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《短　報》

99mTcによる血球標識にかんする研究（第5報）

一99mTc標識赤血球によるRI心血管造影，とくに

　　In　VitroおよびIn　Vivo標識法の比較について一

内田　立身＊　待井　一男＊

池田　精宏＊　小野　和男＊

大和田憲司＊　舟山　　進＊
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　要旨　RI心血管造影を，99mTc赤血球標識用キット（TCK－11）を用いてin　vitroで5～10mCiの99mTc

で赤血球を標識する方法（in　vitro標識法）と，骨シンチグラフィー用のピロリン酸塩化第一スズをあらかじ

め投与しておき，30分後に99mTc・pertechnetateを投与して赤血球をin　vivoに標識する方法（in　vivo標識

法）の両者で行ない，おのおのを比較した．In　vivo法では，99mTc投与後，標識が安定するまで6分を要

し，シンチカメラ像は，血管外に漏出する99mTcのため，　in　vitro法より劣っていた．　In　vitro法では標識

は安定しておりin　vivO法より優れていたが，他方，標識操作は煩雑であった．臨床診断学的には．両法と

も，99mTc－pert㏄hnetateや99mTc人血清アルブミンを用いる方法より優れており，　in　vitro法を場合に応

じて使い分けることにより，良質な心血管造影が得られることを論じた．

はじめに

　RI心血管造影には，現在，99mTc－pertechnetate

または，99mTc人血清アルブミンが最も広く用い

られているが，安定性に乏しく，時間を経るにつ

れて血管外に漏出する欠点を有している．理論的

には，血管造影用として，血管外に漏出しない赤

血球を用いるのが一一番良く，1973年Atkinsら1）

は，赤血球を高濃度の99mTcで，試験管内で標

識し，心血管造影を得るのに成功した．99mTcに

よる赤血球in　vitro標識は，私たちも，循環血液

量の測定2・3）と脾シンチグラフィー4）で施行し，少

量の血液で高い放射能が得られ，利点の多いこと

を認めたが，反面，被検者の血液を無菌的に試験

管内で操作する煩雑さがある．1977年，Pave1

ら5）は，あらかじめ，ピロリン酸塩化第一スズ

（Sn－PYP）を投与しておけば，99mTc－pertechnetate

を静脈内に投与するのみでin　vivo赤血球標識が

可能であることを発見し，この煩雑さを解消した．

その後，Hamiltonら6），　Heggeら？），　Thra11ら8）

の追試でも，良好な赤血球の標識と画像が得られ，

その有用性が立証された．しかし，in　vivoにお

ける赤血球の標識は，標識過程が不明であり，赤

血球と結合しない99mTcが血液中に存在するな

ど，問題点をなしとはしない．今後，臨床的には，

その簡便さから，in　vivo標識法の繁用が予想さ

れるが，そのさい，出発点となったin　vitro標識

法を理解し，その比較において，いかなる得失が

あるかを熟知することがぜひとも必要となる．そ

こで，私たちは，ここに，従来のin　vitro標識法

と，今回のin　vivo標識法によるRI心血管造影

を比較し，両者の得失を検討することとした．
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方　　法

1．In▼itro標識法による斑心血管造影

99mTcによるin　vitro赤血球標識は既報2）のご

とく行なったが，99mTc高濃度標識の場合に準じ

て9），次のように改変した．被検者より，2mlへ
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パリン採血を行ない，生理的食塩水3　mlで溶解

した赤血球標識用キット溶液（CIS製，　TCK－11）

の1．5m1を加え，室温で約5分インキュベート

する．その後，余分の還元剤を2～3m1の生理的

食塩水で洗浄したのち，約15mCiの99mTc－Per－

technetateを加える．10分間，室温にインキュ

ベートしたのち，赤血球に結合していない99mTc

を1，500rpm，10分遠沈してのぞき，さらに1回

洗浄して被検者に投与する．

　In　vitro法で行なった症例は，大動脈瘤など血

管病変7例（血管造影），弁膜疾患4例の計11例

である．

　2．In　vi▼o標識法によるRI心血管造影

Pavelらの原著5）に準じて行なった．生理的食塩

水5m1に溶解したSn・・PYP（第一ラジオアイソト

ー プ製，1バイアル中，ヒ゜ロリン酸20mg，塩化

第一スズ4mg）を静脈内に投与し，その30分後

に，99mTc－pertechnetate　15～20　mCiを静脈内に

投与する．この静脈内投与によって，赤血球は

in　vivoで99mTcによって標識される．

　In　vivo標識法は，大動脈炎症候群など血管病

変6例，心房中隔欠損症など心疾患18例の計24

例である．

成　　績

　1．In　vitro標識法によるRI心血管造影

　赤血球標識に用いた99mTcの量は，8－15　mCi

（3－8m1）で，標識後1回洗浄して赤血球に2－10

mCiの放射能（標識率48．9土22．7％，　n－9）があ

った．

　Fig．1は，　in　vitro法による総肺静脈還流異常

の例で，総肺静脈幹よりの血管造影との対比で，

左上大静脈の遺残が示されている（矢印）．

　Fi9．2（A）は，34歳狭心症症例のin　vitro標識

法による1秒ごとに撮影した心プールスキャンで，

上大静脈→右房→右室→肺野→左房→左室→大動

脈の各プールが明瞭にみられる．

　2．In▼ivo標識法によるRI心血管造影

　In　vivo標識法の基礎的検討として，　Sn－PYP　1

バイアル投与後30分の被検者より血液10m1を
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Fig．1　Radiocardioangiography　in　a　patient　with　transposition　of　the　vena　cava　and

　　　persistent　left　superior　vena　cava（arrows）with　99mTc　in　vitro　labeling　method　and

　　　contrast　angiogram（right）．

　　　SVC：superior　vena　cava，　RPV：right　pulmonary　vein，　LBV：1eft　brachial　vein，

　　　LVV：left　vertical　vein，　CPVC：common　pulmonary　venous　connection，
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採血し，これを2m1ずつ5等分し，おのおのに

99mTcを0．　l　m1（0．5μCiに調整）加え，0分，2分，

4分，6分および8分室温にてインキュベートし

たのち，2回生食水で洗浄し，標識率（詳細は第

一報2）参照）を求めたところ，39．8％（0分），52．9

％（2分），65．7％（4分），72．1％（6分），71．8％

（8分）（3例の平均値）で，標識が一定するのに6

分を要した．

　またin　vivoにおける赤血球の標識率は，各種

心血管系疾患10例の平均で81．1土20．0％であっ

た．Table　1は，99mTC投与後，5分，30分，60

分，120分の99mTcによる赤血球標識率の時間的

変化を示すが，120分まで約80％の標識率を維

持している．

　Fig．3は，　in　vivo法による腹部大動脈瘤の血

管造影を，またFig．2（B）は狭心症症例のRI心
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プールスキャンを示す．Fig，2のin　vitro法と
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Fig．2　Comparison　of　in　vitro（A）and　in　vivo（B）

　　　RBC　labeling　method．　The　in　vitro　method

　　　reveals　better　intravascular　retention　and　lower

　　　background　than　in　vivo　method．

　　　A：Angina　pectolis，34　years－old　male．

　　　B：　Angina　pectolis，36　years－01d　male．

Fig．3　Two　cases　of　abdominal　aortic　aneurysm　by　scintiphoto　with　99mTc－RBC　in

　　　vivo　Iabeling　method．
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in　vivo法を比較すると，　in　vitro法の方がバッ

ク・グラウンドが少なく解像能のよい像が得られ

ている．

考　　案

　99mTcによる赤血球のin　vitro標識は，先の私

たちの報告でのべたごとく2・3），looμCiの低濃度

で，2m1の血液を用いて90％以上の高い標識率

が得られた．今回，高濃度の99mTc（8～15mCi）

を用いて，還元用キット量を低濃度標識の10倍の

3μgを用いることにより，RI心血管造影に適す

る99mTc標識赤血球が得られた．私たちが得た

赤血球の標識率は，48．9土22．7％で，低濃度のさ

いよりは低かった．これは99mTcの容量による

ことが大で，1．5〃m1以上になると標識率の低下が

著しい．従って，少ない容量で10～15mCi程度

の99mTcを用いれば，高放射能の標識赤血球が

得られる．

　他方，in　vivo標識法の検討においては，Sn－PYP

投与後30分の赤血球に99mTcをin　vitroで投与し

ても，直後には39．8％の赤血球しか標識されず，

標識率が70～80％に達するのに6分を要した．

これは，私たちが第1報2）で報告したin　vitro標

識で，99mTcの赤血球とのインキュベート時間が

5分で最大に達するのと同じ現象であると思われ

る．従って，in　vivo法を用いるさいには，標識

がplateauに達した6分以後を用いる血管造影な

どには有用であるが，標識率が刻々変化している

投与直後に心プールスキャンなどを行なうことは

問題があると思われる．In　vitroで赤血球を標識

して投与した場合には，第2報でのべたように3），

投与直後の赤血球放射能が最も高く，わずかな減

少を示すのみであるから，bolusとして投与して

連続撮影を行なう心プールスキャンには，in　vitro

法が最適であるといえる．現に，両者の比較を

Fig．2に示したが，　in　vitro法の方が毎秒ごとの

心プールスキャンとして明瞭なイメージが得られ

ている．

　Pavelら5）もin　vivo法は投与後3分から3時

間までが標識が比較的安定しているとのべており，

また朝倉ら10）も99mTc投与後30分で標識率が最

大に達するとのべている．また，胃，甲状腺が描

出された10）とのべているが，これはin　vivo法で

は99mTcが十分赤血球を標識していないことの

証左である．Thrallら8）はin　vivo標識法と99mTc－

RISAを用いた心プールスキャンを比較し，赤血

球in　vivo法の方が優れた画像が得られたとして

おり，Heggeら7）は，私たちと同様，　in　vivo法と

in　vitro法を比較して，特に，左心室プールスキ

ャンなどではin　vitro標識法が優れているとして

いる．すなわち，心血管造影では，99mTcが血管外

に漏出しないほど．得られる画像が質的に良好で

あるといえる．その点では，in　vitro標識法は最

も優れているが，試験管内で無菌的に標識操作を

行なわなければならない点が煩雑で欠点となる．

従って，画像のバックグラウンドの高いのを黙認

するとすれば，臨床的には，in　vivo標識法で十

分間に合うものといいうるが，bolusとして99mTc

を投与し，投与直後より心プールスキャンを得る

さいには，標識率が刻々変化しているので，デー

タの解釈に慎重な配慮が必要となる．

結　　論

　RI心血管造影を99mTc　in　vitro標識およびin

viVO標識99mTc赤血球法で比較した．両法とも，

99mTc－pertechnetateや99mTc一人血清アルブミン

法より優れており，in　vitro法の方が，　in　vivo法

より標識が安定しており，画像も良質であったが，

他方，標識操作は煩雑であった．臨床診断学的に

は，in　vivo法で十分であるが，詳細な心血管プ

ールの解析にはin　vitro法の方がよい．

　稿を終わるにさいし，99mTc赤血球標識用キットを提

供して戴いた（株）ミドリ十字に感謝します．
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S脚mmary

Blood　Ce皿Labding　with　Tec㎞eti㎜一99m（6）Radionuclide

Cardioangiography　with　Technetium－99m　M　Blood　Ce皿s
　　　　　　　　　　　　　Labeled　ln　Vivo　an《11n　Vitro

Tatsumi　UcHiDA＊，　Kazuo　MAcHII＊，　Kenji　OHwADA＊，　Susumu　FuNAYAMA＊，

Kiyohiro　IKEDA＊，　Kazuo　ONo＊，　Toshiyuki　KIDA＊＊and　Shigeo　KARIYoNE＊

7ソ7θFirst　Z）epa〃’ne〃1ρ∫、lnter〃atルfedi（’i〃e＊，　and　1）epart〃lent　of　Radio　logy＊＊，、Fukushi〃la　Medical　College

　Radionuclide　cardioangiography　was　perfbrmed

by　using　99mTc　in　vitro　and　in　vivo　labeled　red

blood　cells．　With　in　vitro　studies，2ml　of　whole

blood　was　incubated　with　3　μg　of　stannous

pyrophosphate（TCK－11），　fbllowed　by　removing

the　supematant　and　incubation　of　10－15　mCi　of

99mTc　for　5－10minutes．　After　once　washing，1abe1－

ing　yield　of　48．9±22．7％　was　obtained　in　10

studies．　The　in　vivo　studies　were　done　with　two

consecutive　intravenous　injection，　first　of‘‘cold”

stannous　pyrophosphate（Sn－PYP）and　then　of

99mTc．　The　labeling　reached　to　plateau　6　minutes

after　injection　of　99mTc　and　labeling　yield　was

81．1土20．0％．

　Acomparison　was　perfbrmed　between　ill　vivo

and　in　vitro　studies．　The　in　vitro　method　revealed

superior　images，　better　intravascular　retention　and

lower　background　than　in　vivo　method．　It　is

discussed　both　methods　are　suitable　for　radio－

nuclide　cardioangiography．

　　Key　words：　RI　cardioangiography，99mTc　RBC

labeling，　In　vitro　labeling，　In　vivo　labeling

Presented by Medical*Online


	0563
	0564
	0565
	0566
	0567



