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，源　著》

因子分析によるマレイン酸負荷ラットにおける

　　　　　99mTc－DMSAの漏出に関する研究

小出　治敏＊ 米倉　義晴＊ 小西　淳二＊

　要旨　マレイン酸はFanconi　syndromeに似た症状を引き起こすnephrotoxinとして知られ，またクエン

酸li　Tl路の阻害剤であることもよく知られている．われわれは腎臓検査に使用されている放射性医薬品である

1－1310rthoiodohipPurate（13rl－OIH）とTc－99m　dimercaptosuccinic　acid（99mTc－DMSA）の尿中排泄が血

中のアミノ酸ならびにその代謝産物とどのように相関するのかを，マレイン酸を負荷したラットを用いて調

べた．その結果，1311－OIHの尿中排泄率はphenylalanineと高い相関を示し，1311－OIHが生体内でアミノ

酸に類似した挙動をとることが示唆された．一方，99mTc－DMSAの尿中排泄率はあまり相関を示さず，は

’一 ・きりした解釈はできなか’・たが，g［utamine代謝との関連が推定された．

　腎臓はserineの合成をはじめ，アミノ酸代謝に深くかかわt・ていることが知られており，さらに薬物代謝

にも関与する臓器であり，腎臓による99mTc．．DMSAの摂取はアミノ酸代謝や薬物代謝の一・面を反映するも

のかもしれない．

L　緒　　言

　1；111－OIHと9‘Jn）Tc－DMSAはともに腎臓に摂取

される放射性医薬llll｜であるが，1311－OIHが腎臓に

摂取された後尿中に排泄されるのに対し，99mTc－

DMSAは尿中にはあまり川ず腎臓に蓄積される

点がJ〈いに異なる．99mTc－DMSAを使った形態学

的検査は広く行われているが，どのような腎機能

をみているのか不明であるという難点がある．

1ハ9mTc－DMSAはlflL中では主としてアルブミンに，

尿細管細胞内ではll∫溶性タンパクに結合すること

がわかっているものの，摂取後蓄積されるメカニ

ズムは主だ解明されていないD．ただ尿細管機能

が障害されると尿中への漏出が増加することは，

臨床的にも動物実験でも知られており，何らかの

尿細管機能を反映していると考えられている2）．

　腎臓にもグルタチオンとの抱合による解毒機構

の（F在が知られており3・4），99mTc－DMSAの摂取
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と無関係ではない可能性もあり，その手掛かりを

得るための実験を行t・た．

IL　対象および方法

　；1ツトは6週歯合のウィス9一の］准（f本∬［150－

1609）を使用した．マレイン酸の投与法は腹腔内

投与とし，111ilにマレイン酸0．4　m　molを含む生

食2m’を20時間間隔をおいて2回投与した．コ

ントロール群には生食のみを同様に腹腔内に投与

した．2回日のマレイン酸投与後4時間経過した

H寺点で，尾静脈から1：311－OIH　37　kBq　（11’Ci），99mTc－

DMSA　1．48　MBq（40／’Ci）を含む生食0．4　mlを』静

注し，15分後に採尿した．そのあと頸椎をはずし

て開胸し，心臓穿刺により採1flLした．尿はガンマ

カウン9一で計測して，1311－OIH，　ygrnTc－DMSA

の尿中排泄率を算川し，血液は遠心して血漿を分

離後アミノ酸分析計で測定した（41項日）．

　これらのデーigは多変量解析のひとつである因

r一分析にかけて検討した．なおコントロール群は

5匹，マレイン酸投与群は10匹である．

川．結　　果

Table　1はアミノ酸分析を行った41項tlのうち，
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Table　1

核医学

Correlation　coeMcients　of　urinary　excretion

ratios　of　1311．．O田and　ggtnTc－DMSA　with

l5　variables　which　were　used　for　the　factor

analysis

27・巻2　膓膓（1990）

OlH
Tc－DMSA
Urea
Serine

Asparagine

Proline

Alanine

Leucine

Phenylalanine

Monoethanolamine
Histidine

3－Methylhistidine

Tryptophan
Ornithine

Lysine

OIH

　1．OOOO

－ 0．2370

　0．8720

　0．4610

－ 0．1110

　0．6760

　0．6720

－ 0．5860

－ 0．8070

．－ 0．8150

－ 0．7190

－ 0．4870

　0．5240

－ O．0160

　0．0810

Tc－DMSA

一
〇，2370

　1．0000

　0．1510

　0．4270

・－ 0．5710

　0．1470

　0．0180

　0．1390

　0．0470

－
0．0400

　0．0700

　0．4030

　0．1850

　0．4760

　0．3920

Tabne　2　Varimax－rotated　and　extracted　factors．　Factor

　　　　　lwas　interpreted　as　renal　dysfunction　and

　　　　　Factor　2，10aded　with　serine　which　is　released

　　　　　only　from　kidney　into　circulation，　as　the

　　　　　reflection　of　stimulation　of　glutamine　metab－

　　　　　olism

‘

■

●

Fig．1　Scattergram　of　15rats，（Circle：Control　group，

　　　　Triangle：Maleate－treated　group）＃l　and＃2

　　　　excreted　clearly　increased　amount　of　f）9tnTc－

　　　　DMSA．

O田
Tc－DMSA
Urea
Serine

Asparagine

Proline

Alanine

Leucine

Phenylalanine

Monoethanolamine
Histidine

3－Methylhistidinc

Tryptophan
Ornithine

Lysine

Factor　l

一
〇．7802

　0．0252

　0．8727

－ 0．3812

　0．0663

－ 0．8808

－ 0．6184

　0．4831

　0．9218

　0．9157

　0．8206

　0．3450

－－ 0．2381

　0．0166

　0．0972

Factor　2

　0．0645

　0．2920

　0．1603

　0．8801

　0．7500

　0．3651

　0．5851

　0．1844

　0．1152

　0．0489

． 0．0542

　0．0609

－ 0．0487

－ 0．2822

　0．9368

1311，・OIH｝1たは99mTc－DMSAのどちらかとの相

関係数の高いものから13項日選び，相関係数を列

挙したものである．1311－OIHの尿中排泄率は

urea，　phenylalanine，　monoethanolamineと0．8以

1：の負の相関を示したが，99mTc－DMSAの尿中

排泄率と高い相関が得られたものはなかった．

1311－OIHと9shriTc－DMSAの尿中排liH：率の問にも

ほとんど相関はみられなか’・た．Table　2はTab）e

lの15変数に因子分析を行い，varimax　li，1転のあ

と2因子を抽川したものである．寄与率は因子1

が465％，因子2が24．3％，illli方合わせると70％

以［：になる．因子1はureaとの相関が高く，腎

機能障害を表すものと考えられる．これに対して

因子2はserine，　asparagine，　lysineとの相関が高

かった．

　Figure　lはコントロール群5匹とマレイン酸投

与群lo匹の因子スコアをプロットした散布図であ

る．コントロール群は狭い領域に集まったが，投

与群は広く散在している．

　99mTc－DMSAの尿中排泄率はマレイン酸投与

群では個体差が大きく，10匹のうち2匹のみに漏

出によると，思われる，明らかな排泄増加が認めら

れた．
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IV．考　　察

　マレイン酸はクエン酸回路を構成するフマール

酸のcis－isomerであり，　CoA　transferaseにより

CoAと結合し，クエン酸回路を阻害するが，マ

レイン酸とCoAの反応は腎臓では起きるが，肝

臓では起きないとされている5～8）．マレイン酸が

引き起こすアミノ酸尿，糖尿，等は可逆性だが，

Fanconi　syndromeに類似するため，数多くの研

究報告があるが，なお不明の部分も多い9）．

　マレイン酸投与により99mTc－DMSAの腎臓か

ら膀胱への漏出が著明に増加するというガンマカ

メラを使った報告2）は興味深いが，静注15分後

に採尿する方法では一・部にしか漏出は認められ

なかった．ただし，コントロール群の1311－OIH，

ggmTc－DMSAの尿中排泄率はおのおの68．1±

15％，10．1士1．3％であ｝），・ミラツキが小さく採

尿法に問題はないと思われる．

　マレイン酸投与群では1311－OIH，99mTc－DMSA

ともにバラツキが大きく，おのおの48．9士1L8％

10．6士4．89？。であり，腎機能障害の程度は個体に

よりかなり差があると考えられた．

　Table　1に列挙した相関係数中i3il－OIHの尿中

排川：率とphenylalanine，　monoethanolamineのlfiL

lllレベルに0．8以上の負の相関が得られたが，

1311．OfHとphenylalanineは化学構造が似ている

ため，1311－OIHが尿細管に摂取される際に競合

するのかもしれない．一・方，リン脂質の代謝に関

るmonoethanolamineが，なぜこのような高い負

の相関を示すのかは不明である．

　またTable　2の因子1はureaとの高い正の相

関や1311－OIHの尿中排泄との負の相関から判断

して，腎機能障害を表す因子とみなすことができ

る．因子2はserineと高い正の相関を示すことに

着日することができる．Serineを循環血中に放出

するのは腎臓だけとされており10・11），またマレイ

ン酸投与により腎臓でのglutamine代謝が〕t進し

てNH4｝産生が著しく増加すること12）から推測

すると，glutamateからphosphoserineを経川する

serine合成が増加して，」血中への流川が増えたこ
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とを表すものではないかと解釈できる13．・16）．す

なわちglutamine代謝のノt進を表す因子とみなす

ことができる．

　以上の観点からFigure　lの散布図をみると

99mTc－DMSAの尿中排泄に関して興味ある解釈

をすることができた．すなわち99mTc・・DMSAの

尿中排泄率が明らかに多かった2匹（＃1，＃2）はと

もに因子1のスコァが高く，因子2のスコアは低

い．言い換えれば，腎機能障害が強く，glutamine代

謝が冗進していない，あるいはむしろ低下してい

るラットで，99mTc－DMSAの尿中への排泄が増加

していた．ちなみに1311－OIHと99mTc－DMSAの

尿中排泄率は＃1で31．7％と19．4％，＃2で54．2％

と19．1％である．このことはマレイン酸が尿細

管刷子縁からグルタチオン代謝にかかわるγ一

glutamyltransferaseを脱落させる事実と関係があ

るのかもしれない7）．

V．結　　語

　マレイン酸負荷により腎機能障害を起こしたつ

ツトに1311－OIHと99mTc－DMSAを静注してその

尿中排泄率を測定し，また血中のアミノ酸分析を

行った．これらのデータに因子分析を行い，99mTc－

DMSAの尿中への漏川にはglutamine代謝が関

与しているのではないかという仮説を立てること

ができた．また13il’－OIHは腎尿細管に摂取され

る際phenylalanineと競合する可能性も示唆さ

れた．
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Summary

A　Study　of　Renal　Leak　of　99mTc－DMSA　in　Maleate－Treated

　　　　　　　　　　　　　　　　Rats　by　Factor　Analysis

Harutoshi　KolDE，　Yoshiharu　YoNEKuRA　and　Junji　KoNlsHl

Dep‘〃”〃1（・〃r‘元／’Ra（〃θ／os’γ‘’〃‘I　N〃‘・／ec～’・Me‘∫∫‘・∫〃ρ，　Kyび’o　u〃働・．吻〃‘）sρ〃α1，　Kyo’θ，ノ‘’ρ‘’〃

　　To　elucidate　rena川eak　of　99mTc－dimercaptosuc－

cinic　acid（99mTc－DMSA）in　maleate－treated　rats，

plasma　amino　acid　levels　and　urinary　excreted

％doses　of　99mTc－DMSA　and　1311－orthoiodohip－

purate（1：311－OIH）were　studied　by　factor　analysis．

0．4mmol　of　Na－maleate　dissolved　in　2　m／ofsaline

was　intraperitoneally　injected　twice　at　an　interval

of20　hours．　Fourhours　later　aftersecond　injection，

mixture　of99mTc－DMSA　and　13il－OIH　was　injected

from　tailvein．　Urine　was　collected　15minutes　later

to　calculate　the　excretion　ratios．　Then　rats　were

sacrificed　by　decapitation　and　blood　samples　were

taken　by　cardiac　puncture　to　determine　plasma

levels　of　amino　acids　and　their　metabolites．　Urinary

excreted　9、；doses　of99niTc－DMSA　were　10．B－1．39・ll

incontrol　group（n　　5）and　10．6」4．9ワo　in　maleate－

treated　group（n＝10）．　Of　the　10treated　rats，　only

2rats　showed　clearly　increased　excretion　of　99MTc－

DMSA（19．1％and　19．4％respectively　and　others

ranged　from　6．2％to　12．O？，。）．

　　Fifteen　variables　used　for　factor　analysis　con－

sisted　of　the％doses　of　two　kinds　of　radiopharm－

aceuticals　and　l3kinds　of　the　data　of　amino　acids

analysis．　Statistical　procedures　were　as　follows．

Varimax　rotation　was　performed，　two　factors　were

extracted　and　factor　scores　for　each　rat　were　plotted

to　obtain　scattergram．　Interpretation　of　the

results　led　to　a　hypothesis　that　renal　leak　of　99mTc－

DMSA　might　be　relevant　to　decreased　glutamlne

metabolism．

　　Key　words：131．1－orthoiodohippurate（1：311－OIH），

smtnTc－dimercaptosuccinic　acid　（9fitnTc－DMSA），

Maleate，　Fanconi　syndrome．
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