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《ノート》

99mTc－hydroxymethylene　diphosphonateの骨集積性に関する

　　　　　　　　　　　　　基礎的，臨床的検討

一　99mTc－MDPとの比較を中心に一
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L　緒　　言

　骨疾患の核医学診断は，1971年Subramanian

ら1）によって99mTc－polyphosphateが導入されて

以来飛躍的に向上し，その臨床的価値が高く評価

されている．

　Polyphosphate以後，よリ高い骨集積をもち，

血中消失率がより速く軟部組織バックグラウンド

の低いbone　scanning　agentを目ざして，多くの

99mTc一リン酸化合物が開発されてきた2－’4）．著者

らもすでに99mTc－pyrophosphate，－diphosphonate，

－monofluorophosphate，－methylene　diphosphonate

（MDP）の骨集積性を基礎的，臨床的に比較検討

し，その有用性を報告してきた5・6）．

　1979年BevanとTofeらは7）99mTc－hydroxy－
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methylene　diphosphonate（HMDP）が従来の99mTc一

リン酸化合物よりすぐれたbone　scanning　agent

であることを報告し，その後直ちに，HMDPの

有用性が検討されてきた8～13）．著者らもHMDP

の骨集積性をMDPとの比較を中心に基礎的，臨

床的に検討したので報告する．

II．材料および方法

　1）HMDPおよびMDPの調製
　HMDPは既調製注射液として日本メジフィジ

ックスで製造したものを使用した．すなわち，

HMDP－2Na塩を塩化第一スズとともに窒素置換

した注射用蒸溜水に溶解した後7％（W／V）Na－

HCO3でpHを4．5－5にし，これをアンプルに充

填して保存溶液とした．この保存溶液1m1に

99MTcO4一生理食塩水液1m1を加え標識した．標

識調製後の各成分の濃度は，HMDPが0．3　mM，

塩化第一スズが0．18mMであり，安定化剤とし

　Key　words：99mTc－HMDP，　Bone　scintigraphy　99皿Tc－

MDP
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て加えたL一アスコルビン酸の濃度は0」mMあ

るいは0．5mMを用いた．

　MDPはCIS製のTCK－14を使用し，指示に従

って標識調製した．

　2）標識率および標識の安定性の検討

　標識率の測定はワットマンろ紙No．1および東

洋ろ紙No．51を用いたペーパークロマトグラフ

ィで行った．展開溶媒は85％MeOHを用い上昇

法で展開した．

　HMDPは既調製注射液であり調製から使用ま

で長時間経過することから，安定化剤の量，標識時

の99mTcO4一の放射能濃度，輸送を考慮した振動

などの条件と標識の安定性を検討した．振動は標

識調製後のHMDPを振盟器に乗せ，振幅20mm，

90ストロークス／分で12時間，室温で振漫するこ

とにより加えた．また，HMDPの動物実験およ

び臨床的使用時すなわち調製後9～12時間におけ

る標識率を，MDPの調製後0．5と18時間におけ

る標識率と比較した．

　3）動物実験

　体重170～1909のS．D．系雌ラットを用い，

HMDP投与後2時間における胃への集積を測定

し，HMDP中のfreeの99mTcO4一の存在および

その影響を検討した．

　また，体重2．6～3．4kgの白色健康家兎を用い，

HMDP，　MDPの血中消失率，組織内分布，骨集

積，尿中排泄，シンチグラフィおよび関心領域

（RODの設定による骨，軟部組織の放射能測定を

行った．血中消失率の測定は，両標識物を3日間

隔で同一家兎5羽に投与し投与後3時間まで検討

した．すなわち，耳静脈より注射後，経時的に対

側の耳静脈より採血し単位重量あたりの放射能を

測定した．さらに，家兎の血液重量を体重の5％

と仮定して投与量に対する血中残存率をもとめた．

両標識物の組織内分布，骨集積および尿中排泄の

測定は投与後1時間で比較した．骨集積は大腿骨，

脛骨の一部をウェル型シンチレーションカウンタ

で測定したほか，右側下肢骨全体の放射能をgeo－

metry・independent（G－1）counter4）で測定し骨重

量を体重の109。と仮定して全身骨への集積をも

とめた．尿中排泄の測定もG－lcounterを使用し

た．シンチグラフィは同一家兎に両標識物を隔日

に投与し，シンチレーションカメラによリ投与後

10分から2時間まで経時的に同一撮像条件で行な

った．また，同時にcolor　videodisplay　processor

system（CDP－1，エルシント社製）に記録したイメ

ー ジ上の脊椎（1，2腰椎）および傍脊椎軟部にROI

を設定して計数率を求め，脊椎対傍軟部組織バッ

クグラウンド放射能比をHMDP，　MDPにっいて

算出した．

　4）臨床的評価

　骨転移およびその疑い，良性骨疾患30例につい

てHMDPを15～25　mCi投与し1～3時間後に

シンチグラフィを行った．一部の症例（7例）に

ついてはMDPとの比較検討を試みた．すなわち，

4～7日を隔てて両標識物を同量の放射能を投与

し，投与後10分における血液内放射能に対する投

与後1，2時間における血液内放射能比を求めた．

また，家兎の場合と同様に撮像条件を同一にした

投与後1および2時間のシンチグラフィから病的

骨対傍軟部組織バックグラウンド放射能比，病的

骨対正常骨放射能比（脊椎では病的骨の直上また

は直下の正常骨，また肋骨，骨盤では対側）およ

び正常骨（L3またはL4）対傍軟部組織バックグラ

ウンド放射能比を求めた．

IIL　結　　果

　1）標識率および標識の安定性

　Fig．1にHMDPの標識時の99mTcの放射能量

と標識調製したHMDPを振還機で約12時間振還

した後ペーパークロマトグラフィーで求めたfree

99mTcO4一の存在率との関係を示した．また同時

に，振還した後のHMDPをラットに投与し，2

時間後における胃への放射能の集積率を示した．

この実験で用いたL一アスコルビン酸の量は0．1

mMである．振撮後に生ずるfree　99mTcO4一の量

はHMDPの標識時の99mTc放射能量に依存し，

標識時80　mCi以上の99mTcを用いた場合，放射

能量に比例してfree　g9mTcO4一が生成された．こ

こでは示さなかったが，振掘を加えない場合は，
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　　　　　　　　　　　IZ　　　　　　　　　254

　　　　　　　　　99MTc。t　l。belti・g・（　mCi　）

Fig．1　1ncrease　of　99mTcOi　in　99mTc－HMDP　after　12hrs　shaking．

標識時250mCiの99mTcを用いても標識後30時

間まで99mTcO4一の生成は認められなかった．　free

99mTcO4『の生成はラット組織内分布における胃

への放射能集積としても確認され，free　99mTcO4一

の増加とともに胃への放射能集積も大になった．

・kた，生成されたfree　99MTcO4一のうち約30％が

胃に集積した．

　振盤により99mTcの酸化が促進されることから，

次にHMDP中に加えてあるL一アスコルビン酸の

量とfree　99mTcO4一の生成との関係をFig．1の実

験と同様な条件で検討した．Fig．2に示したよう

に，L一アスコルビン酸を0．5mM（High　ascorbate）

の場合と0．1mM（Low　ascorbate）の場合を比較

すると，High　ascorbateのHMDPでは高放射能

の99mTcで標識しても振塗後free　g9mTcO4『の生

成が抑制された．したがって，L一アスコルビン酸

のHMDPへの添加は高放射能および振動などに

よるHMDPの標識率の劣化の防止に有効である

と考えられた．したがって以後の実験は，L一アス

コルビン酸0．5mMを含んだHMDPを使用し，

標識調製後約9～12時間で行なった．

　使用時におけるHMDPおよびMDPの標識率
の検討（Table　l）では，　HMDPでは調製後9，12

時間とも99％以上の標識率を示し，free　g9mTcO4一

は約0．19（，であった．また，MDPの標識率も調

製後0．5，18時間とも99％以上であり，両標識物

とも優れた標識率と安定性が確認された．

　2）家兎における血中消失率の測定

　同一家兎5羽におけるHMDP，　MDP投与後10

分から3時間までの血中残存率を測定した成績を

Fig．3に示した．両標識物の血中消失曲線はほぼ

同様な傾向を示した．各測定点ともHMDPの血

中残存率はMDPの血中残存率に対して7～22％

低かったが，統計的に有意な差は認められなかっ

た．

　3）家兎組織内分布

　HMDP，　MDPをそれぞれ4～5羽の家兎に投

与し，投与後1時間における骨集積，組織内分布，

尿中排泄を検討した成績をTable　2に示した．

HMDPの骨集積をMDPと比較すると，大腿骨，

脛骨の一部で測定した場合，G－I　counterで右側

下肢骨全体を測定し全身骨への集積を求めた場合
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Fig．2　Stabilization　of　99MTc・HMDP　with　addition　of　L－ascorbate．

Table　1 Labeling　eMciency　of　99mTc－HMDP　and

99mTc－MDP　by　paper　chromatography

HMDP

MDP

〉
＝

》
旧
↑
o
伺
一
量

゜te

Time　after

preparatlon
　　（hr）

9

12

0．5

18

Origin

（％）

99．23

99．16

99．73

99．21

RfO．55D．7
（free　TcO　4）

　　（％）

　0．09

　0．11

　0．08

　0．08

0　　　　30　　　　60　　　　90　　　　120 180

　　　　　　WWnutes　a　fte「administratlon

Fig．3　Blood　clearance　of　991nTc－HMDP　and　99mTc－

　　　　MDP　in　normal　rabbits．

Table　2　Tissue　distribution　of　99mTc－HMDP　and

　　　　991nTc－MDP　in　rabbits　l　hour　after　adminis－

　　　　　tration

Blood

Lung
Liver

Spleen

Kidney
Muscle

99mTc－HMDP　　cJsnnTc－MDP
　　（n＝5）　　　　　　　　　（n＝4）

（％dose／％body　weight　or　tissue）

0．389：ヒ0．113

0．247±0．084

0．149±0．033

0．222：tO．026

1．638土0．331

0．067土0．026

Femoral　Marrow　O．093土0．064

Femur
Tibia

Bone
Urine

3．801二亡0．783

3，195ヨ：0．253

0．408⊥0．053

0．245　LO．055

0．261⊥0．080

0．408⊥0．243

1．764土0．472

0．061土0．Ol2

0．094士0．034

3．327⊥0542

2．991土0．629

（％dose　in　whole　organ）

58．68　二t3．91

39．82　：と二6．25

50．74　⊥8．12

24．12　⊥7．46

のいずれにおいてもHMDPの方が7～16°。高値

を示したが，統計的に有意差は認められなかった．

肝への集積はHMDPの方がMDPより統計的に
有意に少なかった（P＜0．05）．他の臓器への両標

識物の集積は同程度であった．尿中排泄は，

HMDPの方がMDPよりも統計的に有意（P＜
O．05）に大であった．
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HMDP

10min

spin　　　234
　　　　bk9

MDP

30min

3．36

60min

4．84

120min

6．71

spine／bkg　2’°°　2・89　3・965・37

Fig．4　Serial　bone　scintigraphy　and　scintimetry　values　with‘JgmTc－HMDP　and！）9mTc－

　　　MDP　in　a　normal　rabbit．

　4）家兎の経時的シンチグラフィーとシンチメ

　　トリー

　1，　il一家兎におけるHMDP，　MDP投与後10分か

ら120分ltでの経時的シンチグラフィーおよび脊

椎対傍脊椎軟部バックグラウンド比（spine／bkg）

の変化をFig．4に示した．1，1・i標識物と｛、骨への集

積は極めて速く，投与後30分から良好な骨シンチ

グラムが得られた．支た，腎影はHMDPの方が

非薄であった．spine／bkgは投」∫後時間の経過と

ともにHMDPの方が大になる傾向が認められた．

　5）臨床的検討

　Table　3に同一患者でHMDPおよびMDPの
lflL中消失率を比較した成績を示した．投与後10分

における血液内放射能に対する投与後1および2

時間における血液内放射能の割合は，いずれの患

者においてもHMDPの方がMDPより低かった．

　HMDPの投与後1および2時間における骨集

積性をMDPと比較した成績をTable　4に示した．

病的骨対正常骨比では，同一患者の同一部位に

おけるHMDPとMDPのf直の差（HMDPの比
一 MDPの比）を平均すると，投与後1時間で

Table　3 Blood　clearance　of　cJgniTc－HMDP　and
9・　9mTc－MDP　in　patients．

Case
No．

1
2
3
4
5
6
7

blood　activity　ratio（％）

HMDP
1hr／

｜Omin

36．7

35．9

46．7

37．2

31．7

42．8

37．9

2hrf
10min

22．1

21．2

30．2

20．3

245
22．6

MDP
lhr／

10min

45．6

45．2

48．7

45．5

34．3

46．5

43．5

2hr／

10min

29．8

27．1

34．6

29．1

20．2

29．8

28．9

一 〇．04LO．395（n－15），投与後2時聞では0．049

＝0．192（n－13）であり，HMDPとMDPでは有

意差は認められなかった．しかし，病的骨および

正常骨対傍軟部組織バックグラウンド比では，同

様にして投与後1時間では0．266：0．507（n－17），

投与後2時間では0．913－：0．735（n－15）であP，

HMDPの方がMDPよりも大になる傾向が認め

られ，特に投与後2時間では統計的に有意に

HMDPの方が大であt，た（P・O．OD．　Eた，　ROI

に軟部組織バックグラウンドの影響を無視できな
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Table　4　Scintimetry　values　of　99MTc－HMDP　and　99mTc－MDP　in　patients

　　　　　　　　　　　　　Site　of
Case　Age　Sex　　Clinical　　　lesion　or
No．　　　　　　diagnosis　normal　bone
　　　　　　　　　　　　　　（A）

Ratio　with　HMDP Ratio　with　MDP

1hr　after　i．v．　　　2hr　after　i．v． 1hr　after　i．v．　　　2hr　after　i．v．

（A）／NB（A）／bkg（A）／NB（A）／bkg（A）／NB（A）／bkg（A）／NB（A）／bkg

1

2．

3

4．

5

6

7

53　F　Epipharyngeal　L4（normaり
　　　Ca．

70　F　Grawitz　　　　Th　4

　　　tumor　　　　　L4（normal）

69MProstatic　Ca．　Th　4

　　　　　　　　　　Th　10
　　　　　　　　　　1t　10th　rib

　　　　　　　　　　L4（normal）

69MLungCa．　ThlO
　　　　　　　　　　Th　7

　　　　　　　　　　L2
　　　　　　　　　　L3
　　　　　　　　　　rt．6th　rib

　　　　　　　　　　lt．11th　rib

　　　　　　　　　　L4（norma｜）

56MMetastatic
　　　brain　tumor

59　F　Comp．
　　　fracture
52　F　　Breast　Ca．

Thll
L3
L5
L3（norma1）

Th　10

Thll

3．78

1．20　　　　2．50

　　　　1．55
2．27　　　　4．32

1．36　　　　2．58

4．03

　　　4．21
1．49　　　　4．73

L17　　　　2．47

1．69　　　　4．40

L39　　　　3．62

1．71

1．59

1．26

L23
1．69

「
∠

7
’

勺
一
可
～

∩
∠

－

NB；normal　bone，　bkg；soft　tissue　background，

2．60

2．69

3．94

4．39

2．60

4．58

3．65

1．33

2．47

1．43

7．19

1．48

1．26

1．64

1．47

2．37

1．72

1．77

0
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いと考えられる肋骨部位を除いた病的骨対正常骨

比は，1時間値に対して2時間値の方がHMDP

では平均で約6％，MDPでは平均で約8％だけ

大であった．病的骨および正常骨対傍軟部組織バ

ックグラウンド比は2時間値の方がHMDPでは

約50％，MDPでは約40％大であ一，た．

　同一患者において，HMDPおよびMDPの骨
シンチグラフィーを比較した症例のうちTable　4

の第3例（前立腺癌の胸椎，肋骨転移）をFig．5

に例示した．投与後1時間からHMDP，　MDPと

も病巣をよく描画しているが，HMDPの方がや

や軟部組織バックグラウンドの低下がうかがわれ

る．また，腎への集積はHMDPの方が少なかっ
た．

IV．考　　案

　よリ優れたbone　scanning　agentの開発は第1

に血中からのクリアランスが速く，投与後より短

いwaiting　timeで検査できること，第2に，より

高い骨集積性を有することが目標となる．著者ら

は，これらの点に関し99mTc・hydroxymethylene

diphosphonate（HMDP）の有用性を，現在最も優

れたbone　scanning　agent6）として広く利用されて

いる99mTc－methylene　diphosphonate（MDP）と

比較し検討を試みた．また，MDPキットの組成

によって，その生体内分布が若干異なることも考

えられるため，著者らは臨床的使用経験からより

血中クリアランスが速くより明瞭な骨スキャンが

得られるMDPキットを選択し比較の対照とし
た．

　まず，使用したHMDPは既調製注射液である

ためキット方式の薬剤よりもより長時間の標識の

安定性が要求される．また，標識率に影響するキ

ット方式にはない種々の因子も考慮する必要があ

る．ペーパークロマトグラフィによるHMDPの

標識率およびその安定性の検討において，標識時
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Fig．5　Comparison　of　skeletal　images　at　l　and　2　hrs　following　administration　of　9‘Jii）Tc－

　　　HMDP　and　991nTc－MDP　in　a　patient　with　cancer　of　prostate（Case　No．3in

　　　table　4）．

のygmTcの放射能濃度が高くなるにつれて振盈に

よりfree　99mTcO4『が生成されることが示された．

これは99mTcの放射能濃度が高い場合，99mTcか

ら放出される放射線により酸化反応がひきおこさ

れたと考えられる．その機序は不明であるが，静

置条件ではこれらの現象が認められないことから，

振糧によってこの酸化反応が促進されるものと考

えられる．しかし，L一アスコルビン酸の量を増す

（0．5mM）とこの酸化反応は抑制され，使用時（調

製後9～12時間）における標識率は99°；）以上を

示し，MDPと同様に良好な標識率が認められた．

　次に，家兎における血中クリアランスの検討で

は，投与後3時間までのHMDPの血中残存率は

MDPのそれに対して，各測定点とも7～22％低

かったが，統計的に有意な差は認められなかった．

Tofeら7）は犬を使用した実験において，　HMDP

の血中残存率は投与後2時間以後でMDPより低

いことを報告しているが，より短いwaiting　time

で検査できるという目標から考察すると満足でき

るものではないと考えられる．

　ftた，　HMDPとMDPの組織内分布を投与後1

時間で比校した．著者らの既報5，6）およびHMDP

に関する他の報告7，8」2）よりも短時間で検討した

理由は，より早期の骨スキャンの可能性を検討し

たためである．骨集積はHMDPの方が7～16°t

大であった．また，尿中排泄率は統計的に有意に

HMDPの方がMDPより大であった．尿中排泄
率は，個々の臓器への集積を集約したかたちで軟

部組織バックグラウンドを忠実に反映するものと

考えられる．したがって，肝を除いて血液，筋肉

等の1固々の臓器ではHMDPとMDPの集積に有

意差は認められなかったt、のの，尿中排泄は

HMDPの方が大であったことはHMDPの方が
軟部組織バックグラウンドが若干ながらも少ない

ということを示すものと考えられる．

　このことは，家兎の経時的骨シンチグラフィー

およびシンチメトリーの結果からも認められた．

すなわち，腰椎対傍軟部組織バックグラウンド比

はHMDPの方がMDPより大であること，その
差は時間の経過とともに拡がる傾向があること，

HMDPの方が腎影が菲薄であることから，HMDP

の方がMDPよりも排泄が速く軟部組織バックグ

ラウンドが少ない事を示すものと考えられる．

　以上，動物実験の検討から，Wangらの報告8）
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ほどの差は認められなかったものの，HMDPの

方がMDPに比し若干ながらも骨集積が高く，軟

部組織バックグラウンドが低いと結論された．

　臨床的検討は，より短かいwaiting　timeでの検

査の可能性を検討するために，投与後1および2

時間で行った．投与後10分における血液内放射能

に対する投与後1および2時間における血液内放

射能の割合はHMDPの方がMDPよりも低値を
示した．これは，血液内残存量の絶対値を表わさ

ないものの，HMDPの血中クリアランスがより

速いことがうかがわれる．また，シンチメトリー

の結果から骨対傍軟部組織バックグラウンド比は

投与後1，2時間ともHMDPの方がMDPよりも

大であった．これらの結果は，HMDPの方が若

干ながらも骨集積が高く，軟部組織バックグラウ

ンドが低いという基礎的検討の成績と一致するも

のと考えられる．

　一方，病的骨対正常骨比は投与後1，2時間とも

HMDPとMDPはほぼ同程度であった．これは，

骨病変の検出能においては両標識物で差がないと

いう事を示すものと考えられ，他の報告9’lo）とも

一
致する．

　投与後1時間と2時間におけるイメージを比較

すると，病的骨対正常骨比はHMDP，　MDPとも

投与後2時間では1時間値に対して平均6～8°、，

しか改善されなかった．したがって，両標識物と

も検査時間を2時間から1時間に早めても，骨病

変の検出能におよぼす影響は僅かであると推定さ

れる．一方，骨対軟部組織バックグラウンド比は

両標識物とも投与後2時間では，1時間値に対し

て平均40～50°、、大であり，イメージの質は当然

ながら投与後2時間の方が良かった．骨病変が小

さく標識物の集積が少ない場合の検出，骨病変の

部位の決定などに軟部組織バックグラウンドが影

響することも考えられるため，waiting　timeを短

縮するには慎重を要する．しかし，HMDPの骨

対軟部組織バックグラウンド比はMDPより大で

ある事から若干のwaiting　timeの短縮が可能であ

ると考えられる，

　なお，本研究を通じて副作用は認められなか一ノ

た．

V．結　　語

　99mTc－hydroxymethylene　diphosphonate

（HMDP）の骨集積性を99mTc－MDPとの比較を中

心に基礎的，臨床的に検討し次の成績を得た．

　1）HMDPでは標識調製時の99mTc放射能量
が大になると振動を加えることによりfree　99MTc－

04一の生成が認められた．しかし，このfree

｛」9’nTcO4一の生成はL一アスコルビン酸を加えるこ

とにより抑制され，使用時においてはHMDP，

MDPとも999i，以上の良好な標識率を示した．

　2）家兎の血中クリアランスの検討では，投与

後3時間までHMDPの血中残存率はMDPより
も各測定点とも7～229、，低かったが，統計的有意

差は認められなかった．

　3）投与後1時間における家兎臓器の放射アッ

セイにより，骨集積は統計的有意差はないものの，

HMDPの方が7～16°、，高値を示した．また，尿

中排泄率はHMDPの方が大であった．

　4）同一家兎における経時的シンチグラフィお

よびシンチメトリーの検討では，腰椎対傍軟部組

織バックグラウンド比はHMDPの方がMDPよ
り大であり，時間の経過とともにその差は拡がる

傾向が認められた．

　5）臨床的検討において，投与後10分の血中放

射能に対する投与後1，2時間の血中放射能の比は

HMDPの方が低値を示した．

　6）同一患者におけるHMDPとMDPのシン
チグラムの比較では，病的骨対正常骨比は投与後

1，2時間とも両標識物でほぼ同程度であった．

　7）しかし，病的骨および正常骨対軟部組織バ

ックグラウンド比はHMDPの方が大であり，腎

への集積はHMDPの方が少なかった．

　8）HMDPにょりwaiting　timeの短縮が可能

と思われる．

　9）臨床使用にともなう副作用は認められなか

った．
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