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1．はじめに

　肝イメージングは，現在，広く普及し，核医学

検査の中でも最も多い検査の一つとなっている．

肝イメージング製剤としては，Tc－99m標識Sn－

colloid，　Sulfur－colloid，　phytateが代表的であり，

時にAu－198－colloidが利用されている現況にある．

　Tc－99m－HSA　Millimicrospheres（HSA－MM）を

用いた網内系組識のイメージングは，1970年

Zolleら”により，すでに報告されいるが，一般

的に広く普及するまでにいたらなかった．

　肝イメージング製剤は，肝kupffer細胞の貧食

作用を利用する方法であるため，網内系細胞に取

り込まれてから，生体内で代謝される製剤である

ことが望ましいと思われる，そこでわれわれは人

体成分であるHSA－MMに着目し，その肝イメー

ジング製剤としての再評価を目的として，基礎的

検討および臨床応用を試みたので，その成績にっ

き報告する．
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II．方法および対象

　検討に供したHSA－MMは，　CIS－Sorin製で，

ダイナテック（ダイナボットRI研究所製）から溶

出したTc－99m　pertechnetate溶液7m1（40　mCi）

を添加し，室温にてローテーターを用い4～5分

間静かに混和した後検討に供した．

　なお，他製剤との比較を目的としてTc－99m－Sn－

colloid　（日本メジフィジックス製）と　Tc－99m－

phytate（第一ラジオアイソトープ研究所製｝にっ

いても合せ検討した．

　1．基礎的検討

　1）標識製剤の純度に関する検討　Tc－99m－

HSA－MM標識純度をペーパークロマトグラフィ

ー法にて，標識後10分，60分および180分の試料

につき検討した．方法は，Whatman　3　MM濾紙

（2．0×30cm）を用い，75　v／v°i、メタノールを展開

液とする上昇法で20cm展開後，直に乾燥させ濾

紙上の総放射能量を100％としたとき，原点付近

に存在する放射能量の割合を求めた．

　2）血中クリアランスの検討Tc－99m－HSA－

MM，3mCiを，健常volunteer　2名（A，　B）に

bolus　injectionし，1，2，3，5，8，10，20および30

　Key　words：Tc－99m，　HSA　millimicrosphers，1iver

imaging．
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分後におのおの採血し，血液試料中の放射能を測

定し，血中クリアランスを求めた．

　3）肝および脾への摂取動態に関する検討Tc－

99m－HSA－MM，3mCiを，健常volunteer　2名（A，

B）にbolus　injectionし，日立カメラガンマービ

ューと日立核医学情報処理装置EDR－4200を用い

on－line　systemにて64×64　frame　modeで10秒サ

ンプリングを行ない，180frameまでのデータを

連続的に収録した．このデータを基にROIを設

定し，肝および脾でのtime　activity　curveを検討

した．また，他製剤との比較をn的として，2週

間間隔でTc－99m－Sn－colloidおよびTc－99m－

phytateについても同様条件下で検討比較した．

　4）肝および脾からの消失動態に関する検討

　健i常volunteer　2名（A，　B）に，　Tc－99m－HSA’

MM，3mCi投与後30分以降，12時間まで60分お

きに肝および脾におけるradioactivityを測定し，

Tc－99mの物理的半減期を補正した数値を基に，

Tc－99m－HSA－MMの肝および脾からの消失動態

を検討した．また，他製剤との比較を日的として

2週間間隔でTc－99m－Sn－ColloidおよびTc－99m－

phytateについても同様条件下で検討比較した．

　5）肝および脾イメージングの検討健常
volunteer　2名（A，　B）に，Tc－99m－HSA－MM　3　mCi

投与後30分の肝および脾イメージを描出させ検討

した．また，他製剤との比較を目的として2週間

間隔でTc－99m－Sn－colloidおよびTc－99m－phytate

についても同様条件下で検討比較した．

　2．臨床的検討

　昭和54年5刀から6月までの間に，兵庫医科大

学病院RIセンター診療部に肝シンチグラフィー

の依頼のあった症例のうち，任意に選ばれた72
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Fig．1　Comparison　of　time　curves　for　Ut／Umax　ratio　between　Tc－99m　labeled　Sn－colloid，

　　　phytate　and　HSA・MM　in　two　nQrmal　volunteers（A　and　B）；S：Spleen，　L：Liver，
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例に対し，Tc－99m－HSA－MM　3　mCiを用い実際

の臨床応用を検討した．これら症例の内訳は

Table　1で示したごとくであった．

III．成　　績

　L　基礎的検討

　1）標識製剤の純度に関する検討　Tc－99m－

HSA－MMの純度試験の成績は，標識後10分で

99・0°、、，60分で98．5％，180分で98．4％との成績

が得られ，いずれも95％以上であることが確かめ

られた．

　2）血中クリアランスの検討　健常volunteer　2

名におけるTc－99m－HSA－MMの血中クリアラン

スをTl／2でみると，2．8分と3．2分との結果が得

られた．これを同一volunteerでの他の製剤との

953

比較でみると，Tc－99m－Sn－colloidが，4．5分と5・2

分，またTc－99m－phytateは，5．0分と6．0分との成

績であった．

　3）肝および脾への摂取動態に関する検討Tc－

99m－HSA－MM投与後の健常volunteer　2名にお

ける肝および脾でのtime　activity　curveを，極大

値に対する割合，すなわちUt／Um。。％として算

出し，Fig．1で示した．　Fig．でも明らかなごとく

Tc－99m－HSA－MMの摂取が極大となるのは，肝

では11分と13分30秒，脾では13分と17分30秒であ

った．これをTc－99m－Sn－colloidでみると，肝で

は13分と13分30秒，脾では17分30秒と13分40秒，

また，Tc－99m－phytateでみると肝では12分30秒と

ll分，脾では10分30秒と12分30秒との成績であっ

た．
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Fig．2　Comparison　of　time　curves　for　Ut／U30　ratio　between　Tc・99m　labeled　Sn－colloid
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　4）肝および脾からの消失動態に関する検討

健常volunteer　2名にTc－99m－HSA－MM投」∫’後

12時間まで，1時間おきに肝および脾における

radioactivityを測定し，　Tc－99mの物理的’卜減期

を補lllした後，　Tc－99m－HSA－MM投1元・後30分の

値に対する各時間におけるカウントの割合，すな

わちUt／U：30‘，1、、を求めFig．2で示した．　Fig．でも

明らかなごとく，Tc－99m－HSA－MMは肝および

脾で投与後経時的に減少を示し，12時間後には肝

では65°、，と63°。，脾では76〔｝。と78°。となることが

確かめられた．これを他の製剤と比較すると，

Tc－99m－Sn－colloidでは肝および脾で減少が認め

られず，12時間後では肝では111∵。と100°。，脾で

は109｛’、，と116°。，Tc－99m－phytateでは，肝およ

び脾でゆるやかな減少を示し，12時間後では肝で

92”、，と88％％，脾で88°、、と84”、，となることが確か

められた．

　5）肝および脾イメージの検討　健常volunteer

にTc－99m－HSA－MM　3　mCi投り・後30分のイメー

ジをFig．3で示した．　Fig．でも川らかなごとく，

明瞭な川：および脾イメージが得られることが確か

められた．これをTc－99m－Sn－colloidおよびTc－

99m－phatetaのイメージと比較すると，特に明瞭

な脾のイメージが得られることが確かめられた．

なお，各製剤投与後30分におけるposterlor　vlew

での脾（S）／肝（L）比を求めたところ，Tc－99m－

HSA－MMでは1．80と1．30，　Tc－99m－Sn－colloidで

は1．35と0．81，Tc－99m－phytateではO．34とO．24と

の成績が得られた．

　2．臨床的検討

Anterior　View　　　　　　　　　　　　　Posterior　View　　　　　　　　　　　　　R－Lateral　View

Fig．3　Comparison　of　liver　images　obtained　with　Tc－99m　labeled　sn－colloid（D，　Phytate

　　　（2）and　HSA－MM（3）in　a　normal　volunteer（B）．
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旧：でt一ジーゾ1製剤 ⊂Ll）Tc－99m－HSA　millimicrospheresし∩i，EJIIと、1・V・　fllli

　実際u）臨1；床［，i：用を72f列の症例に〉）いて検討し，

診断上有用オ剖葛態情報を得ることがli∫能であ・，た

（Table　D．　／猴1こ，　ll卑）’）hlllli；こ一3一ぐオ／一こ（・るとし、う

Table　l　Summary　of　thc　patients　used　fot・clinical

　　　evaluatioll　ofTc－99m－HSA－MM．
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特徴をイゴすることが確かめられた．ところが，72

例中2例の症｛ケllにおいて胃と推測される肝外腹部

一の集積が認められたため，1週川後にさらに

Tc－99m－phytateを用い再検したところ，肝外腹

部一の集積は認められなか．，た（Fig．4）．

Clhlical　diagn（、sis　beft、re目ver　illlagh19

Chronic　hcpatitis

Liver　cirrhosis

Cancer　of　the　othCr　organs

Hepatomcgaly、、ithout　li、er　d＞’sfunctioii

Banti「s　syncir（）mc

　T〈）tal

No．　of
匹、atiellts

　24

　20
　21

　　4

　　3

　72

Diagnos　is　o「thc　liver　imaging

Livcr　cirrh（、sis

Liver　cirrhosis、、ith　hcpat（）nla

Metastatic　li、er　cal・cill（）ma

HePatoniegal＞

Splel10nlegaly

HepatosplenOmcgtlly

Withill　mrmal　livcr　image

　TL）tal

No．　of

patients

　20
　　8

　　5

　　3

　　3

　21

　12

　72

IV．考 察

　現在，Il　l：イメージングに応用されている放射｛“ll

医薬lllll｜としては，　Tc－99m標識製剤としてSn－

colloid，　phytate，　sulfur－colloidが代表的であり，ま

た・部Au－198－colloidが利用されている．ヒトアル

フ“ ミンを用いる方法は，Benacerraf　C・L’）による1－131

で標識した熱変†Jkアルブミンの応用が最初であっ

た．その後，Zolleら1）多くの研究者によりHSA

mi川microspheresを用いたノノ法に関する成績が報

告された3⇒6）．しかし，HSA－MMはその後一般

的普及をみるにいたらず，ilに肺吸人シンチゲラ

フィーの分野で活用されてきた．近年，放射性医

薬品製造技術の進歩に伴い，粒子径が比較的均・

な，しかも静注ll∫能なHSA－MMが人f・　’i　i∫能とな

，た．これを契機に，HSA－MMを網内系組織の

●
’

痔 々

2 2 2

●
’

、

噂

　　　　　　　　　　3　　　　　　　　　　　　3

　　　Anterior　View　　　　　　　　　Posterior　View　　　　　　　　　R－Lateral　View

Fig．4　Liver　images　of　a　patient（C）obtained　with　Tc－99m　labeled　phytate（2）and　HSA－

　　　　MM（3）．　There　was　obvious　concentration　of　radk）activity　in　rhe　extrahepatic

　　　　region　with　HSA－MM（C’3）．

’

、
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イメージング製剤としての再評価の動きもみられ

るようになった7・8）．われわれは，最近，肝イメー

ジングが同一症例の経過をみる目的でくり返し検

査する症例が段々多くなる傾向にあることから，

肝イメージング製剤としても，体内で代謝される

ことが期待できる製剤であることが望ましいと考

え，人体成分であるHSA－MMに着目し，今回の

臨床応用に関する基礎的検討と，72例の症例にお

ける実際の応用を検討した．HSA－MMの肝およ

び脾への摂取は，Sn－colloidやphytateと同様に，

比較的早い時期に良好な摂取が認められ，得られ

たイメージも良好で，特に脾の描出は他の製剤に

比べても良好であった．このことは，3製剤の脾／

肝比の成績でも裏付けられた．特に注目されるの

は肝および脾からの消失動態で，Sn－colloidが12

時間までの追跡でほとんど変化を示さなかったの

は対し，phytateではゆるやかな，　HSA－MMでは

さらに有意に強い肝および脾からのradioactivity

の減少が確かめられた．これは，肝および脾の網

内系細胞にHSA－MMが食食された後，比較的す

みやかに代謝されることを示唆した成績であり，

日常臨床検査で頻回にわたり用いるには最も望ま

しい製剤であると思われる．引き続き施行した72

例の患者における臨床応用の成績でも十分満足で

きる結果が得られた．ところが72例中2例の患者

で，胃部と推測される肝外復部への集積像が認め

られた．2例のうち1例は痕跡程度の集積であり，

画像診断上特に問題となるほどなはなかったが，

残る1例ではFig．4で示したごとく明瞭な強い集

積が認められた．その原因として，（1）HSA－MM

の標識率が悪かったため，freeのTc－99mが胃粘

膜に取り込まれた，（2）HSA－MMの粒子が不均

一で微小の粒子が胃粘膜に取り込まれた，（3）網

内系細胞内に取り込まれたHSA－MMが代謝され，

freeとなったTc－99mが胃粘膜に取り込まれた，

などが考えられる．

　（1）については，標識率が99．0％と良好であっ

たこと，同じbatchを用い検査した他の患者では

認められなかったことから否定し得る．（2）につ

いては，われわれが用いたHSA－MMの粒子径が

90％以上が0．5μと比軸的均一・であることが知ら

れており，事実われわれが独自にSephadex　GlO

を用い検討した成績でもそのことが裏付けられた。

さらに，同じbatchを用い検査した他の患者にお

いては異常集積が認められなかったことからも否

定できる．（3）については最も可能性が強いと考

えられる．つまり，われわれの成績では，投与さ

れたHSA－MMは生体内で比較的すみやかに代謝

されることが裏付けられたが，Fig．2でも明らか

なごとく，投与後2時間でのUt／U30（°。）は899。～

879・・，，となり，Tc－99mの半減期を考慮するとき，

freeのTc－99mが生体内で生じることがうかがえ

る．このfreeのTc－99mが胃粘膜に摂取されるこ

とは十分考えられ，事実われわれの症例で最も強

い肝外腹部への集積の認められた症例（Fig．4）は，

脳血栓症の患者で肝機能異常を伴う症例であった

が，強い腰痛のため，予定時間内に検査を施行で

きず，結局投与2時間後に検査を終えた症例であ

った．一方Kitaniら9）は，Tc－99m－albumin　micro－

aggregatesが胆管へ排泄されることを指摘してい

る．われわれの症例では，経時的な観察でも胆道

系のイメージが得られなかったことや，小腸への

集積が認められなかったことから，胆管への排泄

による可能性は否定的であった．いずれにせよ今

回の検討からは72例中わずか2例であり，画像診

断上特に問題となる障害とはいい難いとの結論で

あった．むしろ他の製剤と比べ，生体内で代謝さ

れることが示唆され，日常臨床検査に応用するに

は最も望ましい製剤と考えられた．さらに脾への

取り込みが良好であるので，肝および脾の病態情

報を得るのに適しており，今後広く利用されるも

のと考える．

　今回の検討にあたり，HSA－millimicrospheresの提供

をいただいた株式会社ミドリ十字に謝意を表します．

　なお，本論文の要旨の一部は第19回日本核医学会総会

（1979，東京）で発表した．
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