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《研究速報》

びまん性肝疾患におけるTc－99m　N－pyridoxyl－5－methyltryptophan

　　　　　（Tc－99m　PMT）による定量的肝胆道機能解析法

楢林　　勇＊　石堂　伸夫＊

松尾　導昌＊　　木村　修治＊

杉村　和朗＊　鍋嶋　康司＊

梶田　明義＊＊

1．緒　　言

　テクネチウムーN一ピリドキシルー5一メチルトリプ

トファンf以下99mTc－PMTと略す）の肝摂取，移

送，排泄についての動的情報を数学的手段の導入

とコンピュータの導入により，体内動態モデルを

設定して定量的に肝胆道機能解析法を試みた．

IL　方　　法

　99111Tc－PMT　3．75　mCi静注後，シンチカメラ画

像を核医学データ処理装置東芝GMS　80－Aへ入

力した．測定は1C秒ごと60分間である．

　コンパートメントモデルはFig．1に示すごとく，

軟部組織，心，肝，肝内胆管に設定してそれぞれ

の放射能計数率（C1，　C2，　C3，　C4）と分布容積（V1，

V2，　V3，　V4）を考慮した理論式を構成した．この

線量，時間，関数の一般式を数学的に解いた．心

臓と肝に関心領域（ROIと略す）を設定し，それ

らの時間放射能曲線を得た．これらの曲線からパ

ラメータを算出するコンピュータ処理には富士通

FACOMMI70を用いた．

　心臓部消失曲線は静注後15秒間ずらせることに

より血液コンパートメントの曲線と一致すると考

えて，モテルのパラメータの一部をコンピュータ

により曲線回帰的に求めた．

　肝の時間放射能曲線はこのモデルの血液，肝，
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胆管コンパートメントの和と考えて，モデルの残

りの各パラメータを同時的にグリッド法1）により

算出した．

　対象は正常2例，慢性肝炎1例，肝硬変症2例

の計5例である．

　　　　　　　III．結　　果

　われわれの設定したコンパートメントモデルよ

り成立する微分方程式は

　C1’（t）＝Ko1C2（t）－Kc2C1（t）　．．．．．．．．．．（1）

　C2’（t）＝Ko2C1（t）一（Kc1十K1÷Kl’）C2（t）

　　　　　　　　　　　　　，．．．．．．．．．．．　（2）

　C3’（t）＝＝　KIC2（t）－K2C3（t）　．．．．．．．．．．．．（3）

　C4’（t）＝K2C3（t）－K3C4（t）　．．．．．．．．．．．．（4）

であり，境界値条件として，時刻0において

99niTc－PMTの投与量Dが血液コンパートメント

にのみあり，その他は0とした．

　C1（0）＝0，　C2（0）＝D，　C3（0）＝0，　C4（0）＝0

　これを解くと，

・一ニー［コニ1ニー一臼

V1．C1 Ko2　　　V2・C2

　　　　1，，，
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Fig．1　Compartmental　model　for　99mTc－PMT
　　　transport．
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のような解が得られた．すなわち，それぞれの放

射能計数率の経時的変化と分布容積を考慮した理

論式であり，心臓部消失曲線は，2相性の指数関

数の和で表わされ，肝摂取排泄曲線は，3相性の

指数関数の和で示された．

　そこで，心臓部消失曲線は，

　C2（t）＝α1　e－21t十α2　e－22t十Clo　．．．．．．．．（5）

と単調な減少関数となり，Cloはバックグラウン

ド値である．

e－K・t
｝………・・…（4’）

心臓部消失曲線が実測上もこれらのパラメータ

で表わされるとすれば，モデルのパラメータは，

　　　　λ1（α1／α2）＋λ2
　　　　　　　　　　　　．．．．．．．．．．．．．．．．　（6）　Ko2＝
　　　　　α1／α2十1

　　　　α1（21一λ2）
　　　　　　　　　　　．．．．．．．．．．．．．．．．．．　（7）　　D＝
　　　　Ko2－22
　K1十K1’＝λ122／Ko2．．．．．．．．．．．，．．．．．．（8）

　Ko1＝（21十λ2）一（Ko2十K1）　．．．．．．．．．．（9）

の式で求められ得る．したがって実測パラメータ

蜘
　
勘

吟
●
C
コ
◎
O

1000

　　　　　　　　乃Oheart　activity

hepatogram

500

250

蜘

蜘

吟
舗
C
コ
O
U

4000

蜘

2000

1000

0　　10　　20　　30　　40　　50　　60

　　　　　min

0　　10　　20　　30　　40　　茄　　60

　　　　min
　　　Normal

蜘
　　　　　
欄

吟

θ
C
コ

O
O

蜘

加

100

60卸4030100

hm

←

1㎜

　
㎜

　

萌
●
C
コ
O
O

緬

細

加

10　　20　　30　　40　　50　60

　　　rnin
　Hepatitis

ω
●
C
コ
O
O

㊤
ρ
C
コ
O
O

1000

800

醐

柳

加

1000

800

醐

姻

200

0　　10　　20　　30　　40　　50　　60

　　　　　mtn

0　　10　20　30　40　50　60

　　　　　min
　　　Cirrhosis

Fig．2　Time　activity　curves　of　heart　and　liver　obtained　following　i．v．　injection　of　Tc－99m

PMT　in　normal　subject，　chronic　hepatitis　and　liver　cirrhosis．　Symbols　are　observed

data．　Lines　are　calculated　from　summed　exponentials　using　parameters　in　Figure　3．
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k1十k∫ ko1 ko2 k2 k3 D／V2 D／V3 D／V4

Normal
0，097

0，071

0，051

0，056

0，396

0，271

0，160

0，197

0，002

0，370

980．2

1035

0．182×」05

0．168×105

0．117×104

0．988×103

Chronic

hepatitis
0，113 0，139 0，393 0，102 0．！幻8×10－2 0．327×103 0．216×104 0．248×103

Liver

cirrhosis

0，053

0，107

0，050

0，113

0，161

0，349

0．531×10－1

0．763×10－1

0，96×10－4

0，93×10－2

0．473×103

0．123×104

0．517×104

0．153×104

0．966×103

0．227×103

　　　　　　　　　　　　D：Dose，　Vi：Volume　of　ith　compartment

Fig．3　Parameters　estimated　by　fittlng　time　activity　data　into　the　equation．

を実測曲線からコンピュータにより曲線回帰的に

求めればこれらのものを算出し得る．

　理論式のそのほかのパラメータは，肝の実測曲

線と理論式からの曲線を比較しつつ，グリッド法

によりコンピュータで2曲線の残差が可及的に少

なくなるようにして求めた．このようにして算出

した理論式パラメータが作る曲線を，症例の実測

曲線と比較してFig．2に示した．実線が理論式か

らのもので点が測定曲線である．正常，慢性肝炎，

肝硬変症の各症例とも心臓部消失曲線，肝摂取排

泄曲線が良好な適合を示している．

　各パラメータの値を症例別にFig．3に示した．

現在のところ，症例数が少なく症例別の傾向しか

述べ得ないが，慢性肝炎，肝硬変症はK2すなわ

ち肝排泄係数の低下傾向がみられた．肝の分布容

積V3にっいては正常に比し慢性肝炎，肝硬変症

ではD／V3の低下すなわちV3の増大傾向がみら

れた．そのほかの移行係数，分布容積については

今回の症例では特に差異がみられなかった．

IV．考　　察

　肝胆道シンチグラフィ用薬剤によるヘバトグラ

ムの解析は1311－RBによりカイネティックモデル

の設定で移行率の算出が試みられてきた2’”4）．従

来の99mTc標識製剤は尿中排泄が多いことと高

ビリルビン血症では肝摂取がないことより機能検

査剤としては適切ではなく5），筆者は1231－RBを

作成したこともあった6）．しかし，99mTc製剤も

漸次改良され，カイネティックスタディにも使用

されるようになってきた？）．特に今回使用した

99mTc－PMTは血中消失が速く，尿中排泄が少な

く，高ビリルビン血症でも肝摂取曲線が得られ

た8）．また高度肝障害例でもピーク時間があまり

遅延しなかったので，60分間程度が限度の検査時

間内にあって1311－RBでは実際上測定できない肝

排泄曲線を得ることができた．99皿Tc－PMTのコ

ンパートメント理論式に分布容積の概念を導入し

たが，最近の薬動力学では薬物の体内分布を考え

るうえで，この量を考慮しないで血中濃度から薬

物を評価できないといわれている9）．すなわち，

分布容積は血中濃度と体内量の関係のために導入

された比例定数であり容量の単位をもっている．

ただこれは理論上のモデルと仮定のうえで成り立

つ量であるので，真の容積ではなくみかけ上の容

積である．肝疾患例では肝分布容積の増大傾向が

みられたが，肝の線維化と有効肝血流量の変化か

らは真の肝容積はむしろ縮小している場合も考え

られるので，今後症例を重ねて生理学的，解剖学

的に対応する肝容積について検討せねばならない．

われわれは，これらのパラメータが肝の病態生理

を反映して，特にびまん性肝疾患の診断に寄与す

ることを期待している．

　現状ではパラメータを求める探索法がグリッド

法のため時間がかかることと，99mTc－PMTの尿

中排泄は70分値で2－5％であり統計上疾患別有意

差はないものの8），本法をより正確にするため排

泄速度の測定をすることが望ましいと考えている．
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V．結 語

核医学　21巻1号（1984）

　びまん性肝疾患の病態の把握を目的として

99mTc－PMTによる定量的肝胆道機能解析法を軟

部組織，心，肝，肝内胆管にコンパートメントモ

デルを設定して検討した．

　それぞれの移行率および分布容積をパラメータ

としたこのコンパートメントモデルは測定曲線と

優れた適合性を示し，本法が99mTc－PMTのよい

体内動態モデルであることを示した．

　今後症例を重ねて本法で得られたパラメータの

臨床的意義を検討する予定である．
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Summary

Quantitative　Analysis　by　Digital　Computer　of　Tc－99m　PMT　Hepatogram

　　　　　　　　　　in　Diffuse　Parenchyma1　Liver　Diseases

Isamu　NARABAYAsHI＊，　Nobuo　IsHIDo＊，　Kazuro　SuGIMuRA＊，　Koji　NABEsHIMA＊，

　　　　　Michimasa　MATsuo＊，　Shlji　KIMuRA＊and　Akiyoshi　KAJITA＊＊

＊Depar’〃lent　of　1～adiolosy，　Kobe［1〃il，ers〃y　ScZ～oo1　of　Medicine，」（obe

　＊＊Department（ゾ．Radiolo8ツ，　The　Center／br　Ad’tlt　Diseases，　Osaka

　Tc－99m　PMT　hepatograms　were　analyzed　to
provide　infOrmation　about　the　liver　and　bile　duct．

Calculations　were　based　on　a　4　compartmental

model　and　included　corrections　for　blood，　tissue

liver　and　bile　backgrounds．　The　time・activity

curves　fbr　Tc－99m　PMT　in　the　cardiac　region　were

described　as　the　sum　of　2　exponential　functions，

while　curves　fbr　the　hepatic　region　were　described

as　the　sum　of　3　exponential　components．　The

measured　hepatograms　were　compared　with
simulated　hepatograms　and　good　agreement　be－

tween　the　two　curves　showed　that　the　compartment

model　adequately　describcd　the　blood　and　bile

aCtlvltleS】n　vlvO．

　Prior　to　the　development　of　this　compartmental

mode1，　no　useful　kinetic　mcdel　had　been　found

which　could　satisfactorily　explain　the　time－

activity　curves．　Experience　in　human　studies　proves

this　method　to　be　accurate　in　determining　the　rate

constants　for　hepatobiliary　transport　of　Tc－99m

PMT．

　Key　words：kinetic　study，　Tc－99m　PMT，　diffuse

parenchymal　liver　disease．
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