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《総　説》

心ポジトロン核医学の基礎とガンマカメラへの応用

大 嶽 達＊

　要旨　心筋血流の測定には，iコN－NHi，1SO－H，O，　s2Rbなどが用いられている．それぞれ一長一短あ

る．心筋血流については血流予備能の定量で高脂血症，糖尿病などで冠動脈有意狭窄がなくてもびまん

性の軽い動脈硬化でジピリダモール負荷時の血流予備能の低下が観察され，そのような動脈硬化の早期

発見に有用である可能性が示された．

　心筋代謝としては，糖代謝はi8F－FDGを用いて測定され，心筋viabilityの診断に有用と考えられて

いる．われわれはむしろ糖代謝はインスリンクランプ時に糖尿病患者のインスリン抵抗性を測定するの

に用いている．PETによる脂肪酸代謝は定量やi8F－FrHAなど新しい薬剤が研究されている．酸素代謝

は心筋viabilityの診断，心仕事量や心筋エネルギー代謝との関連，などに用いられている．

　レセプターについては，画像化，定量化は成功しているが，臨床的有用性は必ずしも確立されていな

い．交感神経末端の画像化はむしろSPECTのほうが臨床経験が多いと思える．

　近年，ポジトロン核種をガンマカメラで撮像する試みが盛んに行われている．その一つは511keV用

コリメータを用いることである．心ではFDGを用いてPETと同様の心筋viability診断が可能と報告

されている．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（核医学35：179－187、1998）

1．はじめに
　心臓ポジトロンCTで現在どのようなことが測

定されているか，当施設での経験や文献などから

報告する．測定されているのは心筋血流，心筋代

謝，交感神経機能，レセプターなどである．心筋

血流はSPECTでも評価できるが，　PETでは吸収

補正が行われ，高画質で，血流量が定量できて血

流予備能が測定できる点で有用とされ，研究が行

われている．心筋代謝は，脂肪酸のみはSPECT

でも評価できるが，糖，酸素代謝などは現時点で

はPBTでないと測定できない．交感神経機能は

SPECTで広く測定されており，　PETの利点は少
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ないが定量は可能である．レセプターはPETの

みで測定可能だが臨床応用はあまりすすんでいな

い．

2．心筋血流

　PETの心筋血流測定に用いられている薬剤は

種々あるが（Fig．1），最も多く用いられているの

は：3N一アンモニアであるト1｝．いくつかある薬剤

の中で合成しやすく，画質も良好であるためであ

る．ただ欠点もあり，側壁の集積が低下する傾向

がある（原因はよくわかっていない），喫煙者や

心不全患者で肺野集積が上昇し，画質が悪化す

る，定量の際extraction・fractionが比較的良いのだ

が，水と違って100％でない，入力関数を求める

際，血中代謝産物が問題となるなどが問題とされ

ている4・5｝．半減期も10分間と，撮像には適当で

あるが，反復負荷検査を行うにはやや長い点も問

題である，1℃－H20は血流定量には理想的と考え
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Table　l　Pharmaceuticals　for　myocardial　PET
〔

blood　flow nitrogen－13

0xygen－15

rubidium－82

copper－62

carbon－11

glucose　me（abolism　　fluorine－18

fatty　acid　metabolism　　carbon－ll

　　　　　　　　　fluorine－18

oxygen　metabolism　　carbon－ll

presynaptic　site

receptor

fluorine－18

carbon－ll

carbon－11

carbon－ll

carbon－11

carbon－ll

ammonia（NHJ
water（H20）

PTSM
acetate

FDG
palmitatc

FTHA

acetate

FMR
HED
epinephrine

phenylephrine

CGPI2177

MQNB
PTSM：pyruvaldehyde－bis－（N－4－methylthiosemi－
carbazone）．　FDG：2－deoxy－2－fiuoro－D－glucose、　FTHA：

14（R．S）－fluorine－18－fluoro－6－thia－hepatodecanoic　acid．

FMR：fl　uoro－metaraminol、　HED：hydroxyephedrine、

CGP12177：2S－4－（3－t－butylamino－2　hydroxypropoxy）－

benzimidazol－2－one．　MQNB：methyl　quinuclidinyl
benzylate

られている．拡散物質で，extraction　fractionは

100qeであり，代謝もされず入力関数測定にも問

題ない6・7｝．しかし，半減期が2分と短かいこと，

拡散物質で心筋に滞留しないこと，COの血液

プール像を引き算しなければならないことなどの

ため，画質は悪く，日常診断に用いるという観点

でみると，私見ではTlよりも画質は悪いという

印象を持っている．ただ半減期2分なので反復検

査には適している．x2RbはKと同族元素で，　Tl

と同様の性質である8）．定量には，血中代謝産物

がない点はアンモニアより優れるが，extraction

fractionはアンモニアより低く，アンモニアと同

様の問題はある．画質は各部位の集積が均一であ

る点でアンモニアより優れるが，ポジトロンのエ

ネルギーが高いこと，半減期が短かいことのため

に画質はアンモニアより劣る．またジェネレータ

核種であるという特色を持ち，サイクロトロンが

なくてもポジトロンカメラがあれば撮像できると

いう利点があるが，そのジェネレータが高価であ

興
N－13　AMMONIA

CU－62　PISM

Fig．1　PET　images　of　myocardial　blood　fiow、　mid－

　　　ventricular　short－axis　plane　with　sコRb、　BN　一・

　　　ammonia　and　62Cu－PTSM．　Reprintcd　from

　　　reference　2．

ること，現時点では日本で使用できないことなど

の問題はある．半減期が短かいので反復検査には

適している．62Cu－PTSMもジェネレータ核種であ

る．Rbよりは日本で使用しやすい可能性があ

る．画質は悪くなく，各部位の集積も比較的均一

だが，肝集積が高く，後下壁に重なりやすい点は

問題である．定量の際もextraction　fractionがかな

り低い点が問題であるりtl）．11C一酢酸は，画質は

良好で，各部位の集積も比較的均．…であり，定量

も研究されつつあるが（後述），半減期が長く，反

復検査しづらい点は問題で，酸素代謝をみる際に

他の血流検査を省略するという使い方は合理的と

思われるが，血流トレーサとして一般的に用いら

れる可能性は低そうである．

　PETによる心筋血流測定の意義であるが，まず

SPECTよりも虚血性心疾患の診断率が向ヒする

といわれているt2　14｝．理由は吸収補正がきちんと

行われているためにそれによるアーチファクトが

少ないこと，高画質で心基部病変の診断がしやす

いことなどがあげられている．

　SPECTにできず，　PETでできる最大の点は血

流予備能の測定である．血流予備能測定の意義と

しては，冠動脈狭窄度の推定｜5［，多枝病変などの

虚血性心疾患患者診断率の向上への貢献が期待さ

れるが，われわれの経験ではあまり診断率の向上
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Fig．2　rMGU　functional　transaxial　images　of　an　FDG

　　　study　during　insulin　clamp　and　oral　glucose

　　　loading　of　a　21－yr－old　normal　male　subject　and

　　　41－yr－01d　male　patient　with　NIDDM　are　shown．

　　　Reprinted　from　reference　27．

に寄与しないようである．その原因としては，

PETでの血流予備能測定の際にはジピリダモール

単独負荷を行っており，その際，高齢者，高脂血

症，糖尿病など動脈硬化危険因子の多い患者では

最大冠血流増大が得られないことが考えられる．

共同研究者の横山の報告では，有意の冠動脈狭窄

のない家族性高脂血症患者では，年齢対応対照例

が血流予備能4倍であるのに対し，血流予備能2

倍と低下し，冠動脈90％狭窄も検出しにくい状

況になることが示された16・t7）．2次性高脂血症患

者や高齢者や，糖尿病患者でも同様の傾向が報告

され，虚血性心疾患診断率向上の面では血流予備

能は必ずしも有用ではないが，動脈硬化の早期発

見の面でジピリダモール負荷時の血流予備能測定

は非常に有用と思われ，この面で非常に有望と考

えている．家族性高脂血症患者の内服治療で，血

流予備能が改善したことも横山は報告している．

糖尿病では，インスリン抵抗性よりも，HbA，Lな

ど高血糖のほうが，より血流予備能低下と相関し

ていることも横山は報告している18）．高齢者でジ

ピリダモール負荷時の血流予備能が低下している

という報告も多い19～21）．

　また，負荷の種類などと血流予備能の関係もい

くつか報告があるが，ジピリダモールの量を0．56

mg／kgからO．8に増やした場合とか，　handgripを

加えた場合の血流予備能を測定した報告では，い

ずれも変わりないとの報告であった22｝．しかし，

高齢者や動脈硬化の危険因子の多い患者でどう

かということは，さらに検討の余地がありそうで

ある．カフェインを服用した時のジピリダモール

負荷時の血流予備能はやはり明らかに低下すると

報告されており，血中カフェイン濃度に逆相関す

る231．βプロッカーは運動負荷時に問題とされる

が，ジピリダモール負荷時の血流予備能はさげな

いと報告されている24｝．心移植時には血管内皮傷

害のためかジピリダモール負荷時の血流予備能が

低下すると報告されている25｝．

3．心筋糖代謝

　心筋糖代謝はi8F－fluorodeoxyglucose（FDG）を用

いて評価されている．

　最もよく用いられるのは心筋viability評価であ

るが，これについては別の教育講演のテーマであ

るので省略する．

　われわれが現在最もFDGを用いているのは，

糖尿病のインスリン抵抗性評価である26）．糖尿病

においては，インスリン非依存性糖尿病
（NIDDM）とインスリン依存性糖尿病（IDDM）が

あり，NIDDMでは，インスリン分泌機能低下，

筋肉のglucose　transporter　type　4（GLUT4）の機能

異常，肝の糖新生増加の3つの問題があるが，本

来インスリンを感受して糖を細胞内にとりこむ

GLUT4の機能異常のために，骨格筋細胞内に糖

があまりとりこまれず血糖があがってしまうのを

インスリン抵抗性と呼んでいる．

　その測定としては，インスリンクランプ時（一

定量のインスリンを点滴し，ブドウ糖点滴量を調

整して血糖値を一定に保つ）のブドウ糖点滴速度

（glucose　disposal　rate，　GDR）が用いられてきた．

　われわれは糖尿病患者や高中性脂肪血（高TG）

患者でFDG　PETを用いて，インスリンクランプ

時の心筋，骨格筋の画像を撮像し，心筋糖消費

量，骨格筋糖消費量を測定し，GDRと比較した
（Fig．2）27㌧
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Fig．3　Twelve　adjacent　reconstruc（ed　slices　obtained　in　a

　　　patient　at　rest　from　lOto　30　min　p⊥，　demon－

　　　strating　homogeneous　myocardial　uptake　of
　　　FrHA．　Reprinted　from　reference　30．
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Fig．4　Serial　CPA　tomograms　m　a　pauent　with　cardio－－

　　　myopathy　and　moderate　depres　sion　of　LV　func－

　　　tlon（only　6　scans　shown）：upper　panel，　fasted：

　　　lower　paneL　post　glucose　study．　The　cross－

　　　sectionaいmages　reveal　clcar　heterogeneity，　more

　　　pronounced　in　the　late　image（66　mln）．　Followmg

　　　gtucose　administration　the　myocardium　shows　a

　　　preserved　response（increased　CPA　retention），

　　　suggestlng　the　described‘’shift”to　glucose　u“1主

　　　zation．　Reprinted　from　reference　32．

　骨格筋糖消費量はGDRと比較的よく相関した．

心筋糖消費量がGDRと弱い相関がみられた．骨

格筋糖消費量は高TG患者やインスリン抵抗性の

ある糖尿病患者で低下しており，心筋糖消費量

は高TG患者ではあまり低下しておらず，インス

リン抵抗性のある糖尿病患者で低下していた．

GDRは骨格筋糖消費量と同様に高TG患者や

NIDDMで低下していたが，糖尿病でも特に食事

療法中患者で低下しており，経口糖尿病薬（SU

剤）内服中患者ではあまり低下していなかった．

4．心筋脂肪酸代謝

　心筋脂肪酸代謝はtic一パルミチン酸を用いて測

定されてきた．β酸化され，TCAサイクルで代謝

され，時間放射能曲線が2相性となり，1相の大

きさ傾きからβ酸化が評価されてきたが，半定量

的であり，SPECTで評価できるようになってき

たこともあって，最近はPETによる脂肪酸代謝

評価は下火となっている．心筋viability評価も，

FDGで代謝血流ミスマッチのみられる部位で1℃一

パルミチン酸の初期集積が低下し，遅い相でre－

tentionがみられることが報告されているが8｝，脂

肪酸代謝で実際の臨床でどの程度のviability診断

率がでたというような報告はみあたらない．

　しかし，ワシントン大学から，11C一パルミチン

酸を用いて脂肪酸利用率を定量できるとの報告が

最近あり2v），今後の発展の可能性もある．18F－

FTHAというF標識の脂肪酸も報告されている
（Fig．3）’°）．　Patlak法の定量も可能のようであり，

やはり発展の可能性がある．

　疾患への応用としては，long　chain　fatty　acid　de－

hydrogenase欠損症で脂肪酸代謝，酸素代謝の低

下の程度から疾患の重症度を評価できるとの報告

がある’1）．拡張型心筋症の脂肪酸代謝異常の報告

もあり，空腹時のβ酸化の低下や，糖負荷時の非

典型的反応が報告されている（Fig．4）’2）．

5．心筋酸素代謝

　心筋酸素代謝は1℃一酢酸を用いて評価されてい

る．酢酸はTCAサイクルに入るということで，

時間放射能曲線の減衰係数から酸素消費量を定量

できるといわれている．

　ワシントン大学のグループは，心筋viability評

価に心筋酸素代謝定量が有用とし，ある程度以上
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Fig．5　Transaxial　images　of　perfusion，　FDG　and　acetate

　　　washout　map　for　patient　with　apical　hypertrophy．

　　　Reprinted　from　reference　39．

心筋代謝が保たれていればviableという診断基準

でFDGよりも良いviability診断ができたと報告

しているll）．

　しかしこれには反論もでており，hibernating

myocardiumでは壁運動低下している分，酸素代

謝も落ちているはずであり，FDGでミスマッチ

のみられたviable心筋と，　FDGでミスマッチは

みられないが血流代謝とも軽度から中等度低下の

いわゆるnon－viable心筋で，同様に酸素代謝が低

下しているとの報告がある’4）．また，血流，糖代

謝，酸素代謝を比較し，心筋viability診断に酸素

代謝が最も診断率が悪く，血流が最も良かったと

の報告もある’S［．

　酢酸を用いての心筋血流量の定量の報告も，ア

ンモニアと同様の2－compartment　analysisで行われ

ている36）．反復検査が半減期20分でやりにくい

こと，合成の問題もあり，アンモニアにかわって

血流検査に用いられることはなさそうであるが，

酸素代謝検査を行う際に血流は他製剤を用いず，

この方法で行うことは合理的と思われる．

　心仕事量を酸素消費量でわったefficiency（酸素

をどれぐらい有効に使っているか）という指標も

検討されている．拡張型心筋症で低下し，ドブタ

ミンで改善するとの報告もある37）．

　疾患としては，甲状腺機能元進症で心筋酸素代
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謝が元進し，治療で正常化するこど8｝，肥大型心

筋症の肥大部で，血流は低下しないのに，酸素代

謝と糖負荷時糖代謝が低下することが報告されて

いる（Fig．5）19｝．

6．交感神経末端機能，レセプター

　交感神経末端機能をみるには11C－HED，11C－

FMRが用いられてきた．　SPECT製剤のMIBGと

比べ定量はできるが，MlBGも心縦隔比やwash－

out・rateなどの簡単な定量はできるので，これら

のPET製剤の役割はかなり低下していると思

われる．なお，MIBGやこれらの製剤がMAOで

分解されないのに対し，MAOで分解される11C－

epinephrineやi’C－phenylephrineの報告もある掴D．

　レセプターはSPECTでは評価できず，　Llc－QNB

でアセチルコリンレセプター，ILC－CGP12177を用

いてβアドレナリンレセプターがPETにより評

価されている42）．

　心不全ではMIBGと同様にHEDの集積が低下

すること，定量すると心不全の程度と相関するこ

とが報告されている⇔．CGPI2177は減少すると

報告されている4’1．不整脈，DM　neuropathyで，

HEDでMIBGとまったく同様な所見が得られて

いる43）．心移植では，神経再生に1～3年かかる

こと，cGP12177やMQNBは不変であることが
報告されている⇔．心移植患者で神経再生が遅れ

ているRCA，　LCx領域で，アデノシンに対する

血管拡張反応がLAD領域に比べ低下していない

のに，cold　pressor　testで低下しているとの報告も

ある4s）．

7．SPECT用γカメラを用いたポジトロン核種の

　画像化
　SPECT用γカメラを用いたポジトロン核種の

画像化には2種類，コリメータを用いる方法と

coincidenceの方法がある．コリメータの場合は分

解能が悪くなり，脳では診断に使えない画像と

いわれている．腫瘍でも小病変検出が難しくな

る46、5°1．しかし，心筋では応用可能といわれ，多

くの報告があり，TlやMIBIなどの心筋血流画像
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と比較し，心筋viability診断にPETと比べても

それほど劣らない診断率が得られると報告されて

いる5卜54｝．またSUVの定量など簡単な定量は可

能である．

　coincidenceの方法は1995年にADACから報告

され，対向型γカメラで，コリメータをはずした

状態で，PETと同様同時検出により，カウントし

ていく方法で，分解能，感度ともコリメータ法よ

りも格段に優れるが，散乱が多く，FDG投与量

を多くできないといわれる．また吸収による影響

がかなり大きいようである．脳，腫瘍診断に非常

に有用と思われるが，特に心筋の場合は吸収によ

る減弱がかなり問題となるようである．
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Summary

The　ReView　of　Myocardial　Positron　Emission　Computed　Tomography

　　　　　　　　　　　　　　and　Positron　lmaging　by　Gamma　Camera

Tohru　OHTAKE

Department　QfRadiolog．y，　Facutty　qfルfedicine，〔ノniversity　qf　Tok］〉，o

　　To　measure　myocardial　blood　flow、　Nitrogen－13

ammonia．　Oxigen－15water、　Rubidium－82　and　et　aL

are　used．　Each　has　merit　and　demerit．　By　measuring

myocardial　coronary　flow　reserve，　the　decrease　of

flow　reserve　during　dipyridamole　in　patients　with

hypercholesterolemia　or　diabetes　mellitus　with－

out　significant　coronary　stenosis　was　observed．　The

possibility　of　early　detection　of　atherosclerosis　was

showed．

　　As　to　myocardial　metabolism．　glucose　metabolism

is　measured　by　Fluorine－18　fluorodeoxyglucose

（FDG）．　and　it　is　considered　as　useful　for　the　evaluation

of　myocardial　viability．　We　are　using　FDG　to　evaluate

insulin　resistance　during　insulin　clamp　in　patients　with

diabetes　mellitus　by　measuring　glucose　utilization　rate

of　myocardium　and　skeletal　muscle．

　　FFA　metabolism　has　been　measured　by　lIC－palmト

tate，　but　absolute　quantification　has　not　been　per－

formed．　Recently　the　method　for　absolute　quanti－－

fication　was　reported，　and　new　radiopharmaceutical

18F－FTHA　was　reported．

　　Oxygen　metabolism　has　been　estimated　by　lIC－・

acetate．　Myocardial　viability，　cardiac　efficiency　was

evaluated　by　oxygen　metabolism．

　　As　to　receptor　or　sympathetic　nerve　end，　cardiac

insufficiency　or　cardiac　trasplantation　was　evaluated．

　　Imaging　of　positron　emitting　radiopharmaceutical

by　gamma　camera　has　been　performed．　Collimator

method　is　clinically　useful　for　cardiac　imaging　of

viability　study．

　　Key　words：　Positron　emission　computed　tomog－

raphy、　Myocardium，　Blood　How．　Coronary　flow　re－

serve．　Single　photon　emission　computed　tomography．
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