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《原　著》

新しい肝機i能イメージング剤99mTc－GSAの

　　　　　　　　　　第2相臨床試験

鳥塚　莞爾＊　　河　　相吉＊＊　工藤　正俊＊＊＊　北川　真一＊＊＊＊

久保田佳嗣＊＊＊＊田中　敬正＊＊　日野　　恵＊＊＊＊＊池窪　勝治＊＊＊＊＊

　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剤

tgniTc－GSAを81例の肝疾患患者に投与し，安全性および肝機能評価における有効性につき検討した．

99mTc－GSAに起因すると考えられるi’1・他覚症状の変化，臨床検査値異常および抗GSA抗体の産生は認

められなかった．99mTc－GSA静注直後から60分間ダイナミックデータ収集を行い，経時的に肝シンチグラ

ムを得るとともに，心臓および肝臓の関心領域内のカウントから99mTc－GSAの血中消失および肝集積の指

標を求めた．慢性肝炎，肝硬変などの慢性肝疾患患者54例において，99mTc－GSAの血中消失および肝集積

は肝機能障害の進行に伴って有意に遅延した．また，大きな肝癌を有する患者，閉塞性黄疸の患者および急

性肝炎の患者においても99mTc－GSAの所見は肝機能を反映した．以1二の結果から，99mTc－GSAは肝機能

診断薬として臨床使用が可能であると考えられた．

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，肝

細胞に存在するアシアロ糖蛋白受容体（asialogly－

coprotein　recePtor：ASGP－R）1）に親和性を有する

肝疾患診断用の放射性医薬品である．

　ASGP－Rは哺乳類の肝細胞の主に類洞表面に

存在し2），血中のアシアロ糖蛋白（ASGP）の糖鎖

末端のガラクトース残基を特異的に認識して，こ

れを細胞内に取り込む働きをしている．ASGP－R

は肝疾患の病態によって減少することが知られて

おり3・4），その量や肝内分布を知ることによって，
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既存の検査とは異なる観点から肝疾患の病態や肝

機能を評価することが可能になると期待される．

一方，アルブミンにガラクトース残基を人工的に

導入した合成糖蛋白は，ASGPと等価にASGP－R

に認識され，肝細胞内に取り込まれる5）ことから，

放射性標識合成糖蛋白を用いて，ASGP－Rの核医

学イメージングが試みられてきた6～12｝．

　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標識化合物であり，二官

能基キレート剤であるジエチレントリアミン五酢

酸（DTPA）13）を導入して99mTc標識の安定化が

図られたものである．われわれは健常人におい

て，99mTc－GSAによるシンチグラフィを施行し，

99mTc－GSAの安全性，肝臓に対する親和性，およ

び99mTc－GSAの肝臓への集積速度が用量依存性

を示すことを報告した14）．今回，99mTc－GSAの安

全性，肝機能評価における有効性および臨床投与

量の検討を目的として，81例の肝疾患患者を対象

とした第2相臨床試験を，1989年4月から翌3

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ので報告する．
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II・対象および方法

核医学　　29巻1号（1992）

Table　l　Classification　of　the　grade　in　severity　of

　　　　chronic　liver　disease

　1．対　　象

　検討A：慢性肝炎例や肝硬変例を主な対象とし，

99mTc－GSAの肝機能識別能および投与リガンド

量の検討を行った．ただし，直径3cm以上の肝

癌を有する患者および閉塞性黄疸（肝外性胆汁う

っ滞）を合併する患者は対象から除外した．以下，

検討Aの対象を単に「慢性肝疾患患者」と呼ぶ．

これらの患者における肝機能障害の重症度（以下，

重症度と呼ぶ）を日本肝癌研究会の臨床病期の判

定基準15）に従って「軽症」（臨床病期1に相当），

「中等症」（同II期に相当）および「重症」（同III

期に相当）の3群に分類した．すなわち，Table　l

に示すとおり5つの観察項目（血清総ビリルビン，

血清アルブミン，プロトロビン時間，ICG　l5分

血中停滞率，および腹水）をそれぞれ3段階に分

類し，2項目以上が該当したクラス（該当したク

ラスが複数の場合には重症側）を患者の重症度と

した．

　検討B：直径3cm以上の比較的大きな肝癌を

有する患者，閉塞性黄疸（肝外性胆汁うっ滞）例，

および急性肝炎の患者を対象として，適応疾患の

検討を行った．閉塞性黄疸例は画像診断にて胆管

拡張を認め黄疸を有するもので，原疾患は肝細胞

癌の胆管湿潤，胆管癌または膵頭部癌であった．

肝癌患者および閉塞性黄疸例については，臨床診

断により肝硬変合併例と肝硬変非合併例とに分類

した．急性肝炎については全例が急性期または回

復期のA型肝炎であったが（極期の血清総ビリル

ビン値は0．5～20mg／d1），意識障害を認めた例は

なく，経過中にPTが40％以下に低下したものを

中等度肝障害，PTの低下が40％に至らなかった

ものを軽度肝障害と分類した．

　被験者にはこの試験について事前に説明し，口

頭または文書にて自由意志による同意を得た．

　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を含有，日本メジフィジックス社製）

Grade　in　severity

Serum　bilirubin

　（mg／d／）

Serum　albumin（9／d／）

Prothrombin　time（％）

1CGR15（％）
Ascites

　1
（Mild）

ン2．0

＞3．5

＞80

＜15

None

　lI
（Moderate）

2．0－3．0

3．O－3．5

80－50

15－40

Conlrol－

lable

　川
（Severe）

　・3．0

　ン、3．0

　・50

　＼40

Uncon－
trollable

Classification　criteria　is　settled　to　be　20r　more　items

in　the　corresponding　grade　in　severity

を1．2～3．7GBq（33～100　mCi）の過テクネチウ

ム酸＋トリウム（99mTc）注射液で用時溶解して

99mTc－GSAを得た．

　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lmgまたは3mg，テクネチ

ウムー99mとして185　MBq（5　mCi）の99mTc－GSA

を肘静脈から1回投与した．

　4．核医学的検査方法

　99mTc－GSA投与直後から60分まで経時的に胸

腹部前面像を撮像するとともに，コンピュータに

データを収集した．心臓全体および肝臓全体に関

心領域（ROI）を設定して，時間一放射能曲線を作

成した．ROI内のカウントから，薬剤の血中消失

の指標としてHHI5（3分後に対する15分後の心

臓（H）のカウント比：H15／H3）および肝集積の

指標としてLHLI5（15分後における［心臓（H）寸

肝臓（L）］に対する肝臓のカウント比：L／（Hl－L））

を求めた（Fig．1）．

　5．安全性の検討

　99mTc－GSA投与前および検査終了後に医師に

よる診断とバイタルサイン（血圧，心拍数）の測定

を実施し，投与前後1週間以内を目処に以下の臨

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，
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ブ
HII15＝ll15／t13

LHI，1r、　＝L15／（H15＋L15）

　O　　　　　lO　　　　　20　　　　　：切　　mln

Fig．1　Definition　of　HHl5　and　LHLl5，　H：heart　ROI，

　　　L：liver　ROI，　H3：co皿ts　in　the　heart　ROI　at

　　　3min，　H　l　5：counts　in　the　heart　ROI　at　15min，

　　　L15：counts　in　the　liver　ROI　at　15min．

8フ

する患者については，肝硬変を合併する群と合併

しない群との間でのHHI5およびLHL15を比較

した．急性肝疾患を有する患者については，軽症

群と中等症群との間でHHIsおよびLHL15を比
較した．

　8・統計学的解析

　HHI5およびLHL15と重症度との関連性の検

討にはSpearmanの順位相関による検定を，2群

間の指標の比較にはStudent　t検定を，指標間の

関連性の検討には相関係数をそれぞれ用いた．有

意水準は5％とした．

HI．結　　果

　総蛋白，アルブミン，A／G比，総コレステロー

　ル，中性脂肪，BUN，クレァチニン，総ビリ

　ルビン，GOT，　GPT，　Al－P

・ 尿検査（定性）として，

　蛋白，ビリルビン，ウロビリノーゲン，尿沈渣

　担当医師は以上の結果から，99mTc－GSAの安全

性を「安全」，「安全とはいえない」，「安全でない」

の3段階で判定した．

　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，99mTc－GSA投与前お

よび投与後2週間，1か月，2か月を目処に採血

し，血清中の抗GSA抗体価をELISA法により
測定した．

　6・99mTc－GSAの肝機能識別能および投与リガ

　　ンド量の検討（検討A）

　慢性肝疾患患者において投与リガンド量別

に，99mTc－GSAによる肝機能指標（HHl5および

LHL15）によって重症度がどの程度識別されるか

を検討した．また，HH15およびLHL15と慢性

肝疾患の肝予備能の指標として用いられる血清ア

ルブミン値（Alb），血清総ビリルビン値（Bil），フ゜

ロトロンビン時間（PT），ヘパプラスチンテスト

（HPT），　ICG　15分血中停滞率（ICGRl5）および

ICG血中消失率（Kica）との相関について検討し

た．

　7．適応疾患の検討（検討B）

　大きな肝癌を有する患者および閉塞性黄疸を有

　L　解析対象

　安全性の検討は99mTc－GSAを投与された81例

全例を対象とした．

　慢性肝疾患患者を対象とした肝機能識別能およ

び投与リガンド量の検討（検討A）では，1mgの

99mTc－GSAが30例（A1群）に，3mgの99mTc－

GSAが28例（A2群）にそれぞれ投与された．

A2群のうちの4例は検査手技上のトラブル（デー

タ収集エラー1例，データ収集中の患者の体動1

例，および検出器の位置ずれ2例）のためにHH15

およびLHLI　f，が得られず，解析対象から除外し

た．A2群の1例では投与後早期の患者の体動に

よってHH1，sが得られなかったが，　LHL15が得

られたので，LHLI5については解析対象に加えた．

したがって，検討Aにおける解析対象症例数は

Al群が30例，　A2群が24例であった．各解析

対象群の重症度の内訳は，Al群では「軽症」，

「中等症」および「重症」の患者がそれぞれ12例，

11例および7例，A2群ではそれぞれ8例ずつで

あった．

　適応疾患の検討（検討B）では3mgの99mTc－

GSAが23例に投与された．このうち肝癌および

閉塞性黄疸を合併しない肝硬変の1例は対象の選

択基準に合致しないために解析対象から除外した．

また，肝アミドロイドーシスの1例は急性肝疾患

としての肝障害の程度の評価が困難であったので

解析対象から除外した．解析対象の内訳は，肝癌
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Table　2　Patient　population　by　age，　sex　and　disease

Group

Ligand　dose

No．　of　patients

Age（y．o．）：　　　Range

　　　　　　Mean士SD．

Sex：　　　　　Male

　　　　　　Female

Chronic　hepatitis

Chronic　hepatitis十HCC

Liver　cirrhosis

Liver　cirrhosis十HCC

Hepatocellular　carcinoma

Choledocholithiasis

Hepatocellular　adenoma

Metastatic　liver　cancer

Cholangioma

Pancreatic　carcinoma

Acute　hepatitis

Al

lmg
36

22－79

56士13

　16

　14

　8

6
一
）

1

A2

3mg
　24

19－75

57土14
19

　5

　1
　1
　8
　12

Bl

3mg
　7

39－71

60士10

　5
　2

つ
」

？
」

1

B2

3mg
　6

54－73

65十8

　4
　2

つ
↑

「
∠

〔
∠

B3

3mg

　8

15－62

42士17

　5
　3

8

Group　A1：Chronic　liver　disease，　Group　A2：Chronic　liver　disease，　Group　Bl：Large　liver　cancer，

Group　B2：0bstructive　jaundice，　Group　B3：Acute　liver　disease，　HCC：Hepatocellular　carcinoma

を有する患者7例（B1群：肝硬変非合併4例，肝

硬変合併3例），閉塞性黄疸を有する患者6例

（B2群：肝硬変非合併4例，肝硬変合併2例），

および急性肝炎の患者8例（B3群：軽度肝障害7

例，中等度肝障害1例）であった．

　各解析対象群の年齢，性別および疾患の内訳を

Table　2に示す．

　2．安全性
　99mTc－GSAを投与された81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

化および臨床検査値の異常変動は認められず，全

例で「安全」と判定された．抗GSA抗体価の測

定では，投与後2～3週間，4～7週間および8週

間以降に血清サンプルを採取し得たそれぞれ38

例，32例および28例において抗体価の有意な上

昇はみられなかった．

　3．99mTc－GSAの肝機能識別能（検討A）

　Al群およびA2群におけるHHI5および
LHL15と重症度との関係をFig．2に示す．両指

標は重症度と強い相関を示し（いずれもp〈0．000D，

肝機能障害の程度が高度となるほどHH15は上昇

し（血中クリアランスの遅延），LHL15は低下した

（肝集積の低下）．

　重症度群間の比較では，A1群において軽症群

と中等症群との分離がよく，中等症群と重症群と

の重なりが大きかった．一方，A2群においては，

軽症群と中等症群との重なりが大きく，中等症群

と重症群との分離が良好であった．

　4・99mTc・GSAの所見と他の肝機能検査との

　　関係（検討A）

　A1群およびA2群におけるHH15および
LHLI5とBil，　Alb，　PT，　HPT，　ICGRI5および

KiC（；との相関をTable　3に示す．　HH15および

LHL15は既存の肝機能検査と強い相関を示した．

例として，A2群におけるLHLI5とAlb，　PTお

よびICGR15との相関図をFig．3に示す．個々

の相関係数についてAl群とA2群との差は有意

ではなかったが，A2群の方が高い相関係数を示

す項目が多かった．

　5．症例提示（検討A）

　A2群の代表的な3例について，99mTc－GSA投

与後5分および30分の胸腹部前面像をFig．4に，
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Group　Al　（lmg） Group　A2　（3mg）

　　0．85

　　0．80

　　0．75

巴　0．70

　　0．65

　　0．　60

　　0．55

　　0．50

　　0．15

PkO．0001　　p二〇．0729

¶ild　　　Nloderate　　Severe

（nニ12｝　　　　（n＝11）　　　　（n＝7｝

吟
一

0．80

0．75

0．70

0．65

0．60

0．55

0．50

0．15

PLo．OOll　PiO・　OOO1

Slild　　　　Nloderate　　　Sever’e

｛n・7）　　（n・8）　　（n・8｝

1．0

0．9

0．8

コ0
巴
⊇

0．6

0．5

0．1

0．3

p〈0．0001　　p＝0．0072

⑱1ild　　　　、10del・ate　　　Se、ere

（n＝12）　　　　｛n＝11）　　　　（nニ7）

1．0

0．9

雲

⊇
＝　　o・8

⊇

0．7

0．6

p＝0．0082　　pニ0．0007

Slild　　　　Sloderate　　　Se、ere

（n＝8）　　　　　（n＝8）　　　　　（n＝8）

Fig．2　Correlation　of　HHl5and　LHL15　with　the　grade　in　severity　ofchronic　liver　disease．

Table　3　Correlations　of　HHIsand　LHLIs　with　other｜iver　function　tests

Group

Al

疋『

GSA　index

　Hl5　　　r
　　　．一　．．．．．竺一

　LHLIs　　r
　　　　　　　n

　HH15　　　r

　　　　　　　n

　LHL｜5　　r

　　　　　　n

　　Bil

　O．477＊

　　30

・．． 0．589＊

　　30

　0．545＊

　　23

－－
0．643＊

　　24

　Alb
O．763＊

　　30

　0．766＊

　　30

－－
0．821＊

　　23

0．847＊

　　24

　PT
O．696＊

　29
0．767＊

　29
0．752＊

　23
0．816＊

　24

r：Correlation　coeMcient，　n：Number　of　patients，＊：pン0．01

　HPT
－一一

〇．696＊

　　26

　0．782＊

　　26

－－
O．770＊

　　19

　0．780＊

　　20

lCGR15

0．798＊

　30
0．793＊

　30
0．798＊

　20
0．836＊

　21

KiCG

O．832＊

　26

0．763＊

　26

O．870＊

　17

0．898＊

　18

投与直後から30分までの肝臓における時間一放

射能曲線をFig．5に示す．

　症例1　64歳男性，重症度分類：軽症．放射能

の肝集積は良好であるが，投与後5分の像で心プ

一 ルが淡く認められた．肝臓の時間一放射能曲線

は立ち上がりがやや鈍く，30分後でもプラトーに

達しなか・）た．HH15は0．568，　LHLi　．sは0．897

であった．
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Fig．3　Correlation　of　LHLI5　with　serum　albumin　level，　prothrombin　time　and　plasma

　　　retention　rate　of　indocyanine　green（ICG）at　l　5　min　in　patients　with　chronic　liver

　　　disease．

5min

30min

Case　1

Mild

Case　2

Moderate

Case　3

Severe

Fig．4　Liver　imageS　5　min（top）and　30　min（bottOm）after　injection　of　99n1Tc－GSA　in

　　　three　typical　patients　of　Group　A2．　Case　1（left），　Case　2（middle）and　Case　3

　　　（right）had　been　classified　into“Mild”，“Moderate”and‘‘Severピliver　dysfunc－

　　　tion，　respectively．

　症例2　72歳男性，重症度分類：中等症．心プ

ー ル像が残存し，99mTc－GSAの肝臓への移行が

遅延していることが示されている．肝臓の時間一

放射能曲線は平坦化している．HHI5は0・616，

LHL15は0．770であった．

　症例368歳男性，重症度分類：重症．5分後

像では心プールが肝臓よりも強く描出され，30

分後でも心プール像が著明である．肝臓の時間一

放射能曲線の平坦化も著しい．HH15は0．706，

LHL15は0．694であった．

　6．適応疾患の検討（検討B）

　（1）肝癌を有する患者

　直径3cm以上の肝癌を有するBl群の7例全
例において，シンチグラム上，肝癌は欠損像とし

て示された（Fig．6）．肝硬変を合併しない4例と

肝硬変を合併する3例とを比較すると，後者にお

いて有意なHH15の上昇およびLHLI5の低下が
認められた（Table　4）．

　（2）閉塞性黄疸を有する患者

　閉塞性黄疸を有するB2群の6例中，肝硬変を
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Table　4　HH15　and　LHL15　in　patients　with　liver　cancer

lndex

HHI5

LHLI5

without　LC

　　O．515

　　0．562

　　0．615

　　0．642

0．584士0．056

　　0．916

　　0．906

　　0．890

　　0．859

0．893土0．025

With　LC

　O．645

　0．695

　0．703

t－test

p・0．05

0．681：｛：0．031

　　0．829

　　0．822

　　0．722　　　　p／0．05

0 10 20 30

　　　　Time　after　jnjeCtiOn　（min）

Time－activity　curves　of　the　liver　in　the　patients

shown　in　Fig．4．●

▲：Case　3．

X－raY　CT

：　Case　　l，　■：　Case　2，

　　　　　　　　　　　　　　　　0．791：］：0．060

Without　LC：　　cancer　without　liver　cirrhosis，

With　LC：liver　cancer　with　liver　cirrhosis

Table　5 HHI5　and　LHL15in　patients　with　obstructive

jaundice

　Index

HHI5

LHL15

Without　LC

　　O．472

　　0．534

　　0．566

　　0．599

0．543二七〇．054

　　0．934

　　0．896

　　0．896

　　0．855

0．895±0．032

With　LC

　O．623

　0．791

t－test

P／0．1

0．707：tO．119

　　0．770

　　0．727

　　－　　　　　p・O．Ol

0．749士0．030

Without　LC：obstructive　jaundice　without　liver　cir．

rhosis，　With　LC：obstructive　jaundice　with　liver

cirrhosis

99mTc－GSA

SPECT

、 i一

’

Fig．6　X－ray　CT（top）and　SPECT　image　using　99mTc－

　　　　　GSA（bottom）in　a　patient　with　giant　hepato－

　　　　　cellular　carcinoma．　Defects　were　seen　cor－

　　　　　responding　to　the　location　of　the　tumors．

合併しない4例では，黄疸の程度にかかわらず

99mTc－GSAの肝集積は良好であり，肝硬変を合併

する2例との間にHHI5およびLHL15の差がみ
られた（Table　5）．

　（3）急性肝疾患を有する患者

　急性肝疾患を有するB3群の8例中，肝障害程

度が中等度に分類された1例では，軽度に分類さ

れた7例と比較して有意なHH15の上昇および

LHL15の低下がみられた（Table　6）．
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Table　6　HHir）and　LHL15　in　patients　with　acute

　　　　hepatitis

1ndex

HHIs

LHL15

　Mild

　O．493

　0．503

　0．513

　0．565

　0．571

　0．604

　0．606

0．551±0．047

　0．919

　0．919

　0．918

　0．900

　0．891

　0．876

　0．859

0．897：ヒ0．023

Moderate

　O．830

0．830

0．805

0．805

t－test

P／0．01

pぐ0．05

Mild：mild　liver　damage　due　to　acute　hepatitis，

Moderate：moderate　liver　damage　due　to　acute
hepatitis

IV．考　　察

　X線CT，　MRI，超音波など近年の画像診断法

の進歩により，核医学イメージングの意義は単な

る形態診断から「機能イメージング」へと移行し

つつあり，心筋シンチグラフィや脳血流シンチグ

ラフィのように，核医学検査は他の手法では得ら

れない機能的情報を提供することが広く認められ

ている．99mTc－GSAを用いる検査は機能イメージ

ングの一種であり，薬剤の肝臓への集積状態を画

像化して，アシアロ糖蛋白受容体（ASGP－R）の量

や肝内分布を評価することによって，既存の検査

とは異なる観点から，肝疾患の診断が可能になる

と期待される．

　Stadalnikら7）および工藤ら8・9）はASGP－Rイ

メージングの結果が肝疾患患者の病態や予後，既

存の肝機能検査成績と相関することを示した．久

保田，河，羽間ら10～12｝は肝細胞の受容体活性の

測定や動物疾患モデルの検討を行い，ASGP－Rイ

メージンゲの結果が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．

Bossuytら16｝もASGP－Rイメージンク“の結果が

患者の肝機能を表すことを示した．また，Ga川

ら17）は天然のアシアロオロソムコイドの標識物

を用いたASGP－Rイメージングを行っている．

　われわれは健常人において99mTc－GSAの安全

性と投与リガンド量によって肝摂取速度が変化す

ることを示し，肝疾患患者に対する投与リガンド

量の目安を得た14）．本試験では肝疾患患者におい

て，1）99mTc－GSAの安全性を検討すること，2）

99mTc－GSAによって得られる指標と肝機能との

関係を示すこと，3）患者の肝機能評価に最適な投

与リガンド量を決定すること，4）適応疾患を検討

することを目的とした．

　安全性
　99mTc－GSAを投与した81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変動は認められず，

抗GSA抗体価の上昇も認められなかったことか

ら，安全性について特に問題はないと考えられた．

　肝機能との関係

　ASGP－Rイメージングによって得られる時間一

放射能曲線の評価方法として，Stadalnikら7）は

1回の採血と非線型コンパートメントモデルによ

る解析を，工藤ら9｝は肝／（心＋肝）比（「Receptor

Index」）を，　Bossuytら16）は心プールの消失曲線

の指数関数近似による解析を，Galliら17）は線型

コンパートメントモデルによる解析をそれぞれ用

いた．本試験では算出容易な指標，HH15（血中

消失の指標）およびLHLI5（肝集積の指標）を採

用した．

　慢性肝疾患患者では肝機能障害の重症度と

HHI5およびLHL15とは強く相関し，軽症群と

中等症群との間およびA1群におけるHHI5を除

いて中等症群と重症群との間にそれぞれ有意な差

が認められたことから，99mTc－GSAの肝集積が肝

機能障害の程度によって鋭敏に変化することが示

された．また，HH15およびLHL15は既存の肝

機能検査成績と良好な相関を示し，新しい肝機能

の指標として十分に使用可能と考えられた．
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　投与リガンド量

　健常人における検討14）から，投与リガンド量

が多くなるほど肝集積速度が低下することが示さ

れ，肝集積の遅延は検査時間の延長につながるこ

とから，肝疾患患者を対象とする日常検査として

は5mg以上のリガンド量は過量であると考えら

れたので，本試験ではまず1mgの検討を行い，

次いで3mgの検討を行った．99mTc－GSAの肝機

能障害重症度の識別能および既存の肝機能検査成

績との相関性についての成績は，リガンド量lmg

（A1群），3mg（A2群）ともに満足できるものであ

・ ・た．しかし，両群におけるHH15およびLHLI．i

の分布には相違があった．すなわち，3mgの方

が既存の肝機能検査との相関係数が高値を示す場

合が多く，また，1mgでは軽症側の分離が良好

であり，3mgでは重症側の分離が良好であった．

既存の肝機能検査との相関が高いことは，得られ

た結果の解釈がより容易であることを示唆する．

また，肝切除術や他のmajor　surgeryの際の肝機

能評価，重症肝疾患患者の予後予測など，従来の

検査で十分に評価可能とは言い切れない場面での

使用を想定すると，中等症～重症での機能評価が

より重要視される．これらの点において，リガン

ド量3mgが臨床投与量として，より適している

と判断された．

　適応疾患の検討

　上記の結果から，適応疾患の検討には投与リガ

ンド量として3mgを用いた．

　肝細胞癌および転移性肝癌にはASGP－R活性

が認められないことがreceptor　assayによって証

明されている4）ので，肝癌を有する患者において

は癌病巣へのトレーサの集積はなく，99mTc－GSA

の肝集積は非癌部の残存肝機能を反映することが

予想される．今回の検討では，大きな肝癌を有す

る患者において癌病巣は欠損像として示され，肝

硬変を合併する3例は合併しない4例と比較して

99mTc－GSAの肝集積が遅延しており，患者の残

存肝機能を反映した成績が得られた．

　閉塞性黄疸がある場合，血液生化学検査，凝固

系検査，ICG検査など既存の肝機能検査は，その

93

成績が黄疸によって修飾されるために，肝機能評

価は黄疸軽減後に実施せざるをえない．ASGPと

ASGP－Rの結合はビリルビンと競合しない18）こ

とから，99mTc－GSAを用いれば，高度な黄疸を有

する患者においても解釈可能な検査成績が得られ

るものと推測される．閉塞性黄疸を有する患者に

おいて，肝硬変を合併する2例は合併しない4例

よりも99mTc－GSAの肝集積が明らかに遅延し，

肝機能の評価が可能であった．

　急性肝疾患では，肝機能の変動が著しく，肝機

能障害の程度は臨床経過のなかでとらえる必要が

ある．今回検討した急性肝疾患例では重篤な例は

なかったが，臨床経過から判断される軽度肝障害

の7例と中等度肝障害の1例との間に99mTc－GSA

の所見に差がみられたことは，症例数は少ないも

のの急性肝疾患患者においても99mTc－GSAで肝

機能評価が可能であることを示唆している．急性

肝障害ラットにおける検討3）では，ASGP－R量は

いったん減少したのちに回復することが示されて

おり，臨床においても1司様の現象がみられること

が予想されるが，今回の検討では反復検査は実施

されず今後の検討課題である．

V．結　　論

｛，9mTc－GSAは安全性に問題がなく，　ROI内の

カウント比をもとにした簡単な指標によって慢性

肝疾患患者における肝機能障害の重症度を評価す

ることが可能であった．投与リガンド量としては

重症側での肝機能評価に優れる3mgが適当であ

ると考えられた．大きな肝癌を有する患者，閉塞

性黄疸を合併した患者および急性肝炎の患者にお

いても，99mTc－GSAの所見は患者の肝機能を反映

することが示唆された．以上の知見から，99mTc－

GSAは肝疾患患者の肝機能を，　ASGP－Rという

既存の方法とは全く異なる観点から評価し得る有

望な肝機能イメージング用放射性医薬品であると

考えられた．
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Summary

Phase　II　CIinical　Study　On　99mTc－GSA，　a　New　Agent

　　　　　　　　for　Functional　Imaging　of　the　Liver

　　　　　Kanji　ToRizuKA＊，　San　Kil　Ha－KAwA＊＊，　Masatoshi　KuDo＊＊＊，

Shinichi　KITAGAwA＊＊＊＊．　Yoshitsugu　KuBoTA＊＊＊＊，　Yoshimasa　TANAKA＊＊，

　　　　　　　　　　　　Megumu　HINo＊＊＊＊＊and　Katsuji　IKEKuBo＊＊＊＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊月，kuiルledi（’a1　S〈・んoo∫

　　　　　　　　　　　＊＊Depai・〃ne〃t　q1’　Radiolog．v，　Kans‘～’Medi（’a1　Cノ〃’りe”∫的，

＊＊＊D恒si（川q∫G‘7∫’roe〃’el・olosr）・，　Dep‘’r’〃le〃r　o／’Mρ4’ψ∫〃ρ，κ0加α1γGe〃e’・α1〃‘，∫ρ〃α／

　　　　　＊＊＊＊Third　Depart〃le〃t　o∫‘1nterna1　Medi‘・∫〃e，　Kansa’Medi（’a／Uni，ersめ，

　　　　　　＊＊＊＊＊Dep‘’〃’・le〃r‘～ノ’Nu〔・／e‘’r　Medi‘’ine，κobe　Cit．v　6e〃erat・H・spi’‘’1

　　Phase　I　I　study　of　9｛，mTc－DTPA－galactosyl　hu－

man　serum　albumin（99mTc－GSA），　a　new　radio－

pharmaceutical　which　binds　to　the　asialoglycopro－

tein　receptors　on　the　hepatocytes，　was　performed

in　81　patients　with　liver　diseases　to　validate　its

safety　and　possibility　for　the　evaluation　of　hepatic

function．　None　of　adverse　reactions，　abnormal

clinical　laboratory　findings　and　anti－99mTc－GSA

antibody　production　due　to　99mTc－GSA　was　rec－

ognized．　Immediately　after　the　injection　of　99・nTc－

GSA，　the　dynamic　data　and　serial　hepatic　images

were　obtained　for　60　min．　The　indices　for　blood

clearance　and　liver　accumulation　were　calculated

based　on　the　counts　in　the　regions　of　interest　on

the　hearts　and　livers．　In　54　patients　with　chronic

hepatic　disorders　such　as　liver　cirrhosis，　the　blood

clearance　and　liver　accumulation　of　99mTc－GSA

were　retarded　according　to　the　progress　of　the

hepatic　disorders．　The　findings　of　99mTc－GSA

scintigraphy　also　reflected　the　hepatic　functions　of

the　patients　with　large　hepatic　tumors，　obstructive

jaundice　and　acute　hepatitis．　These　results　suggest

that　ggmTc－GSA　has　the　clinical　potentials　to

evaluate　the　liver　functions　in　the　patients　with

hepatic　disorders．

　Key　words：　Technetium－99m－DTPA－galactosyl

human　serum　albumin（9・　9rnTc－GSA），　Neoglyco－

protein，　Asialoglycoprotein　　receptor　　imaging，

Liver　function，　Liver　diseases．
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