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《短　報》

N－isopropyl－p－iodoamphetamineの肺集積

　　　　　　　に関する実験的研究

小須田　茂＊　　河原　俊司＊＊　石橋　章彦＊＊

久保　敦司＊＊＊　橋本　省三＊＊＊

田村　宏平＊＊

　要旨Wister系雄性ラットに1251－IMPを投与し，ミクロオートラジオグラフィを施行してIMPの肺内

集積分布の解析を行った．

　その結果，尾静脈投与後1分の正常ラット肺所見は毛細血管，肺胞中隔を含む間質に高濃度分布がみられ，

肺胞内には濃度分布が認められなかt・たのに対し，10　Gy照射肺および非照射肺の尾静脈投与後24時間の

肺所見は肺胞内に濃度分布を明瞭に認めた．しかし，照射肺と非照射肺の濃度分布の差は大きくなかった．

1．はじめに

　1231－IMPは初回循環で脳組織よりも肺組織に高

率に集積することが知られている1・2｝が，i231－IMP

の肺組織内集積機序は未だ正確に解明されていな

い．

　今回，われわれはWisterラットを用いて1251－

IMPによるミクロオートラジオグラフィを施行

し，IMPの肺集積機序に関していくつかの知見

を得たので報告する．

II．方　　法

　実験動物としてWister系雄性ラット8週齢2

匹を用いた．そのうち，1匹に左肺へ10GyX線

照射を行い，4週後にオートラジオグラフィを行

った．

　Table　1に実験系のモデルを示す．動物に1251－

IMPを投与後，非照射ラットは1分後，照射ラ

ットは24時間後に殺し，肺を摘出，液体窒素で急

速に凍結させた．ミクロオートラジオグラフはア

Table　l　Summary　of　semi－micro　and　microautographies　of　the　Wister　rat　lungs　with　1251－IMP

Exp．1

＊Exp．2

＊Exp．3

Material

normal　rat

rat　with　irradiation

　to　the　left　lung

rat　with　irradiation

　to　the　left　lung

＊The　same　rat　was　used　in　Exp．2，3．

Injection　site

tail　vein

tail　vein

tail　vein

Expired　time
after　injection

　lmin
　24hr

24hr

Evaluated　organ

normal　lung

non－irradiated

　right　lung

irradiated　left　lung

　＊東京都立駒込病院放射線診療科
＊＊ 国立大蔵病院放射線科

＊＊＊ 慶応義塾大学医学部放射線科

受付：元年9月29日
最終稿受付：元年12月15日
別刷請求先：東京都文京区本駒込3－18－22　（㊦ll3）

　　　　　　都立駒込病院放射線診療科

　　　　　　　　　　　　　小須田　　　茂
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Fig．1　Microautoradiograms　of　the　Wister　ra口ungs　with　1判一IMP．　One　minute

　　　after　the　intravenous　injection　of　1251－IMP，　there　is　intensely　increased　grain

　　　density　in　the　interstitial　spaces　including　the　interalveolar　septum　and　capillary

　　　lumen，　but　not　in　the　epithelial　cell　nor　in　the　muscular　layer　of　the　respiratory

　　　bronchiole．1ncreased　grain　density　is　not　noted　in　the　alveolar　space（Fig．　la）．

　　　On　the　other　hand，　there　is　relatively　increased　grain　density　in　the　alveolar

　　　space　of　the　lung　at　24　hours　after　the　injection（Fig．　l　b，　lc）．　However，　there　is

　　　not　much　difference　between　the　non－exposed　lung（Fig．　l　b）and　the　lung　re－

　　　ceived　a　dose　of　10Gy（Fig．　lc）．

　　　Av：alveolar　space，　Is：interstitial　space，　art：artery（pulmonary），　V：vein（pul－

　　　monary）

プレトン法に従って薄切切片を作製し，凍結下で

富士原子核乾板EMTYPEGOS　15上に伸展し，

凍結下で露出した．その後写真処理を施し染色を

した上で，マウントし，顕微鏡写真（×800）を撮

影した．また，同時に薄切切片を別に作製し，凍

結下でX線フィルムと密着，露出させ，セミミクロ

オートラジオグラフを作製した．なお，1251－IMP

の比放射能は37MBq（1　mG）／mgでラット1匹

あたりの投与量は30．8kBq／9とした．

IIL　結　　果

　1．セミミクロオートラジオグラフィ所見

　尾静脈投与1分後の肺はきわめて強い黒化濃度

を記録した．10Gy照射肺と非照射肺の黒化像の

分布には大きな差は認められなかった．また，い

ずれも気管支にはほとんど黒化度を認めなかった．

　2．ミクロオートラジオグラフィ所見（Fig．1）

　Exp．1尾静脈投与後1分の正常ラット肺所見

　呼吸細気管支の筋層および上皮細胞層にはほと

んど濃度分布を認めなかった．肺胞中隔，毛細血
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管を含む問質には高濃度分布がみられた．毛細血

管以外の動脈，静脈には濃度分布を認めなかった．

肺胞の空間領域に濃度分布を認めなかった．

　Exp．2，3照射および非照射肺の尾静脈投与後

　　24時間の肺所見

　照射および非照射肺の肺胞の空間領域に濃度分

布を認めた．照射肺と非照射肺の濃度分布の差は

大きくなかった．

IV．考　　察

　近年，毛細血管内皮細胞内のpinocytotic　vesicle

（caveola）は，肺の代謝機能に重要な役割を担t・て

いることが知られてきた．このpinocytotic　vesicle

は毛細血管内腔に直接接しており，アミン代謝

（セロトニン，ノルアドレ＋リンなど）に重要な役

割を果たしている．動物実験ではセロトニンおよ

びノルアドレナリンの肺への取り込みは飽和状態

を有し，＋トリウムとエネルギーに依存し，かつ

ウアバイン感受性であり3－5），肺循環からのクリ

アランスは低酸素状態やブレオマイシン等の薬剤

などにより低ドすることが報告6・7）されている．

　Rahimianら1・2）は静注された1231－IMP，　IL）31－

HIPDMは肺毛細血管内の内皮細胞内に存在する

非特異的アミンレセブ゜9－（binding　site）に一度

結合した後，徐々に肺毛細血管内に放川されるこ

とを実験モデルを使って示唆した．

　われわれは放射線肺炎を有する1症例に123L

IMPを静注後，気管支肺胞洗浄を施行し，1　L’　31－

IMPないしその代謝産物の毛細血管より，肺胞腔

内への移行を示唆する所見を報告した8）．板坂ら9）

もほぼ同様な結果を報告している．これらの結果

は，放射線肺炎，肺線維症，細菌性肺炎などでは

血管内皮細胞，さらには肺胞上皮細胞の機能は障

害され，肺胞一毛細lflL　scH関門a｝veolar－capillary

barrierの破綻をきたすことが想像される．

　今回のラットを用いたミクロオートラジオグラ

フィによる実験的研究では，静注直後ではIMP

は毛細血管，肺胞中隔を含む間質にのみ局所し，

経時的に肺胞内に移行することが示唆された．し

たがって，正常肺組織において，1MPは初回循

環で高率に内皮細胞内のレセプ9一と結合し，再

び毛細血管内に放出されるものの，　’部は肺胞内

に移行することになる．肺胞内へ移行する割合は

不明であるが，おそらく肺胞一毛細lfiL管関門の障

害程度に関与するのであろう．一・方，肺胞中隔に

IMPがどの程度移行し残留しうるかについては，

1251－IMP静注24時間後のミクロオートラジオグ

ラフィでは明らかでなかった．

　今回のセミミクロおよびミクロオートラジオグ

ラフィで10Gy照射肺と非照射肺との問に濃度

差はみられなかったが，10Gyの線量では肺胞一

毛細血管関門を十分障害するに至らなかった可能

性がある．低酸素状態などの病的肺組織ではアミ

ンの内皮細胞への取り込みは低下することが報

告6・？・10）されており，これを考慮すると，照射・

非照射間に濃度差がほとんどみられなかったこと

は，照射肺の方がIMPが肺胞内に移行しやすい

二とを示していることになる．

　肺胞内に移行した物質はIMPそのものか，

IMPの代謝産物ないしその混合物かは明らかで

ない．Bakhleら11・12）は合h又アミンは代謝されな

いとしたが，Baldwinら13）は1231－IMPは代謝さ

れるとしている．病的肺組織では代謝は低下して

いることが想像され，IMPそのものが移行して

いる可能性もある．

　気管支肺胞洗浄液の検討から，肺胞内に移行し

たIMPは肺胞内の液性成分ではなく，細胞成分

に分布している8・9・　）．今回の静注後24時間のセミ

ミクロおよびミクロオートラジオグラフィでは肺

胞のみで気管支に濃度分布がみられなかったこと

から，IMPは肺胞内の遊離細胞（マク・フアージ

など）に責食され，しばらくは肺胞内に残存して

いると思われる．
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Summary

Experimental　Study　on　N－lsopropyl－p－lodoamphetamine　L皿g　Uptake

Shigeru　KosuDA＊．　Shunji　KAwAHARA＊＊，　Akihiko　IsHIBAsH1＊＊、

Kohei　TAMuRA＊＊，　Atsushi　KuBo＊＊＊and　Shozo　HAsHIMoTo＊＊＊

＊Dep‘1〃川en’ρ1’Radio／ogy，　T（ノky（，　Me〃・θρθ／〃ω7κθ’11（lg（・〃le〃θ5ρ〃‘’／

　　　　　＊＊Deρar〃ne〃〆〔～ノ’Radi‘，／ogγ，　Okura」Va’io〃（1／〃（ノ∫ρ〃‘∫／

　　　　　＊＊＊Dep‘∫’楡r’ηρ〃rρ1’Radio　logy，　Kei‘，　u’”レρ’・∫砂〃θ∧ρ〃‘’／

　　Experimental　study　on　N－isopropyl－p－iodo－

amphetamine　lung　uptake　was　performed　by　means

of　analyzing　microautoradiography　obtained　by

administering　1251－IMP　to　Wister　male　rats．

　　ln　the　normal　rat　lung　at　one　minute　after　the

intravenous　injection　of　i251－IMP，　there　is　increased

grain　density　in　the　interstitial　space　including　the

capillary　lumen　and　interalveolar　septum，　but　not

in　the　alveolar　space．　On　the　other　hand，　at　24

hours　after　the　intravenous　injection，　increased

grain　density　was　noted　in　the　alveolar　space　of

the　rat　lungs　which　had　received　a　dose　of　lO　Gy

to　the　unilateral　one．　But，　definite　difference　was

not　found　in　grain　density　between　the　irradiated

and　non－irradiated　lung．　The　results　indicate　that

part　of　1MP　which　was　taken　up　by　the　endothelial

cell　is　capable　of　passing　through　capil｜ary－

alveolar　barrier．

　　Key　words：　N－isopropyl－p－iodoamphetamine，

Microautoradiography，　Lung　metabolism、　Endo－

thelial　cell、　Capillary・・alveolar　barrier．
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