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《原　著》

甲状腺機能充進症治療前後における肺機能と

換気血流動態の変化

森　　　豊＊　　間島　寧興＊

川上　憲司＊

島田　孝夫＊＊　富永　　滋＊＊＊

　要旨　甲状腺機能充進症治療前後における，肺機能と換気血流状態の変化について検討した．肺機能検査

では，治療後に，肺活量（VC）の増加と残気量（RV）の減少を認めた．換気シンチグラフィによる換気分布

は治療前後で，有意な変化は認めなかった．

　肺血流シンチグラフィでは，甲状腺機能充進症の91％に上肺野の血流増加を認め，それに伴って上肺野

における換気／血流比は正常に比べ低下していた．治療後，甲状腺機能の正常化とともに上肺野の血流増加

も正常化した．肺活量の増加と残気量の減少は，握力の改善より推測するに，治療後に胸郭の収縮力，つま

り呼吸筋の筋力が回復したことによると考えられ，また肺血流分布の改善は，心拍出量の正常化によると考

えられた．

1．はじめに

　　甲状腺機能充進症の肺機能に関する研究は1920

［年代より，呼吸器機能検査の進歩とともに行われ

　てきた1”4）が，肺換気血流動態よりその病態を検

　討した研究は少ない．中でも近年急速に進歩した

　核医学的手法を用いた研究は皆無である．そこで

　甲状腺機能充進症治療前後の肺換気血流動態の変

　化を核医学的手法5’”7）を用いて検討した．

II．対　　象

　対象は，昭和51年4月より61年1月までの間に

当科甲状腺外来を受診した甲状腺機能充進症患者

32例（男性16例，女性16例，年齢31－61歳）で，

いずれの患者も肺換気血流検査を行うにあたって

同意を得ている．

　＊東京慈恵会医科大学放射線医学教室
＊＊　　　　同　　　　第三内科

＊＊＊ 順天堂大学浦安病院内科

受付：60年12月27日

最終稿受付：61年11月28日

別刷請求先：東京都港区西新橋3－25－8　（O　105）

　　　　　東京慈恵会医科大学放射線医学教室

　　　　　　　　　　　　　　　森　　　　　豊

　治療方法は1－131によるRI治療または，抗甲

状腺剤内服にて行った．

　32例中11例は甲状腺機能充進症の治療前に，11

例は治療後正常機能状態で，10例は治療前後に，

肺換気血流シンチグラフィを行った．

　20例は肺機能検査を治療前後で行った．胸部X

線上異常影を認めたものと肺に慢性炎症の存在が

疑われた症例は今回の対象から削除した．治療後

の筋力回復の目やすとして，握力計で治療前後の

握力の測定も行った．

m．方　　法

　被験者を坐位とし，背面よりシンチカメラ（島

津PHO／GAMMA　LFOV中エネルギーコリメー
タ装着）を使用した．肺換気シンチグラフィは，

Kr－81m（10mCi）持続吸入法で，肺血流シンチグ

ラフィは，Kr－81m（10　mCi）持続静注法または

Tc－99m　MAA（Macro　aggregated　albumin　5　mCi）

静注法で行った．画像処理はシンチパック2400

（島津社製）を使用し肺血流換気比イメージを作成

した．

　肺シンチグラフィ以外の検査として，肺活量
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（VC），機能的残気量（FRC），残気量（RV），全肺気

量（TLC）のほか，フローボリュームカーブ（V25，
　

V50），クロージングボリューム，肺拡散能（DLco）

等の肺機能検査を行った．

　握力は，握力計にて呼吸機能検査前後1週間以

内に測定した．

IV．結　　果

　Figure　1は甲状腺機能充進症治療前後における

肺機能検査結果を示す．また，Figs．2，3は同一

症例におけるVCとRVの変化を示す．　VCは治

療前3，513±854m1から治療後3，810土864　m1と
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Fig．1　Change　of　Iung　volumes　before　and　after　therapy　of　hyperthyroidism．（n＝20）
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Fig．3　Change　of　residual　volume　before　and　after

　　　therapy　of　hyperthyroidism．（n＝20）
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有意（P＜0．01）に増加した（Fig．2）・RVは治療前

1，720土309　mlから治療後1，437±289　mlと有意

（P＜o・Ol）に低下した（Fig．3）．

　TLC，　FRC，フローボリューム，クロージング

ボリューム，DLcoは，治療前後で有意な変化を

認めなかった．握力の治療前後の変化は，治療前

（26・7土11．6kg），治療後（32．8」：12．8　kg）と，治療

後に有意な握力の改善を認めた．

　肺換気血流シンチグラム所見については，まず

同一症例で治療前後の肺シンチグラフィを行った

10症例について検討した．肺換気シンチグラム所

見は治療前後で変化を認めなかった．肺血流シン

チグラムでは，治療前，上肺野における血流の増

加（Fig．　4上段）を認めていたが，治療後には正

常化し，上肺野から，下肺野へと重力に依存した
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血流分布パターン（Fig．4下段）を示した．

　次に，この10症例に加え，治療前または後に肺

シンチグラフィを行った22症例を対象とし，肉眼

的に換気イメージと血流イメージを比較し，上肺

での血流分布の増加の程度を，3段階評価した．

一部の症例は，コンピュータ（シンチパック2400）

を用いて，血流／換気比（Q／Vratio）のイメージ

を作成し，評価した．Q／Vイメージとしたのは，

上肺野における血流分布の評価を容易にするため

である．三段階評価は，上肺野での血流増加の明

確なものをA群（＋＋）（Fig．5下段），中等度も

しくは軽度のものをB群（十），ほとんど認めない

ものをc群（一）（Fig．5上段）とし，3名の核医

学担当医師が評価した．こうして得られた上肺野

の血流分布と血中甲状腺ホルモンT4値との関係

　　　　　　　Anterior　view　　　　　　　　　　　　Posterior　view

Fig．4Tc・99m　MAA　lung　perfusion　images　in　sitting　position　before（upper）and　after

　　　（lower）therapy．
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を（Fig．6）に示す．なお，　T4の値は肺シンチグ

ラフィ検査前後10日間以内に行われた値を用いた．

　A群は10例中10例全例でT4値は17μg／dl以

上を示した．B群では15例中11例が，正常上限値

のT4値，13μg／d1以上を示した．　C群では正常

上限T4値，13μg／dl以上を示した症例はわずか
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Fig．5　Grade　of　Q／V　ratio　images．

に17例中2例であった．T4の値が13μg／d1以上

の甲状腺機能充進状態であった23症例中21例

91％に上肺野での血流増加を認めた．A群のT4

の平均値は19．8土0．89μg／d1，B群は14．8土3．39

μ9／d1，C群は8．9土2．4μ9／d1であり，　A群とB群

間はp〈0．01，B群とC群間もp〈0．Olで有意差

を認めた．

V．考　　案

　甲状腺機能充進症の肺機能検査に認められる変

化として，1920年代にすでに，VC低下1・2）が報

告されていたが，1960年代には，検査の進歩に

伴い，Steinらにより，さらに詳しい研究3）がな

された．今回の研究でも甲状腺機能充進症治療後

にVCは，　Steinらと同様，有意な増加を認めた．

しかしRVに関しては，治療後有意な減少を認め

た点で彼らの報告とは異なる．Steinらの対象は

7例と，われわれの20例の対象の半数以下である

こと，および装置の精度の影響があるものと考え

られる．VCが増加した場合，　TLCが増加するか，

RVが減少しなければならないが，　TLCに有意差
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　　　　　　　　Perfusion　　　in　　upPer　　lung　field

Fig．6　Relationship　between　T4　value　and　lung　perfusion　in　upper　l皿g　fields．
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がなく，当然RVの減少が予測された．　VCの増

加，RVの減少は，治療前後同時期に測定した握

力の改善より推測するに，呼吸筋筋力の低下の改

善によるものと考えられ，その改善が呼出筋に著

しいため，RVの有意な減少を生じたと想像され

た．

　換気シンチグラムは，甲状腺機能充進症治療前

後で変化を認めなかった．甲状腺機能充進症では，

気道には変化のないことが示唆された．

　肺血流シンチグラムで認めた，甲状腺機能充進

時の上肺野での血流増加は，肺血流量の増加によ

るものと考えられる7・8）．この上肺野での血流増加

が直接，肺動脈圧の増加5・8）を引き起こしている

かどうか解明するには，肺毛細血管の変化につい

ての検討を必要とする．Steinらも体プレシスモ

グラフィを使ってN20の摂取率から，肺毛細血

管血流量を測定し，血流量の増加を捕えている

が3），肺動脈圧に関しては，明確なデータを示し

ていない．

　肺血流量増加に伴い，DLcoの増加を認めなか

ったのは，DLcoに影響するほど大きな肺血流量

の変化ではないためと考えられた．

　甲状腺機能充進症の肺換気／血流比（V／Q）は，

上肺野での血流増加により，上肺野で正常人より

も低値を示した．このV／Qを評価することによ

り，甲状腺機能充進症の肺循環動態を，より明確

に捕えることが可能と考えられた．こうした心肺

循環動態の変化を知ることは，甲状腺機能充進症

治療患者の治療前後における循環動態の客観的一

指標として，これまで行われてきた心電図，心拍

数，心拍分画などの評価に加えるべき検査法と考

えられた．

VI．まとめ

　1）　甲状腺機能充進症治療前後で，VCとRV

は有意な変化を認めた．治療後VCは増加しRV
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は減少した．これは握力の改善より推測するに，

呼吸筋の筋力低下の改善が原因と考えられた．

　2）甲状腺機能充進症治療前後で，TLC，　FRC，

V25，　V50，　CV，　DLco，は有意な変化を認めなかっ

た．

　3）肺換気分布は，甲状腺機能充進症治療前後

において，ほとんど変化を認めなかった．

　4）肺血流分布は，甲状腺機能充進症において，

上肺野での著しい血流増加を認め，それに伴う換

気／血流比の低下を認めた．

　5）上肺野の血流増加は，治療後正常化し，治

療効果をよく反映した．

謝辞：稿を終えるにあたり，多大なるご協力を頂いた

アイソトープ科の技師の方々に深く感謝の意を表します．
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Summary
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

PUImonary　Function　and　V／Q　Distribution　in　Hyperthyroidism

Yutaka　MoRI＊，　Yasuoki　MAsHIMA＊，　Takao　SHIMADA＊＊，

　　　　Shigeru　ToMINAGA＊＊＊and　Kenji　KAwAKAMI＊

＊Dep〃t〃1θ川q〆Radわlogy，＊＊7カ∫r4加θr〃al」lfedicine，　Jikei　University　School　ofルledicine

帥＊1）epart〃ient　of　Medici，〃e，　U卿αぷ〃bra〃ch　oflun’0〃do　Univers〃γ　School　ofルfedicine

　Pulmonary　functions　of　the　hyperthyroidisms

were　evaluated　before　and　after　therapy．　Kr－81m

continuous　inhalation　and　Tc－99m　MAA（Macro

Agguregated　Albumin）perfusion　study，　spiro－

graphy（VC，　RV，　FRC，　TLC，　CV），　Diffusion
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　　　　
capacity，　and　flow　volume（V25，　V50）study　were

done　befbre　and　after　therapy　of　32　hyperthy－

roidisms．

　　As　a　result　VC％increased　and　RV％decreased

significantly　after　the　therapy，　due　to　improvement

of　weakness　of　respiratory　muscle．　No　significant

changes　were　recognized　on　FRC，　TLC，　CV，　DLco，
■　　　　　　　　　　　　　

V25，　V50　after　the　therapy．　PerfUsion　shifted　to　the

upPer　lung　fields　in　21　（91％）　out　of　23　hyper－

thyroidism　patients．　There　was　no　significant

change　of　ventilatory　distribution　after　the　therapy．

　　N7／Q　ratio　in　upPer　lung　fields　therefbre　de－

creased　in　hyperthyroid　state．　After　the　therapy，

perfusion　in　upper　lung　fields　recovered　to　normal

pattern，　corresponding　to　normalization　of　T4

value．　Shift　of　perfusion　to　upper　lung　fields　was

considered　to　be　one　of　pathophysiological　changes

of　hemodynamics　in　the　hyperthyroidisms．

　　Key　words：Hyperthyroidism，　Ventilation　per－

fusion　ratio，　Pulmonary　function　test，　Tc－99m

MAA，　Kr－81m．

Presented by Medical*Online


	0245
	0246
	0247
	0248
	0249
	0250



