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《総　説》

新しい放射性医薬品による心臓核医学

分　　校 久　　志＊

　要旨　ここ数年の間に心臓核医学の分野では，99mTc－MIBI，99mTc・Tetrofosmin，99mTc－Teboroxime（心筋

血流），1111n抗ミオシン抗体（障害心筋），1231・BMIPP（脂肪酸代謝），1231・MIBG（交感神経機能）などの新し

い放射性医薬品が導入されてきた．99mTc血流製剤は画質の改善，心機能・壁運動と血流の同時検査，

SPECT撮像時間の短縮が可能である．抗ミオシン抗体は特異的なイメージングが可能で各種心疾患での心

筋壊死の評価への応用が期待される．BMIPPは従来SPECTで評価できなかった心筋エネルギー代謝の面

からstunned　myocardiumや心筋症など，血流と代謝の乖離の評価が可能である．　MIBGは虚血や不整脈

をはじめ心臓交感神経の異常を伴う可能性のある種々の疾患での応用が始まっている．これらの新しい放射

性医薬品は，虚血性心疾患のみならず種々の心疾患において，重症度や予後予測を含めたより詳細な病態生

理の評価や病因の解明のためのツールとなることが期待される．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（核医学31：1005－1010，1994）

　心臓核医学の分野において，ここ数年の間に新

しい放射性医薬品の導入が活発に行われている．

これらは99mTc標識心筋血流製剤のMethoxyiso－

butylisonitrile（MIBI），　Tetrofosmin，　Teboroxime，

急性梗塞・障害心筋のイメージング剤の1111n標

識抗ミオシン抗体，心筋脂肪酸代謝イメージング

剤のi231－／S－methyliodophenylpentadecanoic　acid

（BMIPP），および心臓交感神経機能のイメージン

グ剤のi231－metaiodobenzylguanidine（MIBG）で

ある1’6｝．これらの新しい心筋イメージング剤は

虚血性心疾患のみならず，種々の心疾患や心筋障

害の評価に新しい視点をもたらすものと期待され

ている．とくに機能的評価の点では，従来から心

臓核医学が果たしてきた虚血の診断，重症度評価，

心筋viabilityの評価，治療適応の決定，治療効果

の評価，および予後予測などの患者マネージメン

第33回日本核医学会総会教育講演の内容を総説として

編集委員会が投稿をお願いした．

＊金沢大学医学部附属病院医療情報部

受付：6年5月6日
別刷請求先：金沢市宝町13－1（⑰　920）

　　　　　金沢大学医学部附属病院医療情報部

　　　　　　　　　　　　　　　　分　校　久　志

トの全般にわたり，多面的な情報を提供すること

が期待される．これらの新しい放射性医薬品の診

断的意義の確立には多数の臨床経験の蓄積が必要

であるが，ここでは現時点でのおのおのの製剤の

特徴と臨床的評価について述べる．

　1．99mTc標識心筋血流製剤

　201T1の欠点であった低い放射線エネルギーお

よび投与量，随時利用性の制限等を改善するもの

として，1980年代初頭より99mTc標識心筋血流

製剤の関発が進められてきた．99mTc標識心筋血

流製剤には1価の陽イオン型の99mTc－MIBI，

99mTc－Tetrofosminと中性の99mTc－Teboroximeが

ある1’3）．それぞれの特徴をTable　1に示す．い

ずれも201Tlとは異なり脂溶性で拡散による心筋

集積であり，肝胆道系より排泄される．最大の相

違点は心筋からの洗い出しであり，半減時間2．8

分の99mTc－Teboroximeでは高速なデータ収集が

可能なSPECTが必要となる7）．心筋滞留の長い

1価の陽イオン型製剤では肝集積の影響を減少す

る目的で，イメージング前の摂食が望ましい．こ

の点，検査終了まで絶食が必要な201Tlに比べ患
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者のメリットは大きい．製剤の99mTc化による利

点として，（1）エネルギーが撮像に適し短半減期

のため大量使用が可能で画質の改善と撮像時間の

短縮が可能なこと，（2）first　pass法や心電図同期

SPECTによる心機能・壁運動評価が同時に実施

できること8），および（3）201Tlに比べて下壁や右

室の描画に優れている等があげられる（Fig．1）．
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Fig．1　Comparison　of　99mTc－MIBI　and　201Tl　myo－

　　　cardial　SPECT　in　patient　after　PTCA．　Inferior

　　　wa旧s　more　clearly　visualized　by　99mTc－MIBI

　　　than　201TL　Abbreviations；Ex：exercise，　R：

　　　rest，　RD：re’distribution，　VLA：vertical　long

　　　axial　image，　SA：short　axia杜mage，　B：basal，

　　　A：apical．

　第3相臨床試験における20iTlとの一致率およ

び有病IE診率はいずれも約90％と良好で，201Tl

と同等の診断精度が期待される1’3）．また，右室

虚血の評価への利用や心電図同期によるviability

の評価，小病変の診断精度の改善等も期待される．

201T1では再分布による誘発虚血やviabilityの評

価が1回の投与で可能であり，臨床使用での利点

となっているが，99n1Tc－MIBI，99mTc－Tetrofosmin

では有意の再分布がなく（Fig．2），99mTc－

Teboroximeでは心筋洗い出しが迅速なため，い

ずれも負荷検査においては2回の投与が必要であ

る．このため99mTc心筋血流製剤の臨床使用にあ

たっては検査プロトコルの選択が重要になる．一

般的な臨床利用では1日法が標準と考えられる．

この場合，負荷と安静検査のいずれを先に行うか

については種々の意見があるが9・10），基本的には

検査の目的により選択すべきものと考えられる．

すなわち，虚血の検出や重症度評価では負荷検査

を先に，viabilityや治療効果の評価では安静検査

を先に行う方法等がある．とくに前者では，正常

所見の場合，安静時検査を省略することも可能で

ある．おのおのの放射性医薬品の特徴を考慮した

使い分けやその臨床的有用性の評価は今後さらに

検討されるべきものと思われる．99mTc心筋血流

Table　l　Characteristics　of　myocardial　perfusion　agents

201Tl 99mTc－MIBI 99mTc－TEBO． 99mTc・TF

Labeling

charge

solubility

accumulation

FP－EF
dose

washout

stress　test

study　time

exercise／drug

Start　lmagmg
aqUiSitiOn　time

ECG　gating

food　intake

liver　uptake

no
十l

hydrophilic

actlve　transport

85－90％

111MBq
y『s．．

11n」ectlon

＜5hrs．

either

5－10min．

～20min．
possible

restrlct

low

100℃，15min．

十l

lipophilic

diffusion

～70％

555－740MBq
minimal
2injection

＞4hrs．

either

＞30min．

＞20min．

easy
favorable

high→10w

100°C，15min．

neutral

lipophilic

diffusion

～95％

555－740MBq
quick

2injection

＜2hrs．

drug　favorable

2－3min．

〈5min．
impossible

either

high

RT，15min．
十l

lipophilic

diffusion

＞70％？

555－740MBq
minimal
2injection

＞2hrs．

either

＞15min．

〈20min．

easy
favorable

high→low

TEBO：Teboroxime，　TF：Tetrofosmin，　RT：room　temperature
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Fig．2　No　significant　redistribution　is　seen　between

　　　images　taken　after　20　minutes　and　3　hours　post－

　　　injection　of　99mTc－Tetrofosmin．　Fill－in　is　obvi－

　　　ous　after　injection　at　rest．　Abbreviations；

　　　TA：transaxial　image，　VLA：vertical　long　axial

　　　image，

｝

TA　　i、

〆）

〆、

VLA　l・ SA　　1：

、
iii，1ii：i，）

iE

Fig．3　iiiln－antimyosin　Fab　myocardial　SPECT　taken

　　　5weeks　after　onset　delineated　extensive　anterior

　　　myocardial　infarction．　Abbreviations；TA：

　　　transaxial　image，　VLA：vertical　long　axial

　　　image，　SA：short　axiaいmage（2　slices　are

　　　shown　in　each　image）．

製剤では再分布情報が得られないため，安静時虚

血におけるviability評価の有効性が問題となる

が，201Tlとの併用も含めた検討が望まれる．

　2・川ln一抗ミオシン抗体

　障害心筋の特異的なイメージング製剤として，

ミオシン重鎖に対する1111n一抗ミオシン抗体（マ

ゥスモノクローナル抗体Fabフラグメント）が

開発されている4）．ミオシン重鎖は難溶性で比較

的長く梗塞部位に存在するため，99mTc・一ピロリン

VLA 冷
　’i

）1 Pt

Fig．4　1231・BMIPP　and　201Tl　myocardial　SPECT　in

　　　patient　with　hypertrophic　cardiomyopathy
　　　delineated　discrepancy　of　regional　myocardial

　　　perfusion　and　fatty　acid　metabolism　especially

　　　at　the　site　of　hypertrophy．　Abbreviations；

　　　E：early（20　min．），　D：delayed（3　hours），

　　　TA：transaxial　image，　VLA：vertical　long　axial

　　　image，　U：upPer　slice，　L：10wer　slice．

酸と比較して撮像可能期間が長い利点がある

（Fig．3）．臨床利用の問題点としては，血中滞留が

長く撮像開始は投与24～48時間後と遅い．血液

プールのサブトラクションを併用することで投与

6時間後のイメージンゲが可能との報告もあるID．

　臨床的には障害心筋の特異的なイメージングが

可能な点で，急性梗塞の広がりおよび局在診断の

みならず，不安定狭心症と梗塞との鑑別，および

心筋炎の除外診断における有用性が指摘されてい

る．また，拡張相肥大型心筋症や拡張型心筋症で

の集積は心筋壊死の進行が示唆され，病態の進展

や予後の評価での利用が期待される．同様に弁疾

患等のoverload　heartにおける心筋壊死の評価へ

の応用も期待される．移植心の拒絶の診断は本邦

においても将来重要な課題となると思われる．

　3．1231・BMIPP

　心筋の主要なエネルギー代謝は遊離脂肪酸のβ

酸化である．1231－BMIPPはβ酸化を抑制するた

めβ位にメチル基を導入した側鎖脂肪酸で，心筋

Presented by Medical*Online



1008 核医学　31巻8｝｝（1994）

内滞留が長くSPECTに適した製剤として開発さ

れた5）．1231－BMIPPの局所心筋摂取は細胞内ATP

量との相関が示され，これまでSPECTでは評価

できなかった心筋エネルギー代謝の評価における

有用性が期待される13）．

　臨床的には，陳旧性梗塞や労作性狭心症では

201T1との乖離は少ないが，心筋梗塞急性～亜急

性期で201Tlに比べ相対的に1231－BMIPPの集

積低下が高頻度で血流と代謝の乖離（stunned

myocardium）の評価における有用性が示されて

いる14）．肥大型心筋症では肥大部位での血流との

乖離および経時的な洗い出し増加が高頻度にみ

られ，脂肪酸代謝の異常が示唆されている15）

（Fig・4）．その臨床的意義は今後の検討が必要であ

るが，病因や病態の解明に1231－BMIPPが有効な

手段となることが期待される．なお，本来心筋に

滞留すべきi231－BMIPPの洗い出しについては，

α酸化やback　diffusion等の種々の要因が考えら

れるが，最近の検討では比較的早い代謝の存在が

示唆され，その意義については今後の検討がまた

れる．

　4．1231・MIBG

　l231－MIBGはノルエピネフリンと1司様にNa依

存性の特異的神経内摂取機構（Uptake－1）を介し

て交感神経末端に摂取されるが，receptorには結

合しないpresynapticトレーサである．特異的集

積は比放射能に影響されるが，現在臨床利用され

ている1231－MIBGは高比放射能（50∫∫Ci／μ9）であ

り，ヒトでは特異的摂取が高いことが示され，交

感神経機能の評価に適した製剤である6）．

　交感神経は虚血において，心筋細胞より障害を

受けやすいとされている．急性心筋梗塞では生存

心筋部位での1231－MIBG集積低下，すなわち除

神経（viable　but　denervated　myocardium）が高頻

度に描画される16）（Fig．5）．広範な除神経は不整

脈発症との関連が示唆されており，患者のマネー

ジメントにおいて重要な情報となることが期待さ

れる．肥大型心筋症でも1司様の乖離が高頻度にみ

られる．また，肥大の高度な群ほどi231－MIBG

TAx

LAx

Tl・201

REST

拶

’

灘

癒娼路

SAx 当

　1・123・MIBG
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Fig．5　1L’31－MIBG　and　L’olTl　myocardial　SPECT　in

　　　patient　with　myocardial　infarction．　Larger

　　　defect　on　1231－MIBG　suggests　the　presence　of

　　　viable　but　denervated　myocardium．　Abbrevia－

　　　tions；TAx：transaxial　image，　LAx：vertical

　　　long　axial　image，　SAx：short　axia｜image．

洗い出しが増加し，高洗い出し部位の拡大がみら

れる17）．心不全では後期像での1231－MIBG集積

は予後予測，心移植時期の決定に有用であること

が示されている18）．アドリアマイシンによる心筋

障害の早期検出，不整脈での心筋局所交感神経機

能との関連，糖尿病性心臓交感神経障害の評価へ

の利用も検討されてきている．1231－MIBGの洗い

出しと交感神経機能との関連については今後の検

討が必要であるが，交感神経緊張・機能九進や貯

留機構の異常等が示唆されている．

　5．おわりに

　以上の新しい放射性医薬品は虚血のみならず

種々の心疾患に対してより詳細な病態の評価や病

因の解明のためのツールとなることが期待される．

とくに1231－BMIPPやi231－MIBGでは」，・b所血流

情報との対比が機能情報と病態生理の関連を評価

する上で重要である．この点で血流製剤との2核

種イメージングは同一時点での対比が可能であり，

定量性には多少の問題があるが，画像上の評価に

は有用な方法と考えられる．今後とも装置および

撮像技術の進歩とあいまって，新しい放射性医薬
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品の臨床利用がさらに進展することが期待され

る．
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Summary

Nuclear　Cardiology　with　New　Radiopharmaceuticals

Hisashi　BuNKo

Department　of　Medical　lnfor〃latics，　Kanzawa　University　Hospital

　　In　the　field　of　nuclear　cardiology，99mTc　labeled

myocardial　perfusion　agents　such　as　MIBI，　Tetro－

fbsmin　and　Teboroxime，1111n－antimyosin　for

imaging　of　myocardial　necrosis，1231－betamethyl－

iodophenylpentadecanoic　acid（BMIPP）for　imag－

ing　of　myocardial　fatty　acid　metabolism　and　l231－

metaiodobenzy｜guanidine（MIBG）for　imaging　of

myocardial　adrenergic　function　are　introduced

recently　in　Japan．　Improved　image　quality　and

simultaneous　evaluation　of　myocardial　perfusion，

function　and　wall　motion　can　be　obtained　with　use

of　99mTc　labeled　myocardial　perfusion　agents．

1111n－antimyosin　enables　specific　imaging　of　myo－

cardial　necrosis　which　leads　to　the　use　for　wide

variety　of　heart　diseases．　Discrepancy　of　the　myo－

cardial　perfusion　and　metabolism　in　case　of

stunned　myocardium　or　cardiomyopathy　can　be

evaluated　by　l231－BMIPP　in　conjunction　with　per－

fusion　agent．　Recently　wide　variety　of　diseases

which　may　have　cardiac　adrenergic　abnormality

are　targeted　for　1231－MIBG　imaging．　These　new

radiopharmaceuticals　are　expected　to　be　powerful

tool　fbr　evaluation　of　the　pathophysiology　includ－

ing　severity　and　prognosis　and　evaluation　of　the

etiology　of　the　various　heart　diseases．

　　Key　words：　Nuclear　cardiology，　New　radio－

pharmaceuticals，　Myocardial　perfusion，　Metabolic

imaging，　Adrenergic　imaging．
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