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《原著》

99mTcによる血球標識に関する研究（第6報）

一99mTcによる血小板標識の検討とその臨床応用一

油井　徳雄＊

秋月　　健＊

内田　立身＊　室井秀一＊　松田　　信＊

斎藤　　勝＊＊　木田　利之＊＊＊刈米重夫＊

　要旨　99mTcによる血小板標識に関する検討を，　CIS製99mTc赤血球標識用キット（TCK－11）を用いて検

討した．標識用キットで処理した血小板を99mTcを加えてインキュベートすると90分で最大11．8土0・2％（n

－3）の標識率が得られ，連続8回までの洗浄では99mTcの血小板よりの溶出は認められなかった．これらの

結果をもとにして被検者の血液200　mlより分離した血小板を99mTc　2mCi，51Cr　500μCiにて標識し，各種疾

患11例で血小板の臓器分布をシンチレーションカメラにより観察し，併せて血小板寿測定も行った．その結

果，うっ血性脾腫の例では脾への99mTc標識血小板の強い取り込みを認め，特発性血小板減少性紫斑病の急

性期例では血小板寿命の短縮，交替率の充進，脾への選択的取り込みを認めた．99mTc，51Cr二重標識法は，

従来の51Cr法に比し，可視的に血小板の抑留破壊臓器をとらえることができ，有力な情報を提供するものと

考えられた．

はじめに

　種々の検査に利用するため，99mTcによる血球

標識が検討され，臨床的に応用されてきた．特に

赤血球に関しては少量の血液量で，高い標識率が

得られることから，脾シンチグラフィー，RI心

血管造影などに広く用いられている．しかし血小

板に関してはほとんど検討されておらず，その臨

床応用についての報告は我々が既に報告したも

の1～3）以外には99mTc－oxineを用いるGrossman

ら4）の報告があるのみである．99mTcによる血小

板標識の臨床応用としての99mTc標識血小板の臓

器分布観察の利点は，従来の51Cr標識血小板寿

命検査の際の体表計測とは異なり，シンチグラフ

ィーとして可視的にその全体像を観察できるとい
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う点にある．今回は，CIS製99mTc赤血球標識

用キット（TCK－11）5・6）を用い，試験管内におけ

る99mTcによる血小板標識の検討とその臨床応用

として種々の疾患で99mTc標識血小板の臓器分布

を観察し，有用と思われたので報告する．

方　　法

　試験管内における99mTcによる血小板標識の検

　討

　1）99mTcの標識時間の検討

　採血及び血小板の分離は，Fig．1のごとく行っ

た（血小板分離法の詳細は，後に述べる99mTcに

よる血小板の標識法の項参照）．全血200　mlより

分離した血小板を生食水にて1回洗浄した後に，

還元剤としてCIS製99mTc赤血球標識キット：

TCK－ll（以下標識用キットと略す）1m1（Sn＋＋に

して0．6μ9）を添加し，数秒間ふ置した．次に生

食水にて1回洗浄し余分なSn＋＋を除いた後に，

血小板を生食水5mlに浮遊させた血小板濃厚液

を作製した．そして99mTcの標識時間をそれぞれ

0分，5分，10分，20分，30分，40分，50分，60分，

90分，120分と変化させた際の標識率を求めた．
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　labelling　　Procedure
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Fig．1　Labelling　procedure　of　platelets　with　99mTc

　　　　PRP：platelet　rich　plasma

　　　　PPP：　Platelet　poor　plasma

　　　　PC：　platelet　concentrates

すなわち各群3本ずつ計30本のポリエチレン試験

管に血小板濃厚液を分注した後にそれぞれの試験

管に99mTc　50μCi（0．05　m1）ずっ添加し，室温に

てふ置した．標識後2mlの生食水にて2回洗浄

し，99mTcによる血小板の標識率を次の式により

求めた．

　　　　洗浄後の99mTc標識血小板の放射能
標識率＝
　　　　　　　加えた99mTcの放射能

　2）　標識用キット溶液のふ置時間と標識率の関

　　　係

　血小板浮遊液に標識用キット溶液を加え，ふ置

する時間を0分，5分，10分，20分，40分とそれ
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それ変化させ，その後生食水にて1回洗浄した．

っいで99mTc　50μCi（0．05　ml）ずっ加えて20分間

ふ置したのち3回洗浄し99mTcによる血小板の標

識率を求めた．加えた液量は全血200　mlより得

た総血小板数20～50×109に対し，付属の溶解液

10m1で溶いたうちの1ml（Sn＋＋にして0．6μ9）

とした．

　3）99mTc標識の際の溶媒の検討

　99mTcにて血小板を標識する際の溶媒を血漿と

生食水の2通りで行い，それぞれの標識率を求めた．

　4）　溶出の検討

　99mTc標識血小板約5．9×108を生食水2mlに

て8回まで洗浄し，洗浄回数を増すことによる

99mTcの血小板よりの溶出の程度を調べた．

　臨床例における99mTc標識血小板の臓器分布の

　観察

　1）99mTcによる血小板の標識法

　試験管内における基礎実験の結果をもとにして

Fig．1のような操1乍で無菌的に血小板を99mTcに

て標識した．採血は血小板濃厚血漿作製用のAC

D－A30m’入りテルモダブルバックあるいはシン

グルバックを使用した．このテルモバックにて

200m1採血した後に大容量冷却遠心機を使い400

g，15分，20°Cの条件で遠心し，上澄の多血小板

血漿（PRP）を第2のバックに移した．その後空

気を滅菌注射器にて注入しバックを張りつめた状

態にし，遠心の際にバックの側面に襲をできにく

くして血球がバックの底に均等に集まるようにし

た．ついで空気の入ったPRPを2009，5分，20
°Cにて遠心しPRP中に混入した赤血球及び白血

球を沈下させ，上澄のPRPを別のテルモ分離バ

ックに移した．次にそのPRPにPRPの重量の

1／10に相当するACD－Aを加えpH　6．5にした．

この操作はのちに血小板の再浮遊を容易にする目

的で行った．PRPを1，500　g，20分，20°Cにて遠

心し，血小板を沈下させ上澄の乏血小板血漿（PP

P）を除いた．次に血小板を生食水にて洗浄する

目的でバックの底の血小板を生食水約40・mlに再

浮遊させ，シリコン処理した50　ml用遠心管に移

し，1，5009，20分，20°Cにて遠心した後に上澄の
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生食水を除き血小板を新しい生食水20　mlに浮遊

させた．この血小板浮遊液に標識用キットを1m1

（Sn＋＋にして0．6μg）添加し，数秒ふ置した．そ

の後1，5009，20分，20℃にて遠心し余分なSn＋＋

を含む上澄を除いた．次に生食水5m／の血小板

浮遊液を作製して，99mTc　2　mCi加え室温にて30

分ふ置した．同時に51Crにて血小板の標識を行

った場合には，51Cr　500μCiを99mTc添加後に加

えた．ふ置後PPP　40　m1加え1，500　g，20分，20
°

Cにて遠心し，標識に使われなかった99mTcと

51Crを含む上澄を除いた．次にPPP　20・mlにて

血小板浮遊液を作製し，2∞9，5分，20°Cにて

遠心することによりなおわずかに混入している赤

血球を除き，被検者の静脈内に投与した．

　2）99mTc標識血小板の臓器分布観察

　99mTc標識血小板投与後30分から2時間の間に

東芝製シンチレーションカメラにて99mTc標識血

小板の臓器分布を観察した．51Crにても同時に標

識した場合は経時的に採血し，血小板の寿命を求

めるとともに体表計測も行った．51Crによる血小

板寿命はHarker7），国際血液標準化委員会推せん

案8）等の方法に準じて行った．投与した血小板の

総放射能に対する循環血液中の血小板の放射能の

比が回収率（recovery）である．経時的に採取した

血液の回収率をプロットしたものが，血小板寿命

曲線である．通常，回収率は51Cr標識血小板投

与直後の値で表した．血小板寿命曲線が直線を示

す場合には時間を表すx軸との交点を平均寿命と

した．また血小板寿命曲線が指数曲線の場合は，

放射能が50％に減じるまでの時間（T1／2）を自然

対数2（0．693）で除して求めた．血小板交替率

（tumover）はHarkerの式を用いて計算した．

血小板交替率（／c㎜／day）

　　末梢血血小板数（／cmm）

平均寿命（day）

成　　績

　　　90
×

　回収率（％）

試験管内における99mTcによる血小板標識の検

討

1）99mTcの標識時間の検討
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Fig．2　Time　course　of　99mTc　uptake　by　platelets．

　　1．

　　2．washing．．．2times．

100 120

Each　point　represents　the　mean　of　3　experiments　and　bars　represent土lS．D．

　Fig．2のように標識率はふ置の時間とともに徐

徐に上昇し90分で最大値を示した．60分と90分と

では推計学的に5％以下の危険率で90分の方が標

識率が高く，90分と120分の間では有意差を認め

なかった．

　2）　標識用キット溶液のふ置時間と標識率の関

　　　係

　Table　1に結果を示した．標識率は標識用キッ

ト溶液投与直後に最高値を示し，以後ふ置時間を

増す毎に極くわずかずつ標識率が低下した．この

成績より標識用キットを加えてからのふ置時間は

数秒で十分であり，以下数秒のふ置で次の操作に

移った．

　3）99mTc標識の際の溶媒の検討

　Table　2のように血漿を使用した場合の標識率

は0．2土O．1％と生食水を使用した場合の7．8土0．1

％に比し，極端な低値を示した．また標識用キッ

トを使用しない場合の標識率は1．4土0．1％とやは

り低値を示した．

　4）溶出の検討

　結果はTable　3のように標識率は洗浄回数を増

すごとに低下した．しかしそれは洗浄回数を増す

Table　1 Dependence　of　99mTc　uptake　by　platelets　on

incubation　time　of　labelling　kit．

Incubation　time Labelling　yield

Ominutes
5

10

20

40

7．1士0．2％

7．0土0．1％

6．8土0．2％

6．4土0．1％

6．2：と0．1％

1．Each　figure　represents　the　mean（土S．D．）of　3

　expenments．
2．　Incubation　time　of　99mTc．

3．Washing．．．3times．

Table　2

．．30minutes．

Labelling　yield　of　platelets　suspended　in

plasma　and　physiological　saline　solution

Medium
Reducing
reagent

Labelling　yield

Plasma
saline

saline

十

一

十

0．2±0．1％

1．4士0．1％

7．8：ヒ0．1％

1．Each　figure　represents　the　mean（士S．D．）of　3

　experlments．
2．Incubation　time　of　99mTc．

3．Washing．．．2times．

．．30minutes．
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ごとに血小板の喪失が起こり血小板数が減少した

ためであり，血小板1個当たりの放射能（Table　3

のspecific　activity／1　platelt）は洗浄回数が2回以

降は推計学的に有意差を認めなかった．このよう

に洗浄回数が2回以降は有意な溶出は認められず，

標識後の洗浄は1回のみで良いと考えられた．

Table　3　Elution　of　99mTc　from　repeatedly　washed

　　　　platelets

No．　of

washing ：罐噺9竃
0 5．94×108 100．0％＊　　100．0％

1
2
3
4
5
6
7
8

5．38　，，

4．83　，，

3．50
　　J）
3．38　，，

2．72

　　se2．54　，，

1．81　，，

1．24　，，

10．1

7．2

6．7

5．2

4．1

3．4

3．0

2．2

10．2

7．8

7．7

7．1

8．0

7．4

8．5

7．9

1．washing　medium．．．physiological　saline　solution

2．Incubation　time　of　99mTc．．．30　min．

＊Radioactivity　of　99mTc　added　in　platelet　con－

　centrates．．．100．0％
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　臨床例における99mTc標識血小板の臓器分布の

　観察

　Table・4に示した11症例において99mTc標識血

小板の臓器分布を観察した．同時に51Crにても

2重標識して血小板寿命測定を行い，Table　5に

示すような結果を得た．

　症例2は血液学的に特に異常を認めない42歳の

女性で，99mTc標識血小板の臓器分布観察では

Fig．3Aに示したように肝臓，脾臓共に99mTc標

識血小板の取り込みを認めた．また51Crによる

血小板寿命は10．2日と正常であり，体表計測でも

肝臓，脾臓どちらにも取り込みを認めた．

　症例4は巨大脾腫を認め血小板数が6．8×104／

cmmと減少しているうっ血性脾腫の45歳の女性

である．99mTc標識血小板の臓器分布観察では

Fig．3Bのように脾臓への99mTc標識血小板の強

い取り込みと脾容積の拡大を認めた．骨髄検査や

血小板寿命が正常なことと併せて考えると，血小

板の脾臓プールの増大による血小板減少と考えら

れた．51Crによる血小板寿命検査では寿命は11日

と正常であったが，回収率が10％と低値を示しま

た体表計測でも脾臓／心臓比が高値を示したこと

Table　4 Organ　distribution　of　99mTc　labeled　platelets　on　patients　investigated

Case　　Age Sex Diagnosis
Platelets　　　　　spleen

×104／cmm　　　gross　cpm

　liver

gross　cpm

SeqUeStrat10n
　　site

－
ふ
〔
∠
3

4

5

6

7

8
Q
1
0
1

　
　
1
1
1

62

42

4
45

50

69

48

（

」
0
ノ
1
0
4
．

－
う
一
う
一
－

m

f
ff

m

m

m
f

1
♂
1
0
1
f
－

normal

normal

congestlve
splenomegaly

congestlve
splenomegaly

polycythemia

v　ra

polycythemia

vera
myelofibrosis

splen㏄tomy
aplastic　anemia

　　ITP
　　ITP
　　ITP

25．0

26．0

3．6

6．8

41．1

60．0

69．3

0．8

7．9

8．2

18．7

34589

no　data

31930

no　data

no　data

61872

no　data

no　data

14129

35500

no　data

28632

no　data

11520

no　data

no　data

36863

no　data

no　data

19031

19860

no　data

liver　and　spleen

liver　and　spl㏄n

spl㏄n

sp1㏄n

spleen

spleen

1iver

liver

liver　and　sp1㏄n

sp1㏄n

liver　and　spleen

ITP．．．idiopathic　thrombocytopenic　purpura
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Table　s　Platelet　kinetic　data　by　using　51Cr　on　patients　investigated

C・・eLi隠an　Rec発eワ蒜1；㌻
Body　surface　counting

spleen／heart liver／heart　　　　sequenstration　site

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1

10．5

10．2

6．3

11．0

9．6

8．5

2．5

0．01

0．5

1．1

7．3

57

70

10

16

20

19

35

＜1

35

20

10

4．9×104

4．2　，，

5．1　，，

3．5　，，

19．3
　　，，
31．O

　　J7
71．3　，，

36．1　，，

33．9　，，

23．1　，，

　0．9－L8

　1．3－3．8

　1．8－9．8

　3．4－8．8

　5．3－9．1

　2．7－5．4

splen㏄tomy
　1．3－3．2

　0．9－8．4

　3．4－7．6

　3．6－5．4

0．9－1．5

1．1－2．4

0．8－2．3

1．0－2．1

1．1＿2．3

1．4－2．2

5．4－6．O

l．8－6．0

1．2－3．2
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より，やはり血小板の脾臓プールの増大が考えら

れた．

　症例5は血小板数が41．4×104／cmmと増加して

いる真性多血症の50歳の男性で，Fig．3Cに示す

ように99mTc標識血小板の臓器分布観察では脾臓

に強い放射能を認めた．51Crによる血小板寿命検

査では寿命は9．6日と正常であったが，交替率が

19．3×104／cmm／dayと高値を示し血小板産生の充

進が考えられた．体表計測では99mTcの場合と同

様に脾臓／心臓比が高値を示した．

　症例7は48歳の男性で36歳時に交通事故で脾

臓摘出術を受けており，45歳より貧血があり骨髄

生検にて骨髄線維症と診断された．検査時肝臓シ

ンチグラフィーにて肝臓腫大，鉄回転にては肝臓

における髄外造血を認め，血小板数は69．3×104／

cmmと増加していた．99mTc標識血小板の臓器

分布観察ではFig．3Dのように肝臓に強い放射能

を認め，肝容積の拡大も認めた．51Crによる血小

板寿命検査では寿命曲線は指数関数的に減少し，

寿命は2．5日と短縮していた．他の検査所見とも

併せて考えると本症例では，血小板は肝臓におけ

る髄外造血により造られしかも肝臓にて無選択的

に壊され，寿命が短縮しているものと考えられた．

　症例8は薬剤起因性再生不良性貧血の13歳の女

性で血小板数が0．8×104／cmmと極度の減少があ

り，出血傾向を認め血小板輸血を行っていたがは

っきりした効果がみられなかった．そこで輸血す

る血小板を99mTcおよび51Crにて標識し，輸血

血小板の臓器分布と寿命を調べた．99mTcによる

輸血血小板の臓器分布観察ではFig．3Eのごとく

脾臓よりも肝臓により強い集積を認めた．また

51Crによる血小板寿命検査では輸血血小板の回収

率は注入15分ですでに1％以下であり，寿命も

0．01日と極度に短縮していた．これは以前よりの

頻回の輸血に起因する血小板同種抗体による輸血

血小板の破壊が起こったものと考えられた．

　症例10は特発性血小板減少性紫斑病（ITP）の26

歳の女性で，血小板数は8．2×104／cmmと減少し

ていた．99mTc標識血小板の臓器分布観察では

Fig．3Fのように肝臓よりも脾臓により強い集積

を認めたが，脾容積の拡大は認められなかった．

51Crによる血小板寿命検査では寿命はLl日と短

縮しており，交替率は33．9×104／cmm／dayと元進

していた．また同時に行った体表計測ではやはり

脾臓／心臓比が高値を示した．これらの結果より

本症例では脾臓にて血小板破壊が充進していると

考えられた．

考　　案

　血小板を放射性同位元素にて標識してその動態

を検査するものとして，51Crによる血小板寿命検

査が最も広く行われている．しかもγ線を放出

するため体表計測もその利点として併せて行なわ

れている．この体表計測法は長期にわたり観察で
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A B C

D E F

Fig．3　0rgan　distribution　of　g9mTc　labeled　platelets

　　　A　．．．．Case　2，42　years　old　woman，　hematological　normaL

　　　B　．．．．Case　4，45　years　old　woman，　congestive　splenomegaly．

　　　C　．．．．Case　5，50　years　old　man，　polycythemia　vera．

D．．．．Case　7，48　years　old　man，　myelofibrosis　and　no　spleen．

E　．．．。Case　8，13years　old　woman，　aplastic　anemia．

F　．．．．Case　10，26　years　old　woman，　ITP．

きるという長所があるが，肝脾の1部分しか表現

できず，血小板の臓器分布の全体像を表わすこと

はできない．そこで我々はシンチレーションカメ

ラによる観察に適している99mTcにて血小板を標

識して血小板の臓器分布を観察する方法を検討し

てきた．今回はCIS製99mTc赤血球標識キット
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（TCK－11）を使って試験管内における99mTcによ

る血小板標識の検討を行い，赤血球の場合5）と同

様に99mTcによる標識の前に生食水にて洗浄した

血小板をTCK－11で処理することにより標識率が

向上する事を確かめた．また99mTcの標識時間は

赤血球の場合5）と異なりかなり長い時間を必要と

し，最大標識率は90分で得られた．最大標識率は

11．8土0．2％であった．標識に際し標識用キットの

使用は有効であり，また血漿の存在は著しく標識

率を低下せしめるので生食水に血小板を浮遊させ

ることが必須と考えられた．臨床例において99mTc

標識血小板の臓器分布観察をする際の99mTcの標

識時間は，血小板のviabilityを保つために採血よ

り注入までの時間を短縮する目的で30分で行った

が，良好なシンチレーションカメラ像を得た．

　99mTcと51Crとの2重標識により得られる情

報が有用であるので全例2重標識を行った．99n’Tc

と51Crでの2重標識の場合51Cr単独標識に比し

洗浄回数が2回多くなるが，51Crによる血小板寿

命の結果にはさしたる影響はないものと思われた．

　臨床例で99mTc標識血小板の臓器分布を観察す

ると主に肝臓と脾臓に集積がみられ，形や大きさ

およびdensityの比較も可能であった．今回の検

査は正常人，うっ血性脾腫，真性多血症，骨髄線

維症，薬物起因性再性不良性貧血，特発性血小板

減少性紫斑病（ITP）の11症例で行ったが，個々

の症例でそれぞれ有益な情報を得た．特にうっ

血性脾腫の症例では2例とも99mTc標識血小板の

脾臓への強い集積と脾容積の拡大が認められ，血

小板の脾臓プールの増大が確認された．またITP

は現在血小板自己抗体による血小板破壊が起こる

ために血小板減少が起こっていると考えられてお

り，その破壊臓器の検索にはシンチレーションカ

メラ像として可視的にとらえることが可能であっ

た．今回行った99mTc標識血小板の臓器分布観察

は以上のような優れた利点を持っており，注入初

期しか観察できないという短所はあるが長期にわ

たり観察できる51Cr標識血小板の体表計測を併

用することにより，血小板動態の観察には非常に

有効な方法と考えられた．

結　　語

　991nTcによる血小板標識について，　CIS製99m

Tc赤血球標識キットを用いて試験管内で検討し

至適の条件を定めた．その結果をもとにして血小

板を99mTcにて標識し，血小板の臓器分布観察を

種々の疾患で行った．この方法は特に血小板の破

壊が充進しているITPにおける各臓器の血小板

破壊の程度の検索やうっ血性脾腫等における血m小

板の分布の異常の観察にはシンチレーションカメ

ラ像として可視的にとらえられる点，極めて有効

な方法と考えられた．また51Crとの二重標識を

行えば，血小板寿命をも同時に求めることが可能

であり，さらに有力な情報が得られるものと考え

られた．

稿を終るにあたり99mTc赤血球標識用キット（TCK－

lDを提供された株式会社ミドリ十字に感謝します．
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Summary

Blood　Cell　Labelling　witll　Technetium－99m（6）in　Vitro　Studies　of

　　　　　　Platelet　Labelling　by　99mTc　and　Clinical　ApplicatiOn

　　　　　　　Tokuo　Yul＊，　Tatsumi　UcHIDA＊，　Shuichi　MuRol＊，　Shin　MATsuDA＊，

Tsuyoshi　AKIzuKI＊，　Masaru　SAITo＊＊，　Toshiyuki　KIDA＊＊＊and　Shigeo　KARIYoNE＊

＊7ソle　Fi”st　1）epart〃le〃1（ゾルlte〃lat　Medici〃θ，＊＊RadioiSO’ope　Laboratorγ0’ld

　　　　　　＊＊＊Deρa〃〃le〃10f　Radiologッ，　Fuk〃517∫〃1αMedical　College

　In　vitro　studies　of　platelet　labelling　with　99mTc

by　using　CIS　kit　for　99「nTc　red　blood　cell　label　were

done　inorder　to　standardize　the　technique　of

platelet　labelling．　These　results　were　applied　to　in

vivo　clinical　studies　and　organ　distribution　of

99mTc－labeled　platelets　was　observed　by　scintilla－

tion　camera　in　various　hematological　disorders．

This　method　was　considered　to　be　especially　useful

in　some　disorders　such　as　idiopathic　thrombocyto一

penic　purpura　in　which　platelets　were　destructed

by　antiplatelet　antibodies　and　congestive　spleno－

megaly　which　has　increased　splenic　pooling．　Addi－

tionally，　these　technique　are　excellent　because

platelet　survival　could　also　be　obtained　by　labelling

platelets　with　51Cr　together　with　99mTc．

　　Key　words：　Platelet　kinetics，　99mTc，　51Cr，

Organ　distribution，　TCK－11
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