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《原　著》

局所脳血流イメージング剤99mTc－ECDの

　　　　　　　臨床的有用性の検討

一
多施設による第III相臨床試験

米倉　義晴＊　佐々木康人＊＊　久保

百瀬　敏光＊＊　鳥塚　莞爾＊＊＊＊＊

敦司＊＊＊　棚田　修二＊＊＊＊

　要旨　新しい局所脳血流イメージング剤である99mTc－ECDの安全性，有効性，有用性の検討を目的とし，

脳血管障害，脳機能障害患者521例を対象に全国35施設の共同研究により第III相臨床試験を実施した．

有効性解析対象510例中，486例（95．3％）において臨床診断に有効な情報が得られ，444例（87．1％）が「き

わめて有用」または「有用」と判定された．99mTc－HM－PAOとの比較では，異常所見の検出率は同等であ

ったが，本剤の方がより鮮明な画像が得られ，また，集積異常部位がより大きく，コントラストが強く描出

される症例が多かった．

　本剤は安全性に問題はなく，局所脳血流イメージング剤として脳血管障害および脳機能障害の診断に有用

な放射性医薬品であることが確認された．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（核医学30：397－410，1993）

1．はじめに

　99mTc・L，L－ethyl　cysteinate　dimer（99mTc－ECD）

は米国デュポン社により開発された新しい局所脳

血流イメージング剤である1）．99mTc－ECDは，血

液から脳への高い移行率と長時間脳内に保持され

ることから，　シングルフォトンエミッションCT

（SPECT）による脳血流イメージソグに適した化

合物であり，欧米における臨床試験と並行して，

本邦においても第1相および第II相臨床試験を

終了し，安全性と脳血管障害および脳機能障害に
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おける有効性，至適投与量，至適撮像時期が確認

されている2・3）．われわれは，この成績をもとに，

平成2年12月から平成3年3月までTable　1に

示す全国35施設の共同研究として本剤の第III相

臨床試験を実施し，安全性，有効性，有用性を検

討したので報告する．

II．対象および方法

　1．対　　象

　脳血管障害，脳機能障害を有し，臨床診断のつ

いている患者（脳梗塞，一過性脳虚血発作，脳内

出血，クモ膜下出血，アルツハイマー型痴呆，て

んかん等）を対象とした．なお，18歳未満の者，

妊婦または妊娠している可能性のある女性，重篤

な疾患，腎疾患，肝疾患などの合併症を有する者

およびその他，担当医が不適当と判断した者は対

象から除外した．

　試験実施にあたって，あらかじめ担当医が試験

の内容について患者本人または親権者に十分説明

し，文書または口頭で同意を得た．
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　2．調査薬剤

　調査薬剤は，L，L－ethyl　cysteinate　dimer（以下，

ECD・2HC1）0．90　mgを99mTcの被標識体として

製剤化した用時調製用のコールドキットである

（治験薬コード：D－9401，株式会社第一ラジオアイ

ソトープ研究所およびデュポンジャパンリミテッ

ドによる共同開発，デュポン社製）．1キットは，

ECD・2HC1を凍結乾燥品として含むバイアルA

およびリン酸緩衝液よりなるバイアルBの2バ

イアルにて構成される．

　3．標識方法

　日局「過テクネチウム酸ナトリウム（99mTc）注

射液」を用い，すでに報告した標識方法3）に従い

調査薬剤を標識し，99mTc－ECD（以下，本剤）を

得た．

30巻4号（1993）

　4・投与量および投与方法

　患者を静かな部屋に横たえ，安静な状態で環境

に順応させたのち，本剤400～800MBq（標準投

与量）を静脈内へ投与し，必要に応じ生理食塩液

5～20m／でフラッシュした，

　5．撮像方法

　投与5分後以降より頭部SPECT撮像を開始し，

シンチグラムを得た．検査にはリング型SPECT

装置（12施設），3検出器SPECT装置（3施設），

4検出器SPECT装置（4施設），ガンマカメラ回

転型SPECT装置（16施設）を用い，データ収集

および画像再構成法は各施設で日常，脳血流

SPECT検査に用いている方法に準じた．

　6．SPECT画像の臨床的有用性の検討

　各施設の担当医は，あらかじめ定められた症例

Table　l　Institutions　collaborating　in　the　trial

　　　　施　　設

中村記念病院

大川原脳神経外科病院

北海道脳神経外科記念病院

秋田県立脳血管研究センター

福島県立医科大学附属病院

岩手医科大学医学部附属病院

信州大学医学部附属病院

東京大学医学部附属病院

慶鷹義塾大学病院

虎の門病院

北里大学病院

東海大学病院

群馬大学医学部附属病院

済生会宇都宮病院

亀田総合病院

埼玉医科大学附属病院

埼玉医科大学総合
　　　　　医療センター

名古屋大学医学部附属病院

　　　所　　属

放射線部，脳神経外科

放射線科，脳神経外科

放射線科，脳神経外科

放射線科

放射線科，脳神経外科

放射線科

放射線科

放射線科2）

放射線科4），神経内科

放射線科

放射線科，神経内科

放射線科，脳神経外科

核医学科，神経内科，
　　　　　　脳神経外科

放射線科，脳神経外科

脳神経外科，

　　　画像診断センター

放射線科，神経内科

放射線科

放射線科，脳神経外科

　　　施　　設

国立名古屋病院

岐阜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u

滋賀医科大学医学部
　　　　　　　附属病院

富山医科薬科大学医学部
　　　　　　　　附属病院

京都大学医学部附属病院

国立循環器病センター

神戸大学医学部附属病院

県立姫路循環器病センター

川崎医科大学医学部
　　　　　　　附属病院

愛媛大学医学部附属病院

九州大学医学部附属病院

久留米大学医学部附属病院

宮崎医科大学医学部
　　　　　　　附属病院

　　　所　　属

放射線科，脳神経外科

放射線科，脳神経外科

放射線科

核医学科

放射線科

放射線科

放射線科

放射線科，脳神経外科

核医学科，脳病態生理学
　　　　　　　　　　講座3）

放射線診療部

放射線科

放射線科，神経内科，
　　　　　　　脳神経外科

核医学科

放射線科5｝

放射線科

放射線科，脳神経外科

放射線科，脳神経外科

治験総括医師：鳥塚莞thi）　事務局　佐々木康人2），米倉義晴3）

判定委員：佐々木康人2｝，米倉義晴3），久保敦司4），棚田修二5），百瀬敏光2）
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局所脳血流イメージング剤99mTc－ECDの臨床的有用性の検討

記録用紙に本剤による脳SPECT所見を記人する

とともに，ド記基準に従い安全性，有効性，有用

性を評価した．

　（1）安全性の評価

　本剤投与前後，すでに報告した方法3）に従い，

自他覚症状，身体所見および臨床検査値を調査し，

異常が認められた場合は本剤との因果関係を下記

基準により判定した．

　1：関係なし　2：多分関係なし　3：どちらとも

いえない　4：多分関係あり　5：関係あり

　さらに本剤の安全性を総合的に判断し，下記基

準により判定した．

　1：安全性に問題なし

　2：安全性にやや問題あり

　3：安全性にかなり問題あり

　4：安全性にきわめて問題あり

　（2）有効性の評価

　得られたSPECT画像より疾患の部位，程度を

評価し，ド記基準により判定した．

　1：有効な情報が得られた．

　　a：他の一般的な検査方法では得られない情

　　　報が得られた

　　b：診断確定のための情報が追加された

　　c：その他

　2：有効な情報が得られなかった．

　（3）　有用性の評lllli

　安全性および有効性を総合して下記基準により

判定した．

　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

　（4）99mTc－HM－PAOとの比較

　同時期に　99mTc－hexamethy1－ProPyleneamine

oxime（99mTc－HM－PAO）による局所脳血流検査が

予定され，症状が比較的安定していた症例につい

ては，両薬剤の投与間隔を24時間以上，2週間

以内とし，原則として投与量，撮像条件をそろえ

て同一スライスのシンチグラムを得，担当医が本

剤との比較検討を行うとともに，治験担当医師5

名より構成される判定委員会（以下，委員会）に

て両薬剤を客観的に評価した．委員会による評価

399

方法は，あらかじめ両薬剤によるシンチグラムを

症例ごとに無作為にA，Bと割付し，画質の判定基

準を設けた後，自施設の症例が当たらないように

症例を割り当て，患者の疾患に関するすべての情

報および薬剤名を伏せた状態で2名1組にて両薬

剤によるシンチグラムを読影し（以下，Blind　Read

と略す），下記の基準に従っておのおのの画質の

絶対的評価，相対的評価，集積異常の有無・種類

の判定を行った．

　なお，試験期間中，acetazolamide等，脳血流

に影響する薬剤が投与されている症例は比較検討

の対象外とした．

　D　画質の絶対的評価

　　1：非常に鮮明　　2：鮮明

　　3：やや不鮮明　　4：不鮮明

　2）画質の相対的評価

　両薬剤による画質を，症例ごとに下記基準によ

り相対的に評価した．

　1：Aの方が優れている　2：同程度

　3：Bの方が優れている　4：その他

　3）　集積異常の有無・種類

　両薬剤による画像所見を，おのおの下記基準に

より判定した．

　1：集積、異常なし　2：集積低ド・欠損

　3：集積増加　　　4：混在

次に，薬剤名は伏せたままで患者の背景，他の画

像診断所見を明らかにして再度読影を行い（以下，

Sub－blind　Readと略す），集積異常の有無をあら

ためて判定したのち，両薬剤による集積異常の種

類，位置，大きさ，コントラストを比較検討し

た．

　4）集積異常部位の位置

　両薬剤ともに集積異常が認められた場合，集積

異常部位の位置を比較し，所見を下記基準により

判定した．

　1．一致する

　2．一部一致する

　　a：Aの方が集積異常部位が多い

　　b：Bの方が集積異常部位が多い

　3．一・一・－i致しない
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　4．その他

　5）　集積異常部位の大きさ

　両薬剤による集積異常部位の位置が一致または

一部一致した場合，集積異常部位の大きさを比較

し，所見を下記基準により判定した．

　1．Aの方が大きく描出される

　2．同程度

　3．Bの方が大きく描出される

　4．その他

　6）集積異常部位と正常部位とのコントラスト

　同様に，両薬剤による集積異常部位の位置が一

致または一部一致した場合，集積異常部位のコン

トラストを比較し，所見を下記基準により判定し

た．

　1．Aの方がコントラストが強く描出される

　2．同程度

　3．Bの方がコントラストが強く描出される

　4．その他

　（5）X線CT，　MTIとの比較

　X線CT，　MRI画像が提供された症例について

は，判定委員会において下記の基準に従い，本剤

によるシンチグラムとの所見の差異を比較し
た．

　D　X線CT所見との比較

　1．X線CTでは描出できなかった領域におけ

　　　る異常が確認できた

　2．X線CT所見よりも広範囲な領域の異常が

　　確認できた

　3．X線CT所見に一致した情報が得られた

　4．X線CTで描出される領域の異常が確認で

　　　きなかった

　2）MRI所見との比較

　1．MRIでは描出できなかった領域における

　　異常が確認できた

　2．MRI所見よりも広範囲な領域の異常が確

　　認できた

　3．MRI所見に一致した情報が得られた

　4．MR1で描出される領域の常異が確認でき

　　なかった

III．結　　果

　1・対象患者の背景

　本試験で合計521例に本剤が投与され，安全性

の評価は本剤投与全例を対象に行われた．

　このうち，有効性，有用性の評価は判定委員会

において除外・脱落症例と判定された11例（対象

疾患外2例，18歳未満6例，治験期間外投与2例，

体動による検査中止1例）を除いた510例を対象

に行われた．その疾患別の内訳をTable　2に示す．

対象患者の性別は男性274例，女性236例，年齢

は59．8士14．0歳（18～87歳）であった．

　2．安全性
　本剤を投与した521例の全例において，自他覚

症状の発現は認められなかった．また，本剤に起

因すると思われる身体所見変動も認められなかっ

た．LDHが一過性に上昇した1例について「安

全性にやや問題あり」との担当医判定であったが，

病態，同時期に投与された治療薬との関連の可能

性がコメントとして付記され，LDHの全体的な

解析結果にも有意な変動を認めなかったことより，

Table　2　Patient　population

Disease No．　of　cases

Cerebrovascular　diseases

　Acute　cerebral　infarction（≦lweek）

　Subacute　cerebral　infarction（lw＜≦1M）

　Chronic　cerebral　infarction（IM＜）

　Transient　ischemic　attack

　Cerebral　hemorrhage

　Subarachnoidal　hemorrhage

　Moya－moya　disease

Cerebral　arteriovenous　malformation

　Brain　aneurysm

Head　trauma

Brain　tumor

Dementia

　Alzheimer　type

　Cerebrovascular　dementia

　Other　dementia

Parkinsonism

Epilepsy

Spinocerebellar　degeneration

Other　brain　diseases

　　Total

46

78

109

13

41

41

12

　9

　6

　7

46

0
6
8
p
）
8
6
0
／

2
　
　
　
1
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本剤の安全性に問題はないと考えられた．総合的

には，本剤が投与された521例中，520例（99．8％）

について「安全性に問題なし」と判定された．

　3・有効性
　担当医により判定された本剤の有効性の結果を

Table　3に示す．510例中486例（95．3％）におい

て臨床診断に「有効な情報が得られた」と判定さ

れた．有効と判定した理由は，329例が「他の一

般的な検査法では得られない情報が得られた」と

の判定，137例が「診断確定のための情報が追加

された」との判定，「その他」の判定が24例であ

り，本剤による検査で独自の診断情報が得られる

ことが確認された．

　4．有用性
　安全性と有効性を総合して判定した有用性につ

いての担当医の判定をTable　4に示す．510例中

145例（28．4％）が「きわめて有用」，299例（58．6％）

が「有用」と判定され，したがって，「有用」以

Lの判定が444例（87．1％）で得られ，脳血管障害，

脳機能障害における本剤の有用性が確認された．

3例（0．6％）は他検査で指摘された異常が検出で

きなかった，あるいは他検査所見を上回る情報が

得られなかったとの理山で無用と判定された．

　5．99mTc・HM・PAOとの比較

　本試験では合計166例に本剤および99n1Tc－HM－

PAOが投与された．両薬剤の比較検討は，判定

委員会において除外と判定された21例（対象疾患

外1例，18歳未満1例，試験期間中に症状の変

化が認められたもの2例，薬剤負荷4例，治験期

間外での99mTc－HM－PAOの投与8例，両薬剤の

投与間隔が24時間未満あるいは15日以上7例：

ただし，治験期間外投与との重複2例を含む）を

除いた145例を対象に行われた．その疾患別の内

訳をTable　5に示す．対象患者の性別は男性78

例，女性67例，年齢は60．9土13．6歳（18～87歳）

であった．また，投与量は，本剤769土138MBq，

99mTc－HM－PAO　785土152　MBqであり，有意差

は認められなかった．以下に，薬剤名を伏せて客

観的な画像の判定を行った委員会による判定結果

を示す．

Table　3　Clinical　effectiveness
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Judgement No．　of　cases

1，　Valuable　information　was　obtained．

　a．information　not　obtained　with

　　　other　conventional　examinatoins

　b．additional　information　for

　　　diagnosis

　c．other　infomation

486（95．3％）

　329＊

137＊

24＊

2．No　valuable　information　was　obtained．24（4．7％）

　Tota1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　510

＊including　overlapped　judgements

Table　4　Clinical　usefulness

Judgement No．　of　cases

Extremely　useful

Useful

Slightly　useful

Useless

Should　not　be　used

145（28．4％）

299　（58．6％）

63　（12．4％）

　3（0．6％）

　0

　Tota1
≧U、ef。1

510

444　（87．1％）

Tabie　5　Patient　population　on　cross－over　study　with

　　　　99mTc－H　M・PAO

　　　　Disease

Cerebrovascular　diseases

　Acute　cerebral　infarction（≦lweek）

No．　of　cases

Subacute　cerebral　infarction（lw〈≦IM）

　Chronic　cerebral　infarction（IM＜）

　Transient　ischemic　attack

　Cerebral　hemorrhage

　Subarachnoidal　hemorrhage

　Moya－moya　disease

　Cerebral　arteriovenous　malformation

　Brain　aneurysm

Head　trauma

Brain　tumor

Dementia

　Alzheimer　type

　Cerebrovascular　dementia

　Other　dementia

Parkinsonism

Epilepsy

Spinocerebellar　degeneration

Other　brain　diseases

3
6
1
1
2
8
4
1
2
2
3

1
今
」
「
∠
　
　
1
　
　
　
　
　
　
　1

Q
ノ
亀
∠
4
1
∩
∠
4
0

　
　
　
　
　
　
1

Total 145
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　（1）Blind　Readによる画質の評価

　本剤と99mTc－HM－PAOの画質の4段階による

絶対的評価では，両薬剤に有意な差は認められ

なかったものの，非常に鮮明と判定された例は

99mTc－ECD（62．1％）の方が99mTc－HM－PAO

（53．8％）よりも多かった（Table　6）．

　一方，本剤と99mTc－HM－PAOの画質の相対的

評価では，145例中45例（31．0％）で「本剤の方

が優れている」，91例（62．8％）で「同程度」と判

定された．「99mTc－HM－PAOの方が優れている」

と判定されたのは9例（6．2％）であり，99mTc－

HM－PAOと比較し，本剤の画質が同等以上に鮮

明であることが確認された．

　（2）　集積異常所見の有無・種類

　145例中，Blind　Readにて本剤で115例（79．3％），

99mTc－HM－PAOで116例（80．0％）と，ほぼ同数

例に集積異常が確認され，一致率は92．4％であ

った，Sub－blind　Readでは，本剤で122例（84．1％），

99mTc－HM－PAOで118例（81．4％）に集積異常が

確認され，一致率は94．5％であった．一方，集

積異常所見の種類を比較すると，Sub－blind　Read

における集積低下または欠損例は本剤で119例

（97．5％），99mTc－HM－PAOで100例（84．8％），集積

増加または混在（低下／増加）例は本剤で3例

（2．5％），99mTc－HM－PAOで18例（15．2％）であり，

99niTc－HM－PAOで集積増加または混在と判定さ

れたのに対し，本剤で集積低下または欠損と判定

された症例が15例認められた．その疾患の内訳

は，急性期脳梗塞3例，亜急性期脳梗塞6例，脳

腫瘍5例，クモ膜下出血1例であった．

　Blind　ReadとSub－Blined　Readによる異常所

見の有無の判定を比較した結果，本剤で123例

（84．8％），99mTc－HM－PAOで116例（80．0％）にお

いて両判定が一致した．Sub－blind　Readにより

新たに異常所見が指摘された例は本剤で17例

（11．7％），99mTc－HM－PAOで19例（13．1％），異常

所見を取り消した例は本剤で3例（2．1％），99mTc－

HM－PAOで9例（6．2％）であった．　Blind　Read

で見当違いの部位を異常と判定していた例は本剤

で2例（L4％），99mTc－H　M－PAOで1例（0．7％）の

みであり，Blind　Readの正確さが確認された．

　（3）　異常部位の位置

　両薬剤ともに集積異常が確認された116例に

ついて異常部位の位置を比較した結果，86例

（74．1％）で両薬剤による異常部位の位置が一致し

た．一方，21例（18．1％）については「本剤の方が

集積異常部位が多い」と判定され，「99mTc－HM－

PAOの方が集積異常部位が多い」と判定された

のは6例（5．2％）であった．集積異常を示す部位

は多くの症例で一致したが，一部一致例について

は，本剤の方が集積異常を示す部位の数が多かっ

た．

　（4）異常部位の大きさ

　集積異常部位の位置が一致または一部一致した

113例について異常部位の大きさを比較した結果，

33例（29．2％）で「本剤の方が大きく描出される」，

75例（66．4％）で「同程度」と判定された．「99mTc－

HM－PAOの方が大きく描出される」と判定され

たのは3例（2．6％）であり，99mTc－HM－PAOと比

較し，本剤による画像において異常部位がより大

きく描出される症例が多かった．

　（5）異常部位と正常部位とのコントラスト

　集積異常部位の位置が一致または一部一致した

113例について異常部位と正常部位とのコントラ

ストを比較した結果，50例（44．2％）で「本剤の

方がコントラストが強い」，47例（41．6％）で「同

Table　6　Evaluation　of　image　quality　with　99mTc－HM－PAO　and　99mTc・ECD（judged　by　the　committee）

Excellent Good Fair Poor Tota1

99mTc－ECD

gymTc・HM・PAO

　90
（62．1％）

　78
（53．8％）

　52
（35．9％）

　60
（41．4％）

　3
（2．0％）

　7
（4．8％）

0

0

145

145

＊　No　significant　difference　was　observed　with　Mann－Whitney　test　or　X2－test
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Table　7　Judgement　of　regional　cerebral　blood　flow　abnormalities

Investigator Committ㏄
Disease

Abnormal Normal Abnormal Normal

Cerebrovascular　diseases

　Acute　cerebral　infarction（≦1　w㏄k）

　Subacute　cerebral　infarction（1w＜≦IM）

　Chronic　cerebral　infarction（1M〈）

　Transient　ischemic　attack

　Cerebral　hemorrhage

　Subarachnoidal　hemorrhage

　Moya－moya　disease

　Cerebral　arteriovenous　malformation

　Brain　aneurysm

Head　trauma

Brain　tumor

Dementia

　Alzheimer　type

　Cerebrovascular　dementia

　Other　dementia

Parkinsonism
Epilepsy

Spinocerebe］lar　degeneration

Other　brain　diseases

　　Tota1

43（94％）

76（97％）

100（92％）

11（85％）

41（100％）

38（93％）

12（100％）

　9（100％）

5（83％）

7（100％）

45（98％）

19（95％）

4（67％）

6（75％）

ll（73％）

6（75％）

6（100％）

21（54％）

460（90．2％）

3
2
9
2
0
3
0
0
1
0
1

1
2
2
4
2
0
8

　
　
　
　
　
　
1
50

32（83％）

72（92％）

94（87％）

6（46％）

40（98％）

31（76％）

11（92％）

9（100％）

4（67％）

7（100％）

40（87％）

17（85％）

　4（67％）

　5（63％）

　9（60％）

　2（25％）

　6（100％）

14（36％）

409（80．2％）

8
6
5
7
1
0
1
0
2
0
6

　
　
1
　
　
　
　
　
1

　3

　2

　3

　6

　6

　0

25

101

Table　8　Comparison　with　X－ray　CT　in　415cases

　　　　　Judgement

Abnormalities　not　detected　by　X・ray

　CT　were　confirmed，

Abnormalities　were　confirmed　in　more

　extensive　area　than　X・ray　CT　findings．

Abnormalities　agreed　with　X－ray

　CT　findings．

Abnormalities　detected　by　X－ray

　CT　were　not　confirmed．

Others

No．　of　cases

　　116

84

254

47

11

Total（including　overlapPed　judgements）　　512

程度」と判定された．99mTc－HM－PAOの方がコ

ントラストが強い」と判定されたのは9例（8・0％）

であり，99mTc－HM－PAOと比較し，本剤による

シンチグラムにおいて異常部位と正常部位とのコ

ントラストがより強く描出される症例が多かっ
た．

　6・局在病変の有無

　Table　7に示したように，510例中，委員会

判定で409例（80．2％），担当医判定では460例

（90．2％）に異常所見が確認された．疾患別では脳

梗塞，脳内出血，モヤモヤ病，脳動静脈奇形，脳

腫瘍，脊髄小脳変性症，アルッハイマー型痴呆で

高率に異常所見が確認された．一方，精神疾患で

は異常所見を示さない症例が比較的多かった．

　7．X線CTおよびMRとの比較
　委員会にてX線CT像との比較が可能であっ

た．415例についての読影結果をTable　8に示す．

116例（28．0％）でX線CTでは描出できなかっ

た領域における異常が，84例（20．2％）でX線CT

所見よりも広範囲な領域の異常が確認できた．X

線CTで描出される領域の異常が確認できなか

ったのは47例（11．3％）であった．

　また，委員会にてMRIとの比較が可能であ

った156例の読影結果をTable　9に示す．39例

（25．0％）でMRIでは描出できなかった領域にお

ける異常が，20例（12．8％）でMRI所見よりも

広範囲な領域の異常が確認できた，MRIで描出
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Table　g　Comparison　with　MRI　in　156　cases

　　　　　Judgement

Abnormalities　not　detected　by　MRl

　were　confirmed．

Abnormalities　were　confirmed　in　more

　extensive　area　than　MRI　findings．

Abnormalities　agreed　with　MRI　findings．

Abnormalities　detected　by　MRl

　were　not　confirmed．

Others

Total（including　overlapped　judgements）

No．　of　cases

　　39

20

4
．
6
0
2　4

193

される領域の異常が確認できなかったのは26例

（16．7％）であった．

　8．症例呈示

　以・ドに代表的な症例を呈示する．

【症例1】　急性期脳梗塞例　85歳女性

　　　　　　（福井医科大学）

　左半身麻痺と意識障害で発症，翌日のX線CT

では右側頭葉から頭頂葉に広範な低吸収域を認め

た．99mTc－ECDでもほぼ同部位に集積低下を認

めるが，その範囲はX線CTの低吸収域よりも

限局していた．これは，急性期の脳梗塞では梗塞

周辺部の浮腫領域もX線CTでは低吸収域とし

てあらわれるためであり，99mTc－ECDの集積低
’

ドが梗塞の範囲を正確に同定したものと考えられ

る（Fig．1）．なお，99mTc－ECDは555　M　Bqを投

与し，低エネルギー汎用型コリメータを装着した

GE社製ガンマカメラ回転型SPECT装置Starcam

400ACITを使用し，64方向より1方向15秒収

集，360°回転にて撮像し，スライス幅6．25mm

のイメージを得た．

【症例2】　亜急性期脳梗塞例　67歳男性

　　　　　　（秋田県立脳血管研究センター）

　失語および軽度の右片麻痺にて発症，9日後の

X線CTでは左前頭葉と左側頭葉に，内部に高吸

収域を含む限局性の淡い低吸収域を認めた．同日

に施行した99mTc－ECDによるSPECTでは，左

前頭・側頭葉に集積低下が認められる．これに

対して，発症11日目の99mTc－HM－PAOによる

SPECTでは，99mTc－ECDで低集積となっていた

左前頭・側頭葉の集積は低下が見られず，むしろ

磯
〃

ノ

99mTc・ECD（lday）

CT（1day）

Fig．1　1mages　of　99mTc－ECD　SPECT　and　X－ray　CT

　　　in　a　case　with　acute　cerebral　infarction．　SPECT

　　　images　showed　decreased　activity　in　more

　　　localized　area　than　X－ray　CT　findings，　sug－

　　　gesting　99mTc－ECD　could　differentiate　the

　　　infarct　area　from　peri－infacted　edema（Fukui

　　　Medical　School）．

X線CTの病巣に一一致した高集積を認めた．

99mTc－ECDと同日に施行されたPETによる局所

脳循環代謝測定では，左中大脳動脈領域の一部に

血流増加を認めるが酸素代謝が低下し，いわゆる

ぜいたく灌流の状態にあると考えられた（Fig．2）．

なお，99mTc－ECDの投与量は481　M　Bq，99mTc－

HM－PAOの投ケ量は740　MBqであり，いずれ

も高分解能コリメータを装着した島津社製リング

型SPECT装置HEADTOME　IIを1吏川して27分

間撮像し，12mm間隔，9スライスのイメージを
得た．

【症例3】　アルツハイマー型痴呆　62歳男性

　　　　　　（京都大学）

　5年前に記憶障害にて発症したアノしツハイマー
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R

　CT
（9da　ys）

ダ≠

ゆ
㌦
　　　《

　　CBF

99mTc－ECD
　（9days）

禽

轟雛、

eジ
　CMRO2
PET　（9daVs）

99mTc－HMPAO
　　（11days）

　
　
　
　
が
ホ

艶
蚤

緯
㎏
窺

　
　
　
　
灸

OEF

L

Fig．2　1mages　of　99mTc－ECD　SPECT，99mTc－HM－PAO　SPECT，　X－ray　CT，　PET　CBF，

　　　PET　CMRO2　and　PET　OEF　in　a　case　with　subacute　cerebral　infarction．　X－ray

　　　CT　image　showed　slight　low　density　area　including　high　density　portion　in　left

　　　parietal　and　temporal　lobes．99mTc－ECD　image　showed　decreased　activity　in　left

　　　temporal　lobe，　while　99mTc・HM－PAO　image　showed　increased　activity　in　the

　　　region　detected　with　X・ray　CT．　PET　images　showed　increased　cerebral　blood

　　　flow　and　decreased　oxygen　metabolism　in　the　left　MCA　territory　demonstrating

　　　luxury　perfusion（Research　Institute　for　Brain　and　Blood　Vessels－Akita）．

型痴呆の例で，99mTc－ECDとf）ytnTc－H　MPAOの

いずれにおいても，左の側頭頭頂葉に集積低ドを

認めるが，その集積低下の程度は99mTc・ECDの

ノiが強い，また，99mTc－HMPAOでは頭蓋外の組

織への集積によるパックグラウンドが高いのに対

して，99mTc－ECDでは脳組織以外の放射能が少

ない（Fig．3）．なお，99mTc－ECDの投与量は720

MBq，99mTc－HM－PAOの投与量は740　MBqであり，

いずれも高分解能コリメータを装着した島津社製

リング型SPECT装置HEADTOME　SETO30W
を使用して20分間撮像し，15mm間隔，6スラ

イスのイメージを得た．

【症例4】　髄膜腫例　48歳女性

　　　　　　（愛媛大学）

　左大脳鎌の髄膜腫例で，MRIでは左後頭葉の

大脳鎌に接してガドリニウムDTPAで均一に強

く造影される腫瘍部は，99n）Tc－H　M－PAOでは高集

積となっていたが，99mTc－ECDでは逆に集積低

下像として描出された（Fig．4）．なお，99mTc－

ECD，99mTc－HM－PAOの投与量はいずれも940

MBqであり，いずれも低エネルギー汎用型コリ

メータを装着した日立メディコ社製4検出器型

SPECT装置SPECT2000H－40を使用し，64方向

より1方向20秒収集，360°回転にて撮像し，ス

ライス幅4mmのイメージを得た．

IV．考　　察

　1．脳血流イメージンゲ剤としての特徴

　放射性標識トレーサを用いた脳血流量の測定に

は従来より133Xeが広く用いられてきたが，脳か

らの洗い出しが早く，これをSPECTに応用する

には高感度の特殊なSPECT装置を必要とし，得
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メ∴

罫AA、

㌔

R 99mTc－ECD L

t“”・ ∴
濠

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　99mTc－HMPAO

Fig．3　SPECT　images　with　99mTc－ECD　and　99mTc－HM・PAO　in　a　case　with　Alzheirner

　　　　　type　dementia，　showing　decreased　activity　in　the　left　temporo・parietal　lobe　with

　　　　　both　agents．99mTc－ECD　images　had　higher　contrast　than　those　with　99mTc・

　　　　　HM・PAO．　Incidentally，99mTc－HM・PAO　images　had　higher　background　activities

　　　　　compared　with　99mTc－ECD　images（Kyoto　University）．

華

∨
タ

’

》

99mTc・ECD 99mTc但HMPAO

T1｛Plane） T，（Gd・DTPA）

Fig．4　1mages　of99「nTc－ECD　SPECT，99mTc・HM・PAO

　　　　　SPECT　and　MRI　in　a　case　with　meningioma．

　　　　　MRI　with　Gd－DTPA　showed　enhanced　tumor

　　　　　near　by　the　left　falx　of　cerebrum．99mTc－ECD

　　　　　image　showed　decreased　activity　in　the　part　of

　　　　　tumor，　while　99mTc－HM－PAO　image　showed

　　　　　increased　activity　in　the　area（Ehime　Uni－

　　　　　versity）．
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られる画像も空間解像力が不十分であった．これ

に対して，高い脂溶性を有し，初回循環で高率に

脳組織に取り込まれる特徴をもたせた化合物が

SPECTによる脳血流分布の測定を目的として開

発されてきたが，これらのトレーサは何らかの滞

留機構によって長時間脳に留まる性質があり，

SPECTにより脳血流の3次元的な分布を高画質

の断層像として得られる利点がある．このような

性質をもつ放射性医薬品による脳血流のSPECT

では，脳へのトレーサの入力を決定する動脈血濃

度，一回循環での脳への摂取率，脳から血液中へ

の逆拡散，および脳内での滞留機構などについて

考慮する必要がある．

　今回検討を行った99mTc－ECDは，　diamine－

dithiol（DADT）誘導体の5価99mTc　oxo錯体の

脳への高い移行率に着目し，これに脳内での滞留

機構として代謝性のエステル基を導入して得られ

た化合物である4）．中性，脂溶性の99mTc－ECD

は血液一脳関門を透過して脳組織に取り込まれた

後，速やかに水溶性化合物に代謝されることによ

り血液一脳関門透過性を失い，脳実質に保持され

ると想定されている．脳内での代謝物はモノアシ

ドーモノエステル体であることが同定されてお

り5），大脳皮質での細胞内局在を検討した報告で

は，cytoso1分画に70％以上が分布している4）．

　99mTc－ECD投与後の脳の放射能は数分以内に

ピークに達し，その後徐々に減少する．一方，血

液中の放射能も比較的速やかに代謝物に変換され

ることがすでに他の報告でも明らかにされている．

すなわち，脳への入力は短時間で終了し，投与後

数分以後ではほとんど脳への入力が無視できると

考えられる6－’8）．このような性質をもつ99mTc－

ECDによる脳血流SPECTは，投与時の脳血流

量分布を反映するものと考えられ，脳血流SPECT

製剤としては理想的である．

　一般に，SPECTによる測定を目的とした脳血

流トレーサの脳内分布と脳血流の直線性がどの程

度保たれるかについては，一回循環での脳への摂

取率と，一度脳内に摂取された化合物が血液中に

再度流出してくる逆拡散の程度に依存し9），一回
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循環で100％脳内に摂取され，逆拡散がないのが

理想的である．99mTc－ECDの一回循環での脳へ

の摂取率は，サルによる検討結果では77％と報

告されており4），従来より用いられてきたN－

isopropyl－P－【1231］iodoamphetamine（1231－IMP）に

よる値と比較するとやや低率ではあるが10》，

99mTc－HM－PAOによる値とほぼ同率である11）．

一方，脳内からの逆拡散は99mTc－HM－PAOに比

べ明らかに少ないことが指摘されている12）．サル

における栓塞粒子との比較では99mTc・ECDと脳

血流量との良好な直線性が報告されている13）．患

者を対象としたポジトロソ断層法（PET）による

脳血流量との比較によると，高血流域ではある程

度の血流量の過小評価は避けられないと考えられ

るが，臨床的には許容範囲内である8・14》．

　2．臨床的評価

　脳血管障害および脳機能障害を有する疾患にお

ける今回の臨床的検討で，99mTc－ECDによる脳

血流SPECT検査の高い有効性が確認された．こ

れは，99mTcの優れた放射物理的特性に加え，

99mTc－ECDが脳に高率に取り込まれ，脳以外の

組織，血液中から速やかに消失するため非常に鮮

明な画像が得られ，脳組織からの逆拡散が少ない

ために高い精度で病変部を検出できたためと考え

られる．第II相臨床試験と同様に，今回の検討

でも臨床情報なしで診断するBlindでの読影が判

定委員会で行われたが，Blindでも脳血流の異常

を正確に判定できることが示された．

　急性期から亜急性期にかけての脳梗塞例では梗

塞部が集積低下像として明瞭に描出され，高い診

断能が示された．従来より用いられてきた1231－

IMPや9　9mTc－HM－PAOによる脳血流SPECTで

は，血液脳関門の破綻した梗塞部への水溶性代謝

物の蓄積やぜいたく灌流による血液量の増加が

SPECT画像をさまざまに修飾し，梗塞部の検

出率を低下させることが問題となっていたが，

99mTc－ECDによるSPECTでは梗塞部はいずれ

も明瞭な欠損像として描出された点に特徴がある．

　脳血管障害のみならずさまざまな中枢神経疾患

で，X線CTやMRIで異常が検出されない領域

Presented by Medical*Online



408 核医学　30巻4号（1993）

や，異常病変部位よりも広い領域で脳血流の異常

を認めることが確認されている．今回の検討でも，

多数の例でこのような所見が認められた．このよ

うな領域には，脳血管障害で梗塞に至らない虚血

領域と，神経機能の低下にともなう血流低下部位

があると考えられる．前者の虚血領域の診断は，

脳血管障害の早期発見と適切な治療の点から重要

である．一方，後者の原因による血流低下につい

ては，疾患の鑑別診断に有用であることが報告さ

れており，今後適切な治療法の開発とともに重要

な意義をもつものと考えられる．

　3．99mTc－HM－PAOとの比較

　99mTc－HM－PAOによる脳血流SPECT画像との

比較成績では，99mTc－ECDによる脳血流SPECT

画像で同等以上に鮮明な画質が得られた．各疾患

における異常所見の検出についてはどちらも優れ

た結果が得られ，同程度の検出率であったが，病

変部の異常集積の程度やその内容については両者

で明らかな差が認められた．すなわち，異常集積

を示した部位，その大きさ，病変部位と正常部位

のコントラストのいずれにおいても99mTc－ECD

が優れていた．

　亜急性期の脳血管障害や脳腫瘍では，99mTc－

HM－PAOが正常分布あるいは集積増加を示す領

域で99mTc－ECDが集積低下を示すパターンを認

め，両者のSPECT画像に明らかな相違が存在し

た．PETによる測定と比較した結果では，血流の

絶対的あるいは相対的な増加が見られるぜいたく

灌流を示す亜急性期の脳梗塞で，酸素代謝の低下

した梗塞領域では99mTc－ECDの集積低下を認め

ている8）．これらの結果は，99mTc－ECDの脳内で

の滞留機構に組織の環境や代謝が関与している可

能性を示唆し，99mTc－ECDによるSPECT画像

が局所脳血流に加え，細胞の代謝情報を反映した

総合的な脳機能を表現している可能性が考えられ

た．

　4．安全性
　本剤の安全性に関しては，すでに第1・II相臨

床試験でその高い安全性が確認されているが，今

回の検討においても，521例中，520例（99．8％）

について「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．LDHが一過性に一ヒ

昇した1例については「安全性にやや問題あり」

との担当医判定であったが，病態，同時期に投与

された治療薬との関連が考えられ，本剤の投与前

後におけるLDHの変動を全体的に解析した結果

も有意な変動を認めなかったことより，総合的に

は安全性に問題はないと考えられた．

V．結　　語

　99mTc－ECDの臨床的有用性について脳血管障

害および脳機能障害を有する患者を対象として，

全国35施設の共同研究による第III相臨床試験

を実施した結果，以下の結論を得た．

　1．本剤に起因する自他覚症状の発現，身体所

見，臨床検査値の一定の傾向をもった変動は認め

られず，本剤の高い安全性が確認された．

　2．510例中486例（95．3％）において臨床診断

に「有効な情報が得られた」と判定された．

　3．510例中145例（28．4％）が「きわめて有用」，

299例（58．6％）が「有用」と判定され，本剤によ

る局所脳血流シンチグラフィの有用性が確認され

た．

　4．Blind　Readによる99mTc－HM－PAOとの比

較では，本剤により同等以上に鮮明な画像が得ら

れることが確認された．集積異常を示す部位は多

くの症例で一致したが，一部一致例については，

本剤の方が集積異常を示す部位の数が多かった．

集積異常部位の位置が一致または一部一致した例

については，本剤の方が集積異常部位が大きく，

正常部位と異常部位とのコントラストが強く描出

される症例が多かった．

　5．本剤はX線CT，　MRI所見に一致した異常

領域の検出に加え，X線CT，　MRIで異常が描出

できなかった領域，あるいはX線CT，　MRI所見

よりも広範囲な領域における脳血流異常の評価が

可能であった．

　6．したがって，本剤は局所脳血流イメージン

グ剤として，脳血管障害および脳機能障害の診断

に有用であることが確認された．
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S㎜mary

Clinical　Use血dness　of　99mTc－ECD

－
A　MUlticenter　Phase　3　Study一

　　　　Yoshiharu　YoNEKuRA＊，　Yasuto　SAsAKI＊＊，　Atsushi　KuBo＊＊＊，

Shuji　TANADA＊＊＊＊，　Toshimitsu　MoMosE＊＊and　Kanji　ToRlzuKA＊＊＊＊＊

＊Departme〃’of　Brain　Pathophγsio～bgγ，　Fac〃〃γq∫Me4∫d〃e，」（yo’o　Universitγ，」吟0’0

　　　＊りepa噺ient　of　Radiology，　Fac〃〃γofル偏1d〃e，　University　of　TokγO，　TokγO

　　　　　　　　嶽D卿〃〃le〃t　of　Radio～bgγ，　Keio　Univerぷitγ　Hosp〃a1，7bんγo

　　　＊辮Depa〃〃le〃’of　Radiology，　Faeu〃γofルfed輌c∫〃e，励∫〃ie　University，　Ehime

　　　　　　　　　　　　　　　　　　縮林凡！k〃iルfedical　School，励kui

　　Aphase　3　clinical　study　of　a　newly　developed

brain　perfusion　agent，99mTc－L，L－ethyl　cysteinate

dimer（99mTc－ECD），　was　performed　in　521　cases

of　cerebrovascular　diseases　and　impairment　of

brain　function　to　evaluate　the　safety，　effectiveness

and　usefulness　of　the　agent　as　a　multi－center　study

involving　35　institutions　in　Japan．　Out　of　510

cases　evaluated　for　the　clinical　usefulness，　valuable

information　for　clinical　diagnosis　was　obtained

in　486　cases（95．3％），　and　444　cases（87．1％）were

judged　as‘‘extremely　usefur’or‘‘usefu1”．　Although

the　positive　ratio　of　abnormalities　detected　by　the

agent　was　as　same　as　that　of　99mTc－hexamethyl－

propyleneamine　oxime（99mTc－HM－PAO），　the

abnormal　regions　detected　by　the　agent　had　ten－

dency　to　be　larger　in　size　and　to　have　higher

contrast　than　those　detected　by　99mTc－HM－PAO．

It　is　concluded　that　99mTc－ECD　is　a　safe　and　useful

radiopharmaceutical　as　a　brain　perfusion　agent　for

the　diagnosis　of　cerebrovascular　diseases　and

impairment　of　brain　function．

　　Key　words：　99mTc－ECD，　Brain，　SPECT，　Re－

gional　cerebral　blood　flow，　Milti－center　clinical

tria1．
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