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《ノート》

81mKrによる気管支喘息患者の換気・血流分布

Ventilation　PerfuSion　DistributiOn　in　PatientS　with　BronChial　Asthma　Using　81mKr

伊藤　新作＊　松井　嘉孝＊

春日　宏友＊　宮高和彦＊

沢木　政好＊　　国松　幹和＊

浜田　信夫＊＊

Shinsaku　ITo＊，　Yoshitaka　MATsul＊，　Masayoshi　SAwAKI＊，　Mikikazu　KuNIMATsu＊，

　　　Hirotomo　KAsuGA＊，　Kazuhiko　MIYATAKA＊and　Shinobu　HAMADA＊＊

＊Seco〃d　Depa”tment（of　lntei’nal　Medicine，＊＊Cancer　Center，　Naraルledica／（ノniversity

はじめに

　81mKrは133Xeなどに比し半減期が13秒ときわ

めて短かく，短時間内にくり返し検査ができる．

81mKrの局所肺機能検査への応用は，1970年，

Yanoら1），　Jonesら2｝によって初めて行なわれ，

その後もFazioら3），　Kaplanら4），　Gorisら5），

Harfら6）によってその有用性が報告されている．

最近，本邦においても，医用サイクロトロンで産

生された81Rbより，容易に81mKrジェネレータ

ー （日本メジフィジックス社製）が入手できるよ

うになり，臨床面に応用されつつある．

　われわれも81mKrの利点を生かし，喘息患者

への応用を試みているが，今回は喘息患者におけ

る気管支拡張剤の効果と，アセチルコリン吸入負

荷時の変化について，血流分布を中心に検討する．

方法と対象

　81mKrジェネレーターより酸素または5％ブド

ウ糖溶液で81mKr（7～10mCi）を溶出させること

により肺の換気・血流分布を得た．
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　換気分布は，81mKrガス（溶出速度0．3～0．5　t／

min）を安静呼吸にて持続吸入させ，肺内カウン

ト数が平衡状態に達したところで，30秒間撮影を

行なった．なお，持続吸入後にFRC位，　RV位

よりのbolus吸入も施行したが，それについては

すでに報告した7）．

　血流分布はCVP　intrafusor（Sorenson　Research

社製）を使用し，上大静脈ないし右房までカテー

テルを挿入し，5～10m1の1回注入（注入速度1

m1／sec）により行なった．81mKrが肺内に到達し

始めた時点より，安静吸気位で呼吸停止を命じ，

ほぼ全肺野に分布されてから10～15秒間撮影し

た．カテーテル先端部は1回注入によりhot　area

として描出されるため，容易に確認できる．Fig．

1は正常例における座位での81mKrによる換気・

血流分布である．

　以上の方法を用いて次の3項目について検討し

た．

　1）811nKrと99mTc－MAAによる血流分布の比

較：非発作時喘息患者4名に81mKrと99mTc－M

AA（4・mCi）による血流分布を同時に仰臥位で背

面より検査し，両者を比較した．

　2）喘息発作時の拡張剤吸入による換気・血流

分布の変化：軽度の発作を認める喘息患者6名に，

気管支拡張剤（硫酸サルブタモール2．5mg）を吸

Key　words：81mKr，　Ventilation　and　Perfusion，　Bron－

chial　Asthma，　Broncho－dilator，　Acetylcholine
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Fig．1　Scintigrams　of　81mKr　ventilation（A）and　perfusion（B）study．

　　　Normal　case（sitting　Position）

入させ，吸入前後に換気分布，血流分布を座位で，

背面より撮影した．シンチ施行前にFEV・．・，　FVC

の測定を行なった．

　3）アセチルコリン吸入負荷時の換気・血流分

布の変化：非発作時の喘息患者23名を対象とし，

アセチルコリン吸入負荷を行ない，負荷前後に2）

と同様の方法で検査した．

　アセチルコリン吸入負荷は，あらかじめ牧野の

方法8）により閾値を決定し，それを参考にして行

なった．1秒量低下率が15％を越えた場合でも，

さらに1段高濃度のものを負荷した例もある．

結　　果

　1）81mKrと99mTc－MAAによる血流分布の比

較：Fig．2は72歳女性について，99mTc－MAAと

81mKrによる血流分布を比較したものである．検

査時，発作は認めていないが，99mTc－MAAで左

下野，右中野に欠損像がみられる．81mKrでもよ

く一致した分布を呈しており，総カウント数は

8．4×104であった．イメージの両側は左，右肺縦

軸方向のactivityのヒストグラムであり，これも

両者よく近似している．

　その他の3例でも両者はよく近似しており，

81mKrによる総カウント数は7×104～10x104で

あった．

　2）喘息発作時の拡張剤吸入による換気・血流

分布の変化：Fig．3は28歳男性で，検査時軽度

の発作を認め，FEV、．。1，600　m1，　FVC　2，500　m1，

FEVL。％64％，％FVC　68％であった．拡張

剤吸入前には，左肺全野，右肺上中野に換気低下

を認め血流分布でも同領域に一致して低下像を認

めた．正常座位例Fig．1と比較して，不均等分

布の程度は血流分布より換気分布の方がやや強い．

硫酸サルブタモール吸入により，FEV，．・は2，700

m1に，　FVCは3，600　m1に改善し，換気・血流分

布も共に吸入前に比べて改善しているが，換気分

布では，なおかなりの不均等分布を残している．

他の5例についても換気分布では不均等分布を認

め，血流分布は換気不均等にほぼ一致した像を呈

した．一致の程度はいろいろであったが，不均等

分布の程度は全例，血流分布より換気分布におい

て強く認められた．拡張剤吸入により両者共改善

をみたが，イメージ上血流分布の改善が換気分布

よりも速やかであった．

　3）アセチルコリン吸入負荷時の換気・血流分

布の変化：Fig．4は19歳男性で，負荷前の換気

分布で軽度の不均等分布を認めるが，FEV、．。％

82％，％FVC　85％と正常で，　自覚的にも発作

を認めず，乾性ラ音も聴取しない．なお血流分布

はほぼ正常である．アセチルコリン391μ9の吸

入で，1秒量低下率は10％と軽度であるが，換

気分布では左肺で明らかな不均等像を呈している．

血流分布でも左下野の換気欠損領域に一致して，

ごく軽度の血流低下を認める．さらに，アセチル
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Fig．2　（A）Scintigrams　and　histograms　of　99mTc－MAA　perfusion　study（supine　posi－

　　　　　tion）．

　　　（B）　Scintigrams　and　histograms　of　81mKr　perfusion　study（supine　position）．

コリン782μgを再負荷すると1秒量低下率は

44％に上昇し，換気・血流分布共非常によく類似

した不均等像を呈した．次に硫酸サルブタモール

の吸入を行ない，FEV、．・，　FVCとも負荷前に復

した時点において検査すると，換気分布の異常は

なお残っているが，血流分布ではほぼ正常に改善

している．

　Fig．5は16歳女性で，負荷前は換気・血流分

布共，左下野で低下像を示しているが，肺機能で

は，FEVI．02，600　ml，　FVC　3，200　ml，　FEV1．o％

80％，％FVC　98％と正常であった．アセチルコ

リン782μgの負荷で1秒量低下率は29％とな

り，換気・血流分布共に一致した不均等像が認め

られる．さらに，1，563μgの再負荷で1秒量低下

率は60％に上昇し，換気分布での欠損領域は変

化している．各欠損領域により程度の差はあるが，

血流分布もまた換気分布にほぼ一致して変化して

いる．拡張剤を使用せず，1秒量低下率が40％

になった時点で再検すると，血流分布ではもはや

換気分布によく一致した不均等像は認められなか

った．

　Fig．6は65歳男性で，アセチルコリン負荷に

より著明な換気不均等分布を示すにもかかわらず，

換気不均等に一一致した血流不均等をほとんど認め

なかった例である．アセチルコリン782μgの吸

入により，1秒量低下率は53％と非常に大で，

換気分布では著しい不均等像を呈している．しか

し，血流分布では換気分布に一致した不均等像を

認めず負荷前に比べ，わずかに上野への血流が増

加している．硫酸サルブタモールの吸入後，換気

不均等はまだ強く残っているが，血流分布は負荷

前に復している．

　以上3例を呈示したが，多くの例ではFig．4，

Fig．5のごとくアセチルコリンの吸入負荷により，

血流分布の変化は換気不均等にほぼ一致して認め

られる傾向にあり，不均等分布の程度は血流分布
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Fig．3　Scintigrams　of　8i　MKr　ventilation　and　perfusion　study．

　　　（A）　Asthmatic　attack

　　　（B）　Postmedication　of　Broncho－dilator

が換気分布よりも軽度であった．両者間の一一致程

度は様々であり，中でもFig．5の1，563μ9負荷

時のごとく換気欠損領域が多数の場合は，各領域

で差がみられた．しかし，Fig．6のごとく，アセ

チルコリン吸入負荷により著明な換気不均等を示

すにもかかわらず，換気不均等に一致した血流不

均等をほとんど認めない例も少数にみられた．

　拡張剤の吸入による回復過程ではFig．4，　Fig．6

のごとく，換気不均等は長く続いたが血流不均等

は速やかに改善した．また，Fig．5のごとく負荷

後，拡張剤を使用しなかった例でも回復時，血流

分布の改善が換気分布より速かった．

考　　案

81mKrは81Rb（半減期4．7時間）から得られる

半減期13秒，エネルギー190keVの不活性ガス

で，81mKrジェネレーターよりガスまたは溶液と

して得ることができる．半減期が短いため，体内

被曝量，環境汚染が少なく，短時間内にくり返し

使用することが可能である．そのため，各方向か

らの9），あるいは体位変換時10）の換気・血流分布

や薬物投与時の経時的な換気・血流分布の検索に

有用である．

　SlmKrのような短半減期を有する核種では，

133Xeなどのように肺容量分布や洗い出し経過を

観察するのには適当ではない．しかし，半減期が

短いため，再呼吸下での持続吸入は換気分布とみ

なすことができ3），患者に負担をかけずにより生

理的な状態で換気分布が観察できる．同様に再呼

吸下での持続注入は，血流分布とみなすことがで

きる11）．血流分布に関しては，今回，検査時間，

溶液総注入量を考慮し，1回注入法により行なっ
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Fig．4　Scintigrams　of　81mKr　ventilation　and　perfusion　study．

Before　Acetylcholine－Test

After　Acetylcholine（391μ9）－Test

reduction　rate　of　FEV1．o：10％

（C）　After　Acetylcholine（782μg）－Test

　　　reducation　rate　of　FEVLo：44％

旧）　Postmedication　of　Broncho－dilator
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Fig．5　Scintigrams　of　81mKr　ventilation　and　perfusion　study．

Before　Acetylcholine－Test

After　Acetylcholine（782μ9）－Test

reduction　rate　of　FEVI．o：29％

（C）　After　Acetylcholine（1563μg）－Test

　　　reduction　rate　of　FEVI．o：60％

（D）　reduction　rate　of　FEVI．o：40％
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Fig．6　Scintigrams　of　8iMKr　ventilation　and　perfusion　study．

　　　（A）　Before　Acetylcholine－Test

　　　（B）　After　Acetylcholine（782μ9）－Test

　　　　　reduction　rate　of　FEV1．o：53％

　　　（C）　Postmedication　of　Broncho－dilator

たが，1回注入法においても良好なイメージが得

られた．

　持続吸入または，持続注入による換気・血流分

布は，肺内各局所での換気率が不均等であれば局

所での換気，血流はいくらか，overestimateまた

はunderestimateされる6・1D．われわれが対象と

した換気不均等の著しく発生する喘息発作などの

場合については，この点今後検討を要する．なお，

換気／血流比の検索には肺内各局所での換気率の

不均等が存在する場合でも，持続吸入，持続注入

の併用がすぐれており6），現在喘息患者について

検討中である．

　喘息発作時の血流不均等分布は換気不均等分布

に一致した領域におこり，不均等分布の程度は血
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流よりも換気において著しいといわれている12・13）．

これは，血流不均等分布が換気不均等分布に基づ

く2次的な変化で，局所のhypoxiaや肺胞内圧の

上昇によると考えられているが，詳細な解明はな

されていない．

　われわれの検索した発作中の例も，全例に，換

気不均等分布にほぼ一致した血流不均等分布を認

め，その程度も換気不均等の方が強かった．さら

に，アセチルコリン吸入負荷時においても換気不

均等に一致した領域に血流不均等を認め，やはり

換気不均等の方が強かった．しかし，換気欠損領

域が多数存在する場合には，一致の程度に領域的

な差があったり，換気不均等分布が著しいにもか

かわらず，換気不均等に一致した血流不均等をほ

とんど認めない例もあった．これらについては，

1秒量低下率の程度，局所的な換気障害の程度の

差，換気不均等分布を生じてから血流分布を検査

するまでの時間，検査時の体位などが関係してい

ると思われ，今後検討を要する．

　回復過程では，拡張剤吸入例においても，自然

軽快例（アセチルコリン負荷例のみ）においても，

換気不均等より血流不均等がより速やかに改善し

た．この点も血流不均等が換気不均等の2次的な

変化であることを示唆するものと考えられる．

　このように，喘息患者への81mKrの応用は，

さらに換気／血流比などの定量的な解析も加える

ことにより，今後，喘息患者の病態生理について

の，より詳細な解明に役立つと思われる．

結　　語

　短半減期を有する81mKrを用いて，喘息患者

の拡張剤吸入時の効果とアセチルコリン吸入負荷

時の変化を検索し，経時的に変化する肺内換気・

血流分布を明瞭にとらえることができた．今後

81mKrは喘息患者の換気，血流動態の解明に非常

に有用と考えられる．また，全例において副作用

は認められなかった．

御校閲をいただいた三上理一郎教授に深謝いたします．
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