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113mInの体内分布に及ぼすPHの影響

血液プールスキャン肝スキャン用113mlnの調整の簡略化を目的として

渡　辺　克　司＊

　　　　　　　　　　緒　　言

　1［3Sn－113mlnゼネレーターより，ミルキングによって

えられる，ll3・Inは，スキャニング川放射性同位元素と

して数々の秀れた性質をもっている．就山、親核種であ

る113Snの半減期が118　Llと長いので，1基のゼネレー

ターで長期間の使用が可能であることは，ほぼ似たよう

な目的で使用される99Mo－　99mTcゼネレーターに較らべ

て有利な点である．また，ゼネレーターのL［3mlnの回復

が早いので，適当な大きさのCi数をもつゼネレーター

を用いれば，1Uに2回以上のミルキングがll∫能である

ことも使用者にとって便利である．

　このような秀れた性質をもつにもかかわらず，私共が

1t3mlnの臨床応川に際して感じた最大の欠点は，ミルキ

ングによってえられる溶出液をそのまま使川することが

できず，使用者が各自で，使用の度毎に日的とする臓隅

スキャン田のt！3mlnを化学的操作によって作成しなけれ

ばならないことであった．

　Il3mlnは99mTcと共に，　broad　spectrum　scintiscanning

agent　14）と呼ばれるa“とく，同一核種で各種臓器のスキ

ャニング検査に用いることができる．すなわち肝，脾，

骨髄，肺、血液プール，脳，腎などの臓器スキャンに用

いられ，各々の口的に適したii3mlnの、月整法が開発され

ている．1＞～7）・10）一一19）・23）・24）

　これらの113mln化合物の調製法について検討してみる

と，肺スキャン用にはFeCI、，脳，腎スキャン用には

FeC13とEDTAまたはDTPAが添加されるが，その

他は肝スキャン用（脾，骨髄スキャンを含む），血液プ

ー ルスキャン用の113mln調製法と変るところはない．そ

して，肝スキャン用と血液プールスキャン川とは全く同
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一の調製法によってえられ，単に取終液のpHが異なる

のみである．すなわち，ii3mlnの溶出液にゼラチン，　NaCl

を加えて，NaOHまたはNa2HPO4でpHを調整して

いる．n3mlnがpHの変化により体内分布が変るのは

pHが低い時にはInC】3の形で1血中の蛋白と結合した状

態になるからであり，　また一方pHの増加と共に，　In

（OH3）の形でコロイド粒子が形成されるためである・19）

　このように，PHを変えることによって臓器分布が異

なり，肝スキャン川にも血液プールスキャン用にも使用

できるということは，一面，it3・lnの便利な点であるが，

他方，使川の度毎にpHメーターによるpH調整を必

要とすることになる．そして，この操作は夫際の調製に

当っては非常に繁雑であり，且つ，時間を要するもので

あった．ことに，ll3皿Inは半減期が1・7時間と短かいの

で，調整に手間どることによって放射能の減衰による損

失は避けられず，また使用者の被曝の点からも好ましい

ことではない．このため，pHメーターを使用しないで，

予めpH指示薬を添加しておいて滴定中の変色を見て調

整する方法も開発されている．7＞

　先に，私共はスキャン用の113mlnの調製に要するすべ

ての添加葉を，予め無菌的に作成しアンプルに保存して

いることを報告した．25）しかしながら，その際でも，ゼ

ネレーターそのものはのopen　typeもので滅菌してい

なかったので，いずれにしろ作られた最終液は注射前に

はautoclaveによる滅菌操作を必要とした．

　最近，closed　typeの滅菌ゼネレーターが開発され，

4ヵ月間にわたってpyrogene　freeで使川できることが

報告されている．8）そうなると，溶出液を滅菌バイアル

に採って，すべての操作を無困的に行なうことができれ

ば，autoclaveによる滅菌を行なわなくても済む可能性

がある．すなわち，一定濃度の稀塩酸の一定量をゼネレ

ー ターに注加した溶出液に予め無菌的に作成したゼラチ

ン，NaCl，　NaOHなどの試薬を一定量つつ機械的に加

えて行けば，　最終的にはほぼ一定のpHに調整された

n3mlnの溶液をうることができることになり，pHメータ

ー によるチェックを必要としなくなる．また，autoclave
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113mlnの体内分布に及ぼすpHの影響

による滅菌も省略できてスキャン用113mInの調整が著し

く簡略化されるわけである，ゼネレーターの溶出液を最

初に正確に一度，pHメーターでチェックしながら各試

薬の必要量を調らべておけばよい．

　しかしながら，この場合，次のような点に問題があっ

た．その第1は，pHメーターないしpH指示i薬を使用

しないので，実際的には必ずしも厳密に一定のpHの溶

液がえられないという可能性があることである．諸家の

報告によれば，最終液のpHははなはだ厳密に規定され

ている．どの程度のpHの誤差であっても，血液プール

スキャン用，肝スキャン川として臨床的に差支えないも

のであるかを明らかにしておく必要がある．

　第2の問題は，加熱操作の有無による体内分布の影響

である．特に，肝スキャン川ii3mlnの場合は加温を加え

るか否かによって113mlnコロイドの形成が影響を受ける

と考えられる．滅菌の意味でなくても，コロイド化促進

の意味で加温操作を必要とするかどうかを検討しておく

必要がある．

　以上の2点を明らかにし，”3mlnの調整を簡易化する

に必要な基礎資料を作り，あわせて私共の試薬を用いて

の血液プール，肝スキャン用113mlnの至適pHを知る目

的から，以下の実験を行なった．

実　験　方　法

1）検体

　使用した1131nはUCC製のゼネレーターで10mCiの

Fig．1． Preparation　of　t13mln　for　the

experimental　study

［Sn一呵・卿輌］

1一回4NHC1（・H・・37）5ml

Extract

一 10％NaCl　O．6ml

－
1096Gelatin　lmi

一
　　2タ6NaOH　q．s．

－
0．1％NaOH　q．　s．

　　adjust　to　pH　2．5－pI｛　11．5

Water　Bath
　　　　　　　　　　　100C
　　↓　↓
Preparation　for　Experiment

30min

9

ものである．Fig．1に示すごとく，0．04Nの塩酸（pH

1．39）5m1により1131nを溶出せしめ，溶出液に，10％

NaCl　O．6ml，10％ゼラチン1mlを加え，2％NaOHお

よび0．1％NaOHを適当量加えてpHを調整した．実

験に用いたのはpH2．　5からpH11．5までの範囲で，　pH

を1．0毎に変えた10段階のものである．pH調整はmag－

netic　stirrer（テフロン・コーティング）による撹拝の下

で，東亜電波製pHメーター（Model　HM－5　A）によ

り行なった．また，実験は各pHに調整された113mIn溶

液をそのまま用いた場合（incubateしないもの）と，

100°Cで30分間の加熱操作を加えた場合（incubateし

たもの）の2通りについて行なった．

2）実験動物

　体重25±3gmのCF，マウスを使用した．各pHに

おける使用動物数は1群5匹で，総数100匹のマウスを

使用した．ユ13mInの溶液はマウスの尾静脈より注射した

が，その静注量は各pHと、も0．2ないし0，6mlで，放射

能は約50～100μCiである，

3）測定方法

　各臓器における体内分布は，静注後1時間目にマウス

を屠殺して，肺，心，肝，脾，腎および各臓器を摘出し

た残りの死体について測定した．測定はシンチレーショ

ンカウンターによって行ない，休内分布はマウス全体の

計数率に対する各臓器の計数率の百分率によって表示し

た．また，113mlnの注射直後よりの体内分布の推移は，

ピンホールコリメータを装着したシンチレーションカメ

ラ（Nuclear　Chicago　eP　PHO／GAMMA皿）によって

行なった．

実　験　成　績

1）　113mlnの体内分布に及ぼすpHの影響

a）加熱操作を行なわなかった場合の体内分布

　各々のpHに調整された最終液を加熱操作を加えずに

そのまま静注した場合の体内分布を表1に示す．肝につ

いてみると，pH3．5で9．0％であり，　pHの増加と共に

次第に分布が多くなり，pH10．5にて77．7％で最高に

達した．肺の場合はpH2．5からpH10．5の全範囲にて2

ないし3％の分布であり，pHll．5にてわずかに5．4％

であった．心，腎，脾への放射能の分布はpHの変化に

応じた分布の差はほとんど認められない．

　一方，前記の諸臓器を摘出した後の死体に残存する放

射能は，ほとんど血液中の放射能を示すと考えられるが，

pH3．5においては74．3％であり，　pHの増加と共に減
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10 核医学　7巻1号（1970）

少してpH10．5で17．4％になっている．

b）　加熱操作を加えた場合の体内分布

　各々のpHに調整された最終液をシュンメルブッシュ

滅菌缶に入れ，100°C，30分間の加温操作を加え，のち

放冷し，　静注した場合の体内分布をTable．2に示す．

肝についてみると，pH3．　5にて最も分布が少なく7．9％

であり，pHの増加と共に肝への分布は増加し，　pI｛9．5

で80．7％に達している．肺への分布はpH2．5からpH

9．5の範囲ではpHの差違による影響が認められず2な

いし4％であり，pH10．5で，11．5％，　pH11．5で10．4％

であった．心，腎への分布はpH2．5からpH4．5の範囲

にてわずかに多いが，pH5．5以上では5％以下であっ

て，pHの差違による分布の違いは著明ではない．脾へ

の分布は，ほぼ肝への分布と比例するようであり，pH

5．5からpH9．5の範囲でやや多いが，その範囲内でも

2ないし5％の分布であった．臓器摘出後の死体に残存

するのは，pH3．5で73．4％と最も多く，　pHの増加に

つれて減少しpH8．5およびpH9．5で14．　2％であった．

2）　体内分布に及ぼす加熱操作のψ響

　pHの違いによって体内分布に最も大きな影響が認め

られるのは肝および臓器摘出後の死体である．しかも，

この両者は相反する関係にあり，pHが低い時には肝へ

の分布は少なく，死体への残存が多く，pHが高くなる

につれ肝への分布が増加し，死体への残存は少なくなっ

てくる．この関係を図示したものがFig．2である．い

うまでもなく，肝への分布が多いものが肝シンチグラム

検査に適した113mlnの調製法であり，死体への残存が多

いものは血液プールスキャン用として適した113mlnの調

製法である．図2について，加熱の有無が体内分布に及

ぼす影響についてみると。pH2．5からpH4．5の範囲で

は加熱による影響がほとんど認められず，肝への分布は

8ないし10％であり，死体への残存は70ないし75％であ

った．

　pH5．　5では加熱による影響が著明に認められ，　加熱

操作を加えたものは肝に59％，死体に29％となり，肝に

多く分布し，また加熱操作を加えなかったものは肝に19

％，死体に65％と死体に多く残存している．また，加熱

操作を加えたものはpH5．5からpH9．5の範囲内では

59％ないし81％と肝に分布し，加熱操作を加えなかった

ものは同じpHの範囲で19％ないし57％しか分布せず，

加熱操作を加えた方が肝への分布が多くなることが分る．

pH10，5以上になると，加熱の有無による影響がほとん

ど認められず，肝への分布も減少して行く傾向がある．

そして，その減少分は，肺へ分布している．

O「gan

pH

Liver

Lung
Heart

Kidney

Spleen

Carcass

2・513・5 4．5

10．2

2．　2

1．1

14．6

0．9

71．0

9．0

2．4

1．2

12．3

0．9

74．3

5
8
5
7
1
5

0
」
9
」
－
⊥
9
］
1
7

1
⊥
　
　
　
噌
1
　
6

5．5

18．9

2．7

1．3

10．6

0．6

65．6

6．5

34．4

2．7

0．7

8．4

1．0

52．8

7．　5

48．4

1．9

0．5

8．2

1．0

40．4

8．5

42．　9

2．7

0．8

10．1

1．1

42．4

9．5

57．2

1．4

0．8

6．2

0，9

33．5

10．5

77．7

0．8

0．3

2．6

1．2

17．4

11．5

54．3

5．4

0．6

5．7

0．8

33．　2

Tabie．1． Distribution　of　113mln　Preparation　Adjusting　to　Various　pH（No　incubation）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（as％dose　in　whole　organ）

Liver

Lung
Heart

Kidney

Spleen

Carcass

2．5

8．3

2．9

1．7

14，7

0．6

71，8

3．5

7．9

2．1

1．2

15．0

0．4

73．4

4．5

13．8

2．7

0．　7

11．6

0．6

70．6

5．5

59．0

4．2

0．3

4．1

3．5

28．9

6．5

67．2

1．8

0．6

4．0

1．8

24．6

7，5

65．2

1．6

0．4

2．6

5．2

25．0

8．5

79．9

1．8

0．2

1．6

2．3

14．2

9．5

80．7

0．6

0．1

0．5

3．9

14．2

10．5

69．9

11．5

0．　2

2．1

1．4

14．9

11．5

51．9

10．4

0．5

5．6

1．0

30．0

Table．2． Distribution　of　113mln　Preparation　Adjusting　to　Various　pH（100°C，30’incul〕ation）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（as％dose　in　whole　organ）
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一一一・一・－ with　incubatien

－
without　incubation

Carcass

2．5　3　．5　4．5　5、5　6．5　7．5　8．5　9．5　10．511．5　　pH

Fig．2．　Effects　of　Water　Bath　on　Distribution

　　　　ti3mln　preparation

11

3）　体内分布の経時的変化

　pH3．5，　pH7．5およびpH10．5における体内分布の

推移をシンチレーションカメラにより観察した．各pH

における注入15分後と注入90分後の像をFig．3，4，　5，に

示す．

　pH3．5では体内にほぼ均等に分布し，　マウスの全体

像が認められる．pH7．5では肝への分布が著明に認め

られるが，その両側，即ち胸部，下腹部への分布もわず

かに認められる．pHIO．5では肝への分布のみが認めら

れ，マウスの全体像は全く分らない．いずれのpHにお

いても静注後15分と90分においては体内分布にほとんど

差違が認められない．特に膀胱に集積するということも

なかった．

欄欝 b
新

瀞，

15min．　after　Inj． 90min，　after　Inj．

Fig．3．　Observation　of　n3mln　Distribution　using　ScintiUation　Camera　（pH　3．5）

参
s惇

‘

15min．　after　Inj． 90min．　after　Inj，

Fig．4．　Observation　of　113mln　Distribution　using　Scintillation　Camera　（pH　7．5）
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e

響 ◎

15min．　after　Inj． 90min．　after　Ini．

Fig．5．　Observation　of　113mln　Distribution　using　Scintillation　　（pH　10．5）

考 按

　血液プールスキャン用，肝スキャン用の113mln化合物

の調製にはいろいろな方法が開発されている．血液プー

ルスキャン用1131nの調製法には，久田24）らによる方法

もあるが，Stern　19）らによる方法が最も多く用いられ

ているようである．即ち，1ユ3可nゼネレーターよりの溶

出液にNaCl，ゼラチンを加えてNaOHでpHを調整

する方法である．しかし，この同じ調製法を用いても，

最終液のpH調整に関しては，さまざまなpH値が推賞

されている．Stern　19ハらの原法によればpH4．0とされ

ているが，文献にはpH3．5’i）・22），　pH2．521），　pH2．01）な

どの値も挙げられている．

　一方，肝スキャン用113mlnの調整法にはさまざまな方

法がある．Goodwinl1）らは最初Inを坦体として加え

てコロイド化する方法を発表しているが，Inの毒性の

点からこの方法は現在では用いられていない．血液プー

ルスキャン用113mlnの調製法と同じで，単にpHをそれ

よりも高い値に調整してコロイド化する方法が一般的で

ある．わずかな違いはpH調整のためのNaOHの代り

に，NH，OH3）あるいはNa2HPO41）・9）を用いているこ

とである．また，肺スキャン用113mlnの調製法のごと

く，FeC13を加えて肝スキャン用1131nを作成する方法

や，4）・5）113mlnS3として使用する方法も発表されてい

る．23）また私共と同じようにNaOHを用いる方法であ

っても，最終液のpH値に関しては一定した意見がなく，

pH7．　220），　pH7．54），　pH6．　0～7．521），などの値があげられ

ている．

　このように，pH値が厳密に規定されている割には文

献によって一定の値でないということはpH値がある程

度の巾をもって調整されても実用的には差支えないもの

ではないかと推測される．もし，pHの値が厳密に一定

値である必要がなければpHメーターあるいはpH指示

薬による調整操作は省略することができる．すなわち無

菌操作の隙路であるpH調節の必要がなければ，全操作

を無菌操作法調製として滅菌操作を省略することによっ

て，　スキャン用n3mlnの調製を著るしく簡略化するこ

とができることになる．

　実験結果によれば，lfll液プールスキャン用には加熱操

作の有無にかかわらずpH2．5からpH4．5の範囲では

70％程度の分布がえられた．私共の調整方法では，2％

のNaOH　O．2mlを加えるとpH3．5に調整が可能で，

pHメーターによる測定を行なわなくてもpH　3．5±1．0

の範囲内には常に調整が可能であった．

　一方，肝スキャン用lt3mlnは加熱操作を加えない場合

はpH10．5で78％肝に分布し，　pH　10．5±0．5で70％

以上の分布がえられている．また，加熱操作を加えれば，

pH8．5からpH9．5の範囲で80％の肝への分布が見ら

れ，pH9．5±1．0の範囲でも70％以上分布していた．

　以上のことから考えると，加熱操作を加えた方が，肝

への分布は一層良くなり，安定性が増すことは事実であ

るが，加熱操作を加えなくてもpH　10．5±0．5に調整す

れば70％の分布をうることができる．そして，この場合

は2％NaOHを0．64ml，　O．1％NaOH　O．1ml加えれば，

ほとんど常にpHIO．5±O．5の範囲内の調整は可能であ

った．

　心フ゜一ルスキャ用1131nのpHが3．5±1．0の範囲で

適しているということは，前述の諸家の報告と一致する
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ところであるが，肝スキャン用n3mlnのpHが加熱操

作を加えた場合，pH9．5±1．0加熱操作を加えなかった

場合，pH10．5±0．5であったということは，多くの報告

に見られるpH値よりもやや高い値である．この原因に

ついては明きらかでないが，Adatepe1）らも，　Stern16）～

19）Goodwin11）らの方法で必ずしも再現性のよい結果が

えられなかったことに関連して．ゼネレーターの作成法

や大きさ等が関連しているかも知れないと述べている．

しかし．私共はゼネレーターそのものよりも，試薬の一・

つであるゼラチンによって異なった値を示すのではない

かと推測している．しかし，この点についての検討は行

なっていない．

　以上の実験結果に基づいた調製法による113皿lnの臨床

応用については更に検討を加える予定であるが，ここに

心プールスキャンおよび肝スキャンを行なった1例を供

覧する．

　Fig．6はpH3．5に調整した113mInを2mCi静注して

心プールスキャンを行なったものである．心プールの大

きさは明瞭に認められるが，注意深く観察すると肝への

集積も幾分認められる．

　Fig．7は原発性肝癌の症例にpH8．0（incubateした

もの）の113mlnを2mCi静注して肝スキャンを行なっ

たものである．肝の異常は明瞭に認めることができるが，

心プールの像も多少認めることができる．

　このようにpHを厳密に調整せずに臨床的に使用する

と，臓器撰択性が幾分悪くなることも起りうるが，バッ

クグランドが高くて臨床応用を妨げるほどのものではな

い．むしろ．各臓器相互の位置関係が明きらかになって，

臨床診断上に有益な情報を与えることもある．しかし，

何よりも日常の臨床応用が簡便に行なえるというところ

に利点が見出された．
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Liver　scanning　with　113n・ln　adjusted

pH　9．0

結 語

　血液フールスキャン，肝スキャン用n3mlnの調製法

を簡略化するための基礎的実験および，至適pHを知る

日的からlt3mlnの体内分布に及ぼすpHの影響につい

て検討した．

　血液プールスキャン用には加熱操作の有無にかかわら

ずpH3．5±1．0が適しており，　肝スキャン用には加熱

操作を加えた場合pH9．5±1．0加熱しない場合pH10．5

±0．5の範囲が適していた．

　以上のことから，pHの調整は必ずしも一定値に厳密

に調整する必要はなく，ある一定の巾をもたせて調整し

たものでも臨床上差支えないものであることが分った．

従って．滅菌ゼネレーターを用い，すべての試薬を予め

アンプル剤として作成しておき，厳密な無菌操作調製を

行なえば，pHメーターないしpH指示薬による調整を

必ずしも必要とせず，また，オートクレープによる滅菌

を省略して113皿lnの調製を著るしく簡略化することが可

能である．

（本論文の要旨は昭和44年10月，第9回日本核医学会総

会にて発表した．）
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Summary

The　effects　of　PH　on　In・113m　distribution，　in　order　to　simplify

　　the　preparation　of　In－113m　for　blood　pool　and　liver　scanning

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Katsushi　Watanabe

　　　　　　　Departmellt　of　Radiology，　Kyushu　University

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Yoshiaki　Kawano

Pharmaceutical　Part　of　Dental　Department，　Kyushu　University

　　The　use　of　In－113m　has　been　recently　increasing

for　organ　scanning　because　of　its　favourable　characters．

Labelled　compounds　have　to　be　prepared　right　before

clinical　use．　In．113m　labelled　compounds　for　blood

pool　scan　and　liver　scan　have　been　prepared　in　the

same　manner，　only　difference　was　PH　of　the　final

solution．

　　Many　papers　described　that　PH　value　of　In－113m

solution　to　be　use　for　this　purpose　皿ust　be　adjusted

strictly．　This　is　a　troublesome　work　for　user．　If　the

rough　adjustment　of　PH　value　within　certain　range

is　permitted，　PH　measurment　and　autoclaving　of　the

solution　wi］1　be　omittted　by　using　steril　generator

and　reagent．

　　We　studied　exrerimentally　the　effects　of　PH　on

In－113m　distril〕ution　in　the　mice，　in　order　to　make　it

clear　how　precisely　PH　should　be　adjusted．

Method：

　　Twenty　groups　of　white　mice　were　used．　Each　group

was　consisted　of　5　mice，　0．5ml　of　In－113皿solution

was　injected　into　the　lateral　tail　vein．　Liver，　lung，

heart，　kidney　and　spleen　were　removed　at　one　hour

after　injection．

　　Activity　of　In－113m　to　each　organ　was　measured

by　scintillation　counter．　The　method　of　preparation

of　In－113m　was　as　follows．　In，113m　was　eluted　with

5ml　of　O．04N　hydrochloric　acid，　then　added　O．6ml

of　10％Na　Cl　and　lml　of　10％　gelatin．　The　final

PH　of　this　solution　was　adjusted　with　2％and　O．1％

NaOH　to　be　the　preselected　values　within　PH　2．5－

11．5．

Results

1．　Activity　of　In－113m　in　blood　was　high　in　PH　3．5

±1．Oboth　with　and　without　heating．　Therefore，

blood　pool　scanning　can　be　done　sufficiently　with

In．113m　solution　in　this　range　of　PH　value．

2．　The　liver　concentration　reached　approximately　78％

in　PH　10．5without　heating　and　over　70％in　the

range　of　PH　10．5±0．5．　And　with　heating　the　liver

concentration　ef　In－113皿was　approxi皿ately　80％　in

PH　8．5－9．5and　over　70％in　the　range　of　PH　9．5±

LO．　Incubation　made　higher　the　Iiver　concentra－

tion．　But　liver　scanning　can　be　done　sufficiently

with　In－113m　adjusted　PH　10．　5±0．5without　heating．

3．　It　was　found　that　ln．113m　for　blood　pool　scan　and

liver　scan　did　not　necessarily　require　strict　adjust皿ent

of　PH．　In　the　preraration　of　ln．113m　for　this　purpose，

therfore，　PH　measurement、and　autoclaving　can　be

omitted　by　using　steril　generator　and　sterilized　reagent．

＊ ＊ ＊ ＊ ＊

＊ ＊ ＊ ＊
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