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　要旨　DNA・RNAプローブ判定の測定手技について，キット指定のオートラジオグラフィによる方法と，

ガンマカメラによる方法について比較検討した．

　ガンマカメラによる測定の最適条件は，

　1）コリメータを外し，測定試料をAlの防護面にできるだけ密着する

　2）収集イメージのマトリックサイズは128×128とし，エネルギーウインドは28C～512keVとする

　3）収集時間は60分とする

の3点であった．

また厚さ10mmの銅板でコリメートして得られ控間分解能は，　FWHM＝6・6　mm，　FWTM－14・1㎜

であり，制動放射の寄与率は8％であった．従来のオートラジオグラフィによる方法は露光時間が長く，露

光中の温度を一70℃に維持し，手現像を行うなど，操作が繁雑である．一方ガンマカメラによる方法は，

操作上の繁雑iさはなく，しかも迅速に測定結果が得られるため，多量検体処理のスクリーニングに応用でき

ると思われる．

Lはじめに
　Vira　ProbeおよびVira　Typeは，ヒトパピロー

マウイルス（HPV　6．16．18．31．33．35型）のDNAを

検出するキット化された核酸プローブで，前者は

すでに放射性医薬品として認可されている．これ

らのキットには，P－32で標識されたRNAが用い

られており，測定は通常オートラジオグラフィ法

によっていろ．キット指定のオートラジオグラフ
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イ法は，検定日当日にハイブリダイゼーションし

たものでも露光時間が2～3日と長く，判定まで

に時間がかかること，－70°Cで露光するなど操作

が繁雑であることなどの欠点がある．これらの問

題点を改善し，日常診療の場で使用し易い検査法

に改良することを目的としてガンマカメラによる

迅速測定の可能性を検討したので報告する．

IL方　　法

　1．ガンマカメラによるP－32測定法の検討

　1）対象，装置およびデータ収集法

　P－32溶液4．44kBq／μ1を1，2，4，8，16，32に倍々

希釈し，おのおのの希釈液をマイクロピペッター

で10μ1採取し，ロ紙上に滴下したものを測定対

象とした．ガンマカメラはシーメンス社製ZLC

7500，核医学データ処理装置は島津社製シンチパ

ック700を用いた．ガンマカメラによるデータ収
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集時間は60分，収集イメージマトリックスサイ

ズは128×128とした．

　2）　エネルギーウインド

　エネルギーウインドを90～210keV，210～390

keV，280～512keV，360～512　keVの4条件でそ

れぞれデータ収集をおこなった．各エネルギーウ

インドにより得られた画像の視覚的判定，および

各P－32スポットの計数値の定量的判定により最

適エネルギーウインドを検討した．

　3）空間分解能

P－32の線状線源（内径1mm，長さ10㎜）を

厚さ1cm，長さ20　cmの銅板でコリメートし，

方法1．1）で示したエネルギーウインドおよびマ

トリックスサイズでデータ収集し，半値幅（以下

FWHM），1／10値幅（以下FWTM）を測定した．

　4）制動放射の影響

　18．5kBq（o．5μci）のP－32点線源とガンマカメ

ラの間に吸収体（A1）を挿入し，　A1の厚さを1，

2，3，4，5mmと変化させ，方法1）で示したエネ

ルギーウインドおよびマトリックスサイズでデー

タ収集し，制動放射の影響を調べた．得られた各

画像データに半径1cmの円形ROIを設定し，お

のおののエネルギーウインドについてA1の厚さ

に対する計数率およびエネルギースペクトルの変

化を検討した．

　2．DNA・RNAプロープのガンマカメラによる

　　判定

　1）通常の操作手順を経てアッセイされた陽陰

性コントロール測定試料（以下メンブレンという）

を適当なロ紙の上で乾燥した後，ビニール袋に入

れ，ガンマカメラを用いて測定した（Fig．1）．こ

の時ガンマカメラにメンブレンが出来るだけ密着

するように上から軽く発泡スチロールで押さえた．

データ収集条件は，エネルギーウインド280～512

keV，プリセットタイム60分，128×128の収集

マトリックスサイズで行った．

　2）　ガンマカメラで撮像後，メンブレンのオー

トラジオグラフィを行った．オートラジオグラフ

ィには，コダックX・Omat　ARフィルム，デュボ

ンCronexライトニングプラス増感紙を使用し，

Fig．1　Measurement　of　the　P－32　with　the　Gamma

　　　Camera　for　DNA　probe．

3日間一70°Cで露光を行い，コダックGBX現像

液および定着液を用いて現像した．以上の方法で

作成した同一サンプルのシンチグラムとオートラ

ジオグラフィとを視覚的に比較検討した．

III．結　　果

　1．ガンマカメラによるP－32測定法の検討

　1）　エネルギーウインド

　P・32希釈液を滴下したロ紙のエネルギーウイ

ンドを変えて撮像したガンマカメラ画像と，オー

トラジオグラムとの比較をFig．2に示す．オート

ラジオグラフィで検出されたスポットはすべて，

ガンマカメラ画像上に描出されているが，エネル

ギーウインド90～210keVと210～390　keV（Fig．

2No．3，4）では，希釈倍率32倍のスポットの描

出が悪いのに対しエネルギーウインド360～512

keV，280～512　keV（Fig．2No．5，6）では，1，2，

4，8，16，32倍希釈の6スポット全てが明瞭に描出

された．収集されたカウント数は，希釈率1倍の

スポットでNo．3（90～210　keV）が12157，　No．4

（210～390keV）が9186，　No．5（360～512keV）が

6814，No．6（280～512keV）が9894であった．

倍々希釈により得られたP－32の試料をガンマカ

メラで画像データとしたときの計数率特性の検討

結果をFig．3に示した．横軸には試料の希釈率を

とり，縦軸には各エネルギーウインドで撮像され

た画像データ上に一定のROIを設定し，　ROI内
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Fig．2　P－32　images　with　the　Gamma　Camera．
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カウントの希釈率1倍に対する比（％）をとった．

希釈率が高くなるに従いエネルギーウインドによ

る差が現れた．直線性については，90～210keV

が悪く，360～512keV，280～512　keVは良い結果

が得られた．

　2）空間分解能

　P－32線状線源を用いて異なるエネルギーウイ

ンド幅で測定した線広がり関数（Line　spread　func－

tion，　LSF），　FWHM，　FWTMをFig．4に示す．
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Fig．3　Relationship　of　counts　in　the　region　of　interest

　　　　and　the　dilution　ratio　of　the　solution　containing

　　　　P－32．
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Fig．4　Line　spread　functions　and　spatial　resolutions　measured　by　P－32　line　sources

　　　　without　collimator．
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Fig．5　1mages　of　P－32　point　source　taken　by　the

　　　scintillation　camera　using　alminium　absorber

　　　with　1－5　mm　thickness　were　shown　on　the

　　　upPer　row．　Energy　spectrums　corresponding　to

　　　images　of　P－32　point　source　were　presented　on

　　　the　lower　row．　Each　energy　spectrum　was

　　　obtained　by　subtraction　of　background　energy

　　　spectrum．

エネルギーウインド90～210keVで得られた

FWHM＝9．6　mm，　FWTM＝34．O　mmに対して

360～512keVではFWHM＝6．5　mm，　FWTM＝

13．7mm，280～512keVではFWHM＝6．6　mm，

FWTM＝14．1　mmであった．

　3）　制動放射の影響

　①厚さの異なるAl吸収体で覆ったP－32点線源

を撮像した結果をFig．5上段に示す．また，各撮

像条件で得られたエネルギースペクトルをFig．5

下段に示す．AbsorberおよびAlの厚さ1～5　mm

のエネルギースペクトルは自然放射線によるバッ

クグランド（BG）を差し引いたものである．エネ

ルギースペクトルは低エネルギー側にピークを持

ち高エネルギー側に緩やかな傾斜を持って減衰し，

アルミ吸収体の厚さを増すとともにピーク値が減

少した．
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Fig．6　Using　alminium　absorber　more　than　2．5　mm

　　　in　thinkness，　measured　coullts　showed　no

　　　essential　change．　It　was　probably　due　to　the

　　　contribution　of　bremsstrahl皿g．

　②横軸をAlの厚さとし，縦軸に円形ROI内カ

ウントをとり，エネルギーウインドごとに計数率

の変化を調べた結果をFig．6に示す．なお，今回

用いたガンマカメラはNaIシンチレータ防護の目

的で，約0．5mmのAlが使用されているので，

各吸収体厚に0．5mmを加算して作図を行った．

A1厚を増すことにより計数率は低下したが，この

特性はエネルギーウインドによって異なった．し

かし，いずれのエネルギーウインドにおいてもAl

厚2．5mm以上での計数率の変化は極くわずかな

減少であり，このことからAl厚2．5　mm以上で

測定される計数率は制動放射によるものと考えら

れる．そこで，画像構築における制動放射の寄与

率を，吸収体なしのカウント（Al　O．5　mm）で吸収

体有り（Al　4・5　mm）の時のカウントを除した値と

して算出した．その結果，制動放射寄与率は，エ

ネルギーウインド90～210keVで45％，210～390

keVでは17％，360～512kevでは5％，280～512

1（eVでは8％であり360～512keVで最も低かっ
た．

　2．DNA・RNAプローブのガンマカメラによる

　　判定

　Figure　7は陽陰性コントロールを用いてアッセ
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Fig．7　Comparison　of　the　results　of　autoradiography　and　Gamma　Camera　method．　The

　　　Results　of　autoradiography　are　shown　in　the　upper　left　side．　The　image（a）and

　　　image（b）are　presented　with　display　window　of　O－100％and　O－70％respectively．

イを行った結果を示す．下段に示すガンマカメラ

の画像は，同一画像データを2つの異なる条件で

表示したものである．左（a）は0カウントから最

高値までの範囲を，右（b）は0カウントから最高

値の70％までの範囲をおのおの256階調で表示

した・オートラジオグラフィで得られた各試料の

濃度差は，ガンマカメラ画像，特に（a）でよく表

示されている．また，濃度の低い陽性・陰性の判

定には（b）が適していることが解る．

IV．考　　察

　Vira　probeはオートラジオグラフィ法によるヒ

トパピローマウイルスのDNAを検出するキット

であるが，判定に時間がかかり，操作が繁雑であ

り，また定量性に欠ける欠点がある．われわれは

今回これらの欠点を改良すべくガンマカメラおよ

び核医学データ処理装置を用いて種々検討を行っ

た．放射線の検出用に一般に用いられる3inφ×

3in前後の大きさのシンチレーション検出器で，

P－32から放射されるβ線を測定する場合，β線

をコリメートし結晶に対して垂直に近い角度で入

射させ，測定効率をあげる工夫をおこなってい

る1）．しかし大きなシンチレータを使用している

ガンマカメラにおいては，鉛コリメータを取り付

けた状態で測定してもコリメータ自体によるβ線

の吸収が大きいため感度が著しく低下する．今回，

鉛コリメータを外した状態でも空間分解能は比較

的良い結果が得られたが，これは厚さ10mmの

銅板でコリメートして得られた結果であり，実際

のDNA・RNAプローブ測定にあたっては銅板の

コリメータは使用してない．しかし測定試料の厚

さが0．25mmと非常に薄いこと，測定試料をガン

マカメラ面に密着させたことにより実際のDNA－

RNAプローブ判定においても十分な空間分解能

が得られたものと思われる．またエネルギーウイ

ンドを4条件に分けた実験を行ったが，これは測

定対象となる核種がβ線放射核種のP－32である

ためエネルギースペクトルが，核種固有のエネル

ギーピークをもたず連続スペクトルとなるためで

ある．Fig・2の画像を視覚的に評価した順位は，

エネルギーウインド360～512keVと280～512

keVが同程度で以下210～390　keV，90～210　keV
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の順であった．トータルカウントはエネルギーウ

インド90～210keVがもっとも多く，210～390

keVと280～512keVとがほぼ同じで360～512

keVが一番少なく，視覚的評価の順位とは異なっ

た結果となった．エネルギーウインド90～210keV

は計数率が多いにもかかわらず画像が不鮮明であ

った．この原因は，ガンマカメラの鉛コリメS－・・一タ

を取り外した場合，Fig．5のスペクトルに示され

るように，低エネルギーでは制動放射とバックグ

ランドが大きく寄与し，S／N比が低下したため像

が不鮮明になったと考えられる．したがって，分

解能が良い280～512keVか360～512keVのい

ずれかを選択すべきであるが，実際のDNA－RNA

プローブ検査で使用されるP－32の放射能が少ない

ため，計数効率の高いエネルギーウインド280～

512keVを最適と判断した．

　今回のキットは，定性的な評価方法であり定量

的なものではない．しかし，将来定量的評価が必

要となった場合，オートラジオグラフィでは，黒

化度を測定し評価することになるので，使用する

フィルムの特性が画像に影響し正確な定量化がで

きない欠点がある2）．一方，ガンマカメラを用い

た方法では，核医学データ処理装置を用いること

により，個々の測定点の放射能を数値として記録

することができる．そのため測定点ごとに関心領

域（ROI）を設定して求めた計数率を用いて，より

定量的な判定が可能となる．今回検討した希釈曲

線の結果（Fig．3）は，直線性が保たれていた．こ

のことはRIAと同様に試料の測定と同時に既知

濃度のサンプルを測定して標準曲線を得ることに

より，絶対量を計測できる可能性を示す．

　今までにガンマカメラを用いてP－32を画像と

して測定したのはOtt　RJ．3）とBalachandran　S．4）

らの報告がある．かれらはP－32の大量投与（740

MBq（20　mCi）による治療患者を対象として測定

したが，β線は人体内でほとんど吸収されてしま

うため人体からの制動放射によるエックス線を利

用している．エネルギーウインドは，Ott　RJ．が

40～150keV，　Balachandran　S．は，　200～300　keV

に設定して測定したと報告している．われわれが

行った実験においては，鉛コリメータを取り外し

ているため制動放射によるエックス線の寄与は，

画像を劣化させる原因になりうるが，280～512

keVのエネルギー範囲では制動放射の寄与率は

8％と非常に少なく，ほとんどP－32の直接β線

により画像構築がなされていることが解った．

　宇津野，石和ら5’”7）は，現在のところ精度およ

び多量検体の処理といった面から，オートラジオ

グラフィを用いるVira　Pap（Vira　Probe）および

vira　Typeキットはスクリーニング法として優れ

ていると報告している．これらのキットを含め，

P－32標識核酸プm・・一ブ法においてガンマカメラ

を用いた測定法を確立することは，操作の簡易性，

迅速性および定量性を付加する上に有用であると

思われる．

V．まとめ

　ガンマカメラを利用したDNA－RNAプローブの

測定法について，従来のオートラジオグラフィに

よる方法と比較し，その有用性について検討した．

　1．ガンマカメラでの測定法

　鉛コリメータは取り外し，測定試料はNalのク

リスタルを防護しているAl面にできるだけ密着

固定する．

　画像収集条件は，128×128イメージマトリック

スサイズとし，エネルギーウインドは280～512

keVに設定し，収集時間は60分とする．

　2．P・32（DNA－RNAプローブ）を用いたとき

　　のカメラ特性

　エネルギーウインドが280～512keVのとき空

間分解能はFWHM＝6．6　mm，　FWTM－14．1　mm

であり，制動放射の寄与率は8％であった．

　3．有用性

　オートラジオグラフィによる方法に比べ，操作

上の繁雑さはなく，定量的評価も可能であり，測

定結果が迅速に得られるため，多量検体処理も可

能である．

　キットの提供をしていただいたトーレ・フジバイオニ

クス社に深謝致します．
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Summary

Fundamental　Studies　for　the　Detection　of　P－32　in

　　　DNA－RNA　probe　using　Gamma　Camera

　　　　　Hitoshi　IGARAsHi＊，　Masahiko　KuBozuKA＊，　Akihisa　SHIRAIsHI＊，

Toshiyuki　IMAI＊，　Noboru　HAToRI＊，　Tomio　INouE＊＊，　Katsumi　ToMIYosHI＊＊，

　　　　　　　　Noboru　ORIucHI＊＊，　Madoka　TATENo＊＊，　Hiroko　KolDE＊＊，

　　　　　　　　　　　　　Kunihiro　HIRANo＊＊＊and　Yasuhito　SAsAKI＊＊＊＊
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　　Comparisons　were　made　between　the　auto－

radiography　method　which　fbllows　the　fixed　order

by　the　manual　and　the　gamma　camera　method
which　is　modified　in　this　institute．　The　best　condi－

tions　for　the　gamma　camera　method　are　as　follows．

　　1）　Samples　are　placed　in　contact　with　alumi－

num　protector　of　the　surface　of　the　gamma　camera

without　collimator　and　measured．

　　2）　Data　are　collected　in　128×128　matrix　size

and　the　energy　window　ranging　from　280　to

512keV．

　　3）　Data　collection　time　needs　more　than

60　minutes．

　　Under　these　conditions，　spatial　resolutions　are

6．6mm　of　the　ful1　width　at　halfmaximum（FWHM）

and　14．1　mm　of　the　full　width　at　tenth　maximum

（FWTM）．　The　ratio　of　Bremsstrahlung　to　total

radiation　is　8％．　The　autoradiography　method

currently　applied　in　other　institutes　needs　com－

plicated　procedures　such　as　exposing　for　a　long

time　and　maintaining　the　temperature　under

－ 70°Cand　gives　less　quantitative　data．　On　the

other　hand，　the　gamma　camera　method　needs　no

such　procedure　and　gives　rapid　quantitative　results．

Therefore，　it　is　considered　that　the　gamma　camera

method　is　more　practical　in　order　to　evaluate　the

DNA－RNA　probe　than　the　autoradiography
method．

　　Key　words：DNA－RNA　hybridization，　DNA－

RNA　probe　assay，　Gamma　Camera，　P－32．
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