして定着しているTL

との組み合わせによりさらに詳細な虚血心筋の状

態把握が，例えば「血流はあるが脂肪酸代謝が障

害されている心筋」という表現が可能となるであ

ろう．今後このような複数の心筋イメージング製
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剤の組み合わせにより，心筋シンチグラフィはま

すますfunctional　imagingとしての色彩を強めて

いくことが予想される，

VI．結 論

　心筋梗塞亜急性期におけるBMIPPの欠損は

TLの欠損やWMの異常と相関があったが，冠動

脈の狭窄のない部位でも欠損を生じることがあっ

た．また，TLよりBMIPPの欠損程度が著明で

ある乖離のパターンが多く，このような場合乖離

の程度は急性期から亜急性期にかけのWMの改

善と関連があった．BMIPPはTLやWMとの組
み合わせにより，詳細な虚血心筋の状態を評価す

るのに有用でてあった．
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Summary

Myocardial　lmaging　in　Acute　Myocardia1　lnfarction　Using

　　　　β一Methyl－p－（1231）－lodophenylpentadecanoic　Acid：

　　　　Comparison　with　201TI　Imaging　and　Wall　Motion

　　Hitoshi　NARusE＊，　Midoriko　ITANo＊，　Tomohiro　KoNDo＊，　Takao　KoGAME＊，

Juro　YAMAMoTo＊，　Masato　MoRITA＊，　Hideo　KAwAMoTo＊，　Naoshige　FuKuTAKE＊，

　　　　　　Mitsumasa　OHYANAGI＊，　Tadaaki　lwAsAKI＊and　Minoru　FuKucm＊＊

＊First　Department　o．〃nternatル1edicine，＊＊Deρartment　of　Nuclearルledici〃e，

　　　　　　　　　　Hかogo　Co〃ege（ofル1edicine、　Nishino〃liya，ノapan

　　Myocardial　imaging　usingβ一methy1・p－（1231）－

iodophenylpentadecanoic　acid（BMIPP）was　per－

formed　in　l　l　patients　with　acute　myocardial　infarc－

tion．　The　left　ventricular　images　were　divided　into

1　2　segments，　and　myocardial　imagings　with　BMIPP

were　compared　with　coronary　angiography（CAG），

thallium－201　myocardial　scintigraphy（TL）and

wall　motion　obtained　by　two－dimensional　echo－

cardiography（WM）．　When　the　culprit　lesion　was

at　the　proximal　point　of　the　left　anterior　descend－

ing　artery（LAD），　all　segments　showed　depressed

uptake．　In　3　cases　with　single　vessel　disease　of　the

LAD，　inferior　wall　of　the　basis　showed　reduced

uptake　of　BMIPP　despite　the　location　of　the

culprit　lesion．　In　cases　with　discordant　uptake

between　the　two　tracers，　BMIPP　frequently　showed

more　severely　depressed　uptake　than　TL　in　the

subacute　phase，　although　the　uptake　of　BMIPP

correlated　with　that　of　TL（τ＝0．82，　p〈0．001）．　ln

such　cases，　the　discordance　was　related　to　the

improvement　in　WM　from　the　acute　phase　to　the

convalescent　phase．　BMIPP　uptake　correlated　with

WM　in　the　subacute　phase（τ二〇50，　p＜0．001）．

BM　IPP　showed　more　severely　depressed　uptake

while　WM　showed　mild　asynergy　in　most　cases　in

which　discordance　was　found　between　the　BMIPP

and　WM　findings．　However，　there　was　no　correla－

tion　between　the　change　in　WM　from　the　acute　to

subacute　phases，　or　the　uptakes　of　BMIPP　and

TL　alone．　We　concluded　that　the　myocardial　con－

dition　can　be　evaluated　in　detail　in　acute　myo－

cardial　infarction　by　comparing　the　findings　of

BMIPP　with　those　of　TL　and　WM．

　　　Key　words：　　1231一β一methyl－p－iodopheny1－

pentadecanoic　acid，　Acute　myocardial　infarction，

Wall　motion，201TI　myocardial　scintigraphy．
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