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《原　著》

67Ga－citrateの肺門集積の研究

喫煙と肺門集積との関係

周　　藤 裕　　治＊

　要旨　67Ga－citrateの肺門集積の機序について，胸部X線写真上あるいは臨床上肺に異常を認めない103

例の67Gaシンチグラムの肺門部に対して喫煙歴を主に肉眼的解析および定量的解析を行うとともに，喫煙

負荷実験を施行し，RIカウント比の測定，および肺門リンパ節のmicroautoradiogramを作製，解析した．

肺門集積は，喫煙に有意な関係を認めたが，年齢因子には有意な関係を認めなかった．喫煙が肺門集積に関

与している可能性がある．

　喫煙負荷実験において肺門リンパ節の67Gaの集積が負荷群でコントロール群より有意に高く，その組織

所見は，類洞内のmacrophageの増生であった．これらのことより，肺門集積部位は肺門リンパ節であり，

喫煙等の因子の影響でRES増生が盛んになり，67Gaの集積をきたしたと推測される．

1．目　　的

　67Ga－citrate（以下67Gaと略す）は，腫瘍，炎症

以外にも唾液腺，乳腺等の正常組織にも集積され

ることが多数報告されている1’一’5）．胸部X線写真

上肺門に異常がない症例で両側肺門に67Gaが集

積することがあり，いわゆる生理的肺門集積（以

下肺門集積と略す）として近年報告されている

が6～8），集積機序は不明で加齢による非特異性変化

とみなされることが多かった6・8）．

　そこでわれわれは，集積因子として喫煙にはじ

めて着目し，肺門集積と喫煙との関係を解析する

とともに，喫煙負荷実験を行い，シンチカメラお

よびウエルカウンターでのRIカウント比の測定，

および肺門リンパ節のmicroautoradiogramを作

製，解析することにより，肺門集積の機序につい

て考察した．
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II．方　　法

A．臨床研究

　1．対　　象

　昭和57年1月から58年12月まで，鳥取大学附属

病院にて334例の67Gaシンチグラムが施行され

ている．その中で臨床上，あるいは胸部X線写真

上，明らかな肺疾患，縦隔疾患，肺癌，食道癌等

の胸部悪性疾患，悪性リンパ腫，白血病等の血液，

リンパ系の悪性腫瘍を除いた148例を選別し，肺

門以外の胸部に集積を認めるもの，臨床上多発転

移を認めるもの，剖検にて肺門リンパ節転移を認

めたものを除いた103例について，67Gaシンチ

グラムの肉眼的解析および定量的解析を施行した．

　103例の臨床診断名の内訳はTable　lのごとく

である．良性病変18例，悪性病変85例，男性65例，

女性38例，年齢は15歳から89歳60．6士15．4（mean

土1S．D．）歳であった．

　全例の喫煙歴を調べ，佐藤ら9）の方法のごとく，

過去1年以上毎日喫煙しているものを喫煙者，全

く喫煙しないか，過去1年以上喫煙していないも

のを非喫煙者と二群に分類した．

　全例の年齢層別，性差別，喫煙歴別の内訳は

Table　2のごとくである．喫煙者は，男性46例，
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236 核医学　24巻3号（1987）

女性7例の合計53例，年齢は60．9±14．7（mean±

1S．D．）歳であり，非喫煙者は，男性19例，女性

31例の合計50例，年齢は60．2士16．2（mean±1

S．D．）歳であった．男性の喫煙率は65人中46人で

70．7％であり，女性の喫煙率は，38人中7人で

18．0％であった．

　1日lpack（20本）を1年間喫煙した場合を1

pack　yearとすると，喫煙歴（pack　years）は，そ

れぞれの1日喫煙本数をpack　yearに換算したも

のに全喫煙年数を掛けて算出した．

　全喫煙者の喫煙歴は，30．2土15．4（mean土lS・D・）

Table　l　Clinical　diagnosis　of　cases

1．Malignant　diseases

　　Cancer　of　oral　cavity

　　Urinary　bladder　cancer

　　Uterine　cervical　cancer

　　Maxillary　sinus　cancer

　　Prostatic　cancer

　　Gastric　cancer

　　Bone　and　soft　tissue　tumor

　　Colon　cancer

　　Nasopharyngeal　cancer

　　Oropharyngeal　cancer

　　Hepatoma
2．　Benign　diseases

　　Bone　and　soft　tissue　tumor

　　Parotid　tumor

　　Nodular　goiter

　　Liver　hemangioma
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Table　2　Classification　of　cases
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Pack　years，男性の喫煙者は，32．1±　15．4　（mean土

1S・D．）pack　years，女性の喫煙者は，18．0士7・0

（mean±1S．D．）pack　yearsであった．

　2．方　　法

　a．6？Gaシンチグラムの肉眼的解析

　3人の放射線科医により，6？Gaシンチグラムを

検討し，肺門集積の程度により，次の三段階に肉

眼分類した．肺門集積を全く認めないものを

Grade　O，胸部中央部の骨集積より低い集積を肺

門に認めるものをGrade　I，胸部中央部の骨集積

と同程度以上の集積を認めるものをGrade　11と

した．

　b．シンチグラムの定量的解析

　使用装置は，中エネルギー平行コリメータを装

着したシンチカメラ（日立γview　T），およびオン

ラインで接続したデータ処理装置（HARP　system）

である．検査方法は，6？Ga・・citrateを111　MBq

（3mCi）を患者に静注し，48時間後2本のγ線エ

ネルギー（93KeV，185　KeV）を選別し，　window

widthを20％として，それぞれの計数を加算し

てシンチグラムに記録，同時にコンピュータに収

集した．収集時間は200秒，matrixは128×128

であった．次にFig．1のごとく右肺門（A），左肺

門（B），バックグラウンドとして右大腿内側軟部

（C）にライトペンにて関心領域（ROI）を設定し，

1ピクセル当たりの平均カウントを算出した．さ
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Fig．1ROIs　and　forrnulae　for　calculating　hilus　back－

　　　ground　ratio，
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67Ga－citrateの肺門集積の研究 237

らにそれぞれのカウントより肺門バックグラウン

ド比，Hilus　Background　Ratio（以下HBRと略す）

を算出した．なお，全例ともバックグラウンドと

した右大腿内側軟部に異常は認められなかった．

Table　3　Hilus　background　ratios　of　each　grades

　　　　　　　　　　　n　　　　　HBR

隠：1　　‡　；：1量！：1証

G，ad，　II　3。3．77士1．。7］・・

1）HBR：Hilus　Background　Ratio
2）Grade　O　vs．　Grade　I傘p＜0．05

　Grade　l　vs．　Grade　IIホ＊p〈0．05

Table　4　Distribution　and　difference　of　HBR　between

　　　　smoker　and　non　smoker

　c．検討項目

　まずHBRを集積の程度の指標として，さきの

肉眼分類と定量的解析の比較検討を行った．次に

全症例をHBRの値で12群に分けて表示し，　HBR

4．50以上を集積陽性群，それ以下を集積陰性群と

して，それぞれの喫煙者数と非喫煙者数を調べた．

　さらに喫煙者，非喫煙者別，性別と喫煙歴の有

無を組み合わせたsubgroup別，年齢層別にHBR

を算出し，肺門集積の因子について検討した．な

お，おのおののHBRの比較検討は，　t検定を用

いて行い，pく0．05を有意差ありとした．

　3．結　　果

　a．肉眼分類と定量的解析の比較（Table　3）

　Grade　Oは45例，　Grade　Iは28例，　Grade　IIは

30例であり，肉眼的に肺門の集積が高くなるにつ

Smoker Non　smoker

HBR

6．oa6．49

5．50－5．99

3．52土1．09　　　　　　　　2．73±0．95

　　　　　L＿＿＿＊　＿＿＿＿▲

Table　5 Difference　of　HBRs　among　sex　and　its　sub－

9「oups

●

mean±1S．D．
　（n＝53）

●●

　　　　　　●●●5．00－5．49

4．50－4．99

4．00－4．49

3．50－3．99

3．00－3．49

2．50－2．99

●●●●●
●

12 1

mean士1S．D．
　（n＝50）

Male
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3．37±1．10＊

●●●●●
●●

●●●●●

●oo
●●●●O
OOO
●●●●●

●●●o

　　　　　　●●●●●　　412．00－2．49

1．50－t．99

1．OP－1．49

0．50－0．99

●Male

●●●●

3．55土1．20＊“

2．94±0．86＊＊

●

2．74±0．87．

3．38土0．33．＊＊

2．60：と0．88s＊＊

OFemale
り　Abbreviation　is　as　in　Table　3

2）寧p〈0．05

49

●●OO

●●●oo
oo
●●●OO
OOO
●●●●●

●oooo

　　　　　　　　　　　　　　　mean士lS．D．
1）Abbreviation　is　as　in　Table　3

2）Male　vs．　Female　．Pく0．05

　Male　smoker　vs．　Male　non　smoker　＊硲p＜0．05

　Female　smoker　vs．　Female　non　smoker

　　ウ＊＊p＜0．05

Table　6　Difference　of　HBRs　among　the　age
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3．52土1．98

2．62±1．48

3．29±1．10

3．17：］：1．09

3．44：t1．59

2．97士0．92

2．93土0．83

3．40土0．63

　　　　　　　　　　　　　　mean」：lS．D．
D　Abbreviation　is　as　in　Table　3
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238　　　　　　　　　　　　　　　核医学

れて，HBRの値が有意に上昇していた（P＜0・05）・

　b．全症例のHBRの分布および喫煙者と非喫

　　煙者のHBRの比較（Table　4）

　HBR　4．50以上の集積陽性群は，喫煙者12例，

非喫煙者1例の合計13例，集積陰性群は，喫煙者

41例，非喫煙者49例の合計90例であった．陽性群

は，全例男性であった．

　喫煙の有無別のHBRの比較では，喫煙者が非

24巻3号（1987）

　　喫煙者より高値で，両群間に有意差を認めた

　（p＜0．05）．

　　c．性差別，およびsubgroup別のHBRの比
　　　較（Table　5）

　　性差別のHBRの比較では，男性が女性より有

　　意に高かった（p＜0．05）．subgroup別のHBR

　　の比較では，それぞれの性において喫煙者が非喫

　　煙者より有意に高かった（p〈0．05）．

R
A
〔

D
「
T
⊥

　　↑
Inspirator

　　switch

　　　　　　　　Fig．2・a

A）　Inspirator　switch　ON．

灘難

Cigarette
　　lock＼s 　人

Cigarette

べ」＼Room　air

←Acrylic　box
　　（40×45x　25cm）

↑

Rat

The　smoking　apparatus．

　Cigarette　lock　OFF　Air　lock　ON．

　　　　　　　（　10　seconds　）

B）　Inspirator　switch　OFF．

C）　InsPirator　switch　ON．

Smoke　i　s　puffed　away

Cigarette　lock　ON　Air　lock　ON．

　　　　　（　20　seconds　）

Smoke　fills　the　acrylic　box

Cigarette　lock　ON　Air　lock　OFF．

　　　　　（　30　seconds　）

Smoke　i　s　exchanged　to　room　ai）”’

Fig．2・b　The　mechanism　of　the　smoking　apparatus．
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67Ga－citrateの肺門集積の研究

　d．年齢層別によるHBRの比較（Table　6）

　年齢層別のHBRの比較では，10歳代，50歳代，

80歳代がやや高値を示しているが，各年齢層別に

有意差は認められなかった．

B．動物実験

　1．対　　象

　動物は，近交型バーゼルwister型雌ラット約

400g（380－420　g）（宮本実験動物）を10匹使用し，

このラットを喫煙負荷群5匹と喫煙負荷をしない

コントロール群5匹に分類した．

　2．方　　法

　a．喫煙負荷方法

　Figure　2－aのごとく人工喫煙負荷装置を考案し

た．2本の管を付着挿入した完全密封アクリル容

器内に動物を入れ，一方の管にポータブル吸引装

置をつけて40cmHgの陰圧を加え，一方の管を

二股にしてそれぞれの管に10ckを付けた簡単な

装置である．

　二股の一方の管に煙草（日本タバコ産業株式会

社製echo）を密着挿入したのち，　Fig．2－bのごと

く，inspirator　switchとair　lockをon，　cigarette

lockをoffの状態で煙草に点火すると煙草の主流

煙は，アクリル容器内に吸入される．

　実際の方法は，この吸入状態を10秒間行った後，

inspirator　switchをoff，　air　lockと　cigarette　lock

をonの状態を20秒間続け，煙を容器内に蔓延さ

せた．次にinspirator　switchとcigarette　lockを

on，　air　lockをoffの状態を30秒間続けた．この

状態では，アクリル容器内の煙はroom　airに置

き換わる．

　このように1分を1サイクルとして，連続1日

5サイクル，計5分間，1日1回で6日間連続，

1日休止のパターンで8週間喫煙負荷を施行した．

　b．シンチカメラにおけるカウント比の測定

　使用した67Ga－citrate（carrier　free）は，日本メ

ジフィジックス株式会社製で，67Gaを0．9％生理

食塩水で稀釈し，ラット1匹当たり約18．5MBq

（4．63MBq／体重100　g当たり）を腹腔内注射し，

48時間後，エーテル麻酔下，仰臥位にてデータを

収集した．使用装置はピンホールコリメータを装

239

着したシンチカメラ（日立γview　T）およびオン

ラインで接続したデータ処理装置（HARP　system）

である．3本のγ線エネルギー（93KeV，185　KeV

および296KeV）を選別し，それぞれの計数を加

算してシンチグラムに記録，同時にコンピュータ

に収集した．収集時間は300秒，matrixは128×

128，window　widthは20％であった．採取した

データより肺（肺野），大腿の軟部組織にライトペ

ンにて関心領域（ROI）を設定し，1ピクセル当た

りの平均カウントを算出，それぞれのカウントよ

り肺野軟部組織比を算出した．

　c．67Gaの組織内分布

　シンチカメラにてデータを採取後，ラットを脱

血屠殺し，肺，肺門リンパ節，肝，大腿の筋肉，

血液を採取した．各臓器の67Gaのカウント（cpm）

を測定し，はじめに投与された67Gaのカウント

（cpm）で割った値を百分率であらわし、各臓器の

重量（g）でさきの百分率を割った％／gを各臓器の

摂取率とした．

　67Gaのカウントの測定は，アロカARC－221

オートウエルカウンターを使用した（O－400・KeV）．

　d．microautoradiogram

　組織内分布を測定後，肺門リンパ節のmicro－

autoradiogramを作製した．方法は，石川，宋

ら10・11）の方法に準じてdipping法を施行した．

感光乳剤はサクラNRM　2，現像液はコニドール

X，定着液はコニフィックスを用いた．露出は冷

暗所にて約14日間であった．現像，停止，定着後

HE染色にて後染色を施行し，封入した．

　銀粒子の定量は，Wippleの接眼ミクロメーター

デスクを用い，金田ら12）の方法に準じて測定した．

　e．統計処理

　各実験の統計処理は，t検定を用いて行い，　p＜

0．05を有意差ありとした．

　3．結　　果

　a．シンチカメラにおけるカウント比の測定

　　（Table　7）

　肺野，肺野軟部組織比とも，両群間に有意差は

認められなかった．両群の胸部のシンチグラム

（拡大像）をFig．3に示す．
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Table　7

核医学

Count　ratios　of　rat　67Ga　scintigram　at　48　hr

after　the　injection

24巻3号（1987）

Table　8 Biodistribution　of　67Ga　citrate　in　rats　at　48　hr

after　the　injection

Smoked
9「oup

Control

group
P

Smoked
group

Control

group
P

Lung（Lung　field）

Soft　tissue

Lung　soft　tissue　ratio

NS：not　significant

　　n＝5

10．0士453

17．5±7．00

0．57±0．17

　　n＝5

8．50士3」4　NS

21．5±9．20　NS

O．40±0．22　NS

n＝5 n＝5

mean十lS．D．

Hilar　lymph　node

Lung
Liver

Muscle

Blood

Lymph　node　muscle
　ratio

Lung　muscle　ratio

Lymph　node　blood
　ratio

Lung　blood　ratio

0．30士0．07　0．22士0．03　NS

O．33士0．03　0．36±0．03　NS

2．49士0．03　　2．59士0．03　　　NS

O．15土0．03　0．22士0．06　NS

O．09士0．02　0」2士0．02　NS

2．00±0．61　　1．00：とO．30　＜〔0．05

2．20土0．48　　1．64士0．50　　　NS

3．33士1．06　　1．83士0．37　＜0．05

3．67土1．28　3．00土0．54　NS

mean±1S．D．（％Administered　Ga・67／g）

NS：not　significant
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67Ga　uptake　of　lung　field　of　smoked　rat　is　almost　same　as　that　of　control．
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67Ga・citrateの肺門集積の研究

Table　g　Difference　of　grain　counting　in　microauto．

　　　　radiogram　of　the　hilar　lymph　node

　　＊Mean　grain　counts＊in　autora－

n　　diogram　per　10，000μ2m2⊥
　　　standard　error　of　the　mean

き：濡㌶：　5i：1：1；°］・・

　＊Background　grains　were　counted　in　squares　just

　　outside　the　section　and　the　count　subtracted

　＊＊p・0．05

Fig．4　Light　microscopic　autoradiogram　of　the　hilar

　　　　lymph　node　of　the　smoked　rat．

　　　　There　are　silver　grains　on　thc　lymphatic　sinus

　　　　and　cytoplasm　of　macrophage．　Histological

　　　　diagnosis　is　so－called　sinus　histiocytosis．

　b．67Gaの組織内分布の検討（Table　8）

　肺門リンパ節／1血L液比，肺門リンパ節／筋肉比

とも，喫煙負荷群が有意に高か’・た（P＜0．05）．し

かし，肺／血液比，肺／筋肉比とも両群間に有意

差は認められなかった．

　c．microautoradiogram

　肺門リンパ節中の銀粒子数は，喫煙負荷群が

コントロール群より有意に多かった（p〈0．05）

（Table　9）．喫煙負荷群の肺門リンパ節（Fig．4）は

コントロール群（Fig．5－a）に比して，　macrophage

の増生が著明であり，いわゆるsinus　histiocytosis

であった．一一部macrophageの細胞質中にも銀粒

子が存在していた（Fig．4，　Fig．5－b）．

HI．考 察

67Gaシンチグラムで両側肺門に集積を認め胸

241

Fig．5－a　Hilar　lymph　nodc　of　the　control　group．

Fig．5・b　Magnitication　of　the　light　microscopic　auto－

　　　　　radiogram　of　the　smoked　rat・

　　　　　Thcre　are　silver　grains（arrow）in　the　cyto－

　　　　　plasnl　of　the　macrophage・

部X線写真上，あるいは臨床上異常を認めない

｛，のを肺門集積とし検討され，近年報告されてい

る．集積機序は不明であり，加齢による退行性変

性6），呼吸器感染症の既往等による慢性非活動性炎

症の存在8）などが考慮されているが，その原因に

ついて実験的に考慮された報告例はない．われわ

れは，集積因子としてはじめて喫煙に着目し，喫

煙と肺門集積との関係を定量的に解析するととも

に，動物実験を加えて集積機序について考察した．

　67Gaシンチグラムの定量解析については，い

くつかの報告があるが13”15），肺野をバックグラウ

ンド｛以下BKGと略す）として処理することが

多い．しかし，老人性の線維症性変化，慢性気管
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支炎等の各種の変化で肺野内のカウントが変動す

る可能性がありBKGとして肺野を考慮するのは

問題がある．一方肝をBKGとすることも考えら

れるが，鉄代謝，肝機能等で肝内カウントが変動

する可能性があり16・17），今回，大腿内部の骨を除

いた軟部組織をBKGとするHBRを算出した．

本法が，関心領域の設定が容易であり，諸条件の

変動が，肝，肺をBKGとするより少なく，また，

三人の放射線科医による肉眼的解析とよく一致し，

集積の程度の指標として優れていると考えたため

である．

　肉眼分類にて肺門集積のないGrade　OのHBR

の平均値に標準偏差の2倍を加えた値が，4．50－

4．99の群に入るため，今回HBR　4．50を閾値とし

て用い，肺門集積陽性群と陰性群に分類した．

　臨床例の検討では，肺門集積陽性群のうち喫煙

者が大部分を占め，喫煙者が非喫煙者よりHBR

の値が有意に高いこと，男女の喫煙歴別のsub－

groupにおいても，喫煙者が非喫煙者よりHBR

の値が有意に高いことより，肺門集積に喫煙の関

与を強く示唆されている．

　性差別のHBRの比較では，男性が女性より有

意に高く，男性の喫煙率が女性に比して高値を示

すことが原因の一つと考えられる．

　年齢層別のHBRの比較では，10歳代，50歳代，

80歳代に高値を認めているが，各年齢層別に統計

学的に有意差を示していない．10歳代に高値を示

しているが，喫煙歴（pack　years）の概念からすれ

ば，今までの結果と矛盾する所見である．喫煙以

外の因子，例えば，X線写真では見落とされた肺

門の非特異性炎症性変化等が対象に混在していた

可能性がある．肺門集積と年齢因子とは有意に関

係するという報告が多いが6・8），われわれの研究で

は年齢層別の有意差は認められなかった．しかし，

各年齢層別の数が少なく，早急に結論を出せない

と思われる．さらに症例を重ねて検討すべき項目

である．

　肺門集積の集積部位は不明であるが，肺門リン

パ節，気管支，血管等を考慮すべきである．

Edwardsら4）は，分泌腺組織に67Gaの集積の可

能性を述べている．肺門にこれをあてはめれば気

管支分泌腺に67Gaが集積することになるが，そ

のように考えると肺門以外の肺野に集積がみられ

てもよく，したがってびまん性に67Gaが肺に集

積される可能性が大である．血管も同様に考える

と肺門リンパ節への集積が最も考えやすい．著者

らの動物実験でもmicroautoradiogramにおいて，

喫煙負荷群がコントロール群より肺門リンパ節の

カウントが有意に高く，一方肺（肺野）のカウン

トは，シンチグラムにおけるカウント比，および

67Gaの組織内分布において両群間に有意差を認

めないことより，肺門集積部位は，肺門リンパ節

への集積と考えられる．

　喫煙により肺門リンパ節集積が増大する機序と

して，microautoradiogramより類洞内にmacro－

phageの増生と一部macrophageの細胞質中にも

銀粒子が認められることより，RESに取り込まれ

た67Gaがリンパ流にのって肺門リンパ節に集積

されたものと思われる．

　67Gaの肺門集積機序は不明であり，加齢によ

る因子，トランスフェリン等の生化学的因子18・19）

も関与していると思われるが，何らかのリンパ節

の支配領域の炎症性変化等によりRES増生が著

明になり肺門リンパ節中に67Gaが集積されてい

る可能性がある．したがって肺門集積は病的な変

化を示し，生理的とするのは不適当な表現の可能

性がある．

IV．結　　論

　67Gaの肺門集積機序の検討を目的に，胸部X

線写真上，あるいは臨床上肺に明らかな異常を認

めない103例について，67Gaシンチグラムの肺

門部を喫煙歴を重点に定量的解析するとともに，

喫煙負荷実験を行い，次の結論を得た．

　1．肺門集積と喫煙は，定量的に有意な関係を

認めたが，肺門集積と年齢には有意な関係は認め

られなかった．喫煙因子が肺門集積の機序に関与

している可能性がある．

　2．喫煙負荷実験において，肺門リンパ節中の

67Gaの集積が有意に多く，その組織所見は，類
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洞内のmacrophageの増生であった．このことよ

り肺門集積部位は，肺門リンパ節であり，何らか

の機転によりRES増生が盛んになり67Gaの集

積をきたしたと推測される．

　稿を終えるに当たり，ご指導，ご校閲を賜りました恩

師勝部吉雄教授，およびご校閲を賜りました，本学第二

病理学教室市原間一教授ならびに第三内科学教室佐々木

孝夫教授に深甚なる感謝の意を捧げます．また，本研究

においてご協力をいただきました放射線医学教室員諸兄，

第二病理学教室豊島盛久氏に深甚なる感謝の意を捧げま

す．

　本論文の要旨は，第44，45回日本医学放射線学会

（1985，86），第25回目本核医学会総会（1985）に発表した．
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Summary

　　　　　　　　Investigation　of　the　Gallium－67　Citrate　Hilar　AccumUlation

－
Especially　the　Relationship　between　the　Hilar　AccumUlation　an《1　Smoking一

Yuj　i　SUTO

Departme〃’of　Radiology，7b〃or∫［lniversity　School　ofルled匡d〃e

　　To　study　the　67Ga　hilar　accumulation，　author

quantitatively　analyzed　67Ga　scintigrams　of　pa－

tients　having　no　chest　disease　and　normal　chest

roentgenograms．　Relationship　between　hilar　accu－

mulation　and　smoking　was　quantitatively　and　ex－

perimentally　studied．

　　The　conclusions　were　as　follows：

　　1．　There　was　significant　relationship　between

smoking　and　67Ga　hilar　accumulation　but　there

was　no　significant　relationship　between　aging　and

the　hilar　accumulation．

　　2．The　6？Ga　uptake　of　the　hilar　lymph　node

of　smoked　rat　was　higher　than　that　of　control

group　on　microautoradiogram．　The　histological

finding　of　the　hilar　lymph　node　of　smoked　rat　was

sinus　histiocytosis．

　　3．Activated　histiocytosis　of　hilar　lymphatic

sinus　by　some　factors　including　smoking　seemed

to　be　responsible　f（）r　67Ga　hilar　accumulation，　of

which　mechanism　was　unknown．

　　Key　words：　67Ga　hilar　accumulation，　Smok－

ing，　Microautoradiogram，67Ga　scintigram，　Quan－

titative　analysis．
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