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新しい放射性医薬品Tc（V）－99m　Dimercaptosuccinic　acidによる

腫瘍シンチグラフィに関する研究：臨床的有用性について
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　要旨Tc－99mの核種としての理想的な性質に注目し，新しい腫瘍シンチグラフィ用製剤Tc（V）－99m

Dimercaptosuccinic　acid（以下Tc（V）－DMS）を開発した．

　Tc（V）－DMSの臨床的有用性を検討するため未治療で，病理組織診断のついた400例についてTc（V）－

DMS腫瘍シンチグラフィを施行し，一部の症例ではGa－67　citrateと比較した．　Tc（V）－DMSの臨床的有

用性は部位，組織型により著しく異なり，頭頸部腫瘍，甲状腺髄様癌，軟部組織腫瘍，骨腫瘍でTc（V）－

DMSシンチグラフィが有用であった．しかし，肺腫瘍，肝腫瘍，悪性黒色腫，悪性リンパ腫では無効例が

多く，Ga－67　citrateの方が優れていた．　Tc（V）－DMSは安価で静注後2時間以内によい画像が得られるた

め部位によってはTc（V）－DMS腫瘍シンチグラフィはよい適応があると考えられた．

1．はじめに

　Tc－99mは理想的な放射性核種であり，新しい

Tc－99m標識腫瘍診断薬の開発は核医学の重要な

課題の1つである．池田および著者らは腎シンチ

グラフィ用製剤として利用されているTc－99m標

識Dimercaptosuccinic　acidがその標識条件を変

えることにより，体内分布が異なってくることを

報告してきた1”3）．すなわち，Tc－99m標識に際し

用いる還元剤濃度，pHを変化させることにより，

動物，ヒトにおいて腫瘍集積性をもつことを見い

だした．今回はこの腫瘍診断を目的にデザインし

た新しい放射性医薬品Tc－99m（V）Dimercaptosuc－
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cinic　acid（以下Tc（V）－DMS）が臨床上有用である

との成績を得たので報告する．

IL　方法と対象

　1）Tc（V）－DMSの作成方法

　第一ラジオアイソトープ研究所に依頼作成し，

Dimercaptosuccinic　acid　1．36　mg，　NaHCO31．26

mgに還元剤としてSnCl2・2H200．11mg，賦形

剤としてグルコース30mgを添加した凍結乾燥

キットを用いた．ジェネレーターより抽出した

Tc－99m　pertechnetate　2．4　mlと7％NaHCO3（メ

ィロン⑱）0．1m～を混合したのち，キットに混和

してTc（V）－DMSが標識される．標識率はほぼ

100％で，ブチルアルコール3：酢酸2：水3で展

開したメルクシリカゲルによる薄層クロマトグラ

フィーで遊離のTc－99m　pertechnetateは認められ

なかった．

　2）撮像法
　Tc（V）・DMS　5～10mCi静注1～2時間後に高分

解能コリメータを装着したシンチカメラGAM－

MA　VIEW－F（日立社製）でplanar　imageを，ま
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Table　l　Results　of　Tc（V）－DMS　scans　in　400　cases　with　malignant　and　benign　tumors

Malignant Benign
Tumor

Head　and　neck

Thyroid

　medullary　thyroid　carcinoma

　others

Lung　and　mediastinum

GI　tract

Liver　and　pancreas

Bone
Soft　tissue

Malignant　lymphoma

Malignant　melanoma
Others

　　　Total

＋（％）

55（79）

　5（100）

　2（22）

　6（43）

　0（0）

　4（24）

33（87）

51（88）

　2（20）

　1（11）

　1（17）

160（66）

一
（％）

15（2D

0（0）
7（78）

8（57）

7（100）

13（76）

5（13）

7（12）

8（80）

8（89）

5（83）

83（34）

＋（％）

6（23）

1（10）

0（0）

0（0）
2（33）

28（64）

20（29）

一
（％）

20σ7）

9（90）

2（100）

1（100）

4（67）

16（36）

48（7D

57（36） 100（64）
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　　　（B）　Ga－67　citrate　scintigram　of　the　same　patient．
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Tc（V）－DMS　scintigram　of　a　patient　with　squamous　cell　carcinoma　of　right

た一部の症例では5．6°回転64方向15秒／1方向の

Maxi　400T（GE社製）によるsingle　photon　ECT

（SPECT）像を得た．

　3）対　　象

　1982年4月から1985年1月までの間，京大

病院で病理組織診断の確定した未治療の400例

（悪性243例，良性157例）を対象とした．疾患

の内容はTable　1のごとくである．可能な症例で

は2週間前後以内に施行されたGa－67　citrateに

よるシンチグラムと比較した．Tc（V）－DMSの集

積の有無は視覚的に判断した．

m．結　　果

Tc（V）－DMS腫瘍シンチグラフィにより悪性腫
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瘍243例のうち160例（66％）が陽性に検出され，

一一
一 方良性腫瘍では157例中57例（36％）が偽陽性

であった．

　｛ぽ　　．t’

…一 蕊轟．

Fig．2　Preoperative　Tc（V）－DMS　scintigram　of　a　pa－

　　　tient　with　medullary　thyroid　carcinoma．　Please

　　　note　lack　ofTc（V）－DMS　accumulation　in　nor－

　　　mal　part　of　right　thyroid　lobe．

　Table　lにplanar　imageによるTc（V）－DMSの

各領域における検出率を示すが腫瘍の部位，組織

型により，著しく異なった成績が得られた．

　脳，甲状腺をのぞく頭頸部については70例中55

例（79％）が陽性であり特に上顎癌（Fig．1），下顎

癌ですぐれていた．また放射線治療による集積へ

の影響がGa－67　citrateと異なり認められなかった．

偽陰性例は舌癌，上咽頭癌，喉頭癌に多くみられ，

すべて大きさは3cm以下であった．これに対し

良性疾患での偽陽性例は，エナメル上皮腫，骨嚢

胞，…部の歯肉炎であった．頭頸部腫瘍の32例

（悪性25例，良性7例）にSPECTを施行したが，

悪性例全例を検出したものの良性例7例中4例に

も集積を認めた4）．

　甲状腺については髄様癌にのみ特異的にきわめ

て強い集積を示し，経過観察にも有効であった5）．

またTl－201と異なり，　IE常甲状腺には集積せず．

腫瘍にのみ集積を認めた（Fig．2）．偽陽性の1例

は甲状腺腫の石灰化部分に集積したものであるが

　
　
L（B）

　　　　　⑬ORS

　　　　　（A）

Fig．3　（A）　Transaxial　section　by　SPECT　ofa　patient　with　lung　cancer．　Clear　accumula－

　　　　　tion　of　Tc（V）－DMS　was　recognized（arrow），　although　no　apparent　ac－

　　　　　cumulation　was　shown　by　planar　image．

　　　（B）　CT　scan　showed　a　tumor　in　the　same　area　that　SPECT　images　demonstrated．
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惚

　　　　　（A）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（B）
Fig．4　（A）Tc（V）－DMS　scintigram　of　a　patient　with　osteosarcoma　in　the　right　knee．

　　　　　Similar　image　to　that　ofGa・67　citrate　was　obtained．

　　　（B）　Ga－67　citrate　scintigram　ofthe　same　patient．

きわめて弱い集積であり，その他の悪性2例への

集積はいずれ｛、未分化癌であったが，これも髄様

癌と異なりきわめて弱い集積であ’・た．

　肺，縦隔ではlflL流ことに心プー・レの高濃1皇のRI

が読影を妨げるためGa－67　citrateに比して劣り，

6時間後に撮像を試みた多くの症例でも腫瘍への

Tc（V）－DMSの取り込みは明らかではなか’1た．

しかし，SPECTを施行した症例ではplanar　image

で検川できなかった症例に明瞭な集積を認めた
（Fig．3）．

　消化器系疾患では無効のことが多く，良性の肝

lhL管腫の・部で偽陽性を示したほか，胃，肝，人

腸癌などで有用な症例はみつけられなかった．

　骨腫瘍にはTc（V）－DMSの強い集積が認められ

特に悪性例において骨シンチグラフf用製剤Tc－

99m　MDPに匹敵する成績が得られた．例えば，

骨肉腫（Fig．4）ではSPECTにより肺転移の検出

が1・∫能であ・・た6）．しかしTc（V）－DMSは悪性疾

患のみならず，良性骨腫瘍のほか’胃’髄炎，骨折，

骨嚢胞でも偽陽性となりTc（V）－DMSによる良，

悪性の鑑別は困難であった．

　軟部組織腫瘍でも良好な検出率を示し，悪性軟

部組織腫瘍58例中51例（88°、、）が陽性であt・た

（Figs．5，6）．偽陰性例はlllL管肉腫，淡色細胞肉腫，

・ 部の悪性組織球症でllL‖穿肉腫の症例は径0．5cm

と小さな腫瘍であづた．偽陽性例は．・部の膿瘍，

滑膜炎，癩i痕組織，血管腫，神経鞘腫，神経線維

腫などで，膿瘍例でTc（V）－DMSの集積はGa－67

citrateに比してきわめて弱く，神経鞘腫，神経線

維腫例では摘川術後再発した7）．

　悪性リンパ腫ではTc（V）－DMSでは骨に浸潤し

た1例をのぞき無効で，その他悪性黒色腫，褐色
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Fig．5　（A）Tc（V）－DMS　scintigram　of　a　patient　with　malignant　schwannoma　of　thc

　　　　　　left　upper　arm．

　　　　（B）　Ga－67　citrate　scintigram　of　the　same　patient　by　multi－plane　tomographic

　　　　　　scanner．　Tumor　is　demonstrated　as　a　cold　defect．

＼欝㌧・謹＼
へ亨，「

Fig．6　PA　view　ofTc（V）－DMSscintigram　ofapatiellt

　　　　with　synovial　sarcoma　in　the　left　buttock

　　　　（arrOW）．

　　　　B：Bladder

細胞腫，神経芽細胞腫で／、Tc（V）－DMSの腫瘍…

の明らかな取り込みは見られなかった．

IV．考 察

　腫瘍シンチグラフィにはGa－67　citrateが最も

よく利用されている8・9｝．しかし有用な疾患が肺癌，

肝腫瘍，悪性リンパ腫，悪性黒色腫などに限られ

ている．また核種の物理学的特”性，経済性に問題

があり，投与後撮像までに2～3日を要する．し

たが’，て核医学的にはTc－99m標識腫瘍診断薬の

開発が望ましい．これ主でTc－99m　Bleomycinl｛）・11），

Tc－99m　glucoheptanatei2）、　Tc－99m　EDTA13）が報

告されているが，これらの放射性医薬品は臨床の

場であまり広く利用されていないのが現状である．

　Tc（V）－DMSは腎シンチグラフで用製剤Tc－99m

DMSAと同じdimercaptosuccinic　acidを配位子

として用いているが，すでに池川らにより添加す

る環元剤の濃度，Tc－99m標識時のpHを変化さ

せることによりTc－99ma）酸化状態，その体1句分

布が異なることが報告されている1・L））．すなわち

今1・・1使用されたTc（V）－DMSはkり多く腫瘍に集

積するようにデザインされたものであり，Tc－99m

pertechnetateが7価の酸化状態であるのに対し，

今lri1使用したTc（V）－DMSではTc－99mが5価の

酸化状態で存在すると考えられている14）．一・方腎

シンチグラフィ用製剤Tc－99m　DMSAでは還元

剤を酸’性で大量に用いるため3価のTc－99mとし
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て存在すると考えられ，動物でもヒトでも同じ

Tc－99m　Dimercaptosuccinic　acidを用いながら両

者の挙動は大いに異なることが確かめられてい

る15）．このTc（V）－DMSの臨床的有用性を検討す

るため400例を対象として各種の腫瘍診断を試み

たところ，Tc（V）－DMSの有用性は対象とする部

位，病理組織により著しく異なっていた．

　頭頸部腫瘍では視診，触診，生検が容易であり

核医学の役割は限定されるが，Ga－67　citrateに比

較してTc（V）－DMSは放射線治療後の唾液腺への

取り込みが少なく放射線治療例の経過観察に有用

と考えられる．甲状腺腫瘍では組織像により著し

く陽性率は異なりTc（V）－DMSの強い集積の認め

られた症例はいずれも髄様癌であった．髄様癌で

は，（1）他の甲状腺腫瘍と異なり甲状腺C細胞由

来であること，（2）カルシトニンのほか，CEAや他

のペプタイドホルモンを放出すること16｝，（3）Nal－

13117｝，Tc－99m　MDP18）の集積する症例があるこ

となど，きわめて特異な腫瘍である．Tc（V）－DMS

の甲状腺髄様癌への集積機序は不明であるが，ヌ

ー ドマウスに移植した髄様癌でもTc（V）－DMSの

集積が認められており，現在研究中である．

　骨腫瘍ではTc－99m　MDPやGa－67　citrateと同

じく悪性腫瘍特異性はない．しかし腫瘍シンチグ

ラフィ用製剤としてデザインされたTc－99mが5

価の酸化状態（TcO43－）で存在するため，リン酸

（PO43－）様挙動をとると考えられる．したがって

Tc（V）－DMSはマウス骨に取り込まれ，またヒト

でも良性骨疾患へも集積することはさけられない

ものと思われる．

　軟部組織腫瘍ではGa－67　citrateおよびTc－99m

MDPが有効であると報告されているが19），Tc（V）－

DMSは悪性，良性の鑑別，腫瘍の範囲決定にき

わめて有用であると考えられた．本院では軟部組

織腫瘍の症例ではTc（V）－DMS腫瘍シンチグラフ

ィをすでにルーチン検査として利用しているが，

腫瘍の範囲の決定やその経過観察にもGa－67

citrate，　Tc－99m　MDPと比較してより有用である

と思われる．

　これに対しGa－67　citrateが有効と考えられる

肺癌，肝腫瘍，悪性リンパ腫，悪性黒色腫では

planar　imageでTc（V）－DMSの陽性率は低く，積

極的適応はないと考えられた．しかし，肺癌では

SPECTを併用するか，血液からのclearanceを早

くさせることでバックグランドである血流の放射

能を早く減少させれば診断に有用性のでてくる可

能性はあり，現在検討中である．

　このようにTc（V）－DMSを用いる腫瘍シンチグ

ラフィは頭頸部腫瘍，甲状腺髄様癌，軟部組織腫

瘍，骨腫瘍ではよい適応であり，肺癌，肝腫瘍

悪性リンパ腫なども含めた腫瘍全体の検出能では

Ga－67・citrateに劣るかもしれないが，部位，病理

組織像によってはGa－67　citrateと併用あるいは

代用しうる検査法であると考えられた．さらに

Ga－67　citrateと比較してTc（V）－DMSは5～

10　mCi静注2時間以内に撮像1・∫能であり，被曝

線量が少なく経済性にも優れており，画像は鮮明

でSPECTに適しているという利点も有するため，

今後さらにその臨床的有用性が広く検討されるも

のと期待される．

　Tc（V）－DMSの腫瘍集積機序に関しては不明の

ことが多い．現在臨床的に使用されているGa－67

citrate，　T1－201　chiorideとは得られるimageから

もトランスフェリン結合性からも異なるものと考

えられる．Ga－67　citrateの場合も多くの研究にも

かかわらず，その腫瘍集積性に関してはなお明ら

かではない．Tc（V）－DMSの場合もその機序の解

明は新しい放射性医薬品の開発のためには欠かせ

ないものであり，さらに検討が必要であると思わ

れる．

　稿を終えるにあたり，キットをご提供いただいた株式

会社第一ラジオアイソトープ研究所と井川邦子氏，西田

和子氏，lll中三郎氏，木谷茂喜氏，西山慎也氏に深く感

謝いたします．
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Summary

Tumor　lmaging　Using　Tc（V）－99m　Dime『tosucci由c　Acid，　a　Newly

　　　　　　Developed　Radiopharmaceutical：its　Clinical　Use血lness

Hitoya　OHTA＊，　Keigo　ENDo＊，　Mitsuru　KolzuMI＊，　Toru　FuJiTA＊，

　　Harumi　SAKAHARA＊，　Tetsuo　NAKAsHIMA＊，　Kanji　ToRlzuKA＊，

　　　Naotaka　HATA＊＊，　Hidesuke　MAsuDA＊＊，　Isamu　YoMoDA＊＊，

Kazuko　HoRlucHI＊＊，　Akira　YoKoYAMA＊＊，　Yasutomo　SHIMIzu＊＊＊，

　　　　　　　　　　Masao　IsHII†and　Katsuyuki　KAsAHARA＊＊＊＊

　　　　　　　　　　＊The　Depart〃ient　of　Nuctear　Medicine，

＊＊Radiopharmaceutical　Sciences，　Faculty　of　Phar〃τaceutica’Sciences，

＊＊＊Oral　Surgery，°＊＊＊Orthoped’c∫，　K：ソo’o　Univers輌ty，　Kyoto，」φα〃

　　Being　aware　of　the　ideal　nuclear　properties　of

Tc－99m，　we　have　developed　a　new　tumor　seeking

agent，　Tc－99m（V）dimercaptosuccinic　acid（Tc（V）－

DMS）．　In　order　to　evaluate　its　clinical　usefulness　of

Tc（V）・DMS，400　untreated　patients　with　histolo－

gically　proven　diagnoses　were　studied，　and，　in　some

selected　cases，　the　results　were　compared　with

those　of　Ga・67　citrate．

　　The　Tc（V）・DMS　scintigraphy　was　found　espe－

cially　useful　in　patients　with　head　and　neck　tumors，

medullary　thyroid　carcinomas，　soft　tissue　tumors

and　bone　tumors．　But　in　patients　with　lung　tumors，

1iver　tumors，　malignant　melanoma　or　malignant

lymphomas，　it　revealed　no　obvious　advantage　over

Ga－67　scintigraphy，　the　results　seemed　to　the

different　uptake　mechanism　of　Tc（V）－DMS　from

that　of　Ga・67　citrate．

　　Nevertheless　the　superiority　of　physical　prop－

erties　of　Tc－99m，　pharmacological　advantage　that

may　enable　satisfactory　imaging，　and　lower　supply

cost，　Tc（V）－DMS　would　certainly　offer　good　clini－

cal　applicability　in　some　regions．

　Key　words：　Tc（V）－99m　dimercaptosuccinic

acid，　Tumor　imaging，　Tc－99m　labeled　tumor　seek－

lng　agent．
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