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《原　著》

小児喘息患者におけるエアロゾル肺吸入

　　　　シンチグラフィの臨床的意義

鳥井　芳邦＊　　仲山　　親＊　　中田

田中　正章＊＊　郡　　建男＊＊

肇＊ 高橋　里美＊

　要旨　間欲期の小児喘息患者37名に41回のエアロゾル肺吸入シンチグラフィを施行した．肺吸人イメー

ジを4型（type　l：RIの肺内沈着分布が均一でhot　spotを認めない．　type　II：Rlの末梢肺内沈着分布は均

一であるが肺門付近にhot　spotを認める．　type　lllD（一）：Rlの肺内沈着分布が不均一でhot　spotを認める．

type　IIID（＋）：type　IIID（一）の所見に加えて肺野の欠損像を認める．）に分類し，成人における報告例お

よび臨床症状と比較検討した．成人喘息患者例では未だ報告されていない正常分布（type　Dが5例（12％）

にみられた．type　Iとtype　IIは臨床的には同一・視して良いと思われた．　type　IHではtype　I，　IIより喘息

の重症例が多い傾向であったが，エアロゾルパターンと臨床的重症度に有意差は認めなかt）た．しかし，発

作頻度からみるとその間には有意差を認めた．エアロゾルシンチは，肺機能検査の協力が得られ難い小児に

も有用な検査手段であると思われる．

1．はじめに

　エアロゾル肺吸入シンチグラフィ（以下，エア

ロゾルシンチと略）では，吸人されたエアロゾル

の肺内沈着分布の解析により，局所換気量および

気道の開通性の検討が可能とされている1）．また，

肺内に沈着したエア・ゾルの経時的な動きの観察

による気道上皮粘膜線毛の浄化作用の評価も報告

されている1・3）．

　気管支喘息は気道の可逆的閉塞性障害であり，

エアロゾルシンチの興味ある対象の一つである．

鈴木ら4）は，同一患者における検討で発作時から

寛解期への臨床的変化がエアロゾルシンチの分類

の進行度の移動としてみられるとし，気道内の流

体力学的状態の可逆的変化を静的な画像に描出可

能で，喘息の治療効果の判定や経過観察に有用で

あると報告している．

＊産業医科大学放射線科
＊＊　　　　同　　　小児科

受付：61年11月t7　H
最終稿受付：62年ll月27日
別刷請求先：北九州市八幡西区医生ケ丘1－1（㊦807）

　　　　　産業医科大学放射線科
　　　　　　　　　　　　　鳥　井　芳　邦

　今回われわれは，小児喘息患者にエアロゾルシ

ンチを施行する機会を得たので成人における報告

例と比較検討するとともに，病状が変動し易く，

肺機能検査などに協力が得にくい小児喘息患者の

病態を客観的に評価が可能か否かについてエアロ

ゾルシンチを臨床的にも検討したので考察を加え

て報告する．

II．対　　象

　対象は臨床症状および諸検査により気管支喘息

と診断された患者37名（男児27名，女児10名）で

41回の検査を行った．年齢は3歳から15歳に分布

し，平均は9．5歳であった．対象の多くは常時，

ないしはしばしば気管支拡張剤の投与を受けてい

るものである．今回特に検査目的のために投薬し

た例はない．41回の検査のうち4回は入院中に，

37回は外来で，いずれも発作間欲期に検査を施行

した．しかし，そのうち検査中に発作を生じたも

のが2例あった，

皿1．検査および検討方法

エアロゾルシンチは99mTc－milli　microsphere
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Fig．1　　Patterns　ofaerosollung　inhalation　scan（aerosol　patterns）in　children

　　　with　asthma．　Type　I：homogeneous　distribution　without　hot　spot

　　　formation．　Type　II：homogeneous　distribution　with　hot　spot　for．

　　　mation．　Type川D（一）：inhomogeneous　distribution　with　hot　spot

　　　formation，　but　without　defect．　Type　IIID（十）：：with：defect．

albumin（MISA）20　mCi（740　MBq）を使用し，坐

位で10分間安静呼吸にて吸入させた．エアロゾル

発生装置はミドリ十字社製のTCK9－MEDI－61で，

キャリアガス酸素流量は61／minとした5）．吸入

後直ちに，低エネルギー用汎用コリメータ装備の

日立製のシンチカメラでプリセットタイム各1分

間にて前面，後面，左右両側面の4方向により撮

影した．その後，正面より連続的に30分間，さら

に約1．5時間後および3時間後に前後2方向より

撮像した，

　得られたシンチグラムにつき次のことについて

検討を加えた．

　1．エアロゾルシンチのパターン分類

　2．各エアロゾルパターンと次の事項について

　　の比較

　　1）hot　spotの肺内分布

　　2）hot　spotの消失時間

　　3）喘息の重症度との関係
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Fig．2　Relationship　of　shape，　number，　and　disti’ibLiti（／）n　of　hot　spots　with　aerosol　patterns．

　　4）　発作頻度との関係

　　5）治療効果および予後との関係

　　6）胸部X線所見との関係

　なお，喘息の重症度は日本アレルギー学会の気

管支喘息重症度判定基準6）を参考にし，検査の前

後各1か月ないし2か月間内に喘鳴ないし発作の

あった口の1週間当たりの平均日数，および発作

強度との組み合わせにより，0（発作や喘鳴のない

状態），1（軽度），2（中等度），および3（重度）の

4通りに分類した．

IV．結　　果

　1．エアロゾルシンチのパターン分類

　鈴木ら4）および須井ら7）の報告を参考に，中枢

気道系の過剰沈着（いわゆるhot　spot）の有無

および肺内沈着分布の均一度により5型に分類可

能だが，われわれの症例では，鈴木らの11群（す

なわ亡）Rlの肺内沈着分布は不均一であるが，　hot

spotを認めないもの）に相当する例がなく，以下

の4型に分類された．それぞれの代表例をFig．1

に示す．

　type　I：RIの肺内沈着分布は均一一・であり，　hot

　　　　　spotを認めないもの．

　ty　pe　l　l：RIの末梢肺内沈着分布は均一である

　　　　　が，肺門付近にhot　spotを認めるもの．

　tyep川：RIの肺内沈着分布が不均一でhot

　　　　　spotを認めるもの．

とした．また，これらを肺野に明らかな欠損を伴

うか否かにより次の2つに分類した．

　type　lllD（＋）：肺野に明らかな欠損像を認め

　　　　　　　　るもの．

　type川D（一一）：肺野の欠損像が不明瞭なもの．

　このパターン分類により，対象37名41回の検査

はtype　l：5回，　type　II　l　13回，　type　IIID（一）：

7回，type　IIID（｝）：16回に分けられた．この

うち検査中発作状態となったものが2例，2同あ

ったが，ともにtype　IIID　（＋）を示した．

　2－1）hot　spotの肺内分布

　症例の分布をFig．2に示した．　type　IIではほ

とんど肺門部近傍の中枢側にみられた．hot　spot

数は3個以下で，形は円形であった．type　Hlで

は大半が肺野中間層を中心に分布し，hot　spot数

は4個以上で，形は索状ないし㌔円形のものが多

くみられた．

　2－2）hot　spotの消失時間

　type　Iおよび吸入不十分でhot　spotの消失の判

定が不能な4回を除いたtype　II　13回，　type

HID（　）5回，　type　lllD（十）14回の計321司で
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検討した．結果をFig．3に示したが，13回の

type　IIのうち12回でRI吸入終了後約2時間ま

でに全てのhot　spotの消失がみられた．5回の

type　IIID（一）では2回は2時間以内に，1回は

35時間後に全hot　spotの消失をみたが，残りの

2回では3時間後もhot　spotがみられた．14回

のtype　IIID（＋）では，全例約3時間後もhot

spotがみられた，

　2・3）喘息の重症度との関係

　間猷期の41回の検査のうち，検査中発作状態に

なった2例2回，および重症度不明な2例2回を

除く37回について検査前後2か月間の重症度と比

較した．小児の場合，肺の解剖学的発達には年齢

により差がみしれるので8，9），5歳以上10歳未満

と10歳以上の2群に分けて検討した．結果を

Fig．4に示した．　type　llIでは他の2群に比較し

て重症例が多い傾向にあったが，z2検定ではこれ

らの間には統計上有意差は認めなかった．

　2－4）発作頻度との関係

　結果をFig．5に示した．発作頻度は，検査日

の前後2か月以内に発作ないしは喘鳴のあった日

数を計算した．有意差の検定にはt検定を用いた．

type　I：4．7土3」　日，　type　II：3．4士3．8　日，　type

IIID（一）：8．5土7．3日，　type　IIID（十）：12．8±
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10．3日であった．type　Iとtype　IIの間には有意

差は認めなかった，type　IIからtype　IIID（一），

type　IIID（一←）となるに従って発作頻度が増加し，
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重症になる傾向がみられた．しかし，統計上有意

差を認めたものはtype　llとtype　IIID（一）との

間（P＜0．05）のみであった．また，type　I，　IIと

type　lIIとの間の検討では，　type　I，　II：3．7±35日，

type　III：11．3土9．4日であり，　tyPe　l，　IIよりtyPe

IIIで有意に発作頻度の増加がみられた（p＜0．01）．

　2－5）治療効果および予後との関係

　対象とした間歓期の37回の検査の中でも，患者

の状態には種々の程度の差が存在していた．つま

り，発作が比較的頻繁な時期に検査が施行された

例，外来治療を開始してまもない時期に施行され

た例，また発作頻度が減少し患者の状態が安定し

てきた時期に施行された例などである．そこで，

患者の状態が安定してきた時期に検査を施行され

た26例，29回に限ってエアロゾルシンチのパター

ンと治療効果の関係を検討した．治療効果にっい

ては，検査の各1か月前後の時期における重症度

の変化を指標とした．内訳はtype　I：4例4回，

type　II：10例10回，　type　IIID（一）：4例4回，

type　IIID（十）：8例11回であるが結果をTable

1に示した．type　IおよびIIでは，検査後患者

の状態の改善がみられる例が7例7回，不変が5

例5回，悪化が2例2回で改善傾向を示す例が多

かった．一方，type　IIIでは改善例が4例4回，

Table　l　Relationship　between　aerosol　patterns　and　changes　of　severity　of　asthma

Changes　of　severity

Aerosol　patterns Improvement
No　change

Exacerbation

Moderate Mild Mild Moderate

Type　I，　II（n・＝14）

Type　III（n＝・15）

3

4
4

く
ゴ
7

ぺ
∠

3 1

Table　2　Relationship　between　chest　radiographs　and　aerosol　patterns

Chest　radiographs

Aerosol　patterns Increased　interstitial　marking Overinfiation

＊（一） （＋） H十） ＊（一） （＋） （井）

Type　I　　　　　　　（n＝＝3）

Type　II　　　　　　（n＝＝7）

Type　IIID（一）　（n＝5）

Type　IIID（十）　（n＝＝7）

3
7
’
P
）
3

3 1

つ
」

7
3
3

1
4

1

＊（一）：none，（＋）：mild，（升）：marked
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不変が5例7回，悪化が4例4回で，不変ないし

悪化傾向にある症例が大半を占めた．しかしκ2

検定では統計上これらの間に有意差を認めなかっ

た．

　2－6）胸部X線所見との関係

　RI検査を施行した前後1か月以内に撮影され

た胸部X線写真正面像にてincreased　interstitial

markingsおよびoverin且ationの有無を検討した．

その程度は無（一），軽度（十），中等度～高度（廿）

とした．37例のうちtype　1：3例，　type　II　l　7例，

type　IIID（一）：5例，　type　IIID（＋）：7例の22

例について検討が可能であった．その結果を

Table　2に示す．　type　I，　IIの10例では全例異常

を認めなかった．type　IIID（一）ではoverin且ation

が5例中2例にみられたが，increased　interstitial

markingsを示す例はみられなかった．　type　lIID

（十）ではoverinflationが7例中4例に，また

increased　interstitial　markingsは7例中4例と約

半数にみられた．

V．考　　察

　鈴木らはエァロゾルシンチにて成人の喘息患者

では完全寛解期でもII群，すなわちRIの肺内分

布が不均一であるが，hot　spotを認めない症例ま

でにとどまり正常パターンはみられないと報告し

ている4）．エアロゾルシンチで肺内分布が不均一

なことは末梢気道系の異常を反映していると考え

られているが4・7），発作から遠のき，気道抵抗

やFEV1．o％が全く正常な喘息患者でもclosing

volume等の末梢気道病変に敏感な検査では高率

に異常を認め10），しかもそれが非可逆的なことが

多いといわれており11’v14），鈴木らの報告例はこ

のことをエァロゾルシンチで示唆したものと言え

よう．

　今回われわれは，間歓期の小児喘息患者を対象

にエァロゾルシンチを施行したが，正常分布であ

るtype　Iが5例（約12％）にみられる一方，鈴木

らの分類のII群はみられなかった．すなわち，

小児喘息患者では正常例がみられるが，成人例で

は完全寛解期でもなお末梢気道病変が存在してい

ることを示すと考えられる．その差の理由として

は，単に年齢による解剖学的差のみからは説明で

きないように思う．罹患年数，感染症などの合併

のほかに，小児喘息ではほとんどがアトピー型で

あるが成人では感染型などの非アトピー型が多く，

治療による反応も一般に前者の方が良いといわれ

ており15），そのような喘息病型の違いなどの要因

が複雑にからみあっていると考えられるが，はっ

きりしたことは不明である．

　末梢肺内分布が均一で，肺門付近にhot　spotを

認めるとしたtype　IIが13例（約32％）にみられ

た．この所見は鈴木らの分類4）にはみられず，須

井らの健常者のエアロゾル分類7）のtype　IIに相

当するものである，須井らは，type　IIは正常分

布であるtype　Iと臨床上および肺機能上ほとん

ど差がないとしている．またhot　spot形成の理

由を，肺機能検査では検出されないほどわずかな

中枢気道系における流体力学的差によるとしてい

るが，われわれの症例ではほとんどの例でRI検

査と同時期に肺機能検査が施行されておらず，中

枢気道系に肺機能の異常があったか否かを確かめ

ることはできなかった．

　鈴木ら4）は，喘息では慢性閉塞性肺疾患（Chron－

ic　obstructive　pulmonary　disease）に比べhot　spot

の形成はより末梢部，区域，亜区域以下の気道系

への沈着が目立つと報告している．気管支喘息で

主に変化をきたす部位は区域ないし亜区域以下の

末梢気道と考えられており14・16），hot　spotの形成

部位が喘息における病変部位とほぼ一一Stしている．

われわれのtype　IIIも同様の所見で，喘息の病態

と合致すると思われる．一方，type　IIのhot　spot

はtype　IIIのそれとは肺内分布のみならず消失時

間等でも明らかな差がみられ，病態上別のものと

考えられる．

　エアロゾルシンチの喘息における臨床的意義に

関して鈴木ら4）は，発作期から寛解期への変化が

エアロゾル分類の進行度の変化としてみられるこ

とより，治療効果判定に有用であると報告してい

る．確かに入院を要する重症例などでは，経過観

察する上で良い手段かもしれない．しかし，日常
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の外来診療では，肺機能検査に比較すると，本検

査は装置やコストの点から繰り返しできる容易な

検査とは言い難い．できれば一回の検査で一定期

間の喘息の状態がある程度把握できれば好都合で

ある．今回の検討では，エアロゾル分類のtype

IIIを示すものが，　type　I，　IIより喘息の重症例が

多く，治療効果もやや不良である傾向はみられた

ものの，統計的に明らかな有意差はみられなかっ

た．喘息のような目時変化する可逆性疾患に対し

て，一回の検査で患者の状態を評価できるか否か

については疑問の残るところではあるが，今回の

検討では症例数が不十分であり，今後さらに症例

を増やして検討する必要があると考える．

　また，本検査は幼小児のように肺機能検査が得

られ難い症例でも，比較的容易に施行でき，それ

に代わって気道系の流体力学的異常を客観的に評

価できる4・17・18）．この点は本検査の大きな利点で

あり，今後小児喘息を始めとして，小児の肺疾患

を検討する上で有用な検査手段となり得る．もっ

とも小児の場合，検査時間が重要となるが，今回

の検討は定量解析を兼ねたもので，少なくとも定

性的評価に関しては，吸入後10分程度の時間で十

分であり，検査時間上の問題はないと思われる．

　胸部X線による検討も行ったが，間歓期でも

type　IIIの中には異常所見がみられるものがあっ

た．特にtype　IIID（＋）の一部には，不可逆的変

化と思われるincreased　interstitial　markingsがみ

られた．同じtype　III　D（一ト）といっても前述の

ように不可逆性変化を伴う患者も含まれており，

今後このような症例の評価のあり方が問題となる．

このような例では，やはり，反復検査による比較

検討が必要と考えられる．また，今回吸入不十分

なため，エアロゾル分類の困難な症例の取り扱い

がもう一つの問題として残る．定量的解析が解決

法となるかもしれないが，この点についてはさら

に検討が必要と思われる．

VI．結　　語

　間歓期の小児喘息患者37例41回のエアロゾルシ

ンチについて検討し，次の結果を得た．
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　1）これらの症例を4型に分類できた．type　1：

5回，type　II：13回，　type　IIID（一）：7回，　type

IIID（十）：16回であった．

　2）成人喘息患者例では報告されていない，正

常分布を示すtype　Iが5例（12％）にみられた．

　3）type　IIとtype　IIIのhot　spotを比較すると

肺内分布および消失時間等について明らかな差が

あり，両者は病態が異なっていた．また，type　I

とIIとの間では，喘息の重症度や発作頻度に差

がみられなかった．したがって，type　IIは喘息

の病態を反映しておらず，臨床的にはむしろtype

Iと同一視して良いと思われた．

　4）type　lIIでは，　type　I，　IIより喘息の重症例

が多い傾向であったが，エアロゾルパターンと臨

床的重症度に有意差は認めなかった．しかし，発

作頻度からみるとその間には有意差を認めた．

　5）エアロゾルシンチは，肺機能検査の協力が

得られ難い小児にも有用な検査手段であると思わ

れる．
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Summary

Aeroso1　Lung　lnhalation　Scintigraphy　in　Children　with　Bronchial　Astima

Yoshikuni　ToRII＊，　Chikashi　NAKAYAMA＊，　Hajime　NAKATA＊，

Satomi　TAKAHAsHI＊，　Masaaki　TANAKA＊＊and　Tateo　KooRI＊＊

　　　　　　＊DepartmentげRadiology，＊＊D卿π〃lent〔）f　Pediatr匡c3，

5吻o／〔）f　Medic加e，　Universiry　of　Occv脚tional・and・Envぴonmental　Health

　　Aerosol　lung　inhalation　scintigraphies　performed

on　37　children　with　bronchial　asthma　during

asymptomatic　periods　were　evaluated．　The　find－

ings　of　their　aerosol　lung　inhalation　scintigrams

were　classified　into　4　pattems，　as　type　I：homoge－

neous　distribution　without　hot　spot　fbrmation，

type　II：peripheral　homogeneity　with　central　hot

spot　formation，　type　IIID（一）：inhomogeneous

distribution　with　hot　spot　formation，　but　without

defect，　and　type　IIID（十）：with　defect．　These

aerosol　patterns　were　compared　with　those　of

previously　reported　adult　cases　and　with　the

severity　of　bronchial　asthma．

　　Normal　pattern　of　type　I　was　found　in　5　cases

（12％）of　our　infantile　asthmatics　in　contrast　to

previously　reported　adult　cases，　in　which　none　of

normal　pattern　was　found．　There　were　differences

between　type　II　and　type　III　in　both　distribution

and　disappearance　time　of　hot　spot，　which　indi・

cated　that　the　two　types　differed　from　each　other

in　radioaerosol　deposition　mechanism．　There　was

no　significant　correlation　between　type　I　and

type　II　in　the　severity　of　asthma　and　the　frequency

of　asthmatic　attack．　Type　II　may　be　clinically

considered　to　be　the　same　type　as　type　1．　There　is

the　statistically　significant　difference　between

type　I，　II　and　type　III　in　the　frequency　of　asthmatic

attack，　but　not　in　the　severity　of　asthlna，　although

most　of　serious　cases　showed　type　III．

　　Aerosol　lung　inhalation　scintigraphy　is　a　useful

examination　for　chi1dren　with　bronchial　asthma　in

which　lung　function　tests　may　be　difficult　to

perform．

　Key　words：　Aerosol　lung　inhalation　scinti－

graphy，　Asthmatic　child，　Bronchial　asthma．
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