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《原著》

新しい肝機i能イメージング剤99111Tc－GSAの

　　　　　　　　　　第1相臨床試験

鳥塚　莞爾＊　　池窪　勝治＊＊

田中　敬正＊＊＊　日野　　恵＊＊

米倉　義晴＊＊＊＊

河相吉＊＊＊菅　豊＊＊＊
伊藤　秀臣＊＊　山本　和高＊＊＊＊

　要旨肝臓に特異的に存在するアシアロ糖蛋白受容体をターゲットとした新しい肝機能イメージング用放

射性医薬品g9mTc－GSAの第1相臨床試験を実施した．健常成人男子7例を対象とした．投与放射能量は

185MBq（5　mCi），投与リガンド量は1～10mgとした．99mTc－GSAに起因すると考えられる自・他覚症状

の変化および臨床検査値の異常は認められず，抗GSA抗体の産生も認められなかった．全例において明瞭

な肝シンチグラムが得られた．99mTc－GSAの体内動態の検討は5例について行った．99mTc－GSAは静注後

急速に肝臓に摂取され，その後胆道系へ緩徐に排泄され，一部は尿路系へ排泄された．投与後早期の血中消

失および肝集積は投与リガンド量が増加するほど遅延し，受容体を介した臓器集積に特徴的な用量依存性が

認められた．これらの結果から，99mTc－GSAによる肝臓の受容体量に基づいた肝機能評価の可能性が示唆

された．

1．はじめに

　ガラクトシル人血清アルブミンジエチレントリ

アミン五酢酸テクネチウム（99mTc－GSA）は哺乳

類の肝細胞にのみ存在するアシアロ糖蛋白受容体

（asialoglycoprotein　receptor：ASGP－R）1）に親和

性を有する肝疾患診断用の新しい放射性医薬品で

ある．ASGP－Rはアシアロ糖蛋白（asialoglyco－

Protein：ASGP）のガラクトース残基を特異的に

認識して肝細胞内に取り込むことによって血中の

糖蛋白のhomeostasisに重要な役割を果たしてい

る．
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　沢村らは肝疾患の病態によりASGP－Rが減少

する2・3）ことを示し，Stadalnikら4），工藤ら5”v7）

は患者において，久保田，河，羽間ら8”10）は動物

疾患モデルにおいて標識合成糖蛋白を用いた

ASGP－Rイメージングの有用性を報告した．

　99mTc－GSAはこれらの知見に基づいて開発さ

れた合成糖蛋白の99mTc標識化合物で，安定な

99mTc標識を図って二官能基キレート剤，ジエチ

レントリアミン五酢酸（DTPA）11）を導入したも

のである．非臨床試験の結果，99mTc－GSAは安

全性が高く，高率に肝臓へ集積する体内動態を示

した．今回，ヒトにおける安全性と体内動態を検

討する目的で，健常成人男子を対象とした第1相

臨床試験を昭和63年10月から12月にかけて関西医

科大学および神戸市立中央市民病院において実施

した．

II．対象および方法

1・被験者
自発的に志願した健常成人男子に，治験薬の性
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質，非臨床試験成績に基づいた治験薬の安全性お

よびこの試験の目的，内容について説明した後，

医師による診察，血液検査，尿検査および心電図

検査を行い，異常所見が認められなかった7名を

対象とした（Table　1）．被験者からは事前に文書

による同意を得た．

　2．試験薬剤

　ガラクトシル人血清アルブミンジエチレントリ

アミン五酢酸（以下，GSA）凍結乾燥品（GSAと

して20mg含有，日本メジフィジックス社製）を，

370MBq～3．7　GBq（10～100　mCi）の過テクネチ

ウム酸ナトリウム（99mTc）注射液で用時溶解して

99mTc－GSAを得た．　GSAの推定構造をFig．1に

示す．99mTc－GSAの放射化学的純度を薄層クロ

マトグラフィ（TLC）にて確認したのちに投与に

Table　l　Subjects　in　the　phase　I　clinical　study　of

　　　　99mTc－GSA

Group

H
HI

HI

川
I

I

I

Sub．
ject

A
B

CD
D2）

E
F

G

（Age
y．0．）S・x

0
7
4
2
4
3
3

3
2
2
2
2
2
2

male

male

male

male

male
male

male

Ligand　Radioactivity
dosage　　　　dosage

5．O　mg　189　MBq

　10mg　l63　MBq
　lOmg　170　MBq
　lOmg　137　MBq
1．O　mg　l63　MBq

1　．0　mg　167　MBq

1．O　mg　l63　MBq

1）Excluded　from　the　biodistribution　analysis　because

　of　the　injection　leakage

2）Excluded　from　the　biodistribution　analysis　because

　of　the　slight　elevation　of　serum　bilirubin　level　just

　before　administration　of　99mTc－GSA

供した．同時に電気泳動法による分析も実施した．

　3．投与量および投与方法

　空腹状態で15分間臥位にて安静の後，リガンド

（GSA）量として1～10mg，テクネチウムー99mと

して185MBq（5　mCi）の99mTc－GSAを肘静脈か

ら1回投与した．

　4．安全性の検討

　99mTc－GSA投与前および投与後10分，30分，

1時間および24時間に医師による診察とバイタル

サイン（血圧，心拍数，体温，呼吸数）の測定を

行い，投与前，投与翌朝および1週間後に以下の

臨床検査を実施した．

・血液学的検査として，

　赤血球数，ヘモグロビン量，ヘマトクリット値，

　白血球数，白血球分画，血小板数．

・ 血液生化学検査として，

　ブドウ糖，総コレステロール，中性脂肪，総蛋

　白，アルブミン，A／G比，尿酸，　BUN，クレァ

　チニン，総ビリルビン，GOT，　GPT，γ一GTP，

　LDH，　Al－P．

・尿検査（定性）として，

　pH，ブドウ糖，蛋白，潜血，ケトン体，ビリル

　ビン，ウロビリノーゲン．

　さらに，GSAに対する抗体（抗GSA抗体）産

生の有無を検討するために，GSA投与前および

投与後2週間，1か月および2か月に血液を採

取し，Enzyme－Linked　lmmunosorbent　Assay

（ELISA）法にて抗GSA抗体価を測定した．

曄嚇
Galactose

：：1：：〉鷲：二1：：1

　　　　　　　　6

　　　　n＝30－40
　　　　m＝4．0－7．O　　　　　　　Diethylene　Triamine　Pentaacetic　Acid（DTPA）

Fig．1　Proposed　chemical　structure　of　galactosyl　human　serum　albUmin－diethylenetri－

　　　amine－pentaacetic　acid．
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新しい肝機能イメージング剤99mTc・GSAの第1相臨床試験

　5．99mTc・GSAの分布・排泄・代謝の検討

　（D血中放射能の測定

99niTc－GSA投与後1，2，3，4，5，6，8，10，15，20，

30，40，50，60分，2，3，6および24時間に採血を

行い，全血の放射能をウェル型シンチレーション

カウンタで測定し，被験者の身長と体重から小川

らの式12）に従って全身の血液量を推定して，血

中放射能を％投与量として計算した．

　（2）尿中放射能の測定

　99mTc－GSA投与後0～1．5，1．5～3，3～6および

6～24時間の蓄尿を行い，尿中に排泄された放射

能を％投与量として計算した．

　（3）主要臓器の放射能の測定

　本剤投与後1，2，3，6および24時間に全身像

（前面および後面）のデータ収集を行い，主要臓器

における放射能分布を測定した．すなわち，各時

間における全身像で描出された臓器について関心

領域（RODを設定し，各臓器のROI内のカウン

トについて99mTcの物理学的減衰を補正して，投

与1時間後の全身のカウントを100％とした％投

与量として計算した．

　さらに，投与後1時間と24時間の全身のカウン

トの差から放射能の総排泄率を求め，これと（2）

で計算した累積尿中排泄率との差を糞中排泄率と

みなした．

　（4）投与後早期の肝集積の観察

　99mTc－GSAの臨床的な使用を想定して投与後

5，10，20，30，40，50および60分後にシンチグラム

（胸腹部前面像）を得るとともに，投与直後から20

秒ごとに60分間のデータ収集を行い，肝集積曲線

を作成した．

　（5）血中および尿中代謝物の検討

　本剤投与後2，5，10，15，30，60および180分に

採血を，90および180分に採尿を行い，血清中お

よび尿中の放射能成分を薄層クロマトグラフィ

（TLC）および電気泳動により分析した．

　6．吸収線量の計算

　5．（3）で得られた分布・排泄のデータに基づき，

健常人における吸収線量をMIRD法により計算
した，

1．解析対象

III．結　　果

1323

　被験者と投与量をTable　1に示す．投与した

GSAのリガンド量別には，1mgが3例，5mg
が1例，10mgが3例であった．放射能量は185

MBq（5　mCi）を目処として試薬を調製したが，

リガンド量を正確に投与することを優先させたた

め，被験者ごとに若干のばらつきがあった．

　安全性の検討は99mTc－GSAを投与した7例全

例を対象とした．

　分布・排泄の検討においては次に述べる理由か

ら2例を除外した．被験者Cにおいては投与時の

注射もれのために，静脈内への投与量が正確に測

定できなかった．被験者Dにおいては，スクリ

ー ニング時には正常であったものの，99mTc－GSA

投与直前の総ビリルビン値が2．3mg／dtと正常上

限を超えていたことが明らかになり，健常人にお

ける体内動態検討の対象とするには適当でないと

考えられた．したがって，分布・排泄の検討につ

いては1mg投与群3例（1群），5mg投与群1例

（II群）および10　mg投与群1例（III群）を対象

とした（Table　1）．

　2．安全性の検討

　99mTc－GSA投与後に特記すべき自・他覚症状

の変化は認められなかった．

　臨床検査については，投与後24時間では異常は

全く認められなかったが，1週間では2例（3件）

の異常が認められた．すなわち，1例において，

白血球数が増加した（4，200→8，900／mm3）．被験

者はこのとき上気道炎に罹患しており，その影

響であると考えられた．その3日後の検査では

6，500／mm3と正常に復した．この例では中性脂肪

の上昇（68→207　mg／dt）もみられたが，食餌性の

変動と考えられた．また，別の1例において白血

球数が増加した（6，100→13，900／mm3）．被験者は

このとき上気道炎および腸炎に罹患しており，そ

の影響であると考えられた．その7日後の検査で

は7，800／mm3と正常に復した．このほかに臨床

検査値の異常変動は認められなかった．したがっ
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Table　2　Blood　counts　and　blood　chemistry（mean士S．D．，　n＝7）

Examination　item

Blood　counts

　Erythrocytes

　Hemoglobin
　Hematocrit

　Leukocytes
　　Basophil
　　Eosinophil

　　Neutrophil

　　Lymphocyte
　　Monocyte
　Platelets

（unit） Ref．　value Pre・injection

（104／mm3）

（9／d’）

（％）

（／mm3）

（％）

（％）

（％）

（％）

（％）

（104／mm3）

410－530

　14－18

　39－52

4500－8500

　0－1

　2＿4

　5U65
　3040
　2＿7

　13－38

24hours

524．7土38．8　　　　　525．1±39．2

15．9土1．l　　　　　l5．8土1．1

48．4士2．8　　　　　　　47．0：と2．9

4900±902　　　　　　5086土809

　0．3±0．5　　　　　　　0．4：to．7

　3」土1．6　　　　　　　2．6土2．4

52．8：｛：6．9　　　　　　　58．1土9．7

38．9土5．8　　　　　　　35．1：ヒ8．3

　5．1土2．2　　　　　　　3．6士1．3

25．1土3．3　　　　　　　24．8：ヒ4．6

1week

545．9土38．5

16．6土1．2＊

49．3土3．1

6871士3492
　0．4土0．6

　1．4土O．9＊

63．6士9．5＊

30．8土8．3

　3．9土2．0

24．0士3．3

Blood　chemistry

　Glucose
　Cholesterol

　Triglyceride

　Total　protein

　Albumin
　A／Gratio
　Uric　acid

　BUN
　Creatinine

　Total　bilirubin

　GOT
　GPT
　γ・GTP

　LDH
　AI－P

（mg／dl）

（mg／dt）

（mg／d1）

（9／d1）

（9／d1）

（mg／d／）

（mg／d／）

（mg／d／）

（mg／d／）

（K．U．）

（K．U．）

（u）

（Lu．）

（KA．）

70－110

130－250

50－160

6．5＿8．2

3．5－5．0

1．1－1．8

2．5－7．9

　8－20

0．7－L5

0．2－LO

　8－40

　5－35

　0－58

160＿400

　3－10

87．6：L9．8

155．3土20．1

80．3土28．3

　6．9土0．2

　4．3士0」

　1．7土0．2

　5．8±0．8

15．2士2．4

　1．2士0」

　0．7士0」1）

17．3」：2．6

17．4：と7．5

20．4±8．4

193．9士31」

　5．8土0．9

87．7：ヒ6．3

155．1：1：23．3

80．4：ヒ23．4

　7」土0．3

　4．4土0．2

　L6士0．2
　6．0：とO．9

15．5土2．3

　1．2士0」

　0．7士0．11）

18」：ヒ2」

20．0：ヒ9．8

19．6±8．7

192．7：ヒ22．9

　5．8士0．8

85．4ゴ10．5

159．9土23．8

86．6土56．7

　7．4土O．4＊

　4．6：｛二〇．2＊

　1．7士0．2

　5。9土0．8

14．5土2．9

　1．2土0．2

　0．7：to。11）

20．4土5．4

19．4士9．2

21．3：ヒ8．2

236．3土24．0＊

　6．5：tO．9＊

1）n＝6（one　case　was　excluded　because　of　hyperbilirubinemia　through　the　study：2．3　mg／dl　before　injection，

　2．6mg／dt　at　24　hr　and　l．2　mg／d／at　l　week　after　injection）

＊p＜0．05，paired　t－test，　compared　with　the　pre－injection　value

て，個々の被験者について99mTc－GSAに起因す

ると考えられる血液・尿検査成績の異常変動は認

められなかった．

　投与直前，投与後24時間および1週間における

血液検査の成績（7例における平均値土標準偏差）

をTable　2に示す．いくつかの項目において統計

学的に有意な変動が認められたが，いずれも変動

の幅は微小であり，臨床的に問題はないものと考

えられた．

　また，全例において抗GSA抗体価の上昇は認

められなかった．

　3．99mTc・GSAの放射化学的純度

　投与前にTLCで測定した99mTc－GSAの放射化

学的純度は99．0土0．4％（平均値士標準偏差，n－7）

であった．投与後に試験と並行して電気泳動法で

測定した99mTc－GSAの放射化学的純度は94．9土

1．8％（n＝6）であった．

　4．　シンチゲラムによる99mTc・GSAの体内動

　　態の検討

　全例において読影評価が可能なシンチグラムが

得られた．シンチグラム上，血液プールと肝臓の

ほか，胆嚢，腸管（腹部），腎臓および膀胱に集積

が認められ，その他の臓器への集積は認められな

かった．1群の1例における投与後5，10，30，60

分の胸腹部前面像および投与後1，6，24時間の全

身前面像をそれぞれFig．2およびFig．3に示す，
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Fig．2　Serial　planar　images　of　99mTc－GSA　in　a　subject

　　　administered　l　mg　of　the　ligand．

　血中から肝臓への放射能の移行は速やかであり，

投与後5分では心プールはほとんど認められず，

明瞭な肝臓のイメージが得られた．肝臓内の放射

能分布は均一であった．胆嚢の描出はこの例では

投与後60分から認められたが，胆嚢が描出されは

じめる時間には個人差が大きく20～60分のばら

つきがあった．

　投与後1時間の全身像では肝臓～腸管のほか，

膀胱に少量の放射能が認められた．腸管への放射

能の移行は投与後約1時間から全例で認められた．

投与後24時間では，肝臓のみが淡く描出されたが，

被験者によっては大腸に放射能の残存を認める場

合もあった．腎臓は投与後1時間から6時間まで

淡く認められた．投与直後から24時間まで血液プ

ー ルと肝臓～腸管および腎臓～膀胱の排泄経路以

外の臓器への放射能の集積は認められなかった．

　II群およびIII群においてもシンチグラム上の

所見は1群と本質的に同様であり，血中の放射能

は急速に肝臓へ移行した後に緩徐に腸管へ排泄さ

れ，一部は腎臓～尿中へ排泄され，その他の臓器

への集積はみられなかった．ただし，Fig．4にみ

られるように投与後5～10分の前面像では心プー

ルの描出がIII群，　II群，1群の順に強く，投与

リガンド量が多くなるほど投与後早期の血中から

1hp 6hrs 24hrs

Time　after　administration

Fig．3　Serial　whole　body　images　of　99mTc－GSA　in　a

　　　subject　administered　l　mg　of　the　ligand．

肝臓への放射能の移行が遅延する傾向がみられた．

　5．99mTc・GSAの肝集積曲線について

　解析対象5例の99mTc－GSAの肝集積曲線を投

与後60分の値を1として表示した（Fig．5）．シン

チグラム所見からも明らかなように，肝臓への取

り込みは投与リガンド量が多くなるほど遅延し，

肝集積曲線からも用量依存性が認められた．

　6．99mTc－GSAの分布・排泄・代謝の検討

　放射能の血中残存率および累積尿中排泄率を投

与リガンド量別にFig．6に示す．1群では投与後

15分，30分および60分における血中残存率は投与

量のそれぞれ24．1土2．8％（平均値士標準偏差），

16．2士2．0％，および11．5土1．1％であったが，III

群ではそれぞれ40．9％，27．9％および18．8％であ

った．II群ではこれらの中間であり，投与量が多

くなるほど血中消失が遅れる用量依存性が認めら

れた．投与後60分までの血中消失は2つの指数関

数の和で近似された．第1相の消失半減期は1群

では｝10．9士O．4分，II群では13．3分，　III群では
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5min 10min 30min

1mg ρ鯵

5m9

10mg

Fig．4　Comparison　of　planar　images　of　99mTc・GSA　in　subjects　administered　l　mg，

　　　5mg　and　10mg　of　the　ligand，

19．9分と，投与リガンド量が多くなるにつれて延

長した．一方，第2相の消失半減期は各群とも

50～60分程度で，投与量群間での差は認められ

なかった（Table　3）．

　1群，II群およびIII群の累積尿中排泄率は投

与後0～1．5時間ではそれぞれ投与量の9％（6～

12％），14％および8％であり，24時間後ではそ

れぞれ21％（17～28％），26％および19％であ

った．尿中排泄の様相には明らかな用量依存性は

認められなかった．

　肝臓，胆嚢および腸管（糞中を含む）における

放射能集積の変化をFig．7に示す．肝臓への集

積は投与後30分～1時間でピークとなり，その後

の減少は緩徐であった．ピークに達するまでの時

間は1群がその他の例よりも速かった．ピーク時

における肝集積率は1群では60％（57～62％），

III群では58％であった．　II群では48％と他の

群より低値であった．投与後24時間における肝集

積率は1群では39％（36～42％），II群では27％，

III群では30％であった．

　胆嚢の放射能は投与後2～3時間で最大となり，

その後腸管から糞中へ移行した．投与後24時間ま

での糞中排泄率は1群が35％（29～46％），II群が

41％，III群が24％であった．
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Table　4　Fraction　of　protein－bound　radioactivities　in

　　　　　　　the　serum　in　the　normal　subjects（n＝3）after

　　　　　　　administration　of　l　mg　of　99mTc－GSA，　deter－

　　　　　　　mined　by　thin　layer　chromatography（TLC）

　　　　　　　and　electrophoresis

　Time　after
administration

’’’’’”“『”　 　　　　　　　　　　　　　一一一一一一K－『

　　一一’一一一一一一一一　　　10mg

　2min
　5min
10min
15min
30min
60min
l80　min

Protein－bound　radioactivity（％）

TLCI）

79．4土8．2

77．5土9．5

82．2：］：6．0

83．3±7．1

84．0土8．1

83．5：±：13．1

83．5士1．8

Electrophoresis2）

81．0：ヒ2．1

80．7土5．4

84．5土5．0

78．1士0．4

84．9士4．8

76．3士13．3

67．5土1L6

uRf　value：0．0－0．2，　L’）Migrated　length：0．0－2．5　cm

1 2　　　　3　　　　　　　　　　　　　6

Time　after　administrati◎n　（hr）

24

Fig・6　Blood　clearance　and　urinary　excretion　of　the

　　　　　　radioactivity．

Table　3 Elimination　half’lives　of　99mTc・GSA　in　the

blood

Table　s　Estimated　absorbed　radiation　doses　of　99mTc－

　　　　　　　GSA　for　normal　subjects　calculated　from　the

　　　　　　　　MIRD　method

Group
Half－1ife（min）

1

II（5　mg）

　　　　　　　　　　Early　phase

（lmg）10．9土0．4－．一

　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　ip＜0」

　　　　　　　　13．3

III（10　mg）　19．1

　
」

ip＜0・Ol

」

　　　Late　phase

61．9土6．5－1－

　　　　　　　　…N．s．

　49．O　　L

　　　　　　　　lN．S．

　　　　　　　　1

　5L9　＿・

　　　　　Organ

Liver

Gallbladder

Small　intestine

UpPer　large　intestine

Lower　large　intestine

Kidneys

Bladder　wall

Red　marrow
Ovaries

Testes

Whole　body

Radiation　dose
（mGy／185　MBq）

　　　　IO

　　　　l2

　　　　　4．8

　　　　　9．1

　　　　　5．6

　　　　　1．5

　　　　　2．8

　　　　　1．O

　　　　　l．9

　　　　　0．20

　　　　　0．85
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　1群における血清中の放射能成分をTLCおよ

び電気泳動によって分析した結果，おおむね80％

前後の放射能が蛋白の分画に存在しており，その

割合が経時的に変化する傾向はみられなかった

（Table・4）．一方，　TLCで分析した尿中の放射能

成分は投与後90分では87．5土2．1％（n－3）が，

180分では88．9土0．3％（n＝2）がRf値0．5以上

を示す低分子成分の分画に存在した．

　7．吸収線量

　99mTc－GSAの分布・排泄の成績からMIRD法

により求めた吸収線量をTable　5に示す．計算値

はコロイド肝シンチグラム製剤や肝胆道シンチグ

ラム製剤と同程度であった．

IV．考　　察

　ASGP－Rは哺乳類の肝臓のみに存在する細胞膜

表面受容体であり，生体内の数ある受容体の中で

最も早く単離され，その生化学的性質が明らかに

されている13”’15）．血液中の糖蛋白はその糖鎖非

還元末端にシアル酸一ガラクトースーN一アセチ

ルガラクトサミンという構造を普遍的にもってい

るが，その末端の脱シアル化によってガラクトー

ス残基が露出したものはアシアロ糖蛋白（ASGP）

と呼ばれている．ASGP－RはASGPのガラクト

ー ス残基を特異的に認識し，これと結合して肝細

胞内へ取り込み1ysozomeへ移送する働きをもっ

ており，血中の糖蛋白のhomeostasisに重要な役

割を果たしている．

　種々の肝疾患において血中ASGPが増加す
る16～19）ことが見いだされ，ASGP－Rの減少がそ

の原因であることが実験的2）および臨床的3）に示

された．したがって，ASGP－Rの量や分布を観

察することによって，既存の検査とは異なる観点

から肝疾患の病態や肝予備能を評価することが可

能になると期待される．

　現在普及している放射性医薬品を用いたin　vivo

検査は，投与された標識化合物の分布あるいは動

きを観察することで体内での生理的な情報を得よ

うとするものであり，投与されるリガンド量が生

体の処理能力に比べて十分に少ないため，投与量

によって薬剤の分布が異なるという概念はない．

これに対して99mTc－GSAを用いる検査は，

ASGP－Rの処理能力に対して比較的多量のリガ

ンドを投与して，ASGP－Rの総量を反映した情

報を得ようとする，従来の核医学検査とは異なっ

た負荷試験的な意味をもつ手法である．

　Stadalnikら，工藤らはASGPと生理的に等価

にASGP－Rと結合する合成糖蛋白（Galactosyl－

Neoglycoalbumin：NGA）の99mTc標識化合物20｝

を臨床使用し，得られた受容体指標が肝疾患患者

の病態や予後，また既存の肝機能検査成績と相関

することを示した4“’7）．久保田，河，羽間ら8’10）

はこれとは独立に，同様の化合物を用いて受容体

活性や動物疾患モデルの検討を行い，この化合物

のクリアランスがASGP－R量を反映することや

一般の肝機能指標と相関することを示した．ま

た，Bossuytら21）は99mTc－NGAを用いて，　Galli

ら22）はアシアロオロソムコイド99mTc標識化合

物を用いて，ASGP－Rイメージングの臨床的有

用性を報告した．

　今回は，99mTc－GSAを臨床応用するにあたり，

第一’段階として，健常成人男子を対象に，リガン

ド量として3用量について99mTc－GSAの安全性

と体内動態を検討した．

　安全性
　9　9mTc－GSAを投与した7例全例において99mTc－

GSAに起因すると考えられる自・他覚症状の変

化や臨床検査値の異常は認められなかった．また，

投与後2か月までGSAに対する抗体価の上昇は

認められず，99mTc－GSAの安全性については特

に問題はないと考えられた．

　99mTc－GSAの肝臓への親和性

　99mTc－GSAは注射液調製用キットに過テクネ

チウム酸ナトリウム（99mTc）注射液を加えて調製

したが，安定した標識が可能であった．シンチグ

ラム上，少量が尿中に排泄される以外は放射能の

ほとんどが肝臓に集積していること，肝臓への取

り込みが速やかであることから，99mTc－GSAは

ASGP－Rに対して特異的であり，かつ十分な親

和性を有していると考えられた．
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　肝集積の用量依存性

　われわれは今回投与リガンド量として1～10

mgを検討したが，　Stadalnikら4｝，工藤ら5　”一？）お

よびBossuytら21｝の検討でも投与リガンド量は

3～10mgであった．投与後早期の血中から肝臓

への99mTc・GSAの移行は投与リガンド量が少な

いほど速やかで，用量依存性が確認された．10

mg投与例をみると肝集積曲線がプラトーに達す

るのは投与後1時間程度であり，その時間におい

ても投与量の20％近くが血中に残存していること

から，10mgではかなり高負荷な状態になってい

ると考えられた．5mg投与例においても肝集積

曲線のパターンは10mgに類似していた．また，

lmg投与群において投与後15分で24％，30分で

も16％の血中停滞率を示したことは，1mgでも

健常人の受容体総量に対して無視できない量であ

ることを示している．

　体内動態

　99mTc－GSAは静注後，肝臓に取り込まれた後，

胆道～糞中および尿中に排泄された．胆嚢や腸管

が描出されるまでの時間，尿中および糞中への排

泄などの体内動態には，投与リガンド量との一定

の関係は認められなかった．

　いずれのリガンド量についても，体外への排泄

については投与後6時間までは尿中が，その後は

糞中が主であった．投与後24時間までの累積尿中

排泄率は17～28％，糞中排泄率は24～46％であ

り，主排泄経路は胆道～糞中であった．投与後24

時間における全身像で胆嚢への集積が確認できる

場合があり，これ以降も糞中への排泄が継続する

ものと推察された．

　血清中の放射能は，投与後3時間までは大部分

が蛋白に結合していた．これは，99mTc－GSAの

未変化体と考えられ，99mTc－GSAは血液中で比

較的安定に存在することが示唆された．一方，尿

中の放射能はほとんどが低分子成分であり，

99mTc－GSA自体は尿中に排泄されないことが示

された．シンチグラム上，甲状腺や胃に放射能の

集積が認められないことから，尿中の放射能は血

中で遊離した99mTcではなく，肝細胞で分解され

1329

てできた低分子成分が再び血中へ放出されたもの

と推測された．

　患者における投与リガンド量

　投与60分後のカウントで基準化した肝集積曲線

をみると各群間に差がみられ，これによって肝臓

への取り込みを評価することができると考えられ

た．99mTc－GSAと同一の肝集積機序をもつ化合

物を用いた検討では，肝機能が低下すると放射能

の血中消失と肝集積が遅延することが示されてお

り4““7・9・10），99mTc－GSAでも同様のことが予想され

る．99mTc－GSAの肝集積についての十分な情報

を得るためには，少なくとも肝機能正常例におい

て肝集積曲線がプラトーに達する時間までデータ

収集を続けることが理想的であろう．lmg投与

群の肝集積曲線は20～30分でフ゜ラトーとなって

おり，日常検査として許容できる範囲内にある．

　また，すでに述べたように，10mgおよび5

mgは健常人のASGP－Rに対してもかなり多い

量であり，ASGP－Rの減少した肝疾患患者にと

っては過量であると考えられた．したがって，肝

疾患患者を対象とする場合には，1mgが適当で

あると判断された．

　投与放射能量

　他の99mTc標識肝シンチグラム製剤で推奨され

る投与放射能量23）は，静態像主体のコロイド製

剤では74～148MBq（2～4　mCi），動態像を撮

る肝胆道系製剤では185MBq（5　mCi）である．

99mTc－GSAの場合には投与直後から経時的に動

態像を撮る検査方法が想定されるが，今回の検討

では投与放射能量185MBq（5　mCi）程度で十分な

画質のシンチグラムが得られ，過不足はないと考

えられた．

V．結　　論

　以上の知見から，99mTc－GSAは安全性に問題

がなく，その肝集積は特異的であり，受容体を介

した取り込みという新しい原理に基づく肝機能イ

メージング剤として臨床応用可能であると考えら

れた．
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Summary

Phase　I　CIinical　Study　on　99mTc－GSA，　a　New　Agent

　　　　　　　for　Functiona1　lmaging　of　the　Liver

Kanji　ToRlzuKA＊，　San　Kil　Ha－KAwA＊＊，　Katsuji　IKEKuBo＊＊＊，　Yutaka　SuGA＊＊，

　　　　　　　　Yoshimasa　TANAKA＊＊，　Megumu　HINo＊＊＊，　Hidetomi　ITo＊＊＊，

　　　　　　　　　　Kazutaka　YAMAMoTo＊＊＊＊and　Yoshiharu　YoNEKuRA＊＊＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊Fukui　Medica1　Sehool

　　　　　　　＊＊Depart〃ient　of　Radiology，　Kansaiルfedica1　u〃iversity

　　　　＊＊＊Depart〃le〃t　of　N〃clear　Medicine，　Kobe　Citγ　Genera～Hospital

＊＊＊＊Depart〃ient　of　Nuc／earルrε4厄〃e，κン010　Universitγ　Facu〃γofルledici〃e

　　Technetium－99m－DTPA　一　galactosyl　human

serum　albumin（99mTc－GSA）is　a　new　radiophar－

maceutical　which　binds　to　the　asialoglycoprotein

re㏄ptors　located　specifically　on　the　hepatocytes．

Phase　I　study　of　99mTc－GSA　was　perfo　rmed　on

seven　normal　volunteers，　who　were　intravenously

injected　with　185　MBq（5　mCi）and　1－10　mg　of

99mTc－GSA．　None　of　adverse　reactions，　abnormal

findings　of　laboratory　test　and　anti－99mTc－GSA

antibody　production　was　recognized．　The　livers

were　clearly　visualized　in　all　subjects．　In　the

pharmacokinetic　analyses　on　five　subjects，99mTc－

GSA　was　rapidly　taken　up　by　the　livers　imme一

diately　after　the　injection　and　was　slowly　excreted

through　the　biliary　tracts　and　the　urinary　tracts．

Dose－dependency　which　is　a　specific　feature　for　the

receptor－mediated　agentswas　observed；the　blood

clearances　of　99mTc－GSA　were　prolonged　in　pro－

portion　to　the　injected　ligand　doses．　These　results

suggest　that　99mTc－GSA　may　be　a　potential　agent

for　evaluating　hepatic　functions　based　on　the

hepatic　receptorquantities．

　　Key　words：Technetium－99m－DTPA－galactosyl

human　serum　albumin（99mTc－GSA），　Neoglyco－

protein，　Asialoglycoprotein　receptor　imaging，　Bio－

distribution，　Safety　evaluation．
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