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《原　著》

肝動注療法における薬剤分布評価のための99mTc－MAAを用いた

　　　　　　　　　　　　　肝動脈血流シンチグラフィ

一
continuous　slow　infusionとpulsatile　infusionとの比較検討一

片山　通章＊ 小須田　茂＊ 横山　久朗＊ 草野　正一＊

　要旨　肝動注療法を行っている21例に対して肝内薬剤分布を評価するため99mTc－MAA　lllMBqを

カテーテルより手動にて緩徐に連続動注（1m〃分）し，シンチグラフィを撮像した．全26検査中42％

（11検査）で不均一分布がみられた．これらは層流効果による影響と考えられたので11例（15検査）に

対してパルス状にRIを注入し，肝内RI分布の変化を比較検討した．パルス状に注入した場合，連続

注入時と比べ13％（2／15）にRI集積の改善がみられた．また全26検査中12％にカテーテル先端の変位

により肝へのRI分布がみられず，肝外臓器へのRI集積も23％にみられた．また血流変更術を行った

4例中3例において不均一分布がみられた．99mTc－MAA動注シンチグラフィは肝内薬剤分布の評価を

する上で有用であり，また肝外臓器への薬剤分布による副作用を防止するのにも役立つと考えられた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（核医学33：233－240，1996）

1．はじめに

　手術が困難な肝悪性腫瘍に対する肝動注化学療

法は広く行われている．この動注療法を成功させ

るには抗癌剤を腫瘍全体に均一に注入することが

重要である．そのため抗癌剤の肝内分布を正確に

評価することを目的として，血管造影や99mTc－

macroaggregated　albumin（99・nTc－MAA）を用いた肝

動脈血流シンチグラフィが広く行われている1・2）．

抗癌剤の肝内分布が不均一になる原因はいくつか

あるが，抗癌剤の注入速度が遅いためにおこる薬

剤と血液との混合不良（層流効果）もその一つであ

る3・4）．99mTc－MAAは抗癌剤注入時と同じ遅い注入

速度で肝動脈内に動注することができ，速い注入
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速度でしか評価できない血管造影に比べて抗癌剤

の肝内分布，特に層流効果の影響をより正確に評

価することができる2）．しかし肝動注療法におけ

る薬剤分布の評価のための動注シンチグラフィの

報告はきわめて少ない1・2・s・6）．特に層流効果の影響

についての報告はほとんど認められない7）．今

回，われわれは抗癌剤による肝動脈動注療法を

行っている患者に対して99mTc－MAAをカテーテ

ルより動注し，その分布を評価し，いくつかの知

見を得たので報告する．またパルス状注入による

99mTc－MAAの肝内分布の変化を調べ，層流効果へ

の影響について検討を行った．

II．対象および方法

　対象は手術が困難な肝臓悪性腫瘍を有し，肝動

脈にカテーテルを留置して抗癌剤による動注療法

を行っている21例である．男性18例，女性3例

で，年齢分布は27－76歳であった．腫瘍の内訳は

原発性肝細胞癌が14例，転移性肝腫瘍が7例（原

発巣は大腸癌4例，胃癌，子宮頸癌，食道癌がそ
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234 核医学　　33巻3号（1996）

Table　1　99mTC－MAA　intrahepatic　distribution　patternS　in　patientS　with　hepatic　tumors

Anatomy No．　of　studies

9“MTc－MAA　distribution　in　the　liver　areas　supplied　by　the　artery

　　　　　　which　the　catheter　is　placed　in

Homogenous　distribution　　Inhomogenous　distribution　　　No　distribution

Standard

Variant

0
／
7
’

47％（9／19）

43％（3／7）

42％（8／19）

43％（3／7）

ll％（2！19）

14％（1／7）

Total 26 46％（12／26） 42％（ll126） 12％（3／26）
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Fig．1　A　62－year－01d　man　with　multiple　liver　metastases　from　colon　cancer．　A：The　left

　　　hepatic　artery　from　the　left　gastric　artery　and　the　middle　hepatic　artery　were　embolized

　　　with　three　coils　for　redistribution　of　their　hepatic　arterial　flows．　The　catheter　is

　　　positioned　into　the　right　hepatic　artery　from　the　superior　mesenteric　artery．　B：99mTc－

　　　MAA　perfusion　study．　It　shows　preferential　perfusion　to　the　right　lobe　with　multiple

　　　defects　caused　by　metastatic　tumors．　There　is　minimal　uptake　of　the　tracer　in　the　left

　　　lobe．

れそれ1例ずつ）であった．

　16例に対しては大腿動脈経由で経皮的にカ

テーテルを3日間留置して抗癌剤の持続動注療法

を行った．このうち，2例には2回，1例には4

回，2－4か月の間隔をおいて施行した．一方，5

例に対しては左鎖骨下動脈経由でカテーテルを持

続留置して外来にて抗癌剤の動注療法を施行し
た．

　すべての患者についてカテーテル留置前に腹腔

動脈造影および上腸間膜動脈造影を行い，血管走

行に変異があるかどうかを調べた．標準走行をし

ていたものは14例あり，固有肝動脈に12回，総

肝動脈に4回，右肝動脈に3回，計19回，カテー

テルをそれぞれの動脈内に留置して動注療法を

行った．一方，7例において血管走行に変異がみ

られ，そのうち4例には血流変更術を行い，肝動

脈の一本化を図った．残りの2例には右肝動脈の

み，1例には総肝動脈にカテーテルを留置して動

注療法を行った．

　99mTc－MAA動注シンチグラフィはカテーテル

を肝動脈に留置してから2週間以内に施行した．

また血流変更術を施行してから検査までの間隔

は7－14日の間であった．方法はll例15検査に

おいてパルス発生装置（クック社製，Gianturco一
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Wallace　chemotherapy　pulser）を用いて99”’Tc－MAA

l8．5　MBq，2．5　mlをパルス状に動注した（pulsatile

infusion）．このパルス発生装置は内部のローラー

が回転しパルサーチューブを圧縮することによ

り，1分間に72のパルス波をカテーテルに送る

ことができる．動注後プラナー前面像を撮像し

た．プラナー像撮像後，99”’Tc－MAAlllMBq，5

mlを1分間lm’の速度で手動により動注した
（continuous・slow・infusion）．動注後再びプラナー前

面像を撮像した．11例11検査に関してはpulsa－

tile・infusionは行わず，99・・Tc－MAA　111MBq　5　m～

を1分間1　mlの速度で手動により持続動注した．

動注後プラナー前面像を撮像した（ただし，4回

検査を行った1例にはこれとは別に3回pulsatile

infusionを加えた検査を行った）．なお検査時の患

者の体位はすべて抗癌剤動注時と同様，仰臥位と

した．使用したガンマカメラはMaxi　Camera　400T

（横河メディカルシステム）で低エネルギー汎用コ

リメータLEGPを装着して用いた．データ処理は

star（横河メディカルシステム）で行った．

III．結　　果

　Table　lにシンチグラフィの結果を示す．肝動

脈が標準走行をしていた14例19検査のうち，9

A

　　　　　B　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　C

Fig．2　A　68－year－01d　man　with　hepatocellular　carcinoma．　A：The　catheter　is　positioned　into

　　　the　proper　hepatic　artery．　Hypervascular　mass　is　located　in　the　medial　segment　of　the

　　　left　lobe．　B　and　C：99「nTc－MAA　perfusion　study　with　continuous　infusion（B）and　with

　　　pulsatile　infusion（C）．　The　right　lobe　is　visualized　by　pulsatile　infusion　alone．　This

　　　indicates　that　intrahepatic　distribution　of　the　tracer　is　improved　by　pulsatile　infusion．
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Fig．3　A　60－year－01d　man　with　hepatocellular　car－

　　　cinoma，　who　underwent　operation　for　esophageal

　　　cancer．　A：The　gastroepiploic　artery　is　anterior　to

　　　the　sternum　due　to　the　operation　of　the　esophageal

　　　cancer．　The　catheter　is　positioned　into　the

　　　common　hepatic　artery．　B：99mTc－MAA　perfusion

　　　study．　Note　predominant　perfusion　along　the

　　　gastroepiploic　artery　due　to　displacement　of　the

　　　catheter．　C：Arteriogram　obtained　after　reposi－

　　　tioning　the　catheter　shows　tip　of　the　catheter

　　　opacifying　common　hepatic　artery」ntrahepatic

　　　arterial　chemotherapy　is　normally　resumed．

C

検査（47％）において注入動脈支配領域の肝臓にRI

が均一に分布し，8検査（42％）においてRI分布

が不均一となった．

　一方，肝動脈分岐変異7例7検査のうち，3検

査（43％）において注入動脈支配領域の肝臓にRI

が均一に分布していた．また3例3検査（43％）に

おいて注入動脈支配領域の肝臓でRI分布が不

均一となった．この3例はいずれも血流変更術を

行った症例であった．つまり，血流変更術を行っ

た4例のうち3例（75％）で注入動脈支配領域の

肝臓においてRIの分布が不均一となった（Fig．1）．

　以上の結果より，continuous・slow・infusionを施

行した全26検査のうち12検査（46％）で肝内RI

分布が均一となり，11検査（42％）で不均一となっ

た．

　pulsatile　infusionにより肝内のRI分布が改善す

るかについて11例15検査に検討を行ったとこ

ろ，2検査（13％）においてcontinuous・slow・infusion

に比べてRI分布の改善がみられた．肝臓両葉に

おけるRI集積の改善が1例（Fig．2），肝臓右葉に

おけるRI集積の改善が1例みられた．

　肝外臓器へのRI集積は全26検査中6検査
（23％）にみられた．4検査で胃への集積がみら

れ，そのうち2検査においてカテーテルの胃十二

指腸動脈への変位がみられた（Fig．3）．また残り

の2検査は総肝動脈ヘカテーテルを留置していた

症例であった．このほかに脾臓への集積が1検

査，腎動脈へのカテーテルの変位による腎臓への

集積が1検査認められた．

　また3検査（12％）においてカテーテルの変位

により肝臓へのRI集積がみられなかった．

IV．考　　察

肝悪性腫瘍に対する肝動脈よりの抗癌剤動注療
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法は静注療法に比べて高濃度の抗癌剤を腫瘍に与

えることができるとともに全身に対する副作用を

抑えることができるという利点がある8）．そのた

め手術が困難な進行した肝悪性腫瘍を持つ患者が

肝動注療法の適応となることが多い．特に肝両葉

に多数の腫瘍が認められるような症例に行われる

ことが多く，このような症例では抗癌剤が肝全体

に均一に分布することが重要となってくる．また

肝動注療法の副作用もいくつか報告されており，

その中で最も重大な副作用は硬化性胆管炎で，そ

の発生率は7－56％と報告されている9、12）．この副

作用の原因は十分解明されていないが，局所の肝

臓に高濃度の抗癌剤が流入することと関係がある

ともいわれている9・13）．この副作用を防止するに

は肝局所に高濃度の抗癌剤が分布しないよう動注

することが必要である．このように肝動注療法に

おいて，抗癌剤の肝内分布の正確な評価は治療効

果および副作用を予測する上できわめて重要と

なってくる．しかしながら，肝内動注療法は多く

の施設で多数の患者に施行されているにもかかわ

らず，その肝内分布評価に関する報告はきわめて

少ないのが現状である．

　99”’Tc－MAA粒子は平均25－50μの直径で初回循

環で末梢血管床に補捉され，その分布は肝動脈の

血流分布と一致すると考えられている1）．また

99mTc－MAAは抗癌剤投与時と同じ速度でカテーテ

ルより注入することができ，そのRI分布は速い

注入速度でしか評価できない血管造影に比べて薬

剤の分布をより正確に反映しているといわれてい

る2）．またCTでも抗癌剤投与時と等しい注入速

度では造影剤の1回循環時において十分な造影効

果を得ることは困難である14）．

　今回，われわれの症例では26検査中12検査

（46％）にのみ均一な肝内分布を認めた．一方，血

管走行標準例と血管走行変異例との間には肝内分

布に相違がみられなかった（46％vs．43％）．血管

走行変異例の方が肝内分布が不均一となりやすい

との報告1・s｝があるが，これらの報告と比べてわれ

われの症例ではむしろ血管走行標準例でRI分布

が不均一となっているのが目立った．この原因と

して薬剤と血液との混合不良，すなわち層流効果

の影響が最も考えられる．層流効果は注入速度と

関係があり，注入速度が低下すると層流効果が増

し肝内分布が不均一となる12）．Blacklockらはサ

ルを用いた脳動脈内への動注の実験で内頸動脈血

流量の1－2％の注入速度では20％の注入速度に

比べて脳内の薬剤分布は不均一となり，13倍の

濃度差がみられたと報告している15）．今回われわ

れは1m1／分の注入速度で99mTc－MAAを動注して

おり，これは正常の肝動脈の血流量である200－

300m〃分に比べてはるかに遅い速度（0．3－0．5％）で

ある12）．また他の報告に比べてわれわれの症例で

は豊富な腫瘍血管を持つ肝細胞癌が全症例の67％

と多くを占めていた．肝細胞癌症例では肝臓局所

の血流量が増加している可能性があり，層流効果

がより顕著に出るものと思われる．肝右葉に巨大

腫瘍があり肝右葉への血流が増していると考えら

れる症例が4例5検査あり，そのうち4検査に

おいてRI分布が不均一となっていた．

　このような層流効果を防止するためには血液と

薬剤との混合を促すことが必要である．その一つ

としてパルス状に薬剤を注入する方法が多数報告

されている7・16・17）．今回われわれは11例15検査で

pulsatile　infusionとcontinuous・slow・infusionの比較

を行ったが，2検査（13％）のみに改善がみられ

た．これは同じ装置を用いたWrightらの報告

（20％）とほぼ同じ結果であり，RI分布の大きな改

善は得られなかった7）．また西村らもこの装置を

用いて99mTc－pertechnetateによるパルスを加えた

動注シンチグラフィを行っておりRl分布が持続

動注のそれと異なると報告しているが，その改善

率については明記されていないIS）．改善率が低い

原因としてこの装置が心拍動と同期しておらず，

血流量が低下する拡張期に一致して必ずしもパル

ス状に動注していないことが考えられる17・19）．こ

の点を改良することによりRI分布がさらに改善

する可能性がある．また層流効果の影響が強いと

数㎜のカテーテルの位置の変化で薬剤分布が大

きく変化するといわれている6・2°｝．この装置の装

着時に微妙なカテーテルの位置の変化がみられる
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ことがあり，これも原因の一つであるかもしれな

い．

　肝内RI分布と腫瘍の治療効果との関係につい

ては症例が少ないことと腫瘍への抗癌剤の反応性

の違いにより一概には評価できない．しかし，2

症例に著明な治療効果がみられ，いずれも肝内の

RI分布は均一であった．治療効果とRI分布との

関係についてはさらに検討する必要性があると思

われた．

　血管走行変異4例に肝動脈を一本化するため血

流変更術を行ったが，3例にRIの肝内不均一分

布がみられた．この結果は血流変更術により肝動

脈が一本化されていない可能性があることを意味

している．一般的に肝内の側副血行路は血管閉塞

後24時間で発達するといわれている21・22）．われわ

れの症例では血流変更術後1週間以上経ってから

検査を行ったが，これらの症例がたまたま発達が

遅く検査の時点では肝内側副血行路がなくRI分

布が不均一となっていたという可能性もある．し

かし，血流変更術を行った症例の75％で肝内RI

の不均一分布がみられていることより肝動脈以外

の血管（胃十二指腸動脈や左胃動脈など）からの側

副血行路の関与の可能性も考えられる4・23）．今回

行わなかったが，このような症例には99mTc－MAA

動注シンチグラフィによる経過観察が必要と思わ

れる．血流変更術後における肝内RI分布は興味

深く，今後症例を増やして検討する必要があると

考えられた．

　カテーテルの変位は3検査に認められ，すべて

一時的にカテーテルを留置した症例であった．い

ずれもこの検査直後に血管造影室にてカテーテル

の位置を直し，再び肝臓内への抗癌剤の動注を続

けることができた．特に胃十二指腸動脈にカテー

テルが変位していた2例には腹部不快感がみられ

ており，このことは副作用の防止に肝動脈血流シ

ンチグラフィが有用であることを示している．

　また99mTc－MAAは他の製剤に比べて重力の影

響を受けるといわれている．しかし，カテーテル

先端の位置も重力の影響を受け，これにより体位

によるRI分布の変化があると報告6・24｝されてい

る．重力は放射線医薬品それ自体よりもカテーテ

ルの先端の位置の方により大きく影響を及ぼして

いると考えられ，99mTc－MAAの分布は抗癌剤の分

布と大きく違わないと思われる．また99・frc－MAA

は99・・Tc－phytateやslmKrガスなどの他の製剤に比

べて，カテーテル灌流領域のみの肝血流を反映し

た初回分布静止画像を得ることができることも利

点である．

　結論として99mTc－MAA肝動脈血流シンチグラ

フィは肝内薬剤分布の評価に有用であり，また肝

外臓器への薬剤分布による副作用を防止するのに

非常に有用であった．
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Summary

Hepatic　Arterial　Perfusion　Scin吻raphy　with蜘Tc・MAA　for　Assessment　of　the　Hepatic

　　　　　　　　　　　　I）istribution　of　Drugs　Given　by　lntrahepatic　Arterial　lnfusion

Michiaki　KATAYAMA，　Shigeru　KosuDA，　Hisaaki　YoKoyAMA　and　Shoichi　KusANo

Depa〃〃ient　ofRad輌o’08y，∧lat輌onal　Defense］Medica’Co〃ege

　　Twenty－six　hepatic　arterial　perfusion　studies　using

99mTc－MAA　were　carried　out　in　21　patients　who　under－

went　hepatic　arterial　infusion　chemotherapy」nhomo－

genous　perfusion　of　the　liver　area　supPlied　by　the

artery　in　which　the　catheter　was　placed　was　seen　in　11

（42％）of　26　studies，　which　may　be　caused　by　poor

mixing　of　drug　with　bloOd　at　infuion　site．　To　evaluate

whether　pulsed　arterial　infuion　reduces　this　phenom－

enon，99mTc－MAA　was　injected　with　pulsatile　infusion

in　15studies」mproved　RI　distribution　of　the　liver　was

obtained　in　20f　l　5　studies　with　pulsatile　infusion．　Ex－

trahepatic　perfusion　was　noted　in　6（23％）of　26　stud一

ies．　Displaced　catheter　was　demonstrated　in　3（12％）

of　26　studies．　Despite　the　attempts　to　correct　the　arte－

rial　abnormalities　to　ensure　homogenous　perfusion　of

the　liver　in　4　patients　with　anatomic　variants，　in－

homogenous　perfusion　was　seen　in　3　of　4　patients．　He－

patic　arterial　perfusion　scintigraphy　by　99mTc－MAA

has　advantages　for　assessing　intrahepatic　distribution

of　the　chemotherapeutic　agents，　in　addition　to　helping

to　avoid　clinical　complications　caused　by　extrahepatic

perfusion．

　　Key　words：　Liver　neoplasm，99mTc－MAA，　Intra－

arterial　infusion，　Drug　delivery，　Pulsatile　infusion．
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