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《原　著》

　　心筋脂肪酸代謝イメージング剤ノB一メチルーp－（1こ31）一

ヨードフェニルペンタデカン酸注射液の第3相臨床試験

多施設による有効性と安全性の検討一

鳥塚　莞爾＊　　米倉　義晴＊＊　西村　恒彦＊＊＊　大嶽

分校　久志＊＊＊＊＊玉木　長良＊＊　植原　敏勇＊＊＊

達＊＊＊＊

　要旨　心疾患患者587例を対象に脂肪酸代謝イメージング剤β一メチノL－p一ヨード（123Dフェニルペンタデ

カン酸の有効性と安全性を検討した．虚血性心疾患の63％，心筋症の39％およびその他の心疾患の36％

で本剤はL’OITIより相対的に著しい集積低下を示した．心筋梗塞の血行再建術成功例では未施行例に比し本

剤の方が201Tlより著しい集積低下（B型）を示す症例が多く，発症後または術後日数の経過とともに両薬剤

の所見が一’致する（E型）症例が増加した．201TIの再分布領域ではB型が，固定性欠損領域ではE型が多

く，また，本剤の心筋集積程度はL’OITI検査で判定された心筋viabilityとの相関がみられた．拡張型および

二次性心筋症ではE型が約60％に，弁膜性心疾患や心筋炎ではB型が約45％の症例でみられ，また，肥

大型心筋症や高血圧心ではさまざまな両薬剤の所見の乖離がみられた．本剤は安全性に問題はなく，心筋脂

肪酸代謝を反映する有効な心疾患診断薬剤であると考えられた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（核医学29：413－433，1992）

1．緒　　言

　β一メチルーp一ヨード（i231）フェニルペンタデカン

酸［i231・BMIPP，化学名：15－（P一ヨードフェニル）－3

（R，S）一メチルペンタデカン酸】注射液（以下，本剤）

はシングルフォトンエミッションCT（SPECT）を

用いて局所心筋脂肪酸代謝を評価するために開発

された放射性医薬品である1）．

　第1相臨床試験における本剤の薬物体内動態の

検討の結果，本剤は心臓や肝臓などの脂肪酸代謝

が営まれる主な臓器に集積し，また，本剤により
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良好な心筋プラナー像およびSPECT像が得られ，

さらに，安全性についても問題ないことが示唆さ

れた2）．心疾患患者を対象とした第2相臨床試験

では，虚血性心疾患および心筋症などの様々な心

疾患の病態において，本剤により201T1とは異な

る心筋代謝情報が得られ，本剤は各種心疾患の診

断において安全で有効であることが示唆された3）．

このような結果に基づき，今回われわれはさらに

多数の各種心疾患患者を対象として，本剤の安全

性と有効性を検討するために平成2年12月から平

成3年3月にかけて，Table　1に示す全国41の医

療機関による共同研究として本剤の第3相臨床試

験を実施した．

II・対象および方法

　L　対　　象

　心疾患患者を対象とした．原則として18歳未満

の患者は除外した．また，肝臓または腎臓に高度

な機能障害のある患者，重篤な合併症を有する患
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者，薬物等に対するアレルギーまたは特異体質の

既往を有する患者，妊婦，授乳中の婦人，および

その他，安全性あるいは有効性の判定上，本試験

の対象として不適当であると担当医師が判断した

患者は除外した．

　本試験の実施に際しては各医療機関の治験審査

委員会の承認を得るとともに，治験担当医師は被

験者または代理人に対して本試験および本剤につ

いて十分説明し，本試験への参加について文書ま

たは口頭で自由意志に基づく同意を得た．

　2．試験薬剤

　試験薬剤の1231－BMIPP（開発コード：NMB15，

日本メジフィジックス社製）は1バイアル（1．5m1）

中，ヨウ素一123として検定時において111MBq

の15－（P一ヨードフェニル）－3（R，S）一メチルペンタデ

カン酸（1231）（担体として0．6mg）を含む注射剤で

ある．

　3．投与量および投与方法

　2時間以上の絶食状態で，静脈を確保した後，

本剤を静脈内に投与し生理食塩液にてフラッシュ

した．投与量は111MBqを標準とし，必要に応

じ74～148MBqの範囲内で適宜増減した．

　4・本剤による核医学検査

　本剤投与後約20分からの早期SPECT像および

必要に応じプラナー像を得た．可能であれば，投

与後3～4時間に後期像を得た．

　5．安全性の検討

　本剤投与前後に被験者の状態を診察し，自・他

覚症状の有無について検討するとともに，本剤投

与前および投与後それぞれ1週間以内を目処に以

下の臨床検査を行った．

・血液学的検査：赤血球数，ヘモグロビン量，ヘ

　マトクリット値，血小板数，白血球数，白血球

　像

・ 血液生化学的検査：総蛋白，アルブミン，Al－P，

　GOT，　GPT，　LDH，総コレステロール，中性脂

　肪，総ビリルビン，尿素窒素，クレアチニン

・ 尿検査：糖，蛋白，ウロビリノーゲン，ビリル

　ビン，ケトン体

　本剤投与後に自・他覚症状の変化または臨床検

Table　l　lnstitutions　collaborating　in　the　study

北海道大学医学部附属病院

札幌医科大学附属病院

岩手医科人学附属病院

福島県立医科大学附属病院

山形人学医学部附属病院

新潟大学医学部附属病院

防衛医科大学校病院

東京大学医学部附属病院

慶雁義塾大学病院

虎の門病院

東邦大学医学部附属大森病院

心臓血管研究所附属病院

北里大学病院

信州大学医学部附属病院

浜松医科大学附属病院

名古屋大学医学部附属病院

三重大学医学部附属病院

金沢大学医学部附属病院

金沢医科大学病院

福井医科大学医学部附属病院

滋賀医科大学附属病院

治験総括医師：福井医科大学

判定委員会：
　　　　　　分校久志4）＊，滝

核医学科，循環器内科
方｛〔身寸糸泉手：F，　第二1内手：｝

放射線科，第二内科

ag　一内科，核医学科

放射線科，第’内科

放射線科

第一内科

放射線科3），第二内科

放射線科，内科

放射線科

第一内科

内科

放射線科，内科

中央放射線部

第三内科，放射線科

放射線科

放射線科，第一内科
核医学科4｝

放射線科，循環器内科

放射線科，内科

放射線科，第一一内科

鳥塚莞爾　　　　事務局

京都大学医学部附属病院
京都Jff　．i？：医科人学附属病院

国fノニ循環器病センター

大阪人学医学部附属病院

人阪市立大学医学部附属病院

住友病院

兵庫医科大学病院

神戸大学医学部附属病院

神戸市立中央市民病院

姫路循環器病センター

川崎医科大学附属病院

倉敷中央病院

愛媛大学医学部附属病院

松山赤十字病院

小倉記念病院

九州大学医学部附属病院

久留米大学医学部附属病院

熊本大学医学部附属病院

宮崎医科大学医学部附属病院

鹿児島大学医学部附属病院

核医学科D，第三内科

第二内科

放射線診療部2），心臓内科

放射線科，第一内科

核医学研究室，第・内科

RI検査部
核医学科，第一内科

第一内科，放射線科

核医学科，内科

循環器内科

核医学科

循環器内科

放射線科

循環器内科

循環器科

放射線科

第三内科，放射線科

放射線科

放射線科

放射線科，第一内科

　　　　　第二内科

　　　　　　　　　　　　　　　　　：米倉義晴1），西村恒彦2）

米倉義晴1），西村恒彦2），玉木長良1）＊，植原敏勇2）＊，大嶽　達3）＊，渡辺俊明3），

　　　　　　　淳一4）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（＊は幹事会委員を兼ねる）
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査値の異常変動が認められた場合には，本剤との

関連性を　「1．関係なし」，「2．関係がないと思わ

れる」，「3．関係があるかもしれない」，「4．多分

関係あり」および「5．明らかに関係あり」の5

段階で判定した．

　6・有効性および安全性に関する判定

　本剤の有効性に関しては，本剤のシンチグラム

所見，画質および有効性の判定に基づいて評価し

た．判定は担当医師による判定（以下，担当医判

定）および統一化した判定基準で有効性を検討す

るため設けられた判定委員会による判定（以下，

委員会判定）で行った．また，判定委員会とは別

に幹事会を設け，問題症例を検討するとともに有

効性および安全性の解析対象症例の採否を検討し

た．

　（D　本剤のシンチグラム所見｛担当医判定およ

　　び委員会判定）

　本剤の早期SPECT像の所見について，「1．正

常」，「2．局所的異常」，「3．不均一分布」，「4．著

しい集積低下」，「5．その他」および「9．判定不

能」で判定した．「2．局所的異常」と判定した場

合には，Fig．1に示す17に分割されたSPECT像

の心筋セグメントについて，異常のみられたセグ

メントごとに異常の内容を「集積増加」，「集積低

下」および「欠損」で視覚的に判定した．

　本剤の後期SPECT像が得られた症例について

は，後期像を早期像と比較し，「1．早期像と同じ」，

「2．Fill－inあり」，「3．局所的なWashoutあり」，

「4．全体的なWashoutの充進」，「5．その他」お

よび「9．判定不能」で視覚的に判定した．
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Fig．1　Schemes　of　the　segments　for　grading　myo－

　　　cardial　uptake　of　1231－BMIPP　and　201Tl　in

　　　SPECT．

　（2）201Tlとの比較（担当医判定および委員会判

　　定）

　本検査とほぼ同時期に塩化タリウムー201（以下

201Tl）による心筋シンチグラフィが施行されてい

る場合には，201Tlのシンチグラムについて本剤

と同様の方法で判定した．201Tlシンチグラムの

所見は，原則として早期SPECT像を判定したが，

本剤が安静時，かつ201T1が負荷時に検査された

場合には201Tlの再分布像を判定した．また，委

員会判定では，201Tlの早期像および後期像がと

もに得られた症例については，201Tlの再分布所

見についても本剤の早期像と後期像の比較と同じ

基準を用いて判定した．

　また，本剤と201Tlの所見について，乖離の有

無を判定し，その結果を「1．乖離なし：E型」，

「2．本剤の方が集積低下が著しい：B型」，「3．

2°1T1の方が集積低下が著しい：T型」，「4．201T1

の集積増加部位で本剤は集積低下または正常：R

型」，「5．本剤の集積増加部位で201Tlは集積低下

または正常：Z型」，「6．その他」および「9．判定

不能」で判定した．解析はセグメント別または症

例別に行ったが，1症例において異なる乖離のタ

イプが混在するものは「M型」とした．

　本剤と201T1の所見を比較する対象は，両薬剤

による検査間隔が，急性心筋梗塞については1週

間以内，その他の心疾患については3か月以内の

症例を採用した．

　（3）画質判定（委員会判定）

　判定委員会において本剤の早期SPECT像の画

質について，「1．Excellent」，「2．　Good」，「3．　Fair」

および「4．Poor」の4段階で判定した．

　（4）有効性の判定（担当医判定）

　担当医師は本剤による検査の有効性について

「1．きわめて有効：診断のためにきわめて有効な

情報が得られた．」，「2．有効：診断のために有効な

情報が得られた．」，「3．やや有効：診断のために有

効な情報はあまり得られなかった．」および「4．無

効：診断のために有効な情報は全く得られなかっ

た，」の4段階および「9．判定不能：何らかの要

因で有効性は判定不能であった．」で判定した，
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　「きわめて有効」または「有効」と判定した場

合にはその理由について「a．心筋代謝を反映した

情報が得られた．」，「b．病態をよく反映した所見

であると考えられた．」，「c．臨床症状と一致した

所見であると考えられた．」，「d．viabilityの判定

に有効と考えられた．」，「e．診断のための情報が

追加された．」，「f，心筋の形態の把握に有効であ

った．」および「g．その他」の中から選択した．

　（5）安全性の判定（担当医判定）

　担当医師は自・他覚症状の変化や臨床検査値の

異常変動の有無等から本剤の安全性を「安全」，

「安全とはいえない」および「安全でない」の3

段階で判定した．

　（6）有用性の判定（担当医判定）

　担当医師は本剤の有効性と安全性を総合して，

本剤の有用性を「きわめて有用」，「有用」，「やや

有用」および「有用でない」の4段階および「判

定不能」で判定した．

　7．統計学的検定

　画質の群間比較にはKruskal－Wallis検定を，そ

の他の群間比較にはFisherの直接確率計算また

はx2検定を用いた．群内の所見の出現頻度の比

較にはMcNemar検定を用いた．有意水準は5％

とした．

III．結　　果

　1・解析対象

　本試験において546例に本剤が投与された．こ

のうち39例では本剤が2回，1例では3回投与さ

れており，のべ症例数は587例であった．以下，

症例数についてはのべ症例数で示す．安全性の検

討については本剤が投与された全587例を対象と

した．

　有効性に関する検討については，幹事会におけ

る検討の結果，以下の41例については有効性の解

析対象から除外した．すなわち，除外基準に従い

アレルギー既往を有する患者18例および重篤な合

併症を有する患者5例を，また，プロトコールか

ら逸脱し食後2時間未満に本剤が投与された9例

および早期SPECT像が得られなかった1例を除

外した．さらに，本剤投与の際に注射漏れのあっ

た4例およびSPECT像再構成プログラムに異常

があった4例については，本剤のシンチグラムの

解釈が困難と考えられたため除外した．なお，18

歳未満の症例は15歳例が1例あったが，本人の同

意能力に問題はなく，また保護者からも同意を得

ており，成人と同様に解析しても問題ないと判断

されたため，解析対象として採用した．したがっ

て，本剤の有効性については前述した除外例41例

を除く546例を対象に検討した．年齢は15～87

歳（平均56．3土12．3歳），男性413例，女性133例

であった．

　投与量については，本剤74MBq，111MBqお

よび148MBqが，それぞれ9例（1．6％），526例

（96．3％）および11例（2．0％）に投与された．

　2．疾患分類

　解析対象の内訳をTable　2に示す．本剤が安静

時および運動負荷時に投与されたのはそれぞれ

506例および40例であった．

　心疾患の分類については，大分類として虚血性

心疾患，心筋症およびその他の心疾患に大別した．

虚血性心疾患のうち，心筋梗塞については発症か

ら本剤による検査（以下，本検査）までの日数に

よって，急性心筋梗塞は発症後14日以内【以下，

AMI　（－D14）】および15日～30日【以下，　AMI

（D15－30）］，また陳旧性心筋梗塞は発症後31日～

90日［以下，OMI（D31－90）】および91日以上［以

下，OMI（D91－）】に分類した．また，狭心症につ

いては，労作性狭心症，不安定狭心症および異型

狭心症に分類した．心筋症については肥大型心筋

症，拡張型心筋症および二次性心筋症に分類した．

その他の心疾患については，高血圧性心疾患，弁

膜性心疾患，心筋炎および他の心疾患に分類した．

また，上記の心疾患分類のうち2つ以上の心疾患

を合併している場合には，急性心筋塞梗，陳旧性

心筋梗塞，狭心症，心筋症およびその他の心疾患

の順で優先させ，上記の心疾患のうちいずれかに

分類した．

　なお，本剤と201T1の比較については，有効性

の解析対象例のうち201T1検査が実施された症例
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Table　Z　Numbers　of　cases　analyzed　in　the　trial　according　to　the　diseases，　conditions

on　the　l231－BMIPP　studies（rest　or　exercise）and　the　comparison　with　201Tl　studies

Disease Numbers　of　cases

Condition

Rest Exercise

Comparison
with　201Tl

　studies

AMI　（－Dl4）
AMI　（D15－30）

OMI　（D31－90）

OMI　（D91－　）

　　　　Subtota1

58（10．6％）

43（7．9％）

63（11．5％）

77（14．1％）

■

／
〔
∠
0
／
Q
／

5
4
丁
～
｝
5241 217

E－AP

U－AP

V－AP

32（5．9％）

11（2．0％）

5（0．9％）

18

11

5

Subtotal 48

　IHD　total

HCM
DCM
SCM

34

289（52．9％）

138（25．3％）

38（7．0％）

12（2．2％）

251

138

37

12

CM　total 188（34．4％） 187

1
1
4
8
一
4

－
「
内
∠

4
0
0

1

4
丁
O
1
3

5
3
6
7
’
218

32
11

　5

　　14

　　38

　　0
　　1
　．－0

－

一」

HHD
VHD
Myocarditis

Others

25（4．6％）

14（2．6％）

13（2．4％）

17（3．1％）

69（12．6％）

’

）
4
3
6

内
∠

1
1
1

0
0
0
1

Others　tota1 1

48

266

68

104

35

10

149

2
4
1
4
一
1

2
1
1
1
一
6

　　　　　Total　　　　　　　　　　546　　　　　　　　　　　　506　　　　　　　　40　　　　　　　　476

AMI（－D14）and　AMI（Dl5－30）：acute　myocardial　infarction　within　14　days　and　l　5　to　30　days　after　the　onset，

respectively，　OMI（D31－90）and　OMI（D91－　）：old　myocardial　infarction　from　31　to　90　days　and　more　than

90days　after　the　onset，　respectively，　E－AP：effort　angina，　U－AP：unstable　angina，　V－AP：variant　angina，　IHD：

ischemic　heart　disease，　HCM：hypertrophic　cardiomyopathy，　DCM：dilated　cardiomyopathy，　SCM：secondary

cardiomyopathy，　CM：cardiomyopathy，　HHD：hypertensive　heart　disease，　VHD：valvular　heart　disease．

が527例あった．そのうち急性心筋梗塞について

は両薬剤の検査間隔が8日以上であった16例，ま

たそれ以外の心疾患においては91日以上であった

35例の計51例を除く476例を201Tlとの比較対象

とした．

　3．安全性
　本剤が投与された587例中，以下の症例で自・

他覚症状の変化がみられた．すなわち，異臭，異

常味覚あるいは口内違和感がみられた症例が19例

あり，本剤との関係は全例で「3．関係があるかも

しれない」，「4．多分関係あり」または「5．明らか

に関係あり」と判定された．

　本剤の投与の際に4例において注射漏れがあっ

たが，うち3例で注射部位における軽度の痛みが

みられ，本剤との関係については「2．関係ないと

思われる」，「4．多分関係あり」または「5．明らか

に関係あり」（各1例）と判定された．ただし，

これらの痛みは1例で24時間後まで持続した以外

は10～20分で消失しており，3例とも痛み以外

の変化はみられなかった．

　上記以外の自・他覚症状として心窩部不快感

（検査に対する不安・緊張による可能性が高い），

気分不良・血圧低下（迷走神経緊張症によるもの

と思われる）および投与10時間後に38，5°Cの発

熱（感冒によると思われる）がみられた症例が各

1例ずつあったが，（）内に示したような他の要

因が考えられ，担当医師により本剤との関係はい

ずれも「2．関係ないと思われる」と判定された．

Presented by Medical*Online



418

Table　3

核医学　29巻4号（1992）

Image　qualities　of　early　SPECT　using　1231－BMIPP　in　terms　of　the　diseases

　　　　　　　evaluated　by　the　committee

　　Disease

mb
Cardiomyopathy
Others

　Total

Excellent

160（55％）

71（38％）

38（55％）

269（49％）

　Good
l14（40％）

88（47％）

29（42％）

231（42％）

　　　　IHD：ischemic　heart　disease

本剤投与前後に実施された臨床検査値については，

本剤に起因すると考えられる異常変動は認められ

なかった．担当医師による本剤の安全性の判定は

本剤が投与された587例全例で「1．安全」であっ

た．

　4．有効性
　（D担当医判定と委員会判定における所見判定

　　の比較

　本剤および201T1のシンチグラム所見の判定に

ついて，担当医判定と委員会判定との再現性を検

討するために，両者による判定を比較した．

　セグメント所見の「集積増加」～「欠損」の4段

階の判定基準において両者による判定が完全に一

致したセグメントを「完全一致」，1段階異なる

セグメントを「部分一致」，また2段階以上異な

るセグメントを「不一致」として集計した．その

結果，本剤については，完全一致，部分一致およ

び不一致がそれぞれ，74．4％，23．8％およびL9％

であり，201Tlについては，それぞれ74．0％，

24．4％および1．6％と，両者による所見判定はい

ずれの薬剤においても98％以上のセグメントにお

いて完全一致または部分一致を示し，両薬剤とも

担当医判定と委員会判定の再現性は良好であった．

　以上のように両者による判定において所見判定

の一致率が高いこと，また判定委員会では統一化

された判定基準により判定がなされていることか

ら，シンチグラムの所見判定に基づいて解析され

る成績については，委員会判定を基に検討した．

　（2）疾患群別の成績

　1）本剤の画質判定

　委員会判定による本剤の早期SPECT像の画質

判定をTable　3に示す．全解析対象症例546例中

500例（92％）で「Good」以上の良好な画質が得

　Fair

15（5％）

27（14％）

2（3％）

44（8％）

＜Rest　Studles》

　　　UC㈹

lHD
（N＝200）

C　M
（N＝167）

Othere
（N＝49｝

Poor

O（0％）

2（1％）

0（0％）

2（0．3％）

UC（R　er　1｝

Total

289

188

69

546

ntl－ln　　WO

0

＜Ex．　Studles＞

lHD
（N＝3η

UC（N） UC（R　or　1）

50

FllNn　　　WO

100
2
2

　　　　0　　　　　　　　　　　　　　50　　　　　　　　　　　　　100

Fig．2　Changes　in　myocardial　distribution　of　1231－

　　　BMIPP　from　the　early　to　late　images　i川he　rest

　　　（upper　pane1）and　cxercise　studies（10wer　pane1）

　　　as　function　of　the　diseases．　The　numbers　in　the

　　　bar　graphs　and　parentheses　denote　the　per－

　　　centages　and　the　numbers　of　patients，　respec－

　　　tively．　Abbt℃viations　as　in　Table　2．＊P・’0．05

　　　vs．　IHD．
　　　■UC（N）・T・ace・di・t・ib・ti・ns　w・・c　u・一

　　　・hang・d　and・em・i・・d…mal　p・“・m易UC

　　　（Ror　l）：Tracer　distributions　werc　unchanged，
　　　・h・wi・g・educcd・・inc・ca・ed・pt・k・据F川一

　　　in：Segmental　activities　increased　in　late　images，

　　　膠W・・h・・t・S・gm・nt・1・・ti・ili・・dcc・ea・ed　i・

　　　late　images．口FI｝．WO：Segments　w“h　FilL

　　　in　and　Washout　were　found　in　the　same　patient．

　　　冒Diffuse　Washout：Activities　showed　dif『use

　　　dec・ea・e　i・th・wh・1・my・・a・dium．■Un－

　　　judged：　Changes　in　myocardial　distribution

　　　were　not　judged．　IHD：ischemic　heart　disease，

　　　CM：cardiomyopathy．
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Table　4　Positive　ratios　in　early　images　of　i231－BMIPP　and　201Tl

All　studies Rest　studies

Disease

AMI（　－D14）

AMI（D15－30）

OMI（D31－90）

OMI（D91－　）

　　Subtotal

E－AP

U－AP

V－AP

Numbers
of　cases

54

30

61

73

218

32
1
1

　5

Positive　ratio

201Tl

91％
93

95

89

92

63

72

20

Subtotal 48

Numbers
of　cases

Positive　ratio

BMIPP

100％
100

　97

　97

　98＊＊

　56
　91

　20

　60 60

51

12

30

32

125

9

5

0

14

BMIPP

lOO％
100

　97

　97

　98＊

　44
100

　64

L’OITl

90％
92

93

88

90

44

60

50

　IHD　total

HCM
DCM
SCM
　CM　total

HHD
VHD
Myocarditis

Others

Others　total

266

104

35

10

91

149

22

14

11

14

0
3
0
8
3
3
2
7

8
8
4
7
7
9
8
5

61　　　　　75

86　　　　　139

つ6　－　7b’

83　　　　　26

40　　　　　10

75　　106
82　　　　　15

93　　　　　13

73　　　　　11

64　　　　　　8

79　　　　　47

95＊　　　　　86
8『「　一一一一一一一i－77．　　一　一

88　　　　　85

40　　　　　40

79　　　7s

73　　　　　80

92　　　　　92
82　　　　　73

75　　　　　88

81　　　　　83

　　Tota1　　　　　　　　　476　　　　　　　85　　　　　　　82　　　　　　292　　　　　　　87　　　　　　　82

All　studies：the　studies　performed　either　at　rest　or　with　exercise　using　l231－BMIPP　and　201Tl．

Rest　studies：the　studies　performed　at　rest　using　l231－BMIPP　and　201Tl．　Abbreviations　as　in　Table　2．

寧p＜0．05vs．2（ハIT1．　＊＊p〈0．01　vs．201Tl．

られた．虚血性心疾患では，心筋症に比し画質が

良好であった（p＜0．OO1）．また，有効性の解析対

象546例中2例において本剤の心筋集積が著しく

低下しており，画質が「Poor」と判定された．な

お，呈示はしていないが，本剤の第2相臨床試験

における検討結果2）と同様に，本試験においても

投与量による画質の差はみられなかったことから，

以下の解析については全投与量の成績についてま

とめて解析を行った．

　2）疾患群別の本剤の心筋内分布の変化

　本剤が安静時に検査された症例において，早期

像と後期像との間における本剤の心筋内分布の変

化について検討した（Fig．2）．虚血性心疾患，心

筋症およびその他の心疾患群において，“Fill－in”

または“Washout”がみられた症例はそれぞれ

32％，41％および34％と，心筋症では虚血性心

疾患に比し“Fill－in”または“Washout”がみられ

る割合が多かった（p＜0．05）．また，虚血性心疾

患では37例において負荷時に本検査が実施された

が，39％の症例で　Fill－in”または“Washout”

がみられた．

　3）疾患群別の陽性率の比較

　本剤および201Tlの安静時または負荷時の早期

像において異常所見がみられた症例の割合を“全

体の陽性率”，また，両薬剤とも安静時に検査さ

れた症例において異常所見のみられた割合を“安

静時検査の陽性率”としてTable　4に示す．虚血

性心疾患において“全体の陽性率”では，狭心症

においては両薬剤間に差はみられなかったが，心

筋梗塞では本剤および201T1の“全体の陽性率”
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Fig．3

IHD
（N＝139）

C　M
（N＝106）

Oth●r8
（N＝4η

Tvr）e　B TVD●M Type　E Type　T

囲

Typ●R1／

r／／／／2z

　　　　　　　0　　　　　　　　　　　　　　　　　　50　　　　　　　　　　　　　　　　　　100

The　types　of　mismatch　between　I　L’　31－BMlPP　and　L）（［ITI　in　rest　studies　in　ischemic

heart　disease（IHD），　cardiomyopathy（CM）and　other　heart　diseases（Others）．

The　numbers　in　the　bar　graphs　and　parenthescs　denote　the　percentages　aT）d

numbers　of　patients，　respectively．：’p・0．001　vs．　CM　or　Others；t’p・0．001　vs．

lHDand　p・0．05　vs．　Others．　Abbreviations　as　in　Table　2．

Type　B：1　L’　31－BMIPP　showed　more　profound　decrcase　iTl　uptake　than　21［iTl．

Type　M：Types　B　and　T　were　found　in　the　samc　paticnt．

Type　E：i　L’　：i　［－BMIPP　and，’olTl　showed　the　same　fi　iidings．

Type　R：1　L’　：1　1－BM　1　PP　showed　decreased　uptake　inthe　scgme川s　whcl℃川Tl　uptake

　　　　　　was　illcreascd　or　n（）rmal．

Type　T：2111TI　sh（、wed　morLi　profound　decrease　in　uptake　than　1　L’　il　1－BMIPP．

AMl《014）
PN＝51｝

AMI（D15qo，
《N＝12）

OMI（D31SO）
｛N＝30）

OMI（D91●　）

（N＝32）

E　・AP
（N＝9）

U　・AP
｛N＝5）

Type　B Typ6　M Type　E　　　Type　T

　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50　　　　　　　　　　　　　　　　　　100

Fig．4　Types　of　mismatch　between　IL’31－BMIPP　and　in川TI　rest　studies　in　ischemic

　　　　　　heart　disease．　The　numbers　in　the　bargraphs　and　parentheses　denote　percentages

　　　　　　and　numbers　of　patients，　rcspectively．　Abbreviations　as　in　Table　2　and　Fig．3．

　　　　　　：ip・0．05　vs．　Other　subgroups　of　myocardial　infa　rclion　；｝’p・0．001　vs．　OMl

　　　　　　（D3L90）；‘」p・0」vs．　U－AP；dp・0．05　vs．　E－AP．
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SuccesgfUl
R6C8n811zatlon

（N＝118｝

No
R6canaltzatlon

（N＝128）

Typ●B Typ●M　　Type　E　　Typ6　T

　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　　　　　　　　50　　　　　　　　　　　　　　　　　100

Fig．5　Types　of　mismatch　between　1231－BMIPP　and　201Tl　in　patients　with　successful

　　　recanalization　and　without　recanalization．　The　numbers　in　the　bar　graphs　and

　　　parentheses　denote　the　percentages　and　numbers　of　patients，　respectively．　Ab－

　　　breviations　as　in　Fig．3．　fl　p＜0．OOI　vs．　Successful　Recanalization；bp＜0．05　vs．

　　　No　Recanalization．

＜Suocessful　RecenaLlzatlon》　（N＝76＞

100

80

き6。

三

：40
…
…
i

　20

0

・ D14CN＝34、

＜ト↓oF～㏄8nallzatlon》　 tト｛＝92）

100

80

⌒“
）

60

　
　
4
0

エ
O
｝
。
5
E
o
コ
一
Σ

20

DI5－30：N＝｜6）　　D31・90でN＝19、　　　D91－〔卜‘竺7）

Days　after　the　onset

　　O
　　　　O14（N．15）　　D15・30（Nコ10）　　D31－90（N・32）　　　D91，（Nヨ35）

　　　　　　　　　Days白tter　the　onset

Fig．6　The　relation　between　the　types　of　mismatch

　　　between　123トBMIPP　an　d　201Tl，　and　the　days

　　　after　the　onset　of　myocardial　infarction　in　76

　　　patients　with　successful　recanalization　per－

　　　formed　in　acute　phase（upper　panel）and　92

　　　patients　without　recanalization（lower　panel）．

　　　Abbreviations　as　in　Fig．3．

はそれぞれ98％および92％と本剤の方が高かっ

た（p＜0．01）．それ以外の疾患では両薬剤間に差

はみられなかった．また，“安静時検査の陽性率”

では，狭心症例において，労作性狭心症では両薬

剤とも44％と低く，不安定狭心症では本剤およ

び201Tlでそれぞれ100％および60％で，有意

でないものの本剤で高率であった．

　4）疾患群別の本剤と201Tlの乖離

　本剤および201Tlともに安静時に検査された症

例における早期像を比較し，両薬剤の所見の乖離

について疾患群別に検討した（Fig．3）．いずれの

疾患群でも何らかの乖離が7割以上の症例でみら

れた．虚血性心疾患群ではB型を示した割合が

62％と他の疾患群に比して高かった（P＜0．001）・

一方，心筋症ではB型，R型，　M型およびE型

がいずれも20％前後みられ，特にR型は18％

と他の疾患群に比し多いのが特徴的であった．

　（3）虚血性心疾患における検討

　1）本剤と201Tlの乖離

　虚血性心疾患症例において，本剤および201Tl

ともに安静時に検査された症例において，乖離の

タイプを発症後の日数に従って検討した（Fig．4）．

心筋梗塞ではB型は亜急性期【AMI（D15－30）】に

おいて83％と最も高頻度にみられた．その後B

型の割合は徐々に低下し，OMI（D91－）では41％

と，他の時期に比し最も割合が低かった（p＜0．05）．
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逆にE型はOMI（D91－）において，34％とOMI

（D31－90）に比し高頻度にみられた（p〈0．001）．

　狭心症では，不安定狭心症においてB型が

80％と多くみられ（p＜0．05），労作性狭心症では

E型が67％と多い傾向にあった（p〈0．1）．

　2）乖離のタイプと血行再建術との関係

　虚血性心疾患において，本剤と201T1の乖離の

タイプと血行再建術の関係を検討するため，血行

再建術の成功例川8例）および未施行例（128例）

における乖離のタイフ゜を比較した（Fig．5）．　B型の

乖離を呈する症例が血行再建術成功例および未施

行例でそれぞれ63％および41％と成功例で多か

った（p〈0．001）．また，T型の乖離を呈する症例

は血行再建術の成功例および未施行例でそれぞれ

5％および15％と未施行例で多かった（p＜0．05）．

　3）乖離のタイプと発症後日数の関係

　心筋梗塞症例の急性期（発症後7日以内）に血

行再建術を施行し成功した76例，および血行再

建術未施行92例において，本剤と201T1の乖離の

タイプと心筋梗塞発症後日数との関係について検

討した（Fig．6）．　B型を示した症例の割合はFig．5

と同様に血行再建術成功例の方が高かった（p〈

0．005）．また，B型の割合は両群とも心筋梗塞発

症後早期であるほど高く，発症後の日数が経過す

るほど低下した（p〈0．Ol）．

　4）本剤の集積程度と201Tl再分布との関係

　本剤の心筋への集積程度と心筋viabilityとの関

係を検討するため，運動負荷201Tl検査が施行さ

れた症例において，201T1の負荷一再分布のパター

ンと本剤の早期像における心筋集積程度（正常，

集積低下および欠損）をセグメントごとに比較し

た（Fig．7）．201Tlの負荷一再分布像において再分

布がみられる領域や集積低下が軽度である領域で

は，本剤の心筋集積は保たれており，201Tlで判

定される心筋viabilityが高いほと，本剤の心筋集

積程度が高かった（p＜0．001）．

　5）乖離のタイフ゜と201T1再分布との関係

　虚血性心疾患において，本剤の安静早期像と

201Tlの負荷一再分布像を比較し，その乖離のタ

イプをセグメントごとに，201Tlの負荷一再分布
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Fig．7　Relationships　between　1231－BMIPP　uptake　in　early　images　and　the　redistribution

　　　of　201Tl　in　exercise　studies．　FI（N　or　R）：201Tl　redistributed　to　the　normal　or

　　　reduced　level，　respectively．　FI（D）：201Tl　shghtly　redistributed，　but　remained　at

　　　defect　leveL　UC（R　or　D）：201Tl　distributions　were　unchanged　and　remained

　　　reduced　uptake　or　defect，　respectively．　The　numbers　in　the　bar　graphs　and　paren－

　　　theses　denote　the　percentages　and　the　numbers　of　patients，　respectively．
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Fig．8　Relationships　between　the　types　of　mismatch　and　the　redistribution　of　L）olTl　in

　　　exercise　studies．　Ischemia（Tl　Fill－in）：L’oiTl　showed　redistribution．　Scar（Tl　Fixed）：

　　　L’olTl　showed　no　redistribution．　The　numbers　in　the　bar　graphs　and　parentheses

　　　denote　the　percentages　and　numbers　of　patients，　respectively．＊p〈0．OOI　vs．　Scar．
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Fig．9　Changes　in　myocardial　distribution　of　1231－

　　　BMIPP　from　the　early　to　late　images　in　cardio－

　　　myopathies．　The　numbers　in　the　bar　graphs　and

　　　parentheses　denote　the　percentages　and　num－

　　　bers　of　patients，　respectively．　Abbreviations　as

　　　in　Table　2　and　Fig．2．＊p／0．Ol　vs．　DCM．

パターンと比較した（Fig．8）．201Tlで再分布のみ

られたセグメントと再分布のみられないセグメン

トを比較すると，前者ではB型が57％と多く，

また，後者ではE型が77％と高率であった（い
ずれもp＜O．OO　1）．

　（4）心筋症における検討

　1）心筋症における本剤の心筋内分布の変化

　安静時に本剤が投与された心筋症の症例におい

て，早期像と後期像における本剤の心筋内分布の

変化について検討した（Fig．9）．肥大型心筋症，

拡張型心筋症および二次性心筋症において，‘‘Fill－

in”または“Washout”がみられた症例はそれぞ

れ48％，20％および40％であり，肥大型心筋

症では拡張型心筋症に比し‘‘Fill－in”または
“Washout”がみられる割合が多かった（p〈0．01）．

　2）心筋症における乖離のタイプ

　各種心筋症において，本剤および20tTlともに

安静時に検査された症例において乖離のタイプに

ついて検討した（Fig．10）．拡張型心筋症および二

次性心筋症ではE型の所見を示した症例が約

60％と肥大型心筋症に比し多かったのに対し（そ

れぞれp＜0．001），肥大型心筋症ではB型，R型

およびM型がそれぞれ20～30％みられ，E型

の割合はわずか10％であった．

　（5）その他の心疾患における乖離のタイプ

　その他の心疾患において，本剤と201T1ともに

安静時に検査された症例において乖離のタイプを

検討した（Fig．11）．高血圧性心疾患では本剤の方

が201T1より相対的に集積低下が著しいB型，　R

型およびM型が54％と半数以上を占めた．ま

た’弁膜性心疾患および心筋炎では半数近くの症

例がB型の乖離を示した．
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Fig．10　Types　of　mismatch　between　1　L’　：1　1－BMIPP　and　L’olTl　in　rest　studies　in　cardio－

　　　　　　myopathies．　The　numbers　in　the　bar　graphs　and　parentheses　denote　the　per－

　　　　　　centages　and　numbers　of　patients，　respectiveiy．　Abbreviations　as　in　Table　2　and

　　　　　　Fig．3．＊p・0．01　vs、　HCM．
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Fig．11　Types　ofmismatch　between　IL’31－BMIPP　and　L’olTl　in　rest　studies　in　hypertensive

　　　　　　heart　discase（HHD），　valvularheart　disease（VHD），　myocarditis　and　other　heart

　　　　　　disease（Others）．　The　numbers　in　the　bar　graphs　and　parentheses　denote　the

　　　　　　percentages　and　numbers（、f　patients．　respectively．　Abbreviations　as　in　Fig．3．

Table　s　EHicacy　of　IL’31－BMIPP　studies　evaluated　by　investigators

　　Disease

IHD
Cardiomyopathy
Others

Tota1

Very　el1ξctive

　62（21y・6）

　64（34；6）

　i4（20°6）

140（269・6）

　Effective

226（78；／6）

120（649・6）

　54（78°∂

400（73；o）

Fairly　effective

1（0．4％）

2（1％）

0（0％）

3（1％）

Unjudged

O（0％）

2（1％）

1（1％）

3（1％）

Total

289

188

　69

546
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Fig．12　Reasons　for　evaluating　IL’31－BMIPP　studies

　　　　“Very　effective”or“Effective”．　Abbreviations

　　　　asin　Fig．3．

　　　　a．lnformation　reflecting　the　myocardial
　　　　metabolism　was　obtained．　b．　Information
　　　　reflecting　the　myocardial　pathophysiology　was

　　　　obtained．　c．　The　findings　correlated　with　the

　　　　clinical　symptoms．　d．　The　findings　were　effec－

　　　　tive　for　evaluating　the　myocardial　viability．

　　　　e．Additional　information　for　diagnosis　was
　　　　obtained．　f，　The　findings　were　effective　for

　　　　diagnosis　of　the　myocardial　morphology．

　（6）本剤の有効性の判定

　担当医判定による本剤の有効性の判定結果を

Table　5に示す．解析対象546例中「きわめて有

効」および「有効」（以下，「有効」以上）と判定

された症例はそれぞれ140例（26％）および400

例（73％）と99％の症例で「有効」以上と判定さ

れた．担当医師により「やや有効」と判定された

症例は，“201Tlと同様に後壁梗塞を示唆する情報

が得られなかったss心筋梗塞症例，“201Tlとさほ

ど異なる情報が得られなかったウ’肥大型心筋症症

例および“壁運動低下部位でも本剤の集積があっ

た”拡張型心筋症症例の各1例であった．また，

「判定不能」は“本剤の心筋集積が不良であった”

心筋症の2例，および“患者の体動のために画質

が不良であった”心筋炎の1例であった．投与量

の違いにより有効性の差はみられなかった．担当

医判定により「有効」以上と判定された症例にお

いて，有効と判定した理由（複数回答）をFig．12

20i
T2　C2

（Rest）

S－A L－・一　A T－A

123トBMPP
（Rest）

Fig．13　Early　SPECT　images　of　rest　studies　using　iL’31－BMIPP　and　L’OiTl　in　a　patient　with

　　　　acute　myocardial　infarction　and　successful　coronary　recanalization（Case　l）．

　　　　201Tl　images　demonstrated　only　slightly　reduced　uptake　in　the　apex，　while　I　L’　31－

　　　　BMIPP　images　revealed　decreased　uptake　in　the　lateral　wa11，　as　well　as　in　the

　　　　apex（Type　B）．
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に示す．いずれの疾患群でも「a．心筋代謝を反映

した情報が得られた」とされた症例が約半数でみ

られ，また，虚血性心疾患では約30％の症例で「d．

Viabilityの判定に有効であった．」と判定された．

　なお，本剤による早期あるいは後期プラナー像

にて甲状腺がシンチレーションカメラの視野内に

あった症例125例において，甲状腺が描出された

症例はなかった．

　5．症例呈示

　症例1：急性心筋梗塞（血行再建術成功例）

　　（国立循環器病センター）

　56歳男性．RCA　＃4に90％，　LAD＃9に99％

およびLCx＃12に99～100％狭窄または閉塞を

有する患者で，発症の翌日に施行されたPTCAに

よりLCx＃12は33％まで拡張した．発症後10日

目の本剤および201T1による安静早期SPECT像

を示す．201Tlでは心尖部にわずかな血流低下が

みられるのみであるが，本剤では同部位のみなら

ず側壁にも集積低下がみられ，B型の乖離を呈し

た（Fig．13）．

　症例2：陳1日性心筋梗塞（滋賀医科大学）

　49歳，男性．冠動脈造影でLAD＃6に99％狭

窄がみられた．運動負荷時の201T1早期像におけ

る前壁～中隔～心尖にかけての集積低下と，後期

像における同部位での再分布がみられる．同部位

において本剤の安静早期像と201T1の再分布像と

比較すると，本剤の方が集積低下が著しくB型の

乖離所見を示した（Fig．14）．

　症例3：肥大型心筋症（金沢大学）

　58歳，女性．10年ほど前から時々胸部の不快感

20iT2C2
（EX） ゆ

冬
篇

：°iT2C2
（RD）

噸勝
蟻

S－A L－A T－A

1231－BMIPP
　（Rest）

饗
訟

噸懸灘

○・
轟

Fig．14　Exercise　and　redistribution　SPECT　images　using　201Tl，　and　early　SPECT　images

　　　　in　the　rest　study　using　l231－BMIPP　in　a　patient　with　old　myocardial　infarction

　　　　（Case　2）．　In　the　anterior，　septal　and　apical　areas，　reduced　uptake　and　redistribu－

　　　　tion　of　201Tl　were　observed　in　the　early　and　late　images，　respectively．　In　com－

　　　　parison　with　201Tl　redistribution　images，　more　severely　reduced　uptake　of　IL’31－

　　　　BMIPP　was　recognized　in　the　same　areas，
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］231－BMIPP
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S－A L－A T－A

’23トBMIPP
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拶

Fig．15　Early　and　late　SPECT　images　of　rest　12：II－BMIPP　studies　in　a　patient　with

　　　　hypertrophic　cardiomyopathy．　The　early　images　demonstrated　slightly　reduced

　　　　uptake　of　1231－BMIPP　in　the　anterior　wall　and　in　a　part　of　the　septal　walL　The

　　　　late　images　showed　a　greater　reduction　in　the　12：31－BMIPP　distribution　than　the

　　　early　images，　resulting　in　washout　in　the　septal　wall．

を認め，1985年に心電図異常および超音波検査

にて中隔部肥厚と左室全体の壁運動の低ドを指摘

され，肥大型心筋症と診断された．本剤の安静早

期像では，前壁および中隔部に軽度の集積低下が

みられる．一’方，本剤後期像では，早期像に比し

中隔部における“Washout”がみられた（Fig．15）．

IV．考　　察

　1231－BMIPPは脂肪酸の誘導体であり，　SPECT

を用いて局所心筋脂肪酸代謝を評価することを目

的に開発された放射性医薬品である1）．脂肪酸の

心筋細胞への取り込みは細胞膜上の濃度勾配に依

存するため，酸素代謝の充進によって細胞内の脂

肪酸濃度が低下すると摂取率が高まる4）．逆に虚

血等によりβ酸化が阻害されるとacy1－CoAと

acylcarnitineが蓄積し，　acy1－CoAの合成が抑制

されるため，脂肪酸の摂取率が低下する5）．

　i231－BMIPPは脂肪酸として細胞内に取り込ま

れた後，アシルCoA合成酵素によって活性化さ

れ，主としてトリグリセリド合成への変換過程を

たどるが，脂肪酸の／了位にメチル基を有するため

β酸化を受けずに脂質プールに保持されると考え

られている6）．メチル基の導人により，IL）31－BMIPP

は脂肪酸としての心筋への取り込みは阻害される

ことなく，心筋で長く止まることが可能となり，

放射能の局所心筋内分布から脂肪酸代謝を評価す

ることが可能とされている7）．

　基礎的検討において，本剤の心筋内への取り込

みはグルコース負荷によって低下し8），心筋細胞

のトリグリセリド含有量9），ATP濃度1°）およびミ

トコンドリア機能11）の変化を反映するなどの脂

肪酸としての特徴を示すことが報告されている．

　1．虚血性心疾患における検討

　（D乖離のタイプ

　D　心筋梗塞

　本剤と201Tlを比較すると，本剤の方が201Tl

より集積低下が著しいB型の乖離は，心筋梗塞の

亜急性期［AMI（D15－30）］の症例において83％と，
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有意ではないものの他の時期の症例に比し最も高

頻度にみられ，本剤の第2相臨床試験の結果と一

致した3）．亜急性期以降の症例ではB型の割合は

経時的に低下し，OMI（D91－）の症例で最も低く，

逆に両薬剤の分布が一致するE型はOMI（D91－）

の症例において最も高頻度にみられた（Fig．4）．

これらのことから，心筋梗塞発症後の日数経過と

ともに一致してくる血流と代謝の変化を本剤と

201Tlを用いて把握することが可能であると考え

られる．Knabbらは冠動脈閉塞モデルにおける

11C一パルミチン酸による検討で，閉塞後4週間に

おいて血流の増加がみられたにもかかわらず，脂

肪酸代謝障害が持続することを報告している12）．

今回の検討にて心筋梗塞亜急性期にB型の乖離が

高頻度にみられたことは，彼らの報告したような

状態をよく反映したものと考えられる．

　2）狭心症
　労作性狭心症と不安定狭心症との比較では，前

者において本剤および201Tlの安静時検査の“陽

性率”は44％と低く，また，E型の所見を呈し

た症例の割合が多かった（Table　4，　Fig．4）．これ

はGrover－McKayらが11C一パルミチン酸による

検討で報告13）しているのと同様に，労作性狭心

症では安静時には大半の虚血心筋は重篤な虚血に

は至らず，正常の代謝が営まれているためである

と考えられる．一方，不安定狭心症では安静時検

査であるにもかかわらず，本剤では5例全例で集

積低下がみられ，B型を呈した症例が労作性狭心

症より多い傾向にあった．この理由として，不安

定狭心症においては高度の冠動脈狭窄による持続

的な血流低下，または，冠動脈攣縮や血栓による

一過性の血流の遮断によって，重篤な虚血が安静

時にも生じている可能性があり，本剤による脂肪

酸代謝異常の検出によって2°iTlによる血流異常

の検出以上により鋭敏に虚血の病態を把握可能で

あることが考えられる．

　（2）乖離と血行再建術の関係

　本剤と201T1の乖離のタイプと血行再建術との

関係について検討したところ，血行再建術成功例

では未施行例に比しB型の割合が多く，また，成

功例および未施行例とも発症後または術後の早期

例でB型が多く，その後の経過日数が増えるほど

その割合は低下するという結果が得られた（Fig．5，

Fig．6）．多くの例において血行再建術後にB型を

示したことは，イヌでの閉塞一再開通モデルを用

いた実験において201T1の欠損部でも1231－BMIPP

の集積がみられるという結果14・15）とは異なる．

この理由としては，冠動脈閉塞から再開通までの

時間が実験モデルと臨床例では異なることが考え

られる．実際にSchwaigerらは，より臨床に近い

3時間の閉塞一再開通モデルを用いた検討で，脂

肪酸代謝障害が再開通後4週間の長期にわたり持

続することを報告している16）．今回の結果は，こ

のような血流回復後にも持続する脂肪酸代謝の障

害が本剤を用いて把握可能であることを示してい

る．また，今回の検討で血行再建術後の経過日数

とともにB型が減少しE型が増加したことは，時

間経過とともに血流と脂肪酸代謝の間にcoupling

がおこることを反映していると考えられる．

　血行再建術の未施行例では成功例に比し，201Tl

の方が集積低下が著しいT型が多かった．この理

由として，T型を呈する領域では虚血の程度が軽

く安静時には脂肪酸代謝異常が生じないために，

201T1の集積低下に対して本剤の集積低下が軽度

であるか，あるいはトリグリセリドの相対的な増

加により本剤の集積がみられたと考えられる．

Straussらも1231－BMIPPによる臨床的検討で，高

度狭窄を有する冠動脈支配領域で，残存血流が保

たれているか，または，側副路が良好な部位にお

いては201Tlの集積低下が本剤より著しいT型の

乖離がみられたことを報告している17）．

　（3）本剤の集積と201Tl再分布の関係

　本剤の安静早期像における心筋集積の程度は，

201Tlの再分布所見から判定される心筋viability

と良好な相関を示した．Ter－Pogossianらは11C一

パルミチン酸による検討から，心筋における脂肪

酸の集積低下が，心筋のviabilityや残存代謝活

性の低下に対する良好な指標となることを報告し

ている18）．201Tlの負荷一再分布によるviability

の判定については，約3分の1の患者で心筋
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viabilityを過小評価するなどの問題点を有する

が19・20），本剤の初期分布は心筋代謝，生化学の側

面から心筋viabilityに関して201Tlと相補的な情

報を提供するものと考えられる．

　（4）乖離iのタイプと201T1再分布の関係

　本剤と201T1の乖離のタイプを201Tlの再分布

のパターンと比較したところ，201T1の再分布部

位ではB型の乖離を示す割合が多かった．201Tl

が再分布し虚血と判断されるような部位では，心

筋viabilityは有しながらもエネルギー代謝は主に

解糖系に依存しているために脂肪酸代謝が低下し，

それに伴って本剤の集積も201Tlより著しく低下

したものと考えられる．一方，201Tlの再分布が

みられず心筋壊死と考えられる部位においてE型

のセグメントが多かったのは，血流，代謝ともに

障害されているために両薬剤の分布が一致したこ

とによると考えられた．Straussらは1231－BMIPP

による臨床検討から，著しい狭窄が残存していて

も安静時の201T1の分布が正常であるような再灌

流心筋の領域ではB型の乖離が，また，高度狭窄

または閉塞した血管の支配領域ではE型の所見が

みられたことを報告しており17），今回の検討結果

を支持するものと考えられる．

　障害を受けながらもviableである虚血心筋や再

湛流領域においては，解糖系の代謝は充進してい

るが，壁運動機能の改善は脂肪酸代謝の回復に依

存するといわれている21・22｝．われわれは本剤の第

2相臨床試験における臨床的検討において，本剤

の心筋への集積程度が201Tlよりも壁運動と良好

に相関することを示した23・24）．いわゆるstunned

myocardium25｝など虚血後に冠血流が回復したに

もかかわらず持続する壁運動異常については，

201Tlで示される血流分布によって説明すること

は困難であり，本剤を用いることによりエネル

ギー代謝の側面から，20町1のみでは評価できな

いstunningなど様々な心疾患の病態をより詳細

に検討することが可能になると考えられる23）．

　このように本剤は虚血性心疾患において，心筋

viabilityの評価のみならず，様々な虚血状態にお

ける病態の評価，血行再建術後の経過観察および

心機能の予後推測などに有効な情報をもたらす診

断薬剤であると考えられる．

　2・心筋症における検討

　Bio　l4．6シリアンノ・ムスターの心筋症モデルに

よる検討で，1231－BMIPPによって血流障害に先

行して生じる代謝異常を検出可能であることが報

告されている26・27）．Bio　14．6シリアンノ・ムスター

では心筋での脂肪酸の酸化が抑制されていると考

えられており28），また，組織内のcyclic　AMPや

ATPの欠乏が肥大型心筋症の発症のメカニズム

の一つとして考えられている29）．また，緒方らは，

アドリアマイシン（ADR）心筋障害ラットを用い

て，1251－BMIPPの心筋内摂取率の低下がミトコ

ンドリア機能障害を反映することを報告してい

る1D．

　今回の検討で，心筋症において本剤が不均一分

布または201Tlより相対的に著しい集積低下を示

した症例が多かった（Fig．9）．この理由としては，

心筋症におけるミトコンドリア機能障害やATP

産生の低下，また，心筋全体で生じた心筋症によ

る膜障害や脂肪酸の結合蛋白の障害により，心筋

細胞レベルにおける脂肪酸の摂取能や保持能の低

下していることが考えられる．また，心筋症では

虚血性心疾患に比しシンチグラムの画質が劣り

（Table　3），‘‘Fill－in”または‘’Washout”が高頻度

にみられた（Fig．2）．これらの理由として，前述

したような現象が心筋全体または局所的におこっ

ていることが考えられる．このように心筋症にお

ける本剤の集積低下および異常所見の出現機序に

ついては，虚血性心疾患よりも多くの要因が重な

っている可能性があり，これらの所見を通して心

筋症の病態を把握可能であることが示唆された．

　なお，緒方らが用いたADR心筋障害ラットは

拡張型心筋症のモデルとして用いられるものであ

るが，このモデルで201Tlの分布に異常がないに

もかかわらず1251－BMIPPの集積が低下したこと

を報告している11）．今回の検討では拡張型心筋症

では比較的多くの症例で201Tlと本剤の所見が一

致した（Fig．10）．この理由として，緒方らはミト

コンドリア障害のみを特異的に生じさせるために，
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ADRの投与量を少量にして拡張型心筋症に特徴

的な筋原線維に変化が生じないようにした．しか

し，拡張型心筋症の臨床例では心筋の脱落や線維

化がおこるほど心筋障害が著しいために，冠血流

と代謝が同程度に著しく障害されるためであると

考えられる．

　Kurataらは心筋症ハムスターにおいてカルシ

ウム拮抗剤の心筋症に対する治療効果を1251－

BMIPPを用いて201Tlより鋭敏に捉えることが

可能であることから，心筋症においては代謝異常

の検出のみならず，薬物療法の効果判定にも応用

が可能であることを報告している26）．今後，臨床

的検討における心筋症の治療効果判定に対する本

剤の有効性の評価が期待される．

　3．その他の心疾患における検討

　その他の心疾患において，高血圧性心疾患では

B型，R型およびM型など201Tlより相対的に

著しい集積低下が半数以上（54％）を占め，また

弁膜性心疾患および心筋炎では半数近くの症例で

B型の症例がみられた（Fig．11）．高血圧性心疾患

でこのような201Tlとの乖離がみられたことは，

201Tlとi251－BMIPPの分布に乖離がみられた高

血圧ラットにおける検討結果30・31）と一致し，重

篤な高血圧により左室負荷が持続することによっ

て，心筋におけるエネルギー代謝基質の利用に変

化が生じたことを示唆するものである．また，今

回検討された弁膜性心疾患はいずれも左室負荷を

生じるものであるが，これらの疾患においても長

期の左室に対する圧負荷により，高血圧性心疾患

と同様の機序でこれらの乖離が生じたと考えられ

る．

　なお，本剤の第3相臨床試験において，本剤の

心筋集積がほとんどみられなかった例が有効性の

解析対象例中の2例および食後2時間未満に本剤

が投与され解析対象から除外された9例のうち1

例（食後30分に投与）あった．本剤の第2相臨床

試験3）も合わせ，心筋集積がみられなかった例が

計6例となるが，これらの症例に共通した要因は

特にみられず，その機序および臨床的意義につい

ては今後さらに検討する必要があると思われる．

　4．安全性
　本剤が投与された587例中，19例（3．2％）にお

いて異臭等の自覚症状が，また，注射漏れのあっ

た4例中3例で投与部位における痛みを生じた

が，いずれも症状は軽度で投与後比較的早期に消

失し，臨床上問題となるような副作用とは考えら

れなかった．それ以外に本剤に起因する自・他覚

症状の変化や臨床検査値の異常変動はみられず，

安全性の判定は587例全例で「安全」であり，本

剤の安全性については特に問題ないと考えられた．

　以上，本剤は安全性に問題はなく，各種心疾患

において局所心筋代謝を反映する有効な心疾患診

断薬であると考えられた．

V．まとめ

　1．心疾患患者587例を対象に本剤の有効性と

安全性の検討を行った．

　2．安静時における本剤および201Tlを比較す

ると，虚血性心疾患の63％，心筋症の39％およ

びその他の心疾患の36％において，本剤の方が

相対的に集積低下が著しかった．

　3．虚血性心疾患において本剤と201Tlを比較

すると，

　1）心筋梗塞の血行再建術の成功例では，未施

行例に比しB型の乖離が高頻度にみられ，また，

心筋梗塞発症後あるいは血行再建術後の経過日数

とともに，B型の乖離の割合が低下しE型所見の

割合が増加したことから，本剤は血流回復後も持

続する脂肪酸代謝異常，および，時間経過ととも

に血流と同程度に回復してくる脂肪酸代謝を評価

可能であることが示された．

　2）本剤の安静早期像における心筋集積は201Tl

の負荷一再分布所見から判定される心筋viability

と良好な相関を示し，また，虚血領域では本剤の

集積低下を伴うB型の乖離が高頻度にみられたこ

とから，本剤により心筋viabilityや虚血部におけ

る解糖系に移行した脂肪酸代謝異常を評価可能で

あると考えられた，
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　3）不安定狭心症では労作性狭心症に比し，安

静時でも本剤および201T1の異常所見とB型の乖

離が高頻度にみられ，それぞれの狭心症における

虚血状態と脂肪酸代謝異常が評価可能であること

が示唆された．

　3．他の心疾患では，拡張型心筋症および二次

性心筋症でE型が大半を占めたのに比し，肥大型

心筋症および高血圧性心疾患では，B型，　R型お

よびM型など様々なタイプの乖離所見がみられ

た．また，左室負荷を伴った弁膜性心疾患，およ

び心筋炎においてはB型の乖離が高頻度にみられ

たことから，肥大心におけるエネルギー基質の利

用の変化あるいは血流異常に先行した代謝異常を

本剤により把握可能であると考えられた．

　4．本剤は有効性の解析対象546例中540例

（98．9％）において有効であると判定され，また，

本剤が投与された587例全例において安全と判定

された．

　5．以上，本剤は安全性に問題はなく，局所心

筋脂肪酸代謝情報を反映する有効な心疾患診断薬

剤であると考えられた．
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Summary

Phase　3　Study　of　p－Methy1－p－（1231）－lodophenyl－Pentadecanoic　Acid，

a　Myocardial　lmaging　Agent　f（）r　Evaluating　Fatty　Acid　MetabOlism

　　　　　　　　　　　　　　　　　　－A　Multi－Center　Tria1一

Kanji　ToRlzuKA＊，　Yoshiharu　YoNEKuRA＊＊，　Tsunehiko　NlsHIMuRA＊＊＊，

　　　　Tohru　OHTAKE＊＊＊＊，　Hisashi　BuNKo＊＊＊＊＊，　Nagara　TAMAKI＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　Toshiisa　UEHARA＊＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊Fuk〃’Medical　School

　　＊＊Depa〃〃lent・6ゾノVuclearルカ4rd〃θ，　Fac〃〃y　ofルfedici〃e，疋ソo’o［fniverぷ〃y

　　　　　　　“＊1）epart〃le〃t　of　Radio～bgy，ハ「ationa1　Cardiovascu～br　Ce〃ter

　　　＊＊＊＊Depa〃〃le〃t　of　Radio～bgy，　Faculty　of　Med’cine，　Univers’ty　of　Tokyo

＊＊＊＊＊Departme〃t　of　Nuclear　Medicine，　School　of　Medici，〃e，　Ka〃azawa　University

　　Amulti－center　trial　ofβ一methy1－p－（1231）－iodo－

phenyl－pentadecanoic　acid（1231－BMIPP）was　per－

formed　to　assess　its　clinical　usefulness　in　the

evaluation　of　myocardial　fatty　acid　metabolism　in

587　patients　with　various　heart　diseases．1231－

BMIPP　showed　relatively　decreased　uptake　com－

pared　with　201Tl　in　the　myocardial　lesions　of　62％

of　patients　with　ischemic　heart　disease（IHD），

39％of　those　with　cardiomyopathy　and　32％of

those　with　other　heart　diseases．　In　case　of　myo－

cardial　infarction，1ess　uptake　of　l231－BMIPP

（Type　B）than　201Tl　was　more　frequently　seen　in

patients　with　successful　recanalization　than　in

those　without　recanalization．　The　patients　with

matched　distribution　of　the　two　tracers（Type　E）

increased　in　the　direct　proportion　to　the　interval

between　the　onset　of　myocardial　infarction　and　the

radionuclide　studies．　The　uptake　of　1231－BMIPP

correlated　well　with　myocardial　viability　evaluated

by　20iTl　exercise－redistribution　studies．　Type　B　was

frequently　seen　in　the　areas　with　201Tl　redistribu－

tion，　while　Type　E　was　seen　in　the　fixed　defect　a－

reas．　In　the　other　heart　diseases　studied，　Type　E　was

observed　in　approximately　60％of　patients　with

dilated　or　secondary　cardiomyopathies．　Type　B　was

seen　in　about　45％of　patients　with　valvular　heart

diseases　and　myocarditis．　Various　types　of　mis－

match　between　the　two　tracers　were　demonstrated

in　hypertrophic　cardiomyopathy　and　hypertensive

heart　disease．　It　is　concluded　that　1231－BMIPP　is

asafe　and　useful　agent　for　the　diagnosis　of　various

heart　diseases，　since　it　reflects　myocardial　fatty

acid　metabolism．

　　Key　words：　β一methy1－p－iodopheny1－penta－

decanoic　acid（1231－BMIPP），　Myocardial　fatty

acid　metabolism，　Viability，　Phase　3　study，　Clinical

usefulness．
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