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《研究速報》

心プー一ルスキャニング剤99mTc－DTPA－HSA｛テクネチウム

　　　　ヒト血清アルブミンD（99mTc）｝注射液の開発

白神　宜史＊　　松本　康浩＊

上田　信夫＊　葉杖　正昭＊

山内　優子＊ 倉見　美規＊

1．緒　　言

　心プールスキャニング剤として現在汎用されて

いる製剤は，99mTc標識ヒト血清アルブミン

（99mTc－HSAと略す），あるいは99mTc標識赤血球

（99mTc－RBC’sと略す）などである．しかしながら

99mTc－HSAは静注後に血管外への逸脱が認めら

れ，in　vivo安定性に問題があると言われている1）．

一方99mTc－RBC’sは血中リテンションにおいて

99mTc－HSAよりすぐれているものの，二回の静注

が必要なこと，被験者の個人差に基づくと思われ

る標識率の低下がしばしば生じる等の問題が指摘

されてきた2～5）．

　最近Hnatowichらは，タンパク質分子にDTPA

（ジエチレントリアミン五酢酸）を結合させること

により安定な放射性金属標識体を得る方法を開発

した6）．さらにChildらは，　DTPAを結合させた

タンパク質の99mTc標識法を検討した7）．　DTPA

はキレート能力が強く，またDTPA酸無水物8）

を使用すれば容易にタンパク質に結合しうること

から，タンパク質の99mTc標識および1111n標識

に適することが明らかになった．

　そこでわれわれは，HSAにDTPAを結合させ，

より安定な99mTc標識体であるテクネチウムヒト

血清アルブミンD（99mTc）注射液を開発すること
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に成功した．本剤は従来の99mTc－HSAと比べて

in　vivo安定性にすぐれており，心プールスキャ

ニング剤としての有用性が確認されたので報告す

る．

II．試料および方法

　1．製　　法

　ヒト血清アルブミンを0．1Mリン酸緩衝液，

pH　8．0に溶解した後，　DTPA酸無水物の粉末を

ゆっくり添加しながらかくはんし，アルブミンー

DTPAを調製した．ここで得られた反応液は

HPLC（カラム：TSK　3000SW，東洋曹達工業㈱）

を用いて精製し，モノマー分画を分取した．この

溶液に無水塩化第1スズおよびアスコルビン酸を

加えて，バイアルに1m1ずつを分注し凍結乾燥

した．この凍結乾燥バイアルに過テクネチウム酸

ナトリウム（99mTc）水溶液を1ml加えて溶解し，

テクネチウムヒト血清アルブミンD（99mTc）注射

液を調製した．

　2．テクネチウムヒト血清アルブミンD（99mTc）

　　注射液

　テクネチウムヒト血清アルブミンD（99mTc）注

射液は，1バイアル（1m1）あたり99mTcを20　mCi

（検定日時において）とヒト血清アルブミン10mg

を含むほか，安定剤としてアスコルビン酸を含む．

放射化学的純度は95％以上である．

　3．ラット体内分布試験

　Sprague－Dewely系ラット（雌180～2309）の尾

静脈より本剤を投与し，15分～24時間後に下行大

動脈から採血して屠殺した．血液および摘出臓器

の放射能は，シングルチャンネルアナライザーで

計測した．
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Table　l　Time　dependence　of　tissue　distribution　of　99mTc－DTPA－HSA　in　rats（n＝5）

％1．D．／Organ
Tissue

15min 1hr 3hr 6hr 24hr 48hr

Blood
Liver

Kidneys

Urine

Feces

90．9±1．4

8．1土0．6

2．7±0．2

3．1士0．3

0

74．7±0．8

8．3土0．4

3．3土0．3

6．8土0．5

0

58．4±8．5

9．2土0．3

4．3±0．8

11．6：と0．8

0

44．7士3．7

9．6－LO．3

5．4±0．3

16．9⊥1．8

0

11．6土0．8

7．8：と1．4

7．0土0．4

39．2±1．2

2．3十2．6

3．3：と0．5

4．6士0．6

6．7士0．7

56．0土0．8

13．7d－1．4
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Table　2　1dentification　of　metabolites　excreted　in　rat’s

　　　　urine　3　and　24　hours　after　i．v．　administration

　　　　of　99mTc－DTPA－HSA

Metabolites
％of　total　excreted

3hr 24hr

Reduced　99mTc＊　　　18．3士2．8

99mTc－DTPA　　　　　14．5±1．8

99mTC－Urea　　　　　　47．8：と3．1

99mTc－unknown＊＊　　19．5±3．0

99mTcO4－　　　　　　　　　0

18．3十5．1

12．0土1．5

53．4土4．4

16．3士1．4

0

　　0　　　　　　　2　　　　　　　4　　　　　　　6

　　　　　　　Time　after　injection　l　h

Fig．1　Comparison　of　blood　clearance　curves　of

　　　99mTc－DTPA－HSA　and　other　radiolabe1ed

　　　HSA．

　4．尿中代謝産物の検索

　ラットに本剤を投与し3時間および24時間後に

屠殺した．尿は，注射針付きシリンジを用いて直

接膀胱より採取した．この尿をHPLC（カラム：

TSK　3000SW，東洋曹達工業㈱），電気泳動法（緩

衝液：バルビタール緩衝液，pH　8．6，イオン強度

0．06；泳動膜：セルロースアセテート）により分析

した．

III．結　　果

　本剤の放射化学的純度は95％以上であり，室

温下では製造日時から24時間後においても安定で

あることが確認された．

　ラットに投与した本剤の，投与48時間後までに

おける体内分布経時変化をTable　1に示した．血

液量はラット体重の6．4％とした．全血中の放射

能は投与後ゆるやかに減少したが，投与1時間後

＊：99mTcO2　and　others．　The　yield　of　99mTc－DTPA－

　HSA　was　less　than　3％．

＊＊：It　was　estimated　to　be　a　9sMTc－compound　bound

　to　an　urinary　component　other　than　urea．

においてなお74．7％の高い血中リテンションを示

した．投与後5分，30分および2時間に採取した

血液中の放射能成分を電気泳動法で調べた結果，

いずれの時間点においても放射化学的異物は5％

以下であり，本剤が血中においても安定であるこ

とがわかった．肝臓および腎臓中の放射能は投与

後一時的に増加したが，その後減少傾向を示した．

尿および糞への排泄は投与48時間後においてそれ

ぞれ56．o％，13．7％に達した．　Fig．1に本剤と他

のHSA製剤のラットにおける血中クリアランス

の様相を比較して示した．本剤の血中放射能濃度

（％1．D．／m1）は，99mTc－HSAに比べて投与初期か

ら6時間後までのすべての時間点において十分高

く，また1311標識HSAと類似の挙動を示した．

　本剤投与3時間後および24時間後の尿中代謝産

物をTable　2にまとめた．分解されぬまま尿中に

排泄された本剤の割合は，尿中総放射能の3％未

満であり，大部分は何らかの代謝を受けることが

示された．主要代謝産物は99mTc一尿素で，約50％
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を占めた．これは体内で遊離した99mTcが尿中の

尿素と結合したものである．99mTc一未知成分も同

様に尿中成分の化合物と推定された．このほか，

還元99mTcおよび99mTc－DTPA等が10～20％検

出されたが，99MTcO4一は検出されなかった．投

与3時間および24時間後における代謝産物の組成

はほとんど一致しており，経過時間の影響は認め

られなかった．

ウムヒト血清アルブミンD（99mTc）注射液を開発

した．本剤は高い血中放射能濃度を有するほか，

安定性にすぐれている．また既標識注射液である

ので標識操作を必要とせず，それに伴う被曝もな

い．以上の結果より，テクネチウムヒト血清アル

ブミンD（99mTc）注射液の臨床における有用性が

期待される．
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Summary

Development　of　Tc－99m－DTPA－HSA　as　a　New　Blood
　　　　　　　　　　　　　　Pool　Sca皿ing　Agent

Yoshifumi　SHIRAKAMI，　Yasuhiro　MATsuMoTo，　Yuko　YAMAucHI，

　　　　　　Miki　KuRAMI，　Nobuo　UEDA　and　Masaaki　HAzuE

Technical　Department，　Niho〃ルledi－Physics（ro．　Ltd．，　Chiba

　　Anew　HSA　preparation，　Tc－99m－DTPA－HSA，

was　developed　as　a　blood　pool　scanning　agent．　It

shows　higher　labeling　yield（more　than　95％）and

higher　blood　retention（74．7％1．D．　at　l　hour

post－injection）than　Tc－99m－HSA　prepared　by

directly　labeling　of　HSA　with　Tc－99m．　The　intro－

duction　of　DTPA，　a　strong　bifunctional　chelating

agent，　to　HSA　provides　sites　for　the　stable　binding

of　Tc－99m．

　　The　preparation　composed　of　20　mCi　of　Tc－

99m　at　calibration　time　and　lO　mg　of　DTPA－HSA

in　a　via1．　After　labeling，　it　had　been　stable　fbr　24

hours　at　room　temperature．

　　In　rats，　most　of　Tc－99m－DTPA－HSA　injected

was　metabolized　and　excreted　in　urine　and　feces．

The　cumulative　radioactivity　in　urine　and　feces

were　56．0％and　13．7％of　injected　dose，　respec－

tively，　at　48　hours　after　injection．　Metabolites　ob－

served　in　urine　were　Tc－99m－urea，　Tc－99m－DTPA，

reduced　Tc－99m　and　so　on．

　　Tc－99m－DTPA－HSA　proved，　thus，　a　desirable

feature　for　the　blood　pool　scanning　agent．

　　Key　wordS：Blood　pool　imaging，　Diethylene－

triaminepentaacetic　acid，　Human　serum　albumin，

Technetium－99m　human　serum　albumin．
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