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L　緒　　言

　テクネチウムヒト血清アルブミンD（99mTc）注

射液（99mTc－DTPA－HSA）は，心プールスキャニ

ング剤として新しく開発された製剤である．本剤

は，キレート能力の強いジエチレントリアミンペ

ンタ酢酸（以下DTPAと略す）を介してヒト血清

アルブミン（以下HSAと略す）を99mTcで標識

したもので，従来の99mTc標識ヒト血清アルブミ

ンよりもin・viVOにおける高い血中リテンション

が示された1）．

　本剤を投与した患者の血液および尿を採取し，

血液中における安定性，ならびに尿中の放射性代

謝物について検討したので報告する．
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II．試料および方法

　1．血液および尿の採取

　テクネチウムヒト血清アルブミンD（99mTc）注

射液投与によるシンチグラフィ検査を施行した成

人の患者5例を対象とした．

　本剤投与被験者5例の平均年齢は71．2圭8．7歳，

性別は男性4例，女性1例であり，平均体重は

50．9土7．9kgであった．

　本剤20mCi（740　MBq）を患者に投与したのち，

3時間後に血液5m1を採取し，遠心分離処理（多

本架低速度冷却遠心機，RL－601，トミー精工社製）

を行い血清と血球成分に分離し，血清を0．22μm

のフィルターでろ過し試料とした．また，投与直後

から約3時間後までに排泄された尿の全量を採取

し，排尿量を測定したのち，その一部を0．22μm

のフィルターでろ過し試料とした．

　2．放射能の測定

　血清の一定量と血球，および尿の一定量につき，
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それぞれ校正されたオートウェルガンマカウンタ

ー システム（ARC－301B，アロカ社製）により放射

能を測定し，比放射能と尿中排泄率を算出した．

　3．高速液体クロマトグラフィ（HPLC）による

　　分析

　血清または尿100　P1をHPLC装置（MODEL－

590，ウオーターズ社製）に注入しゲルろ過クロマ

トカラム（TSK・G3000SW，600×7．5　mmID，東ソ

ー社製）で分離後，溶出液を2分ごとに分取した．

溶離液は0．1Mリン酸緩衝液（pH　7．0）を使用し，

流速は0．75m1／min，分析時間は60分とした．

　各分取フラクションの放射能は，オートウェル

ガンマカウンターシステムで測定した．

　4．電気泳動法による分析

　血液または尿の適量をセルロースアセテート

膜：11×2cm（セパラックス，富士写真フイルム

社製）の陰極側の端から2cmの位置に塗布し

た．この泳動膜をバルビタール緩衝液（イオン強

度0．06，pH　8．6）を用い，1mA／cmの定電流で30

分間泳動した．そののち泳動膜を1cmごとに切

断し，各切片の放射能をオートウェルガンマカウ

ンターシステムで測定した．

m．結　　果

　投与から3時間後の全血液中の放射能は，平均

19．1土4．O　mCi（707土148　MBq，検定日時に換算），

これは投与量の95土20％に相当した．ただし，

血液量は80m1／kg体重とした2）．この血液を遠心

処理により血清と血球成分に分離し，さらに血球

成分は生理食塩液で3回洗浄したところ，血球成

分からは有意の放射能は検出されなかった．また，

血清の比放射能は平均8．5±1．2μCi／m1（315土44

kBq／mのであった．

　投与直後から約3時間後までに排泄された尿量

は60～205　mlであり，投与放射能に対する尿中

排泄率は平均2．5土0．9％であった．この尿の一部

をフィルターでろ過したところ，フィルターに残

留する放射性物質は認めなかった．

　本剤投与患者の血清および尿の高速液体クロマ

トグラム例をFig．1に示す．血清のクロマトグ

ラム（上段）では，溶出時間24分のフラクション

をピークとする主成分（ピークA）と，溶出時間

36分のフラクションをピークとする成分（ピーク

B）が検出された．尿のクロマトグラム（下段）で

も，血清のクロマトグラムで検出されたピークの

溶出時間に一致して，それぞれ小さなピークAと

大きなピークBが検出された．ピークAは同一

カラムを用いて得たヒト血清アルブミンの溶出時

間に一致し，ピークBは低分子量の化合物であ

ることが推定された．

　本剤投与患者の血清および尿の電気泳動例を

Fig．2に示す．血清の電気泳動（上段）では，泳

動距離＋3cmをピークとする主成分（ピークa）

を検出した．尿の電気泳動（下段）では，泳動距
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Fig．1　HPLC　profiles　of　serum　and　urine　3　hours　after

　　　i．v．　administration　of　technetium　human　serum

　　　albumin　D（99mTc）in　a　patient．
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Fig．2　Electrophoretic　patterns　of　serum　and　urine

　　　3hours　after　i．v．　administration　of　Technetium

　　　human　serum　albumin　D（99mTc）in　a　patient．
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離＋5cm付近をピークとする，かなり幅広いピ

ー ク成分（ピークb）と泳動距離ヰ8cmをピーク

とする成分（ピークc）を検出した．ピークaは

ヒト血清アルブミンの泳動距離に一致し，ピーク

cは99mTcO4一の泳動距離に一致した．

　Figure　1のピークBとFig．2のピークbは，

その溶出時間および泳動距離から99mTc－DTPA－

HSAの分解物，すなわち99mTc－DTPAあるいは

その他の低分子化合物と推定された．

　そこで，本剤0．2mlに血液または尿0．5　mlを

加え，窒素雰囲気下37°Cで15時間反応させ，電

気泳動法により分析した．その結果，本剤に血液

または尿を加えたいずれの系においても，Fig．2

のピークbに一致する化合物の生成を認めた．次

に，この化合物が血液および尿中のどの成分の寄
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与により生成されるのかを，血液および尿中に比

較的多く含有される化合物を用いて調べた．すな

わち，本剤O．5　mlに尿素溶液（240　mg／ml），尿酸

溶液（lmg／ml），オキサル酢酸溶液（8　mg／m1），ク

レアチニン溶液（1．8mg／mの，アラントイン溶液

（2．6mg／ml）または馬尿酸溶液（1　mg／m1）をそれ

ぞれ0．5m1加え，窒素雰囲気下37°Cで15時間

反応させ，電気泳動法により分析した．その結果，

本剤に尿素溶液を加えた系において，Fig．2のピ

ー クbに一致し，なおかつ本剤に血液または尿を

加えた系で検出されたピークに一致する生成物を

確認した．またこの生成物は，空気存在下で容易

に酸化され99mTcO4一を生成した．一方，尿素以

外を加えた系では，なんら新しい生成物を認めな

かった．

　ピークbはかなり幅広い形状を有し，不安定な

複数の化合物からなると考えられる．また99mTc－

DTPAは，泳動距離＋4．2　cmであることを確認

しており，このピークの中に含まれていると推定

された．したがってヒ゜一クbは，99mTcが尿素

あるいはその類縁化合物と作る不安定な化合物

（99mTc一尿素化合物と略す）および99mTc－DTPA

よりなると考えられた．

IV．考　　察

　血清および尿の高速液体クロマトグラフィおよ

び電気泳動法による分析結果から，本剤投与患

者5例の血液中の放射性成分と尿中代謝物は，

Table　1のようにまとめられる．血液中の主要な

放射性成分は，99mTc－DTPA－HSAで血中放射能

の96．1土0．5％であった．これに対し99mTc一尿素

化合物および99mTc－DTPAは3．6土1．1％であっ

た．また5例中1例のみでわずかながら99mTcOゴ

0．3土0．6％を検出した．

　尿中の主要な代謝物は，99mTc一尿素化合物およ

び99mTc－DTPAであり，この両者で尿中総放射

能の83．2土10．6％を占めた．また3．6±2．6％と

少量の99mTc－DTPA－HSAが体内で代謝を受ける

ことなくそのままの形で排泄された．そのほかに，

99mTcO4　13．2土10．6％を検出した．
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Table　l　Metabolites　in　serum　and　urine　3　hours　after

　　　　i．v．　administration　of　technetium　human

　　　　serum　albumin　D（99mTc）in　5　patients

Metabolites
％Radioactivity

Serum Urine

99mTc－DTPA－HSA
99mTc－Urea＊and

　99mTc－DTPA
99mTcO4一

96．1土0．5　　　　　3．6土2．6

3．6±1．1　　　83．2土10．6

0．3：ヒ0．6＊＊　　13．2土10．6＊＊＊

　＊Mixture　of　urea　and／or　other　urinary　com・

　ponents　coupled　with　99mTc．

＊＊Detected　in　one　of　5　patients．

料＊Oxidized　product　of　99mTc－Urea　after　excre－

　t10n　tO　Urlne．

　尿中の99mTcO4一の割合は，尿を採取してから

分析するまでの時間が長いほど増加する傾向を示

し，それに伴って99mTc一尿素化合物および99mTc－

DTPAの割合が減少した．ラットを用いた実験で

は，膀胱より空気に触れることなく直接採取した

尿については99mTcO4一は検出されず，体外に

排泄された尿では排泄後の経過時間が長いほど

99mTcO4一の存在率が増加することが明らかであ

った．以上のことを考慮すると，ヒトの尿中に検

出された99mTcO4一は，99mTc・尿素化合物が空気

中で酸化されて生成されたものと結論された．

V．結　　論

　本剤は，投与から3時間後でなお高い血中リテ

ンションを有し，血中の放射性成分の96．1土0．5％

は本剤の主成分99mTc－DTPA－HSAであった．ま

たこのときの尿中排泄率は投与量の2．5土0．9％で

あった．

本剤は徐々に体内で代謝され，遊離した99mTc

は血中に比較的多く存在する尿素等と弱く結合す

るほか，本剤の断片である99mTc－DTPAを生成

した．これらの化合物は，腎臓を経て尿中の主要

な放射性代謝物として排泄された．また尿中で検

出された99mTcO4一は，99mTc一尿素化合物の酸化

分解物であり，尿が体外に排泄されたのちに生成

されたものである．そのほか，本剤主成分99mTc－

DTPA－HSAの一部は，体内で代謝を受けること

なく尿中に排泄されることが示された．

　これらの結果は，ラットにおける分析結果1）と

よく一致した．
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