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《原　著》

副腎スキャン剤6β一Iodomethyl－19－Nor－Cholest－5（10）－en－3β一

ol－1311（NCL－6－1311）と1311－19－Cholesterol（CL－19－1311）の比

較研究

福地　総逸＊　　中嶋　凱夫＊ 三浦　　正＊　　春山　和見＊

木田　利之＊＊　斎藤　　勝＊＊＊　中村　　護＊＊＊＊

　1970年Blairら1）は副腎に特異的に集積する放

射性化合物1311－19一コレステロール（CL－19－1311）を

合成し，本剤が副腎疾患の診断，特に副腎腫瘍の診

断に有用であることを明らかにした．CL－19－1311

は，1回静注してのち6～8日目に副腎部をスキ

ャンするだけなので患者に対する侵襲が少いとい

う点ですぐれた薬剤であるが，1mCiという多量

の放射活性を有するスキャン剤を投与する必要が

あるので，被曝量も多く，繰返し検査を行えない

という欠点があった2）．これに対し，最近第一ラ

ジオアイソトープ研究所（DRL）の合成した新副

腎スキャン剤6β一iodomethyl－19－nor－cholest・5（10）

－en－3β・ol・・i3il（NCL－6－1311）は，ラットで検討した

所，CL－19・1311の10倍の放射活性が副腎に集積

するという3）．また，われわれ4）はすでに臨床的

にもCL－19－1311の投与量の半分すなわち0・01　mCi

／kgの投与量で副腎を描出しうることを発表した．
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しかし，本剤のヒトに対する投与量は現在の所，

経験的にきめられているにすぎず実際にヒトの副

腎にどの程度の放射活性が集積するのか，さらに

その生物学的半減期やバックグランドの放射活性

にっいての発表は未だみあたらない．そこで本研

究では本剤の最適な投与量，すなわち副腎を描出

しうる最小量，を決定するため，NCL－6－1311を投

与してのち尿中への放射活性の推移と手術によっ

てえられた副腎腫瘍および腫瘍以外の副腎組織内

の放射活性を測定し，以前CL－19－1311によってえ

られた結果と比較検討した．

L　実験方法

　対象としたのは原発性アルドステロン症3例，

クッシング症候群1例，特発性アルドステロン症

1例および本態性高血圧症1例計6例であった．

原発性アルドステロン症とクッシング症候群とは

いずれも手術により副腎腺腫の存在が確認された

症例で，術後には症状の改善がみられた．特発性ア

ルドステロン症の1例は20歳男子で，高血圧と

低K血とが存在し，血漿アルドステロン含量33．6

ng／dl，血漿レニン活性Ong／m1／hであって，各種の

レニン刺激試験にも反応しなかった．手術により

副腎に腺腫を発見出来ず，右副腎の全摘出と左副

腎の亜全摘出を行った．術後1ケ月目に血圧は

140／80に低下し，血清Kは4．4mEq／Lに上昇し
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た．

　NCL－6－1311を投与する2日前よりルゴール液を

投与しておき，NCL－6－i3il　101u　Ci／kgを肘静脈よ

り静注した．その後連日24時間尿を採取し，こ

の中に含まれる放射活性を計測した．原発性アル

ドステロン症2例ではNCL－6－1311投与後7日目に

副腎部のスキャンを行って副腎腫瘍の局在を確認

してのち，8日目に手術を施行し，腫瘍を有する

副腎の全摘出を行った．放射活性の計測は，副腎

腺腫，腺腫以外の副腎組織および手術時に採血し

てえられた血漿1mlについて行った．このNCL－

6－1311についてえられた測定成績と以前CL－19・1311

について同様の操作を行ってえられた実験成績2）

とを比較検討した．

　さらに実験結果より，より少量のNCL－6－1311

の投与によっても副腎を描出出来ることが明らか

となったので，原発性アルドステロン症2例およ

び本態性高血圧症1例に対し本剤を2μCi／kg投

与して，副腎腺腫が描出されるか否かを検討した．

II・実験成績

　NCL・6－1311投与後の尿中の放射活性の時間的推

移は，Fig．1の如くであって，　CL・19－1311の成績

に比較すると，投与後第1日の尿中放射活性の排

泄量は約10％と少く，その後速かに減少して，

4日目には第1日の半量以下に低下した．すなわ

ち生物学的半減期が3日以内であることを推測さ

せる成績であった．

　原発性アルドステロン症2例でNCL－6－1311投

与後8日目に手術によって摘出した副腎腺腫，副翌

腎組織および血漿中の放射活性の測定値は

Table　1に示す如くであった．すなわち副腎腺腫

内には，NCL－6－1311投与例ではCL－19－1311投与

の場合の2倍の放射活性を見出した．腺腫以外の

副腎組織内には，CL－19－1311投与例の　3．4～9・3

倍の放射活性を認めた．血漿中にはCL－19－13111．O

mCi投与の場合とほぼ同程度の放射活性を認め

た．また血漿中の放射活性に対する副腎腺腫およ

び副腎組織内放射活性の比率は，CL－19－1311投与

の場合にはそれぞれ115倍と18．7倍であったが，
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Fig．1　Radioactivity　in　urine　in　5　patients　with

　　　hypertension．

Table　l　Radioactivity　in　adrenal　adenoma，　adrenal　gland　and　plasma　after　administration

　　　　of　1．O　mCi　CL－19－1311，0．5　mCi　NCL－6－i311　or　O．1　mCi　NCL－6－i311　in　patients

　　　　with　primary　aldosteronism．

　CL－19－13111．O　mCi　　　NCL－6－13110．5　mCi　　　NCL－6－13110．1　mG

％of　administered　dose　　％of　administered　dose　　％of　administered　dose

adrenal　adenoma（A1）

　　　　　　　（A2）
adrenal　gland

plasma
ratio　Il

ratio　I2

ratio　II

（B）

（C）

（A1／C）

（A21C）

（B／C）

0．208

0．0336

0．OOI8

　115

18．7

0．365

0．414

0．114

0．0020

　180

　205

　56

0．418

0．314

0．00158

　264

198
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NCL－6－1311投与の場合にはそれぞれ180～264倍

と56～198倍であった．

　Fig　2はNCL－6－1311　2　tt　Ci／kgを原発性アルドス

テロン症1例に投与した場合で，充分副腎腫瘍を

描出することが可能であった．

壁9㌔言職1鱗．

翻…　　・・1・㌔鞠
Fig．2　Adrenal　scintiscan　with　NCL－6－1311　in　a　patient

　　　with　primary　aldosteronism　（1eft　adrenal

　　　adenoma）．

　NCL－6－1311の副作用として，0．1・mCiを投与し

た原発性アルドステロン症の1例において，CL－

19－1311と同様，静注後2～3分間心悸充進と顔面

紅潮とが観察されたが，一過性であった．

IH．考　按

　各種副腎疾患の診断はホルモン測定法の進歩に

より最近急速な進歩をとげた．しかし副腎病変の

状態の診断は必ずしも容易ではない．特に副腎腫

瘍の局在の診断は，腫瘍の摘出により完全に治癒

させることが出来るので，極めて重要である．現

在，気後腹膜腔気体注入法によるレ線検査，副腎静

脈撮影および左右別副腎静脈血中ホルモン測定5）

などが行われているが，いずれも生体に対する侵

襲が強くかつすべての症例の腫瘍の局在を診断出

来るわけではない．これに対し副腎に特異的に集

積する放射性化合物を投与することによってえら

れる副腎スキャン法は患者に対する侵襲が少く，

かつ副腎の機能を或る程度推測出来る特徴を有し

ている．

　われわれ2）はすでにCL－19－1311を臨床的に応用

し，各種副腎疾患の副腎病変の診断に有用である

ことを発表した．しかしCL－19－1311の有効半減期

は3．62日，MIRD法によって計算した標準体重

70kgのヒトの被曝線量は1mCi当り2．13radで

あって，比較的に被曝線量が大で，繰返し検査す

ることが出来ないことが明らかとなった．

　その後，九大小嶋教授3）はNCL－6－1311を合成し，

本剤をラットに投与した所，CL－19－1311の場合の

約10倍量が副腎に集積することを確めた．この所

見は，相対的に副腎以外の臓器に集積する放射能

が少なく，副腎の映像がより鮮明に描出されるこ

とを示している．すなわちラットにNCL－6－1311投

与後7日目の副腎／肝比は，CL－19－i311で240であ

るのに対し，980であって，甲状腺への集積も

NCL－6－1311の方がCL－19－1311よりも少なかった．

　本実験のヒトにっいて行った結果では，NCL－

6－1311はCL－19－1311の場合の2倍の放射活性が副

腎腺腫に集積することを見出した．この結果はラ

ットにおける実験結果と多少異なるが，CL－19－1311

の2分の1以下の投与量でも副腎を充分に描出し

うることを示唆する所見である．実際にNCL・6－

13112μci／k9（cL－19－1311の10分の1）の投与量

で，原発性アルドステロン症の副腎腺腫を描出す

ることが可能であった．

　副腎腺腫および腺腫以外の副腎組織の放射活性

と血漿中の放射活性とを比較検討した所，CL－19－

1311の場合よりも多量の放射活性が副腎腺腫と副

腎組織内に集積することが明らかとなった．この

事実は副腎組織以外の臓器内の放射活性が少いこ

とを意味し，バックグラウンドの低い鮮明な副腎

の映像がえられることを示している．さらにこの

バックグラウンドの放射活性の低いことがCレ

19－1311の投与量の10分の1の量でも副腎を描出

出来たことの1つの根拠となると思われる．

　副腎腺腫内の放射活性と副腎組織内の放射活性

を比較した所では，CL－19－1311の場合には腺腫内

に腺腫以外の副腎組織の約6倍，NCL－6－1311の場

合には　L3～3．7倍の放射活性を見出した．この

事実はNCL－6－1311では副腎組織内に他の臓器よ

　りも放射活性が集積するが，副腎腺腫と副腎組織

　との間には大きな差がないことを示している．こ

れはNCL－6－1311が副腎髄質にも皮質の約半分量
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が集積（投与7日目）する6）ためかも知れない．し

かし副腎皮質腺腫は皮質細胞のみより構成されて

いるので，髄質を含む腺腫以外の副腎組織に比べ

放射活性の濃度は高くなり，実地上，腫瘍を有す

る側の副腎の映像は濃く造影される．

　NCL－6－13110．5mCi投与後尿中への放射活性の

排泄は速かに減少し，投与後4日目には第1日目

の2分の1以下となった．この事実は，NCL－6－1311

の生物学的半減期が3日以内であって，CL19－1311

の生物学的半減期より短いことを示している．す

なわち，NCL－6－1311の被曝線量もCL－19－1311に

比べて極めて少いと断言出来る．それ故NCL－6－

1311はCL－19－1311とことなり，被曝線量を顧慮せ

ずに，繰返し使用しうる．

　副作用としても特に重篤で検査を中止しなけれ

ばならない様な症例は観察されなかった．

IV．総括ならびに結論

　1）　NCL－6－1311は2μCi／kg，すなわちCL－19－

1311の10分の1の投与量で副腎腫瘍を描出出来
た．

　2）　NCL－6－1311による副腎スキャンでは，　CL－

19－1311の場合に比べて，2倍の放射活性を副腎腺

腫内に認めた．

　3）　NCL－6－1311投与後，尿中放射活性の排泄は

速やかに減少し，生物学的半減期が3日以内であ

ることが推測された．

　4）　すなわち，NCL－6－1311による副腎スキャン

では，CL－19－1311に比べ，バックグラウンドが低

く，被曝線量が少いので，すぐれた副腎スキャン

剤であると結論しうる．
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Summary

Comparative　StUdy　of　Adrenal　Scanning　Agents，

6β一lodomethy1－19－Nor－Cholest－5（10）－en－3β一〇1－1311

（NCL－6－i311）and　1311－19－Cholesterol（CL－19－1311）

Soitsu　FUKUCHI，　Katsuo　NAKAJIMA，　Tadashi　MIURA，　Kazumi　HARUYAMA，

　　　　　　　　　Toshiyuki　KIDA，　Masaru　SAITO　and　Mamoru　NAKAMURA

Department　of　lnterna1ルfedicine，　Deρart〃le〃’of　Radiologγ　a〃d

　　Rad’oiSO’ope　LaboratOtッ，」Fukushimaルledica～CO〃ege，0〃4

Depa吻ient　of　Radiology，　Tohok〃L励ersitγ　S「chool　of」lfedicine

　　In　this　paper，　fundamental　studies　of　6β一iodo－

methyl－19－nor－cholest－en－3β一〇1－1311　（NCL－6－1311）

for　adrenal　scanning　agent　were　done　in　com－

parison　with　1311－19－cholesterol（CL－19－1311）．

　　Urinary　excretion　of　radioactivity　after　NCL・16－

1311and　CL－19－1311　was　estimated　in　5　patients（3

primary　aldosteronism，1idiopathic　aldosteronism

and　l　essential　hypertension）．　Also　radioactivities

in　plasma，　adrenal　adenoma　and　remaining　adrenal

gland　obtained　by　surgery，8days　after　the　intrave－

nous　administration　ofthe　adrenal　scanning　agents，

were　measured　in　3　patients　with　primary　aldoste－

ronlsm．

　　Urinary　excretion　of　radioactivity　was　rapidly

decreased　to　a　halfofthat　ofthe　first　day　in　the　4th

day　after　the　administration　of　NCL－6－i3il．　Radio－

active　concentrations　were　twice　higher　in　adrenal

adenoma　and　3．牛9．4　times　higher　in　the　remaining

adrenal　gland　ofprimary　aldっsteronism　after　NCL－

6－1311than　after　CL－19－1311．　Plasma　contained

similar　amount　of　radioactivity　after　NCL－6－1311

as　after　CL－19－1311．　Therefore，　ratio　of　radioacti－

vity　in　adrenal　adenoma　to　plasma　was　l　l5　after

CL－19－1311，　and　180－264　after　NCL－6－1311．　Radio－

active　ratio　in　adrenal　gland　to　plasma　was　18．7

after　CL－19－1311　and　56－198　after　NCL・6－1311．

No　side　effect　was　observed　in　these　patients．

　　From　these　results，　it　is　concluded　that　smaller

amount　of　NCL－6－1311（2μCi／kg，　one　tenth　of

CL－19－1311）is　su缶cient　for　visualization　of　adrenal

tumor　in　patient　with　primary　aldosteronism．　Also

fi　fty　per　cent　of　the　radioiodocholesterol　is　sus－

pected　to　be　excreted　between　three　and　four　days

after　administration　of　the　dose．
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