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《原　著》

肝・胆道スキャン用剤の人血清蛋白結合に関する

　　　　　　　　　電気泳動法による検討

伊　藤　和　夫＊

　要旨99mTc標識化合物4種類（99mTc－DM－IDA，99mTc－DE－IDA，　99mTc－PI，99mTc－PB－IDA）と1311標識

化合物2種類（1311－BSP，1311－RB）の正常人血清蛋白に対する結合に関して，電気泳動法による検討を行なっ

た．99mTc標識化合物は，すべて99mTc－HSAよりも陽極側に移動するが，人血清蛋白に対する結合はすべ

て乏しい展開パターンしか示さなかった．その反面，1311－BSPと1311－RBは，人血清蛋白・アルブミンと

ほぼ100％結合した展開パターンを示した．このi311－BSPと1311－RBに対して，非標識BSPと血清ビリ

ルビンの影響について検討した．1311－BSPは非放射性BSPの負荷により非蛋白結合部分の増加が観察され

たが，1311・RBは影響を受けなかった．血清ビリルビン値22　mg／d／の人血清混和後の展開では，1311－BSP

は非蛋白結合部分の増加を認めなかったが，1311－RBはその割合が増加することが観察された．

1．はじめに

　肝・胆道スキャンは，これまで使用されていた

13il－Sulphobromophthalein　（BSP）や　1311－Rose

Bengalに代わって，99mTc標識化合物が使用され

るようになった．この主たる理由は，99mTcの有

する短半減期核種としての物理学的特性に加え，

標識化合物としての薬理学的特性によるもので，

特に胆道系の形態的把握がより容易になった点が

あげられている1，2）．

　しかし，すでに動物実験によって明らかにされ

ていた各種肝，胆道スキャン用剤の生体内動態の

特徴に加え3・4），臨床的使用経験の過程で動物実

験では明らかにされなかった診断上の問題点が報

告されるようになった2・4“6）．

　このような問題点の一っとして，血清ビリルビ

ン上昇に伴う肝実質細胞の放射性医薬品摂取の低

下と腎からのそれら医薬品排泄の増強が上げられ
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る6・7）．肝臓からの薬物の排泄は，その薬物の有

する化学的特性（分子量，極性基，化学構造）に

よって大きく影響を受けることが知られている

が8・9），特に肝臓と腎臓からの薬物排泄は，特に

それら臓器への薬物の転送機序，とりわけ血清蛋

白結合によっても左右されることが報告されてい

る10）．

　今回の検討は，99mTc標識化合物が従来の1311－

BSPや1311－RBに比して，肝実質細胞の放射性医

薬品摂取や腎排泄に血清ビリルビンにより強く影

響を受けるため5・6），このような影響が血清蛋白

に対する放射性医薬品の結合能の相違にあるので

はないかという推測が動機となった．さらに，各

種肝・胆道スキャン用剤の製品上の特徴や化学的

特性の文献的考察を行ない，臨床的な現象を理解

するための一助とすることが目的であった．

　　　　　II．材料ならびに検査方法

　1）放射性医薬品の調製　99mTc一標識化合物は，

99mTc－IDA　derivative　3種類　（99mTc－dimethyl－

IDA；DM－IDA，99mTc－diethyl－IDA；DE－IDA，

99mTc－para－butyl－IDA；PB－IDA）99mTc－pyridoxy－

lidene　isoleucine（PI）の4種類とi3il・BSP，1311－

RBの合計6種類を対象とした．製品はすべて商
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922 核医学　　17巻8号（1980）

Table　l　Characteristics　of　Commercial　Kits　for　Hepatobiliary　Scan

DM－IDA　　DE－IDA　　DE－IDA PB－IDA

Aspects　of

　contents

Volume　added
　　　（m1）

PH，　final

Compounds
contained（mg）

Reductant

　　　（mg）

Labeling

　time（M）
Color　of

　solution

Company

freezedried　　freezedried　　freezedried　　freezedried

2－8

？

10

3－8

　
7

9
．
2

　
4

Snc12－2H20　Snc12－2H20

0．25

1－2M

clear

Frosst

4
M
O
5

　
1
clear

AMAR

1－4 1－4

一P．！

frozen

BSP

1．5＿6

一福1d

5．5（：ヒ0．4）　　　6．0－7．0　　　　　8．2－8．8　　　　　6．0－6．8

　40．2　　　　　40　　　（26－33mg）　lmg／m∫

Sncl2

　？

　5M

clear

Solco

Snc12－2H20　　Snc12

　　2（0．171－0．209）

　10M　　　　40－60M

clear

CIS

yellow clear

　RB
fluid

6．0－8．5

1－2mg／ml

dark　red

Mediphysics　DAINABOT　DAIICHI

品化されているものを使用した．これらスキャン

用剤の製品上の特徴に関して，キット内装の説明

書よりまとめてみた（Table　1）．

　99mTc標識化合物の標識は，9gMo－99mTcジネレ

ー ターより溶出した99mTcO4生理食塩水溶液を

3m1ずつ各バイァル中に注入し，混和して調製し

た．1311－BSPと1311－RBは蒸留水で希釈した．

99mTc標識化合物のコントロールとして99mTc一人

血清アルブミン（HSA，第一ラジオアイソトープ

研究所）と99mTc－Sn－colloid（Tin－C，日本メジフ

ィジクス）を使用した．

　2）人血清と放射性医薬品混和液の調製　上記

調製後の各放射性医薬品溶液（原液）250μ1を人

血清2・mlに混和し，溶槽内で37°C，15分間in－

cubationして原液と人血清の混合液を作製した．

人血清は，同一の正常人血清を用い，使用の都度

室温にて解凍して使用した．

　3）電気泳動法　展開膜は，セルローズ・アセ

テート膜（Schleicher＆SchUll　Co．　CA　250／0）を

用い，buffer溶液は0．05　M　barbital　buffer，　pH　8．6

（和光純薬）を使用した．通電条件は，1cm×0．6

mA，45分間を基準としたが，展開膜上で紫青色

を発するBSPの移動状態により多少通電時間を

調整した．

　4）autoradiogramの作製　電気泳動の各標本

の展開パターンは，展開後のセルローズ・アセテ

ー ト膜を乾燥させ，X一線フィルム上に密着させて

半日ないし1日暗所に静置して作製したauto－

radiogramより判定した．

　5）microphotometry　各放射性医薬品の半定量

的解析のために，autoradiogramの黒化度パター

ンをmicrophotometer（Union　Optical　Co．　Ltd，

Model－MPM　No．105）を用いスリット幅100×

100μmにてスキャンした．

m．結　　果

　1．各放射性医薬品の電気泳動展開パターン

　各放射性医薬品の人血清蛋白混和前ならびに混

和後の電気泳動展開パターンのautoradiogramを

Fig．1に示した．コントロールとして99mTc－

pertechnetate　（Tc）　99mTc－Sn－colloid　（Tin－C），

99mTc－HSA（HSA）も同時に展開したが，　Tcと

Tin－Cは原点から移動しなかった．しかし，肝・

胆道スキャン用剤は，99mTc－dimethy1－IDA（DM－

IDA），99mTc－diethy1－IDA（DE－IDA），99mTc－pyrid－

oxylideneisoleucine　（PI），99mTc－para－butyl－IDA

（PB－IDA），1311－BSPと1311－RBはすべてHSAと

同様に陽極側に移動した．各放射性医薬品の移動

距離を，同一条件下にて展開したHSAの原点か

らの移動距離に対する相対的な割合として求めた

（Table　2）．同一時間内にて最も陽極側に移動する

のはBSPで，ついでDM－IDA，　PB－IDA，　DE－

IDA，　PIであった．　RBはわずかに陽極側に移動

するのみで，唯一HSAよりも移動距離が短かっ
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SERUM（一）
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　↓　　　　↓
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　↓　　　　　↓　　　　　与
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　↓　　　　易　　　，8　　↓
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　Fig．1　Autoradiograms　of　hepatobiliary　agents　following　electrophoresis　before（upper）

　　　　and　after（10wer）incubation　with　human　serum　protein．

　　　　Abbreviation；
　　　　Tc；9・　9mTc－pertechnetate，　TIN－C；99mTc－Sn－colloid，　HSA；99mTc－human　serum

　　　　albumin，　DM－IDA；99「nTc－dimethyl－IDA，　PI；99mTc－pyridoxylidene　isoleucine，

　　　　DE－IDA；　99mTc－diethyl－IDA，　PB－IDA；　99mTc－parabuty1－IDA，　BSP；　1311－

　　　　sulphobromophtha｜ein，　RB；1311－Rose　Benga1．

た．

　これら放射性医薬品の人血清混和後の電気泳動

パターンはFig．1下段に示したが，　BSPとRB

はいずれもHSAと一致する移動を示した．一方

99・nTc標識化合物は，わずかにHSAに一致して

移動する部分が認められたが，大部分は人血清混

和前の展開パターンと大差を認めなかった（Fig．

1，Table　2）．

　2．血清蛋白結合に対する血清ビリルビンなら

　　　びにBSPの影響

　99mTc標識化合物は，十分な人血清蛋白に対す

る一致した移動を示さなかったために特に，BSP

とRBの人血清蛋白結合に対する薬物負荷の影響

について検討した．実験条件ならびにこれらの結

果はTable　3，　Fig．　2に示した．1311－BSPは非放射

性BSPの添加により，蛋白と結合しない割合が

増強したが，1311－RBはBSPにより影響をうけな

かった．しかし，患者血清を使用した血清ビリル

ビン（22mg／d／）の影響に関する検討では，1311－

BSPは影響をうけないが1311－RBは影響をうけ，

血清蛋白特にアルブミン帯に一致する放射活性が

低下した．
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Table　2　Characteristics　of　Each　Hepatobiliary　Agents　in　Chemical　Properties　and　Protein　binding

DM－IDA

Molecular　Weight

Polarity

Molecular　structure

　　REMI＊＊
　AMnity　to　HSA＊＊＊

DE－IDA

　322

PB－IDA

　322

PI

377＊

BSP

　294

　　　　　　　　qUaternary　ammOnlUm
　　　　　　　　　　（carboxylic）

（Relation　between　polar　and　non－polar　group）

1．80－1．89　　　　　1．33　　　　　　1．67－1．83　　　　1．10－1．22

　poor　　　　　　Poor　　　　　　　　poor　　　　　poor

949＊

sulfonic

1．88－1．91

excellent

RB
901＊

carboxylic

　0．05

excellent

　＊：include　of　an　atomic　weight　of　radionuclide

＊＊：Relative　Electropholetic　Migration　lndex

　　　＿　Distance　of　migration　of　each　radioagents　on　electropholesis

　　　　　　　Distance　of　migration　of　99mTc－HSA　on　electrophosesis

＊＊＊：Human　serum　albumin

Table　3　Experimental　Model　in　Affection　of　Non－radioactive　BSP　and　Serum　Bilirubin

　　　　　　　to　an　Athnity　of　1311－BSP　and　1311－RB　to　Human　Serum　Albumin

STUDY　1
No． 1

　　1．5ml

　　O．1m∫

　　0

　　0．067

＜99％

＜0．067mg

2

HS＊1

1311－BSP＊2

BSP
BSP（mg）／HS（ml）

free　BSP（％）＊3

estimated　binding　BSP

15m1
0．lmt

2，5mg
L73
8．2％

1．59mg

　3

1．5m1

0．lm／

5．Omg
3．4

8．7％

4 5

3．10mg

＊1：human　serum，　total　protein－7．1　g／d1，　alb．66．5％

＊2：specific　activity　O．203　ietci／mg／mt

＊3：peak　hight　of　BSP／（peak　hight　of　BSP十peak　hight　of　HSA　band）×100

1．5ml

O．1ml

10．Omg
6．73

11．3％

5．97mg

1．5m1

0．1ml

25．Omg
l6．7

37．5％

10．4mg

STUDY　2
　　　　No．

HS＊1

1311－RB＊4

BSP
BSP（mg）IHS（m’）

0

　

恨0
0
0
0

　　　1

　1．5m1

　0．04m／

　0
0（40－80μg）＊

2

1．5mt

O．04　ml

2，5

1．67mg

　3

1．5m’

0．04m1
5．0

3．33mg

4

1．5mt

O．04ml
10．0

6．67mg

　　5

1．5ml

O．04mt

25．Omg

16．67mg

＊4：speci丘c　activity　lmci／l－2　mg／m1

STUDY　3
No． 1 2

HS＊5

1311－BSP

1311－RB

1．5m∫

0．1

0

1．5ml

O

O．04

＊5：serum　bilirubin　level　22　mg／d／

IV．考 察

薬物の胆汁内排泄は，分子量，化学構造，イオ

ン基の生化学的特性の面から詳細に研究されてい

る12・13），肝・胆道スキャンに使用される放射性医

薬品も生体内においては，当然一般的な薬物とし

ての代謝を受ける以上，この化学的な特質を満足

するものでなければならないと考えるのが妥当で
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Fig．2　Autoradiographic　and　photometric　analysis　of　1311－BSP　and　l311－RB　following

　　　exper㎞ental　procesure　in　Tab．・3．

　　　AR；Autoradiograms，　MR；Microphotometric　scan．

　　　Small　arrow（↓）in　MR　and　AR　in　BSP（upper　column）；BSP　migration　band

　　　Highest　peak　in　RB　except　No．0（middle　column）；HSA　migration　band

（㊤MP

あろう．この点からTable　2に今回検討した肝・

胆道スキャン用剤の化学的特徴に関してまとめて

みた3・11・12）．99mTc標識化合物のキレート構造に

関してはLobergら13）の報告を参考にしたが，か

ならずしも定説化されたものではなく，従って第

4級アミン基の化学構造も一つの仮定にすぎない．

　薬物の血清蛋白に対する結合は，腎からの排泄

と関連して肝実質細胞への薬物転送に関与する重

要な要因と考えられている10）．今回の検討の動機

ならびに目的も，主として，肝・胆道スキャン用

剤の蛋白結合が，限定された条件下でいかなる状

態を示すのかを明らかにすることであった．

Table　2の結果より明かなように，99mTc標識化

合物と1311一化合物との間では明瞭な人血清蛋白，

とりわけアルブミンに対する結合に相違がみられ

た．しかし，個々の99mTc標識化合物間の相違は

示されず，動物実験における尿中排泄率の相違3）

を電気泳動法による人血清蛋白の結合能の相違と

して示すことはできなかった．ただしこのような

99mTc一標識化合物の血清蛋白結合の乏しさは，

99mTc－PyGがIN　VIVOで17～26％，　IN　VITRO

で11．5土0．7％の蛋白結合しか示さなかったとの
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Jansholtら14）の結果に一致するものであった．

　このような肝・胆道スキャンに使用される

99mTc標識化合物と1311標識化合物の人血清蛋白

結合の相違は，一一i体いかなる要因に基づくもので

あろうか．

　1311－BSPと1311－RBの薬物負荷の結果では，

1311－BSPは非放射性BSPの混和により人血清蛋

白アルブミンと結合しない非結合放射性BSP量

の増加が認められた．しかし，血清ビリルビン

22mg／dlを含む人血清との混和後の展開ではアル

ブミン結合に影響がみられなかった．一方1311－

RBは非放射性BSPの負荷によるアルブミン結

合に影響は認められなかったが，血清ビリルビン

負荷による非結合1311－RB量の増加が観察された．

このような現象は，血清ビリルビンが人血清蛋白

アルブミンとの結合に対しモル比で2：1の飽和結

合量が存在するとの報告15）と非常に類似してい

る．1311－BSPはスルフォン基を有する非放射性

BSPにより影響を受け，1311－RBは同一カルボキ

シル基を有するビリルビンにより影響を受け，一

定量以上はアルブミンとの結合を示さなくなり，

いわゆる非結合成分（unbound　compornent）の増

加を認めるようになる．そして，このような現象

は99111Tc標識化合物にても当然存在しうる現象で

あることが推測される．今回の実験モデルでは，

99mTc標識化合物の薬物負荷の動態を検討するま

でには至らなかった．これは血清蛋白に対して乏

しい結合しか示されなかった点と，autoradiogram

を作製するのに十分な99mTc放射活性量に制限が

あり99mTc標識化合物を十分生体モデルに近づけ

た血清アルブミン量まで稀釈できなかった要因に

よるものであった．ちなみに，今回使用された単

位アルブミン量に対する99mTc標識化合物量を全

人血清中のアルブミン量に換算すると約80バイア

ルの物質量に匹敵するものであった．

　autoradiogramのマイクロフオトメーターによ

る黒化度スキャンも，フィルムの黒化度曲線の直

線部分が一部にしかないため，化学的定量性をス

キャン曲線に付与することができず，半定量的な

評価しかできなかった．

　従って，今回の検討の動機であり目的でもあっ

た肝・胆道スキャン用剤，とりわけ99mTc標識化

合物の人血清蛋白結合に関して十分納得のいける

結果が得られたとは残念ながら言いがたい．川口

ら12）は，99mTc－PIの経時的人血清蛋白結合の変

化を報告しているが，生体モデルによる系統的な

検討の必要性を痛感している．

V．結　　語

　各種肝・胆道スキャン用剤の人血清蛋白結合に

関して電気泳動法を用い検討した．

　1）放射性医薬品は，99mTc－DM－IDA，99mTc－

DE－IDA，99mTc－PI，99mTc－PB－IDA，1211－BSPと

1311－RB　の6種類で，　Contro1として99mTc－

Pertechnetate，99mTc－HSA，99mTc－Su－Colloidの電

気泳動パターンに関して検討した．

　2）セルローズ・アセテート膜の電気泳動では，

肝・胆道スキャン用剤はすべて陽極側に移動し，

1311－BSPが最も陽極側に移動し，次で99mTc－DM－

IDA，99mTc－PB－IDA，99mTc－DE－IDA，99mTc－Pl，

1311－RBの順であった．

　3）人血清蛋白に対する結合では1311－BSPと

1311－RBはほぼ100％がアルブミンと結合し，

99mTc標識化合物は乏しい結合しか示さなかった．

　4）99mTc標識化合物の人血清蛋白の結合に相

違を見い出すことはできなかった．

　5）1311－BSPはBSPの負荷により遊離の1311－

BSP量が合加し，1311－RBはBSPにより影響を受

けなかった．

　6）血清ビリルビンは1311－BSPの血清アルブミ

ンの結合に影響を与えなかったが，1311－RBに対

しては，非蛋白結合部を増加させる影響を与えた．

　本論文を終えるにあたり，電気泳動法の技術的ご指導

を賜わりました北海道大学附属病院中央検査部生化学部

門の諸先生に心より感謝致します．また，本研究の主旨

をご理解いただきご援助を賜リました日本メジ・フィジ

ックス社に御礼申し上げます．

　なお，本論文の要旨は，第19回日本核医学会総会（東

京，1979年11月）において発表した．
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Summary

Electrophoretic　Studies　on　Serum　Protein　Binding　of　Radiopharmaceuticals

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　for　Hepatobiliary　Scan

Kazuo　ITOH

1）epart〃le〃10f　Radiol（）gy，　Hokkaido　UniyersitγHOS」ワital，κ’ta一ん〃，1（1’ta－15，　Nishi－7，　Sapporo，060

　　Protein　binding　analyses　of　verious　radio－

compounds　for　hepatobiliary　scintigraphy　were

perf（）rmed　on　electrophoresis　using　a　cellulose

acetate　menbrane　in　O．05　M，　pH　8．5　barbital　buffer

solution．　The　menbranes　obtained　were　exposed

tightly　to　X－ray　film　for　making　antoradiograms

which　were　followed　by　a　Microphotometry　for

semi－quantitative　analysis．　All　of　four　99mTc－

labeled　hepatobiliary　agents，99mTc－DM－IDA，

99mTC－DE－IDA，99mTc－PI　and　99mTc－PB－IDA，

migrated　to　an　anode，　at　the　further　distance　than

that　of　99mTc－HSA　employed　as　a　contro1．　These

radioagents　showed　poor　a缶nity　to　the　albumin

in　the　serum　proteins．　The　other　hand，1311－

1abeled　agents，1311－BSP　and　1311－RB，　represented　a

very　good　binding　to　the　human　serum　albumin．

In　further　analysis，　very　interesting　phenomena

were　shown　in　protein　binding　of　1311－BSP　and

1311－RB．　There　was　a　increase　of　unbound　com－

pornent　of　1311－BSP　noted　after　adding　of　non－

1’adioactive　BSP　to　the　human　serum　mixture　with

it．　However，1311－RB　was　not　affected　in　it’s　protein

aMnity　by　adding　of　non－radioactive　BSP．　The

other　hand，　hyperbilirubinemia（22　mg／dl）affected

aprotein　aMnity　of　1311－RB　to　serum　albumin　but

gave　no　significant　affection　to　that　of　1311－BSP．

These　results　suggest　that　radioagents　for　hepa－

tobiliary　scan　are　not　only　qualitative　but　also

quantitative，　specific　and　competitive　in　protein

binding　to　a　human　serum　albumin．

　　Key　words：　Hepatobiliary　radio－agents，　Pro－

tein　binding，　Electrophoresis，　Hepatobiliary　scan
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