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《原　著》

新しい肝胆道シンチグラフィーの臨床的検討

一99mTc標識dimethyliminodiacetic　acid（99mTc－HIDA）一

伊藤　和夫＊ 古舘　正従＊＊　南須原浩一＊＊＊　入江　五朗＊＊

　要　旨　肝胆道シンチグラフィー薬剤として新しく開発された99mTc－HIDAについて1311－Rose　Bengal

との血液停滞率，尿中排泄率，1311－BSPとのイメージを比較した．さらに99mTc－HIDAによるregional

hepatogramの解析についても報告した．99皿Tc－HIDAは，1311－RBに比較して，血液クリアランスは速い

が，尿中排泄率が高かった．1311－BSPとの比較では，99mTc－HIDAは肝細胞から胆管へのRI移行が速や

かで，胆管・胆のうが非常によく示された．特に，胆のう炎兼胆石症では92％（12／13）に胆のう描出がな

く，胆のう疾患と胆のう描出欠損の関連が示唆された．99mTc－HIDAのregional　hepatogramおよび各胆管

領域のdynamic　curve解析は今後，肝胆道疾患の病態生理の解析に新たな情報を提供することが示された．

　99mTc－HIDAは新しい肝胆道シンチグラフィー薬剤として充分臨床的価値を有する薬剤であると結論す

ることができる．

1．緒　　言

　1311－Rose　Bengal（1311－RB）1）の肝胆道疾患に対

する臨床的応用以来，被曝線量の軽減，スキャン

時間の短縮，イメージ画質の向上などを目標に様

様な短半減期標識薬剤2）一’7）の肝胆道スキャンが報

告されている．

　今回，使用する機会を得た99mTC標識dimethy1－

iminodiacetic　acid（991nTc　tagged　hepatoimino－

diacetic　acid，99mTc－HIDA）8）は，非常に独創的な

99mTc標識方法9）・10）の応用によって開発された新

しい肝胆道シンチグラフィー薬剤である．

　本論文では，1311－RBと比較した血液停滞率，

尿中排泄率，99mTc－HIDAのregional　hepatogram

および131－BSPとのイメージなどを比較し，99mTc－

HIDAの臨床的評価を試みた．

　＊北海道大学医学部付属病院中央放射線部
＊＊ 北海道大学医学部放射線科

＊＊＊ 市立砂川病院内科

受付：52年12月22日
最終稿受付：53年2月28日
別刷請求先：札幌市北区北15条西5丁目　（㊥060）

　　　　　北海道大学医学部放射線科内

　　　　　　　　　　　　　　　　伊藤　和　夫

2．対象および方法

　1）症　例

　今回検討した症例は，北大医学部附属病院RI

部および市立砂川病院RI部で施行した99mTc－

HIDAスキャン34例を対象とした．　X線学的検査

法（DIC，　PTC，　ERCP，　Contrast　angiography），手

術所見，病理組織所見および一部臨床検査と臨床

経過より診断がなされた各症例の疾患別数を

Table　lに示した．

　2）方　法

　放射性医薬品：試薬は，第一ラジオアイソトー

プ研究所より試供されたcommercial　freeze－dried

kit（HIDA　kit，　Frosst，　Montreal，　Canada）を使用

した．本kitlバイアル中には，10mg　N－［N－（2，

6－dimethylphenyl）－carbamoyl］iminodiacetic　acid

（HIDA）と0．25　mg　SnCl2・2H20を含んでいる．

注射液の調整は説明書に従って行なった．

　血液停滞率と尿中排泄率の測定：99mTc－HIDA

4mCiおよび1311－RB　30／uCiを前腕静脈より同時

注入し，5分，20分，45分後に注射反対側静脈よ

りヘパリン処理注射器にて1．5m1を採血した．

その1mlを測定した．尿中排泄率は，検査直前
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Table　l　Schedule　of　clinical　diagnosis　and　Number

　　　　of　patients　discussed

Clinical　diagnosis
No．　of

patients

cholecystitis，　cholelithiasis

gall　stone　in　choledocus

malignant　disease　of　choledocus

choledocal　cystic　dilatation

hepatic　cyst

postcholecystecomy　syndrome

chronic　pancreatitis

pancreas　CarclnOma
liVer　CirrhOSiS

recurrent　jaundice（intrahepatic　cholestasis）

hepatoma
echinococcosis、vith　choledocal　stenosis

no　definite　abnormality　in　hepatobiliary

　system

13（4）

7（4）

2

1

1

2（1）

2（1）

1

1

2

2

1

5

Total　No．　of　patients 36

　The　number　in　parenthesis　represents　patients　wilh

two　clinical　chronicity　proved　radiographically　and

physiochemically

に排尿させ2時間までの全尿を採取し，lm1を

測定した．測定には，5～16倍稀釈尿（99mTc測定

用）および原尿（1311－RB測定用）を用意した．放

射活性測定はwell型Nal（T1）シンチレーション

カウンターを使用し，2核種同時測定を行ない，

4～5日後再度1311測定を行なって1311エネルギ

ー の99mTc測定城に及ぼす影響を補正した．さら

に99mTc測定値は減衰補正をした．血液停滞率は

（検査時体重×1／13）11）の計算から全血液量算出し，

尿中排泄率同様全投与量（20CC倍稀釈液測定値か

ら算出）に対する百分率として求めた．

　撮影装置前処置，撮影時間：撮影装置は，Searle－

Gan’，ma　III（北大）およびPicker　Dyna　mC（市

立砂川）gamma－Cameraを使用した．コリメーター

は，99mTc用4eCO穴平行型コリメーター（Searle）

と10w　energy－high　rcsolution－24，000　paralle　hole

colliirator（Picker）をそれぞれ装着し，1311－BSP

撮影時は，mediam　energy　high　sensitivity　parallel

l二c！ecoUimatorを使用した．

　患者は，少なくとも4時間以上の絶食を守らせ

た後，99mTc－HIDA　4～5　mCiを静注し，1C～15分

後の最初のイメージをpreset　500k　countsで撮影

し，以後30分，45分，6C分，120分後像を仰臥位の状

態で正面および右側面像を撮影した．2時間像の

状態から必要に応じ24時間像まで経過を追った．

　Regional　hepatcgram作製に際しては，患者肝

臓部にgamma－cameraを指向，　on　line状態で

Tosbac　40，　DAP　5000N　computer　systemに1分

間lframe，45分間収集したMAP　Mode　dataを

使用した．

3．結　　果

1）血液停滞率および尿中排泄率

10例について血液停滞率と2時間までの尿中排
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Fig．1　Blood　clearance　and　cumulative　urinary　excretion　by　2　hours　postinjection　of

　　　99mTc－HIDA　and　1311・Rose　Bengal．
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Fig．2 Regional　hepatogram　and　time－activity　curve　of　another　region　of　interest　pro一

cessed　by　a　computer　system．
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泄率を検討した．99mTc－HIDAおよび1311－RBの

血液停滞率推移曲線と尿中排泄率をFig．1に示し

た．99mTcHIDAは明らかに1311－RBに比較して

血液停滞率が少ない．反面，尿中排泄率はり9mTc－

HIDAの方が圧倒的に高く，平均値は99mTc－HIDA

24．4？6，13il－RB　O．5°i、であ．，た．

　2）　Regional　hepatogram　Subtraction

　Fig．2にcomputer（Tosbac　40，　DAP5000N）に

よるROI設定と設定領域のdynamic　curveを示

した．各肝局所のhepatogramでは肝の厚みを反

映したdynamic　curveが得られる．これらの値を

片対数にプロットして得られたt1／2および肝集積

率1i）（Ku）は一般的に右葉下極部分が短縮し，従

一 ，てKu値が高い傾向を示した．99rnTc－HIDAの

肝胆道局所領域の最も大きな特徴は，胆のうおよ

び胆管領域へのRI・移行が非常に速やかなことで，

hepatogramの下降と逆にcross　overする胆のう

へのRI集積と，やや遅れて総胆管へのRI濃度

が上昇していく．

　胆管へのRI出現，移行が速やかである点を利

用し，胆管系のみをより明瞭に描川させるノノ法と

して，各収集MAP間のsubtractionを試みたが，

Analogイメージでは得られない胆管イメージを

得ることが可能であった（Fig．3）．

　3）症例検討
　99mTc－HIDA正常イメージおよび1311－BSPの

比較が成し得た症例について報告する．

　Fig．4は，肝・胆道疾患のなかった症例の経時

的99inTc－HIDAスキャンである．血液フ゜一ル像

の消失と同時に肝へのRI集積が速やかで，肝実

質から胆管へのRI移行もll　1・く，10～16分で肝門

部胆管，20分以後，胆のう描出が明1』）かとなる．

90～120分後には，肝実質から大部分のRlが排

泄され，24時間後には大腸にRIが排泄移行して

いる．2～4分で腎臓の描出があり，位置的に川の

う，あるいは消化管への排泄と見誤る場合がある

が，Rlの集積状態の変化あるいは，右側面像が

このような場合鑑別に有効であ・，た．

　Fig．5は，　56歳女担三，　川1イi〕衰総川L‖1；；a：，iiイi汕1〈ノ）りll…

例のりりmTc－HDA，　i311－BSPおよびDICの所見

一 K×

Fig．3　Subtraction　images　between　acquisitive　maps　processed　by　a　computer　system

　　　are　shown　here．　Subtraction　images　are　nhore　demonstrable　and　useful　in　evaluation

　　　of　biliary　tree　abnormality　as　well　as　on　selection　of　region　of　interest．
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Fig．4　Sequential　images　of　99mTc－HIDA　in　a　patient　w“h　no　definite　abnormality　in

　　　　　hepatobiliary　systcm　are　represented．　The　study　demonstrates　a　good　uptake　of

　　　　　radioactivity　by　thc　livcr，　prolTlpt　hepatocytc　transit　and　excrction　into　the

　　　　　biliary　trec　patliway　and　the　upper　Gいract．　Most　of　radioactivity　is　excreted

　　　　　Uhrough　tlle　hcpatobiliary　system　into　the　upPcr　Gいract　by　2　hrs．　postinjection

　　　　　and　is　precent　in　the　colon　at　24　hrs，　postinjection．The　gall　bladder　contracts　im－

　　　　　mediately　after　L　M．　injection　of　caerulein（SeosuminR）（60　min．　to　l20　min．）．

　　　　　Notc　is　madc　of　faint　radioactivity　consistent　with　the　right　kidney（／）on　the

　　　　　fairly　carly　irnages．

を，jd－．’」’）’nl’c－HIDA，1311－BSP　とも‖IU）うf象の

描出はなく，胆のう炎の白：在力’1示唆された．しか

し，1川管像は，明らかに’）‘，川Tc－HIDAで良くDlc

をコ．d曳する1り「見が示されている．

　　ll巨イf〕巨llll（／）う汐ξ（ノ）：∫li：f列13f列ll｜12fダll（92°、「，）ヵ：

り”inTc－HIDAで胆のう像描川が得られなか一、た．

‘’9mTc－HIDAの胆のう描出欠損と胆のう炎との関

連はかなり高いように考えられる．
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Fig．5　The　scan　demonstrates　no　visualization　of　the　gall　bladder　and　somewhat　delaycd　excretion　of

　　　　　　radioactivity　frolll　the　common　bilc　duct　by　2　hrs．　postiniection，　althoLigh　slight　dilatation　and

　　　　　　partial　obstractive　process　are　disclosed．　Contrast　cholecystography（DIC）represents　the　prescncc

　　　　　　of　gall　stone　in　the　common　bile　duct　withotit　dcfinitc　dilatation　and　no　filling　of　thc　gall　bladdcr．
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The　StUdy　repreSentS　the”vm’Fc－HIDA　and　1；ハILBSP　hepatOSCIntlgraphy　ln　a　patlent　With　pOSt－

cholecystectomy　syndrome　and　chronic　pancreatitis．　Both　of　scans　demonstrate　marked　radioactive

stasis　in　the　dilated　biliary　tree　system．　However，　demonstration　of　dilatation　ill　the　intra－and

extrahepatic　biliary　pathway　isexcellent　on　gtimTc－HIDA　study　as　compared　to　1311－BSP　scall，
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新しい肝胆道：ンチゲ：コフ仁一の臨床〔1｛川・粂討

　Fig．6は，78歳男’性，胆のう易lj川後症候｛1’liと慢性

膵炎の合併した総胆管拡張兼不’ノヒ全閉塞の””tnTc－

HIDAおよびBil－BSP（ノ）イメージである．共に，

胆管拡張像が暑：1リ1であるが，りりmTc－HIDA（メー

ジのノノが胆管拡張像が強調されている．りりmTc－

HlDA　211猴問像で肝実質像が消失している所から，

肝細胞レベルでのRI排泄障害が加わ．）ていない

ものと判断された．

　Fig．7は，65歳男’性，　contrast　angiographyで

肝川部肝斗‘日と診断され，MMC肝動脈注人療法を

受けている．肝実質イメージで，肝門部にRl集

積の低．ドがみられるが，時間とともに同部にRl

が集積し，肝実質および胆管からのRI排泄が遅

延した状態が9りmTc－HIDAおよび1311－BSPのイ

メージで示されている．y川mTc－－HIDAのイメージ

に関してだけ言うならば，　2時間像でかなりの川：

実質Rl停滞は，1‘L液プール像が乏しい点を考慮

に人れると，月1二内胆汁う．川｝1：の可能’性を示113・tElする

685

所見と考えられた．

　Fig．　8は，高ビリルビンlflL症2例の9りmTc－HIDA

イメージを示す．T．K．例は，総胆管結石，完全

川塞例で，lflL清ビリルビンfiE’i：9．8　m9°。．24時川1象

で拡張した総胆管像が示されている．2時間尿中

排川：率は50‘’、，であ．，た．T．T．例は，反復’性黄疸

歴があり，肝内胆汁うっil‖：性黄疸と診断されてい

た症例である．InL清ビリルビンflli：18　mgc）。．2時

間尿中排泄浮ζ（りりmTc－HIDA）40°、，．　りりmTc－HIDA

スキヤンは，　も1まや診1＊di［’1勺lllli値はない．

4．考 案

　1955年，Taplinら1）による131LRose　Bengalの

開発以来，肝胆道疾患診1料1への様々な応用12＞　一’　14）

が報告されてきた．それらの報告と平行して新し

い肝川道スキャン薬剤の開発がなされ2）’8｝，内い

くつかの薬剤が商品化される傾向にある．その方

［i’ij’t生が，　従i．未iの1311．RBおよuti　1311－BSP　｛こ⊥七1校
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Fig．7　99mTc－HIDA　and　1311－BSP　scan　in　a　patient　with　hepatona　in　the　portal　hepatic

　　　　region　diagnosed　by　the　contrast　angiography　is　represented．　As　compared　to

　　　　1：111－BSP　scan，99mTc一田DA　scan　discloses　more　precise　anatomical　relationship

　　　　between　the　prominent　porta　hepatis　and　biliary　tree　pathway．［n　addition，　a

　　　　prolonged　transit　through　the　hepatocyte　by　2　hrs．　postinjection　of　t）9niTc－HIDA

　　　　is　Iloted　to　suggest　intrahepatic　cholestasis．

Presented by Medical*Online



686

T．K．
　　　　ANT．

　　　纂
B：9．8

蓼

10M

核医学　15巻5号（1978）

　フ　　　　　，　　べ　’
　ご・《竺．・∵．、一ン

　ごζ∴’：：；こ：1蓄．、

ソ　ト　　－Ll’／t　．ヤ　ニざ　’ド’　

：蟻罐

　　　　5H

T・T・　ANT．

B；18 10M 2H

1：㌶
Y，・tLE

Fig．8　99mTc－HIDA　scan　in　two　cases　with　high　bilirubinemia　isrepresented．Radioactive

　　　stasis　in　dilated　biliary　trces　suggestive　of　thc　complete　obstruction　is　detiion－

　　　　strated　on　a　image　or　24　hrs．　postinjcction（T．K．）．　However，　the　othcr　image

　　　（T．T．）in　patient　with　recしlrrentjaundice　sus　pected　to　intrahepatic　cholestasis　is

　　　non－diagnanic　due　to　high　background　and　severe　renal　image　persistently

　　　　noted．　The　arrow（／1）indicated　a　marker　placed　on　the　right　costal　margin．

して，被曝線埴の軽減，スキャン時間の短縮，画

質の向ヒ，kit化による経済性と簡便性という観

点から，99mTc標識化合物にむけられていること

は明らかである．しかし．より亜要なことlt，新し

く開発された肝胆道スキャン薬剤が，1・311－RBや

1311－BSPに比較して，どれだけ肝胆道疾患の診断

を1句ヒさせるかにあ7）う．

　‘）9mTc－HlDAは，1311－RBおkび1」11－BSPに比

較して，明らかにlllL液ケリアランスが速く，川：細

胞から胆管へのRl移lfが速やかな薬理学的↑M三質

があり，そのため，胆管，胆のうは非常にkく描

川される．この点winstowら15）の｝旨摘する理想

的なりりmTc標ll哉肝胆道シンチグラフイー薬剤に合

致する．しかしながら，イメージ読影．E問題にな

る例は少なか一）たが，尿中排泄率が2時間・kでに

10例の平均24°、、と比較的高く，とりわけ，高ビ

リルビン」flL症例では腎臓描出がきわだ’，ていた点

は，一・つの限界と考えられる．すでに，尿中排泄

率が1311－RBに匹敵し月H：摂取率が，高ビリルビン

［flL症でも非常に良い99mTc標識化合物C’‘’mTc－P－

butyl　HIDA）が開発され，臨床使用がなされてい

るとの報告がある16）．り‘，mTc－phosphatc　bonc　scan

薬剤の開発に見られたと1司じような臨床使用経1固

が，今後のりりmTc・－HIDAにも考えられ，そのヒ

うな意味では今llll検討したり《hnTc　dimethyl　HIDA

はその過渡的要素を有した薬剤のLうに汚えられ

る．より多くの臨床例を加えた検討が，巳りわけ

疾患別の検討が必要であろう．

5．結 語

　34例に新しく開発されたりリTnTc標識肝llU道シン

チグラフィー薬剤（99TnTc－HIDA）を施行し以ドの

結果を得た．

　D　9りmTc－HI　DAは，　1311－RBに1’ヒ較し，　IllL液

クリアランスが速い．f；，（面，尿中排i川率（2H　！i問）

24°、、（10例平均）と高fll［であ一・た．
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新しい肝胆道シンチグラフィーの臨床的検討標識

　2）991nTc－HIDAは1311－BSPのイメージと比

較して，明らかに肝細胞から胆管へのRI移行が

速やかで，胆管・胆のう描出にすぐれていた．

　3）胆のう炎兼胆石症では13例中12例（92％）に

胆のう描出が得られなかった．

　4）99mTc－HIDAは，肝細胞RI通過が速やか

なため，大部分の症例が2時間で検査を終了した．

　5）高ビリルビン血症の2例は，5時間像でも

り9n1Tc－HIDAの肝実質イメージは不明瞭であった．

9．8mg°6の完全閉塞症は24時間像で診断可能で

あったが，血ビ値18mg％の症例は診断不能であ

った．

　稿を終えるに際し，データー収集にご助力下さいまし

た北大中央放射線部ならびに市立砂川病院放射線科RI

部技師諸兄に心よリ感謝します．

　試薬提供を心よく引き受けていただきました第一ラジ

オアイソトープ研究所に感謝の意を表します．
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Summary

Hepatobiliary　Scintigraphy　with　a　new　99mTc－tagged　mdiopharmaceutica1，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　99mTc－HIDA

Kazuo　IToH＊，　Masayori　FuRuDATE＊＊，　Koichi　NAsuHARA＊＊＊and　Goro　IRIE＊＊

＊Sθc〃on　of∧ruclear・Med’cine　Depar’〃le〃’of　Radiologγ」Hokkaido　Univers〃γ　Hosp〃al

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Nishi－5，　Kita－15，κ∫’a－∪∫4〃oro

　　　　　　＊＊Departme〃t　of　Radiology　Faculty　of　Medieine　Hokkaido　u〃∫レerぷ〃y

＊精1）epart〃len’（ゾ1カrθr〃al　Medieine　Civic∫〃〃ag・awa」Hosp〃al，κ〃a－2，ノVish’－4，　S〃naga　rva

　　36patients　with　a　hepatobiliary　disease　have

been　studied　with　a　new　hepatobiliary　scintigraphic

radiopharmaceutical，99mTc－HIDA．99mTc－HIDA
has　been　available　as　a　commercial　freezed　dry　kit

containing　10mg　of　dimethyl　HIDA　and　O．25　mg

of　stannous　choloride　produced　by　Frosst　Co．

in　Montreal，　Canada．　In　this　article　were　discussed

blood　clearance　and　excretion　ratio　in　urine　by　2

hours　postinjection　in　comporison　between　99mTc－

HIDA　and　t311－R．B．　and　qualitative　discrepancy

in　sequential　images　Of　99mTc－HIDA　compared　to

1311－bromsulphthalein．

　　99mTc－HIDA　was　proved　to　have　preferable

characteristics　for　excellent　visualization　of　biliary

tree　system　due　to　fast　blood　clearance，　prompt

hepatocyte　transit　and　high　concentration　ex－

created　in　biliary　tree　system，　especially　in　patients

with　hepatobiliary　disease　below　10　mg％of　total

serum　bilirubin　which　seems　to　be　critical　in　clinical

diagnostic　value．

　Amodified　subtraction　method　associating　re－

gional　hepatograms　processed　with　a　computer

（Tosbac－40，　DAP　5000　Nsystem）was　also　done

for　proper　evaluation　of　pricise　biliary　tree　abnor－

mality　which　was　not　obtained　alone　with　sequen－

tial　analog　images．

　　As　a　result　of　this　study，99mTc－HIDA　is　likely

to　be　fairly　a　good　radiopharmaceutical　of　clinical

value　in　patients　without　hyperbilirubinemia　over

about　10　mg％of　total　b川rubin　even　if　it　has　a

relatively　high　excretion　ratio　in　u「ine．

　Key　words：Liver，　Hepatobiliary，　Scintigraphy，

99mTC－HIDA，1311－ROSe　Benga1
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