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67Ga　citrateのびまん性肺集積の検討

　　　　薬剤性肺炎の予後を中心にして

　　　　Analysis　of　Diffuse　Gallium　Lung　Uptake

－
Especially　for　Prognosis　of　Drug－induced　Pneumonitis一

原田　雅史＊　　須井　　修＊

田内　美紀＊　　橘川　　薫＊

向所　敏文＊　徳山　教民＊

　　Masahumi　HARADA，　Osamu　Sui，　Toshihumi　MuKAHo，

Noritami　ToKuyAMA，　Miki　TANoucHi　and　Kaoru　KITsuKAwA

Depar〃nent　of　RadiolOgγ，　School　of　Medicine，　Tokushi〃1（1　Universi’y

1．はじめに

　67Gaシンチグラフィー（以下6？Gaシンチと略

す）が，薬剤性肺炎の早期検出に有用であること

は，すでに報告されている1～？）．しかし，67Ga

citrateのびまん性肺集積を呈する症例に遭遇した

場合，その治療の要否の判断に困難を感じること

もしばしばある．また，67Gaシンチと薬剤性肺

炎の予後について検討を行った報告はほとんど認

められていない．そこで今回われわれは，67Gaシ

ンチで両側性にびまん性肺集積を認めた56例の

うち，臨床的に薬剤性肺炎と考えられた21例を

中心に検討し，特にその予後について考察を行っ

たので報告する．

H．対象と方法

　昭和59年4月から昭和63年3月までに，徳島

大学医学部附属病院にて67Gaシンチが施行され，

両側肺野にびまん性集積を認めた56例のうち，
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薬剤が原因と考えられた21例を対象とした．

6？Ga・citrateは3mCiを投与量とし，静注48時間

後に胸部正面像で450～500kcounts収集しえる

同一プリセットタイムでスポット像を撮像した．

使用装置は東芝GCA－401－5あるいはSearle

LFOVを用い，中エネルギー用平行多孔コリメ

ー タを使用して，dual　Peak（93，184　keV），　triPPIe

peak（93，184，296　keV）で収集した．

　67Ga・citrateの両側性肺集積の判定は，縦隔や

心臓より集積の高いものを有意とした．肺集積の

程度は，視覚的には肝の集積を基準にして分類す

ることが多く1・ts｝，われわれも肝より低いものを

G・rade　1，肝と同程度のものをGrade　ll，肝より

集積の高いものをGrade川として分類した（Fig．
1）．

　薬剤性肺炎の診断は，67Gaシンチ施行前に化

学療法が行われており，他の肺疾患が除外できる

症例とした．すなわち，既往歴に慢性の呼吸器疾

患はなく，臨床的に感染症や膠原病，免疫不全は

除外できるものとした．さらに，シンチ施行時お

よび経過観察中の胸部単純写真，胸部CT等で胸

　Key　words：　67Ga　citrate　scintigraphy，　Diffuse　gal・

lium　　l皿g　uptake，　Drug－induced　pneumonitis，

Cyclophosphamide．
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　　Fig．1　Ga－67　scan　shows　pulmonary　high　uptake．

　　　　　a：Grade　I，　b：Grade　II，　c：Grade　IH．

c

水，肺炎，胸膜炎等の疾患が否定されたものであ

る．経過観察は可能な限り行って予後を調査した．

経過観察の期間は，4か．月から3年である．

m．結　　果

　臨床的に薬剤性肺炎と考えられた症例は21例

あった．この21例の67Gaシンチ検査時の胸部X

線写真では，明らかな線維化等の変化は，1例に

も認められなかった．21例の年齢は21歳から80

歳で平均年齢は58歳であった．

　薬剤性肺炎と考えられた21例の基礎疾患は悪

性リンパ腫が11例あり，頭頸部腫瘍が4例，肺

癌2例で，形質細胞腫，白血病，悪性黒色腫，脳

腫瘍が各1例であった．

　この21例の肺障害の原因と考えられた薬剤に

ついて検討を行った．Cyclophosphamide（以後

CPMと略す）の使用症例が13例と最も多かった．

またCPMは，　Bleomycin，　MethotrexateやPro－

carbazineと併用された症例が5例あった．　Bleo－

mycin，　Pepleomycin，　ACNU，　MCNUは，単独使

用例でも認められた．Cisplatinについては2例と

も気管支動脈注入によるものであった．また，

GOE（笑気，酸素，　ethrene）麻酔後数日以内に撮

像された67Gaシンチにて肺集積を認めた症例が

2例あった（Table　1）．　CPMが使用された症例に

ついて，その使用量を検討した．2，000mg以下

が13例中9例と多く，そのうち1，000mg以下の

少量例が4例あった．併用薬剤の影響を考慮して，

CPMのほか，肺障害をおこしやすい薬剤が併用

Table　l　Drugs　which　induced　pneumonitis

Drugs　　　　　　　Number　of　cases

Cy、1。ph。、匝、頑，　a1…，

Cyclophosphamide，　Bleomycin

Cyclophosphamide，　Methotrexate

Cyclophosphamide，　Procarbazine

Bleomycin

Pepleomycin

ACNU
MCNU
Cisplatin（Bronchial　artery　infusion）

GOE　anesthesia

　Total

Table　2

9

2

2

1

1

1

1

1

2

2

21

The　number　of　patients　with　drug・induced

pneumonitis　receMng　each　dose　of　CPM

Dose（mg）

　　1－1，000

1，001－2，000

2，001－3，000

3，001－4，000

4，001－5，000

5，001一

〔・t・1

Number　of　cases

　　4（3）

　　5（2）

　　2（2）

　　0（0）

　　1（1）

　　1（0）

13（8≧

（　）：Number　of　cases　receiving　cyclophosphamide

　　only

されていない8症例について投与量と発生数との

関係を検討した．抗癌剤による薬剤性肺炎の発生

は，薬剤の投与量と量的関係にあると言われてい

るが，今回われわれが検討した症例については，

その傾向は認められなかった（Table　2）．

　薬剤の投与から67Gaシンチでびまん性肺集積
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Table　3　1nterval　between　67Ga　scintigraphy　and

　　　　chemotherapy

635

　　　Interva1
0　　　　　ニー－2weeks

2weeks　－　l　month

lmonth　－3months
3months－5months

Number　of　cases

11

6

3

1

Table　4　Clinical　courses　of　the　patients　who　showed

　　　　symptoms

Case
No．　Grade

－
〔
∠
「
」
4
く
∨
‘
U
7
’

　
　
　
　
　
I

　
　
　
　
I
I
・

I
I
I
I
I
I
I
・

Interval　between
chemotherapy
and　manifesta－
　tion　of　the

　symptoms

　lmonth
　lmonth
　2months
　3months
　lmonth
　4months
　2months

Therapy　for
　drug－　　　Clinical
　induced　　　courses
pneumonltls

十

一

十

relief

relief

relief

relief

crisis

relief

death

Table　s　Grading　criteria　and　prognosis　of　the　patients

　　　　with　drug－induced　pneumonitis

No．　of　serious

　cases（％）

　1　（6）

　0　（0）

　1（100）

　2　（9）

隔膨躍

No．　of　No．　of　sympto－
CaSeS　　matiC　CaSeS（％）

tg－t－一．－5（28∫

　2　　　　1（50）
　1　　　　1（100）

　21　　　　7（33）

繍 9．・、ノ

Grade

I

l
l

川

Total

を確認するまでの期間について検討した．投与中

も含め最終投与より2週間以内が11例と最も多

く，21例中17例が投与終了より1か月以内であ

った（Table　3）．

　67Gaシンチにて薬剤性肺炎と考えられた21例

について，予後との関係を検討した．薬剤性肺炎

の症状としては，発熱，咳漱，呼吸困難等が多い．

67Gaシンチ検査後の全経過中に，これらの症状

を認めた症例は，21例中わずか7例（33％）であ

った．しかも7例のうち5例は経過中に胸部X線

写真で変化なく，治療も行わずに症状が改善した．

残り2例のうち，1例はMCNUの投与後に急速

に呼吸困難をきたしたが，レスピレータ装着によ

って回復し，67Gaシンチ検査1か月後の胸部X

調■im，L　副■臨
Fig．2　Chest　X・ray　study　and　Ga・67　scan　10　days

　　　after　first　chemotherapy　show　no　abnormality

　　　in　the　lung　field．

線写真で軽度の間質性変化が認められた．もう1

例は，CPM投与後に急性肺水腫による呼吸不全

で死亡した（Table　4）．

　67Ga・citrateの集積度分類と予後との関係では，

Grade　II，　IIIの症例数が少ないため断定できない

が，集積度が高くなるにしたがって症状を呈する

割合が多くなる傾向にある．しかし，Grade　Iの

症例にも，重篤な症例が認められた（Table　5）．

IV．症　　例

　CPMによる肺障害によって死亡した症例を呈

示する．患者は，74歳男性で右頸部原発の悪性リ

ンパ腫と診断され，昭和61年5月8日よりCHOP

療法（CPM　750　mg，　Adriamycine　50　mg，　Vinde・

sine　30　mg，　Prednisolone　530　mgを1クールとし

た）が施行された．CPM投与後10日目の67Gaシ

ンチでは，有意な肺集積は認めず，胸部X線写
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Fig．3　Chest　X・ray　study　shows　no　abnormality　but

　　　Ga・67　scan　shows　dif『usely　increased　activity

　　　in　both　lungs．

真でも明らかな異常はみられない（Fig．2）．5月

21日よリ6月18日まで全頸部に2Gy／日にて総線

量40Gyの放射線治療が施行された．7月4日に

撮像された67Gaシンチでは，前回より肺野への

集積が充進し，Grade　lの異常集積と考えられた

（Fig．3）．左腋窩にも異常集積を認めたため，さら

にCHOP　2クールが施行された．　CPM投与後18

日後に撮られた67Gaシンチにて，著明な肺集積

が認められ，Grade　IIIの異常集積と判断された．

左腋窩部への集積は少なくなっているもののまだ

残存している．この時点では，呼吸器症状はほと

んどなく，胸部X線写真では上胸部の照射野に

一致して，間質性変化が軽度みられるほか，異常

は認めなかった（Fig．4）．さらに，　CHOP　lクー

ル，VEPAM　lクール（CPM　400　mg，　Vindesine

3mg，　Prednisolone　400　mg，　Adriamycin　50　mg，

Fig．4　Chest　X－ray　study　shows　fibrotic　change　in　the

　　　radiation　field　but　no　abnormality　out　of　the

　　　field．　Ga－67　scan　shows　pulmonary　uptake　of

　　　Ga－67　higher　than　hepatic　one．

Methotrexate　40　mg）が施行された．　VEPAM施

行中の10月9日に67Gaシンチが施行された．肺

門，両側腋窩に異常集積を認めたものの，肺野へ

の集積は減少していた．しかし，このころより強

い呼吸困難が出現し，10月13日の胸部X線写真

では，両側に肺浮腫が認められた（Fig．5）．02吸

入やステロイド療法を施行し，抗生剤も併用した

が改善せず，VEPAM終了後14日目に死亡した．

CPM総投与量は3，400　mgであった．

　死亡後病理解剖が行われた．肺組織には浮腫を

中心とした変化が認められ，線維化や出血も軽度

認められた．縦隔，肺門にリンパ節の腫脹はみら

れるものの，肺野への浸潤は認めなかった．典型

的な肺線維症ではないが，薬剤の肺障害による呼

吸不全が死因と考えられた．
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Fig．5　Chest　X－ray　study　after　the　fifth　chemotherapy

　　　reveals　pulmonary　edema　but　Ga－67　scan

　　　shows　no　abnormality　in　both　lungs．

V．考　　察

　薬剤性肺炎の原因として，BleomycinやBusul－

fanがよく知られており，これらの薬剤性肺炎の

早期診断に，67Gaシンチが有用であると報告さ
れている5・6）．

　今回われわれの検討では，薬剤性肺炎の原因と

して，悪性リンパ腫等に良く用いられるCPMが

最も多かった．CPMの副作用としては，出血性

膀胱炎が有名であり，骨髄抑制，肝障害もよく認

められる．肺障害については，従来はあまり知ら

れていなかったが，最近認識が広まるにつれ，報

告例が増加している1～4・7・9”14），したがって，CPM

による薬剤性肺炎は，それほど稀なものではなく，

致死的経過をたどる可能性があることを考慮する

と，注目すべき副作用の1つと考えられる．

　薬剤性肺炎を引き起こすCPMの使用量につい

ては，諸家によって報告が異なる．近藤らの統計

によると，1，800～250，000mgで発症し，死亡例

637

は5，000mg以上の投与量で認められると述べて
いる16・17）．

　しかし，われわれの検討では，2，000mg以下の

少量で67Ga　citrateのびまん性肺集積を認めた例

が多かった．これは，薬剤性肺炎の早期診断に

67Gaシンチが有用であることを示す一方，臨床

的には治療を必要としない可逆的な状態まで検出

する可能性を示唆するものと考えられた．

　そこでわれわれは，薬剤による67Ga　citrateの

肺集積を認めた症例について，全経過の検討を行

った．症状を呈したものは，21例中わずか7例で

あり，そのほとんどが胸部X線写真で異常が出

現せず，治療も施行されずに自然回復した．

　また，抗癌剤による薬剤性肺炎の発生機序とし

ては，肺毛細血管内皮細胞や肺胞上皮細胞を障害

して，肺血管の透過性を充進させ，間質性肺炎，

肺線維症へ導くと考えられている8・13・17・18）．67Ga

citrateの肺集積は，おそらく肺血管透過性が元進

する時期から出現すると考えられ，このような臨

床的に可逆的な状態での薬剤性肺炎をも検出しう

ると考えられる．

　また，われわれが経験した死亡例では，CPM

投与量が3，400mgと従来の報告と比較すると少

量である．最近Tsudaらにより2，100　mgという

少量投与での死亡例も報告されている11）．このよ

うな少量投与による死亡例は，経過が非常に急速

であることが特徴と考えられる．われわれが調査

した薬剤性肺炎の症例は，21歳から80歳の範囲

で平均年齢は58歳であり，死亡例は74歳と高齢

な方に入り，Tsudaらの例も77歳と高齢であっ

た．臨床上は，抗癌剤の投与量と薬剤性肺炎の予

後との間に量的関係があてはまらないこともしば

しばあり，かなり個体差が関与しているものと推

察された．

　CPM使用患者における薬剤性肺炎検出のため

の，67Gaシンチの所見出現時期についても検討

した．CPMによるびまん性肺集積の出現は，総

投与量2，000mg以下が多く，化学療法1クール

もしくは2クール終了から1か月以内がほとんど

であり，2週間以内が最も多かった．ステロイド
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による治療が，薬剤性肺炎の早期に有効であり，

症状が出現し間質性肺炎が完了した時期では無効

であることもあわせて考えると，67Gaシンチの

施行時期としては，化学療法1ないし2クール終

了より1か月以内が目安であろう．

　67Ga　citrateの肺集積度分類と予後との関係に

ついては，Grade　H，川の症例数が少ないため断

定はできない．Albertらによると，肺集積の程度

と組織学的な炎症の程度との間には，相関関係が

あると報告されている8）．われわれの検討でも，

集積の程度が強くなるにつれ，症状の出現の割合

が増える傾向にあり，炎症の程度を裏づけている

可能性もある．しかし，集積度の低いものでも重

篤例が認められ，急速な経過をたどることから，

予後に関しては，集積の程度にかかわらず，慎重

な態度が必要と考えられる．

　肝を基準とするGrade分類は，67Gaのびまん

性肺集積の評価においてよく行われる視覚的分類

法である1・8）．しかし薬剤性肺炎について検討す

る場合，薬剤による肝障害のために肝の集積が低

下することがある．今回われわれが検討した21

例については，67Gaシンチ施行時に肝機能障害

を認めたものはないが，肝の集積を基準にする場

合常に肝機能の異常について確認する必要があろ
う．

　ACNUやMCNUによる肺障害の報告は，ま
だきわめて少ないが，死亡例も報告されてい

る14・15）．われわれもMCNUによる薬剤性肺炎の

重篤例を1例経験した．またGOE（笑気，酸素，

ethrene）麻酔施行後の67Gaシンチにて，びまん

性肺集積を認めた症例が2例あった．われわれの

調べた範囲では，GOE麻酔による67Ga　citrateの

集積については，報告がないが，ethreneには気

道刺激性があり可能性は十分考えられる．

　以上より化学療法終了1か月以内に，67Gaシ

ンチにてびまん性肺集積を認めた場合，多くは治

療を必要としない臨床的に自然回復する例である

ことから，ステロイドの投与をすぐに行う必要は

なく，血液ガス分析等の臨床検査を行い症状の変

化に注意して経過観察を続けても良いと考える．

しかし，急性の経過をたどる可能性のあることは

常に念頭におき，頻回に呼吸機能を検査するよう

な慎重な態度は必要であろう．

VI．結　　語

　1）67Gaシンチにてびまん性肺集積を認めた

56例のうち，薬剤が原因と考えられた症例は21

例あった．この21例のうち，症状を呈したもの

はわずか7例で，そのうち5例は治療も施行せず

自然回復した．このことより，67Gaシンチは，

薬剤性肺炎の早期検出に有効である一方，治療を

必要としない臨床的に可逆的な例の検出が多いと

考えられた．

　2）われわれが経験した薬剤性肺炎の死亡例は

CPM投与量が3，400　mgと少量であり，経過が

非常に急速であった．個体差の関与が考えられる．

　3）化学療法終了より1か月以内の67Gaシン

チにてびまん性肺集積を認めたものが21例中17

例あり，CPM投与量は2，000　mg以下（1～2クー

ル）が最も多かった．以上より薬剤性肺炎の早期

検出のためには，67Gaシンチの施行時期として，

1～2クールの化学療法終了1か月以内が目安と

考えられる．
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