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《原　著》

99・”Tc　HIDAの胆汁内排泄に及ぼすBSP
　　　　（sulfbbromophthalein）の阻害効果

木谷　健一＊　　簑田由季子＊ 佐々木康人＊＊　　染谷　…彦＊＊

　要旨：99mTc標識肝胆道系スキャン物質の胆道系排泄機能について検討するため，　sulfobromophthalein

（BSP）の最大排泄状態（Tm）下にあるラットに99mrcHIDAを静注し，血漿クリアランス，胆汁内回収率を

測定し，対照群と比較した．BSP　O．25　mg／100　g／minの持続注入は，注入開始後20分でBSP排泄率を

0」2～0．13mg／min／100　gとし，以後ほぼ一律であり，その後徐々に低下した．この間BSPの血漿濃度は，

一一途上昇を続けた．このようなBSP　Tm状態で99mTc　HIDAを静注すると，99mTc　HIDAの血漿クリアラ

ンスは，対照に比しおくれるがその差はわずかであった．これに反し，胆汁内排泄率は，BSP投与ラットで

著明に遅延かつ低下した．60分後の体内臓器分布を検討すると，BSP注入ラットでは，肝，腎，血漿にお

いていずれも対照値より高か一・た．BSPは99mrcHIDAの肝摂取，胆汁内排泄（特に後者）を阻害し，その

阻害には，競合阻害の可能性が示唆される．

　近年核医学におけるシンチカメラの進歩と普及

に伴ない，肝，胆道系のimaging　agentとして，

種々の99mTc標識物質が開発されてきた1）“’8）．こ

れらの物質は，肝・胆道系から効率よく排泄され

ることを最終目的として開発され，その胆汁内回

収率の程度をもって評価されてきたが，実際の肝

摂取，排泄の機序については，全く知見がない．

これに反し，非標識物質として肝機能検査に用い

られてきたrose　begal，　BSP（sulfobromophthalein）

については，数多くの知見が蓄積されている8）ny　12）．

また1311－BSP13）’15）13tl－rose　bengal　15）・16）として

核医学上も99mTc標識物に先駆して用いられ，臨

床的にもまた実験的にも比較的多くの知見に恵ま

れている．物理学的特性からいって，ほとんどの

核医学上の標識物質が，ggmTc標識物質に移行す

るすう勢にある現在，肝・胆道系物質においても，

99’nTc標識物質の生理学的性質に関する知見がつ
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み重ねられる必要がある．このような観点から，

近年臨床的に使用されはじめた99mHIDA（99mTc－

N－（2，6－dimethyphenylcarboxymethy1）iminodiace－

tic　acid）6）について検討を加え興味ある知見を得

たので報告する．

対象および方法

　HIDAは第一ラジオアイソトープより供与され

たものを用い使用日の朝99mTcO4『により指示通

りに標識し99mTcHIDAとしたものを用いた．実

験は標識後6時間以内に行な一・た．8週令のSPF，

SD系雄ラット（静岡実験動物，約3009）を用い：

ネンブタール麻酔下に実験を行なった．実験中直

腸温は37～38Cにコントロールした．頸静脈，

股動，静脈にそれぞれPE－10　tubingを用いてカ

ニュレーションを行なった．次に開腹し，総胆管

にPE－10を挿入固定し，胆汁採取を可能とした．

　5～10分の安定期の後BSP溶液（第一化学）を

5％グルコース液と適宜に混和した液を調整し，

・・一バードポンプを用い，頸静脈カテーテルを介

し，0．25mg／100g／minの注入率で持続注入を行な

った．20分後99mTcHIDA　O．2・ml（200～4K）O　／．tCi）

を股静脈カテーテルを介し注入し，以後1，2，3，5，
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10，20，30，40，50、　60分毎に股動脈を介し採血し

た。これとは別に血漿BSP濃度を知るためBSP

注入開始後20分より10分毎に7回の採血を行な

一 ・た．胆汁採取はBSP注入開始後10分，5分，

5分，の3同ついで99mTcHIDA注入後5分，5

分，以後10分毎に50分間採取した．

　対照ラットにはBSP溶液の代りに生理的食塩

水を持続注入した．生食水，BSP液の注入量はほ

ぼ胆汁流量に匹敵させた．99mTcHIDA投与後60

分で脱血と殺し，腎および肝を摘出し，秤量した．

肝はさらに0．5～1．Ogの適当量のspecimenを3

個採取，秤量後放射活性測定用tubeに入れ，ま

た腎は全量を放射活性測定した．胆汁は各サンプ

ル秤量後20μ1，血漿も20　／t1エッペンドルフプペ

ットを用いて，放射活性測定用tubeに移した．

standardとしては99mTcHIDA液11倍，121倍稀

釈のものを用いた．放射活性はwe11型シンチレー

ションカウンター（Aloka）を用い測定し，測定中

の放射活性のphysical　decayを補］E後，胆汁内へ

の99mTcの経時排泄率，血漿99mTcの消失率およ

び，投与60分後の臓器分布を求めた．血漿および

胆汁中のBSP濃度測定は別のサンプルを用いて

行なった．各20！t／のサンプルをpH　9．4のNaOH

生食中に混和発色させさらに適当の稀釈を行ない，

580nmにおいてそのoptical　densityを測定し，別

に作成したBSP　standard　solutionより得た標準

直線よりその濃度を求めた。

結　　果

　BSP持続注入下におけるBSPの血漿濃度変化

および胆汁内BSP排泄をFig．1に示す．

　血漿のBSP濃度は実験中終始，上昇を続けて

いる．胆汁中への排泄率は注入開始後20分迄上

昇し，ついで安定し，以後徐々に低下する．注入

開始後20分から30分間の平均排泄率は0」24土

0．015mg／100g／minであり60分間のそれは0．119土

0．021mg／100g／minであった．　Fig．2に対照およ

びBSP注入群における99mTc　HIDAの血漿放射

生活の消失を示す．

　両群とも注入1分後には，2．5％／m1以下となり，
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Fig．1　Biliary　excretion　and　plasma　concentration　of

　　　BSP　in　rats　given　a　continuous　infusion　of　BSP．

　　　Each　value　indicates　the　mean　of　8　rat　experi－

　　　ments．　Vertical　bar　indicates：とlS．D．

30

20

　

　

　

　

　

〇

一ε
、
Φ
ψ
O
U
ち
．
、
°

1235　　10

　min
20 30 40 50 60

Fig．2　Sequential　plasma　99mTc　activity　change　after

　　　99mTc－HIDA　injection　in　control　rats（closed

　　　circle）and　in　rats　given　a　continuous　infusion

　　　of　BSP（open　circle）．　Each　value　indicates　mean

　　　of　6　and　8　rat　experiements　respectively

　　　Vertical　bar　indicates　l　S．D．

これはラットの血漿量を3．Om／／1009とした場合

投与量の10％以下となり，両群ともに比較的速

かに血中から消失していくことが示された．BSP
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注入群では対象群に比し血中よりの消失が遅いが

その差は多くない．

　Fig．3に両群の胆汁内99mTc排泄率の経時的変

化を示す．対照群では注入後30分間に約70％60

分開以内に77％が排泄された．これに反しBSP

注入群では，排泄は著明に遅延かつ低下し，対照

群が最初の5分間に25％を排泄するのに比し，

BSP群では5～10分の5分間に7％弱排泄するの

が最大であった．30分間の積算排泄率は24％

60分のそれは34％であった．Fig．4に60分後の
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Fig．3　Biliary　excretion　rate　of　99mTc　activity　in　con－

　　　trol　rats（n－6，　closed　circle）and　in　rats　given

　　　a　continuous　infusion　of　BSP　（n＝8，0pen

　　　circle）．　Vertical　bar　indicates土lSD．
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Fig．4　Distribution　of　99mTc　activity　in　organs　at　60

　　　min　after　the　injection　of　99mTc　HIDA　in　con－

　　　trol　rats（n－6，0pen　column）and　in　rats　given

　　　acontinuous　infusion　of　BSP（n＝8，　shadowed

　　　colum）．　Vertical　bar　indicates±1SD．
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99mTcの放射活性の体内分布を示す．胆汁中の

99mTc活性がBSP群では1／2以下になり，これに

反し，肝，腎では，対照値を上まわった．

考　　案

　99mTc標識化合物の肝・胆道系への排泄の可能

性についての報告は著者の一人（木谷）がTaplin

と共に，99mTc　microaggregated　albumin16）・17）投

与後に予期されない胆道への99mTcの大量の排泄

をシンチカメラで確認し報告したのに始まる．以

後，胆道系のcsanning　agentとしては99mTcペ

ニシラミンDに始まり，いくつかの物質が開発さ

れ報告されてきた2）一’7）．このうち99mTcHIDAは

Lobergらにより報告され6）以後わが国でもcom－

mercialに入手しうる，胆道系scanning　agentと

なっている．胆汁中排泄率は30分70％1時間77％

で，99mTc標識化合物としては極めて高いと考え

られる．腎からの排泄以外はほとんどすべて胆道

を介し排泄されることから，臨床上肝・胆道系の

scanning　agentとしては，十分に役に立つ．この

際　胆道系への排泄は比較的ゆるやかで60分後

にも約10％が肝に残っている．これは同様の実

験を35S－BSPを用いて行なったとき，最初の10

分に546，30分で約90、〔，が胆汁中に回収される

のに比べては，勿論，同じ様な99mTc標識agent

として最近開発された99mTc　pyridoxydeneisoleu－

cine7）よりも遅く，　HIDAは肝imageをとるのに

充分な時間をもたらすが，胆道系排泄には時間が

かかる特徴を示す．本実験の目的はHIDAの排

泄経路が従来肝機能検査法として，またscanning

agentとして多く用いられてきたBSPの肝・胆道

系の代謝経路といかなる関係にあるかを検討する

ことにあった．このためにラットの胆汁内BSP

排泄を最大にする，いわゆるtransport　maximum

（Tm）の状態を作り，その排泄pathwayを飽和させ

た状態での99mTcHIDAの排泄を対照と比較した

わけである．常に上昇する血漿BSP濃度とその排

泄値の安定性は，99mTcHIDAの排泄実験がBSP

のTm状態で行なわれたことを示している8）．

実験の結果ではBSP投与群では対照群に比し，
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99mTcHIDAの肝摂取もまた胆汁内排泄も遅延か

つ低下していることが明らかであった．とくに肝

から胆汁の排泄に著明な遅延，低下を示し，この

ことは，99mTcHIDAの排泄pathwayが少なくと

も一部BSPのそれと同一である部分があり，こ

のためにBSPのTm状態が99mTcHIDAの排泄
を競合的に阻害している可能性を強く示唆する．

BSPの肝内濃度が上昇し，　BSP非特異的の毒性に

よる排泄阻害の可能性も否定できないが，同一の

条件で，14C－taurocholateの胆汁recoveryをみる

と対照と全く変らないことから，pathwayが異な

れば，このような条件下でその排泄が阻害されず，

全般的に肝機能が低下しているのではない証拠を

もっており，第一の競合阻害が推測されるわけで

ある18）．化学構造の異なるBSPとこのような排

泄経路の共有性が99mTcHIDAにみられたことは，

極めて興味深く，内因性の色素であるbilirubin

とも同様の関係にありうる可能性を示唆しよう．

1311BSP，　BSPは，　Dubin－Johnson　syndromeに

おいて川汁内排泄遅延のみられることは，周知の

事実である13）’14）が，最近浅原ら19）は，同症状群

において゜9mTcHIDAの排泄遅延がみられたこと

を報告しており，本研究の結果と合致する点，興

味深い．しかし99mTcHIDAは抱合されないで排

泄されるといわれるのに反し，BSPのグルタチオ

ンとの抱合は有名であり99mTcHIDAがBSPと

その排泄過程ですべて同じであることを示すので

はない．

　今回の研究結果は99mTc化合物の胆汁内排泄の

わずか一端を示し得たにすぎないが，今後さらに

検討を加える必要があるとも考えられる．

　謝辞：HIDAを供給され，本研究にご協力頂いた第一・
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Summary

Inhibitory　Effect　of　Sulfobromophthalein（BSP）on　the　Hepatic　Uptaic

　　　　　　　　　　and　Biliary　ExCretion　of　99mTC－HIDA　in　Rats

Kenichi　KiTANi＊，　Yukiko　MINoDA＊，　Yasuhito　SAsAKi＊＊and　Kazuhiko　SoMEYA＊＊

＊1ヲr∫1ムobor67rory　oゾC1’〃’ω／Physio’08ツT（刀㌃γoルfetropol〃oη1カ∫’〃〃te　oゾGρro〃ro／08ツ

　＊＊Third　Dρpart〃7ρ〃r　of　lnter〃a1ルfρdicine∫’．　Maria〃na　U〃iversity∫〈’hool（ゾルfedicine

　Plasma　clearance　and　biliary　excretion　of　an　iv

injected　99mTc－HIDA　were　compared　in　control

rats　and　in　rats　excreting　BSP　into　the　bile　at　a

maximal　rate（Tm）．　The　iv　infusion　of　BSP（0．25

mg／100　g／min）for　20　min　produced　a　Tm（0．12－

0．13mg／100g／min）state　which　continued　for　the

successive　60　min　with　a　gradual　decline　in　BSP　ex－

cretion　rate．　Under　this　Tm　state，　plasma　clear－

ance　of　99mTc－HIDA　was　slightly　but　significantly

delayed　compared　with　control　rats．　The　biliary

recovery　of　99mTc－HIDA　was　cons　iderably　de－

creased　in　BSP　infused　rats（60　min　recovery，

control　rats　77．0±5．6％of　the　dose，　mean土SD，

n＝6，BSP　rats　33．6土10．O　n－8）．　The　distribution

Of　99mTC－HIDA　aCtivity　at　60　mln　pOSt　lnjeCt10n

was　higher　in　the　liver，　kidneys　and　plasma　in

BSP　rats．

　It　was　suggested　that　despite　the　different　che－

mical　structure，　the　presence　of　BSP　in　the　plasma

and　liver，　inhibits　the　hepatic　uptake　and　more

strongly　the　biliary　excretion　of　99mTc－HIDA

in　rats．

　Key　words：

BSP　transport

SCannlng　agent，

99mTc－H1DA　biliary　excretion，

maximum　（Tm），　hepatobiliary

competitive　inhibition．
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