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《ノート》

i231－orthoiodo－hipPurateによるガンマカメラレノグラフィの

　　　基礎的および臨床的検討（1311一ヒップランとの比較）

Fundamental　and　Clinical　Studies　of　Gamma－Camera　Renography

　　　　　　　　　using　1231－orthoiodo－hipPurate
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1．はじめに

　ガンマカメラによるレノグラフィは腎動態イメ

ー ジおよび分腎機能を非侵襲的かつ定量的に評価

できるため，腎尿路系疾患の診断には欠かせない

優れた方法である．

　近年，日常のレノグラム検査には，1311一ヒップ

ラン（i3il－orthoiodo－hipPurate，1311－OIH）1～5）およ

び99mTc－diethylene　triamine　pentaacetic　acid

（99mTc－DTPA）6“’　10）などの放射性医薬品が主とし

て用いられている．

　1311－OIHレノグラフィでは特に腎障害の強い場

合には腎への被曝が無視できず11・12），投与量に限

度があり精度のよいガンマカメラレノグラフィが
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得られない．また，ガンマ線エネルギーが364keV

と高いため，シンチレーションカメラに適当でな

く画像の鮮明さを欠く．一方，99mTc－DTPAでは

被曝量が少なく，腹部大血管および腎のよい画像

が得られ，分腎血流機能の定量的評価も行える7－9）．

しかしながらGFR物質であり，血中クリアラン

スはヒップランに比べて遅いため，バックグラン

ドが高く，腎機能の低下でレノグラム曲線が平坦

となるため精度はよいが，感度が若干悪い難点が

ある．

　近年，i231－orthoiodo－hipPurate（1231－OIH）が開

発され臨床応用が試みられている13”21）．1231は

159keVのガンマ線のみを放出し，半減期も13時

間で1311の約8日に比べて短く，ガンマカメラに

適するものと考えられる．

　著者らは1231－OIHを使用する機会を得1311－

OIHとの基礎的および臨床的比較を行い若干の

知見を得たので報告する．

Key　words：1231－OIH，　gamma　camera　renography．
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IL　対象および方法

1．基礎的検討

1）放射化学的純度

核医学　20巻6号（1983）

　1231－OIHと1311－OIHの放射化学的純度および

安定性を比較するために，薄層クロマトグラフィ

により分析した．また両製剤の生体内代射による

変化を観察するため，投与後20分の尿についても

同様に分析し比較した．1231－OIHは調製後24時間，

1311－OIHは6日目のものを使用した．薄層クロマ

トグラフィはシリカゲル60（Merck）を使用しク

ロロホルム：酢酸＝9：1の溶媒を用いて約8cm

展開し，クロマトスキャナー（アロカ社）によりク

ロマトグラムを得た．

　2）計数効率の比較

　i231－OIHと1311－OIHの計数効率を比較するた

め0．1～1．O　mCiの1231－OIHまたは1311－OIHの

1m／を試験管にとりガンマカメラの中心部におき，

カメラの全視野およびCRT上でホットスポット

にROI（同面積）を設定してカウント数を比較し
た．

　3）解像力の比較

　0・5mCiの1231－OIHおよび1311－OIHを線源と

してバーファントムの画像から解像力を比較した．

なお，ガンマカメラは基礎的および，臨床的検討，

ともにOhio　Nuclear社製Sigma　410を用い，1231－

OIHには中等度エネルギー用コリメーターを，

13il－OIHに対しては高エネルギー用コリメータ

ー を装着して使用した．

　2．臨床的検討

　1）対　　象

　本院核医学科にてレノグラフィ検査を受けた腎

尿路系疾患患者32例（男性13例，女性19例）である．

疾患の内訳は腎炎12例，ネフローゼ6例，糖尿病

性腎症3例，腎性高血圧症1例，腎結石1例，尿

路感染症1例，腎孟膿瘍1例，骨軟化症1例およ

び特発性浮腫3例の合計29例と腎疾患を疑われた

が精査の結果，腎に異常を認めなかった患者（腎

正常者）3例である．

　2）方　　法

　朝は絶食し，検査30分前に排尿させ，水200m／

を飲ませた後，仰臥位とし，背面よりガンマカメ

ラを密着させて，被検者の右肘静脈より1231－OIH

700μCiまたは，1311－OIH　70μCiを投与し，直後

より60秒ごとに1枚の割合で16分間撮像した．同

時にDEC社製データ処理装置（DEC　PDP　11／34）

に10秒ごとにlFrameにて16分間，96　Frame収

集した．コンピュータにより左右の腎全体，腎皮

質および腎孟部にROIを設定し，腎全体および

各区域レノグラム曲線を得た．また得られた曲線

から最大カウントまでの時間（Tmax）とTmaxか

らカウントの半減するまでの時間（T1／2）を算出

した．

　腎正常患者1例と骨軟化症および腎膿瘍の各1

例については，1231－OIHとi3il－OIHによるレノ

グラフィを1日違いで実施する機会を得，そのイ

メージとレノグラムを比較検討した．また骨軟化

症の1例については，同時期に行った99mTc－

DMSAによる腎イメージとも比較した．全例に

ついてレノグラムおよび動態イメージの臨床的評

価を行った．

III．結　　果

　1．薄層クロマトグラフィ

　Figure　lは1231－01H，1311－OIH，および尿の薄

層クロマトグラムを示す．いずれもRf≒0．20の

位置に鋭い単一のピークが認められ，原薬剤は放

射化学的純度が高く安定であり，体内での代謝に

より変化を受けず安定であることが示唆された．

　2．計数効率の比較

　0．1～1．O　mCiの1231－OIHと1311－OIHのガンマ

カメラによるカウント数の比較をFigure　2に示す．

0．1から0．8mCiまでの1231－OIHおよび1311－OIH

のカウント数はいずれもほぼ直線的に増加し，

1231－OIHの直線の全視野カウントの勾配（Kt）お

よびROIの勾配（Kr）は1．5および0．81であっ

た．また1311－OIHの勾配はそれぞれKt－0．51お

よびKr－0．2であった．全視野のカウント数の比

較では1231のカウント数は1311の1．8～2．7倍，
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Fig．1　Thin　layer　chromatographic　analysis　of　1231・OIH，1311・OIH　and　urine　samples

　　　　　　from　the　same　patient　soon　after　renal　function　studies　with　1231・OIH　and　1311．

　　　　　　OIH．

　　　　　　（Solvent　system：Chlorofbrm：acetic　acid＝9：1，　v／v）
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Fig．2　Comparison　of　count　rates　between　various　amounts　of　1231－OIH　and　13il－OIH．

　　　　　　Closed　circles　show　total　counts　and　open　circles　indicate　regional　count　in　ROI．

　　　　　　Kt　and　Kr　represent　ratio　of　counts　to　dose　of　each　radionuclide．
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　　　　　　　　1311－OIH　　　　　　　　　　　　　　　　1231－OIH

Fig．3　Bar－phantom　studies．

　　　Comparison　of　1231－OIH　and　1311－OIH　phantom　images．　Good　Barphantom

　　　（3．4mm）images　were　obtained　with　1231－OIH　while　fair　images　with　1311－0田

　　　were　observed　for　6．4　mm．0．5　mCi　of　radionuclide　was　used　for　each　images．
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Fig．4　Sequential　dynamic　renal　images　with　1231－OlH　and　1311－OIH　in　a　patient　with

　　　mild　chronic　nephritis．　Scintiphotos　were　obtained　at　l　frame　per　one　minute．

　　　The　BUN　was　20　mg／d1、　the　serum　creatinine　1．O　mg／dland　the　creatine　clearance

　　　lO31／day．

滅

ROIのカウント数では1231は1311の5．5～6．4倍

であった．全視野とROIでのカウント数の比は

1231（Kt／Kr）で1．85，1311（Kt／Kr）では2．55と

1311での比が高く，1311による散乱線の多いこと

が示唆された．

　3．バーファントムの解像力

　Figure　3に1231－OIHと1311－OIHによるバーフ

アントムの画像を示す．1231・－OIHでは3．4　mm，

1311－OIHでは6．4　mmの分解が可能であった．

　4．1231－OIH，1311－OIHおよび99mTc・DMSAに

　　よる腎イメージの比較

　Figure　4は軽い慢性腎炎の患者の一日違いで施

行した1231－OIHと1311－OIHの腎動態イメージで

ある．腎機能は軽度の尿蛋白を認めるが，BUN
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20mg／dl，血中クレアチニン1．O　mg／d1およびク

レアチニンクリアランス103／／dayとほぼ正常で

ある．1231－OIHのイメージは1311－OIHのものに

比較してバックグランドが低く，鮮明な両像が得

られ，一部尿管も描出されている．

　Figure　5は骨軟化症の患者で1231－OIH　700μCi

またはi3il－OIH　70μCiの投与後5分～8分まで

のそれぞれの腎動態イメージを重ね合わせて得た

イメージと，99mTc－DMSA　3　mG投与2時間後

の腎シンチグラムを比較したものである．1231－

OIHによるイメージでは腎の位置，形態および

大きさは明瞭に描出され，99mTc－DMSA腎シン

チグラムに匹敵する画像が得られた．一方1311－

OIHによるイメージでは1231－OIHや99mTc－

DMSAに比較して不鮮明であった．

　5．1231－OIHと1311－OIHによるレノグラムの

　　比較

　腎正常3例の通常レノグラム解析によるTmax

は3．1～6．0分，T1／2は1．8～5．0分であった．

　Figure　6は骨軟化症の患、者の1231－OIHと1311－

OIHによる通常（a）および腎孟部（b）の区域レノ

グラムを示す．また，Table　lに各レノグラム解

析によるTmaxとT1／2を示す．1231－OIHによる

通常レノグラムおよび区域レノグラムは，1311一
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Table　1 Parameters　of　conventional　and　regional　renograms　with　1231－OIH　and

1311－OIH　in　a　patient　with　osteomalacia

Parameters

ROI 1231－OIH 1311－OIH

Whole　Kidney

Pelvic　portion

Left

Right

Left

Right

Tmax（min）

　　4．0

　　4．7

　　5．0

　　5．5

T1／2（min）

　10．7

　10．7

　10．0

　　7．4

Tmax（min）

　　4．1

　　5．1

　　5．1

　　5．3

T1／2（min）

　11．0

　11．0

　9．8
　　7．8

（a）

（b）

，

（c）

の通常（a）および腎皮質部（b），腎孟部（c）の局所

レノグラムであり，Table　2はそのTmaxおよび

T1／2の成績である．通常レノグラムではTmax

は約4分で左右差はなく，T1／2は左腎が12分で

右腎の10分に比較して若干の遅延を認めた．区域

レノグラムでは実質部のTmaxとTl／2には左右

差を認めず，左腎孟部のT　1／2が15分と右の8分

に比べて著明な延長がみられた．

　他の29例の腎および尿路系疾患患者のi231－OIH

による動態イメージは鮮明であり，尿管像が約

44％に認められ，3例に軽度水腎症が診断された．

また，レノグラム解析による腎機能の評価は臨床

症状とよく合致した．なお糖尿病性腎症の1例で

通常レノグラムのT1／2に左右差がみられ，区域レ

ノグラムでは実質部T1／2の左右差が認められた．

IV．考　　案

Fig．7　Renogram　with　1231－OIH　in　a　patient　with

　　　pelvic　abscess．

　（a）　Conventional　renogram　shows　mildly　delayed

　　　excretion　in　the　left　kidney．

　（b）　Regional　renogram　on　cortical　portion　shows　no

　　　different　curves．

　（c）　Regional　renogram　over　the　pelvic　region　re－

　　　vealed　delayed　excretion　pattern　in　the　left　pelvis．

OIHのものに比べてカウント数が高く，精度の

よい曲線が得られた．しかしながら各レノグラム

のTmaxおよびT1／2値には著明な差は認めなか

った．

　Figure　7は左腎の腎孟膿瘍の患者の1231－OIH

　基礎検討では薄層クロマトグラフィによる分析

結果から1231－OIHは1311－OIHと同様に安定した

製剤であり，尿中へも1311－01Hと同じく分解さ

れることなく大部分が1231－OIHの形で排泄され

た．一日違いで実施した正常例および骨軟化症患

者の1231－OIHおよび1311－OIHによるレノグラム

曲線はほぼ同じパターンを示し，Tmaxおよび

Tl／2値にも著明な差は認められず，両製剤は化

学的に同一で生理学的にも同様の代謝をうけるも

のと考えられた．

　計数効率の比較では，ガンマカメラ全視野の

1231カウント数は1311の1．8～2．7倍であり，瀬
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Table　2 Parameters　of　conventional　and　regional　renogram　using　1231－OIH　in　a　patient

　　　　　　　　　with　a　left　pelvic　abscess

865

Parameters

ROI
Tmax（min） T1／2（min）

Whole　Kidney Left

Right 1
0

4
4
．

0
（
U

2
0

1
　
4
■
五

Cortical　portion

Pelvic　portion

Left

Right

Left

Right

3
0
3
円
1

4
．
4
．
5
5

0
0
0
0

1
　
1

0
0

く
ノ
0
0

1

戸らの2．44倍の報告20）とほぼ同様の成績であっ

た．実際の検査では1231－OIHは1311－OIHの10倍

量の投与により，1231－OIHでは1311－OIHの18～

27倍の計数効率が得られることになる．一方1231

の全視野／ROIのカウント比は1311に比較して小

さく，散乱線の影響が少ないためと考えられた．

　バーファントムによる解像力の比較では1231－

OIHによる分解能は3．4　mmで13il－OIHの

6．4mmに比較して優れた．ファントムによる検

討に使用した1231－OIHは実験日において1231の

放射化学的純度が96．7％と高く，3．0％以下の1241

と0．3％以下の1261のわずかな混在（日本メジフ

ィジックス社規格）はあるものの，解像力に対して

大きな影響はおよぼさなかったものと推察した．

　臨床検討では1231－0田による腎動態イメージは

1311－OIHに比べて鮮明であり，レノグラムと合わ

せて機能の評価に役立つ．また32例中14例（44％）

に尿管像が得られた．

　1231－OIHと99mTc－DMSAの腎イメージの比較

では，1231．．OIHにおいても良好な腎イメージが得

られるとする報告20）があるが，著者らも1231－OIH

イメージを重ね合わせることにより，99mTc－

DMSA腎シンチグラムに匹敵する画像が得られ
た．

　1231－OIHによるレノグラムは1311－OIHに比べ

て十分量のカウント数が得られるため精度がよく

信頼性の高いレノグラムが得られ腎機能の評価に

有用であった．

　区域レノグラムについては，1231－OIHによる臨

床的試みがあり，腎実質と腎孟部の評価に有用で

あると報告されているが1？～19），著者らも腎孟膿瘍

の一一例では区域レノグラムを行うことにより，腎

孟部でのRI通過の遅延が診断された．通常レノ

グラムでTmaxやTl／2に左右差を認める場合は

局所レノグラムを行うことにより病巣の診断に役

立つものと考えられる．以上から1231－OIHは腎

動態機能を的確に評価できると同時に十分な腎イ

メージが得られる点で有用であると思われる．

　1231－OIHの投与量については1～2　mCil7・18’19）

の投与が行われているが，著者らは700μCiを用

いて十分な情報が得られた．

　1231－OIHと1311－OIHによる被曝量は投与量に

より異なり一概に論ずることはできないが，1231

ではβ線の放出がなく，半減期も短いことから個

々の症例において1231－OIHの投与量を最小限に

とどめる工夫をすることにより，被曝量を軽減で

きるものと考えられる．

　副作用については，32例中1例も認めなかった．

　以上のことから1231－OIHによる腎動態機能検

査は臨床的に有用であり，ルチン検査に使用でき

るものと考えられる．

V．結　　論

　1231－OIHによるガンマカメラレノグラフィと

1311－OIHレノグラフィの基礎的および臨床的比

較を行い以下の結論を得た．

　1．基礎的検討

　1）薄層クロマトグラフィによる分析では1231－

OIH製剤は1311－OIHと同様放射化学的純度が高

く安定であり，生体内でも変化を受けることなく
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尿中へ排泄された．

　2）　1231－OIHは1311－OIHの約1．8～2．7倍の計

数効率が得られ，1231－OIHのバーファントム分解

能は3．4mmで1311－OIHの6．4　mmに比べて優

れた．

　2．臨床的検討

　1）1231－OIHによる腎動態イメージは1311－OIH

に比べて鮮明であり，またイメージを重ね合わせ

ることにより，99mTc－DMSA腎シンチグラムに

匹敵する像が得られた．

　2）　1231－OIHによるレノグラムは1311－OIHに

比べカウント数が高く，精度のよいレノグラムが

得られ，区域レノグラムにより腎実質部と腎孟部

の機能の評価が可能であった．

　3）副作用は認めなかった．

　4）以上から1231－OIHによるガンマカメラレ

ノグラフィは日常の腎機能検査法として有用であ

ると考えられた．

　1231－OIHを提供された日本メジフィジックス社に深

謝致します．なお，本論文の要旨の一部は第22回日本核

医学会総会にて発表した．
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