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Pによる胃癌診断法の基礎的検討

佐々隆之＊岩瀬　透＊飯尾正宏＊＊
高柳誠一榊＊小林哲二＊＊＊杉田　徹＊＊＊

　1956年il．1山らMは，32Pと小型GM管を川いて食道・

噴門癌の診断を試み，良好な成績を収めたと報告し，そ

の後Nelsonら2）3），　Sielaff4）によってもこれを支持す

る報告が行なわれている．

　著者らはGM管と比較して多くの利点を有するカテー

テル型半導体放射線検出器を開発し，これを川いてfめ

投与したラジオアイソトープの組織放射能を測定し，食

道・胃・腸・肺・乳腺・骨などの各臓器の悪性腫瘍を診

断する成績5）6）η8）については既に報告した．ラジオアイ

ソトープとして32Pを用いた場合，食道癌・乳癌につい

ては良好な成績がえられ，食道癌については中山ら1°）も，

了宮癌については藤森ら9）がすぐれた診断成績を報告し

ている．67Gaを用いた症例8）は少数であるが，腸癌・

肺癌・骨癌において良好な成績がえられている．これら

の比較的良好な結果に比較して，67Gaによる胃癌の11参

断成績はきわめて悪く，また，32Pを用いた場合にも

false　negativeの症例が少なくない．

　菩者らは，口癌の診断成績の悪い事実を解明する「｜的

で，胃以外の臓器と胃との相異点である分泌機能に若［

し，生体に投与した32Pの代、1射について基礎的検討を試

みた．

1，32Pの血中クリアランスおよび胃粘膜へ

　　の集積

実験方法

　体重9～16kgのイヌ6匹を用い，ネンブタール5～6

mlを静注し，さらに3時間後からネンブタール5mlを
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加えた5％ブドウ糖液500mlを約24時間かけて点滴静

注し，24時間以上の持続麻酔下に実験を行なった．

　経時的採血を容易にするため，ビニールカテーテルを

股静脈に挿人し，縫合固定した．また，胃粘膜放射能を

経時的に測定するために，食道切開を行なって，半導体

放射線検出器2個を胃内に挿人し，1個を前庭部小湾に，

他の1個を体部小ttiに縫合固定した．

　前採lr｜［の後，放射性リン酸ソーダ（32P）12－－66μCi／kg

を肘静脈内に投勺し，投与24時間後まで経時的に採1「ILと

ともに胃粘膜放射能を測定した．

　採取したlrl［液0．5mlを資料m［にとり，80°Cで蒸発乾

固した後，GM管によりその放射能を測定した．

　なお，冑粘膜放射能の経時的測定は，器械の故障のた

め6匹中1匹の成績を除外した．

　a）　Jrl［中クリアランス

　図1は32P投与時のIAI中クVアランスを示すもので，
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図1．32Pの1（1［rl”iクリアランス（イヌ）
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32P投与後，時間の経過とともに加卜放射能は急速に低
．

ドするが，1・・．．2時問を経過すると緩徐相に人り，24時

間後に至るまでほとんど放射能の変化はみられなかった．

　b）　3L’Pの胃粘膜への集桓

　図3は胃粘膜放射能の経時的推移を示すもので，32P

投与後［加「1声度に平行して急速に低Fするが，2』3時

間前後に軽度の再｜・：昇がみられた．以後はふたたび緩や

かに低下し，24時間後もなおある程度の放射能を示した．

胃粘膜放射能の経時的推膨は，円前庭部ど1㍉1休1田との間

に本質的な差はみられなかった．

2．　32P臓器分布

実験方法

　体亜185　一・一　2409のウィスター系ラット（雄）を川い，

エーテル麻酔下に頸静脈内にa2P　40，uCiを投5一した．投

与後4，21，45時間に，各3匹にっいて腹部大動脈よ

り脱血を行なった後，食道・冑・大腸・肝・脾の各臓器

を摘出した．これらの臓29を秤量し，その約100mgに

10miの生理食塩水を加えてho皿ogenizeした．さらに，

これを資料m［に移し，80°Cにて蒸発乾固した後，GM

管を川いてその放射能を測定した．えられたf直から臓器

湿弔量19コりの放射能を算出した．
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成　　績

32Pによる胃癌診断法の基礎的検一1

　32P投与後4，21，45時間の食道・胃・大腸・肝・脾

の各臓器湿重量1g－1りの放射能を図3に示す．これら

諸臓器の巾，もっとも高い放射能を示すものは肝であり，

脾がこれに次いでいる．もっとも低い臓器は，4時間で

は食道であるが，21，45時問では□が一一番低い．すなわ

ち，円は4時間では食道よりも高い放射能を示すが，時

間の経過とともに放射能は著明に低下し，21，451r与間で

は各臓器中最低となり，放射能減口の速度は諸臓器叩で

もっともはやし、．

　3．32Pの胃液中排出

実験方法

　体軍310－410gのウィスター系ラット（雄）6匹を

川い，体下1009当り25％ウレタン0，4mlを筋注し，

24時間持続麻酔ドに実験を行なった．ラットに食道切開

を加え，ネラトンカテーテルを挿入して，その先端が噴

門から胃内に人った所で固定した．同様にトニ指腸切開

を行なってネラトンカテーテルを挿人し，その先端が幽

門から胃内に入ったところで固定した．食道側から生理

食塩水5mlを注入し，その全量を十二指腸側より回収

した．これを2回くり返した後，頸静脈内にラット1匹

当り32P　40μCiを投与し，投与後1，3，6，24時間

に生理食塩水5mlによる胃洗浄を2回つつくり返した．

えられた洗浄液を資料皿にとり，80°Cで蒸発乾固し，

その放射能をGM管により測定した．

　洗浄液が肉限的に巾［性と判断された場合はこれを除外

したので，実験に用いたラット6匹山3匹についてえら

れた成績のみを採用した．

成　　績

　図4は32P投与後各時間までに排出された32Pの景を，
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図43L’Pの胃液中排出（ラント）（1）
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24日｝間中に排出された総量に対する百分比で表わしたも

のである．すなわち，32P投日1時間後には24時間総排

出量の14・一　28％が，3時間後には50％前後が排出され，

12～24時間後の12時問に排出される量は30％前後にすぎ

ない．なお，排出された32Pの24時間総㍗の絶体値はラ

ット3匹にっいて各々0．08，0，14，0．14μCiであった．

4．　32Pの胃液中排出に対するhyoscine－

　　N－butylbremideの影響

実験方法

　体重295～3109のウィスター系ラット（雄）6匹を

用い，前処置および胃洗浄液放射能測定は32P胃液中排

出量測定の実験と同様に行なった．ラット6匹巾3匹に

対しては，32P　40μCiのみを頸静脈内に投与し，残り

の3匹に対しては，生理食塩水で1mg／1mlに稀釈した

hyoscine－N－butylbromide　（以下h－N－b　と略）0．5ml

を，32P投与直前および投与1，3，6，12時間後に筋

注した．胃洗浄は32P投与後1，3，6，12，24時間に

行ない，h－N－b投与群と非投与群における32Pの胃液

巾排出呈を比較した，なお，h－N－b投与群の1匹は，

胃洗浄液の…部が血性であったのでこれを除外した．

成　　績

図5の実線はh－N－b非投日群，端線は投与群の成績
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で，各時間までの32Pの排出量を相対カウントで示して

ある．図から明らかな如く，h－N－b投与群と非投与群

における胃液中排出量には有意の差を認めない．すなわ

ち，32Pの胃液巾排出に対し，　h－N－bO．5mg4同の投

与では全く影響はみられなかった．

考　　案

　32Pを静脈内に投与した場合のイヌ胃粘膜放射能の経

時的推移は2　［1傑性を示し，32P投与後血中放射能の低下

とともにかなり急速に低下するが，2～3時間後に一旦

上昇し，以後は緩やかに低下する．32P投与直後のピー

クは血流の放射能が主体であり，投与後2　・一一　3時間にみ

られるピークは胃粘膜組織が32Pを摂取したことによる

ものと考えられる．

　また，胃前庭部と冑体部における放射能がほぼ平行し

て推移したという事実は，実際に胃癌の診断を行なう場

合のbackgroundの選定に際し，明らかに癌浸潤がない

と考えられれば，胃内の何れの領域をとってもよいこと

を示唆するものである．

　ラットに32P　40／iCiを投与した場合の臓器分布を，食

道・胃・大腸・肝・脾の各臓器について検討すると，も

っとも低いものは投与後4時間では食道・胃の順であり，

21，45時聞では胃・食道の順であった．32Pを多く取り込

むと考えられる悪性腫瘍の診断に際して，back　ground

としての正常組織の32P摂取量が低い時点に測定を行な

えぱ，良い診断率を期待することができる．事実，32P

投与後4時間前後で測定を行なう食道癌の診断成績はき

わめて良好であり，胃癌の診断に際しては投与後十分な

時間の経過をまって行なう方がよいと考えられる．従来

胃癌の診断は32P投与後20時間位で測定を行なっていた

が，投与から測定までの時間をもっと延長することによ

り，診断率を向ヒさせることができるかも知れない．た

だ，余り時間をおくらせることは32Pの減衰という点で

不利になることを考慮すべきである．

　癌の好発する臓器，すなわち胃・肺・了宮・乳腺など

の中，胃以外の臓器と胃との大きな相異点として分泌機

能がある．この意味で，投与された32Pがどのように胃

液中に排出されるかは興味深い問題である．ラットに

40μCiの32Pを投与した場合，1時間までに24時間総

排出量の20％前後が，3時間までに50％前後が排出され

ている．この事実を胃粘膜放射能の経時的推移と併わせ

て考えてみると，胃粘膜は32Pをすみやかに摂取し，排

出するようである．実験胃癌についての検討がなされて

いないので，癌組織における32Pの摂取・排出がどのよ

うに行なわれるかは定かでないが，もっとも良好なS／N

比をうるために，32P投与から組織の放射能を測定する

までの時間について，この点からも検討する必要があろ

う．胃癌組織も32Pをすみやかに摂取し，かつ正常組織

よりも摂取率が高いと仮定すれば，従来20時間としてい

た32P投与から測定までの時間はもっと短縮してもよい

ことになる．ただ，この場合にはbackgroundとしての

健常胃粘膜の放射能が高くなり，よいS／N比のえられ

ない可能性もある．胃癌組織における32Pの摂取あるい

は排出が正常胃粘膜よりおくれると仮定すれば，back’

groundのト分低下するのをまつ意味で，むしろ32P投

与後卜分な時間をおいて組織放射能の測定を行なう方が

よいS／N比をうることが出来るであろう．胃癌組織に

おける32Pの摂取・排出がともに正常粘膜よりはやいと

すると本法による胃癌の診断は困難といわざるをえない．

　3L’Pの胃液中排出に対し，　h－N－bによる何らかの影

響がみられれば，32Pによる胃癌診断の補助的手段にな

りうるかと考え検討を試みたが，ラットによる実験では

h－N－b投与群と非投与群の問に有意の差はみられず診

断ヒの意義は期待できない．

まとめ

　イヌおよびラットを用いて，32Pを投与した場合の血

巾クリアランス，胃粘放射能の経時的推移，臓器分布，

胃液中排出，胃液中排出に対するh－N－bの影響につい

て検討した．

　（1）32P投与後，胃粘膜はかなりすみやかにこれを摂

取し排出する．

　（2）32Pの胃粘膜放射能の経時的推移は，胃体部と胃

前庭部で本質的差はない．

　（3）32Pを投与した場合の臓器分布は4時間では食道

がもっとも低いが，21時間，45時間では胃が最低であり，

放射能減衰の速度は諸臓器中胃がもっともはやい．

　（4）32Pの胃液巾排出に対し，　hyoscine－N－butylromide

はほとんど影響を与えない．

　以ヒの実験成績から，32Pによる胃癌の診断には，

　a）　ヒトへの32Pの量は余り大量を用いない．従来用

　　いてきた300～500μCiで十分である．

　b）back　groundの選定は，癌浸潤が明らかにないと

　　考えられれば，胃内の何れの領域をとってもよい．

　c）32Pを投与してから組織の放射能を測定するまで

　　の時間は，back　groundの放射能の低下するのを

　　まつ意味で，十分長くする方がよい．

などのことが示唆される．
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’32Pによる胃疵診断法の基礎的検討

　本諭文の要旨は，第10回日本核医学会総会および第13

同日本内視鏡学会総会に報告した．

　稿を終るに当り，動物実験に多大の御助力を頂いた牛

尼杉義氏に深謝する．
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