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《原著》

骨シンチグラフィにおける肝描出の一原因
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　要旨　本院で1981年1年間に施行された骨シンチグラフィ1187件のうち9例に肝描出を認めた．それ

らはすべて婦人科的悪性腫瘍の患者で貧血状態にあり，99mTc－MDP静注後15～30分で貧血改善剤である

コンドロイチン硫酸鉄コロイド（商品名：ブルタール）が静注されていた．家兎を用いて実験を行い，本薬

剤が肝描出の原因であることを証明した．さらに，肝描出の原因となっていると思われる99mTc一コロイド

の形成にMDPキット中に還元剤として含まれるSnCl2が関与していることを，クロマトグラフィなどを

用いて証明した．

1．はじめに

　骨シンチグラフィは，悪性腫瘍の骨転移巣の早

期検出にきわめて有用であり，悪性腫瘍の術前・

術後経過観察のスクリーニング検査として欠かす

ことのできないものとなっている．

　骨シンチグラム上，時に肝・脾の描出が見られ

ることは報告されているところである1～5）．われ

われの施設で1981年1年間に施行した99mTc－

methylene　diphosphonate（以下99mTc－MDPと略

す）を用いた骨シンチグラフィ1187件中，9例に

肝の描出が認められた．9例全例が，婦人科的悪

性腫瘍患者で静注用貧血改善剤であるブルタール

（コンドロイチン硫酸鉄コロイド）の投与をうけて

いた．
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　骨シンチグラム上，肝描出の原因として，ブル

タールの併用により，体内で99mTc－MDPとブル

タールが結合して99mTc一コロイドとなり，細内系

に摂取される可能性が考えられた．

　家兎を用いて実験的に，鉄コロイド系貧血改善

剤の使用が，骨シンチグラムにおける肝描出の重

要な原因の一つであることを明らかにした．さら

に，肝描出の原因となる99mTc一コロイドの形成

に，MDPキット中に還元剤として含まれるSnC12

が関与していることを，動物実験，クロマトグラ

フィなどを用いて証明したので報告する．

II．臨床例

　Ila．対象と方法

　1981年1月から12月に本院で施行した骨シン

チグラフィ1187件中肝描出を認めた9例を対象

に検討した．

　方法は，9gMo－99mTc－generator（CISあるいはダ

イナボット社製）からmilkingして得た99mTc－

pertechnetateをCIS製MDPキット内に注入し，

よく振邊して99mTc－MDP（120～150　mCi／5　m1）

を調製した．0．4mCi／kg静注し約3時間後に低工
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ネルギー高分解能コリメータを装着したシンチカ

メラ（Ohio　NuclearΣ410SあるいはSearle　LFOV．

MV）で全身をスキャンした．

　m．結果
　骨シンチグラム上，びまん性に肝全体の描出を

みた9例は，いずれも99mTc－MDP静注後15～30

分でブルタールの静注をうけていた．なお，同一

キットを用いて同一日に施行した他の骨シンチグ

ラムでは，肝の描出を認めなかつた．次に代表例

を供覧する・

症例1：52歳，女性

　悪性絨毛上皮腫の診断で本院産婦人科に入院．

大量不整性器出血があり，赤血球308×104／mm3

と貧血が強く，17日間連日貧血改善剤であるブル

タールを20　ml静脈注射を受けていた．その経過

中に，骨移転の有無をみるため骨シンチグラフィ

が施行され，肝の描出が認められた（Fig．1）．こ

の患者は，99mTc－MDP静脈内注射後約20分でブ

ルタールの静脈注射をうけた・

Fig．1　Case　1
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Marked　accumulation　of　RI　is　seen　in　the　liver．

Blutal　was　intravenously　injected　20　min．　after

the　administration　of　99mTc－MDP．
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Fig．2　Case　2

　　　a：moderate　RI　accumulation　is　s㏄n　in　the　liver　Blutal　was　intravenously

　　　　　injected　15　min．　after　the　administration　of　99mTc－MDP．

　　　b：No　liver　image　is　identified　on　the　bone　scintigraphy　obtained　on　the　7th　day

　　　　　after　the　last　i．v．　inj㏄tion　of　Blutal．
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症例2：13歳，女性

　卵巣癌の診断で本院産婦人科に入院中に，骨転

移の検索のため3回にわたって骨シンチグラフィ

が施行された．貧血があり，約1か月半にわたっ

てブルタールの静脈内注射をうけていた．Fig．2a

は，ブルタール投与期間中の骨シンチグラムで肝

の描出が認められた．99mTc－MDPとブルタール

の静注間隔は，約15分であった．しかしブルター

ル投与中止7目後（Fig．2b）と1か月後の2回の

骨シンチグラムでは肝描出を認めなかった．

m．実　　験

　1．目的および方法

　1）実験1

　ブルタールの投与が，骨シンチグラムにおける

肝描出の原因であることを確認するために以下の

実験を行った．

　991nTc－MDP　l　mCiを家兎4羽（体重2・5　k9～3・O

kg）耳静脈より注入し，これをコントロール群と

した．99mTc－MDP　l　mCiとブルタール1m1の混

注群，99mTc－MDP　l　mCi静注直後，5分後，10

分後，30分後に，対側耳静脈よりブルタール1m～

を静注した5群（各群4羽）を作製した．99mTc－

MDP静注3時間後に各家兎について骨シンチグ

ラフィを行った．その後，屠殺し，肝，脾，骨髄，

骨，筋肉，腎，血液を採取し，ウエルタイプシン

チレーションカウンターを用い各臓器のRI分布

を測定した．

　2）実験2

　実験1より，99mTc－MDPにブルタールを加え

た場合，99mTc一コロイドが形成されると考えられ

たため，松嶋らの方法により99mTc－MDPと

99mTc一コロイドの分離を試みた．方法は，東洋ろ

紙51Aを保持層とし，5M　ureaと1MNH4C1を
展開溶媒とするペーパークロマトグラフィを用い，

99mTc・MDP，99mTc－MDPブルタールの混合液を，

それぞれ展開し，各成分の放射能分布を求め，

99mTc・MDPの標識率について調べた．松嶋らに

よるとこの系では99mTc－MDPは，　Rf値0．9～1．0

であり，99mTc－pertechnetate（以下99mTcO4一とす

1177

る）はRf値0．7～0．8で，99mTc一コロイドは，　Rf

値0．0である6）．

　3）実験3

　ブルタール投与時の骨シンチグラムにおける肝

描出の原因として，99mTc一コロイドの形成が考え

られる．99mTc一コロイドの形成にはMDPキット

中に還元剤として含まれるSnCl2が重要な役割を

果たしていると思われる．99MTcO4－，　SnCl2とブ

ルタールを混合した場合に，99mTc一コロイドが形

成されることを，薄層クロマトグラフィと動物実

験により確認した．方法は以下のとおりである．

　Kieselgel　60を保持層とし，　Acetonを展開溶媒

とする薄i層クロマトグラフィを用い，99mTcO4－，

99mTcO4－・ブルタールの混合液，99mTcO4－・ブル

タール・SnC12の混合液をそれぞれ展開し，各成分

の放射能分布を求めた．

　次に，家兎を用いて99mTcO4－1mCi・ブルター

ル1mlの混注群と，99mTcO4－1mCi・SnCl21mg・

ブルタール1m1の混注群を作製し，同様の手順

でシンチグラムを撮像し，各臓器のRI分布を測

定した．

　4）実験4

　次に，実験3で，SnCl2の関与のもと99mTcO4　

とブルタールから形成された99mTc一コロイドが，

99mTc－Snコロイドなのか，99mTc一ブルタールコロ

イドなのかを鑑別するために，両者の粒子径の違

いを利用して，ミリポアフィルターによる分離を

試みた．方法は，0．22μmのミリポアフィルター

を使用し，99mTcO4－・ブルタール・SnC12の混合液，

99mTcO4－・SnC12の混合液をそれぞれ濾過し，フ

ィルターの放射能と濾液の放射能を測定した．

　2．結果

　1）実験1

　Figure　3に示すごとく，骨シンチグラム上，

99mTc－MDP・ブルタールの混注群で肝描出が最も

強く，直後群，5分後群でも肝の描出を明瞭に認

めた．Figure　4は，各臓器と骨との99mTcの放射

能分布比である．分布比（臓器1gあたりの放射

能カウント／骨19あたりの放射能カウント）は，

肝では，コントロール群に比べ，99mTc－MDP・ブ
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Fig．3　Bone　scintigrams　of　rabbits．

　　　a：Mixture　of　Blutal　and　99mTc－MDP　was　intravenously　given．

　　　　　Marked　RI　accumulation　is　seen　in　the　liver．

　　　b：Blutal　was　intravenously　given　immediately　after　the　administration　of　99mTc－

　　　　　MDP．
　　　　　Marked　RI　accumulation　is　seen　in　the　liver．

　　　c：Blutal　was　intravenously　given　5　min．　after　the　administration　of　99mTc－

　　　　　MDP．
　　　　　Moderate　RI　accumulation　is　seen　in　the　liver．

　　　d：Blutal　was　intravenously　given　10min．　after　the　administration　of99mTc－MDP．

　　　　　Faint　RI　accumulation　is　seen　in　the　liver．

　　　e：Blutal　was　intravenously　given　30　min．after　the　administration　of　99mTc－MDP．

　　　　　No　liver　image　is　seen．

　　　f：　Control
　　　　　Bone　scan　without　the　administration　of　Blutal　Liver　image　is　not　visualized．

ルタールの混注群で31倍，直後群で18倍，5分後

群で15倍と高く，10分後群でも10倍，30分後群で

3倍のRI集積がみとめられた．肝と同様に，細

網内皮系組織である脾，骨髄についても，99mTc－

MDPとブルタールの静注間隔が短いほどRI集

積は強くみられた．細網内皮系組織に異常に強い

99mTcの集積を認めたことより，99mTc一コロイド

の形成が考えられる．

　2）実験2

　99mTc－MDPのRf値0．9～1における割合は，

99mTc－MDPのみでは87．2士1．258で，99mTc－

MDP・ブルタールの混合液での52．5±9．097に比

し，危険率1％で有意の差をみとめた．このこと

により，ブルタールを混合することにより，99mTc－

MDPの標識率が低下することがわかった．

　3）実験3

　薄層クロマトグラフィを用いた検討では，

99mTcO4一のみの場合，　Rf値は1．00で92％の

99mTcの集積をみとめ，99mTcO4一とブルタール

の混合液でもRf値1．00で95％の99mTcの集積

を認め，その分布は，99mTcO4一のみの場合と変

化がみられなかった．99mTcO4－，　SnCl2とブル

タールの混合液では，ほとんど原点に99mTcはと

どまり，Rf値0で，99％の集積を認めた．

　Table　1は，動物実験の結果で，家兎1羽あた

りの99mTcの総投与量における各網内系臓器へ

の集積の割合（臓器全体の放射能カウント／投与

標準液の放射能カウント）である．肝への集積は，

99mTcO4－・SnCl2・ブルタールの混注群では，

99mTcO4－・ブルタールの混注群の19倍もの高値を
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Fig．4　Count　ratio　of　reticuloendothelial　systems（liver

　　　spleen　and　bone　marrow）to　bone

　　　Group　A：Administration　of　99mTc－MDP　and

　　　　　　　Blutal　mixture
　　　　　　B：Administration　of　Blutal　immedia－

　　　　　　　tely　after　injection　of　99mTc－MDP

　　　　　　C：5min．　after

　　　　　　D：10min．　after

　　　　　　E：30min．　after

　　　　　　F：control：99mTc・MDP　only

Table　l　Count　ratio　of　reticuloendothelial　system

　　　　（1iver，　spl㏄n，　and　bone　marrow）to　injectied

　　　　RI
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示している．このように，99mTcO4一とブルター

ルにSnCl2を加えた場合，網内系への分布が高ま

ることにより，99mTcコロイドの形成が考えら

れ，そのため薄層クロマトグラフィで，大部分の

99mTcが原点にとどまったものと考えられた．ま

た，99mTc－MDPとブルタールの混注群では，

99mTcO4一とブルタールの混注群の5．6倍の肝集

積をみとめ，実験1の結果同様，ここでも99mTc

コロイドの形成が推定される．

　4）実験4

　Sllコロイドの直径は，約0・5μmであり，ブル

タールのコロイドはφ0・005～0・01μmの粒子が数

個集合した不定形をとっている．そこで，直径

0．22μmのミリポァフィルターを使用し，両者の

分離が可能であると考えた．99mTcO4－1　mCi．

SnCl21mgの混合液をミリポアフィルターに通

したところ，フィルター上に96．9％の残存をみ

とめ，これは，99mTc－Sn一コロイドによるものと

考えられた．さらに，すでに実験3で，99mTc一コ

ロイドの形成の確かめられている99mTcO4－・

SnCl2・ブルタールの混合液をミリポァフィルター

に通したところ，フィルター上には1．12％の残

存しかみとめられず，形成されている99mTc一コ

ロイドは，99mTc－Snコロイドではなく，直径

0．22μm以下の，おそらくは，ブルタール中に含

まれるコンドロイチン硫酸鉄コロイドと99mTcが，

SnCl2の関与のもと，結合したものと考えられる．

count　of

liver

count　of

spleen

　count　of　　　　　count　of

injected　RI　　injected　RI

count　of

bone

marrOW
　　count　of

　injected　RI

Group
　A　　　　　 9．73×10－3　　　4．30×10－5

　B54．7×10－386．9×10－5
　C186×10－3370×10－5

3．92×10－3

65．8×10－3

47．7×10●3

Group　A：Administration　of　99mTcO4－　and　Blutal

　　　B：Administration　of　99mTc－MDP　and

　　　　　Blutal
　　　C：　Administration　of　99MTcO4”，　SnC12　and

　　　　　Blutal

IV．考　　察

　99mTc一リン酸化合物は，骨以外にも，化骨性筋

炎，異所性石灰化巣，神経芽腫，悪性リンパ腫な

どの悪性腫瘍，新鮮な心筋梗塞などに集積するこ

とが知られている7”’9）．99mTc一リン酸化合物が正

常肝に集積したという報告1”’5・7，8）もみられ，原因

として，コロイド形成を推定している7・10）．

Chaudhuriらは，　99mTc－ethylene　diphosphonate

（99mTc－EHDP）を使用した骨シンチグラム上，肝

への集積をみたと報告している1）．

　彼らは，動物実験で，Aluminium　chlorideを，

99mTc－EHDPに加えると，肝に著明なRI集積が
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みられたことより，99mTc・generatorからAl3＋の

溶出がおこり，それによってコロイドを形成した

ものと推定している．その他の肝描出の一原因と

して，われわれは，静注困難i例で，99mTc一リン酸

化合物と血液とが注射器内で長く混和された状態

のものを，静注した際に，肝描出を認めることが

あることをすでに報告している3）．

　今回，われわれは，肝描出の原因が，貧血改善

剤ブルタールであることを，家兎を用いて，in

vivoで確かめた．臨床例では，99mTc－MDPとブ

ルタールの静注間隔が，15～30分で，骨シンチグ

ラム上，肝の描出が認められているが，家兎を用

いた動物実験では，静注間隔5分までは，肝の描

出が明瞭に認められるものの，10分では，肝描出

が不明瞭で，それ以後は，シンチグラム上，肝の

描出は，認められなかった．その原因として，

99mTc－MDPの血中消失率に関して，ヒトでは，

静注5分後で60％，10分後で44％，30分後で

17％であるに比し，家兎では，5分で24％，10

分で13％，30分で4％と，ヒトに比し，99mTc－

MDPの血中からの消失が速いこと11）が考えられ

る．

　ペーパークロマトグラフィで，99mTc－MDPと，

99mTc－MDP・ブルタール混合液を比較すると，後

者では，99mTc－MDPの標識率は，52．5土9．097で，

前者の87．2±1．258に比し，低く，他の物質，恐

らくは，99mTc一ブルタールが，形成されているも

のと思われた．

　99mTcO4－・SnC12・ブルタールの混合液を，家兎

に静注したところ，肝の描出を明瞭に認め，臓器

分布の上でも，99mTcO4－・ブルタールの混注群に

比し，肝で42倍もの集積をみている．また，薄層

クロマトグラフィの結果でも，freeの99mTcが直

接コンドロイチン硫酸鉄コロイドと結合して，肝

描出をおこすことは考えられない．99mTc一コロイ

ドの形成に，MDPキット中に含まれているSnCl2

が，必要であると思われた．

　さらに，99mTcO4－・SnC12・ブルタールの混合液

では，99mTc－Snコロイドではなく，コンドロイチ

ン硫酸鉄コロイドが，SnCl2の関与のもと，99mTc

と結合していることを，ミリポアフィルターを用

いて証明した．

　以上のことより，骨シンチグラフィ施行時のブ

ルタール併用による肝描出の原因は，MDPキツ

ト中のSnCl2の関与のもと形成された99mTc一コ

ンドロイチン硫酸鉄コロイドであることが，推定

された．

　骨シンチグラムで，肝が描出されると，肝に重

なった部の肋骨や，脊椎の病変を読影しにくくな

る恐れがあることより，検査をより有効なものと

するためにも，ブルタールのようなコロイド系薬

剤の使用を，骨シンチ施行中にはさけるべきと考

える．

V．まとめ

　静注用貧血改善剤であるコンドロイチン硫酸鉄

コロイド（商品名：ブルタール）が，骨シンチグ

ラフィにおける肝描出の原因の1つであることを，

臨床例および実験で確めた．
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Summary

ViSualiza　tion　of　Liver　on　Bone　Scintigraphy　dur血1g

Treatment　with　Imn　Chondroit血1　SUIfate　Conoid

Shigeko　TANAKA＊，　Hisashi　SAwA＊，　Teruo　FuKuDA＊，　Masahiro　TANAKA＊，

　　　　Yujiro　TsuJiTA＊，　Satoshi　YAHATA＊，　Hideyuki　NAKAJIMA＊，　Shuj◆i

　　　　　　TANIGucHI＊，　Yuichi　INouE＊，　Masahiro　OMuRA＊，　Yoshihiro

　　　　　　SHIMoNlsHI＊，　Hozumi　IKEDA＊，　Kunio　HAMADA＊，　Hironobu

　　　　　　　　　　Ocm＊，　Yasuto　ONoYAMA＊and　Akira　YAMADA＊＊

＊D¢ρ〃’〃zent　cゾRadiology，0ぷakaαζγUn輌vers輌ty　School　ofルfedic加θ

　　＊＊Divisio〃q〆Radiopharmaco～bgγ，0ぷaka　Co〃ege②f　Phar〃lacγ

　In　order　to　see　its　probable　cause　in　the　inci－

denta目iver　delineation　on　the　bone　scan　with

99mTc－MDP，　patients　and　experimental　rabbits

were　intravenously　injected　with　Blutal（iron　lho－

ndroitin　sulfate）varicus　times　follcwing　the　in－

travenous　injection　of　99mTc－MDP．　The　liver

images　were　obtained　during　the　early　periods．

An　injection　of　Blutal－99mTc　pertechnetate　mix・

ture　did　not　result　in　any　apPreciable　hepatic　de●

lineation．　Stannous　chloride　in　the　MDP　kit　cculd

have　enticed　fbrmation　of　radiocolloids　in　the

presence　of　iron　chondroitin　sulfate．　Diagncstic

problems　canヒc　evadcd　by　carrefully　planning

the　bone　scintigraphy　in　relation　to　the　Blutal

administration．

　Key　wordS：bone　scintigraphy，1iver　image，
Iron　chondroitin　sulfate　colloid，　Blutal．
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