
443

《資　料》

関東甲信越地区における99mTc標識心筋血流製剤の使用状況
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山崎　純一

　要旨　｛）9mTc標識心筋血流製剤の利用状況を調査する目的で，関東甲信越地方の施設を対象にアンケー

ト調査を行ったところ，83施設から回答が得られた．2°，Tlよりも99mTc製剤を多く使用している施設

は83施設中10施設のみであった．99mTc製剤を使用しない理由としては，2回の投与が面倒であるこ

と，2°iTlはviabilityの評価に優れ，過去のデータの蓄積が豊富であること，9c）mTc製剤では腹部臓器へ

の集積が高いことなどが挙げられた．検査目的では2°iTl検査にくらべてviabilityの判断を目的とする

割合が少なく，虚血の検出を目的とする割合が多かった．心筋血流と壁運動の同時評価や2°1T1と99mTc

血流製剤を用いた2核種同時収集といった99mTc製剤の利点を活かした検査方法の有用性を指摘する

意見がみられた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（核医学35：443－450，1998）

はじめに

　99mTc標識心筋血流製剤（以下99mTc製剤）が日

本で市販されるようになってから4年あまりが経

過した．この間その使用は確実に増加してはいる

ものの，欧米と比較してその普及率は高くなく

（Fig．1），いまだにその日常検査での使用は定着し

ているとは言えない．9りmTc製剤は画質に優れ，

心筋停留性が高いためにさまざまな検査方法を選

択することが可能であるが，それ故にどのような

検査プロトコールを選択すればよいのかというこ

とが臨床の場では問題となり，また2°iTlとは異な

り再分布現象が著明でないために，心筋viability

の評価について疑問視する報告もあるト3）．そこ
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でわれわれはアンケート調査を行い，99mTc製剤

の使用状況ならびに製剤に対する考え方を2°iTl

との比較を含めて調査したので結果を報告する．

アンケート対象施設と内容

　1997年5月に関東甲信越地方の施設に対して

以下のような項目に関するアンケートを配布し，

83施設から回答を得た．

　（1）心筋血流シンチグラフィの製剤別，プロ

　　　トコール別の検査件数，平均投与量と検

　　　査目的

　（2）心筋血流製剤別の前処置，後処置，使用

　　　撮像装置（検出器数），収集角度，投与か

　　　ら収集開始までの時間，収集時間

　（3）TetrofosminとMIBIの使い分け

（4）99mTc製剤を用いる検査における遅延像撮

　　像の必要性

（5）心筋viabilityの評価において2°ITIと99mTc

　　製剤とでどちらが優れるか
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444 核医学　35巻6号（1998）

（6）c）りmTc製剤を使用しない理由（2°ITIのみを使

　　用する施設を対象）

（7）その他意見など

アンケート結果

　Fig．2に示すように83施設の1か月あたりの

心筋血流検査の平均件数は41．7件であり，月100

件を超える検査を行っている施設が5箇所あっ
た．

　Table　1において2°iTl，9°mTc製剤の使用施設

数を示した．83施設中72施設では99mTc製剤よ

りも2°iTlを多く使用しており，‘メ’mTc製剤を多く

使用している施設は10施設のみであった．2°tTl，

叢
、芸

　　Japan　　　　　　　　　　USA　　　　　　　　　　　　EU

Fig．1　Selection　of　myocardial　perfusion　agents　in　Japan，

　　　US　and　BU（according　to　Arlington　Medical
　　　Research　and　Nycomed　Amersham　plc）．　T1：2｛｝ITI、

　　　Tc：9りmTc－labeled　tracers．

りりmTc製剤の使用施設数，検査数，平均投与量を

安静時検査についてはTable　2に，負荷時検査に

ついてはTable　3に検査プロトコールも加えて示

した．施設数，検査数ともりりmTc製剤に比較して

2°iTlによる検査が多く，9りmTc製剤による負荷検

査では1日法（負荷／安静法）による検査が多かっ

た．単回投与での平均投与量は600－700MBq程

度，負荷検査1日法での平均投与量比は1：2－3

程度であった．2°｜Tl検査における投与量選択の内

訳をFig．3（安静時），　Fig．4（負荷時）に示した．

111MBqの投与が最も多かった．

　9t｝mTc製剤を使用する際に禁食による前処置を

行う施設が37施設中19施設（51％），ミルク等

の使用による処置を行う施設が37施設中15施設

（41％）で，施設問でのばらつきがみられた．投与

後撮像開始時間は最短で3分，最長で180分であ

り，7割強の施設で30－60分の範囲であった．

Table・4に撮像装置と収集角度を（複数回答あり），

Fig．5に2°IT1と9りmTc製剤による検査における

データ収集時間を示す．2°iTlでは16－20分，　t）りmTc

製剤ではll－15分の収集時間が多かった．り‘”nTc

製剤による検査において遅延像の撮像が必要かと

いう問いに対する回答では，回答のあった35施

設中9施設が必要（26％），26施設が不必要（74％）
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　Fig．2　Number　of　examinations　performed　in　a　month．
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としており，必要性がないとする見解が大勢を占

めた．

　安静時検査，負荷時検査の検査目的をそれぞれ

Fig．6，　Fig．7に示す（複数回答あり）．2°tTlにつ

いてはviabilityの判断を目的とする割合が比較的

高く，リり「nTc製剤では虚血の検出の割合が多かっ

た．

　心筋viabilityの評価において20｜T1，99mTc製剤

のどちらが優れるかという設問に対する回答を

Fig．8に示すが，2°iTlが優れるとした施設が全体の

55％，不明であるとした施設が43％であった．

　りりlnTc製剤を使用しない理由として回答のあっ

た主なものをTable　5に示す．2回の投与が面倒

であるとの理由が最も多く，そのほかに2°IT1は

viabilityの評価に優れ，過去のデータの蓄積が豊

富であること，りりmTc製剤では腹部臓器への集積

が高いことなどが挙げられた．

　9りmTc－MIBIと‘｝‘）mTc－tetro　fos　Minの使い分けに関

する理由としては，施設において99mTc製剤のう

ち1剤のみを使用可とする制限が存在するといっ

No．　of　Lab《）ratOl・ies No．《）f　Examinations

Table　l　Selection　of　myocardial　perfusion　tracers

Tracers No．　of　laboratories

2川Tl　only　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　36

りりm Tc　only　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3

こ｛日Tl　and　9りmTc　　　　　　　　　　　　　　　　　　44

　　〕川Tl＞9りmTc　　　　　　　　　　　　　　　36

　　20｜T1＜‘NmTc　7
　　川T1＝りりmTc　　　　　　　　　　　　　　l

201Tl＞り9mTc：Examinations　using　201TI　are　performed

morc　frequently　than　those　usingり9mTc　agents．

2‘）｜T1〈りりlnTc：Examinations　usingり‘｝mTc　agents　are　peF

t’（）rn、ed　nlore　frequently　than　those　using　2川Tl．

⊇（llTl・一りりmTc：Both　agcnts　are　almost　equally　uscd．

Table　2　Mean　injectcd　doses　and　number　of　examina－

　　　　tions　pcr　month（rest　study）

　No．　of　　Examinations／　Mean　injected

laboratorics　　　month　　　　dose（MBq）

Fig．　3　　1njected　doses　in　rest　2°lTI　scintigraphy．

No．　of　Laboratories

Othe「、48MBq

N‘D．of　Examinations
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Fig．4　1njccted　doses　in　stressコe｜Tl　scintigraphy．

Table　3　Mean　injeCted　dog．　es　and　number　of　examinations　per　month（stress　study）

No．　of　laboratories　　Examinations／month　　Mean　injected　dose（MBq）

川T1

9りmTc　2　day

りりmTc　l　day（rest／stress）

りり1nTc　l　day（stress／rest）

りりmTc（stress　only）

Dual　isotope

　（川TI　resぴ▲りmTc　stress）

　（りりmTc　rest／2“ITI　stress）

つ
』
3
5
6
8

7
　
　
　
1

3
1

30」

17．O

l5．8

17．4

8．5

0
0
7
0

3
〔
∠

　110

537／697

244／807

255！621

　618

ll1／408

592／111

Some　laboratories　selected　more　than　one　protocoL
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たような事務的な理由が散見されるのみで，画

質，診断能といった臨床的な2剤間の相違を問題

とする回答は見られなかった．

　　その他の意見としては，ゲート法やファースト

35巻6号（1998）

Table　5 Reasons　for　not　usingりtimTc－labclcd　perfusion

agcnts

Reasons
　　No．　ot’

labOi’atories

Table　4　1nstruments　for　data　acquisition

Gamma　camera　Acquisition　angle　No．　ot’　laboratories

Single－head

Single－head

Dual－head

Dual－head

Triple－head

Triple－head

180°

360°

180°

360°

180°

360°

1
5
9
6
3
0

4
　
　
　
　
　
へ
∠

Two　injections　are　required

　in　the　strcss　study．

Thallium－201　is　thought　to　be　superior

　to　9りmTc－1abeled　agcnts　in　determining

　myocardial　viability．

Alarge　amount　of　clinical　data　has

　been　cumu］ated　in　20tTl　imaging．

Abdominal　tracer　uptake　is

　not　negligible．

Absence　of　redistribution．

Others．

8

4

〕
、

〕
°
3
一
寸
」

Answers　were　obtained　from　811aboratories　and　two

camera　systems　are　used　in　31abs．

Answers　were　obtained　from　241aboratories　in　this

queSUon・

No．　of　Examinations
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Fig．5　Acquisition　time　in　201Tl　andりりmTc　imaging．
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【）thers

Fig．6　Purposes　for　rcst　perfusion　imaging　Viability：to

　　　　　assess　myocardial　viability．　Ischemia：to　assess

　　　　　myocardial　ischemia，　and　Revascularization：

　　　　　examinations　before　and／or　after　revascularization．

　　　　　　Multiple　choices　are　available　in　thisquestion．
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Fig．7　Purposes　for　stress　perfusion　imaging．　Descrip－

　　　tions　are　same　in　Fig．6．

43％
（〕4Lahs）

55％
（31Labs）

■Tl＞Tc

、Tc＞Tl

　つ

　　　　　　　2％
　　　　　　（ILab）

Fig．8　Comparison　of　201Tl　andり‘，mTc　in　determining

　　　myocardial　viability．　T1＞Tc：Tha川um－20いs

　　　supcrior　toり9mTc－labeled　tracers，　Tc＞T1：

　　　Technetium－99m－labeled　tracers　are　superior　to

　　　20tTl、？：equivocal．

バス法による心筋血流と壁運動の同時評価の有用

性や2°ITIと9りmTc血流製剤を用いた2核種同時収

集の経験などについて述べたものがあった．

考　　察

　゜りmTc製剤では2°iTlとは異なり，負荷検査にお

いて1日法と2日法の双方が選択可能で，1日法

では負荷時検査を先に行う場合と安静時検査を先

に行う場合の両方がある4）．2日法では特に外来

患者の場合に2度の来院が負担となり，また従来

の負荷2°iTl検査が1日で行われることなどから

1日法が好まれているようである．1日法での安

静／負荷法の利点は安静時の血流を直接反映した

安静時画像が得られることと，負荷時の投与量が

多いために良好な画質の負荷時像が得られて負荷

時の血流低下が診断しやすいことなどにある．一

方，負荷／安静法の利点として従来から2°｜Tlで行

われてきた負荷検査法と同じ順序であることが考

えられる．特に内科などの臨床科の医師がアイソ

トープ検査室に出向いて負荷を行う場合には，時

間的制約などの問題から従来と同様の時間帯に負

荷を行うことのできる負荷／安静法が好まれるよ

うである．

　りりmTc製剤ではコールドキットと標識済み注射

液の両剤形が存在し，投与量の絶対値は使用する

剤形の影響を受けるため，アンケート結果から傾

向を論ずることは難しい．それでも負荷検査1日

法での2回の検査の投与量比は2－3とするのが標

準のようである．2°iTlの投与量については111

MBqを採用する場合が大半を占め，74　MBqでは

画質などの面から過小であると考えられているよ

うである．

　ygmTc製剤は投与直後には腹部集積が高いた

め，撮像開始までにある程度の時間をとる施設が

多く，30－60分程度とする回答が多かった．安静

時よりも運動負荷時の撮像開始時間を短く設定す

る施設が散見され，これは運動負荷時に腹部集積

が低いためであると考えられる．回答のあったな

かで最短の撮像開始時間である3分は運動負荷時

のみのものである．りりmTc製剤は心筋停留性が高

いために撮像開始時間に比較的制約を受けないと

いう利点を有するものの，投与後120分以上の撮

像開始を設定している施設は2施設のみであっ

た．これは前述のごとく遅延像撮像を必要としな

いと考える施設が大半を占めることから，長時間

経過後のトレーサの心筋分布の変化を懸念して開

始時間を60分以内に設定しているのではなく，

患者の拘束時間や施設の検査スケジュールの都合

上120分以上の撮像開始が好まれないものと考え

られる．

　川Tlでの検査に比較してgc）mTc製剤を使用した

際の収集時間が少ないという結果がアンケートか
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ら得られたが，これは（”mTc製剤の投与量が多い

ことを利用してデータ収集時間が減らされている

ことによるとは必ずしも言えない．なぜなら，

2°iTlで検査を行う施設のうち47％で多検出器型

装置が使用されるのに対して，99mTc製剤ではそ

の割合は57％あり，装置の感度の差が収集時間

の差となってあらわれている可能性もある．ま

た，投与量が多いことの利点をデータ収集時間の

短縮に利用するのではなく，所定のデータ収集時

間を確保して画質の向上に利用するという考え方

も存在する．

　投与前後の食事の摂取については施設問での相

違が特に目立った．2°ITIでの検査においては肝集

積を軽減する目的や負荷中に生ずることのある緊

急時への対処の点から検査前に絶食とすることが

多い．99mTc製剤では高い肝集積が診断の妨げに

なることを防ぐ目的で，肝からのトレーサの排泄

を促進する作用があるものと期待される牛乳その

他の脂肪食の摂取が，主にトレーサ投与後に行わ

れることがある．しかし，脂肪食の摂取が肝集積

の軽減に有効であるという確証が得られていない

ことや，管理区域内での摂食が禁止されているた

めに患者は一度検査室の外に出る必要があること

などから，脂肪食摂取が普及していないものと考

えられる．

　2°IT1とは異なり（’）mnTc製剤は心筋停留性が高い

ので投与数時間後に後期像を撮像する意義はあま

りないと一般には考えられているが，急性心筋梗

塞症例を中心に経時的に分布が変化する場合があ

るとの報告がある5・6）．これらによると急性期に安

静時においてMIBIを投与して2回の撮像を行う

と，病変部における集積は早期像よりも後期像で

低下する現象をしばしば認め，この現象が見られ

る場合には梗塞部壁運動の改善が得られるとされ

る．MIBIの早期像は病変部のviabilityを反映し，

梗塞部の虚血危険域で後期像において欠損が著明

になると考えられている．しかし，急性期の症例

以外での遅延像撮像の意義は未だ確立されておら

ず，2回の撮像を行う手間や検査枠確保の問題か

ら，遅延像撮像は行わない施設が大半を占めるア

ンケート結果になったものと思われる．

　99mTc製剤では再分布現象が著明でないため

に，安静時に川Tlを投与して得られる遅延像に

相当する情報が得られないことなどからviability

評価において不利であるとする報告が見られト’），

今回のアンケート調査においてもこのような考え

方を反映してか2°1Tlの方がviability評価におい

て有利であるとする意見が多かった．その一方

で，99mTc製剤の安静時画像は安静時投与の2°iTl

検査での遅延像とくらべてもviability評価におい

て変わらないとする報告もあり7），2°iTlとりリmTc製

剤のどちらがviabilityの評価において優れるかに

ついては意見が定まっていない．また，最近の

9‘）mTc製剤を用いたviability評価に関する報告で

は，9。　uptakeの計測による定量評価が残存心筋の

有無の鑑別に有用でs～11），ISDNの投与を併用し

た゜9mTc製剤による検査ではさらにviabilityの診

断能が向上するとの報告が多い1卜14）．このアン

ケート調査においてはviabilityを評価する際の撮

像・解析方法に関する設問がなかったため詳細は

不明であるが，視覚的評価のみではc）・t）・mTc製剤に

よるviability診断能は不十分であるとする報告も

見られ15・16），9）mTc製剤においてはviabilityの評価

方法の検討を行ってから判断する必要があるもの

と考えられた．さらに，血流，壁運動の同時評価

によるviabilityの判定も99mTc製剤では可能であ

ることから16’18），新しいプロトコールを用いた今

後の検討も待たれる．

　前述したように欧米にくらべて日本での99mTc

製剤の普及は遅れているが，その理由を調査する

目的でり9mTc製剤を使用しない施設に対して使用

しない理由を質問したところ，最も多かった答え

は負荷検査において2回の投与が面倒であるとす

るものであった．負荷検査を施行する場合に，検

査室に常勤する放射線科の医師が行うよりも内科

などの他科の医師が検査室に出向いて負荷を行う

ことが多く，99mTc製剤では2回の投与により施

行医が検査室に拘束される時間が長くなることが

背景として考えられる．99mTc製剤を使用しない

理由として腹部集積，過去のデータの蓄積の問題
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などといったTable　5に挙げたものののほかに，

同様な効能を有する新薬の採用規制などの事務的

な問題を挙げた回答も見られた．
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Summary

USe　of　99mTc・labeled　MyOcardial　PerfuSiOn　Agents　in　the　KantO・KOshinetsu　Area

Jun　HAsHIMoTo，　Takeshi　TANAKA，　Yasuhito　SAsAKi，　Hajime　MuRATA，　Atsushi　KuBo，

Kamon　IMAI，　Fumitaka　Osuzu，　Tohru　OTAKE，　Michiaki　HIRoE，　Susumu　NAKAGAwA，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Hirotaka　MARuNo　and　Junichi　YAMAzAK1

ノVuclear　Cardiol‘，8），　Fθrum

　　We　sent　out　a　questionnaire　to　investigate　how　the

99mTc－labeled　myOCardial　perfusion　agents　are　used　in

the　Kanto－Koshinetsu　area．　Answers　were　obtained

from　831aboratOries．　Examinations　using　9りmTc－

labeled　agents　were　performed　more　frequently　than

those　using　20｜Tl　only　in　lOof　831aboratories．　Main

reasons　for　not　using　99mTc－labeled　agents　were　as

follows：two　injections　required　in　the　stress　study，

superiority　of　thallium－201　in　the　assessment　of

myocardial　viability、　a　large　amount　of　clinical　data

cumulated　in　thallium－201　imaging．　and　problems

caused　by　abdominal　uptake　of　99mTc－labeled　agents．

Comparing　purposes　of　the　examinations　using　20｜Tl

and　99mTc－labeled　agents、　evaluation　of　myocardial

viability　was　more　common　in　201Tl　imaging．　mean－

while、　detection　of　myocardial　ischemia　was　more

cOmmon　in　imaging　with　99mTc－labeled　agents．　Et　was

pointed　out　that　dual　isotope　imaging　using　201Tl　and

99’nTc－labeled　agents　and　simultaneous　evaluation　of

myocardial　perfusion　and　cardiac　function　are　clini－

cally　feasible　as　new　diagnostic　procedures．

　　Key　words：

Clinical　use．

9c）mTc－MIBI，99mTc－tetrofosmin，
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