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《原　著》

新しい心筋血流シンチグラフィ製剤

99mTc－Teboroxime（SQ30，217）の臨床評価
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　要旨新しい99mTc標識心筋血流シンチグラフィ製斉ljである99mTc－Teboroximeの臨床第II相試験を，

12施設においてSPECTイメージング法（運動負荷時／安静時検査）を用いて実施した．対象は，心筋梗塞

38例，狭心症31例，その他の心疾患4例であった．安全性については，副作用，臨床検査値ともに本剤

との因果関係を示唆する異常の出現をみなかった．画質の評価では62．5％がexcellentあるいはgoodと評

価された．また良好な画質を得るために，SPECT撮像は投与後早期に開始し短時間で終了することが重要

と考えられた．本試験での陽性率は心筋梗塞では97．1％，狭心症では62．1％であり，冠動脈造影との一・致

率はそれぞれ84．4％，68．0％，201Tlとの一致率はそれぞれ78．1％，74」％であった．さらに総合評価にお

いては95．8％に有用性が示され，99mTc－Teboroximeによる心筋SPECTイメージングの臨床的有用性が認

められた．今後，撮像条件の適正化のもとに，さらに検討が必要と思われた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（核医学29：991－1003，1992）
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L　緒　　言

　201T1心筋血流シンチグラフィは，虚血性心疾

患，心筋症の診断に広く利用されているが，（1）

γ線のエネルギーピークが69－83keVとやや低い

ため，分解能に限界がある，（2）比較的長い半減

期（72時間）のために投与量が制限され，したが

って撮像に時間がかかる，（3）心筋からのクリア

ランスが遅いため運動負荷時と安静時の検査を同

日内に実施できない，などの問題点がある．そこ

で，これらの問題点を克服すべく，99mTcで標識

した新しい心筋血流シンチグラフィ製剤の開発が

積極的に進められてきた．今回臨床第II相試験
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992 核医学　29巻8号（1992）

を行った99mTc－Teboroxime（SQ30，217）［化学

名：Chloro［tris（cyclohexyldioxime）methaneboronic

acid］（99mTc）technetium］（以下，本剤）は，その一

つであり99mTc－MIBIとともに臨床応用が期待さ

れている．本剤は，Technetium　oximeのBoronic

acid　adductとして製剤された脂溶性の中性化合

物であり，拡散により心筋摂取される．その特

長として，（1）γカメラの至適エネルギーを持つ

99n1Tc標識製剤であるため，201Tlよりも分解能の

高い画像が得られる，（2）半減期が短い（6時間）

ので投与量を増やすことができ，撮像時間を短縮

できる，（3）初回循環で約90％が血流依存性に心

筋摂取され，血中クリアランスが速く，また肺へ

の摂取が低いため，心筋血流イメージングに適す

る，（4）心筋からのクリアランスが速いため，初

回検査後約1時間で再投与による2回目の検査が

実施できる，などが特筆される1”5）．心筋への高い

摂取率と（4）の特長は，201Tlおよび99mTc－MIBI

を凌ぐ特質である6・7）．本剤の臨床的意義につい

ては，これまで主として米国を中心にplanarイ

メージング法による検討が行われてきたが8・9），

SPECTイメージング法での検討は十分ではな

かった．そこで，本邦での臨床第II相試験では

SPECTイメージング法を利用して，本剤の臨床

応用における安全性，有効性および有用性を検討

した．

　なお，本試験は，全国］2施設の参加のもとに

平成元年7月より平成2年3月の期間に実施され
た．

II・対象および方法

　1．対象症例

　対象は，冠動脈疾患またはその他の心筋疾患を

持つ患者で，年齢20歳以上，本試験開始1か月

以内に201Tlによる運動負荷および再分布心筋シ

ンチグラフィ，冠動脈造影が実施されている患者

とした．また，（1）上記対象外疾患の患者，（2）妊

娠中および妊娠している可能性のある女性または

授乳中の女性，（3）主治医が本試験に不適当と判

断した患者は，対象から除外することにした，

Table　l　Clinical　diagnosis　of　patients

　　　Clinical　diagnosis

MI　　　　AMI

　　　　OMI
　　　　OMI十AP
　　　　OMI十DCM
AP

Others

EffOitangina

Rest　angina

Unstable　angina

A－Vblock
Myocardial　bridge

Syndrome　X
Pericarditis

　Tota1

・
一
3
1
5
1
8
2
2
7
3
1
1
1
1
1
7
3

Ml：Myocardial　infarction，　AMI：Acute　myocardial

infarction，　OMI：01d　myocardial　infarction，　AP：

Angina　pectoris，　DCM：Dilated　cardiomyopathy

最終的に各施設で実施された症例は，Table　1の

73例であり，男性57例，女性16例，平均年齢

58土9歳（標準偏差）であった．病名で分類すると，

心筋梗塞38例，狭心症31例，その他4例（房室

ブロック1例，myocardial　bridge　l　feJil，　syndrome

X1例，心外膜炎1例）であった．

　なお，本臨床試験実施に先立ち、あらかじめ患

者本人またはその家族に試験の内容を十分説明し，

文書ないしr1頭にて試験参加の同意を得た．

　2．試験薬剤，投与量および投与方法

　1パイアル中に，シクロヘキサンジオンシオキ

シム2．Omg，メチルボロン酸2．Omg，無水塩化

第一スズ0．05mg，塩化ナトリウム100．O　mgを

含有する99mTc－Teboroxime（SQ30，217）調製用キ

ット（Bristol－Myers　Squibb社提供）を用いて，こ

のバイアル内にテクネチウムジェネレータから溶

出した過テクネチウム酸ナトリウム（99mTcO4－）

注射液約1m／（370－1，850　MBq（10－50　mCi））を注

人し，100°Cで15分間加熱し，その後室温まで

冷却する．そして，調製後6時間以内に，被験者

に1回370－740MBq（10－20　mCi）を静注するこ

ととした．また，2回（運動負荷時と安静時）の最

大総投与量は，1，110MBq（30　mCi）とした．なお，

投与に際しては，標識率をヘーハークロマトグラ

フィにより測定することとした，
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Table　2　1nstitutions　collaborating　in　the　trial　and　imaging　techniques

　施設名

北海道大学

岩手医科大学

東京大学

慶雁義塾大学

慈恵会医科大学

東邦大学

三井記念病院

名古屋大学

金沢大学

大阪大学

大阪市立大学

九州大学

霞
麗
緬
漂
霞
吐
芸

機　　種

GCA－602A
RC－135DT
400AC／T
GCA－901A
ZLC－7500

ZLC・7500

ZLC－7500

GCA－70AS
GCA－9300A（3　head）

RC－150DT
ZLC－7500

400AC／T

コンピュータ

GMS－550U
HARP
STARCAM
GMS－550U
S／P・700

S／P・2400

S／P・700

GMS－55A
GMS－550U
HARP・II
S／P・7000

STARCAM

コリメータ

LEHR
LEGP
LEGP
LEGP
LEHR
AP
LEGP
LEGP
GP
LEHR
LEGP
LEGP

　収集条件

15秒×32

15秒×32

15秒×32

10～15秒×32

15秒×32

10秒×32

7～15秒×32
12～20秒×30／60

60秒／回転（連続収集）

15～20秒×32

15秒×32

20秒×32

LEHR：low　energy　high　resolution，　LEGP：low　energy　general　purpose，　AP：all　purpose，　GP：general　purpose

　3．試験方法

　（D　検査フロトコール

　本剤投与前48時間以内に，血圧，心拍数，体

温，心電図測定，血液・生化学検査，尿検査を行

ったのち，運動負荷時SPECTイメージングおよ

び安静時SPECTイメージングを同日内で1時間

以ヒの間隔を開けて実施することとした．実際に

は，その間隔は，80分から120分以内の範囲が

32例（47．1％），120分から282分以内が36例

（52．9％）で，SV’均168土72分であり，これは本検

査を201T1の検査スケジュールに従って行った施

設が多かったことが原因であった．イメージング

中および直後には，適宜，血圧，心拍数，体温，

心電図測定を行い，イメージング終了48時間以

内に再び血液・生化学検査，尿検査を実施した．

血液検査は，赤血球数，ヘモグロビン，ヘマトク

リット，白血球数，白血球分画，血小板数を測定

した．生化学検査は，Na，　K，　Cl，　Ca，　P，クレアチ

ニン，尿酸，GOT，　GPT，　ALP，　LDH，　CPK，総ビ

リルビン，アルブミン，総蛋白，総コレステロー

ルを測定した．尿検査では，pH，蛋白，糖，潜血，

尿沈渣を測定した．

　（2）撮像方法

　本試験では，すべてsingle－head回転型γカメ

ラによるSPECTイメージングを行うこととした．

ただし，1施設6例に対しては3－head型のγカ

メラによる撮像が試みられた．12施設における

γカメラ，コンピュータ，コリメータおよびイメ

ー ジ収集法をTable　2に示した．

　運動負荷時イメージングでは，自転車エルゴメ

ー タまたはトレヅドミルによる運動負荷を行い，

卜分な負荷がかかった時点あるいはST低下，胸

痛，下肢疲労がみられた時点で本剤を急速静注し，

静注後90秒間は負荷を継続させ，そして負荷終

r10分後より撮像を開始することとした．安静

時イメージングでは，本剤静注10分後より撮像

を開始することとした．ただし，上記の撮像開始

時間は，本試験の中間段階で，静注後早期（10分

以内）に撮像を開始することに一一部変更された．

　また，運動負荷時イメーシングと安静時イメー

ジングの順序の選択は，各施設に委ねられた．そ

の結果，最初に運動負荷時イメージング続いて安

静時イメージングが実施された例は43例，最初

に安静時イメージング続いて運動負荷時イメージ

ングが実施された例は25例であった．他の5例

では，安静時イメージングのみが実施された．

　（3）画像の評価方法

　標準的な断層像の再構成法に基づき，心筋短軸

断層像および長軸断層像を再構成し，心筋の9セ

グメント（前壁上部，前壁下部，中隔上部，中隔下

部，後壁，下壁，側壁上部，側壁下部，心尖部）への

本剤の取り込みを以下の0－4のスコアで判定した．
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4：明らかな異常

3：おそらく異常

2：どちらともいえない

1：おそらく正常

0：正常

核医学　29巻8号（1992）

　運動負荷時像と安静時像の比較から負荷時欠損

への安静時refillingを次の2段階で判定した．

　＋：re創1ingが見られた（不完全あるいは部分

　　　refillingを含む）．

　一：refillingが見られなかった．

　そして，以上の判定の後，次の基準により症例

ごとに判定を行い，最終的にスコア4および5と

判定された場合を異常とした．

　1：正常

　2：おそらく正常

　3：どちらともいえない

　4：おそらく異常

　5：異常

　また，画像の質については次の基準に従い判定

した，

　1　：excellent

　2：good

　3：fair

　4：poor

　以上の各判定は，各施設の担当医が行った．

　（4）他検査との比較

　本剤のSPECT像の所見は，運動負荷／再分布

201Tl心筋シンチグラフィ（SPECT）の所見および

冠動脈造影の所見と比較し，次の基準により判定

した．

　1：一致する

　2：一致しない

　なお，201T1心筋シンチグラフィでの運動負荷

法は，各施設で，本剤の場合と同様の方法が採ら

れた．

　（5）本剤の安全性

　臨床検査値の異常が出現した場合には，可能な

限り追跡調査を行い，また身体所見および自他覚

症状等の副作用が出現した場合には，その症状，

重症度，発現時期，消失時期および処置について

　　　　　　　　Number　of　cases
　　　O　　　　　　　　　10　　　　　　　　20　　　　　　　　30　　　　　　　　　40

茎

≧95～
5

三90～
．8

∈　85～

§8。－

T

Fig．1　99mTc－Teboroxime　radiochemical　purity，

詳細な記載をし，以．ドの基準で本剤との関係を判

定した．

　1：関係なし

　2：関係あり

　3：不明

　（6）本剤の有用性

　画像診断，副作用，臨床検査値などの結果から、

総合的な本剤の有用性の評価を以下の判定基準に

従って行った．

　1：きわめて有用

　2：有用

　3：やや有用

　4：無用

　5：有害

川．結　　果

　1．試験薬剤の調製

　本剤の調製に際して，99mTc－Teboroxime訂月製

用バイアルに添加された過テクネチウム酸ナトリ

ウム（99MTcO　4　）は，液量1．46土0．98　m1，添加放

射能1450．7土664．8MBq（39．2土18．O　mCi）であっ

た．パイアルを100°Cで15分間加熱し，その後

室温まで冷却した後，運動負荷および安静時の2

回の静脈内投与を行った．

　62例78検査で，標識率をヘーハークロマトグ

ラフィで調べた結果，99mTc非錯体（％）と還元水

解99mTc（％）を計測して求めた99mTc－Teboroxime

錯体（％）は，92．0±4．3％（80．0－98．6％）であ・・た

（Fig．1），
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Fig．2　　Average　injection　radioactivity　of　the　lst　and　2nd　injection．

　2．投与放射能

　初回と2回目の平均投与量の分布において，大

多数の症例（66例，90．4％）は370MBqから740

MBq以内の範囲にあった．2例（2．7％）は比較的

少量投与（370MBq以下）され、5例（6．8％）は比

較的大量投与（740MBqから1，184　MBq）された

が（Fig．2）、これは使用機種の性能，撮像時間，

対象例の体亜に応じて，投与量が調節された結果

であ・）た．

　3．副作用
　対象73例において，本剤の副作用と考えられ

る症候の出現を認めなかった．臨床検査所見で，

4例においてGOT上昇2件，　GPTヒ昇，　ALP
l：1“，白lrlL球分画における単球のヒ昇および低ド

各1件（合計6件）を認めたが，その変動は各施

設での正常域をわずかに逸脱する程度であり，ま

た本剤との因果関係はいずれも不明であった．

　4．SPECT画像：画質とその影響因子

　静脈投与時に薬剤が皮下に洩れた1例を除いた

72例で，画質について検討したところ，Table　3

のように，excellent　l　2例，　good　33例，　fair　23例，

poor　4例であった．　good以上が45例（62．5％）

を占めたが，fairとpoorが27例（37．5％）に認め

られ，この原因について検討が必要とされた．本

剤は心筋からのクリアランスが非常に速いため、

撮像条件によって画質の良否が影響されると推測

される．そこで，撮像条件の画質への影響を検討

した．

Table　3　Estimation　of　image　quality

Quality　Excellent

Cases　　　　12
（％）　　　　　（16．7％）

　（n－72）

Good

　33
（45．8％）

Fair

23－一

（31．9％）

Poor

　4－

（5．6％）

　（1）　薬剤投与量の影響

　Table　4に3－head型γカメラ使用例6例（安静

時イメージングのk実施の5例を含む）を除いた

66例における、2回の検査の平均投与放射能と画

質の関係を示した．370MBqから740　MBq以下

の範囲で投与された61例において555MBq以下

の44例と555MBqを超える17例の2群で画質
を比較すると，画質がexcellentおよびgoodと判

定された比率は，前者が52．3％で後者が76．5％

であり，後者のほうがやや画質は良い傾向を認め

た．しかし，少量投与（370MBq以下）例および

大量投与（740MBq超）例は，ともに全てgood

以ヒの画質を示した．また画質と投与量の相関分

析を行った結果，両者に有意な相関を認めなかっ

た（Spearmanの順位相関係数r－0．123，　p－・O．326）．

以上から，今回の投与量の範囲内では，その多少

による画質への影響は認められなかった．

　（2）撮像開始のタイミングの影響

　本剤投与から撮像までの時間が正確に計測され

た運動負荷イメージング（66例）において本検討

を行った、本試験では当初，撮像開始を投与後10

分からとしていたが，心筋からの急速クリアラン
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Table　4　Effect　of　injection　dose　of99mTc－Teboroxime　on　image　quality

Injection　dose

　（MBq）

　－370
　－555
　－740
　＿925
　＿1295

（n＝66）

n

Image　quality

2
4
・
7
1
つ
↑

　
4
1

Excellent　Good

0
4
5
0
0

2
9
n
δ
1
2

Fair

O

l9

　3

　0

　0

Poor

　O

　2

　1

　0

　0

≧Good（％）

　100．0
　　52．3

　　76．5

　100．0

　100．0

Table　5　Effect　of　timing　of　image　acquisition　on　image　quality

Timing　of　image
　acquisition
　　（min）

　　－5
　　＿16

n
Image　quality

Excellent　　Good

　7　　　　14
　2　　　　18

Fair Poor

　O

　3

≧Excellent（％）

　　212
　　6．1

≧Good（％）

3
つ
」

つ
」
3 2

0
6
6
3
0

1

0
6（n・＝・・66）

Table　6　Effect　of　duration　of　image　acquisition　on　image　quality

Timing　of　image
　acquisition
　　（min）

　　－5

＿
16

Acquisition

　time
（sec／step）

　7－12
　15－20

　7＿12
　15－20

n
　　Excellent

7　　－4

26　　　　3

5　　　　0

28　　　　2

Image　quality

（n　・＝　66）　＊U－test：p＝0．028

Good

2
2
4
4

Fair

　l

ll

　1

　9

Poor　　≧Excellent（％）　≧Good（％）

：コ・　｛1：；

0　　　　　　0

3　　　　　　7．1

1
；
：
；

80．0

57．1

スと肝臓集積増加の画質への影響を考慮して，撮

像開始を投与後早期に行うよう，中間段階で修正

が行われた．その結果，Table　5に示したように，

撮像開始時間が症例間で異なることとなり，5分

以内に開始された症例が33例，5分から16分以

内が33例であった．この2群で画質を比較した

結果，good以上の画質の比率は両群間で同程度

であったが，excellentの画質の比率は，前者が

2L2％，後者が6．1％であり，また前者では画質

がpoorと判定された症例はなかった．以上のよ

うに，投与後5分以内に撮像が開始された方が画

質は良いという傾向がみられた．しかし，5分以

内に開始された群内にもfairと判定された例が12

例（36．4％）存在した．そこで，さらに収集時間を

加えて検討すると，Table　6に示したように5分

以内に開始された群で，収集時間が比較的短かっ

た場合（7－12秒／step）の方が，長かった場合（15－

20秒／step）よりもexcellentの画質の比率（おのお

の57』％，11．5％）およびgood以上の画質の比率

（おのおの85．7％，57．7％）が高く，この2群間に

は有意な差が認められた（U検定：p－0．028）．さ

らに前者ではfairの例が1例のみであった．

　（3）撮像順序の影響

　運動負荷時イメージングが先行した場合と安静

時イメージングが先行した場合での画質の比較

（Table　7）では，　good以上の画質の比率がそれぞ

れ60．5％，65．2％であり，撮像順序の違いによる

画質の差は認めなかった（U検定：p－0．815）．

　5．SPECT画像：201Tlとの比較

　運動負荷および安静時99mTc－Teboroxime心筋

Presented by Medical*Online



新しい心筋血流シンチグラフィ製剤99mTc－Teboroxime（SQ30，217）の臨床評価 997

Table　7　Effect　of　imaging　order　on　image　quality

Imaging　order

1st
n
　　Excellent　Good

43　　　　7　　　　19

23　　2　　！3一

Image　quality

2nd

EX　　　　RE
RE　　　　EX

Fair Poor　　　≧Excellent（％）　　≧Good（％）

〆

0
10

－
〔
∠

今

」
弓
’6

8

く
」
角
∠

0
　
5

∠

0
∠

O

（n＝66）　EX：Exercise，　RE：Rest

Table　8　1ncidence　of　perfusion　abnormalities　in　99mTc－Teboroxime　exercise／rest　SPECT　imaging

Group ・Ab…・1鵠鵠 Equivocal ㌃8謝N・・m・1 　Incidence　of
abnormalities＊（％）

MI　　　　34

AP　　　　29
0thers　　　4

8
3
つ
」

〔
∠

－

く
」
く
」
－

O　　　　　　l

5　　　　　　5

0　　　　　　0

5　　　　　　6

0
1
0

97．1

62．l

lOO．0

　Total　　　67　　　　　　　　　　　　　11

＊Incidence　of　abnormalities

　　＝（Abnormal十Probably　abnormal）×100／Total

1 82．1

SPECT像の所見から担当医が異常と判定した症

例は，Table　8のように，心筋梗塞患者では34例

中33例（97．1％），狭心症患者では29例中18例

（62．1％），その他の心疾患では4例全例（100％）で

あった．201Tl心筋SPECT施行例63例（心筋梗

塞32例，狭心症27例，その他の心疾患4例）で

の99mTc－Teboroximeと201Tl像の所見の一一致率

（Table　9）では，心筋梗塞例では25例（78．1％）が，

狭心症例では20例（74．1％）が，その他の心疾患

では2例（50．0％）が一致を示した．また全体では

47例（74．6％）に一致をみた．SPECT撮像開始時

間の影響を考慮して，投与後5分以内に開始され

た33例と5分から16分以内に開始された30例

を比較すると201Tl所見との一致率はそれぞれ

75．8％，73．3％であり，両群間に差はなかった

（Fisherの直接確立法：P－1．㎜）．　Fig．3に，右

冠動脈起始部閉塞（100％）および左冠動脈前下行

枝からの側副血行路を認めた狭心症例の運動負

荷／安静99mTc－Teboroximc心筋SPECT像と運

動負荷／再分布201T1心筋SPECT像を示したが，

両所見はほぼ一致し，下壁領域および前壁中隔領

域の運動負荷時の欠損像と安静時あるいは再分布

での正常化が認められた．

Table　9 Concordance　of　99mTc－Teboroxime　images
with　201Tl　images

Group

MI
AP
Others

Total

竺
3
2
2
7
4
6
3

Concordance

25（78．1％）

20（74．1％）

2（50．0％）

47（74．6％）

　6．SPECT画像：冠動脈造影との比較

　運動負荷時および安静時99mTc－Teboroxime心

筋SPECTが実施され，また，冠動脈造影が施行さ

れた60例において，SPECT所見と冠狭窄病変の

有無との一致率を検討した（Table　10）．この結果，

心筋梗塞32例では27例（84．4％）に，狭心症25

例では17例（68．0％）に、その他の心疾患3例で

は1例（33．3％）に一致をみた．また全体では，45

例（75．0％）に一致をみた．撮像開始時間が5分以

内であった29例と5分から16分以内であった31

例を比較すると，冠狭窄病変の有無との一致率は

それぞれ72．4％，77．4％であり，両群間に差はな

かった（Fisherの直接確立法：p－0．769）．

　7．本剤の有用性

　運動負荷時および安静時イメージング実施例67
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99mTc＿Teb◎r◎xi『ne

EX

紗 蜘

∩

RE

一
在

TI－・201

EX

轟 轟

RD

Fig．3　Comparison　of　99mTc－Teboroxime　with　201Tl　for　myocardial　imaging　in　the

　　　　　presence　of　a　coronary　artery　stenosis．　This　patient　with　effort　angina　had　a

　　　　complete　occlusion　in　the　proximal　portion　of　right　coronary　artery　With　coト

　　　　laterals　from　left　anterior　descending　coronary　artery．　Exercise・induced　perfu－

　　　　sion　defects　in　anteroseptal　and　inferior　regions　were　demonstrated　in　both

　　　　　studies．

Presented by Medical*Online



新しい心筋血流シンチグラフィ製剤｛JgmTc－Teboroxime（SQ30，217）の臨床評価

Table　10　Concordance　of　99mTc－Teboroxime　images

　　　　with　CAG　findings

999

Group

Ml
AP
Others

n　　　　　　Concordance

32　　　　　　27（84．4％）

25　　　　　　17（68．0％）

3　　　　1（33．3％）

Total 60

CAG：Coronary　angiography

45（75．0％）

Table　ll　Estimation　of　clinical　usefulness

Estimation

Cases
（％）

（n－72）

Very
useful

　7
（9．7％）

U・ef・IS；鵠

　48　　　　14
（66．7％）　（19．4％）

Useles：

　3
（4．2％）

例および安静時イメージングのみの5例の計72

例において，担当医によって評価された診断的有

用性を検討した（Table　11）．その結果，「きわめて

有用」と評価された例が7例，「有用」と評価さ

れた例が48例で，55例（76．4％）が「有用」以L

と評価された．また，「やや有用」と評価された

例14例を合わせると，69例（95．8％）であった．

IV．考　　察

　99mTc－Teboroximeの臨床第H相試験では、症

候ならぴに臨床検査において、本剤に起因すると

考えられる副作用を認めず，安全性が確認された．

臨床的意義については，本試験では，画質からみ

たSPECT撮像条件の検討と虚血性心疾患におけ

る診断的有用性の検討を行った．

　（1）SPECT撮像条件の検討

　本剤のSPECTイメージング法での適正な撮像

条件を検討すべく，本試験で設けられた条件下に

おける画質の良否を検討した．本試験では，6例

の3－head型γカメラ使用例を除き，大多数は

single－head回転型γカメラを用いて，180度回

転，1ステッフ7－20秒のイメージ収集による撮

像が行われた．対象72例での画質評価の内訳は，

excellentあるいはgoodとの評価が45例（62．5°／．），

fairあるいはpoorとの評価が27例（37．5％）であ

り，fairおよびpoorの画質不良例が少なからず

存在した（Table　3）．そこで画質不良の原因となる

撮像条件の問題として，single－head回転型γカメ

ラ使用例66例において，以下の三点について検

討した．第一に，投与量の影響については，今回

の投与量の範囲（初回と2回目の平均投与量の範

囲：370－1，184MBq）では，投与量と画質の間に

関連を認めなかった（Table　4）．第二に，撮像順序

の影響については，43例（65．2％）では運動負荷

時イメージングが，23例（34．8％）では安静時イ

メージングが先行して実施され，両イメージソグ

の時間間隔は166土71分（80－280分）であったが，

Table　7に示したように，かかるフロ1・コールの

差による影響を認めなかった．第三に，本剤投与

後の撮像タイミングの影響を検討した。この結果，

Table　5に示したように，撮像が比較的早期（投与

後5分以内）に開始された場合にexcellentの比率

が高く，しかもpoorの例が認められなかった．

一方，比較的後期（投与後5分から16分以内）に

開始された場合では，excellentの比率が非常に低

かった．以上より，撮像開始のタイミングの遅れ

は，画質を劣化させる要因になると推定された．

しかし，早期開始群でも，画質不良例（fair）が

36．4％に認められ，そのためgood以上の症例の

比率では、後期開始群との問に差がなかった．そ

こで，さらに撮像時間の長さを加味して検討した

（Table　6）．すなわち，早期撮像開始群で、1ステ

ップ7－12秒で収集され撮像時間が約6分に短縮

された場合（撮像終rは投与後約ll分）と1ステ

ップ15－20秒で収集され撮像時間が延長された場

合（撮像終了は投与後約15分）とを比較すると，

excellentの比率は前者で57．1％，後者で11．5％

であり，またgood以上の症例の比率は前者で

85．7％，後者で57．7％であり，前者のほうが有意

に画質が良好であった．したがって，良好な画質

を得るための撮像条件として，本剤投与後早期に

撮像を開始することと共に，撮像時間を短縮する

ことが重要と考えられた．

　本剤の心筋動態について，ヒトでの検討で，本

剤投与後2分で心筋に最大摂取された後，心筋か
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らのクリアランスは早期急速相と続く緩徐相の二

相性変化を示し，半減期は約11分であることが

観察されているlo）．一・方，心筋集積の時間的減少

と対称的に，肝臓への集積は投与後より漸増し，

約4．5分から7分の間にピークに達し，その後長

時間持続することが観察されている11）．本邦での

臨床第1相試験では4），心肝集積比は，投与後10

分以内では0．36－1．0であるが，15分以降では0．32

以下に低下すると報告されている．これらの観察

結果に基づけば，撮像時間が投与後10分以降に

及ぶと心筋activityが最初の50％以下に低下し，

また心肝集積比が著しく低下するため画質の劣化

が起こると推定される．

　したがって以上を考慮すると，撮像のタイミ

ングは投与後心筋に最大摂取された後できるだけ

早期，すなわち2－5分以内に撮像を開始し，でき

れば10分以内に終了することが望ましいと考え

られた．また，かかる早期撮像開始という条件の

もとでは，急速な心筋カウントの減衰過程での

SPECT撮像に起因するアーチファクトの発生が

危惧されるが，最近の報告7）では，クリアランス

の半減期以内の撮像であれば診断上問題とならな

いことが示されている．このように，早期撮像開

始，撮像時間の短縮が望ましいとなると，実際の

運用面からは，運動負荷後速やかに撮像に入るよ

う⊥夫が必要であり，ステッフ収集に変えて連続

収集を選択するなどの工夫も必要であろう？）．さ

らには，最近本邦でも普及しつつある3－head型

γカメラの利用12）も有意義であると考えられる．

　（2）虚血性心疾患の診断における有用性

　今回の対象患者のうち，運動負荷時と安静時に

99mTc－Teboroxime心筋SPECTが実施された虚血

性心疾患患者（心筋梗塞34例，狭心症29例）に

おいて，診断的有用性の検討を行った．その結果，

本剤の陽性率は，心筋梗塞で97．1％，狭心症で

62．1％であり，また冠動脈病変の有無との一致率

は心筋梗塞例で84．4％，狭心症例で68．0％とそれ

ぞれ比較的高い値を示した（Tables　8，10）．しかし，

心筋梗塞例に比べて，狭心症例での診断能がやや

低いことが注目された．これには，心筋虚血の誘

発に際して運動負荷が4〈　t’分であった可能性も考

えられるが，本剤では撮像のタイミングの遅延が

診断能を低下させるとのStewartらの報告が重要

かもしれない．すなわち運動負荷によって，狭窄

冠血管支配領域で欠損像が誘発された場合でも，

正常領域はwashoutが急速であるため，　washout

が遅延する狭窄領域との間のカウント差がかなり

早期に消失し，したがって欠損像は早期に消失

（早期再分布）するため，撮像タイミングが診断能

に影響することを示唆している13）．

　今回さらに，201T1との診断能の比較を行ったが，

その結果では両所見の一致率は，心筋梗塞例で

78．1％，狭心症例で74．1％であり，全体での一致

率は74．6％であった（Table　9）．米国の多施設試

験での成績（planarイメージング法とSPECTで

メージング法との併用）lo）では，115例でlllij者の

問に90．9％の高い一致率が認められている．一方，

カナダの多施設試験での成績（SPECTイメージン

グ法）14）では，66例で両者の一致率は77％であ

t，た．今回のわれわれの成績は，米国よりもやや

低い一致率であったが，カナダの成績にほぼ一致

した．両者が完全に一致しない理由には，種々の

要因が考えられるが，まず，本剤の場合に，先の

撮像条件の問題が関与している可能性がある．今

回，早期撮像開始群と後期撮像開始群の問で201Tl

との一致率を比較し，両者に有意差を認めないと

いう結果を得たが，撮像条件の適正化をはかって，

さらなる検討が必要と思われた．次には，本剤が

201Tlよりも精度の高い情報を提供しているがゆ

えに，不一致を示すという可能性も否定できない．

例えば，今回の症例の中には，201T1では遅延再

分布によって心筋バイアビリティが過小評価され

たにも関わらず，本剤では正しく評価できたと考

えられる症例が認められている．しかし，これに

ついては，今回の検討では，さらに深く言及する

　ことが困難であり，今後の検討に期待したい．

　最後に，今回の臨床第II相試験での最終的な

総合評価の成績では，各担当医は76．4％の症例

に本剤は有用であったとの判定を一ドし，さらに

「やや有用」との判定も合わせると95．8％の症例
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に診断的有用性を認めた．この総合評価での高い

有用性は，診断能に対する評価とともに，99mTc

製剤としての利点や，運動負荷時と安静時の検査

が約1時間の間隔をおいて短時間の間に終了でき

る点なども評価された結果と考えられた．

V．結 語

　99mTc－Teboroxime心筋シンチグラフィの本邦

での臨床第II相試験として，その臨床的有用性を

single－head回転型γカメラによるSPECTイメー

ジング法（運動負荷時／安静時検査）を用いて，主

として虚血性心疾患患者を対象に検討した．その

結果，本剤の安全性が確かめられるとともに，臨床

応用に際して，次のような特徴が明らかになった．

　（D　投与量370－740MBq（2回の最大総投与量

1，110MBq）で180度回転のSPECT撮像条件に

おいて、心筋からのクリアランスの初期相での撮

像，すなわち，投与後5分以内で撮像を開始し，

できるだけ短時間で終了することが，良好な画質

を得る上で重要と考えられた．

　（2）心筋梗塞34例，狭心症29例での検討の

結果，陽性率は，それぞれ97．1％，62」％と高い

陽性率を示した．冠動脈病変の有無との一致率も，

それぞれ84．4％，68．0％と高い一致率を示した．

201T1心筋シンチグラフィとの一一一致率は，それぞ

れ78．1％、74．1％で，全体では74．6％であり，

かなり良い一致をみた．

　臨床第III相試験では，今川明らかになった撮

像条件の適正化をはかり，さらに詳細な検討が必

要と考えられる．
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　99mTc－Teboroxime　［Chloro［tris（cyclohexyldiox－

ime）methaneboronic　acid】（99mTc）technetium】，　a

perfusion　agent　for　myocardial　imaging，　has　a

distinct　advantage　over　201TI　because　of　its　very

high　myocardial　extraction　and　is　a　99mTc　com－

pound　ideal　for　gamma　camera　imaging．　This

agent　also　demonstrates　rapid　myocardial　wash－

out，　which　allows　completion　of　exercise　and　rest

imagingstudies　in　a　short　interva1（to　l　hour）．　How－

ever，　the　rapid　washout　necessitates　the　com－

pletion　of　image　acquisition　very　quickly　after

injection　and　therefore　may　require　nonconven－

tional　SPECT　imaging．　In　this　Phase　II　study　we

evaluate　the　safety　and　efhcacy　of　99mTc－Teboro－

xime　to　detect　coronary　artery　disease　by　exercise

and　rest　SPECT　imaging　in　38　patients　with　prior

myocardial　infarction，31　patients　with　angina

pectoris，　and　4　patients　with　non－coronary　cardiac

diseases．　The　99mTc－Teboroxime　dose　used　was

370－740MBq　in　each　study．　The　findings　were

compared　with　coronary　angiography　or　201Tl

exercise　and　redistribution　SPECT．　No　significant

adverse　reactions　or　laboratory　abnormalities　at－

tributable　to　991nTc－Teboroxime　were　observed．

　　The　quality　of　SPECT　images　was　optimal　in

62．5％of　all　patients．　The　relatively　large　popula－

tion　of　suboptimal　cases（37．5％）was　attributed　to

the　delay　of　the　start　and　prolongation　of　the

image　acquisition　time．　In　85．7％of　patients　whose

imaging　was　started　within　5　minutes　and　com－

pleted　within　l　l　minutes　after　injection，　optimal

quality　was　observed．　Thus，99mTc－Teboroxime

SPECT　requires　the　rapid　completion　of　image

acquisition　after　injection　to　achieve　optimal

image　quality．

　Abnormalities　of　99MTc－Teboroxime　distribution

were　detected　in　97．1％and　62．1％of　patients　with

prior　myocardial　infarction　or　angina　pectoris，
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respectively．　The　concordance　with　coronary

angiography　was　84．4％　and　68．0％，　and　with

201TI　was　78．1％　and　74．1％，　respectively．　A1－

though　standardization　of　the　image　protocol

suitable　for　this　agent　is　needed　fbr　the　next

study，　these　high　correlations　suggest　the　potential

usefulness　of　99mTc－Teboroxime　SPECT　imaging，

　　Key　words：99mTc－Teboroxime，　SPECT，　Myo－

cardial　perfusion，201T1，　Coronary　artery　disease．
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