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った場合，および短時間で異なる画像診断の施行

1 はじめに

が必要となった場合を想定し，何に注意し，どの

造影剤は画像診断の情報量を増すために使用さ

ような順番で造影検査を行うのが望ましいかにつ

れるものであるが，X線造影剤を投与した患者で，

いて，造影剤の体内動態，生体への影響，画像へ

その直後にMRIを撮像した場合，MR画像にはな

の影響の観点から概説する。

んらかの影響が現れるのであろうか？ また逆に
MRI造影剤を投与した直後にX線CT画像を撮影し

2 造影剤の体内動態

た場合はどうであろうか？
今回こうした問題を提起するのは，経時的な病

造影剤の分類を表1に示す。表1のように現在

態変化の確認のため短時間で複数回の同じ検査が

使用できる造影剤は多岐にわたる。主に静脈内投

必要な場合や，患者が遠方から検査を受けに来ら

与で使用される造影剤の添付文書から，薬物動態

れる場合などで，複数の異なる画像検査を同日に

に関する記載の一部（表2），および造影効果の持

実施することが日常臨床で行われているためであ

続時間に関する記載の抜粋
（表3）
を示す。

る。しかしながら，造影剤の添付文書には「臨床

X線造影剤やMRI造影剤など細胞外液に分布す

検査結果に及ぼす影響」にわずかな記載があるの

る造影剤は，投与後に全身の血管や細胞間隙に分

みであり，造影検査の実施間隔や検査順に関する

布する。この際，X線用尿路血管造影剤とMRI用

記載はほとんどない。

細胞外液性ガドリニウム造影剤の体内動態は非常

今回，短時間で同じ画像診断の施行が必要にな

表1

に類似している。

造影剤の分類
X線造影剤
注射剤

分類

水溶性
尿路血管

造影効果
の本体

胆道

MRI造影剤
経口剤

油性
その他

その他

I

消化管
Ba

造影剤 ・イオパミロン ・ビリスコピン ・イソビスト ・リピオドールウ ・ガストログ ・バリウム製剤
・ビジパーク
ルトラフルイド ラフイン
・オムニパーク
・ウログラフイン
・オプチレイ
・コンレイ
・イオメロン
など
・プロスコープ
・イマジニール
・ヘキサブリッ
クス
など
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注射剤
細胞外
液性
Gd

経口剤

超音波
造影剤

肝特異性
消化管
Fe

Fe，Mn

微小気泡

・マグネビスト ・EOB・プリ ・リゾビスト ・フェリセルツ
・プロハンス
モビスト
・ボースデル
・オムニスキャン
・マグネスコープ
など

・レボビスト
・ソナゾイド

通常，尿路血管造影剤を体内に投与した場合，

後で投与量の50%以上が血漿中で検出され，30分

ほぼ24時間で体外に排泄されるため，その体内動

後までに約30％低下すると報告1)されている。血

態を考慮したとき，検査間隔としては24時間をあ

中で蛋白と結合することから，尿路血管造影剤に

けることが望ましいといえる。ただし，小児，高

比べ血中からの消失には時間を要すると考えられ

齢者は腎機能が未熟であったり，低下しているこ

る。また経肝的な排泄が行われることから，肝臓

とがあるため，腎機能障害患者と同様に造影剤の

や胆嚢では造影剤の集積による影響が数日持続す

排泄が遅延する可能性がある。また疾患や臓器に

る可能性がある。

より造影剤が長時間分布・残留する可能性がある

MRI用肝特異性造影剤にはガドリニウム系の
EOB-Gd-DTPAとSPIO（superparamagnetic iron

ことにも注意が必要である。
X線用胆道造影剤にはビリスコピン®があるが，

oxide）
製剤のリゾビスト®がある。EOB-Gd-DTPA

静注した場合，48時間以内に糞便中に8割が，24

の体内動態は，静脈内投与後4日目までに約6割が

時間以内に尿中に1割が排泄され，静注後7日目ま

尿中に排泄され，残りは糞中に排泄される。一方，

でにほぼすべてが排泄される。血中からの消失に

SPIO製剤は血中からは速やかに消失するものの，

ついては同成分を5分間で静注した場合，静注2分

鉄代謝に関連する因子である血漿中の鉄（血清鉄

表2-1 静脈内投与される造影剤の添付文書における薬物動態の記載
※添付文書には腎障害，肝障害のある場合の薬物動態なども掲載されているが，ここでは割愛した。
X線用尿路血管造影剤

X線用胆道造影剤

®

®

MRI用細胞外液性Gd造影剤
®

イオパミロン

ビリスコピン

マグネビスト

1．血中濃度
健康成人男子
（4名）
に本剤
（370mgI/mL）
40mLを静注すると，血漿中のヨウ素濃
度は静注後5分で約1.9mgI/mL，30分で
約 1mgI/mLを 示 し ， 4時 間 後 に は
0.2mgI/mL以下に減少した。

1．血中濃度
肝機能及び腎機能が正常な患
者に，イオトロクス酸メグル
ミン70mgI/kg及び112mgI/kg
を静注したとき，静注後30
分から6時間までの血中半減
期は，それぞれ1.4±0.2時間，
1.8±0.3時間であった（外国
データ）
。

1．血中濃度
健康成人男子に本剤0.05，0.1，0.2mmol/kgを静注したところ，
血漿中Gd濃度は速やかに低下し，投与4時間後には0.1mmol/L
以下となった。

1.5
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2．排泄
健康成人男子
（4名）
に本剤
（370mgI/mL）
40mLを静注すると，2時間後までに投
与量の約60％が，24時間後には全量が
尿中に排泄された。

血漿中濃度
（mmol/L）

血漿中ヨウ素濃度
（mgI/mL）

2.0

0.05mmol/kg（n＝6）
t1/2β＝1.06±0.43（hr）
1.5

0.10mmol/kg（n＝5）
t1/2β＝0.93±0.22（hr）

1.0

0.20mmol/kg（n＝6）
2．排泄
t1/2β＝1.86±1.32（hr）
180mgI/mLのイオトロクス酸
0.5
メ グ ル ミ ン 液 を 3 0 m L（ 約
70mgI/kg）静注すると，糞便
0
中に78±11％（48時間以内），
0
1
2
3
4
24
尿中に10.6±2.3％（24時間以
投与後時間
（hr）
内）
が排泄された。静注後7日
目までに，ほぼ100％が糞便
及び尿中に排泄された（外国 （注：本剤の承認用量は0.2mL/kg［0.1mmol/kg］
，腎臓を対象と
データ）
。
する場合は0.1mL/kg［0.05mmol/kg］
，腹部から下肢までを連続
して血管撮影する場合は0.4mL/kg［0.2mmol/kg］
）

2．排泄
健康成人男子に本剤0.05，0.1，0.2mmol/kgを静注したところ，
投与2時間後までに投与量の60％以上が，6時間後までに80％
以上が尿中に排泄された。投与後24時間までの本剤の平均尿
中排泄率は90.7〜99.3％であった。
（注：本剤の承認用量は0.2mL/kg［0.1mmol/kg］
，腎臓を対象と
する場合は0.1mL/kg［0.05mmol/kg］
，腹部から下肢までを連続
して血管撮影する場合は0.4mL/kg［0.2mmol/kg］
）
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表2-2 静脈内投与される造影剤の添付文書における薬物動態の記載
※添付文書には腎障害，肝障害のある場合の薬物動態なども掲載されているが，ここでは割愛した。
MRI用肝特異性造影剤
EOB・プリモビスト

®

リゾビスト

1. 血中濃度
健康成人男子（6名）に本剤0.1mL/kgを静脈内投与したとき，ガド
リニウム（Gd）は二相性で血中から消失した（血漿中半減期：α相
0.11時間，β相1.3時間）
。

1．血中濃度
健康成人男子に本剤0.02mL/kg（鉄として10μmol/kg）を静注した
ところ，血中から二相性に速やかに消失し，血漿中半減期はα相6
分，β相3.5時間であった。投与48時間後には検出限界
（1.91μmol
/L）
以下となった。

500

200

10μmol Fe/kg

400
nmol Fe/mL

血漿中濃度
（μmol/L）

®

300
200
平均値±標準偏差
（n＝6）

100
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100
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0
0

2

4

6

8

0
1 2

投与後時間
（時間）

4

24
（時間）

48

7日

2．排泄
健康成人男子（6名）に本剤0.1mL/kgを静脈内投与したとき，投与 （注：本剤の承認用量は0.016mL/kg＝8μmol Fe/kgである）
後4日目までに投与したGdの57％が尿中に，39％が糞中に排泄さ
れた。
2．肝信号の推移
健康成人男子に本剤0.02mL/kg（鉄として10μmol/kg）を投与後，
肝SNRはT2強調Spin Echo法では3週後に投与前値の80％以上に回
復し，T2＊Gradient Echo法では1週後に約80％に回復した。肝細
胞癌19例に本剤0.02mL/kg（鉄として10μmol/kg）投与24あるいは
48時間後にT2強調Spin Echo撮像を行った結果では，投与前SNR
の約60％までの回復がみられた。
（T2-SE，n＝6）
国内第1相試験
（T2＊-GRE，n＝6）
国内第1相試験
（T2-SE，n＝19）
国内前期第2相試験

肝SNR比
（投与後/投与前）

1.2
1.0

n＝10

0.8
0.6

n＝9

0.4
0.2
0.0
投 1 24
与時 時
前間 間

48
時
間

7
日

21
日

（注：本剤の承認用量は0.016mL/kg＝8μmol Fe/kgである）
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超音波造影剤
レボビスト

®

ソナゾイド

静脈内単回投与時のペルフルブタン血中濃度の推移
1．血中濃度
（本剤の血中濃度：血液重量1g当たりの濃度として算出）
健康成人に本剤0.024μLMB/kg，0.12μLMB/kg（臨床用量）
， （ng/g）
0.60μ LMB/kg（ 懸 濁 液 と し て 0.003mL/kg， 0.015mL/kg， 100.00
0.024μLMB/kg
0.12μLMB/kg
0.075mL/kg）を静脈内単回投与したときのペルフルブタン血中濃度
0.60μLMB/kg
10.00
は投与後急速に減衰した。臨床用量の0.12μL MB/kgでは2相性に
mean＋S.D.
血
減衰し，投与後2〜15分の半減期は2.7分，投与後15〜30分の半減 中
1.00
濃
期は7.3分となり，また投与後60分で検出限界以下であった。

血中濃度
健 康 成 人 に 本 剤
（ 200mg/mL及 び
400mg/mL 注）濃度）を
1.6g，3.2g及び6.4gの
用量で静脈内投与した
ときの有効本体である
微小気泡の存在を示す
左心室の輝度上昇は，
いずれの場合にも投与
後5分以内に認められ
なくなった。一方，持
続時間については1.6g
と3.2g投与の間に用量
依存性が認められた。
また，血漿中ガラクト
ースの消失半減期は
1.7〜5.7分で，投与30
分後には測定限界付近
まで減少した。
［注：本剤の承認された
濃度は，200mg/mL及
び300mg/mLである］

表3

®

度

0.10

2．分布
省略。

0.01

3．代謝
省略。
4．排泄
投与されたペルフルブタンの排泄経路は呼気である。健康成人に本剤
0.024μLMB/kg，0.12μLMB/kg（臨床用量），0.60μL MB/kg（懸濁液と
して0.003mL/kg，0.015mL/kg，0.075mL/kg）を静脈内単回投与したと
きのペルフルブタン呼気中濃度を測定した。各測定時点での呼気中ペ
ルフルブタン濃度は用量依存的であった。臨床用量の0.12μLMB/kgで
は，投与後6分でCmaxに達し，投与2時間後には検出限界以下となった。
なお，0.024μLMB/kgにおける呼気中濃度は全被検者で検出限界以下
であった。

10

20

30
時間

40

50

60（min）

静脈内単回投与時のペルフルブタン呼気中濃度の推移
（ng/mL）
2.0
1.8
0.12μLMB/kg
1.6
0.60μLMB/kg
呼 1.4
mean＋S.D.
気 1.2
中
濃 1.0
度 0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0
20
40
60
80
100 120（min）
時間

MRI造影剤の造影効果の持続時間などに関する添付文書の記載
細胞外液性Gd造影剤
®

肝特異性造影剤
®

マグネビスト

EOB・プリモビスト

適用上の注意 投与時
通常，コントラストは本剤投
与直後から約45分後まで持続
する。追加投与によってコン
トラストの向上が得られると
は限らないので，コントラス
トが持続している場合は漫然
と追加投与しないこと（脳・脊
髄用）
。

適用上の注意 撮影時
肝細胞造影相は，本剤投与20
分後から撮影可能で，信号増
強効果は少なくとも2時間持続
する。

リゾビスト

消化管造影剤
®

臨床検査結果に及ぼす影響
1．血液凝固第- 因子が一過性
に低下し，活性化部分トロン
ボプラスチン時間（APTT）を一
過性に延長させることがある。
2．血清鉄及び不飽和鉄結合能
（UIBC）の検査値に投与後数日
まで，血清フェリチンの検査
値に投与後3週間以上影響を及
ぼすことがある。

®

フェリセルツ

その他の注意
通常，本剤服用
後，造影効果は
約20分後まで持
続するが，胃内
通過時間は個人
によって大きく
異なることがあ
るので注意する
こと。

適用上の注意 撮影時
本剤のT2強調MR画像における
造影効果は，投与後10分から
認められ，8時間後まで持続す
る。本剤のT1強調像における
肝信号への影響は，投与後48
時間には認められていない。
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濃度および血清フェリチン）が上昇することが知
られており，代謝され生体内の鉄代謝経路に入る
ものと考えられている。

が賢明である。
同一日に複数回の検査が行われる場合には，使
用する造影剤の総量も考慮しなければならない。

いずれの造影剤も血中の分布相半減期は約6分
で血中からの消失は速やかである。また，これら

X線用尿路血管造影剤では腎障害患者における総
量の指標としてCigarroaの式10)が参考となる。

のMRI用肝特異性造影剤の投与量は非常に少な
Cigarroaの式

い。
超音波造影剤は微小気泡の懸濁液であり，有効

contrast material limit ＝

本体である微小気泡はレボビスト®では静脈内投

5 mL of contrast/kg body weight
（maximum, 300mL）

与後5分以内に認められなくなり，また血漿中ガ

serum creatinine
（mg/dL）

ラクトースは投与30分後には測定限界付近まで減
少したとされており，X線検査やMRI検査など他

短時間に複数の画像診断が行われた場合の安全

の画像診断へ影響を及ぼすとは考えにくく，検索

性に関する報告はほとんどない。配合変化につい

しえた限り，そのような報告は見あたらない。

ては，イオパミドールとGd-DTPAの配合変化を
検討した報告11,12)があり，特に問題となるような
変化はみられなかったものの，生体への影響につ

3 生体への影響

いては十分に検討されているとはいえない。

CT検査などでX線用尿路血管造影剤を100mL程

最近ではdouble contrastと称してSPIO製剤と細

度投与した直後には，造影剤の高い浸透圧のため

胞外液性ガドリニウム造影剤の同日使用による

に循環血液量が増加して血液成分の希釈が起こ

MRI検査が報告13,14)されている。特段問題となる

る。この結果，ヘマトクリット値，ヘモグロビン

ような副作用はみられないが，安全性の面からは

値，赤血球数，白血球数，血小板数などが低下す

いまだ症例数が限られており，十分なデータが得

2,3)

る

ことが知られている。マクロ的に造影剤の影

られているとはいいにくい。

響が最も大きな臓器は腎臓であろう。アナフィラ
キシー様反応などは用量非依存性であるのに対
し，腎臓への影響は用量依存性である。
X線用尿路血管造影剤が血管内に投与された場

4 画像への影響
◆X線造影剤のMR画像に及ぼす影響

合，腎臓への影響が最も強く現れるのは2〜3日で

X線造影剤にはいわゆる常磁性体物質が使用さ

あるとされる。したがって可能な限りこの時期に

れていないため，MR画像に及ぼす影響は少ない

は造影検査を避けるようにするのが望まれる。通

と考えられる。しかしX線ヨード造影剤であるイ

常は1週間〜10日で腎機能は回復する

4〜6)

とされ，

オパミドールやイオトロランが濃度依存的にT1

この結果は繰り返して造影検査を行う際の待機期

短縮効果，T2短縮効果を示すことがin vitro試験

間の目安となる。

で確認15)されており，臨床においても病変や脳脊

一方，MRI用細胞外液性ガドリニウム造影剤は，
通常の臨床用量では腎機能に及ぼす影響が少ない
7〜9)

髄液の信号に影響を及ぼしたと報告15,16)されてい
る。このようにMR画像におけるコントラストの

されている。ただし，腎機能が非

解釈が難しくなる場合もあるため，検査順として

常に低下し推定糸球体濾過値：eGFRが30mL/分未

はX線検査よりMRI検査を先に行うのが望ましい

満の場合には，腎性全身性線維症（nephrogenic

と考えられる。

ことが報告

systemic fibrosis；NSF）発症のリスク患者と考え
られる。一時的にでも腎機能が高度に低下してい
る状態でのガドリニウム造影剤の使用は控えるの

6(108)

◆MRI造影剤のX線画像に及ぼす影響
X線用尿路血管造影剤が禁忌とされる患者に対

し，代替としてMRI造影剤を使用した報告17,18)が

安定した反射面を形成・維持することは難しく，

ある。しかしX線検査における細胞外液性ガドリ

音響インピーダンスの差異でコントラストが生じ

ニウム造影剤のコントラスト増強効果は低く，フ

る可能性は非常に少ない24)とされている。したが

ァントム実験においてMRI用細胞外液性ガドリニ

って，X線造影剤やMRI用細胞外液性ガドリニウ

ウム造影剤のコントラストはX線用尿路血管造影

ム造影剤が層流を形成した場合，超音波像上，そ

19)

剤300mgI/mLの3割にも満たないと報告 されて

の境界面において影響を及ぼす可能性が否定でき

いる。また，安全性に関するデータが得られてい

ないものの，実際には両造影剤が超音波像に及ぼ

る静脈内投与の用量も限られている。ESURガイ

す影響はないものと推測される。しかし，X線造

ドラインにおいてはガドリニウム造影剤の代替使

影剤やMRI造影剤が強く集積するような臓器や部

20)

用は否定的 であり，腎障害患者では代替使用す
21)

べきではない としている。

位では，音響インピーダンスへの影響が否定でき
ないため注意が必要となる。

MRI用肝特異性造影剤については，肝特異性ガ
ドリニウム造影剤0.35mmol/kgによる肝CTの造影
22)

◆核医学検査に及ぼすX線造影剤の影響

効果が報告 されているものの，MRI検査におけ

消化管造影剤であるバリウム製剤を除くX線造

る用量は細胞外液性ガドリニウム造影剤の1/4で

影剤はヨード造影剤であり，極微量ではあるもの

ある0.025mmol/kgと少ないため，X線検査へ及ぼ

の遊離ヨードを含有するため，甲状腺シンチグラ

す影響は少ないと考えられる。また，SPIO製剤は

フィや放射性ヨードでの治療に影響があることが

投与量が非常に少ないことから，肝実質のCT画

以前から知られており，ヨード造影剤の添付文書

23)

像に影響は及ぼさなかったと報告 されている。

において関連の記載がある
（表4）
。
ESURガイドラインにおいては，甲状腺シンチ

◆超音波像に及ぼすX線造影剤とMRI用細胞外液

グラフィならびに放射性ヨードでの治療との実施

性ガドリニウム造影剤の影響

は，ヨード造影剤投与後2カ月以上の期間をあけ

超音波造影剤が登場する以前には，X線造影剤

る必要がある25)とされている。

をパンピングし微小気泡を含む状態にして造影超

また，99mTc-PYPや99mTc-HMDP投与から骨シン

音波検査を施行していた時代もある。超音波像に

チグラフィが行われる間にX線造影剤を投与した

おける造影効果の成因としては，注入剤と血液と

場合，骨シンチグラフィにおける骨への集積低下

の音響インピーダンスの差異と気泡とに大別され

と，相対的な軟部組織への集積増加が認められた

る。実験的には，音響インピーダンスの差だけで

とする報告26)がある。しかしその一方で骨シンチ

エコーは生じうるが，臨床的には注入剤と血液が

グラフィと造影CTを同日に施行しても， 99mTc-

表4

静脈内投与されるX線造影剤の添付文書における臨床検査結果に及ぼす影響の記載

尿路血管造影剤
®

胆道造影剤
®

脊髄･関節･子宮卵管造影剤
®

イオパミロン

ビリスコピン

イソビスト

本剤投与により，甲状腺機能
検査等の放射性ヨードによる
検査に影響を及ぼすことがあ
る。したがって，これらの検
査は本剤の投与前に実施する
こと。［本剤投与後2週間はこ
れらの検査に影響を及ぼすと
の報告がある］

本剤投与により，甲状腺機能
検査等の放射性ヨードによる
検査に影響を及ぼすことがあ
る。したがって，これらの検
査は本剤の投与前に実施する
こと。［本剤投与後2カ月間は
これらの検査に影響を及ぼす
との報告がある］

本剤投与により，甲状腺機能
検査等の放射性ヨードによる
検査に影響を及ぼすことがあ
る。したがって，これらの検
査は本剤の投与前に実施する
こと。［本剤投与後1カ月間は
これらの検査に影響を及ぼす
との報告がある］
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消化管造影剤
ガストログラフイン

®

本剤投与により，甲状腺機能
検査等の放射性ヨードによる
検査に影響を及ぼすおそれが
ある。したがって，これらの
検査は本剤の投与前に実施す
ること。
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HMDPの体内分布や軟部組織への集積に有意な影
27)

響は与えなかったとする報告 もあり，一定の見
解は得られていないが，最大限の診療情報を得る
ためにも基本的に同日の施行は避けるのがよい。
同日検査を実施せざるをえない場合には，核医学
検査がすべて終了してからヨード造影剤を用いた
造影検査を行うのがよいと考えられる。
◆核医学検査に及ぼすMRI用細胞外液性ガドリニ
ウム造影剤の影響
MRI用細胞外液性ガドリニウム造影剤の投与後
にガリウムシンチグラフィを行った場合に，通常
と異なる分布を示したとする報告28)がある。その
原因は明確でなく，マウスにおいてはMRI用細胞
外液性ガドリニウム造影剤がガリウムの分布に影
響を及ぼさないことが報告29)されている。しかし，
このような現象を避けるためにはガリウムシンチ
グラフィの検査終了後にガドリニウム造影MR検
査を行う，もしくはガドリニウム造影剤が全量排
泄されうる24時間以降にガリウムシンチグラフィ
を行うことが望ましいと思われる。

5 おわりに
同日に複数の造影検査を施行した場合の生体や
画像に及ぼす影響についての情報はきわめて少な
いため，十分な検査間隔をあけることが理想的で
ある。しかし日常臨床においては同一日内，ある
いは短期間に複数種類の画像検査を実施せざるを
えない場合もあるため，その際の検査の組み立て
方や考え方について概説した。
一般論ではあるが，q生体への影響の少ないと
考えられる検査を優先する，w体内滞留時間が短
い造影剤を優先し，必要最小量を投与する，e後
に行われる画像への影響が少なくなる検査の組み
合わせを考慮する，ことが大切であり，施設なら
びに患者の病状や状態に応じて，適宜調整して施
行することが求められる。
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