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《ノート》

99mTc－millimicrosphered　albuminのコロイド肝シンチ

　　　グラム製剤としての基礎的，臨床的検討
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1．緒　　言

　肝シンチグラムは，最も多用されている核医学

検査の一’つで，その有用性は今更，強調するまで

もない．imaging　agentとしては，以前は198Au－

colloidが使用されていたが，被曝線量が多いこと

や，γ線のエネルギーが412keVと高く鮮鋭な像

が得られないなどの理由で，ほとんど使用されな

くなり，現在は，99mTc－S－colloid，99mTc－Sn－colloid，

99mTc－phytateなどの99mTc標識製剤がn常的に

広く利用されるようになった．

　99mTc－M川imicrosphered　Albumin（以下99mTc－

Milli　MISAと略す）は，ヒト血清アルブミンをほ

ぼ0・5μの微粒子に調整したもので，肺エァロゾ

ルシンチ製剤として使用されている1・2）が，肝シン

チ製剤としても応用可能であることが示唆されて

いる3）．著者らは，99mTc－Milli　MISAの肝シンチ

製剤としての基礎的検討を実施することともに，
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臨床的応用も行ない，99mTc－Milli　MISAの成績

ならびに有用性について，99mTc－phytateによる

成績と比較も含めて報告する．

II．方法および対象

　1．基礎的検討

　1）標識率の検定99mTc－Milli　MISAは，フラ

ンス原子力庁（CIS）の製品を使用した．99mTc標

識法は，キットに指示されている調製法に従った．

すなわち還元剤を含有したMillimicrosphered　hu－

man　serum　albumin（粒子径0．5μ以下）入りの滅

菌バイアルに99mTcO『溶液3～5　m　1を注入し，

十分に振塗したのち約5分間静置した．標識率の

分析は薄層クロマトグラフィにて行ない．展開液

にはアセトンを用いた．展開後の放射能分布は，

γ一spectrometerにて測定した．

　2）動物実験　約259のddy系マウスを1群5

匹ずつ使用し，尾静脈より99mTc－Milli　MISAを

標識後直ちに0．lm1（300μCi）投与し，10分，30

分，60分，180分後に屠殺した．また，標識後3

時間放置した99mTc－Milli　MISAを，同様にマウ

スに投与し，30分，60分，180分後に屠殺した．
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屠殺後，直ちに主要臓器を採取し，各臓器の重量

を測定し，放射能量をウェル型カウンターで計測

し，単位重量あたりの％doseを求めた．

　また，比較的のために99mTc－phytateを用いて

同様の動物実験を行なった．

　2・臨床的応用

　対象は，昭和54年10刀～11Jjに，京大病院核医

学検査部門で，肝シンチグラムを実施した53例

（男35例，女18例）で，年齢は6～82歳，平均61．6

歳であった．

　方法は，99mTc－Milli　MISA　3　mCi（小児には50

μCi／kg　BW）を静注し，約30分後よりSearl　Pho／

Gamma　LFOVシンチカメラに高分解能コリメー

タを装着し，前面，右側面，背面の3方向より，

ポラロイドフィルムにてシンチ像を記録した．

　また，肝機能等に特に異常の認められなかった

6例には，99mTc－Milli　MISA静注直後より，仰臥

位前面像を，64×64matrixのframe　modeで，　l

Fr／30　secの割合で25分間連続的に，　on－1ineで

DEC　GAMMA－11　computer　systemにデータを

収録した．このデータを用いて，心，肺，肝，脾な

どに適当な関心領域（RODを設定し，各臓器の放

射能量を変化を示すdynamic　curveを表示させ，

99mTc－MilliMISAの生体内投与時の集積動態の検

討を行なった．

IH．結　　果

　1．基礎的検討

　1）標識率の検定　調製後10分の試料のアセト

ンによる薄層クロマトゲラフィの結果は，Fig．1－a

に示したように，遊離テクネチウムによるRfLO

付近のピークは，まったく認められず，99mTc－

MilliMISAの標識率は，ほぼ100％であった．

　Fig．1－bは，調製後に生理食塩水で10倍に希釈

し，6時間放置した後の成績を示したもので，原

点付近に大部分の放射能がみられ，残りのごくわ

ずかの放射能がsolvent　frontにかけて，広汎に分

布しているが，遊離テクネチウムに基づくRf　1・0

付近の放射能ピークは認められない．

　2）動物実験　投与10分後の成績では，投与量
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Fig．1　Thin　layer　chromatography　scanning　profiles

　　　at　10　min．（a）and　6　hours（b）after　preparation

　　　of　Tc－99m－MilliMISA
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Fig．2　Sequential　changes　in　radioactivity　distribution

　　　in　mice　after　the　intravenous　injection　of　Tc－

　　　99m－MilliMISA．

の76．1％が肝臓に集積しており，これは99mTc－

phytateによる76．6％に，ほぼ等しかった．脾へ

は3．5％と，99mTc－phytateの2．1％より高い集

積率を示した．

　Fig．2は，マウスの主要臓器における放射能量

の経時的変動を％dose／g　tissueで示したもので，

血中濃度は10分後0．67土0．19（平均士1．OSD），3
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時間後0．75土0．14と，ほとんど変動がみられず，肝

は10分後41．45±2．12が，3時間後には35．11土2．68

と，やや減少を示1した．逆に胃では10分後0．41士

0」5であったものが，3時間後には1．37土0．31と

約3．3倍に増加しており，同様に腸管は約7倍に

も増加を示した．一方，脾は，投与10分後15・12士

4．58，3時間後16．22士6．22と有意な変化を示さな

かった．

　また標識後3時間放置した99mTc－MilliMISA

を投与したマウスの成績は，標識直後に投与した

マウスの結果と，変化は認められなかった．

　2・臨床成績
　99mTc－MilliMISA投与後30分より撮像したシ

ンチグラム像では，肝が鮮明に描出され，back

groundの低い良好な像が得られた．肺，心など

への放射能活性は明瞭にみられず，特に，99mTc－

phytateによる肝シンチグラムで，時に描出され

る腎は，99mTc－MilliMISAを用いた今回の研究で

は，まったく描出されなかった．

　Fig．3は，健常例の主要臓器のdynamic　curve

を示す．dataを収録した6例中2例は，肝に欠損

が認められたり，著明な脾腫などの異常所見がみ

られたので除外し，ほぼ正常と考えられた4例を

解析の対象とした．

　」血中消失率はt112＝1．6土0．5分と速く，投与後
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10分以降は血中放射能活性は，ほぼ安定を示した．

肝への集積は投与後7．5±1．8分で極大値を示した．

　投与後15分でのcellあたりの放射能活性の血

中／肝比は0．09士0．02肺／肝比は0．07±0．02と

低値を示した．腎への明瞭な集積はみられず，ROI

を設定できなかった．

　脾／肝比は0．32土0．13と，症例によりややばら

つきがみられた．

　脾臓の描出は，99mTc－phytateを使用した場合よ

りも，やや明瞭な例が多くみられた．

　Fig．4は，同一症例の99mTc－Phytateおよび

99mTc－MilliMISAによる肝シンチグラムの前面像

を示す．検査間隔は約3か刀で，肝機能はどちら

の検査時も，正常範囲内であったが，明らかに下

段の99mTc－MilliMISAによる肝シンチングラム

の方が，脾臓を明瞭に描出している．

　Fig．5は，肝硬変の症例で，α一Fetoproteinの軽

度上昇がみられた．99mTc－MilliMISAによる肝シ

ンチでは原発性肝癌と診断できるような欠損像は

みられないが，肝はやや変形萎縮しており，著明
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Fig．3　Dynamic　curves　of　Tc－99m－M川iMISA　in　a

　　　healthy　case．

2）

㎏

Fig．4　The　liver　scintigram　of　the　same　case　by　using

　　　Tc－99m－phytate（1）and　Tc－99m－MillMISA（2）

　　　The　spleen（arrow）is　more　clearly　visualized

　　　by　Tc－99m－MilliMISA．
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Fig．5　The　liver　scintigram　of　a　case　with　liver　cirrhosis．
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Fig．6　The　case　with　rectal　cancer．　Multiple　space　occupying　lesions　in　the　liver　are

　　　revealed．

な脾腫がみられ，骨髄への集積も明瞭に描出され

ている．

　Fig．6は結腸癌で，結腸切除術を実施後約1年

の症例の肝シンチグラムで，肝内に多数のspace

occupying　lesionが鮮明に描出されており，肝転

移と診断された．

　Fig．7は，乳癌の症例の肝シンチグラムを示す．

脾臓の内側に，淡い放射能活性が描出されており，

おそらく胃に集積したテクネチウムによるものと

考えられた．同様の部位に放射能活性が認められ

た症例は53例中3例あり，いずれも撮像がやや遅

れ気味の症例であった．

　なお，99mTc－MilliMISAによると考えられる副

懸轍

e

Fig．7　The　Tc－99m－MilliMISA　scintigram　shows

　　　vague　stomach　image（arrow），

作用はまったくみられず，かなり重篤な症例でも
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安全に検査を実施することができた．

IV．考　　察

　99mTc－MilliMISAの標識率は，調整後10倍に希

釈し6時間放置した試料でも，ほぼ100％と非常

に良好な値を示し，安定性の高い製剤であること

が示された．肝への集積率も動物実験で投与量の

76°（，と99mTc－phytateと同程度の高値を示し，血

中放射能活性は低く，肝シンチグラム製剤として

有用であると考えられた．

　臨床応用では，解析の対象例数は少ないが健常

者における結果では，血中消失率はt1／2－1．6±05

分，肝集積の極大は7．5±1．8分と速く，投与後15

分ですでに血中／肝放射能比は0．09土0．02，肺／

肝比は0．07士0．02と低値を示し，back　groundの

低い良好な肝シンチグラムが，比較的早期より撮

像でき始めると考えられた．

　脾は，99mTc－phytateよりも明瞭に描出される

症例が多く，脾の形態，大きさなどの診断をより

容易に行なえた．

　比較の対照として使用した99mTc－phytateは，血

中のCa2＋イオンとキレート化することによりコ

ロイド形成するため，これらの条件が異なると体

内の分布が変化することが知られており4），99mTc－

phytateを使用した場合まれに腎臓が描出される

ことがある．しかし，今回99mTc－Milli　MISAを

使用した53例では，腎の描出は認められなかった．

　しかしながら，53例中3例に胃と推定される部

分が淡く描出された．動物実験でも，胃と腸の％

dose／g　tissueは，投与後3時間では，10分後のお

のおの3．3倍，7．1倍と著明に増加が認められて

いる．1311－Albumin　microaggregateを使用した実

験では，肝へ集積したアルブミン粒子は代謝され，

放射能は半減期約5時間で尿中へ移行すること

が報告されている5）．99mTc－Milli　MISAを使用し

た症例中にみられた淡い胃の描出も，おそらくア

ルブミンが肝内で代謝され，遊離したテクネチウ

ムが，99mTcO4一となって胃へ取り込まれたため

と考えられた．

　従って，投与後できれば約1時間以内に撮影を

995

終了することがのぞましいと考えられた．

　99mTc－Milli　MISA投与に基づく副作用は，まっ

たく認められず，肝シンチグラム製剤として，

99mTc－Milli　MISAは，有用な薬剤であると考えら

れた．

V．結　　論

　99niTc・・Milli　MISAの肝シンチグラム製剤とし

ての基礎的，臨床的検討を実施し，以下のような

結論を得た．

　1）99mTc－Milli　MISAは，非常に高い標識率を

示し，かつ，安定な放射性医薬品である．

　2）マウスにおいては，投与量の76．1％が肝臓

へ集積し，これは99mTc－phytateの成績と，ほぼ

同じである．

　3）健常者では，投与後7．5土1．8分で肝臓への

集積は極大となり，投与後15分で，すでに血中／

肝放射能比は0．09±0．02と低値を示し，比較的早

期より鮮明な肝シンチグラムが得られた．

　4）脾臓の描出は，99mTc－phytateを使用した場

合よりも明瞭な症例が多く，脾臓の大きさ，形態

が容易に診断できた．

　5）腎臓の描出が認められた症例はなかった．

　6）投与後時間の経過した症例では，胃がわず

かに描出された例があり，早期に撮像を終了した

ほうがよいと考えられた．

　7）99mTc－M川i　MISAによると考えられる副作

用はみられなかった．

　キットを提供していただいたミドリ十字に深謝致しま

す．
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