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《原　著》

気管支閉塞家兎による1231－IMPの肺内動態機序の検討

菅　　一能＊　有吉　　功＊

宇津見博基＊＊　山田　典将＊＊

倉光　達也＊　　中西　　敬＊

　要旨　N－isopropyl－P－1231－iodoamphetamine（1231－IMP）の肺内動態に及ぼす肺血流の影響について，バル

ー ンカテーテルによる気管支閉塞家兎を用いて基礎的研究を行った．気管支閉塞した末梢肺野で局所的低肺

動脈血流域が9兎で得られ（99mTc－MAA肺シンチグラフィにより確認），これらの家兎ではいずれも，1231－

IMP肺シンチグラフィのDelayed　distribution　image上，この低肺血流域内に異常集積を認めた．　Early

distribution　imageと比較すると，この間に正常肺に比較して低い放射能を示す部位が，逆に正常肺に比較

して高い集積を示すようになる現象が認められた．さらにこの異常集積部位では，正常肺野に比較して1231・

IMPの肺からの洗い出しが遅延していた．これらの実験結果は，われわれが先に報告した63例の臨床症例

における所見と一・致するものであり，1231－IMPの肺内動態に肺動脈血流が深く関与すると考えられた．

Lはじめに
　肺に高率に集積するN－isopropy1－p－1231－iodo－

amphetamine（以下1231－IMP）は様々の肺疾患に

応用され，その有用性が指摘されている1A’15）．し

かし，その肺内動態機序は必ずしも明確でない．

われわれも，これまで臨床的に種々の肺疾患に応

用し，これらに共通した所見として，Delayed

image上で認められる異常集積部位が肺動脈血流

低下域内に一致して認められ，1231－IMPの肺内動

態に肺動脈血流の関与が強く働くと推測した6）．

今回，肺動脈血流の1231－IMPの肺内動態に及ぼ

す影響を検討するため，基礎実験として家兎の気

管支をバルーンカテーテルで閉塞することにより

局所的低肺動脈血流域を作成し，1231－IMP肺シン

チグラフィを施行したので報告する．
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II．対象と方法

　体重2．5－3．5kgのJapan　white　rabbit　l3兎を

Nembutal，50　mg／kg静注により麻酔した．

　肺動脈造影用の7Fr．バルーン付きカテーテル

を左右いずれかの主気管支あるいは下葉気管支に

挿入し，約0．6－1．Omノの空気あるいは造影剤（イ

ォパミロン）によりバルーンを膨らませ気管支を

閉塞した．閉塞後，約20－30分で，耳静脈より

1231－IMPを約18．5－37　MBq（0．5－1・．0・mCi）を急速

静注した．

　1231－IMP静注直後よりlframe／secで60秒間と

引き続いて1frame／minで90分間のSequential

imageおよびデータ収集を行った．また初期の20

秒間と最後の20分間の加算画像を作成し，それぞ

れEarly　distribution　image，　Delayed　distribution

imageとした（Fig．1－A，　B）．

　さらに1231－IMP検査に引き続いてカテーテ

ルを挿入したまま，通常の肺血流シンチグラフィ

を99mTc－macroaggregated　albumin（以下99mTc－

MAA），74　MBq（2　mCi）を耳静脈から静注後，5

分間の撮像時間で得た．これを1231－IMP肺シン

チグラフィとの対比検討に用いた．なおこの時点
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での肺野の1231・IMPの放射能は極めて低く，ま

たガンマ線のエネルギーの相違から1231－IMPの

99mTc－MAA像への影響は少なかった（Fig．1－C）．

　以上のRI検査で使用したシンチカメラは東芝

製GCA901－A，データ処理はGMS－550Uである．

また家兎はいずれも背臥位で背面より検出器をあ

てた．

　またカテーテルを挿入した状態で，これらの

RI検査後に胸部X線写真を撮影し，肺野の状態

を観察した（Fig．2）．

　1231－IMPのDelayed　distribution　image上で，

13兎のうち9兎の気管支閉塞した末梢肺野に他の

肺野に比較して高い集積を示した部位すなわち異

常集積像を認め，この部位および対側の正常肺野

に4×4　pixelの関心領域を設定し時間放射能曲線

を作成した（Fig．3－A，　B）．これを片対数グラフに

プロットすると，初期の部分での減衰はさまざま

であるが，いずれも20分以降は直線となり，最小

二剰法によって近似を行い，この部位における

SlopeのDisappearance　constant：k値を求め検討

した（Table　1）．

III．結　　果

　1231－IMPのEarly　distribution　imageで気管支閉

塞部の末梢肺野のRI分布の低下所見を13兎中9

兎に認めた．これらの9兎では，Early　distribu－

tion　image上でのRI低下域内にDelayed　distri－

bution　imageで異常集積像を認めた．すなわち

Early　distribution　imageとDelayed　distribution

imageとの間に，1231－IMPの分布に変化が認めら

れ，最初の123HMP低下域内に，後で1231－IMP

の集積の高い部位を認める現象が観察された
（Fig．1－A，　B）．

　また99mTc－MAA肺血流シンチグラフィは1231・

IMPのDelayed　di⑨tribution　image上で異常集積

を認めた9兎では，いずれも気管支閉塞部の末梢

肺野部において肺動脈血流低下を示し，1231－IMP

の異常集積部位はこれらの肺動脈血流低下域内に

存在していた（Fig．1－c）．しかし異常集積を認め

なかった残りの4兎では99mTc－MAA肺血流シン

チグラフィで気管支閉塞した末梢肺野にActivity

の低下がなく，これらの家兎ではバルーンカテー

テルによる閉塞が不完全で，この領域の肺動脈血

流低下が得られなかったと考えられた．

　1231－IMPのDelayed　distribution　image上で異

常集積を認めた9兎において，異常集積部位と対

側の正常肺野に関心領域を設定し，時間放射能曲

線を検討すると，異常集積部位では1231－IMP静

注後早期にはピークを形成するが正常肺野に比較

してRIの集積が低く，ついで時間の経過ととも

に異常集積部と正常肺野の放射能はともに減少し

て行くが，この過程で両者の放射能の間に逆転が

起こり，最終的には気管支閉塞部の末梢肺野は，

対側の正常肺野に比較して高い放射能を示し異常

集積となることが確認された．

　またこの放射能の逆転が起きた点，すなわち

Crossing　pointが見られた時間は1231－IMP静注

後13秒から75分までさまざまで中央値は62分で

あった（Fig．3－A，　B）．これは異常集積部位におけ

る時間放射能曲線の20分以降の部位では近指数関

数的減衰を示すが，その初期部分での切片や減衰

のしかたがさまざまであるためである．

　つぎに時間放射能曲線の洗い出しの部分の静注

後20分以降のSlopeから求めたDisappearance

constant：k値を検討すると，気管支閉塞部の末

梢肺野におけるDelayed　distribution　image上で

異常集積を示した部位（平均0．OI243）では，対側

の正常肺野（平均0．027797）に比較し，有意に低

下を認めた（P＜0．Ol，　Student’s　t－test（Table　1）．

　つぎにRI検査後，カテーテルを挿入した状態

で胸部X線写真を撮影し，肺野の状態を観察した

が，明らかな無気肺像や浸潤影などは認めなかっ

た（Fig．2）．

IV．考　　察

　以前に報告した胸部X線写真上，比較的広範囲

な様々の病変を有する63症例の1231－IMP肺シン

チグラフィの臨床的検討では5），静注24時間後の

遅延像で異常集積像を認め，これらの異常集積部

位が99mTc－MAA肺血流シンチグラフィの血流低
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Fig．1－A　Early　distribution　image　shows　reduced　up－

　　　　　　　　take　of　12：ハ1－IMP　in　the　right　lung　field，　in

　　　　　　　　which　the　bronchus　is　occluded　by　a　balloon

　　　　　　　　catheter．
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Rl．1 Fig．2　X－ray　radiogram　obtained　immediately　after

　　　　　　radionuclide　examination．　Occlusion　of　the

　　　　　　bronchus　produced　neither　collapse　nor　in－

　　　　　　filtrate　shadow　on　images　in　the　peripheral　lung

　　　　　　field．
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Fig．1・B　Delayed　distribution　image　shows　an　abnor－

　　　　　　　　mal　accumulation　of　1231－IMP　in　the　right

　　　　　　　　lung　field．
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Fig．1・C　Pulmonary　perfusion　imaging　with　99mTc・

　　　　　　　　MAA　following　the　1231－IMP　experiment

　　　　　　　　reveals　a　reduction　in　99mTc－MAA　uptake　in

　　　　　　　　the　bronchus－occluded　peripheral　lung　field．

Fig．3・A The　regions　of　interest，　at　the　site　of　abnor－

mal　accumulation　of　1231－IMP　as　seen　on

delayed　distribution　image，　and　at　the　con－

tralateral　normal　lung　field，　from　which　time－

activity　curve　was　obtained．
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Fig．3・B　Time－activity　curve　for　the　site　of　abnormal

　　　　accumulation（2）reveals　initial　reduced　up－

　　　　take　following　slower　washout　compared　to

　　　　those　in　the　normal　lung　field（1）．
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Fig．4　Schematic　presentation　of　time・activity　curves

　　　for　the　sites　of　abnormal　accumulation　for　the

　　　first　20　minutes　after　injection　of　i231－IMP　ob－

　　　tained　for　6　controls　and　63　clinical　cases　with

　　　various　disorders．　a：Normal　lung，　b　and　c：

　　　Two　typical　patterns（b：Type　1，c：Type　2）of

　　　activities　of　1231－IMP　in　the　areas　showing　an

　　　abnormal　accumulation　of　this　agent　on　delayed

　　　distribution　image．

Table　l　The　disappearance　constant（k　value）ca1－

　　　　culated　in　the　slopes　of　time－activity　curves

　　　　of　1231－IMP　after　20　minutes

Abnormal　accumulation　　Normal　lung　field
sites　on　delayed　image　　of　contralateral　side

1
2
3
4
5
6
7
8
9

0．Ol574

0．Ol842

0．01962

0．01003

0．00524

0．00947

0．00313

0．Oll59

0．Ol862

0．02517

0．02783

0．04211

0．02438

0．03316

0．Ol614

0．03213

0．Ol722

0．03358

Mean
S．D．

0．Ol243

0．00602

0．02797

0．OO831

The　mean　k　value　in　the　lung　field　showing　an

abnormal　accumulation　on　delayed　distribution
image　is　significantly　smaller　than　that　in　the　normal

contralateral　lung　（p＜0．01，　by　paired　Student’s

t．test）．

下域内に存在すること，また異常集積部では，

1231－IMPの初回循環画像と静注24時間後像を比

較すると，この間にRI分布の低下あるいは欠損

域内にRIの集積がみられる現象を認めた．また，

これらの臨床例で1231－IMP静注直後から20分間

の時間放射能曲線を検討すると，静注24時間後像

で認められた異常集積部位では，正常肺野とは異

なる時間放射能曲線を呈した（Fig．4）．すなわち

異常集積部位では早期に正常肺に比較して低いピ

ー クを形成した後，正常肺に比較して緩やかな下

降を示すもの（第1型）と，早期にはRIの放射能

は正常肺に比し著明に低いが時間の経過とともに

緩やかに増加して行くもの（第2型）がみられた．

これらの臨床例の検討から，1231－IMPの肺内動

態に肺動脈血流の関与（特に低肺動脈血流状態の

関与）が強く示唆された．

　今回は，1231－IMPの肺内動態に対する肺動脈

血流の関与を検討する目的で，気管支閉塞家兎に

より局所的な低肺動脈血流域を作成し，1231－IMP

の肺内動態を検討した．なお気管支閉塞により肺

動脈血流の低下が来されることは，Isawaら16）の

基礎実験をはじめ，多くの臨床例でも確認されて

おり17～19），この主要機序として低換気に基ずく

低酸素状態により局所肺動脈抹梢血管が痙縮し肺
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動脈血流の低下が起こると考えられている．

　今回の実験では，バルーンカテーテルによる気

管支閉塞により，局所的な肺動脈血流低下が得

られた9兎においては，いずれも1231－IMPの

Delayed　distribution　imageで，これらの肺動脈

血流低下域内に異常集積が認められた．逆に局所

的な肺動脈血流低下が得られなかった4兎では異

常集積を認めなかった．

　また異常集積部位ではEarly　distribution　image

とDelayed　distribution　imageを比較すると，こ

の間にRIの分布低下域にRIの集積が認められ

てくる現象が認められた．またこの異常集積部位

における時間放射能曲線は，臨床例でみられた第

1型と同様に，早期に正常肺に比較して低いピー

クを形成した後，正常肺に比較して緩やかに下降

する曲線を示した．このため正常肺における時間

放射能曲線との間にCrossing　pointが認められた

（Fig．3－B，　Fig．4）．さらに1231－IMPの時間放射能

曲線のDisapPearance　constant；k値の検討から，

異常集積部のRlの洗い出しは正常部に比較して

有意に遅延していることが確認された（Table　D．

　以上のような肺動脈血流低下域内において

Delayed　distribution　image上で1231－IMPの異常

集積を認めた今回の実験結果は，上述した臨床的

研究で認めた所見と一致しており，1231－IMPの異

常集積機序として肺動脈血流，特にその血流低下

が強く関与することを示すものであった．また臨

床例で見られた異常集積部位における第2型の時

間放射能曲線が得られなかった理由として，今回

の方法で得られた肺動脈血流低下の程度が，第2

型を示した臨床例における肺病変に比して比較的

軽度であることによることが推測される．

　低肺動脈血流状態でDelayed　distribution　image

上，異常集積を示す機序として，非粒子性の1231－

IMPが99mTc－MAAで塞栓されるよりもさらに

抹梢のMicrovasculatureまで流入することが可

能（初回循環のみならず，再循環を繰り返しなが

ら流入する．）で，さらに肺動脈一肺静脈の血流

遅延のため到達部位からの洗いだしが正常肺に比

較して遅延することによると考える．

763

　ここで到達部位としては，従来より報告されて

いる様に肺血管内皮細胞の表面に存在する，いわ

ゆるReceptor部位への結合が考えられる1”4）．

さらに間質や肺胞腔内への移行も考えられる．こ

れは小須田ら13），板坂ら14）の気管支肺胞洗浄液

の検討で肺胞腔内への移行が確認されていること

により支持される．また今回の実験および前回報

告した臨床例で示された様な低肺動脈血流が存在

する部位では肺血管内皮細胞の障害により肺血管

透過性の充進が起きること19－’20）を考えるとこの

可能性は高いと考える．

　ここで1231－IMPの低肺動脈血流域に流入する

経路として気管支動脈の関与も挙げられるが，著

者らは以前に報告した理由から5），その関与は少

ないと考えている．

　また1231－IMPの代謝産物が低肺動脈血流域に

集積してきている可能性も考えられる．しかし

Baldwinらは1231－IMP静注後15分では，血中に

IMPの代謝産物の出現をほとんど認めないとし

ており22），今回の実験では時間放射能曲線上，異

常集積部位と正常肺との間のCrossing　pointの発

現時間はさまざまで15分以内の短時間で認められ

たものもあり，この可能性は低いと考える．

　以上，バルーンカテーテルによる気管支閉塞家

兎を用いた基礎的実験により，肺動脈血流，特に

低肺血流が1231－1MPの肺内動態に影響を及ぼし，

肺からの洗いだしの遅延をきたし，Delayed　dis－

tribution　imageで異常集積を呈することを報告し

た．したがって，1231－IMP肺シンチグラフィが局

所肺動脈血流の評価，あるいは99mTc－MAA肺血

流シンチグラフィで評価し難い微小肺血管領域に

おける病態を把握する上で有用であることが確認

された．
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Summary

Experimental　Study　on　the　Mechanism　of　lntrapulmonary　Kinetics

　　　　　　of　1231－IMP　in　Balloon　Occluded　Bronchus　of　Rabbit

　　　　　Kazuyoshi　SuGA＊，　Isao　ARIYosHI＊，　Tatsuya　KuRAMITsu＊，

Takashi　NAKANIsHI＊，　Hiromoto　UTsuM1＊＊and　Norimasa　YAMADA＊＊

＊Depart’nent　Oj’Radiotogy，　Ya’nag〃Cん’（ノ〃’Vθ’・∫〃γ∫（・hOO／（）f’　Medi（・∫〃θ

　　　＊＊Depart’11e〃1（Jf’　Radio／ogy，γ醐α宮〃chi　Cノ〃iversity〃ospi’at

　　To　investigate　the　mechanism　of　intrapulmonary

kinetics　of　N－isopropyl－p－1231－iodoamphetamine

（1231－IMP），　we　performed　lung　scanning　with　1231－

lMP　in　13　rabbits　in　which　a　unilateral　bronchus

was　occluded　by　a　balloon　catheter．　In　g　rabbits，

on　the　delayed　distribution　images，　an　abnormal

accumulation　of　i231－IMP　was　detected　in　the　hy－

poperfusion　area　of　the　peripheral　lung　field　of　the

occluded　bronchus，　which　was　detected　on　lung

perfusion　images　with　99mTc－MAA．　Comparison

of　early（a　summation　image　during　20　seconds

immediately　after　injection）and　delayed（asumma－

tion　image　from　70　to　90　minutes　after　injection）

distribution　images　confirmed　that　during　this

perlod，123HMP　accumulated　in　the　area　of
reduced　distribution　of　1231－IMP．　Moreover，　at　the

site　of　abnormal　accumulation，　washout　of　l231－

lMP　from　the　lung　was　delayed　compared　with

that　in　the　normal　lung　field．　We　find　this　experi－

mental　study　is　similar　to　the　results　in　63　clinical

cases，　which　we　have　reported　previously，　and

confirm　that　pulmonary　arterial　perfusion，　espe－

cially　hypoperfusion，　influences　the　intrapulmonary

kinetics　of　1231－IMP．

　　Key　words：1231－IMP，99mTc－MAA，　Pulmonary

perfusion，　Bronchial　obstruction．
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