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子宮悪性腫瘍に対するAngiotensin　II併用

　　動注療法施行時の腫瘍血流分布の

　　　　8imkを用いた核医学的評価
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　要旨子宮悪性腫瘍に対する動注療法におけるカテーテルの至適位置およびAngiotensin　llを用いた昇

圧化学療法の有用性の評価を81mKr持続注入による血流分布測定により薬剤の腫瘍への到達性を推定する

ことで試みた．腫瘍への81mKrのカウントは，超選択的子宮動脈よりの注入で最も多く，内腸骨動脈より

の注入時の約3．8倍であった．また，Angiotensin　II注入による昇圧化学療法も有効で8imKrのカウント

は，注入前の約1．7倍に増加していた．Angiotensin　II注入による血流増加は注入後180秒以内で著しくそ

の後は低下していた．以上の所見より子宮癌に対tる動注としては，超選択的な子宮動脈よりの注入が最も

有効と思われた．しかし，超選択的に子宮動脈内にカテーテル挿入が困難な場合や広範進展例および術後再

発例では，昇圧化学療法も試みられるべきである．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（核医学29：1005－1011，1992）

1．はじめに

　骨盤内悪性腫瘍に対する動注療法は広く施行さ

れており，その有用性に関する報告も多い．われ

われも，これまで婦人科悪性腫瘍に対して，主に

子宮動脈よりのCisplatin（CDDP）動注療法を施

行して，その効果判定のためCDDPの血中濃度

測定および動注直後手術例において組織内濃度測

定をして，静注例および腹腔内注入例との比較を

行ってきた．しかし，動脈硬化が著しい症例や術

後症例においては，超選択的な子宮動脈へのカテ

ー テル挿入が困難で，内腸骨動脈よりの動注を行

わざるを得ない場合もあった．

＊順天堂浦安病院放射線科
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　　　　　順天堂浦安病院放射線科

　　　　　　　　　　　　　　　住　　　幸　治

　一方，Angiotensin　IIを用いた昇圧化学療法に

ついてはいくつかの報告があり1“・3），動注療法の

効果増強に有効な方法とされている．

　今回は，81mKrを用いた核医学的手法により腫

瘍への血流分布を観察し，抗腫瘍効果を予測する

一つの指標として，動注時における薬剤の腫瘍へ

の到達性を推定することで，子宮悪性腫瘍におけ

る動注療法施行時におけるカテーテルの至適位置

の決定，およびAngiotensin　IIを用いた昇圧化学

療法の有用性の評価を試みた．

II．対象および方法

　1990年1月から1991年4月までに当院におい

て病理組織学的に確診された子宮頸癌7例，子宮

体癌6例，計13例（Table　1）．年齢は，29歳か

ら76歳で平均48．5歳であった．

　方法は，血管造影室において，まず骨盤部大動

脈造影を施行して腫瘍栄養動脈を確認し，続い

て超選択的子宮動脈造影を施行した．関心領域
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Table　l　Evaluated　cases　and　counts　per　minute（cpm）in　ROIs

Position　of　catheter　tip

Case Age／Sex
Uterine　artery

Intemal　iliac　Internal　iliac　artery

　artery　　　　with　Angiotensin　II

Pathology

1）M．Y．

2）0．S．

3）H．K．

4）M．K．

5）1．T．

6）0．M．

7）M．Y．

8）M．T．

9）M．Y．

10）M．H．

11）1．K．

12）S．T．

13）S．E．

41／F

52／F

52／F

58／F

49／F

49／F

76／F

44／F

47／F

40／F

59／F

35／F

291F

8，924【419】

8，141［383】

8，306［390】

3，197［150】

3，866［182】

10，268［483］

3，590【169】

14，3921676】

9，976［469】

9，464【445】

7，951［374】

13，590［639】

10，118［476】

1，699［80】

3，152【148】

1，252［59】

1，764［　83】

1，782【84】

3，791［178｝

2，800［132】

3，088［145】

2，812【132】

2，379［1121

2，595［122］

1，440［68】

3，889［1831

3，206【151】

5，436［255】

2，953【139】

2，217［104］

3，863【182】

5，037［237】

2，870［135】

5，049［237】

6，212［292】

3，668［172］

4，067【19日

2，690【1261

4，373［206】

【】：Standard　Deviation

endometrial　cancer

endometria1　cancer

endometria1　cancer

endometrial　cancer

cervical　cancer　of　uterus

endometrial　cancer

cervical　cancer　of　uterus

cervical　cancer　of　uterus

cervical　cancer　of　uterus

cervical　cancer　of　uterus

endometrial　cancer

cervical　cancer　of　uterus

cervical　cancer　of　uterus

（Region　of　Interest：ROI）は，超選択的子宮動脈

造影像，CTを参考にして腫瘍部に設定した．次

に子宮動脈内にカテーテルを挿入した状態でRI

室に移動して，同部より81mKrを持続注入し，平

衡状態に達したところで関心領域（ROI）のカウ

ントを行った．次にカテーテ・レを内腸骨動脈内ま

で抜去して同様に測定した．続いて同じカテーテ

ルの位置でAngiotensin　II（Hypertensin）を毎分

2μgで注入しつつ測定した．81mKrは，370　MBq

のジェネレータ（日本メジフィジックス社製）を

用い，5％ブドウ糖液で溶出し毎分6m’で注入

した．81mKrおよびAngiotesin　IIの注入にはいず

れも持続動注ポンプ（S．P．C．－523テルモ社製）を使

用した．シンチカメラはGCA90A（東芝製）を用

いて注入直後から測定を開始し，データ収集はデ

ー タ処理装．置GMS55－A（東芝製）を用い，256×

256のマトリックスで，おのおののカテーテルの

位置において5～7分間（1フレーム／60秒で5～

7フレーム）行った．

　また，自動血圧計（BP－308ETI）を使用して末梢

血圧を1分間ごとに観察記録した（Fig．1）．

m．結　　果

子宮腫瘍部に関心領域を設定して，関心領域に

Apparatus：

Gamma　Camera：GCA－90A（Toshiba　Co．，　Ltd．ノ
81mKr：81　mKr　Generator（Nihon　Medi－　Physics　Co．，　Ltd．）

Angiotensin【I　l　Hypertensin（Chiba　Geigy　Co．，　Ltd．）

Intra　arterial　infusion　pump：S．P．C－523（Terumo　Co、，　Ltd．）

Intra　arterial　catheter：Koide’s　catheter（Cook　Co．，　Ltd．）

Sphygmomanometer：BP－308　ETI（Colin　Co．，　Ltd．）

5ル）krllLCi）～e

Irlri．、“）：’Pump

　　ti　mi　mLn

Garnma　Camera

口

Infusion　Pump
　2μ9　nun

Sphygmom；in“meter

Fig．1　Schematic　view　of　intra－arterial　infusion　sys－

　　　tem．

おける1分当たりのRI量を測定した（Table　1）．

子宮動脈および内腸骨動脈よりの注入におけるカ

ウントは，各フレームの平均値をまた，angiotensin

II注入後においては，最大値を示したフレーム値

を示した．子宮動脈内に超選択的にカテーテルを

挿入した場合は，内腸骨動脈よりの注入時と比較

して平均3．82倍（1．28－9．44倍）であった．また

Angiotensin　II注入による効果は，13例全例で増

加しており，内腸骨動脈にカテーテルを留置して
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　　　　b
Fig．2　Case　9；47　year－old　female　with　cervical　carcinoma　of　the　uterus．

　　　a：Pelvic　arteriogram．

　　　b：Superselective　left　uterine　arteriogram．

　　　c：Scintigraphic　imagings　taken　from　under　condition　of　infusion　of　81mKr．　The

　　　catheter　tip　is　placed　in　left　uterine　artery（upper　third），1eft　internal　iliac　artery

　　　（middle　third），1eft　internal　iliac　artery　with　Angiotensin　II（lower　third）．

の比較で平均1．67倍（1．03－2．36倍）に増加してい

た．

　自動血圧計を用いた末梢血圧の上昇は，Angio－

tensin　II注入後約180秒から起こってきており，

すべての症例で注入前の最高血圧と比較して50％

以下であり，最高血圧が200mmHgを超えたも

のはなかった．Angiotensin　II注入後の血流増加

は，注入後60秒から起こり，180秒後までに起

こっていた．

　次に代表的症例を供覧する．
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　　　　　b
Fig．3　Case　l　1；59－year－old　female　with　endometrial　cancer．

　　　a：Pelvic　arteriogram．

　　　b：Superselective　right　uterine　arteriogram．

　　　c：Scintigraphic　imagings　taken　from　under　condition　of　infusion　of　81mKr．　The

　　　catheter　tip　is　placed　in　right　uterine　artery　（upper　third），　right　internal　iliac

　　　artery（middle　third），　right　internal　iliac　artery　with　Angiotensin　II（lower　third）．

　症例9　47歳　女性　子宮頸癌

　骨盤部大動脈造影動脈相（Fig．2a）にて左子宮

動脈の拡張を認めた．次に左子宮動脈造影を施行

した（Fig．2b）．同造影を参考にして関心領域を

設定し，子宮動脈内に留置したカテーテルより

81mKrを持続動注して血流量を測定した（Fig．2c

上段）．次にカーテルを内腸骨動脈内まで抜去して

測定した（Fig．2c中段）．同じカテーテル位置で

Angiotensin　IIを注入しつつ測定した（Fig．2c下

段）．血流量測定の結果は，子宮動脈内での注入に
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おいては，内腸骨動脈よりの注入の3．55倍であ

った．また，Angiotensin　II注入により，注入前

と比べて，2．21倍に増加した．

　症例11　59歳　女性　子宮体癌

　骨盤部大動脈造影（Fig．3a）に続いて，右子宮動

脈造影を行った（Fig．3b）．前述した方法と同様に

測定した（Fig．3c）．この症例においては，子宮動

脈よりの注入においては，内腸骨動脈と比べて

3．2倍であり，Angiotensin　II注入により注入前と

比較して1．57倍に関心領域内の血流は増加して

いた．

IV．考　　察

　Angiotensin　IIを用いた昇圧化学療法は，鈴木

ら1”3）によりAngiotensin　IIの持続静注による昇

圧下で平均血圧が150mmHgを超えない場合に

腫瘍のみに選択的，特異的な血流増加がおこる事

実が発見されたことにより注目されはじめた．そ

の後化学療法の効果が昇圧下で著しく増強される

ことも実験的に証明され，昇圧化学療法は臨床的

に広く応用されている4～6）．またAngiotensin　II

の昇圧作用は主に末梢血管に直接作用して非腫瘍

部の血管を収縮させることにより，相対的に腫瘍

部の血流を増加させるという点で，動注により局

所的に使用する方がより効果的で，全身血圧上昇

も軽減できることより，現在では動注療法との併

用で用いられることが多い．

　一方，81mKr持続注入による局所血流量の測定

は，1970年に発表されたFazioら7）の局所脳血流

量の測定や1980年の飯尾ら8）の脳血流分布像に

用いられている．81mKrは半減期13秒と短く，

持続動注ドでの平衡状態においてはその計数率は

washoutよりもperfusion（血流）に依存し，その

イメージは，局所血流を意味するとされる理論に

よっている．もちろん81mKrの半減期13秒は，

washout時間と比較して十分短いとは言いきれず，

完全な定量ではないが，動注施行時のカテーテル

の至適位置決定，およびAngiotensin　IIを用いた

昇圧化学療法の効果判定は可能と考えた．

　同様に81mKrや99皿Tc　MAAを用いた核医学的

手法を用いて昇圧化学療法の効果を評価した報告

もいくつかなされている．その代表的なものとし

て，肝癌9），乳癌lo）の場合では，　Angiotensin　II

投与により，腫瘍部の血流量が正常部と比較して

約3倍に増加したと報告されている．

　婦人科悪性腫瘍に対してAngiotensin　IIを用い

た昇圧化学療法についてもいくつかの報告がみら

れる11・12）．これらの報告は，主に臨床的な効果判

定を行っており，われわれが調べ得た範囲におい

て，核医学的手法を用いて腫瘍内血流量を測定し

たものはない．

　今回は，超選択的子宮動脈造影剤を施行し，さ

らにCT像も参考にして腫瘍部に関心領域を設定

し，カテーテルの位置の違いによる血流量測定を

行った．Angiotensin　IIによる正常部（非腫瘍部）

への血流低下と腫瘍部への血流増加を観察するた

めには，正常部（非腫瘍部）と腫瘍部に関心領域

を設定して，両者のカウント比を測定するのが望

ましいが，今回のわれわれの症例では，Stage　llI

以上の症例がほとんどで腫瘍が大きく，また子宮

という小さな臓器で正確に両者に関心領域を設定

することが困難で，腫瘍部のみに設定して測定し

た．子宮動脈内にカテーテルを留置しての測定で

は，内腸骨動脈内の場合と比較して平均3．82倍

（1．28－9．44倍）であった．また，内腸骨動脈内の同

じカテーテル位置における，Angiotensin　II注入

の効果判定では，Angiotensin　II動注昇圧下におい

て1．67倍（1．03－2．36倍）に増加していた．この結

果は，肝癌，乳癌における報告では正常部と腫瘍

部の比率で測定しているがこれらとほぼ同様であ

った．以上の結果より，子宮頸癌および体癌では

子宮動脈よりの超選択的な動注が最も有効である

と思われた．しかし，子宮癌でも超選択的な子宮

動脈へのカテーテル挿入が困難な症例や進行例，

再発症例では，Angiotensin　IIを併用しての内腸

骨動脈よりの動注が試みられるべきである．

　ところで，Angiotensin　II動注下での腫瘍部血

流増加は動注後100秒以内で著しく，その後は過

耐性（tachphylaxis）により低下し，時には昇圧前

より低下する場合があるとの報告がある9）．われ

Presented by Medical*Online



1010 核医学　29巻8号（1992）

われの症例においても，Angiotensin　II動注開始

後180秒以内において腫瘍部への81mKrのカウ

ントが増加しており，その後は低下しはじめる傾

向がみられた．自動血圧計における末梢血圧上昇

は約180秒後から起こってきており，末梢血圧が

上昇しはじめる頃には腫瘍部への血流増加の程度

は低下してきていると思われる．この事実からは

Angiotensin　II動注下での薬剤投与は，180秒以

内で行うのが効果的と考えられた．今回は，高血

圧症の患者には，昇圧化学療法を行わなかった

が，今回の13症例において，昇圧下で最高血圧

が200mmHg以上に上昇した例はなく，頭痛，

嘔気，嘔吐，などの症状の発現もみられなかった．

この点でも安全な治療法と考えられた．

V．結　　論

　骨盤内悪性腫瘍に対する動注療法におけるカテ

ー テルの至適位置およびAngiotensin　IIを用いた

昇圧化学療法の有用性の評価を，81mKrを用いた

核医学的手法により薬剤の腫瘍への到達性を推定

することで試みた．関心領域におけるR1量は，

超選択的子宮動脈よりの注入で最も多く，内腸

骨動脈よりの注入時の3．82倍であった．また，

Angiotensin　I1注入による昇圧化学療法も有効で，

注入前の約1．7倍に増加していた．以上の所見よ

りr宮癌に対する動注としては，超選択的な了宮

動脈よりの注入が最も有効と思われた．また，広

範な進展例や術後再発例においては昇圧化学療法

が有効であると思われた．また，Angiotensin　II

動注下での腫瘍血流量の増加は，注入後180秒以

内で著しく制癌剤注入は3分以内を目安に行うべ

きと思われた．
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Summary

8imKr　Scintigraphic　EvaRuation　of　Hemodynamics　in　Gynecologic　Malignancies

　　　　　　　　　　under　Condition　of　Angiotensin　IHnduced　Hypertension

Yukiharu　SuMI＊，　Yutaka　OzAKI＊，　Ken　AMEMIYA＊，　Shinsuke　KYoGoKu＊，

　　Akihiro　SHIRAKATA＊，　Fumihiko　TAMAMoTo＊，　Hitoshi　KATAYAMA＊，

　　　　　　　　　　　　　Hiroshi　UTsuNo＊＊and　Takeyoshi　KuBoTA＊＊

＊Department　of　Radiology，＊＊Department　of　Gyneeology，　Juntendo〔Urayasu　Hospitat

　　Transcatheter　arterial　infusion　chemotherapy　is

one　of　the　most　useful　therapeutic　procedures　for

gynecologic　malignancies．

　　Recently，　several　reports　have　been　published

about　Angiotensin　II－induced　hypertension　chemo－

therapy　and　the　eMcacy　of　the　method，　but　there

have　been　no　reports　to　evaluate　an　apPlication

fbr　gynecologic　malignancies．　We　evaluate　the

usefulness　of　the　method　fbr　gynecologic　malig－

nancies　demonstrating　the　changes　of　hemody－

namics　of　the　tumor　using　81mKr　scintigraphy．

　　Thirteen　patients　with　pathologically　confirmed

gynecologic　malignancies　were　evaluated　by　angio－

graphy　and　continuous　infusion　of　81mKr　via　the

catheter　with　and　without　Angiotensin　II．

　　At　first，　continuous　infusion　of　81mKr　was

performed　under　the　superselective　catheterization

of　the　uterine　artery．　The　radioactivities　in　the

ROI　were　counted．　Then，　withdrawed　the　catheter

from　the　uterine　artery　to　the　internal　iliac　artery，

and　again　continuously　infused　81mKr　and　counted

the　radioactMties　in　the　same　ROI．　Finally，

keeping　the　catheter　in　the　internal　iliac　artery，

Angiotensin　II　and　81mKr　were　infused　simulta－

neously．　And　counted　the　radioactivities．

　　The　radioactivities　were　highest　when　the　cathe－

ter　tip　was　placed　in　uterine　arteries　and　lowest

when　the　catheter　tip　was　placed　in　internal　iliac

arteries．　But　radioactivities　in　the　ROIs　were

definitely　increased　when　Angiotensin　II　was　used，

even　if　the　catheter　tip　was　keeping　in　the　internal

iliaC　arterieS．

　　The　optimal　catheter　position　of　transcatheter

arterial　chemotherapy　for　gynecologic　malignan－

cies　is　at　proximal　uterine　artery．　Since　Angiotensin

ILinduced　hypertension　may　increase　blood　flow

of　tumors，　it　seems　to　have　indication　f（）r　post－

operative　cases，　highly　advanced　cases　and　cases

with　diMculties　to　perf（）rm　superselective　cathe－

terization．　From　our　experience，　we　believe

chemothrapeutic　agents　must　be　administrated　via

catheter　within　3　minutes　after　infusion　of　Angio－

tensin　II．

　　Key　words：81mKr　scintigraphy，

II，　Gynecologic　malignancy．

Angiotensin
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