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《原著》
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柏木　　徹＊　福井

木村　和文＊＊　笠原

尾崎　由和＊＊＊＊位田

岡田伸太郎＊＊＊＊

弘幸＊　上甲

彰紀＊＊＊佐藤

　忍＊＊＊＊田尻

　剛＊　　小塚　隆弘＊

信紘＊＊＊鎌田　武信＊＊＊

　仁＊＊＊＊野瀬　　宰＊＊＊＊

　要旨　蛋白漏出性胃腸症6例，非蛋白漏出性胃腸症3例に99mTc標識アルブミンを静注して腹部シンチグ

ラフィによる蛋白漏出のイメージング診断を行った．蛋白漏出性胃腸症6例中3例で99mTc標識アルブミン

静注3時間後に1，・1腸が描出，残り3例でも24時間後に大腸が明瞭に描出され，全例で蛋白の腸管内漏出が

イメージとして実証された．一・方，非蛋白漏出性胃腸症の3例では24時間後に至るも腸管内へのRI集積を

認めなかった．lll常人における99mTc標識アルブミン経口投与の検討では投与24時間後に至るも腸管像の

みが明瞭に描出され，腸管内に漏出した99mTcが腸から吸収される可能性は乏しいと考えられた．以上から

99mTc標識アルブミンによる腹部シンチグラフィは簡便で，蛋白漏出性胃腸症の新しい診断法になり得ると

考えられた．

1．はじめに

　蛋白漏出性胃腸症の診断には1311－PVPによる

Gordon試験1）がよく知られているが，現在，

1311－PVPは入手困難で，最近では糞便中のα1－

antitrypsin2）の測定などによって診断が行なわれ

ている．しかし，この方法は糞便を集めねばなら

ず煩雑で，かつ検査に日数を要するなどの問題点

がある．一一一方，1111n標ma　transferrin3）や99mTc

標識ヒト血清アルブミン（以下99mTc－HSAと略

す）4‘”6）によって蛋白漏出性胃腸症がイメージとし

て診断できることが最近報告されている．われわ

れも3例の蛋白漏出性胃腸症において99mTc－HSA
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によって腸管内蛋白漏出が診断しえたことを報告

した7）．今回はさらに最近開発された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（以下

99mTc－HSA－Dと略す）8）による検討例を追加す

るとともに非蛋白漏出性胃腸症における検討や

99mTc－HSA－D経口投与による検討を行い，99mTc

標識アルブミン静注による腹部シンチグラフィが

蛋白漏出性胃腸症の診断に有用と考えられる結果

を得たので報告する．

II．対象および方法

　1．蛋白漏出性胃腸症における検討

　Table　1に示した蛋白漏出性胃腸症6例を対象

に99mTc－HSA（第一ラジオアイソトープ研究所製）

あるいは99mTc－HSA－D（日本メジフイジックス社

製）を370－740MBq（10－20　mCi）静注し，大視野

シンチカメラ（日立メディコ製，150DT）にて経時

的に腹部のシンチグラフィを行った．シンチグラ

フィは静注後5分，1時間，3時間，6時間，24時

間に行い，全視野で100万カウントを収集した，
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Table　l　Patient　data　and　results　of　abdominal　scintigraphy　with　99mTc－labeled　albumin

漂Sexぽ Diagnosis
　　Fecal
ac1－antitrypsin＊

　　（mg／9）
輪AP諜liご篇，㎞蕊撚

1　　F

2　　M

3　　M
4　　F
5　　F

6　　F

10　Right　ventricular　failure

　　　Pulmonary　atresia

54　Right　ventricular　failure

　　　Mitral　stenosis

46　Entero・BehCet　disease

21　Liver　cirrhosis

8　　1diopathic　intestinal

　　　lymphangiectasia
8　　1diopathic　intestinal

　　　lymphangiectasia

7．2

1．5

2．1

6．6

2．5

2．0

2．0

2．8

3．0

2．8

2．8

3hr

3hr

24hr
24hr
3hr

24hr

Iteum　　99mTc－HSA

Ileum　　99mTc－HSA－D

Colon　　99mTc－HSA

Colon　　99mTc・HSA

IIeum　　99mTc－HSA

Colon　　99mTc・HSA－D

“Results　expressed　as　miltigrams　fecal　cti・antitrypsin　per　gram　wet　weight　of　stools．　The　upper　limit　of　normal

was　O．92　mg／gl3）

対象例中，症例1は右心不全の改善した8か月後

に再度シンチグラフィを行った．また，症例3で

は1週間後に1111n一塩化インジウム（日本メジフ

ィジックス社製）74MBq（2　mCi）を静注して同様

にシンチグラフィを行い，99mTc－HSAのイメージ

と対比検討した．

　2・非蛋白漏出性胃腸症における検討

　99mTc標識アルブミンによる腸管内蛋白漏出イ

メージング診断の疑陽性の有無を検討するために，

腸管内への病的な蛋白漏出が存在しないと考えら

れる慢性肝炎3例を対象に99mTc－HSA－D740　MBq

（20mCi）を静注し，5分後と24時間後に腹部の

シンチグラフィを行った．

　3．99mTc－HSA・D経口投与における検討

　99mTc標識アルブミンの腸管内での動態を検討

するために正常人1例に99mTc－HSA－D185　MBq

（5mCi）を経口投与し，5分，1時間，2時間，3

時間，6時間，24時間後に腹部のシンチグラフィ

を行った．

IIL　結　　果

　1・蛋白漏出性胃腸症における検討

　各症例における蛋白漏出イメージの出現時間お

よび描出部位をTable　1に，代表的なシンチグラ

ムをFig．1～4に示した．6例中3例で99mTc標

識アルブミン静注3時間後に回腸部にRI異常分

布が認められ，以後明瞭化するとともに大腸に移

動した．これらの症例は相対的に糞便中α1－anti－

trypsinが高値あるいは血清アルブミンが低値の

症例であった．残り3例では24時間後のシンチ

グラムで大腸部にRI異常分布を認めた．右心不

全の症例1で心不全の改善後に行ったシンチグラ

フィではイメージ上蛋白漏出の軽減が認められた

（Fi9・2）．99mTc－HSA使用例では静注5分後のイ

メージから腎が明瞭に描出され，以後腎へのR1

分布は増強し，腸管内RI分布像と重なったが

（Fig．1－2），99mTc－HSA－Dの場合には6時間後に

おいても腎の描出は淡く，24時間後で明瞭化した

（Fig．3）．また，1111n一塩化インジウムと99mTc－

HSAによる腹部のシンチグラフィを行った症例3

では腸管内漏出イメージの出現はともに24時間後

にみられ，腸管内RI分布に関して両者のイメー

ジはよく一致した（Fig．4）．

　2．非蛋白漏出性胃腸症における検討

　Figure　5に示すごとく，いずれの例でも99mTc－

HSA－D静注24時間後のシンチグラムで心，肝，

腎，血管は描出されるが腸管内への明らかなRI

分布像は認めなかった．

　3．99’nTc・HSA－D経ロ投与における検討

　Figure　6に示すごとく，経口投与後胃，小腸，大

腸が［頂次明瞭に描出されたが，投与24時間後に至

るも腸管以外のイメージは全く認められなかった，
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Case　1（Right　ventricular　failure）Serial　abdominal　scintigraphy　after　intravenous

injection　of　99－　mTc－HSA．　ln　3　hr　image　after　injection，　radioactivity　was　observed

in　the　ileum　and　ascending　colon　regions．　ln　6　and　24　hr　images，　colon　was　clearly

demonstrated．
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Fig．2　Case　l（after　8　months　from　the　first　examination　in　Fig．1）Presentation　of　results

　　　　　　　is　the　same　as　for　Fig．1．Reduced　radioactivity　in　the　ileum　and　colon　was　ob－

　　　　　　served　due　to　improvement　of　right　ventricular　failure．
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口、

24HR
Fig．3　Case　2（Right　vcntricular　failure）Serial　abdominal　scintigraphy　after　intravcnous

　　　　　　injection　of　99mTc－HSA－D．11eum　was　clearly　dcmonstrated　in　3　hr　image　after

　　　　　　injcction．　Colon　was　visualized　clearly　in　6　and　24　hr　imagcs　aftcr　injcction．
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Fig，4　Case　3（Entero－Behget　disease）Abdominal　scintigraphy　after　intravenous　m」ec－

　　　　　　tion　of　99mTc－HSA（1eft）and　iiilnC13（right）．　Ascending　and　transvcrse　colon

　　　　　　was　observed　in　both　images．
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Fig．5　Abdominal　scintigraphy　after　intravenous　injection　of　99mTc・HSA－D　in　patients

　　　with　nongastrointestinal　tract　disorders．　In　24　hr　images　after　injection，　no

　　　abnormal　radioactivity　was　observed　in　the　abdomen．

24HR．

γ

Fig．6　Serial　abdominal　scintigraphy　after　oral　administration　of　99mTc－HSA・D．　Gastro－

　　　intestinal　tract　was　only　visualized　until　24　hr　after　administration　and　no　other

　　　image　was　demonstrated．

IV．考　　案

　蛋白漏出性胃腸症の確定診断は糞便中への蛋白

の異常漏出を証明することである．99mTc標識ア

ルブミンを静注して消化管出血時のシンチグラフ

ィのごとく腸管内への蛋白漏出がイメージとして

診断できれば従来の糞便を集めて測定する方法に

比べ簡便で，日常検査として極めて有用と考えら

れる．しかし，その臨床応用に当たってはいくつ

かの問題点があげられる．

　まず検出感度であるが，測定法の観点からは従

来の糞便の放射能を直接測定する方法に比べシン

チカメラによる体外計測法である本法で劣ること

が想定される．しかし，投与量が1311－PVPの370

kBqに対し740　MBqと数千倍になるため，蛋白

漏出の範囲が限局している場合には本法が優る可
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能性も考えられる．今回われわれが対象とした蛋

白漏出性胃腸症では全例蛋白の漏出がイメージ化

されたが，これらの症例は低アルブミン血症をき

たし，蛋白の漏出がかなり多量であることが推察

される症例である．とくに静注3時間後に蛋白漏

出がイメージ化された症例は糞便中α1・antitrypsin

が高値で，血清アルブミンが低値の症例であった．

今後，どの程度の蛋白漏出でイメージとして検出

できるのか検出限界を検討する必要があると思わ

れる．

　次に定量化の問題がある．糞便試料による直接

測定では投与RI量の何％が腸管内に漏出したか

を知ることができるが，イメージングでは単に描

出の程度の強さから蛋白漏出の程度が推測できる

に過ぎない．しかし，一方ではイメージング診断

であるが故に蛋白漏出の部位診断も可能であると

いう利点がある．事実今回の6例中3例で蛋白の

漏出が回腸であることが示された．

　撮像間隔については今回われわれは静注後5分，

1時間，3時間，6時間，24時間としたが，蛋白

漏出部位を含めて診断能の向上には1時間ごとに

撮像するなど撮像間隔をより短くした方が良いよ

うに思われる．

　蛋白のトレーサとして最適であるRISAが蛋白

漏出性胃腸症の診断に用いられず，合成物質であ

る1311－PVPが用いられたのは，腸管内に漏出し

たRISAが消化酵素により分解され，遊離した

1311が腸管から吸収されるためである．正常人で

は経口投与されたRISAの糞便中への排泄は僅か

であると報告されている9）．そのため腸管からの

吸収を受けない51Cr標識アルブミンが報告10）さ

れたが市販されていない．一方，99mTc標識アル

ブミンの腸管内での代謝や動態の詳細は不明であ

る．今回の99mTc－HSA－D経口投与のイメージン

グによる検討では24時間後においても99mTcが

腸管のみに限局して存在していることがイメージ

として明瞭に示された．これは，99mTc－HSA－Dが

分解されても化学形は不明であるが99mTcが腸管

から殆ど吸収されないことを物語っており，RISA

と異なり99mTc標識アルブミンが蛋白漏出性胃腸

症の診断に活用できることを示している．

　蛋白漏出がイメージ化できる放射性薬剤として

99mTc標識アルブミン以外に1111n標識transferrin

が報告されている．すなわち蛋白であるtransfer－

rinの腸管内への漏出を1111n標識transferrinで

イメージとして捉える試みである．われわれも1

例に行い，Fig．4に示すごとく99mTc－HSAと同

様のイメージを得た．しかし，1111nの場合には

99mTcに比べ投与量が制限される，　in　vitroで

transferrinに標識することの煩雑性，偽陽性の存

在する可能性が高いなどの問題点がある．1111nの

transferrinへの標識は1111nC13静注によっても簡

単に行えるが11），偽陽性に関してはililnCl3静注

によるシンチグラフィの検討でかなり高率に腸管

像が描出されることが報告されている12）．蛋白漏

出性胃腸症の診断においてこれがどの程度関与す

るのか報告がなく不明である．一方，99mTc標識

アルブミンに関しては今回の99mTc－HSA－Dによ

る慢性肝炎例による検討で24時間後においても腸

管内にRI分布を認めず，偽陽性が出現する可能

性は低いように思われる．また，99mTc標識アル

ブミンが腸管内に分布する病態として消化管出血

があるが，これは便潜血反応や末梢血液検査で容

易に鑑別できると考えられる．

　今回われわれは99mTc標識アルブミンとして従

来の99mTc・HSAと最近開発された99mTc－HSA－D

の両者を使用し，ともにFig．1－3に示した明瞭な

蛋白漏出のイメージが得られた．しかし，どちら

が蛋白漏出性胃腸症の診断に関して優れているの

か興味ある問題である．今回のわれわれの検討で

は残念ながら同一症例での比較は行っていないの

で明確な結論は出せなかった．しかし，99mTc－

HSA－Dは血清アルブミンへの標識率，血中での

安定性の面8）で優れ，さらに腎描出が99mTc－HSA

に較べ軽度なため腸管内RI分布を捉え易いな

どの利点があり，蛋白漏出性胃腸症の診断には

99mTc－HSA－Dの方が明らかに適していると考え

られる．
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V．結 語

　1）蛋白漏出性胃腸症に99mTc標識アルブミン

（99mTc－HSAあるいは99mTc－HSA－D）を静注し，

腹部のRIイメージングを行うことにより腸管内

への蛋白の漏出がイメージとして捉えることがで

きた．

　2）非蛋白漏出性胃腸症では明かな腸管内RI

分布は認められなかった．

　3）99mTc－HSA－D経口投与による検討から腸

管内に漏出した99mTcは腸管から吸収され難いと

考えられた．

　4）以上から99mTc標識ヒト血清アルブミン静

注による腹部のRIイメージングは簡便で，蛋白

漏出の部位診断も可能なため蛋白漏出性胃腸症の

新しい診断法になりうると考えられた．
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Summary

Imaging　Diagnosis　of　Protein－Losing　Enteropathy

　　　　　　　by　99mTc－1abele《1　Serum　Albumin

Toru　KAsHlwAGI＊，　Hiroyuki　FuKul＊，　Takeshi　JYoKou＊，　Takahiro　KozuKA＊，

　　　　　Kazufumi　KIMuRA＊＊，　Akinori　KAsAHARA＊＊＊，　Nobuhiro　SATo＊＊＊，

　　　　　Takenobu　KAMADA＊＊＊，　Yoshikazu　OzAKI＊＊＊＊，　Shinobu　IDA＊＊＊＊，

　　　　　　Hitoshi　TAJIRI＊＊＊＊，　Osamu　NosE＊＊＊＊and　Shintaro　OKADA＊＊＊＊

　　　　＊Ce〃tral　Clinic　qノリ～adiology，　Osaka　U〃ivers〃γHospital

　＊iBio〃ied’個1　Reserch　Center，　Osaka乙加’verぷ〃yルredica／Schooノ

＊口・First　Department　ofルledicine，　Osaka　Univers〃γ　Medical　Schooi

　＊＊＊＊」Depart〃lent　of　Pediatrics，　Osaka｛ノniversit夕Medi（’al　School

　　Abdominal　scintigraphy　with　intravenous　injec．

tion　of　99mTc－1abeled　serum　albumin　was
perfbrmed　in　6　patients　with　protein－10sing　enter－

opathy（PLE）and　3　patients　with　nongastro－
intestinal　tract　disorders．　In　3　0ut　of　6　patients

with　PLE，　abnormal　radioactivity　was　observed　in

the　ileum　region　3　hours　after　injection，　and

thereafter　clear　colon　image　was　obtained．　In　the

remaining　3　patients，　the　colon　was　visualized

24hours　after　injection．　On　the　other　hand，　in　all

patients　with　nongastrointestinal　tract　disorders，

no　abnormal　radioactivity　was　observed　in　the

abdomen　until　24　hours　after　injection．　These

results　indicate　that　gastrointestinal　protein　loss

could　be　demonstrated　by　scintigraphy　with　intra一

venously　administered　99mTc－labeled　serum　albu－

min．

　　In　one　healthy　subject，99mTc－labeled　serum

albumin　was　administered　orally　and　abdominal

scintigraphy　was　perfbrmed．　Gastrointestinal　tract

image　was　only　observed　and　no　other　image　was

demonstrated　until　24　hours　after　oral　administra－

tion．　This　result　suggests　that　g9mTc　excreted　into

the　gastrointestinal　tract　is　not　reabsorbed．

　　Therefore，　abdominal　scintigraphy　with　99niTc－

labeled　serum　albumin　appears　to　be　a　simple　and

useful　method　for　diagnosis　of　PLE．

　　Key　words：　Protein－losing　gastroenteropathy，

Abdominal　scintigraphy，99mTc－HSA，99mTc－HSA－

D．
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