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《原　著》

2°1Tlと99mTc　MIBIの心筋内動態と臓器分布に対する

　　　　　　　　　　　ウアバイン投与の影響

一
CsIを使用した小型検出器によるラットのin　vivo　study一

丹　　下 正　　一＊

　要旨　ラットを用いて99mTc　MIBIと201Tlの心筋内動態の相違について検討した．　Na－K　ATPase阻害

剤であるウアパインの投与早期群（OU15群）と投与120分後の群（OU120群）を設定した（各詳5匹）．両

製剤投与後1分と15分での臓器摂取率（％ID／9）を測定し，また小型検出器（ヨウ化セシウム）によるin

vivoの心臓における時間放射能曲線を比較した．201Tlの臓器摂取率はOU15群ではコントロール群（CON

群）に比し心筋摂取率の増加（CON群：1．86土0．42，0U15群：10．81▲1．90）と洗いだしの増加（1分後：

10．81土1．90，15分後6．61±1．68）を認めた．OU120群では逆に初期摂取率の低下とともに洗いだしの低下

（1分後2．12士0．38，15分後1．70土0．21）がみられた．201T1の時間放射能曲線はOU15群では洗いだしが

早く，OU120群では著明に遅延していた（CON群：19％，　OU15群：22％，　OU120群：9％（15分値））．

一方99mTc　MIBIの心筋摂取率は，ウア・ミィンによる影響を受けず，時間放射能曲線も変化しなかった．以

上の結果から，99mTc　MIBIはNa－K　ATPaseの影響を受けないのに対し，201T1では心筋内摂取と保持に

Na－K　ATPase活性が関与していると考えられた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（核医学29：963－970，1992）

1．はじめに

　心筋灌流イメージング製剤として従来使用され

てきた20iTl　chloridel’”4）に加え，近年99mTc　MIBI

（methoxy・isobuty1－isonitrile）をはじめ多数の薬剤

が開発されつつあり5”8），臨床応用されようとして

いる．しかし各製剤により心筋細胞内への放射性

化合物の取り込みや保持の機序が異なるため9・10），

臨床応用には詳細な検討が必要であり，それぞれ

の特徴に応じ使い分ける必要がある．今回ラット

の心筋における201Tlと99mTc　MIBIの動態が，

Na－K　ATPase阻害剤であるウアパインによりど

のように影響されるかを観察するため，両製剤の
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臓器摂取率（％ID／9）を測定した．さらに，　Cslと

フォトダイオードを利用した小型検出器を使用

し11），in　viVOにおける心臓の時間放射能曲線を比

較検討した．

II．方　　法

　臓器分布

　ラットはSDラット（6－8週齢・約2009）を用

いコントロール群（CON群）とウアパイン投与群

（ウァバィン5μg／g）を設定した．さらにウアバイ

ン投与群をウアバイン投与から標識化合物投与ま

での時間が15分（OU15群）と120分（OU120群）

の計3群（n＝各5匹）に分類した．各群に3．7

MBq（100μCi）の201T1もしくは14．8　MBq（400

μCi）の99mTc　MIBIを投与した．各群のラットに

標識化合物を投与し，1分後と15分後に主要臓器

をネンブタール麻酔後，脱血し摘出した．991nTc

製剤投与群は核種投与当日に，201T1投与群は2
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日後に井戸型シンチレーションカウンタ（アロカ

社製）を用いて放射能を測定し，時間補正した後，

摂取率（％ID／g）を算出した．

　小型検出器の特性

　単孔型コリメータを装着したCsIとフォトダイ

オードによる小型検出器の感度と空間線量率分布

を測定した．

　小型検出器による時間放射能曲線

　ラットをネンブタール麻酔したのち以下の実験

を行った．ラヅトを仰臥位にしウアバイン投与群

には5μg／gのウアバインを尾静脈から静注した．

小型検出器を心臓部位に垂直に固定した後，まず

99mTc　MIBIと99mTcの投与を行い時間放射能曲

線を比較した．次にコントロール（CON群）とウ

ア・ミイン投与の各群に対し201Tl（3．7　MBq）また

は99mTc　MIBI（14．8　MBq）（n＝各5匹）を静注し，

直後から15分間の時間放射能曲線を連続記録した．

時間放射能曲線は核種投与1分後の値を100％と

し，1分間隔で各群の平均値±SEでグラフを作

製した．

　統　　計

　数値は平均土SDで表し，検定はunpaired　t

testを用い，　P＜0．05を有意とした．

nI．結　　果

臓器摂取率の測定

　摘出臓器における核種投与量当たりの臓器摂取

率（％ID／9）をTable　1に示した．99mTc　MIBI投

与1分後と15分後の摂取率をみると，CON群で

心筋は1．72土0．66（1分），1．92土0．51（15分），腎臓

が3．72土1．17（1分），1．17土0．47（15分）で他の臓

器に比し有意に摂取率が高かった（p＜0．05）．201Tl

でも心筋1．86土0．42（1分），2．71土0．57（15分），腎

臓4．Ol土0．22（1分），5．88土1．34（15分）で，同様

に有意に摂取率が高かった．ウアバイン投与の影

響は99mTc　MIBIではOU15群，　OU120群とも

にコントロール群に比し，心筋と腎臓の摂取率の

増加がみられたが，両群間に有意差はみられなか

った．201Tl投与群ではCON群に比しOU15群

で心筋・肺・腎臓の201Tl摂取が著明に有意に増

加していた（心筋10．81土1．90（1分），6．61±1．68

（15分）：肺6．66±1．Ol（1分），3．92土1．30（15分）：

腎臓16．49土1．93（1分），12．91土1．51（15分））（P＜

0．05）．一方肝臓は0．90±0．40（1分），1．42土0．13

（15分），脾臓は2．87土0．33（1分），2．50土0．50（15

分），血液は0．96土0．13（1分），0．25土0．02（15分）

と摂取率に有意な変化は示されなかった．次に

OU120群の核種投与15分後の摂取率をみると，

Table　10rgan　uptake（％ID／g）of　99mTc　MIBI　and　20iTl

CON　group OU15group OU120　group
1min 15min 1min 15min 1min 15min

H 1．72±0．66 1．92±0．51 2．38±0．60 2．32±0．49 2．64±0．31 2．55±0．16

Lu 1．04±0．25 0．33±0．07 1．01±0．47 0．58±0．19 1．50±0．40 0．83±0．08

Tc－99m
MIBl

L
i

0．73±0．21 0．75±0．14 0．83±0．30 0．87±0．17 1．26±0．08 1．44±0．34

K 3．72±1．17 1．17±0．47 8．11±1．41 5．71±t29 7．72±2．13 3．90±0．67

S 1．34±0．61 0．94±0．30 1．54±O．65 1．30±0．60 1．80±O．25 1．21±0．31

B 0．46±0．15 0．08±0．11 0．84±0．53 0．18±0．15 0．18±0．07 0．05±0．03

H 1．86±0．42 2．71±0．57 10．81±1．90 6．61±1．68 2．12±0．38 1．70±0．21

Lu 1．59±0．21 1．03±0．09 6．66±1．01 3．92±1．30 1．75±0．29 1．29±0．25

Tl・201 L
i

0．25±0．08 0．78±0．03 0．90±0．40 1．42±0．13 0．33±0．04 0．36±0．11

K 4．01±0．22 5．88±1．34 16．49±1．93 12．91±1．51 3．89±0．40 3．02±0．31

S 0．61±0．19 1．21±0．13 2．87±0．33 2．50±0．50 0．67±0．07 0．63±0．06

B 0．37±0．05 0．24±0．27 0．96±0．13 0．25±0．02 0．16±0．06　　　　　　　白

0．09±0．07

H：heart，Lu：lung，Li：liver，K：kidney，S：spleen，B：blood
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Fig．2　Comparison　of　count　rate　measured　by　CsI

　　　minidetector　with　radiation　doses．
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　　　OU15　group　showed　significantly　higher　uptake　of
　　　Tl・201　than　other　two　groups．

Fig．1b　Organ　uptake（％ID／g）of　201Tl　in　rats　with／

　　　　without　ouabain　administration．

心筋で1．70±0．21，肺1．29土0．25，腎臓3．02土0．31

であり，OU15群と逆にCON群より低い傾向を
示した．

　15分後の臓器分布をFig．1a，1bに図示した．

99mTc　MIBIの心筋摂取についてはOU15群と

OU120群ともにコントロール群に比し摂取率は

上昇しているが有意な変化ではなかった（CON

群：1．92士0．51，0U15群：2．32±0．49，0U120群：

2．55土0．16（15分値））．これに対し201Tlを投与し

たOU15群では摂取率が著明に有意に増加してい

るが（CON群：2．71土0．57，0U15群：6．61±1．68

（15分値）），ウアパイン投与120分後では逆に減少

する傾向があり（CON群：2．71土0．57，0U120群：

1．70土0．21（15分値）），99mTc　MIBIと201Tlとの

相違が明らかとなった．

　時間放射能曲線

　コリメータを装着した小型検出器の201Tl，

99mTc　MIBIに対する感度をFig．2に，空間線量

率分布をFig．3に示した．　o．05から50μci（1．85×

104から1．85×106MBq）まで良い直線性を示し，

ラットに投与する核種濃度範囲の感度は良好と考

えられた．空間線量率分布はコリメータ装着によ

り体表より1cmの深さで20％の感度を示した．

99mTc　pertechnetate投与群と99mTc　MIBI投与群

を投与1分後のカウントを100％として1分間隔

でプロットした結果をFig．4に示した．99皿Tc

pertechnetateは洗いだしが早く投与3分後から

99mTc　MIBI投与群との間に有意差が認められた．

99mTc　MIBIと201Tl投与群での時間放射能曲線

を比較すると（Fig．5），核種投与2分，3分では

99mTc　MIBIが201Tlより有意に低値を示したが，

15分後には99mTc　MIBIは86％，201Tlは81％と

なり，有意差はみられなくなった．

　99mTc　MIBIに対するウアバイン投与の影響に

ついてCON群とOU15群，　OU120群の時間放

射能曲線をFig．6に示した．3群の時間放射能曲
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Fig．3　Spacial　resolution　of　Csl　minidetector．
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線はほぼ一致し，ウアバインの影響はみられなか

った．201Tl（Fig．7）ではou15群c・ut　coN群に比

し洗いだしが一貫して早く，7分後から有意差が

認められた（CON群：19％，　OU15群：22％（15

分値））．一方OU120群では逆に著明に洗いだしが

低下しており，5分後からCON群と有意差がみ

られた（OU120群：9％）．ウアパイン投与早期で

は摂取率と洗いだしの増加を認めるのに対し，ウ

アバイン投与120分後では摂取率，洗いだしがと

もに低下を示し，ウアバイン投与時期により201Tl

の心筋内動態は逆の反応を示すことが判明した．

IV．考　　察

　従来NaI検出器は構造上小型化することが困難

で，小動物の実験においてはトレーサ量で時間放

射能曲線を得ることは困難であった．そのため多

数の動物を各時間ごとに解剖し，臓器摘出後シン

チレーションカウンタで計測することにより断続

的なデータを得て経時的変化を観察していた．今

回使用したCsI検出器はNaIに比しはるかに軽

量・小型化が可能であるうえ，感度も良好11・12）で

ラットの心臓部で比較的安定して時間放射能曲線

を得ることができた．時間放射能曲線はいままで

小動物を用いたin　vivo　studyはほとんど不可能

であったが，CsIを使用した小型検出器は，安価

で複数個の使用が可能であり，小動物に対し，連

続的，非侵襲的かつ簡易に時間放射能曲線を測定

できた．今後この小型検出器を使用することによ

り，動物実験レベルで同一個体を用いて複数回の

多核種が投与可能で，加齢による反応の変化の検

討も可能となると思われる．

　心筋イメージング製剤として開発された99mTc

MIBIは，ファーストパスによる心室壁運動が観

察できるとともに13），201T1にかわりうる標識化

合物として有望視されている14”’16）．201Tlとの比

較を論じた文献が基礎的データとともに17），臨床

治験も多くみられる18－22）が，心筋への取り込み

や保持，洗いだしについては両者の性質に差があ

り，心筋内動態が状況によって異なると報告され

ている．

967

　今回の実験では，時間放射能曲線をみると

99mTcが指数関数的に減少するのに対し，99mTc

MIBIは初回通過後はほとんど減少せず，心筋摂

取，保持が良好であった．99mTc　MIBIの時間放

射能曲線は，201T1と比較すると2分，3分では

有意に低値であるが，以後201Tlの洗いだしより

低値となり有意差を認めなかった．これは99mTc

MIBIは初回通過後はほとんど時間放射能曲線の

変動がないのに対し，201Tlは時間放射能曲線が

一定の比率で低下するためと考えられた23・24）．培

養細胞による実験では代謝抑制によりATPが減

少しても60分間は99mTc　MIBIの摂取率は不変で

あり25），細胞レベルで99mTc　MIBIは血流を反映

し受動的に取り込まれ保持されるのに対し，201T1

は細胞内取り込みの60％はNa・K　ATPaseを介

して能動的に，40％は受動的に取り込まれるとい

う機序の違いが報告されている26”29）．

　両標識化合物の細胞内取り込み・保持の機序の

違いをin　vivoで検討するため，　Na・K　ATPase阻

害薬であるウアバイン30）を投与したところ，

99mTc　MIBIの時間放射能曲線はほぼ不変である

のに対し，201Tlの曲線は有意な変動を示した．

201T1の時間放射能曲線はウアバイン投与15分後

では洗いだしが早く，120分後では逆に遅いとい

う結果であった．臓器分布からウアパイン投与15

分後と120分後での99mTc　MIBIはCON群に比

し摂取率が心筋・腎臓では軽度の増加傾向を示し

ており，ウアバイン投与後両臓器の血流の増加の

可能性が示唆された．一方99mTc　MIBIは心臓に

おける時間放射能曲線に変動がないことから，

991nTc　MIBIの心筋内保持にはNa－K　ATPaseの関

与はないと考えられた．それに対し201Tlでは，

ウアバイン投与15分後の核種投与では著明に取り

込みが増加しており，かつその増加がATPaseを

多く含有しているとされている心臓・肺・腎臓31》

で著明であることから，単に血流の増加によるも

のではなく，Na・K　ATPaseが活性化し能動的に

取り込まれている可能性が示唆された．ウアバイ

ン投与120分後で心筋内Na－K　ATPase活性が低

下することは培養細胞の実験でも認められてお
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り24），そのためOU120群では心筋の201Tl摂取

が減少し，摂取率の低下をきたしたと考えられた．

　20m投与15分後の心筋摂取率は，　OU15群は

CON群に比し高値を，　OU120群は低値を示した．

201”投与1分後から15分後までの放射活性の変

化は，OU15群はCON群に比し著明に増加して

いた．ウア・ミインが201T1の心筋摂取を抑制する

ことは培養細胞の実験で報告されていたが，投与

早期においては逆に摂取率が増加し，その後の洗

いだしも著明に増加することはいままで知られて

いなかった．今回の実験で201T1投与後1分と15

分後の心筋摂取率の変化と時間放射能曲線の両面

から，ともにウアパイン投与早期の心筋摂取の増

加と洗いだしの増加が確認された．以上の結果か

ら，一度細胞内に流入した201T1の洗いだしに

Na－K　ATPaseが関与し，　Na・K　ATPaseの活性が

高い状態では摂取率も高いが洗いだしも増加して

いることが示唆された．

　臨床面の問題として，現在心筋イメージング製

剤として広く使用されている201T1は，心筋への

流入・流出が血流以外の状況により修飾される可

能性があるため，心筋シンチ画像を読影するとき

に血流の情報のほか，心筋細胞の状態，機能，そ

して投与されている薬剤についても考慮する必要

性が示唆された．201Tlによる心筋画像と99mTc

MIBIの画像の相違から，現在臨床的に問題と

なっているstunned　myocardium，　hibemating

myocardiumや心筋症などの心筋の状態を推定で

きる可能性がある．臨床で用いられるジギタリス

製剤服用による201T1心筋シンチ画像への影響は

今まで報告がみられないが，今回の実験で使用し

たウアパインの量は多量であり，臨床に使用され

るレベルで201Tl摂取や洗いだしに影響がでるか

については今後の検討が必要である．

V．結　　語

　ラットを用いて99mTc　MIBIと201T1の心筋内

動態に対するウアパインの影響についてin　vivo

で検討した．その結果，次のことが判明した．

1）99mTc　MIBIはウアノミインの影響を受けない．

2）201Tlはウアパイン投与早期においては心筋摂

取が著明に増加し，洗いだしも増加する．3）ウア

パイン投与120分後の状態では15分後の状態に比

し，201T1の心筋摂取と洗いだしは共に低下する．
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Summary

Effects　of　Ouabain　on　20iT1　and　99mTc　MIBI　Kinetics　in　Rat　Myocardium

　　　　　　　　　　－ln　Vivo　StUdy　Using　Mmiature　Csl　Detector一

Shoichi　TANGE

Department　of　Radiologγ，　Tokγo　Women’s・Medica1（rollege

　　The　aim　of　this　study　is　to　investigate　the　effect

of　ouabain（inhibitor　of　Na－K　ATPase）in　the

myocardial　uptake　and　clearance　of　201Tl　and
99mTc　MIBI　using　rats．　Time　activity　curves　of

three　groups　were　measured　by　Csl　miniature

detector　fbr　15min　after　the　administration　of

each　radiopharmaceutica1．　Groups　were　divided

as　f（）llows；1）control　group（CON　group），2）

early　phase　as　15min　after　the　administration　of

ouabain（OU15　group），　and　3）1ate　phase　as　120

min　after　the　administration　of　ouabain（OU120

group）．　Main　organs　of　rats　including　myocardium

were　resected　at　l　min　and　15min　after　the　ad－

ministration　of　201TI　or　99mTc　MIBI　under　the

anesthesia　of　pento－barbital　sodium．　The　uptake

（％ID／g）of　201TI　or　99mTc　MIBI　was　measured　by

well　type　scintillation　counter．

　　The　uptake　of　201TI　of　OUI5　group　was　sig一

nificantly　higher　than　CON　group（OU15：10．81士

1．90，CON：1．86±0．42）and　cleared　more　rapidly．

On　the　contrary，　OU120　group　showed　lower

uptake（1．70圭0．21）and　slower　clearance　than

OU15　group．　Time　activity　curve　of　OU15　group

indicated　the　accelerated　washout　compared　with

CON　group．　However，　OU120　group　showed

significantly　the　reduced　washout（CON　group：

19％，OU15　group：22％，　OU120　group：9％）．　On

the　other　hand，　the　uptake　and　time　activity　curves

of　99mTc　MIBI　were　not　influenced　by　ouabain

administration．　In　conclusion，　myocardial　uptake

and　clearance　of　ggmTc　MIBI　were　not　related　to

Na・K　ATPase　activity，　while　those　of　201TI　were

markedly　influenced　by　Na－K　ATPase．

　　Key　words：　％ID／g，　Time　activity　curve，201Tl，

99mTc　MIBI，　Ouabain．
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