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《原　著》

新合成副腎シンチスキャン製剤の研究
（特に6β一iodomethy1－19－nor－cholest－5（10）－en－3β一〇1－1251と

　　　　　19－iodocholesterol－1251の比較検討）

梅田　文夫＊

前田

加藤　堅一＊

稔＊＊　小嶋　正治＊＊

井林　　博＊

1．緒　　言

　1970年Counsellら1）により初めて合成開発され

た19－iodocholest－5（6）－en－3β一〇1－1311（以下CL－19－

IRIIと略）は翌1971年Beierwaltesら2），　Lieberman

ら3），次いでConnら4）によって副腎シンチスキ

ャン用製剤として副腎病変の性質と部位の診断上

臨床的有用性が指摘されるとともに現在臨床的に

広く使用されるに到っている．

　1975年小嶋ら5）はCL－19－1311の合成分離過程

で，CL－19－1311とは別個の放射性新化合物を見出

し，その構造決定により6β一iodomethyl－19－nor－

cholest－5（10）－en－3β一〇1－1311（以下NCL－6－1311と略）

と同定し，その合成法を確立した．また従来のい

わゆるCL－19－1311製剤中にはこのNCL－6－1311が

約10～30％含有されていること，およびNCL－6－

1311がCL－19－1311に比して化学的にも安定である

ことが判明した6）．引続きNCL－6－1311のラット投

与実験で投与後7日目における副腎集積率はCL－

19－1311の約14倍，副腎・肝臓比は約3．8倍の高値
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を示し，従来のCL－19－1311よりも副腎シンチスキ

ャン製剤としては臨床的に有用性の高い事実を指

摘した5）．

　本稿ではCL－19－1251，　NCL－6－1251をそれぞれ合

成し，犬における投与実験でこれら両製剤の副腎

への集積，副腎内の代謝，およびステロイド生合

成面への関与の差異について比較検討した成績を

報告する．

2．実験方法

　　　　　　（1）標識化合物の合成

　CL－19－IL’51の合成には19－iodocholestero17）

10mg，　Na1251（carrier　free，第一ラジオアイソトー

プCo．　Ltd・）2　mCi，アセトン5m1を4時間窒素

ガス下で還流し，反応液を約lm1に濃縮し，氷水

を加えてエーテル抽出を行ない抽出液を1％チオ

硫酸ソーダ水にて洗瀧後硫化ソーダで脱水し，次

いでエーテル抽出物を蒸発乾固して残渣をシリカ

ゲル（60F25，，0．2　mm，　E．　Merck　Co．　Ltd．）板でク

ロロホルムで展開した．RfO．20相当部分をエー

テルで溶出し，エーテル除去後に無色結晶8mg

（放射活性830μCi，41．5％交換率）を得た．

　NCL－6－1251は　6β一iodomethy1－19－nor－cholest－5

（10）－en－3β一〇17）10　mg，　Na12512mCi，以下CL－19－

1251の合成と同様操作によりシリカゲル60　F2s4

薄層を使用しクロマト上のRfO．27相当部分から
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NCL－6－12517m9（放射活性840μCi，42．0％交換率）

を得た．両者の純度はさらに数種のラジオ薄層ク

ロマトグラフの適用により確認した．

　（2）CL－19－1251，　NCL・6－1251の犬投与実験

　エタノールlm1に溶解したCL－19－1251（8mg，

830μCi），　NCL－6－1251（7　mg，840μCi）をそれぞ

れ6kg，7．5　kgの2匹の雄成犬の肘静脈内に投与

し，5日後にフェノバルビタール，5mg／kg筋注

麻酔下で開腹し，下大静脈，副腎静脈より採血す

るとともに，同時に両側副腎，肝臓の一部を採取

した．

　副腎と肝臓は採取後重量を測定し，ただちに約

5倍量の生食水にてホモジナイズした．各ホモジ

ネート1m1の放射活性をアロカオートウエルガ

ンマシステム，JDC　751で測定し，それぞれのグ

ラム組織あたりのd．P．m．を算出した．臓器集積

率はこれらd．P．m．の投与量（830μCi，840μCi）

に対する％dose／9．　tissueで示した．副腎・肝臓

比はそれぞれの単位重量あたりのd．p．m．比で表

現した．

　次に組織中のステロイド分析はGomezら8）の

方法に準じて，上記ホモジネート5m1を4倍量

のメタノール：ジクロルメタン（2：1）で抽出し，

窒素ガス下で乾固し，それを70°（，メタノール5m1

に溶解して，Jaffeら（J）の方法に従い脱脂操作を行

なった．次いで4m1のクロロホルムで70％メタ

ノール層よりステロイドを抽出し，窒素ガス下で

乾固した．上記の各試料を微量のクロロホルムに

溶解し，aluminium　sheets　aluminium　oxide（60

neutral　F、・s4，　type　E，　E．　Merck　Co．　Ltd．）薄層ク

ロマト板上にスポットし，クロロホルムで展開し

た．CL－19－1？），　NCL－6－17），およびプレグネノロン

（Schering　Research　Division），フ゜ロゲステロン（三

光純薬），DHEA（Sigma　Co．　Ltd．），コーチゾル

（Sigma　Co．　Ltd．）をそれぞれ指標として展開後，

ヨードで呈色し，各種ステロイド指標相当部位の

放射活性を測定し，薄層プレートの全回収カウン

トに対する比率（％）を求めた．

　血漿はまず1m1中の放射活性を測定し，次い

で4m1よりIturzaetaら1°）の方法に準じ，ジク

ロルメタンでステ・イド抽出を行ない，組織ステ

ロイド純化操作同様に脱脂，再抽出，薄層クロマ

トグラフ分析を行なった．

HO

　　　　＊
＊CH21311：6β一iodomethyl－19－nor－cholesr－

　　　　　　5（10）－en－3β一〇1－1311

　　　　　　（NCL－6－1311）

＊CH，，3H：　6β一methy］－19－nor－cho｜est－5（10）－

　　　　　　　en－3β一〇1－6－methyl－3H

　　　　　　（NCL－6－MeT）
＊＊CH21311：19－iodocholest－5（6）en－3β一〇1－1311

　　　　　　（CL－19－1311）

Fig．1　Chemical　structure　of　adrenal　sclntl－scannlng
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Fig．2　Accumulation　of　NCL－6－i251　and　CL－19－1251

　　　in　adrenal　gland　and　liver　of　do9．

　　　Two　dogs　were　injected　intravenously　approxi－

　　　mately　840μCi　NCL－6－12510r　830μCi　CL－19－

　　　1251．Animals　were　sacrificed　at　the　5th　day　after

　　　the　injection．　The　adrenal　gland　and　liver　were

　　　excised　and　weighed，and　homogenized　in　saline

　　　solution．　Radioactivities　in　l　m1　aliquots　of　the

　　　homogenates　were　counted　in　a　autowell　gamma

　　　counter　maintaining　the　same　geometric　eM－

　　　ciency．　The　radioactivity　was　calculated　in　per－

　　　cent　administered　dose　per　gram　wet　tissue，　and

　　　the　concentration　ratio　of　adrenal　gland　to　liver

　　　was　expressed　in　disintegration　per　gram　wet

　　　tissue．

　　　■：NCL6－1251　　　　　［コ：　CL－19－1251
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Fig．3　Thin　layer　chromatogram　of　adrenal　extract．

　　　Steroids　were　extracted　from　adrenal　homogenates　with　dichloromethane：me－

　　　thanol（1：2）．　The　adrenal　extracts　were　defatted　with　70％methanol　at－15°C

　　　overnight．　Thin　layer　chromatography　was　performed　at　room　temperature　on　an

　　　aluminium　sheet　aluminium　oxide　plate　with　CHCI3　solvent．　The　plate　was　cutted

　　　lcm　wide　at　the　position　of　the　same　Rf　values　of　various　marker　steroids．　The

　　　radioactivity　was　expressed　in　percent　of　total　recovery　count．

　　　　　■：　NCL－6－1251　　　　　　　　［：コ：　CL－19－1251

3．成　　績

　臓器集積率および副腎・肝臓比の成績をFig．2

に図示した．副腎への集積は投与5日後，NCL－

6－1251で0．11％dose／9．　tissue，　CL－19－1251は0．05％

で前者が約2．2倍の高値を示した．肝臓集積はむ

しろCL－19－1251，約0．005％dose／9．　tissueでやや

高値傾向を認めたが，副腎・肝臓比はNCL－6－1251，

CL－19－1251でそれぞれ28．0および9．8で前者が約

2．9倍の高値であった．

　副腎ホモジネートのステロイド抽出物の薄層ク

ロマトグラフによる分析結果をFig．3に示した．

まずスポットしたCL－19－1251投与検体は計3，232

c．P．m．であり，クロマト展開後フロントに40．9％

の放射活性が認められた．一方プロゲステロン相

当の部位に16．8％，CL－19－1，プレグネノロン相当

の部位に9．8％，原点に8．5％の存在を認めた．

一方NCL－6－1251投与試料ではスポット総量7，750

c．P．m．であり，　NCL－6－1の部位に27．1％，原点に

14．1％，プロゲステロン相当部位に9．6％，プレグ

ネノロンないしDHEAの部位に7．9％の放射活

性を認めた．したがってNCL－6－1251はCL－19－1251

に比較して生体内で代謝されにくく，活性ステロ

イドへの転換も少ないと考えられる．

　また肝臓からの抽出エキスではCL－19－1251投与

でスポット時の放射活性は179c．p．m．と低く，薄

層クロマト展開後の各種指標ステロイド相当部の

放射活性はいずれもバックグラウンドとの間に有

意差を示さなかった．一方NCL－6－1251投与時に

はスポット検体には5，768c．p．m．のかなり高い1251

カウントを有しクロマト展開後にはNCL－6－1相当

部位に32．8％，フロントに26．2％の放射活性を示

した．しかしその他の指標ステロイドに一致した

部位には有意の放射活性は認めえなかった．

　投与5日後の末梢血漿lm1あたりの放射活性

は，CL－19－IL’51とNCL－6－1251投与犬でそれぞれ

59，126c．P．m．，16，527　c．P．m．であった．血漿4ml

を上記の方法で抽出，脂質除去エキスの放射活性

は，CL－19－1251投与で277　c．P．m．，一方NCL－6－1251

で1，410c．p．m．といずれも低値で，　CL－19・1251投
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与時の肝組織内分析パターンと同様に各種指標ス

テロイド部相当の各放射活性とバックグラウンド

との間に有意の差異を示さなかった．副腎静脈血

の分析成績についても両者とも同様の成績を認め

た．

4．考　　案

　以上犬の実験において投与5日後の副腎集積量

および副腎・肝臓比はいずれもNCL－6－1251投与

時にCL－19－i251に比して有意の高値を示し，ラッ

トにおける既報成績5）と同様にCL－19－1に比較し

て副腎スキャン製剤として臨床的有用性の高い製

剤であることを認めた．またわれわれはラットで

6β一［H3］methyl－19－nor－cholest－5（10）－en－3β一〇1（以

下NCL－6－MeTと略）と1α，2α｛H3］コレステロ

ー ルについて，その副腎集積および副腎・肝臓比

についての比較検討成績をすでに報告したが，前

者がそれぞれ8倍および63倍の高値を示した11）．

次にNCL－6－1311，　CL－19－1311投与時のラット副腎

ミクロオートラジオグラフ法による形態学的検索

においても，NCL－6－1311は副腎皮質細胞内に明ら

かに多量の集積が証明され，またNCL－6－MeTも

同様に副腎皮質細胞内に高い集積像を呈したこと

が注目される12）．

　次に両製剤投与5日後の血中停滞率については

血漿1m1あたりCL－19－1251がNCL－6－i251の約3

倍以上の成績を示した．今回の実験においては総

血液量の測定を行なっていないので絶対的な比較

はできないが，CL－19－1251がその代謝産物ないし

はfree　1251として血中に多量存在し，一方NCL－

6－1251は組織とくに副腎組織に取り込まれて化学

的に不変の形ないし，一部その代謝型として沈着

し，血中に比較的放出されにくい特徴を有するも

のと推定される．

　CL－1　9－i251製剤では肝臓でその放射活性の大部

分が水層に存在し，極性の高い水溶型であり，一

方NCL－6．．i251では活性の大部分が有機溶媒層へ

の移行を示す．さらにラットを用いて代謝物の尿

中，便中排泄量の差異を対比すると，CL－19－1311

投与群では尿中排泄量が便中排泄量よりも多量で

あり，逆にNCL－6－i3il投与群では便中排泄量が

圧倒的に高値を示したことが注目される6）．これ

らの成績はおそらくCL－19－1はフリーヨードない

しは水溶性の代謝産物として血中から尿中に排泄

されるが，NCL－6－1はそのまま非代謝型ないし代

謝産物として肝臓に取り込まれても，水溶性の代

謝産物に転換されにくく，主に胆汁を介して糞便

中に排泄されることを示唆している．

　既報5）のごとくわれわれはNCL－6－1311投与ラ

ット副腎の放射活性分布の経時的解析実験におい

てその生物学的減衰はほとんどみられず，もっぱ

ら物理的減衰に依存する所見を認めた．そこで今

回はNCL－6－1251，　CL－19－1251の副腎内代謝パター

ン，およびステロイド合成面への関与について比

較検討をこころみた．CL－19－IL’51投与副腎組織で

はエステル型が多く，コレステロールと同様副腎

に摂取後エステル化されて貯蔵される．さらに

CL－19－1，プレグネノロン，プロゲステロンやさら

に薄層クロマトの原点にとどまるフリーヨードな

いしはコーチゾル相当部位にそれぞれ有意の放射

活性が認められた所見から，ステロイド合成面へ

の転換利用が推定された．Blairら13）の実験によ

ると，25～35％がフロント，4～6％がCL－19－1の

部位，15～409。が原点にとどまると報告されてい

る．一方NCL－6－1　L）　51ではエステル型がほとんど

みとめられず，原型のNCL－6－1の部位に最も高

く，大部分は投与形のままで副腎組織内にとまる

ものと推定された．なお原点にもかなりの放射活

性が認められたが，それ以外の部位ではCL－19－

1251に比して放射活性が著しく低く，ステロイド

生合成面への転換と関与は否定的な成績である．

二重結合の位置あるいはヨード結合の部位の差異

によってこれらの副腎取り込みパターンや，生体

内および副腎内代謝に差異を生ずることはシンチ

スキャン剤使用上あるいはその成績の判定上注目

すべき所見と考える．

　最近Chata1ら14｝は19－iodocholesterol－1311が

副腎皮質癌転移の有無と部位診断にも適用しうる

ことを報告したが，これは高純度のCL－19－1311で

なくNCL－6－1311が合成過程で混在していること
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が予想される．われわれは『高純度のNCL－6－1311

が副腎癌転移の有無と部位診断に有用であること

を剖検にて確認しえた症例を経験した1め．症例は

40歳女子で左副腎癌切除後9001iCi　NCL－6－1311

投与し8H目にシンチを施行した．　Fig．　4は上段

にYf；mTc　phytate　1．5　mCi投与による肝シンチグラ

ムを，下段にNCL－6－i3ilによる肝シンチグラム

像を示す．Tcでの欠損，転移部に一致してNCL－

6－1：Sllの明らかな集積像が確認された．なお副腎

シンチ像では残存右副腎は全く正常に描写され

た．NCL－6－1311の肝転移内集積も副腎実質内同様，

多くが投与形のままであることが予想される．

5．結 語

　新合成副腎シンチ製剤NCL－6－i　L）　i）　1に！）いて犬

を用いて従来のCL－19－1251と対比検索をこころみ

た．投与5日後の犬副腎集積能では2．2倍，副腎・

肝臓比で2．9倍の高値を示し，臨床的にも　NCL－

6－1が副腎シンチスキャン上イ∫用性のi日い製剤で

あることが確認された．さらに副腎組織内代謝了hl

でCL－19－iL’i）1はエステ・レ化とさらに活性ステロイ

ドへの合成転換が示唆されたが，このNCL－6－］　Li　i）　1

ではそのままの形として副腎組織内にとどまり，

しかもその活性ステμ（ドへの特異的な転換代謝

パ々一ンの認められないことを指摘した．
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Fig．4　Liver　scintiscan　ofadrenal　cancer．

　A：ygrnTc．　liver　scintiscan．

　　The　picture　shows　the　defects　at　the　sites　of

　　liver　metastasisof　adrenal　cancer．

　B：NCL－6－i3111iver　scintiscan．

　　The　picture　shows　the　accumulation　at　the

　　sites　of　liver　metastasis　of　adrenal　cancer．
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Summary

Study　on　New　Adrenal　Scinti－Scanning　Agent（Comparison　of　6β一lodomethyl－

　　　　　　　19－nor－cholest－5（10）－en－3β一〇1－1251　and　19－lodocholesterol－1251）

Fumio　UMEDA＊，　Kenichi　KATO＊，　Hiroshi　IBAYASHI＊，

　　　　　　Minoru　MAEDA＊＊，　Masaharu　KOJIMA＊＊

＊The　7ソli，・‘∫Dρpat・／，ll（・tl／（）f’　lntρi’〃‘～／iW「e‘／i（bi〃〈・勺S（’hoo／（ゾル7e‘！i（・ill（・，　K．1・〃s／ll，〔ノniv（・，’5∫り・，

　　　　　　　　　　　　　　　　3－1－1，ルfCl（・〔las／li，　Higashi－k〃，1う∫ん〃ρ人α

　　　　　　　　　　＊＊Fa（’u／r．1・qf’　Phaiソna〔・et’ri（’al　S（・iρn（・ρ∫，　K．11tls／lttしtnil’（’”siり，

　Two　pure　adrenal　scanning　agents，6β一iodo－

methy1－19－nor－cholest－5（10）－en－3β一〇1－1　L’　51（NCL－

6－1251）　　　and　　　l9－iodocholest－5（6）－en－3β一〇1－i　L’　5’1

（CL－19－IL’51），　were　synthesized，　and　admini－

stered　in　dogs．　These　agents　were　compared　in

regard　to　the　adrenal　accumulation　and　the　con－

centration　ratio　of　adrenal　gland　to　liver．

　　It　was　revealed　that　NCL－6－1251　was　accumulated

2．2times　more　than　CL－19－1251　in　the　adrenal

gland，　and　the　concentration　ratio　of　NCL－6－1251

was　2．9　times　higher　than　that　of　CL－19－IL’：’1．　These

results　indicated　that　a　NCL－6－I　was　more　useful

adrenal　scanlling　agent　than　a　CL－19－1．

　　From　the　studies　of　thin　layer　chromatography

on　the　metabolic　pattern　of　these　two　agents　in　the

adrenal　gland，　it　was　demonstrated　that　CL－19－

IL’51　was　esterified　in　about　41g（，，　and　it　was　sug－

gested　that　CL－19－1251　was　converted　to　adrenocor－

ticosteroids．　On　the　other　hand，　NCL－6－IL’・il　was

esterified　in　a　small　amount（3．69。），　and　high

radioactivity（27．lo。）remained　at　NCL－6－I　posi－

tion　on　the　thin　layer　chromatogram．　It　was　not

suggested　that　NCL－6－1251　was　converted　to

steroids．

　　NCL－6－1311　was　showed　to　be　useful　for　the

diagnosis　of　adrerlal　cancer　and　its　metastasis．
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