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《原　著》

Ga－67の体内分布に及ぼす鉄代謝の影響について

東　光太郎＊　松田　昌夫＊

上村　吉郎＊＊　関　　宏恭＊

宮村　利雄＊　　山本　　達＊

大津留　健＊　　高瀬　秀子＊

大口　　学＊　興村　哲郎＊

　要旨　Ga－67の体内分布に及ぼす鉄代謝の影響について，120症例（125件）のGa・67シンチグラフィを

対象として検討した．肝および腰椎の相対的なGa・67の摂取量（肝および腰椎のカウントを大腿部軟部組織

のカウントで除した値）は，血清鉄値と負の相関関係を，またUIBCと正の相関関係を示した．またGa－67

の腰椎への分布パターンの差異より，血清鉄低値群（UIBC高値群）では主に骨髄に，血清鉄高値群（UIBC

低値群）では主に骨にGa－67が集積することが推測された．　Ga－67静注48時間後の腎の描出率は，血清鉄

高値群が血清鉄正常域群よりも有意に高率となった．また膀胱の描出は，血清鉄高値群においてのみ認めら

れた．このことより．血清鉄高値（UIBC低値）の場合はGa－67の尿中排泄が延長することが示唆された．

これらのGa－67の体内分布，特に肝の相対的なGa－67の摂取量から，鉄代謝の状態を推定することが可能

であった．

1．はじめに

　1971年東ら1）は，担癌マウスに鉄剤を投与して

からGa－67を注射するとGa－67の体内分布が変

化することをはじめて報告した．また1974年

Clausenら2）によって，注射されたGa－67が血中

のトランスフェリンと結合することが報告され，

Ga－67と鉄代謝との関係が重要視されるようにな

った．その後動物実験により，鉄代謝がGa－67

の体内分布に大きな影響を及ぼすことが明らかに

されてきている3Av　16）．また臨床例においても，鉄

代謝異常に伴うGa－67の体内分布の変化につい

て数多く報告されている17－’27）．しかし臨床例では

主に不飽和鉄結合能（unsaturated　iron　binding

capacity：以下UIBCと略す）が減少した場合に

限られており，UIBCが増加した状態における人

体のGa－67体内分布については，未だ詳細な検
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討はなされていない．また，鉄代謝がすべての臓

器のGa－67分布に影響を及ぼすわけではなく，

著者の一人東28）が報告しているように鉄代謝は

肝や骨，骨髄系へのGa－67の集積に関与する最

も重要な因子であるが，涙腺や鼻咽腔部への集積

には影響を及ぼさないことが判明している．そこ

でわれわれはさまざまな鉄代謝状態における人体

のGa－67体内分布，特に肝および骨，骨髄系の

Ga－67分布を明らかにするために，臨床例におい

て血清鉄値およびUIBCとシンチグラム上のGa－

67体内分布を比較検討したので，若干の文献的

考察を加えて報告する．

II．対象および方法

　対象は，Ga－67シンチグラフィを施行し，撮像

日の前後1週間以内に血清鉄値，平均赤血球容積

（mean　corpuscular　volume：以下MCVと略す），

平均赤血球血色素量（mean　corpuscular　hemoglo－

bin：以下MCHと略す）をすべて測定した120症

例（125件）である．対象内訳は，性別は男性75

例（79件），女性45例（46件），年齢は14歳から88

歳までで，平均年齢は59歳であった．疾患別にみ
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ると，悪性腫瘍34例（37件），良性腫瘍2例（2件），

炎症性疾患25例（25件），その他の良性疾患47例

（49件），不明12例（12件）であった．悪性腫瘍の

うち2例（2件）は抗腫瘍剤投与後（1例は投与1

週間後，他の1例は投与2か月後）であった．ま

た，小球性低色素性貧血，血清鉄低値，および総

鉄結合能高値があることから鉄欠乏性貧血と診断

された症例が5例（5件）含まれていた．

　これらの対象を，A群：血清鉄値，　MCV，　MCH

低値群（血清鉄38μ9／d1未満，　MCV　83μ3未満，

MCH　27　P9未満），すなわち赤血球が小球性低色

素性変化を示す群11例（12件），B群：血清鉄低

値，MCV，　MCH正常域群（血清鉄38μ9／d∫未満，

MCV　83μ3以上，　MCH　27　P9以上），すなわち赤

血球が小球性低色素性変化を示さない群5例

（5件），C群：血清鉄値，　MCV，　MCH正常域群

（血清鉄38－148μ9／d1，　MCV　83μ3以上，　MCH

27P9以上）87例（91件），　D群：血清鉄高値，

MCV，　MCH正常域群（血清鉄149μ9／d1，以上，

MCV　83μ3以上，　MCH　27　P9以上）17例（17件）

の4群に分類した．

　Ga－67シンチグラフィは，Ga－67　citrate　1　1　1　MBq

（3mCi）を静注し48時間後に腹部前面像を50万

カウントで撮像し，その他の部位は腹部前面像と

同一のプリセットタイムで撮像した．検出器は

Siemens社製LFOV　standard　systemで，中エネ

ルギー用平行コリメータを装着し，エネルギーレ

ベルは96，184，269KeVの3ピーク，ウインド

幅は20％を用いた．

　撮像したイメージをフレキシブルディスクに集

録した後，腹部前面像上の肝（右葉中央），腹部

後面像上の腰椎（第3腰椎全域），および鼠径部前

面像上の大腿部軟部組織（右大腿近位部内側）に

関心領域を設定し，1ピクセルあたりのカウント

を測定した．次に肝および腰椎のカウントを大腿

部軟部組織のカウントで除した値を求め，それぞ

れ肝および腰椎の相対的なGa－67の摂取量とし

た．これより，肝および腰椎の相対的なGa－67

の摂取量と血清鉄値との相関関係を調べた．次に，

対象のうちGa－67シンチグラフィの撮像日の前

後1週間以内にUIBCを測定した14例（15件）に

ついて，肝および腰椎の相対的なGa－67の摂取

量とUIBCとの相関関係を調べた．また，肝お

よび腰椎の相対的なGa－67の摂取量を前述した
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Fig．1　Relationship　between　serum　Fe　and　the　relative　Ga－67　uptake　in　the　liver（count

　　　ratiQs　fQr　the　liver　to　the　femoral　soft　tjssue）．
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Fig．2　Relationship　between　unsaturated　iron　binding　capacity（UIBC）and　the　relative

　　　Ga－67　uptake　in　the　liver（count　ratios　for　the　liver　to　the　femoral　soft　tissue），

A，B，C，Dの4群の間で比較検討した．結果は平

均値土標準偏差で表した．さらに視覚的にも，

Ga－67の腰椎への分布パターン，腎および膀胱の

描出率を各群の間で比較検討した．対象125件の

血清鉄値およびUIBCの平均値士標準偏差は，そ

れぞれ92．5土5LOμg／dt，215±143μg／dlであっ

た．検定にはt検定あるいはx2検定を用いた．

これらの検討は，retrospectiveに行われた．

III．結　　果

　1．肝の相対的なGa・67の摂取量と血清鉄値お

　　よびUIBCとの関係

　肝の相対的なGa－67の摂取量は，血清鉄値との

間に有意な負の相関関係（r－－0・455，P〈0・01）が

あった（Fig．1）．またUIBCとの間には，有意な

正の相関関係（r＝0．807，p＜0．01）があった（Fig．

2）．UIBCとの間の相関係数は，血清鉄値との間

の相関係数よりも有意（p＜0．05）に高かった．肝

の相対的なGa－67の摂取量を各群の間で比較し

たところ，A群はB群よりも有意（P＜0．01）に高

値を示した（Fig．3）．　A群およびB群の血清鉄値

の平均値士標準偏差はそれぞれ24．1土10．1μg／d1，

32．6土4．28μg／dlであり，両者の間には有意差が

なかった．このことから，A群がB群よりも肝

の相対的なGa－67の摂取量が多かったのは，　A

群のMCV，　MCHが低値であるためと思われた．

すなわち，赤血球が小球性低色素性変化を示す場

合に，肝の相対的なGa－67の摂取量は高値を示

した．A群11例（12件）には，鉄欠乏性貧血と診

断された症例が5例（5件）含まれていた．この

5件の肝の相対的なGa－67の摂取量は，他の7件

よりも有意（p〈0．02）に高値を示した．すなわち，

肝の相対的なGa－67の摂取量は鉄欠乏性貧血患

者において最も高値を示した．またA群はC群

よりも有意（p＜0．01）に高値を示し，C群はD群

よりも有意（p＜0．01）に高値を示した．

Presented by Medical*Online



868 核医学　26巻7号（1989）

P＜0．Ol

Φ
コ
切
。
o
口
山
唱
o
⑩
吋
価
臼
o
巨
Φ
缶
＼
」
Φ
〉
肩

30

25

20

15

10

5

0

…

ー
ーー

S－Fe
MCV
MCH
n＝12

Group　A

S－Fe↓
MCV　・ゆ

MCH　→
n＝5

GrOUP　B

；誰二

MCH　－◆
n＝91

Group　C

li6：e　L

MCH　→
nニ17

GrOUP　D

Fig．3　Comparison　in　the　relative　Ga－67　uptake　in　the　liver（count　rati　os　for　the　liver

　　　to　the　femoral　soft　tissue）among　each　serum　Fe　group．↑：high　levet，→：normal

　　　range，↓：low　level，　S・Fe：serum　Fe，　MCV：mean　corpuscular　volume，　MCH：

　　　mean　corpuscular　hemoglobin．

　2．腰椎の相対的なGa・67の摂取量と血清鉄値

　　およびU】BCとの関係

　腰椎の相対的なGa－67の摂取量は，血清鉄値と

の間に有意な負の相関関係（r－－0．471，p〈0．01）

があった（Fig．4）．またUIBCとの間には，有意

な正の相関関係（r＝0．651，p〈0．Ol）があった

（Fig．5）．しかし，肝の相対的なGa－67の摂取量

とUIBCとの間の相関係数の方が，腰椎のそれ

よりも有意（p〈0．05）に高かった．腰椎の相対的

なGa－67の摂取量を各群の間で比較したところ，

A群およびB群はC群よりも有意（p＜0．01）に

高値を示した（Fig．6）．しかし，　c群とD群との

間には有意差は認められなかった．

　3．Ga－67の腰椎への分布パターンと血清鉄値

　　との関係

　視覚的に腰椎のGa－67の分布をA群とD群の

間で比較したところ，2群の間で腰椎のGa－67分

布に差異が認められた．すなわち，A群では12件

中5件（42％）で腹部後面像にて腰椎の椎体と椎

体とが分離して描出されたのに対し，D群では腰

椎の椎体と椎体とが分離して描出された症例は17

件中1件も認められなかった（Figs．　7，8）．椎体が
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Fig．4　Relationship　between　serum　Fe　and　the　relative　Ga－67　uptake　in　the　lumbar
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Fig．5　Relationship　between　unsaturated　iron　binding　capacity（UIBC）and　the　relative
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Fig．6　Comparison　in　the　relative　Ga－67　uptake　in　the　lumbar　vertebra（count　ratios　for

　　　the　lumbar　vertebra　to　the　femoral　soft　tissue）among　each　serum　Fe　group．

　　　↑：high　level，→：normal　range，↓：10w　level，　S－Fe：serum　Fe，　MCV：mean

　　　corpuscular　volume，　MCH：mean　corpuscular　hemoglobin．

分離して描出されることは，Ga－67が主に骨髄に

集積していることを表していると思われる．統計

学的に，腰椎の椎体が分離して描出されること

と血清鉄値との間には有意な関連が認められた

（p＜0．Ol）．また，　A群12件中椎体が分離して描

出された5件の血清鉄値，MCV，　MCHは，椎体

が分離して描出されなかった他の7件のそれより

も有意（p〈0．05）に低下していた．また椎体が分

離して描出された5件中4件は，鉄欠乏性貧血患

者であった．

　4．腎および膀胱の描出率と血清鉄値との関係

　腎および膀胱の描出率を各群の間で比較検討し

た（Table　1）．ただし，血清クレアチニン値ある

いは尿検査に異常が認められた症例は対象から

除外した．腎の描出率は，A群が12件中1件
（8．3％），B群が5件中1件（20％），　C群が88件

中1件（1．1％），D群が15件中3件（20％）であっ

た．統計学的には，D群がC群よりも有意（p＜

0．ODに高率となった．そのほかには，統計学的

に有意差は認められなかった．また，腎の集積程

度は全例腹部後面像にて脊椎よりも弱い集積であ

った．

　膀胱の描出は，D群においてのみ3例に認めら

れた．このうちUIBCを測定した症例は1例の

みであったが，この症例ではUIBCは10μ9／d1

と著明に減少していた．また，膀胱が描出された

3例では全例腎も描出されていた．このことより，

血清鉄高値（UIBC低値）の場合Ga－67の尿中排
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聯．

灘猟，
　　　　　　　　　A　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　B

Fig．7　Case　1．A42－year－01d　woman　with　iron　deficiency　anemia　and　chronic　hepatitis．

　　　（Serum　Fe　38μg／d∫，　TIBC　371μg／d1，　UIBC　333μg／d∫）Anterior（A）and　poste－

　　　rior（B）view　of　the　abdomen．　The　relative　Ga－67　uptake　in　the　liver　is　more　than

　　　that　of　normal　range．　Each　vertebral　body　is　visualized　separately　in　posterior　view

　　　of　the　abdomen．

Table　l　Comparison　in　the　appearance　ratio　of　kidney

　　　　and　urinary　bladder　among　each　serum　Fe

　　　　9「oup

n

Visualization　of

Kidney　　Urinary　bladder

Group　A
　S－Fe↓

　MCV↓
　MCH↓
Group　B
　S－Fe　↓

　MCV→
　MCH→
Group　C
　S－Fe　→

　MCV→
　MCH→
Group　D
　S・Fe　↑

　MCV→
　MCH→

12　　　1（8．3％）

5　　1（20％）

88　　1（1．1％）＊

15　　　　3（20％）＊

0

0

0

3（20％）

泄が静注48時間後も大量にあることが示唆され

た．これらの3例に共通する体内分布の所見とし

て，肝への集積の著明な減少が認められた．これ

らの3例は，肝硬変症1例，悪性リンパ腫化学療

法2か月後1例，卵巣癌化学療法1週間後1例で

あった．

IV．症例呈示

Total 120　　6（5．0％） 3（2．5％）

S－Fe：serum　Fe

MCV：mean　corpuscular　volume
MCH：mean　corpuscular　hemoglobin
↑：high　level　→：normal　range　↓：10w　level

＊P＜0．01in　X2－test

　症例142歳女性．鉄欠乏性貧血，活動性慢性

肝炎，門脈圧充進症．血清鉄38μg／dt，　TIBC　371

μg！dt，　UIBC　333μg／d’，　MCV　66．2μ3，　MCH　22．5

P9と，血清鉄，　MCV，　MCH低値，　UIBC高値

が認められた．肝および腰椎の相対的なGa－67

の摂取量はそれぞれ26．0，9．06と増加していた

（Fig．7A，　B）．また腰椎の椎体と椎体とが分離し

て描出されており，骨髄への集積の割合が増加し

ていることが推測された．

　症例2　53歳男性．肝硬変症．血清鉄188μg／dl，

TIBC　198μg／dt，　UIBC　10μg／dt，　MCV　97．9μ3，

MCH　30．7　pgと，血清鉄高値UIBC著明低値が
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　　　　A　　　　　　　　　　　　　　　B　　　　　　　　　　　　　　C
Fig．8　Case　2．　A　53－year－01d　man　with　liver　cirrhosis．（Serum　Fe　188μg！d1，　TIBC

　　　198μg／d’，UIBC　10μg／d’）Anterior（A）and　posterior（B）view　of　the　abdomen，

　　　and　anterior　view　of　the　pelvis（C）．　The　relative　Ga－67　uptake　in　the　liver　is　less

　　　than　that　of　normal　range．　The　kidneys（arrow　head）and　the　urinary　bladder

　　　（arrow）are　visualized．　There　is　also　abnormal　Ga・67　uptake　in　the　first　lumbar

　　　vertebra．

　　　　A　　　　　　　　　　　　　　　B　　　　　　　　　　　　　　C
Fig．9　Case　3．　A　53・year－old　man　with　malignant　lymphoma．　He　received　chemotherapy

　　　two　months　ago．（Serum　Fe　249μg／dノ）Anterior（A）and　posterior（B）view　of

　　　the　abdomen，　and　anterior　view　of　the　pelvis（C）．　The　kidneys（arrow　head）

　　　and　the　urinary　bladder（arrow）are　visualized．

認められた．肝の相対的なGa－67の摂取量は，

2．23と減少していた（Fig．8A）．骨，骨髄系は明

瞭に描出されたが，腰椎の椎体と椎体とが分離し

て描出されなかった（Fig．8B）．腰椎の相対的な

Ga－67の摂取量は4．18であった．また腎，膀胱

が描出され，静注48時間後もGa－67が尿中に大

量に排泄されていることが推測された（Fig．8c）．

　症例3　53歳男性．悪性リンパ腫，化学療法2

か月後．血清鉄249μ9／d∫，MCV　95．4μ3，　MCH

32．5pgと，血清鉄著明高値が認められた．肝の

相対的なGa－67の摂取量は，2．40と減少してい

た（Fig．9A）．症例2と同様，骨，骨髄系は明瞭

に描出されたが，椎体と椎体とが分離して描出さ

れなかった（Fig．9B）．腰椎の相対的なGa・67の

摂取量は，4．09であった．また，腎，膀胱が描出

された（Fig．9C）．

V．考　　察

Ga・67は鉄と同様，静注後血中のトランスフェ

リンと結合し各組織に運搬される29）．しかしトラ

ンスフェリンはGa－67よりも鉄との親和性が高

いため30），鉄と結合していないトランスフェリン

の量を反映するUIBCがGa・67の体内分布に大

きな影響を及ぼす．UIBCがGa－67の体内分布に
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与える影響については，動物実験により詳細に検

討されている3～16）．また人体においても，UIBC

が減少した場合Ga－67の肝への集積が減少する

と報告されている24・25）．

　今回の臨床例における検討では，肝の相対的な

Ga－67の摂取量はUIBCと正の相関を，また血

清鉄値と負の相関を示した．またUIBCとの間の

相関係数は，血清鉄値との間の相関係数よりも有

意に高かった．すなわち肝の相対的なGa－67の摂

取量は，血清鉄値よりもUIBCの影響をより大

きく受けた．安東ら31）は，肝では多くのGa－67

は肝細胞の中にあり，肝細胞内でもライソゾーム

に多量に集積すること，および肝でのGa－67の大

部分は酸性ムコ多糖と結合していることを明らか

にした．しかし，肝細胞内にGa－67が取り込まれ

るメカニズムについては未だ十分には解明されて

いない．Hayesら9）は，アポトランスフェリンの

投与あるいは鉄欠乏状態の誘発によりUIBCを

増加させると肝のGa－67の取り込みが著明に増

加することから，Ga－67はトランスフェリンと結

合した形で肝内に取り込まれると推測した．これ

に対してScheffelら12）はラットの摘出灌流肝を

用いた実験で，トランスフェリンが存在しない場

合でもGa－67は肝に取り込まれ，トランスフェリ

ンの存在自体は肝のGa－67の取り込みをむしろ

抑制すること，および肝内の貯蔵鉄が欠乏してい

る状態では肝のGa－67の取り込みが増加するこ

とを報告している．このことより，Ga－67の肝へ

の取り込みは少なくとも3つの因子すなわち血中

Ga－67濃度，　UIBC，肝の貯蔵鉄の状態により決定

されると推定している．さらにScheffelら32）は，

同じくラットの摘出灌流肝を用いた実験で，アシ

アロトランスフェリンを投与するとGa－67の肝

への取り込みが増加し，他のアシアロ糖タンパク

を同時に投与するとGa－67の肝への取り込みが

抑制されることから，アシァロトランスフェリン

の存在下ではGa－67はアシアロトランスフェリ

ンーGa－67複合体の形でガラクトース特異的レセ

プターに結合し肝細胞に取り込まれると推測して

いる．今回の検討では，肝の相対的なGa－67の摂
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取量は鉄欠乏性貧血患者において最も高値を示し

た．この原因として，鉄欠乏性貧血の場合には肝

の貯蔵鉄量が減少すること，あるいは血清鉄値の

低下および総鉄結合能の増加によりUIBCが著

明に増加することなどが考えられた．また症例2

のように肝細胞性障害のある時は，血清鉄値の上

昇と肝でのトランスフェリン産生の低下により

UIBCが減少するため33・34），二次的に肝の相対的

なGa－67の摂取量は低下する傾向があった．し

かし症例1のように鉄欠乏性貧血を伴う場合は，

肝細胞性障害があるにもかかわらず肝の相対的な

Ga－67の摂取量は著明に増加した．このことより，

肝細胞性障害の有無自体は肝のGa－67の取り込

みには影響しないと思われた．

　腰椎は，骨髄と骨の要素を合わせ持っている．

しかし動物実験においては，骨髄と骨はGa－67の

取り込みに対するUIBCの影響が異なるといわ

れている6）．すなわち，UIBCが低値の時は骨髄

のGa－67の摂取量は減少するが骨のGa－67の摂

取量は増加する．逆にUIBCが高値の時は，骨

髄のGa－67の摂取量は増加するが骨のGa－67の

摂取量は減少する．今回の臨床例における検討で

は，腰椎の相対的なGa－67の摂取量はUIBCと

正の相関を，また血清鉄値と負の相関を示した．

すなわち腰椎の相対的なGa－67の摂取量は，

UIBCが低値の時は減少し，逆にUIBCが高値の

時は増加する傾向がみられた．この腰椎のGa－67

の取り込みに対するUIBCの影響は動物実験に

おける骨髄のそれと同様であった．このことより

腰椎のGa－67の取り込みは，骨よりも骨髄への

Ga－67の取り込みの影響をより大きく受けている

ことが推測された．しかし，血清鉄正常域群C群

と血清鉄高値群D群との間では，腰椎の相対的

なGa－67の摂取量に有意差が認められなかった．

これは，血清鉄が高値でUIBCが減少している

状態では骨髄へのGa－67の取り込みは減少する

が，骨へのGa－67の取り込みが逆に増加するた

めであろう．また血清鉄値，MCV，　MCHが著明

に低下した場合のみ，腹部後面像にて腰椎の椎体

と椎体とが分離して描出された．椎体が分離して
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描出されることは，Ga－67が主に骨髄に集積して

いることを表していると思われる．また椎体が分

離して描出された5例中4例は，鉄欠乏性貧血患

者であった．これらのことより，鉄欠乏状態で

UIBCが増加した時には骨よりも骨髄への集積の

割合が増加することが示唆された．これらの結果

から，人体においても骨髄へのGa－67の摂取量と

UIBCとの間には正の相関があり，骨のGa－67の

摂取量とUIBCとの間には負の相関があること

が推測された．また，鉄欠乏性貧血患者の骨髄は

赤芽球系の過形成を示すといわれている33｝．鉄欠

乏状態における骨髄へのGa－67の取り込み増加

がこの赤芽球系の過形成によるものであるのか，

トランスフェリンと結合したGa－67の割合が増加

したためであるのか，あるいは両者によるもので

あるのかは，今回の検討からは推測できなかった．

　次に腎の描出率は，血清鉄高値群D群では15

件中3例（20％），血清鉄正常域群C群では88例

中1例（1．1％）であり，血清鉄高値群D群は血清

鉄正常域群C群よりも有意に高率となった．す

なわち，腎の描出は鉄代謝状態の影響を受けるこ

とが判明した．腎が描出された場合でも，その集

積程度が腹部後面像で脊椎より弱い集積であれば

正常であるといわれている35・36）．今回の検討にお

いても，腎の集積程度は全例腹部後面像で脊椎よ

り弱い集積であった．このことより，いかなる鉄

代謝状態においても正常の腎の集積程度の基準と

して脊椎の集積程度を用いることができるものと

思われた．膀胱の描出は血清鉄高値群においての

み3例に認められ，この3例では全例腎も描出さ

れた．このことは，尿中排泄が静注48時間後も大

量にあることを示している．Ga－67は，静注後の

24時間で約10～25％が尿中に排泄され，24時間

以後は主に糞便中に排泄されるといわれている37）．

イメージ上も，Ga－67静注5時間後には高頻度に

膀胱の描出を認めるが，48時間後には膀胱の描出

は通常認められない38）．しかし血清鉄高値（UIBC

低値）の場合はGa－67の尿中排泄が長く続き，

48時間後も大量に尿中に排泄されることが示唆さ

れた．

　さてここで臨床的応用について考えてみると，

まず第1にGa－67の体内分布から鉄代謝状態を

推定することが可能であると思われる．すなわち，

肝の相対的なGa－67の摂取量はUIBCと高い相

関関係があることより，鉄代謝状態の推定に有用

であると思われる．そこで，体内の鉄代謝がほぼ

正常と思われる91件（血清鉄値正常域，MCV　83／∫3

以上，MCH　27　P9以上の条件をすべて満たした

症例）を対象として，シンチグラム上の肝の相対

的なGa－67の摂取量の正常域（平均値土2×標準

偏差）を算出したところ，7．84±5．16（2．68～13．0）

であった．すなわち，2．68未満の場合はUIBCが

減少している可能性が高く，逆に13．0を超える

場合はUIBCが増加している可能性が高いとい

うことができる．実際に，症例1のようにUIBC

が333μg／dlと増加している時は，肝の相対的な

Ga－67の摂取量も26．0と著明に増加していた．

また症例2のようにUIBCが10μg／dノと著明に

減少している時は，肝の相対的なGa－67の摂取

量も2．23と減少していた．このようにGa－67シ

ンチグラフィの付随的な所見として，肝の相対的

なGa－67の摂取量からUIBCの異常を指摘しえ

る．Ga－67シンチグラフィの読影の際には，肝の

Ga－67の集積減少のみならず集積増加にも注意を

向ける必要がある．そのほか膀胱の描出はUIBC

が著明に減少していることを表しており，膀胱の

描出の有無もUIBCの推定に投立つ．

　第2に，骨，骨髄系のGa－67摂取量の正常域

を知ることにより，骨，骨髄系のびまん性異常集

積と生理的集積との鑑別が可能になると思われる．

具体的には，骨，骨髄系のびまん性病変（転移，

骨髄腫，白血病）の検索に役立つであろう．そこ

で，体内の鉄代謝がほぼ正常と思われる91件（血

清鉄値正常域，MCV　83μ3以上，　MCH　27　P9以

上の条件をすべて満たした症例）を対象として，

シンチグラム上の腰椎の相対的なGa－67の摂取

量の正常域（平均値士2×標準偏差）を算出したと

ころ，3．91士2．14（1．77～6．05）であった．すなわ

ち，体内の鉄代謝の状態が正常であるにもかかわ

らず腰椎の相対的なGa－67の摂取量が6．05を超
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える場合は，生理的集積ではなく異常集積である

可能性が強いということができる．

　今回の臨床例による検討にて，人体における

Ga－67の体内分布は鉄代謝に大きな影響を受ける

ことが判明した．Ga－67シンチグラフィの読影の

際には，Ga－67の体内分布に及ぼす鉄代謝の影響

を十分理解しておくことが必要である．

VI．結　　論

　Ga－67の体内分布に及ぼす鉄代謝の影響につい

て検討し，以下の結論を得た．

　D　肝および腰椎の相対的なGa－67の摂取量は，

血清鉄値と負の相関関係を，またUIBCと正の相

関関係を示した．

　2）Ga－67の分布の差異より，血清鉄低値群

（UIBC高値群）では主に骨髄に，また血清鉄高値

群（UIBC低値群）では主に骨にGa－67が集積す

ることが推測された．

　3）Ga－67静注48時間後の腎の描出率は，血清

鉄高値群が血清鉄正常域群よりも有意に高率とな

った．膀胱の描出は，血清鉄高値群においてのみ

認められた．このことより，血清鉄高値（UIBC

低値）の場合はGa－67の尿中排泄が延長すること

が示唆された．

　4）Ga・67の体内分布，特に肝の相対的なGa－67

の摂取量から，鉄代謝の状態を推定することが可

能であった．

　本論文の主旨は，第27回日本核医学会総会において

発表した．
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Summary

The　lnfluence　of　Ferric　Metabolism　on　Ga－67

　　　　　　　Distribution　in　Human　Body

Koutarou　HIGAsHI＊，　Masao　MATsuDA＊，　Takeshi　OHoTsuRu＊，　Syuuko　TAKAsE＊，

　　　　　　　Yoshirou　KAMIMuRA＊＊，　Hiroyasu　SEKi＊，　Manabu　OHoGucHl＊，

　　　　　　　Tetsurou　OKIMuRA＊，　Toshio　MIYAMuRA＊and　Itaru　YAMAMoTo＊

＊Depart〃ient　of　Radiologγ，　Kanazawa　Medical・（ノniversity

　　　　　　　　　　　　＊＊Futatsuγa　Hospital

　　This　investigation　was　undertaken　to　make　clear

the　influence　of　ferric　metabolism　on　Ga－67　dis－

tribution　in　human　body．　Count　ratios　for　each

organ　to　femoral　soft　tissue（i．e．　relative　Ga－67

uptake）were　calculated　in　125　scintigrams　ob－

tained　48　hours　following　injection，　and　the　rela－

tion　between　the　relative　Ga－67　uptake　in　each

organ　and　serum　Fe，　or　UIBC　were　investigated．

The　relative　Ga－67　uptake　in　the　liver　and　the

lumbar　vertebra　had　negative　correlation　to　serum

Fe，　and　had　positive　correlation　to　UIBC．　How－

ever，　there　was　no　significant　difference　in　the　rela－

tive　Ga－67　uptake　in　the　lumbar　vertebra　between

normal　and　high　serum　Fe　group．　Only　in　group

with　exceedingly　low　serum　Fe，　each　vertebral　body

was　visualized　separately　in　posterior　view　of　the

abdomen．　These　findings　indicated　that　in　group

with　exceedingly　low　serum　Fe，　Ga－67　accumu－

lated　mainly　in　the　bone　marrow，　and　in　group

with　high　serum　Fe，　Ga－67　accumulated　mainly

in　the　bone．　The　urinary　bladder　was　visualized

only　in　group　with　high　serum　Fe，　which　suggested

that　the　excretion　of　Ga－67　to　the　urine　was

continued　yet　at　48　hours　after　injection．　Ferric

metabolism　affected　remarkably　on　the　relative

Ga－67　uptake　in　the　liver，　the　bone　marrow　and

the　bone，　and　also　the　excretion　of　Ga－67　to　the

urine．

　　Key　words：　Ga－67　distribution，　Ferric　metab－

olism，　Serum　Fe，　UIBC．
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