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禁忌（次の患者には投与しないこと）
本剤の成分に対し過敏症の既往歴がある患者

画像読影方法を確認するための概要。eラーニングの代用として使用しないこと。
読影トレーニングプログラムのホームページはwww.readvizamyl.comにてご確認ください。
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はじめに

ビザミル®静注の効能又は効果はアルツハイマー型認知症が
疑われる認知機能障害を有する患者の
脳内アミロイドベータプラークの可視化である

ビザミルは臨床評価と併せて用いること。

ビザミルは精細なカラースケールで
アミロイドベータプラーク（老人斑）の画像化を実現。

 ・ 陰性画像は、わずかな老人斑が存在するか又は老人斑が存在せず
　ADの診断とは一致しないことを示す。

 ・ 陽性画像は、老人斑が中〜高密度であることを示す。

ビザミル®静注1バイアル（120〜370MBq）を静脈内に投与し、
投与後60〜120分に撮像を開始する。
投与量185MBqにおける標準的な撮像時間は20分間である。

ビザミルによるPET画像。
横断面画像例 ： フルテメタモル（18F） 陰性画像（左）及び陽性画像（右）

（GEヘルスケア 社内画像資料）

ビザミル®静注
AD ： アルツハイマー病4  5  



ビザミル読影の基本

ビザミル画像の読影により脳内老人斑密度を
視覚的に評価することが可能。
ビザミルは臨床評価と併せて用いること。

画像ノイズ、皮質リボンの菲薄化を伴う萎縮又は不鮮明な画像により
読影が困難な画像では、誤った読影をする可能性がある。 

ビザミル画像の読影の補助として、入手可能であればMRI又はCT画像を
観察することを推奨する（特に萎縮が疑われる場合）。

次項より、ビザミル画像の読影の基本原理の概要を示す。

本冊子の記述内容をもって、読影トレーニングプログラムの代用とすることは
できない。
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1 基本設定

カラースケール
推奨カラースケール 

 ・ ソコロフ（Sokoloff）

 ・ レインボー（Rainbow） 

 ・ スペクトル（Spectrum） 

画像の補正
大脳全体が画面に表示されるよう
注意深く画像を配置する。

モーションアーチファクトがなく、
許容できる画質であることを確認する。

必要に応じて、横断面、矢状断面及び冠状断面に
おける画像の回転軸や傾きを調整する。 

（GEヘルスケア 社内画像資料）
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2 3橋（Pons）を最高輝度の90%に設定 陰性画像における白質パターンの理解

ビザミル画像は常に橋（Pons）が最高輝度の
90%になるように調整すること。

橋へのビザミルの取り込みは陰性画像と陽性画像で
同程度。

常に橋が最高輝度の90%になるように調整することで、
症例内及び症例間における白質及び灰白質への
取り込みの正確な読影が可能となる。

（GEヘルスケア 社内画像資料）

（GEヘルスケア 社内画像資料）　　　　　　　　  　　   　  ※両者は非常に似た画像となる

MRIを調整し、
白質のみを強調する

調整したMRIを
PETの解像度までボカす

ボカシたMRIを
レインボーカラースケール
で表示する

陰性のビザミルPET画像を
レインボーカラースケール
で表示する
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4 皮質への取り込み量に応じて、
青色・緑色から橙色・赤色へと色調が変化

陽性

陰性

ビザミルの取り込み（例）
大部分が青色及び緑色
 ・ 老人斑が極めて低密度または認められない。
 ・ ビザミルの取り込みが白質パターンに一致。
 ・ 脳の輪郭に向かって段階的な色調変化。
 ・ 認知機能障害の原因疾患がADである可能性は低いと
　判断される※。

大部分が橙色及び赤色
 ・ 老人斑密度が中程度から高密度。
 ・ トレーサーの取り込みが灰白質に及ぶ。
 ・ 脳の輪郭部分で急激な色調変化。
 ・ ADだけでなく他の認知症や、健常者でも認められる
　ため、臨床症状や他の検査所見と合わせて判断する※。

陰性画像の詳細

陽性画像の詳細

（GEヘルスケア 社内画像資料）
※日本核医学会、認知症学会、日本神経学会
　「アミロイド PET イメージング剤合成装置の適正使用ガイドライン」より12  13  



5 領域別の観察

前頭葉及び外側側頭葉における
横断面での観察

後帯状回 / 楔前部における
矢状断面の観察

陰性画像 陰性画像陽性画像 陽性画像

5箇所の観察領域（前頭葉、外側側頭葉、後帯状回 / 楔前部、頭頂葉及び
線条体）のうち1つでも陽性であれば、診断は陽性となる。

矢状断面画像
における

横断面の位置

横断面画像
における

矢状断面の位置

AC-PC面で
スクロール

十字線の垂直側を
正中から

少し動かして、
 内側面を精査する。

横断面 矢状断面

前頭葉 ： 矢状断面は補助的に確認する。
外側側頭葉 ： 冠状断面は補助的に確認する。

後帯状回及び楔前部 ： 冠状断面は補助的に確認する。

（GEヘルスケア 社内画像資料） （GEヘルスケア 社内画像資料）

AC-PC ： 前交連-後交連14  15  



5 領域別の観察

後帯状回 / 楔前部における
矢状断面の観察 ： 適切な断面を設定
断面が正中から離れ過ぎていると、橋の形がはっきりと
確認できない。

頭頂葉における冠状断面の観察

適切な観察面 陰性画像正中から遠い場合

陰性画像

陽性画像

橋の底部から
小脳の白質後部

までをスクロール
（矢印の部分）

冠状断面

偽陽性読影を避けるために、適切な観察面を
設定することが陰性画像で特に重要となる。

頭頂葉 ： 横断面は補助的に確認する。
（GEヘルスケア 社内画像資料）

（GEヘルスケア 社内画像資料）
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5 領域別の観察

線条体 ： 横断面の読影
線条体 ： 陰性画像では、視床と前頭葉白質との間に
輝度のギャップがある。
陽性画像では「斑点（ドット）」様の形状を呈する。

萎縮は偽陰性の読影結果を引き起こす可能性がある。
萎縮の疑いがある場合、すべての領域を
注意深く観察すること。

赤い矢印はCT及びPET画像における萎縮箇所を示す。

MRI又はCT画像で萎縮箇所を確認すること。

赤い矢印はCT及びPET画像における萎縮箇所を示す。

陽性画像

陰性画像

陰性画像 陽性画像

線条体 ： 矢状断面は補助的に確認する。

（GEヘルスケア 社内画像資料）

（GEヘルスケア 社内画像資料）

矢状断面画像
における

横断面の位置

AC-PC面で
スクロール

横断面

萎縮疑いの症例について
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頭頂葉は、他の領域（前頭葉 / 側頭葉）に比べて萎縮による
影響を受けにくい。

陰性画像

陽性画像

萎縮疑いの症例について

（GEヘルスケア 社内画像資料）

ip ： 下頭頂葉
pc ： 後帯状回及び楔前部

まとめ

重要な5つのステップ

基本設定：カラースケールの選択
（レインボー又は類似のスケール）及び適切な画像補正。

輝度の参照領域として橋（Pons）は最高輝度の90%（赤色）に
設定し、全画像のカラースケールの基準点とする。

典型的な白質パターン及び皮質への取り込みを理解する。

青・緑からオレンジ・赤への色調変化を伴う皮質への取り込み
を理解する。

5個所（前頭葉、外側側頭葉、後帯状回/楔前部、頭頂葉、線条体）
の重要領域を確認する。

1

2

3

4

5
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（TA-1711-G01）
2017.11月作成〒136-0075 東京都江東区新砂3丁目4番10号

URL http://www.nmp.co.jp/

〈お問い合わせ先〉
日本メジフィジックス株式会社 
PET事業部・製品企画部
TEL 03-5634-7424

禁忌（次の患者には投与しないこと）
　　本剤の成分に対して過敏症の既往歴がある患者

効能又は効果
アルツハイマー型認知症が疑われる認知機能障害を有する患
者の脳内アミロイドベータプラークの可視化

組成・性状
本剤は
含む。

，水性の注射剤で，フッ素‐18をフルテメタモルの形で

１バイアル（2mL）中

使用上の注意
1．重要な基本的注意
（1）

（2）

（3）

2．副作用

フルテメタモル（18F）（検定日時において） 185MBq
日本薬局方無水エタノール  0.14mL，
日本薬局方ポリソルベート80  
10mg，等張化剤，pH調整剤2成分

無色～微黄色澄明の液
6.0～ 8.5
－ ※1
※1 本剤の浸透圧はエタノールを含有する
　　 ことにより測定できない。

添加物

外 観
ｐＨ

浸透圧比

＜効能又は効果に関連する使用上の注意＞
無症候者に対するアルツハイマー型認知症の発症前診断
を目的として本剤を用いたPET検査を実施しないこと（ア
ルツハイマー型認知症の発症予測に関する有用性は確立
していない）。

用法及び用量
通常，本剤1バイアル（12
与後60～120分に撮像を開始する。

0～370MBq）を静脈内投与し，投

＜用法及び用量に関連する使用上の注意＞
撮像時間は，投与量，撮像機器，データ収集条件，画像再
構成のアルゴリズム及びパラメータ等を考慮して決定する
こと。適切にバリデーションされたPET装置で撮像を行う
場合，投与量185MBqにおける標準的な撮像時間は20
分間である。

診断上の有益性が被曝による不利益を上回ると判断
される場合のみ投与すること。
アルツハイマー型認知症の診断は，認知症に関す
る十分な知識と経験を有する医師が，本剤を用い
たPET検査所見に加えて，他の関連する検査結果
や臨床症状等に基づき総合的に判断すること。
本剤を用いて撮像したPET画像の読影は，本剤を
用いたPET検査に関する読影訓練を受けた医師が
行うこと。

国内臨床試験及び日本人を対象とした国際共同臨床試験

において，92例中2例（2％）に4件の副作用が認められ
た。副作用は1例で心窩部不快感，潮紅及び高血圧，も
う1例で頭痛であった。また，海外臨床試験においては，
739例中44例（6％）で92件の副作用が認められた。主
な副作用は，潮紅16件（2％）及び悪心8件（1％）であった。

 （1）重大な副作用
アナフィラキシー（0.1％）：アナフィラキシーを起
こすことがあるので問診を十分に行い，投与後は十
分に観察し，顔面潮紅，呼吸困難及び胸部圧迫感等
の症状が認められた場合には適切な処置を行うこと。

 （2）その他の副作用
以下の症状が認められる場合がある。以下の症状が
現れた場合には，症状に応じて適切な処置を行うこと。

3．高齢者への投与
高齢者では生理機能が低下していることが多く，患者の
状態を観察しながら慎重に投与すること。

4．妊婦，産婦，授乳婦等への投与
妊婦，妊娠している可能性がある婦人又は授乳婦には投
与しないことが望ましい。

5．小児等への投与
低出生体重児，新生児，乳児，幼児又は小児に対する安
全性は確立していない（使用経験がない）。

6．適用上の注意
本剤の投与ルート内の残留を防ぐため，本剤の投与に引
き続いて日局生理食塩液を急速静注する。

7．その他の注意
（1）

（2）

本剤は，医療法その他の放射線防護に関する法令，関
連する告示及び通知等を遵守し，適正に使用すること。
遺伝毒性試験のうち，細菌を用いる復帰突然変異試
験及びマウスリンフォーマTk試験において，代謝活
性化系の存在下で陽性の結果であった。

185MBq（2mL）／1バイアル
＊その他の項目については添付文書をご参照ください。
　
【承認条件】
医薬品リスク管理計画を策定の上，適切に実施すること。 

包　装

１～5％未満 0.5～1％未満

®：登録商標　2017年9月

血圧上昇潮紅※2

消 化 器 － 悪心

そ の 他 胸部不快感
精神神経系 －

－
頭痛※2，浮動性めまい

循 環 器

国内外の臨床試験に基づいて頻度を算出した。
※2 日本人被験者92例中で認められた副作用

承認番号 22900AMX00957000
薬価基準未収載
2017年11月

検定日時から68分

薬価基準未収載

放射性医薬品基準フルテメタモル（18F）注射液


