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《原　著》

新副腎スキャン用剤6－methyl－75Se－selenomethyl－19－norcholest－

5（10）－en－3β一〇1（75Se－Scintadren）と6β一iodomethyl－19－norcholest－

　　　　　　　5（10）－en－3β一〇1（1311－Adosterol）の比較検討

瀬戸　　光＊＊　二谷　立介＊

久田　欣一＊

森　　厚文＊　小泉　　潔＊

　要旨新副腎スキャン用剤，？5Se－Scintadrenについてラットによる実験と臨床使用を行ない，1311－

Adosterolと比較検討を試みた．投与後第7日ではラット副腎摂取率は1311’Adostero1に比べて約40％，副

腎・肝臓放射能比は約30％と低値を示した．臨床的にも第5日以降に副腎スキャンを撮像した方がよいこと

が判った．しかし人間における75Se－Scintadrenの副腎摂取率は約0・20～0・41％doseであり，1311－Adostero1

とほぼ同じ値であった．シンチレーションカメラのカウント効率は75Seでは1311の約2．3倍であり，1週間

後の減衰を考慮すると，75Se・Scintadrenの投与量は1311－Adosterolを1mCiとすれば約1／4の250～200

μCi程度でよいことが判った．副腎の被曝線量をラットのデータおよび人間の副腎摂取率から算出したが，

いずれの値も投与量あたり，75Se－Scintadrenの方が少なかった．

緒 言

　1970年Counsellら1）によって1311一標識コレス

テロールの19－iodocholest－5（6）－en－3β一〇1－1311（以下，

CL－19－1311と略す）が初めて合成され，翌年Bei－

erwaltesら2｝により，明瞭に描出された副腎スキ

ャンの症例が報告された．その後，副腎スキャン

が副腎皮質疾患の診断に広く使用されるようにな

った．1975年小嶋ら3）はCL－19－1311の合成分離過

程に不純物として存在していた新放射性化合物を

見いだし，その構造決定より，6β一iodomethy1－19－

norcholest－5（10）－en－3β一〇1－1311（以下，　NCL－1311，商

品名1311－Adosterolと略す）と同定し，その合成

法を開発した．Sarkarら4）も同年，同じ構造式の

副腎スキャン用剤の合成法を開発した．このNCL－

1311はCL－19－1311と比較して化学的に安定であり，
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犬の実験では副腎に約2．2倍の集積を認めた5）．

現在，NCL－1311が広く使用されるに至っている．

　副腎スキャンは非侵襲性でX線学的検査法に比

べても診断率が高いなどの利点はあるが，依然，

（D副腎の撮像までに通常，1週間もかかり，（2）

副腎の被曝線量が極めて高く6），さらに，（3）甲状

腺の被曝を防ぐため，ルゴール液などの投与によ

り，甲状腺をブロックする必要があった．1975年

Basmadjianら7）は13tlが標識放射性核種としては

理想的ではなく，むしろ75Seの方が好しく，さ

らに被曝線量も軽減できる可能性を指摘した．こ

れに着目して，Sarkarら8）はCL－19－1311の1311

の標識部位を75Seで標識した75Se－19－selenochole－

sterolを合成し，犬の実験より副腎皮質ばかりで

なく髄質疾患にも応用できることを指摘したが，

臨床例では成功しなかった．

　1976年より，ヨーロッパにおいてNCL－6・1311の

1311標識部位を75Seで標識した6－methyl－75Se－

selenomethy1－19－norcholest－5（10）－en－3β一〇1　（75Se－

Scintadrenと略す）が臨床使用されており，　CL－

19－1311に比べて副腎の集積率が高く，静注後から
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の撮像日時も若干短縮できると報告されている9・

10）．われわれは75Se－Scintadrenについてラット

における経時的体内分布，体内残留放射能の測定

および臨床使用を行ない，（1）静注後からの最適

撮像日時の決定，（2）人間に対する投与量，（3）各

臓器，特に副腎の被曝線量の3項目について1311－

Adosterolと比較検討をしたので報告する．

材料および方法

　放射性医薬品：Fig．1に比較のため75Se－Scint－

adren（Radiochemical　Center，　England）および

1311－Adostero1（第一ラジオアイソトープ研究所製）

の化学構造式を示した．75Se－Scintadrenの放射化

学的純度は検定日から30日のもので薄層クロマト

グラフィー法で行なった．固定層としてはsilica

gel　plate（和光純薬工業製），展開溶媒としてクロ

ロホルムーエタノール（1：1）およびクロロホルム

を用いた．Rf値はそれぞれ0．73，0．27であった

（小嶋ら3），それぞれ0．70，0．27）．放射化学的純度

も94％以上と良好であった．

　ラット：体重190～210gmのウィスター系雄ラ

ット62匹を普通のラット食で飼育した．体内分布

を調べるためラボナール腹腔麻酔後，37匹のラッ

トに75Se－Scintadren，15匹に1311－Adostero1をそ

れぞれ5μci尾静脈から静注した．体内残留放射

能を経時的に調べるため，さらに5匹ずつのラッ

トにそれぞれ2μCi静注した．

HO

HO

　CH2・－TsSe－CH3

？5Se－Scintadren

C　H2　，StI

　　　　　　　　？51－Adosterol

Fig．1　Structural　formulas　of　75Se－Scintadren　and

　　　i3il－Adosterol

　組織標本：75Se－Scintadrenを静注したラットは

5匹ずっ経時的に，第1日，3日，511，7日，13

日，その後は副腎用に4匹ずつ，201｜，28日，47

日にと殺した．1311－Adostero1を静注したラット

は第1日，3日，8日にと殺した．いずれのラッ

トもラボナール腹腔麻酔後，頸動脈を切一、て脱血

死させた．そして副腎，肝臓，脾臓，腎臓，膵臓，

十二指腸，睾丸，心臓，肺臓，筋肉，胸腺，血液

の12の組織標本をほぼ内じ大きさで採取した．脂

肪や結合組織を取り除いた後，プラスチック試験

管に入れた．

　放射能の測定：プラスチック試験管に入れた組

織標本をウェルタイプシンチレーションカウンタ

で測定し，その都度，標準線源の測定を行ない，減

衰を補正して，下記の式より゜。kg　dose／gm　tissue

で表わした．

　　エp⊇・・g旦P／gm×kg　b唾Ψ1。100
　　　　cpm　administered　dose

　　　　　＝％kg　dose／gm

　ラット体内残留放射能の測定：75Se－Scintadren

および1311－Adostero1のラット体内での生物学的

半減期，ならびに全身被曝線量算出のため，静注

30分後から経時的に75Se－Scintadren静注ラット

では第32日まで，1311－Adostero1静注ラットでは

第15日まで，体内残留放射能をアニマルカウンタ

（ALOKA，　Model　BD　19）で測定を行ない，減衰の

補正を行なった．

　75Seおよび1311のカウント効率：75Se－Scintad－

renの人間の投与量を決めるため，高エネルギー

コリメータを装着したSearle社製Phogamma　III

HPシンチレーションカメラを用いて，1μCiあ

たりのカウント数（cpm）をウィンドウ幅25％と

して，130，270，360keVのエネルギーでカウント

効率を比較した．

　臨床使用：高血圧症の2名の女性の患者に75Se－

Scintadrenを250μCi静注して，経時的に第37日

まで高エネルギー用コリメータを装着した東芝製

ジャンボカメラGCA　401にて10分間，仰臥位で

後面像を撮像した．同時に核医学データ処理装置

DAP　5000Nにデータを収録し，側面像から副腎
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の後面からの深さを求めて，森田ら11）の方法で副

腎の摂取率を求めた．

結 果

　Table　lにラットにおける75Se－Scintadrenおよ

び1311－Adosterolの経時的な体内分布を表わした．

副腎の摂取率は75Se－Scintadrenでは第5日ごろ

から増加が緩徐になり，7日で8．99・。kg　dose／gm，

13日で11．2°6kg　dose／gmとなった．しかし，13tl－

Adosterolでは第1日からすでに高く，8日で約

2．5倍の22．2％kg　dose／gmとなった．すなわち，

75Se－Scintadrenの副腎摂取率は13il－Adosterolの

約40％であった．75Se－Scintadrenでは第7日に

0．1％kg　sode／gm以上の摂取率を示した臓器は肺

臓と膵臓のそれぞれ0．113％kg　dose／gm，0．120％

kg　dose／gmにすぎず，その他の組織はいずれも

0」％kg　dose／gm以下であった．1311－Adosterolに

おいても，副腎を除いて第8日で0・1％kg　dose／gm

以上の臓器は膵臓の0．104％kg　dose／gmにすぎな

かった．

　Table　2では副腎の撮像上，影響を及ぼす周囲

185

の組織の放射能を9。kg　dose／gmで副腎と比較し

た．75Se－Scintadren静注ラットでは第7日におけ

る副腎と肝臓，血液，十二指腸との比率はそれぞ

れ129．4，357．3，229．0であった．これらの値は1311－

Adostero1静注ラットの第8日におけるそれぞれ

の比率の約1／3であった．

　Fig．2，3はアニマルカウンタで経時的に測定し

た75Se－Scintadrenおよび1311－Adostero1静注ラッ

トの体内残留放射能を物理的減衰で補正した生物

学的残留量を示したものである．24時間体外排泄

率は両薬剤とも約20％であったが，ラットにおけ

る生物学的半減期（Fig．2，3においてカウントが

50％になる時間）はそれぞれ3．4日，4．2日であり，

75Se・Scintadrenの方が若干短かかった．しかし，

最も長い半減期のコンパートメントではそれぞれ

13・lH，7・61日であり，75Se－Scintadrenの方が長

かった．

　Table　3は75Seと1311のシンチレーションカメ

ラでのカウント効率を比較したものである．75Se

の130keVおよび270　keVの2つのエネルギーピ

ー クでの合計したカウント効率は600．4cpm／μCi

Table　1 Distributions　of　75Se・Scintadren　and　l311－Adosterol　in　male　rats（％kg　dose／gm土1s．d．）

75Se－Scintadren 1311－Adosterol
Tissues

Day　1 Day　3　　Day　5　　Day　7　　Day　l　3 Day　l Day　3　　　Day　8

Adrenals

Liver

Spleen

Pancreas

Duodenum

Kidneys

Lungs

Heart

Testes

Muscle

Blood

　3．704
土1．005

　0．249
：とO．031

　0．268
士0．047

　0．098
士O．Ol5

　0．099
土0．013

　0．132

士0．016

　0．337

土0．039

　0．111

土0．020

　0．034

土0．010

　0．035

土0．007

　0．086

土0．013

　6．049
土0．749

　0．095
土0．008

　0．111

土0．022

　0．074
：とO．Ol　1

　0．047

士0．002

　0．093
土0．011

　0．137

土0．015

　0．046

土0．005

　0．022
土0．001

　0．022

±0．002

　0．027
土0．001

　8．188
士1．254

　0．068
：と0．014

　0．089
土0．002

　0．123
土0．016

　0．040
：と0．002

　0．117
±0．023

　0．141

土0．013

　0．044
土0．007

　0．030
士0．001

　0．026

土0．005

　0．028
±0．003

　8．932
±0．451

　0．069
土0．008

　0．076
士0．011

　0．120
土0．007

　0．039
土0．006

　0．096
土0．008

　0．113
士0．008

　0．034
土0．003

　0．033

　0．006

　0．021

土0．001

　0．025

土0．002

11．248

士2．378

　0．033
土0．002

　0．046
土0．004

　0」14
士0．005

　0．023
士0．002

　0．071

士0．004

　0．058

土0．007

　0．017

士0．002

　0．029
士0．002

　0．012
土0．001

　0．014
土0．001

15．504

土1．880

　0．287
：とO．056

　0．424
士0．043

　0．114
：と0．001

　0．168

土0．018

　0．164
土0．008

　0．457
土0．045

　0．150
：とO．003

　0．042

土0．007

　0．047

±0．004

　0．167

±0．013

16．835

±3．717

　0．159

±O．027

　0．181

±0．039

　0．114
土0．017

　0．087

土0．017

　0．125
士0．021

　0．288

土0．064

　0．079

土0．017

　0．035
土0．007

　0．033

土0．005

0．065

　土0．017

22．172

土1．077

　0．061
：とO．010

　0．064
土0．013

　0．104
土O．OIO

　O．036
土0．005

　0．083
土0．011

　0．095
土0．015

　0．027
土0．003

　0．028
土0．007

　0．016
土0．003

　0．024

土0．004
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Adrenal－to－tissue　concentration（％kg　dose／gm）ratios　of　7・i　Se－Scintadren

　　　　　　and　1311－Adosterol　in　male　rats

75Se－Scintadren 1311－Adosterol
Tissue

Day　1 Day　3 Day　5 Day　7

Liver

Blood
Spleen

Pancreas

Duodenum

14．9

43．1

13．8

37．8

37．4

63．7

224．0

54．5

81．7

131．5

120．4

292．4

92．0

66．6

204．7

129．4

357．3

117．5

74．4

229．0

Day　13

340．8

803．4

244．5

　98．7

489．0

Day　l

54．0

92．8

36．6

136．0

92．3

Day　3

105．9

259．0

93．0

147．7

193．5

Day　8

363．5

923．8

346．4

213．2

615．9

100

　
　
10

0
田
Z
一
嬬
脇
営
」
°
Z
田
U
営
田
色

T4・　・13・1・d（33・5％）

T4，　・　3・50d（3ふ0％）

T4・　・1・21d（31・5％）

　　　　　　　　10　　　　　　20　　　　　　30

　　　　　　　　　　DAYS

Fig．2　Biological　whole・body　retension　of　75Se－Scin－

　　　tadren　and　its　exponential　components　in　male

　　　rats

であり，1311の360keVでのカウント効率263．2

cpm／μCiと比較して約2．3倍のカウントを得るこ

とができる．さらに75Seは360　keVのウィンド

ウには1311のカウントの約7％程度しか影響を及

ぼさないことが判った．

　Fig．4は最終診断で副腎疾患を認めなかった66

歳の女性の副腎スキャンであり，75Se－Scintadren

静注後，3日（A），5日（B），7日（C），16日（D）に

撮像したものである．ACTH負荷試験後に静注し

たためか第5日以降の副腎は明瞭に描画されてい

る．副腎摂取率は第7日でプラトーに達し，両副

腎合計で0．41％doseであった．また副腎におけ

る有効半減期は約106日であった．第2症例にお

100

50

　
　
10

0
田
2
一
5
田
屠
一

Z
田
U
9
置

鴨■oぷd伽％）

耽＝W61d撫0％）

ち司・85d・（27・0・Z）

　　0　　　　　　5　　　　　　10　　　　　　15

　　　　　　　　　　　DAYS

Fig．3　Biological　whole－body　retension　of　1311－Ado－

　　　sterol　and　its　exponential　components　in　male

　　　rats

Table　3 Counting　e缶ciency（cpm／μCi）：Comparison

of　75Se　with　1311

Energy（Window　25％）

75Se

1311

130keV　　　　270　keV

381．5　　　　　　　218．9

77．4　　　　　　　91．8

ける副腎摂取率はO．209。doseであった．

考 案

360keV

　19．6

263．2

　ラットでの経時的な体内分布のデータ（Table　1）

では投与後，第7日で比較すると75Se－Scintadren

の副腎摂取率は1311－Aosterolの約40％であり，

さらに周囲の臓器と副腎の放射能比（Table　2の数
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Fig．4　Normal　human　adrena1　scans　obtained　on　the　3rd（A），5th（B），7th（C）and　1　6th　days

　　　after　administration　of　an　IV　dose　of　75Se－Scintadren，　O．25　mCi．

値の逆数）は1311－Adosterolの約3倍であり，75Se－

Scintadrenの方が副腎周囲の臓器の放射能が相対

的に高い．従ってi311－Adosterolよりも早く明瞭

な副腎スキャンを撮像することは期待できない．

臨床例では副腎腺腫の場合では静注後第2日に副

腎腺腫を明瞭に描出できた報告12）はあるが，われ

われの症例の経時的な副腎スキャン（Fig．4）およ

び副腎の定量的摂取率の測定結果から，通常の場

合は少なくとも第5日以降が副腎スキャン撮像に

適している．人間では副腎における75Se－Scintad－

renの生物学的半減期は長く，さらに75Seの物理

的半減期も長いので，t311－Adosterolと異なり，

静注後，時間が経過するほど，周囲の臓器の放射

能が低下するため，明瞭な副腎スキャンを撮像す

ることができる（Fig．4，　D）．また75Se－Scintadren

使用後，1311－Adostero1を使用しても1311の360

keVウィンドウに約7％しか影響しない（Table　3）．

　Monzら9）は75Se－Scintadrenの人間の副腎摂取

率は4名の健常人で0．30～0．60％doseであった

と報告しており，われわれの0．20～0．41％doseと

よく一致している．NCL－1311では健常人におけ

る副腎摂取率は0．13～0．42％dose13・14）であり，人

間では両薬剤とも副腎に同程度集積する可能性が

ある．また，75Seのシンチレーションカメラのカ

ウント効率は1311の約2．3倍であり（Table　3），両

薬剤の人間の副腎摂取率がほぼ同一であると仮定

すれば，1週間後に副腎に集積した1311－Adosterol

の放射能は約1／2に減衰するから，75Se－Scintadren

の投与量はi311－Adosterolが1mCiとすれば約

1／4の250～200μCi程度に減らすことができる．

　Table　4はラットの経時的体内分布および体内

残留放射能曲線からMIRD法により体重70　kg
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の標準人間に外挿して算出した75Se－Scintadrenな

らびに1311－Adosterol　l　mCiあたりの被曝線量で

ある15）．副腎の被曝線量は75Se－Scintadrenでは

98．8radsであり，1311－Adosterolの349．2　radsの

約1／3．5であt，た．Iceら6）が犬のデータから算出

したNCL－1311の副腎の被曝線量は150　rads／mCi

であり，われわれの値の約1／2．3になっている．こ

れは犬における副腎摂取率（Skg　dose／gm）がラ

ットに比べて約1／24）であるためと考えられる．し

かしRyoら14）は人間の副腎摂取率が犬に比べて

はるかに少なく，Iceらが算出した副腎被曝線量を

そのまま人間にあてはめると過大評価する可能性

があることを指摘している．そして健常人におけ

る副腎摂取率を0．20°｛，doseとして計算すれば約

40rads／mCiとかなり少なくなると報告している．

われわれの人間のデータからでは75Se－Scintadren

による副腎被曝線量は7．9～15．8rads／250μCi，

Montzら9）は16～24　rads／200　！tCiであったと報

告している．これらの数値は人間では75Se－Scin－

tadrenとNCL－1311がほぼ同程度，副腎に集積し

た場合であり，ラットの実験データのごとく，人

間においても75Se－Scintadrenが1311－Adostero1よ

りも副腎に少なく集積すれば75Se－Scintadrenに

よる副腎の被曝線量はさらに減少する．人間の

NCL－1311の副腎摂取率（°（，　kg　dose／gm）はラット

の約1／814｝であり，われわれのラットのデータか

ら算出したi3il－Adosterolの副腎被曝線量の1／8

の値の約44rads／mCiがRyoらが算出した40

rads／mGの値とほぼ一致する．75Se－Scintadrenに

よる副腎の被曝線量も12．5　rads／mciと更に減少

Table　4　Estimated　human　absorbed　dose＊：Compari・－

　　　　son　of　75Se－Scintadren　with　1：ハ11－Adosterol

Absorbed　dose（rads／mCi）

する．いずれにしても1311－Adosterolの投与量は

1～2mCiであり，投与量あたりの副腎の被ll暴線

量は75Se－Scintadrenの方が少ないことが判かる．

　さらに75Se－Scintadrenは甲状腺にほとんど集積

せず12），甲状腺をブロックする必要がない・また，

検定日から30　II後でも安定で，物理的半減期も長

いことから，保存期間が1311－Adostero1に比べて

長い利点がある．

結 語

　新副腎スキャン用剤，75Se－Scintadrenについて

ラットの実験および臨床使用を行ない，1311－Ado－

sterolと比較検討を行なった．

　（D　ラットでは投与後第7Hの副腎摂取率は

1311－Adosterolの約40°、，であり，さらに周囲の臓

器の放射能も高かった．臨床上，副腎スキャンは

第5H以降に撮像することが好しい．

　（2）シンチレーションカメラのカウント効率は

75Seでは1311の約2．3倍あり，1週間後の1311の

減衰を考慮すると，投与量はi3il－Adosterolをl

mCiとすれば約1／4の250～200μCiに減少させ

ることができる．

　（3）副腎の被1曝線量をラットのデータおよび人

間の副腎摂取率のデータから算出したが，いずれ

も投与量あたり75Se－scintadrenの方が少ない．

　本論文の要旨は第24回東海地方会・第33回北陸地」コ’

会合同地方会（日本核医学会）において発表した．

　助言をいただいた金沢大学医療技術短期大学部，安東

醇博一1：御k妻ならびに協力していただいた金沢大学附属

病院中央アイソトープ部，松平正道主任技師に厚く謝意

を表する．また，75Se－Scintadenキットを提供していた

だいた科研化学株式会社に深謝致します．

Organ

Adrenals

Testes

Liver

Kidneys

Whole　body

75Se－Scintadren

91．8

1．2

1．8

1．8

0．9

1311－Adosterol

　349．2

　　1．5

　　1．8

　　25
　　1．0

＊Extrapolated　from　tissue　distribution　data　in

　male　rats
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Summary

Comparison　of　a　New　Adrenal　Scanning　Agent，6－Methyl－75Se－Selenomethyl－

　　　19－Norcholest－5（10）－en－3β一〇1（75Se－Scintadren）and　6β一lo《10methyl－19－

　　　　　　　　　　　　　　　　Norcholest－5（10）－en－3β一〇1（1311－Adosterol）

Hikaru　SETo，　Ryusuke　FuTATsuYA，　Hirofumi　MoRI，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　Kinichi　HlsADA

Kiyoshi　KolzuMI，

Departnient　of’　Nii（’／eai’Medi（・i〃e，　Sc／70010fルledicine，　Kanaza　wa（ノniversity

　　Tissue　distribution　study　in　rats　and　adrenal

uptake　in　humans　were　carried　out　with　75Se－

Scintadren　and　i3tl－Adosterol．　At　Day　7，　con－

centration　of　75Se－Scintadren　in　the　adrenals　was

8．9°1，kg　dose／gm，　which　is　approximately　40（｝’6

0f　i3il＿Adosterol　and　adrenal＿to＿liver　concentra＿

tion　ratio　was　about　300i、　of　1311－Adosterol　in　rats．

From　the　rat　data　and　sequential　adrenal　uptake

measurement　in　humans，　it　is　recommended　to　take

human　adrenal　images　at　5　days　later　after　a　dose

administration．

　　However　there　are　several　advantages　of　75Se－

Scintadren　versus　1311－Adostero1．　On　the　contrary

to　the　rat　data，　adrenal　uptake　in　humans　was

calculated　about　O．20－0．41％dose，　which　is　nearly

as　same　as　that　of　1311－AdosteroL　Furthermore，

counting　efficiency　of　75Se　with　a　scintillation

camera　is　2．3　times　that　of　t31L　The　advantages

are　as　follows：（1）Administered　dose　can　be

reduced　one－fourth　of　1311－Adosterol．　（2）　Es－

timated　absorbed　doses　of　adrenals　were　99．8　rads／

mCi　extrapolated　from　the　rat　data　and　31．6－63．2

rads／mCi　from　the　human　data，　which　are　signi－

ficantly　less　than　that　of　1311－Adosterol　per

administered　dose．（3）No　thyroid－blocking　is

required．　（4）　Shelf－life　is　longer　than　that　of

1311＿Adosterol．

　Key　words：
1311－Adosterol

Adrenal　scan，75Se－Scintadren，
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