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《症例報告》

蛋白漏出性胃腸症における99mTc－DTPA－HSA

　　　　　　scintigraphyの有用性の検討

一99mTc－HSAとの対比一

佐藤　友保＊ 中西　敏夫＊＊ 谷口　金吾＊＊ 伊藤　勝陽＊

　要旨　臨床的に蛋白漏出が疑われた炎症性腸疾患症例3例を対象に，99「nTc－diethylenetriamine－

pentaacetic　acid　human　serum　albuminシンチグラム（以下HSADと略）と99「nTc－human　serum　albuminシン

チグラム（以下HSAと略）を同時期に施行し，有用性を比較検討した．　HSADは，　HSAに比しバック

グラウンドが低く早期からの腸管描出が得られ，より鋭敏な検査法であると思われた．HSAでは腎が，

HSADでは肝が強く描出された．特にHSAでの腎描出は腸管との重なりが多く，読影はHSADが容

易であった．以上より，HSADシンチは，蛋白漏出性胃腸症の診断に有用な検査法の一つであると考

えられた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（核医学33：1091－1095，1996）

1．緒　　言

　蛋白漏出性胃腸症（以下PLEと略）の蛋白漏出

の判定，漏出部位の同定に99mTc－human　serum　a1－

bumin（人血清アルブミン）シンチグラム（以下

HSAと略）が有効であることは，われわれもすで

に検討し報告した1・2）．近年になり開発された

99mTc－diethylenetriaminepentaacetic　acid　human　se－

rum　albumin（人血清アルブミンD）（以下HSADと

略）は，HSAの血中安定性を改善した薬剤でPLE

においても有用であることが期待されている．し

かし，PLEに対するHSAの有用性の報告は多い

が1～5），HSADの報告は少なく6），両者を比較検討

した報告はない．そこで著者らはPLEの中から，
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漏出量が少なくHSAで描出不十分となることの

ある炎症性腸疾患症例に，ほぼ同時期に両者の検

査を施行しその有用性を比較検討した．

II．対象および方法

　対象は臨床的に蛋白漏出の疑われた炎症性腸疾

患症例3例である．臨床診断はCrohn病寛解期1

例，Crohn病活動期1例，潰瘍性大腸炎活動期1

例で，性別は男性2例，女性1例，年齢はそれ

ぞれ41，21，29歳であった．HSAはテクネア

ルブミンキット（第一ラジオアイソトープ研究所

社製）に740MBqの99mTcO4一を注入後震蕩して

標識を行った後に静注した．HSADは740　MBq

lバイアル（プールシンチ注，日本メジフィジッ

クス社製）を静注した．静注後1，3，6，24時

間後の腹部正面像をガンマカメラ（Searl社製Phol

Gamma　LFOV）にて総カウント数10万カウント

にて撮影した．HSAの1週間後にHSADの検査

を施行した．

　腸管描出の評価は，同一画面内に含まれる肝臓

との相対評価により行い，肝と同程度のものを
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Table　1

核医学　33巻10号（1996）

Relationship　between　scintigraphic　findings　and　other　examinations

Scintigraphic　findings Blood　examinations

Case
lh 3h 6h　　24h

alb．　　　TP
（g／dl）　　　　（g／dl）

　　　　CRPAIG
　　　（mg／dl）

　　　　　ATFecal
　　　　clearanceoccult
　　　　（m〃day）

lCrohn’s　disease（remission），41y，　male．

　HSA　　　　　　　　　　　　　　＋

DTPA－HSA

HSA

十

十十

十　　　　十十十

2Crohn’sdisease（active　phase），21y，　male．

DTPA－HSA

HSA

十

3Ulcerative　colitis（active　phase），29y，　female．

DTPA－HSA 十 十

十

十十

十十

3．1

2．8

3．4

6．2

7．1

6．3

0．50

0．65

1．18

0．6

6．4

0．9

十

157．0

33．1

28．0

Count
ratlO

12

10

8

6

4

2

0
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　　　≡T－T－T－「　　「－T－r－TT－r－r「　　「－T「－r「『一「T「　　「－T－「TT『「T「

1　3　6241　3　6241　36241　3　6241　3　6241　3　6241　36241　3624
　Liver／BG　　　　　　Kidney／8G　　　　　BIood／BG　　　　　　Lesion／BG　　hou「s　afte「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　lnject‘on
Fig．1　Change　of　the　mean　count　ratio　at　each　part　after　injection　of　HSA　and　DTPA－HSA　in

　　　3cases　of　protein　losing　enteropathy・

（＋＋）とし，肝より強いものを（＋＋＋），肝より弱い

がバックグラウンドより明らかに強いものを

（＋），バックグラウンドと同程度以下のものは

（一）とした．また，腎臓，肝臓，腸骨静脈，（＋）

以上の描出のあった腸管に関心領域を設定し，大

腿部軟部組織をバックグラウンドとしてバックグ

ラウンドと各部位のカウント比を求め，その変化

を検討した．また，同時期に糞便検査を施行し，

便中のα1－antitrypsin（以下ATと略）の定量，　AT

クリアランスの算出，便潜血検査を施行した．

IIL　結　　果

　3例での腸管描出の変化を示した（Table　1）．両

者とも描出能はほぼ同等の傾向であったが，

HSADで早期から病変が指摘できた症例が3例中

2例であり，残り1例は両者ほぼ同等であった．

ATクリアランスと腸管描出の程度には明らかな

傾向はなかった．HSADとHSAの注射後の各臓

器および病変部の3例での平均カウント比の変化

を示した（Fig．1）．肝集積は時間と共に低下する

傾向であったが，HSADがHSAに比して常に高
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Fig．2　Case　l：A41－year－old　man　with　Crohn’s　disease．　He　was　treated　with　IVH　and　steroid

　　　theraphy．　Scintigram　of　HSA　taken　l，3，6，　24　hours　after　injection．　On　6　hours’image，

　　　ileocecal　region　and　ascending　colon　are　faintly　visualized．　On　24　hours’image，

　　　ascending　and　transverse　colon　are　visualized．　Marked　re皿1　uptake　is　observed．
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Fig．3　Scintigram　of　DTPA－HSA　taken　1，3，6，24　hours　after　injection．　On　3　hours’image，

　　　terminalileum　and　ascending　colon　are　faintly　visualized．　On　6　hours’image，　they　are

　　　better　visualized．　On　24　hours’image，　whole　colon　are　clearly　visualized．

かった．腎集積は初期にはあまり差はないものの

24時間像ではHSAで高い傾向であった．血管系

では初期にHSADでカウント比が高かったが，

24時間像ではほぼ同程度であった．指摘可能で

あった病変部のカウント比は2．7以上で，両者ほ

ぼ同等であった．

　症例1　41歳，男性．

　既往歴：特記すべきことなし

　現病歴：約1年前より全身倦怠感出現したが放

置していた．精査の結果Crohn病とそれにともな

う低蛋白血症と診断され，IVH，ステロイドの投

与により全身症状は改善した．総蛋白6．2g／dt，

Albumin　3」g／dl，　CRP　O．6　mg／dl，便潜血（一），

ATクリアランス157　m〃日（正常値20　m〃日以

下）．

　シンチグラム：HSAでは3時間像では明らか

な腸管描出はなく，6時間像で回盲部から上行結

腸が淡く描出され，24時間像で上行結腸から横
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行結腸が描出された（Fig．2）．　HSADでは3時間

像で回腸末端から横行結腸が淡く描出され，6時

間像で上行結腸が，24時間像ではほぼ全結腸が

明瞭に描出された（Fig．3）．診断は両者とも可能

であるが，HSADのほうがバックグラウンドが低

く血管描出・腸管描出とも明瞭であった．また，

HSAでは24時間像で腎集積が著明で，肝誉曲，

脾弩曲の評価は困難であった．

IV．考　　案

　従来，PLEの診断において核医学検査の果た

してきた役割は大きく，1311標識アルブミン，1311－

polyvinyl－pyrolidone（以下PVP），51Cr標識アルブ

ミンなどを用い，その血中消失率や便中漏出の測

定により診断がなされてきた7）．しかし，最も汎

用されてきたPVPは現在入手困難となり，最近

では内因性酵素であるATのクリアランス算出に

より非核医学的に診断されている8、1°）．しかし，

ATクリアランス法は，蛋白漏出の有無は判定可

能であるが漏出部位の同定は困難であること，上

部消化管からの漏出では正確な測定が困難である

こと，出血を伴う症例での評価は困難であること

などが問題となっている．

　一方，1986年，DivigiらがPLEにおけるHsA

の有用性を報告して以来3），蛋白漏出の有無の判

定とその部位の同定が同時に可能な検査法として

核医学的手法が再び注目されており6～12），われわ

れもHSAの有用性についてすでに検討し報告し

た1・2）．HSAはキット化されているため比較的安

価であるが，欠点としてキット製剤に用いられて

いるスズ還元法では標識率が73～93％と低いこ

と，投与後の安定性が低いため本検査のような長

時間の検査が必要な状況ではバックグラウンドが

高くなることなどの問題があった13）．一方，

HSADはHSAの標識率・投与後の安定性を改善

した製剤で，血中保持率が高くバックグラウンド

の低い画像が得られ各方面でその有用性が報告さ

れているtl）．注意すべき点として，　HSA・HSAD

ともに消化管出血のある症例ではそのために腸管

描出がありうることと，腸管排泄後分解再吸収さ

れるため漏出率の正確な測定は困難であることが

あるが，これらはATクリアランス法と同様の問

題点である．また，最近では1111n－transferrinによ

るPLE診断の報告もあるものの12），診断能は優れ

る半面，体外での無菌的標識作業が必要であるこ

とが難点で，手技的にはHSA，　HSADがより簡

便な検査法である．

　HSADでは，　HSAに比して早期からの腸管描出

が得られた．これは，病変部の描出には少なくと

も2．7以上のカウント比が必要であるため，バッ

クグラウンドの低いHSADで早期からの描出が得

られたものと思われ，HSADの有用性が示唆され

た．一方，HSAでは，腎集積が強く肝弩曲，脾

轡曲部の評価は困難であった．HSADでは，肝集

積が強い傾向であったが，腸管との重なりは少な

く影響は軽度であった．以上から，大量の漏出が

あれば，HSAでもPLEの診断は容易と思われる

が，漏出量の少ない疾患ではHSADがより有用な

検査法であると考えられた．

V．結　　語

　蛋白漏出性胃腸症の診断におけるHSADの有

用性を明らかにするため，炎症性腸疾患3症例を

対象に，HSAと比較検討を行った．

　1）HSADは，　HSAに比しバックグラウンドが

低く早期から腸管描出が得られ，より鋭敏な検査

法であると思われた．

　2）HSAでは腎が，　HSADでは肝が強く描出さ

れた．特に腎描出は腸管との重なりが多くみられ

た．

　蛋白漏出性胃腸症の診断においてHSADは

HSAに比しより有用な検査法であると思われた．
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Summary

UsefulneSs　of　“9MTc・DTPA・HSA　Scintigraphy　in　the　Diagnosis

　　　　　　　　　　　of　Protein　Losing　Enteropathy

　　　　　　　　　　＿COmparison　yrith　”mTc・HSA一

Tomoyasu　SATo＊，　Toshio　NAKANisHi＊＊，　Kingo　TANiGucHi＊＊and　Katsuhide　ITo＊

＊Depart〃ient　of　Radiot‘ノ8y，＊＊Depart〃lentイ～∫C〃〃ical　Radiolo8y，　Hiroshi〃va〔ノniversity　Schoot‘of　Medicine

　We　evaluated　the　usefulness　of　99mTc－diethylene－

triamine－pentaacetic　acid　human　serum　albumin

scintigraphy（FrPA－HSA）in　the　diagnosis　of　protein

losing　enteropathy　in　3　cases　of　inflammatory　bowel

diseases　in　comparison　with酬Tc－human　serum　albu－

min　scintigraphy（HSA）．

　The　results　were　as　follows；

　1．DTPA－HSA　demonstrated　the　colonic　accumu－

lation　earl　ier　than　that　of　HSA．

　2．　Hepatic　flexure　and　splenic　flexure　are　not　ob一

served　clearly，　because　of　marked　renal　uptake　in

HSA．　On　the　other　hand，　they　are　observed　in　DTPA－

HSA．　Hepatic　uptake　is　rather　stronger　in　DTPA－

HSA．

　In　conclusion，　DTPA－HSA　is　one　of　the　easiest　and

most　useful　methods　in　the　diagnosis　of　protein　losing

enteropathy．

　Key　words：　99mTc－DTPA－HSA，99mTc－HSA，　Pro－

tein　losing　enteropathy，1nflammatory　bowel　disease．
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