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《原　著》

99mTc－MAG3の臨床的有用性の検討

　一24施設による第Ill相臨床試験一

石井　勝己＊　石橋 晃＊＊　鳥塚　莞爾＊＊＊

　要旨　新しい99mTc標識腎動態機能イメージング剤であるメルカプトアセチルグリシルグリシルグリシン

テクネチウム（99mTc－MAG3）の臨床的有用性を評価するため，腎および尿路疾患を有する患者357例を対

象に，全国24施設の共同研究による第III相臨床試験を実施した．

　本剤を投与した全例について「安全性に問題なし」と判定され，本剤の安全性の高さが確認された．有用

性解析症例347例のうち，担当医による有用性の判定により全例（100％）が「きわめて有用」あるいは「有

用」と評価され，本剤の優れた有用性が確認された．また，判定委員会による総合的有効性の判定では346

例（99．7％）が「きわめて有効」あるいは「有効」と評価され，本剤の優れた有効性が確認された．判定委員

会によるBlind　readingでのヨウ化（1231）ヒフル酸ナトリウム（1231・OIH）との比較検討では，本剤の画質

のノ∫がより鮮明であり，腎・尿路機能情報に関する有効性がより優れていると判定された．総合的には153

例中147例（96．1％）で本剤の方が有効性が高いと判定された，

　本剤は日常の核医学検査に安全で有効な放射性腎動態機能診断薬であると結論づけられた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（核医学30：517－528，1993）

1．はじめに

　ヨウ化ヒプル酸＋トリウム（OIH）と1司様な生

物学的特性を有する99mTc錯体の開発の端緒は，

1979年にDavisonら1）が合成した99mTc－N，N’－

bis（mercaptoacetamido）ethylenediamine　（99mTc－・

DADS）が挙げられるが，99’nTc－DADSは尿への

排泄速度が1311－OIHよりも遅く，肝胆道系への

集積が高頻度に認められた．その後，Fritzberg

ら2）により，99mTc－DADSにカルボキシル基を導

入した誘導体99mTc－N，N’－bis（mercaPtoacetyl）－2，

3－diaminopropanoate（99mTc－CO2－DADS）が開発

されたが，9gmTc－CO2－DADSは99mTcによる標
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識の際，立体異性体を生じ，液体クロマトグラフ

ィによる分離精製操作を要するため，実用的でな

かった1－－4）．1986年，Fritzbergら5）はメルカプト

アセチルグリシルグリシルグリシンテクネチウム

（99mTc－MAG3；以下，本剤）を合成し，動物実験

により1311－01Hの代替品としての可能性を示し

た．その後，本剤は欧米にて用時調製キットとし

て開発され，臨床試験によりOIHに類似した生

物学的特性を有するとの報告が多くみられてい

る6”　10）．今回われわれは，本邦での第1相および

第II相臨床試験成績を基に11・12》，平成4年1月

から平成4年3月までTable　1に示す全国24施

設の共同研究により本剤の第III相臨床試験を実

施し，安全性，有効性および有用性を検討したの

で報告する．

II．対象および方法

　1．対　　象

　腎および尿路疾患を有する患者（腎実質性病変，

腎腫瘤性病変，水腎症，尿管系疾患，膀胱疾患，
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下部尿路系病変，移植腎等）を対象とした．なお，

18歳未満の者，妊婦または妊娠している可能性の

ある女性および授乳中の女性，重篤な合併症を有

する者，その他，担当医が不適当と判断した者は

対象から除外した．

　2．患者の同意

　試験実施にあたって，あらかじめ担当医が試験

の内容について患者本人または家族もしくは保護

義務者に十分説明し，文書または口頭で同意を得

た．

　3．調査薬剤

　調査薬剤は，ベンゾイルメルカプトアセチルグ

リシルグリシルグリシン（以下，Bz－MAG3）を

99mTcの被標識体として製剤化した用時調製用の

コールドキット（治験薬コード：D－9402，株式会

社第一ラジオアイソトープ研究所社製）であり，

1バイアル中にBz－MAG3を0」mg含む凍結乾
燥品として供給された．

　4．標識方法

　すでに報告しているので略述するが，放射性医

薬品基準・過テクネチウム酸ナトリウム（99mTc）

注射液ジェネレータの溶出液を用い，100°Cで10

分間加熱標識し，室温で放置冷却して99mTc－

MAG3を得た12）．

　5．投与量および投与方法

　投与前処置として，投与30分前に患者に約

250m’の水を摂取させることを原則とした．投与

方法は，原則としてあらかじめ患者を仰臥位にし，

静脈内に本剤200～400MBqを投与した．

　6．撮像方法

　原則として安静状態で仰臥位に寝かせた患者の

後面より腎臓および膀胱が入るようにガンマカメ

ラを指向させ，投与直後から15～20分までの経

時的な腎動態画像（投与直後より1分までは1～5

秒／フレーム，1分以降は1～3分／フレーム）を

得るとともに，データ処理装置にデータを収集し

た．

　7．臨床的有用性の検討

　担当医は，下記基準に従い本剤の安全性，有効

性，有用性を評価した．

　（1）安全性の評価

　すでに報告した第II相臨床試験の方法，項目

に従い，本剤投与前後における自他覚症状，身体

所見および臨床検査値を調査した12）．もし，異常

が認められた場合は本剤との因果関係を下記基準

により判定した．

　1：関係なし　　2：関係あり　　3：関係不明

さらに，本剤の安全性を総合的に判断し，下記基

Table　l　Institution　collabolating　in　the　clinical　tria1

　　　施　　設

旭川医科大学附属病院

北海道大学医学部附属病院3）

仙台社会保険病院

東北大学医学部附属病院

東京大学医学部附属病院

慶雁義塾大学病院4）

東京慈恵会医科大学

東京医科大学八王子
　　　　　医療センター

昭和大学医学部附属病院

北里大学病院2）

群馬大学医学部附属病院

山梨医科大学附属病院

　治験総括医師　鳥塚莞爾1）

　事　　務　　局　石橋　晃2），

　判定委員　石橋

　所　　属

放射線科

核医学講座

放射線部

放射線科

放射線科

放射線科

放射線科，泌尿器科

移植外科，放射線部

放射線科

放射線科，泌尿器科

核医学科，泌尿器科，
第二内科

放射線科

　　　施　　設

名古屋大学医学部附属病院
三重大学医学部附属病院5）

福井医科大学医学部附属病院1）

金沢大学医学部附属病院

京都大学医学部附属病院

京都府立医科大学附属病院

大阪市立大学医学部附属病院

兵庫医科大学病院6）

川崎医科大学附属病院

愛媛大学医学部附属病院

熊本大学医学部附属病院

琉球大学医学部附属病院

　　所　　属

放射線科

放射線科，泌尿器科

放射線科，泌尿器科

核医学科

核医学科，泌尿器科

放射線科

核医学研究室，放射線科

核医学科

放射線科，泌尿器科

放射線科，泌尿器科

放射線科

放射線科

　　石井勝己2）

晃2），石井勝己2），伊藤和夫3），久保敦司4），竹田 寛5），山本和高1），石村順治6），西巻　博2）
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Fig．1　The　pattern　of　spilit　renogram；

　　　①：Occlusion（M2）

　　　②：Delayed　excretion（Mm）

　　　③：Normal（N）

　　　④：Lower　function（M1）

　　　⑤：Advanced　lower　function（M’）

　　　C6、：Afunction（L）

①

②

③
④
⑤

⑥

準により判定した．

　1：安全性に問題なし

　2：安全性にやや問題あり

　3：安全性にきわめて問題あり

　（2）有効性の評価

　1）得られたデータによる評価

　本剤で得られたレノグラムおよびイメージより

下記項目i）～vi）について疾患に伴う異常所見の

有無を評価した．

　　i）分腎レノグラム　　ii）区城レノグラム

　　iii）血流相イメージ　　iv）機能相イメージ

　　v）排泄相イメージ

　　vi）機能指標（Tm。．およびTl／2）

　なお，分腎レノグラムについては，左右腎おの

おのについてFig．1のパターンによる分類を行っ

た．

　2）得られた情報による評価

　本剤が「分腎機能の情報」，「局所腎機能の情報」，

「腎実質機能の情報」，「尿路機能の情報」，「形態

学的な情報」を得るのに有効であったか否かを，

下記基準により判定した．

　1：きわめて有効　　2：有効　　3：やや有効

519

　4：無効

　3）総合的な有効性の評価

　「得られたデータによる評価」と「得られた情

報による評価」により本剤の有効性を総合的に評

価し，下記基準により判定した．

　1：きわめて有効　　2：有効　　3：やや有効

　4：無効

　（3）有用性の評価

　安全性および有効性を総合して下記基準により

判定した．

　1：きわめて有用　　2：有用　　3：やや有用

　4：無用

　なお，対象患者に1231－OIHによる検査が予定

され，病態が検査問で変化しなかった症例につい

て，本剤との有効性の比較検討を行った．1231－

OIHによる検査方法は，原則として，あらかじめ

背部より被検部に検出器をあてておき，37MBq

を静脈内投与し，本剤と同様に投与直後から動態

画像（投与直後より1分までは1～5秒／フレー

ム，1分以降は1～3分／フレーム）を得るととも

に，データ処理装置にデータを収集した．

　（4）判定委員会による評価

　さらに客観的な評価を行うために担当医8名よ

り構成される判定委員会を組織し，症例の固定，

安全性の確認を行うとともに，本試験により得ら

れたイメージおよびレノグラムを読影し，本剤の

画質，有効性について評価した．読影方法は，代

表的な症例数例を判定委員全員で読影し基準を設

定した後，委員を3班に分け，自施設の症例が当

たらないように症例を割り当て，読影した．

　1231－OIHとの比較症例では，患者の疾患背景

のみを明らかにし，薬剤に関する情報，各担当医

の判定を伏せた状態で無作為に本剤と1231－OIH

とをAとBに割り当て読影し（以下，Blind
reading），下記の基準に従って両薬剤による画質，

有効性を比較した．

　1）画質の評価

　投与直後より1分までの1～5秒ごとの腎画像

（血流相）および投与直後から15～20分までの

1～3分ごとの腎画像（機能・排泄相）のおのおの
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につき，下記基準により判定した．

　1：非常に鮮明　　2：鮮明　　3：やや不鮮明

　4：不鮮明　　　　5：判定不能または判定保留

　さらに，両薬剤による画質の比較検討を行い，

下記基準により判定した．

　1：Aの方が鮮明2：Bの方が鮮明

　3：同程度　　　　4：判定不能または判定保留

　2）有効性の評価

　担当医による評価と同様の基準により，両薬剤

おのおのについて「得られたデータによる評価」，

「得られた情報による評価」および「総合的な有

効性の評価」を行うとともに，両薬剤の有効性を

比較し，下記基準により判定した．

　1：Aの方が有効性が高い

　2：Bの方が有効性が高い

　3：同程度

　4：判定不能または判定保留

　1231－OIHとの比較を行わなかった症例につい

ては，患者の疾患背景を明らかにして本剤による

イメージおよびレノグラムを読影し（以下，Non－

blind　reading），同様に画質および有効性の評価を

行った．

Tabne　2　　Patient　population

　　　　Diseases

1．Renal　diseases

　　Parenchymal　disorders

　　Neoplasm
　　Hydronephrosis

　　　Others
2．Ureter　diseases

3．Bladder　diseases

　　Neoplasm
　　　Others
4．Lower　urinary　diseases

5．Renal　transplant

　　　　Total

No．　of　cases　Total

　　　　　　197
116

23

23

35

43

11

　3
11

82

347

Table　3　Clinical　effectiveness

3
4
4
1

11

82

347

III．結　　果

　1．対象患者の背景

　本試験で本剤が投与された症例は合計357例あ

り，安全性の評価は本剤投与全例を対象に行われ

た．有効性および有用性の評価は，18歳未満への

投与1例と治験期間外での投与9例（健常人への

投与7例を含む）の計10例を除外した347例を

解析対象に行われた．解析対象患者の性別は男性

219例，女性128例，年齢は18～87歳（51士17

歳）であった．その疾患別の内訳をTable　2に示

す．

　2．安全性
　357例中1例に倦怠感を訴えた自覚症状が報告

されたが，検査前からの患者の体調による症状と

考えられ，担当医により本剤との関連性はないと

判定された．身体所見では357例中1例に最低血

圧が一過性に上昇する異常所見が認められ，担当

　　Judgement

　Extremely　effective

　Effective

　Slightly　effective

　Not　effective

－一　一Total－　一

Investigator　　Committee

　　　Cases（％）

211（60．8％）　　　291（83．9％）

136（39．2％）　　　55（15．8％）

　O　　　　　　　l（O．3°／．）

　0　　　　　　　　0

347　　．－7．一一一一　　347

医により本剤との因果関係は「関係不明」と判定

されたが，検査時の患者の緊張による影響の可能

性がコメントとして付記され，判定委員会で検討

した結果，本剤との関連性は低いと判定された．

臨床検査値では，357例中4例に白血球数，血小

板数，GOT，　GPT，　ALP、γ一GTPに，本剤との因

果関係が「関係不明」と判定された異常変動が計

7件認められたが，担当医のコメントを含めて判

定委員会で検討した結果，いずれも本剤との関連

性は低いと判定された．本剤の総合的安全性は，

全例について「安全性に問題なし」と判定された．

　3．有効性
　解析症例347例のうち，担当医による総合的有

効性の判定では全例（100％）が，また，判定委員

会による総合的有効性の判定では346例（99．7％）

が「きわめて有効」あるいは「有効」と評価され，

本剤の優れた有効性が確認された．総合的有効性

の判定をTable　3に示す．
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　4．有用性
　安全性と有効性を総合して判定した有用性につ

いての担当医の判定をTable　4に示す．有用性解

析症例347例のうち，211例（60．8％）が「きわめ

Table　4　Clinical　usefulness

　Judgement

Extremely　useful

Useful

Slightly　useful

UseleSS

Cases（％）

211（60．8％）

136（39．2％）

　0

　0

521

Total 347

⊇≧Useful 347（100％）

Table　5 Patient　population　on　cross－over　study　with

l231－OIH

Diseases No．　of　cases　Total

1．Kidney　diseases

　　Parenchymal　disorders

　　Neoplasm
　　Hydronephrosis
　　　Others
2．Ureter　diseases

3．Bladder　diseases

　　Neoplasm
　　　Others
4．Lower　urinary　diseases

5．Renal　transplant

　　　Total

4
10

8
1
4
1
4　5

　1

　7
50

153

76

4
6

　7
』o．－

153

て有用」，136例（39．2％）が「有用」と判定され，

したがって「有用」以上と評価された症例の比率

は100％であり，対象疾患における本剤の有用性

が確認された．

　5．Blind　readingによる1231・OIHとの比較検討

　本試験では，合計165例に本剤および1231－OIH

が投与された．そのうち，正常者への投与7例を

含む治験期間外での1231－OIHの投与8例と両薬

剤の投与間で病態に変化があった4例の計12例

を除外し，153例を解析対象として1231－OIHと

の比較検討が行われた．その疾患別の内訳を

Table　5に示す．解析対象患者の性別は男性96例，

女性57例，年齢は18～87歳（52土17歳）であっ

た．以下に，薬剤名を伏せて客観的な判定を行っ

た委員会による解析結果を示す．

　（D　画質の評価

　投与後1分までの1～5秒ごとの腎画像（血流

相）において両薬剤の画質に有意な差が認められ

た．本剤は153例中，過半数の79例（51．6％）が

「非常に鮮明」，54例（35．3％）が「鮮明」と判定

され，「やや鮮明」の判定は19例（12．4％）であっ

た．一方，1231－OIHでは，「非常に鮮明」と判定

された症例は僅か2例（1．3％）であり，過半数の

79例（51．7％）が「やや不鮮明」と判定され，ま

た，「不鮮明」の判定も41例（26．8％）に認められ

Table　6 Evaluation　of　perfusion　phase　image　quality　with　1231－OIH　and　99mTc－MAG3

　　　　　　　　　（judged　by　the　committee）

99mTc－MAG3

1231－OIH

Ex㏄11ent

　79
（51．6％）

　　2
　（1．3％）

Good

　54
（35．3％）

　25
（16．3％）

Fair

　19
（12．4％）

　79
（51．7％）

Poor

　O

　41

（26．8％）

Total

153

153

X2・test

p＜0．001

Perfusion　phase　images　were　not　obtained　in　a　case　with　99mTc・MAG3　and　6　cases　with　i231－OIH

Table　7 Evaluation　of　functional　and　excretory　phase　image　quality　with　i231・OIH　and　99mTc・MAG3

　　　　　　　　　　　　（judged　by　the　committee）

Ex㏄11ent Good Fair Poor Total X2・test

99mTc－MAG3

1231・OIH

107

（69．9％）

　43
（28．1％）

　43
（28．1％）

　79
（51．6％）

　3
（12．4％）

　29
（19．0％）

0

　2
（1．3％）

153

153

Pく0．001
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た（Table　6）．両薬剤の比較評価では「判定不能ま

たは判定保留」と判定された2症例を除く151例

中「1231－OIHの方が鮮明である」と評価された症

例はなく，146例（96．7％）が「本剤の方が鮮明で

ある」と評価され，5例（3．3％）が「画質は同程

度である」と評価された．

　投与直後から15～20分までの1～3分ごとの腎

画像（機能相・排泄相）においても，本剤は107

例（69．9％）が「非常に鮮明」，43例（28．1％）が

「鮮明」と判定され，「やや不鮮明」の判定は3例

（2．0％）に過ぎなかった．一方，1231－OIHは，43

例（28．1％）が「非常に鮮明」，79例（51．6％）が

「鮮明」と判定されたが，29例（19．0％）は「やや

不鮮明」と判定され，さらに，「不鮮明」との判

定が2例（1．3°／．）に認められた（Table　7）．両薬剤

の比較評価では，「本剤の方が鮮明である」と評

価された症例が110例（71．9％），「画質は同程度で

ある」との評価は41例（26．8％），「1231－OIHの方

が鮮明である」との評価は2例（1．3°／．）であっ

た．

　（2）所見の一致

　レノグラムおよびイメージでの異常所見の有無

に両薬剤で有意な差は認められなかった．両薬剤

による所見の一致率は，分腎レノグラムで88．7％，

区域レノグラムで9L3％，血流相イメージで

91．6％，機能相イメージで95．4％，排泄相イメー

ジで86．2％であった．また，レノグラムのパ

ターン分類でも両薬剤に有意な差は認められなか

った．

　（3）各種機能情報の評価

　分腎機能の情報の評価では，両薬剤ともに「有

効」以上と評価され，有意な差は認められなかっ

た．局所腎機能の情報，腎実質機能の情報，形態

学的な情報の評価では，いずれも本剤で全例「有

効」以上と評価されたのに対し，1231－OIHでは，

「やや有効」あるいは「無効」との評価が認めら

れ，これらの情報に関しては，1231－OIHに比し，

本剤の方が有意に有効性が高いと判定された．総

合的有効性は，本剤は134例（87．6％）が「きわめ

て有効」，19例（12．4％）が「有効」と評価され，

したがって，「有効」以上と評価された症例の比

率は100％であった．一方，1231－OIHは93例

（60．8％）が「きわめて有効」，51例（33．3％）が

「有効」と評価され，「やや有効」との評価が8例

（5．2％），「無効」との評価が1例（0．7％）に認めら

れた．

　総合的有効性の比較では「治験薬の方が有効性

が高い」との判定が147例（96．1％）に認められた．

「有効性は同程度である」との判定は6例（3．9％）

に認められたが，「1231－01Hの方が有効性が高い」

との判定は認められなかった．

　6・Non－blind　readingによる本剤の評価

　（1）画質の評価

　投与直後から1分までの1～5秒ごとの腎画像

（血流相）の評価では，194例中75例（38．7％）が

「非常に鮮明」，99例（51．0％）が「鮮明」と判定

され，「やや不鮮明」の判定は20例（10．3％）であ

った．Blind　readingによる判定結果と合計する

と，347例中「非常に鮮明」および「鮮明」と判

定された症例はそれぞれ154例（44．5°／．）および

153例（44．2％）であり，したがって，「鮮明」以

上の判定は307例（88．7％）に認められた．「やや

不鮮明」との判定は39例（1L3％）であx・た．

　投与後1分から約20分後までの1～3分ごと

の腎画像（機能相・排泄相）の評価では，194例中

109例（56．2％）が「非常に鮮明」，82例（42．3％）

が「鮮明」と判定され，「やや不鮮明」の判定は

3例（1．5％）であった．Blind　readingによる判定

結果と合計すると，347例中216例（62．3％）が

「非常に鮮明」，125例（36．0％）が「鮮明」と判定

され，したがって「鮮明」以上の判定は341例

（98・3％）に認められた．また，「やや不鮮明」の判

定は6例（1．7％）に過ぎなかった．

　（2）各種機能情報の評価

　Non－blind　readingでは，分腎機能の情報・局

所腎機能の情報・腎実質機能の情報・尿路機能の

情報・形態学的な情報の評価のいずれにおいても

97％以上が「きわめて有効」あるいは「有効」

と評価された．Blind　readingによる判定結果と合

計するといずれの情報の評価においても98％以
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Fig．2　A　74・year－old　male　with　ureter　stenosis．（a）Dynamic　images　of　the　functional

　　　and　excretory　phase　with　99mTc－MAG3　clearly　demonstrate　the　right　ureter

　　　stenosis．（b）Dynamic　images　of　the　functional　and　excretory　phase　with　1231－OIH

　　　could　not　show　the　right　ureter　stenosis．（c）Renograms　of　99mTc－MAG3　show

　　　the　prolonged　transit　time　of　the　tracer　on　right　kidney．（d）Renograms　of　1231．

　　　OIH　are　showing　normal　pattern．（Hokkaido　university，　school　of　medicine）

上が「きわめて有効」あるいは「有効」と評価さ

れた．

　（3）総合的有効性の評価

　Non－blind　readingでは194例中157例（80．9％）

が「きわめて有効」，36例（18．6％）が「有効」，

1例（0．5％）が「やや有効」と判定された．した

がって，「有効」以上と評価された症例の比率は

99．5％であった．Blind　readingによる判定結果

と合計すると，347例中346例（99．7％）が「有

効」以上と評価された．

　7．症例呈示

　以下に，代表的な症例を呈示する．

【症例1】　尿管狭窄症，74歳，男性．

　平成2年頃より排尿困難および頻尿となり，血

尿を認めた．逆行性尿路造影により右尿管狭窄と

診断した．
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Fig．3　A　47－year－old　male　after　renal　transplantation．（a）Dynamic　images　of　the

　　　pe血sion　phase　with　99mTc・MAG3　are　clearly　imaging　the　abdominal　artery

　　　and　faintly　showing　the　transplant　kidney．（b）Dynamic　images　of　the　perfusion

　　　phase　with　1231－OIH　are　unclear．（c）Dynamic　images　of　the　functional　and

　　　excretory　phase　with　99mTc・MAG3　are　showing　the　excretion　of　the　tracer．（d）

　　　Dynamic　images　of　the　functional　and　excretory　phase　with　1231－OIH　also

　　　demonstrate　the　excretion　of　the　tracer．（Kitasato　university，　school　of　medicine）

16

L

　本剤の機能・排泄相イメージに右尿管の狭窄が

認められる．一方，1231－OIHでは画像がはっきり

しないため狭窄を検出できなかった．レノグラム

では，両薬剤間にピークタイムのずれが認められ，

本剤では右腎に遅延が認められた（Fig．2）．

【症例2】　移植腎，47歳，男性．

　昭和56年に尿蛋白を検出，慢性腎炎と診断さ

れた．昭和59年11月に呼吸困難を伴う39°Cの

発熱，血尿を認め，昭和60年1月より透析療法

にきり替える．昭和62年11月に左側腸骨下への

生体移植腎を施行．術後の経過は｝頂調である．

　本症例は，移植腎での代表的な症例であり，移

植後の経過は比較的良好であり，おおむね良好な

腎動態イメージが得られている，1231－OIHと比較
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（血流低下）が認められる．排泄相イメージでは正

常に描出され，排泄障害もない．レノグラムでは

左腎の初期に分岐点をもたない緩やかな直線状の

上昇が認められた．イメージおよびレノグラムは

病態を反映していると考えられた（Fig．4）．
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Fig．4　A　47－year－old　male　with　renovascular　hyper・

　　　tension．（a）Dynamic　images　of　the　perfusion

　　　phase　and　the　function　phase　show　imbalanced

　　　accumulation　of　the　tracer，　while　the　excretory

　　　phase　demonstrates　the　normal　excretion．
　　　（b）Renograms　show　decrease　of　peak　height　in

　　　le　ft　kidney．（Nagoya　university，　school　of

　　　medicine）

しイメージの画質もよい（Fig．3）．

【症例3】　腎血管性高血圧，66歳，男性．

　平成3年7月に高血圧を指摘され，腎血管性高

血圧が疑われた．同年11月に血管造影により左

腎血管性高血圧と診断した．

　血流相および機能相イメージで左腎の集積低下

　腎動態機能イメージング剤としての理想的な条

件は，1）腎へ特異的に集積し，2）血中からの消

失および尿中への排泄が速やかであり，3）排泄経

路が腎に限られることなどがあげられる．また，

被曝を軽減するために，標識核種の半減期が比較

的短く，γ線のみを放出し，撮像に適したエネル

ギーを有することが望ましい．現在，臨床使用さ

れている腎動態機能イメージング剤は，1311－OIH

あるいはi231－OIHとジエチレントリアミン五酢

酸テクネチウム（99mTc－DTPA）であり，1311－OIH，

1231－OIHは有効腎血漿流量（ERPF）を，99mTc－

DTPAは糸球体濾過率（GFR）を定量的に測定可

能である．前者の2薬剤は腎1回循環あたり20％

が糸球体より，60～70％が尿細管より排泄される

のに対し，後者は糸球体より特異的に濾過され，

尿細管からは排泄されないため，腎1回循環あた

り20～22％しか排泄されない．したがって，

1311－OIH，123LOIHは投与後30分間の腎排泄率

が66％以上であるが，99mTc・DTPAでは投与後

1時間においても尿中排泄率は50％にすぎず，

したがって，腎動態機能を総合的に評価するため

に，OIHと同様な生物学的特性を有する新しい

99mTc標識腎動態機能イメージング剤の開発が望

まれていた．近年，99mTc－DADSおよびその誘導

体などの腎選択性を有する99mTc標識化合物が合

成され，臨床研究されたが，1311－OIHあるいは

1231・OIHに替わり得るまでには至らなかった1－4）．

1986年，Fritzbergらにより合成された99mTc－

MAG3は，その後の研究により，以下の生物学

的特性が明らかにされた6“10）．すなわち，99mTc－

MAG3は，静注直後より迅速に腎尿細管細胞へ

集積し，速やかに近位尿細管により排泄された．

腎1回循環あたりの濾過率は，糸球体で2～5％，
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尿細管で50～60％と想定され，OIHと比較する

と血漿クリアランス比は約2／3であり，糸球体か

らの排泄率が低いのは，99mTc－MAG3と血漿蛋白

との結合率が高いため（79～90％）と考えられて

いる．99mTc－MAG3の単位時間あたりの尿中排泄

率はOIHと同等であり，その理由として，99mTc－

MAG3の血漿分布容積がOIHに比べ約2／3と小

さいこと，赤血球との結合率がOIH（15．3士4．1％）

に比べ99mTc－MAG3（5．1士3．3％）では低いことな

どが考えられている．

　本剤の安全性は，すでに第1相・第II相臨床

試験で確認されているがll・12），今回の検討でも腎

および尿路疾患を有する患者357例全例が「安全

性に問題なし」と判定され，本剤の高い安全性が

再確認された．本試験において本剤は，きわめて

高い有効性をもつとの臨床的評価を得ることがで

きた．これは99mTcの優れた放射物理的特性に加

え，本剤が腎血流より選択的に腎尿細管細胞へ取

り込まれ，速やかに尿中へ排泄されるため，標的

臓器である腎臓・尿管・膀胱とバックグラウンド

との放射能比が大きくなり，腎での排泄動態を鮮

明かつ詳細に描出することが可能であるためと考

えられ，今回の検討でも腎実質，腎孟・腎杯，尿

管，膀胱に至る排泄動態と形態学的な情報を有効

に把握できた．判定委員会でのBlind　readingに

よる1231－OIHとの客観的比較評価では，両薬剤

による異常所見の検出率は同程度であり，有意な

差は認められなかったが，腎および尿路の機能的，

形態学的な情報の有効性は本剤の方が有意に高か

った．血流相および機能・排泄相イメージの画質

の評価では，本剤の方が1231－OIHより明らかに

優れていると判定され，特に血流相イメージにお

いて評価の差が顕著であった．これは，本剤の標

識核種が吸収線量が低く，投与量を増やすことが

可能な99mTcであり，1231－OIHの投与量（18．5～

85．O　MBq，平均37．6士9．9　MBq）より本剤の投与

量（188．7～533．2MBq，平均350．0±51．6　MBq）の

方が多かったためと考えられる．総合的には153

例中147例（96．1％）で本剤の方が有効性が高いと

判定され，高画質のイメージから得られる情報量

の多さが有効性の評価に反映されたと考えられる．

Fig．2～Fig．4に代表的症例を示したが，本試験

では，347例中82例が移植腎であり，Fig．2に

示したとおり，移植腎の動態機能を経時的連続イ

メージにより，鮮明に描出することができ，移植

後の状態を把握する上で有用であった．腎移植は

年々増加しており，非侵襲的に腎動態機能を描出

でき，しかも吸収線量が低いため，繰り返し投与

も可能である本剤は，移植腎の経過観察に適した

薬剤であると考えられる．また，尿管狭窄では排

泄相イメージで狭窄部位が明確であり，優れた形

態学的な情報が得られた．さらに，腎血管性高血

圧では，血流相・機能相イメージにより高血圧の

原因病変を的確に把握する上で有用であった．以

上のとおり，今回の検討結果により各種腎および

尿路疾患に対する本剤の臨床的有用性が確立され

たわけだが，本剤を用いた有効腎血漿流量

（ERPF）の算出による腎機能の定量評価も報告さ

れており9’－11），今後，さらに幅広い臨床応用が可

能となると考えられた．

V．結　　語

　1．腎および尿路疾患を有する患者357例を対

象に本剤を投与し，安全性，有効性，有用性を検

討した．

　2．投与全例について「安全性に問題なし」と

判定され，本剤の安全性が確認された．

　3．有効性解析症例347例のうち，担当医によ

る総合的有効性の評価では全例（100％）が，委員

会による総合的有効性の評価では346例（99・7％）

が「きわめて有効」あるいは「有効」と判定され，

本剤の優れた有効性が確認された．

　4．Blind　readingによる1231－OIHとの比較検

討では，本剤の画質の方がより鮮明であり，腎お

よび尿路機能情報に関する有効性がより優れてい

ると判定された．

　5．99mTc－MAG3は，腎および尿路疾患に対す

る腎機能診断薬として，安全で有用であることが

結論づけられた．
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Summary

Clinical　Use血ilness　of　99mTc－MAG3

－
A　Multicenter　Phase　III　Study一

Katsumi　IsHII＊，　Akira　IsHIBAsHI＊＊and　Kanji　ToRlzuKA＊＊＊

＊　Depart〃lent（）f’　Radio　logy，κ〃αぷato　Univers〃γ　School　of　Medici〃e，　Ka〃agawa

＊＊Depart〃lent　of　C〃ology，κ’tasato　University　Schoo／01’Med’cine，　Kanagawa

　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊＊Fuk〃i　Med’cat　Schoot，　Fuk〃∫

　　Amulticenter　clinical　trial　of　99mTc－mercapto・

acetylglycylglycylglycine（99mTc－MAG3），　a　new

99n1Tc－labeled　renal　scintigraphic　and　renographic

dynamic　functional　agent，　was　performed　to　eval－

uate　its　clinical　usefulness　at　24　hospitals．　The

study　was　performed　as　a　phase　Ill　clinical　tria）

and　total　357　patients　with　renal　or　urinary　dis－

orders　were　examined．

　　There　was　no　adverse　reactions　in　all　patients

therefbre　administration　agent　was　judged　to　be

safe　by　the　investigators．99mTc－MAG3　was　proved

and　concluded　to　have　a　superior　effectiveness　by

the　investigators　in　all　347　patients，　and　by　the

committee　composed　of　eight　representative　in一

vestigators　in　346　patients（99．7％）．99mTc－MAG3

gives　a　good　quality　of　images　of　renal，　perfusion

phase　and　function－excretory　phase　as　well　as

functional　informations　in　comparison　with　1231－

OIH．　The　committee　decided　that　99mTc－MAG3

had　a　superior　effectiveness　than　1231－OIH　in　l47

0ut　of　153　cases（96．1％）．

　　It　is　concluded　that　991nTc－MAG3　is　a　safe　and

effective　radiopharmaceutical　for　routine　use　in

diagnosis　of　renal　dynamic　function．

　　Key　words：Multicenter　clinical　tria1，99mTc－

MAG3，　Kidney，　Renal　imaging，　Renogram，1231－

OIH．
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