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《原　著》

ポジトロンCTによる13N一アンモニアの
　　　　　　　肺における動態解析
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　要旨　13N一アンモニア投与後の肺の放射能の動態解析を行い，喫煙による影響を検討した．健常18例を対

象として，それぞれ非喫煙者，喫煙中止者，喫煙者に分類した．また，肺の腹側，外側，背側の部位の違い

についても検討した．ダイナミック法による肺の時間放射能曲線は，一峰性のピークとそれに引き続く下降

した曲線が得られ，片対数プロットによりクリアランスの異なった2相性のパターンが認められた．このデ

ー タより，クリアランスの早い相と遅い相をそれぞれfast　component，　slow　componentと定義した・そし

てs】ow　componentの大きさを示すretention　fraction（RF）と各相の半減時間を求めた（t　1／2　fast　compo・

nent，　t　1／2　slow　component）．その結果，非喫煙者や喫煙中止老に比較して，喫煙者でRFの増加とt112

slow　comPonentの延長が認められたが，肺の各部位による差異は認められなかった．

　すなわち，長期喫煙が肺の13N・アンモニアの動態に影響を与えており，その変化は禁煙により可逆的であ

ることが示された．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（核医学29：1099－1106，1992）

1．はじめに

　ポジトロンCTによる肺の研究は，まだ少なく，

将来期待される領域である．ポジトロンCTでは，

標識された生理的物質の生体内の分布と量を画像

化することが可能である．また，従来の検査方法

に比較して空間的時間的分解能が優れており，肺

の機能を評価する上で大きな可能性を秘めている

と思われる．

　13N一アンモニア（13NH3）は，脳と心臓の局所血
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流量を定量するポジトロン標識化合物として臨床

的に使用されている．われわれは，ファストダイ

ナミック法により局所心筋血流量を測定している

が1），大部分の症例では肺への集積はわずかであ

る．しかし，心不全など肺うっ血がある症例で

は，肺の集積は増加する2）．ところが，うっ血性

心不全や肺疾患のない症例においても，特に大量

喫煙者で，著明な肺集積を示す事実に気づいた．

13NH3投与後の肺集積と喫煙との関係を示す報告

は，Harperら3），　Walshら4・5）により発表されて

いるが，この報告はガンマカメラを用いたもので，

その後この現象に関する報告はない．われわれは，

高分解能のポジトロンCT装置により，非侵襲的

に肺の動態解析を試み，喫煙が13NH3の肺集積

に与える影響について検討した．
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1）検査対象

II・対象と方法

核医学　　29巻9号（1992）

　正常者18名を対象とした．全例が肺機能およ

び胸部単純X線で異常を認めなかった．全例の

喫煙歴を調べ，全く喫煙しないものを非喫煙者

（nonsmokers），過去1年以上喫煙を中止している

ものを喫煙中止者（exsmokers），過去1年以上毎

日喫煙しているものを喫煙者（smokers）として3

群に分類した．非喫煙者は，男性5例，女性4例

の合計9例，年齢は53土13．5（mean土SD）歳であ

り，喫煙中止者は全例男性で合計4例，年齢は

52±10．1（mean±SD）歳であり，喫煙者は男性4

例，女性1例の合計5例，年齢は51±11．3（mean

±SD）歳であった．全喫煙者の喫煙歴は一日喫煙

本数が22土4．3（mean士SD）本で，全喫煙年数は

24土11．9（mean土SD）年間であった．

　2）放射性医薬品

　13NH3水溶液は，放医研サイクロトロンと

13NH3自動合成装置を使って合成した6）．

　3）ポジトロンCT装置および撮像方法

　全身用ポジトロンCT装置ポジトロジカIIを

使用した．本装置は，18mm間隔で3リングの

検出器を有し5断層の撮影を同時に行うことがで

きる．空間分解能は，視野中心部および周辺部で

それぞれ9．2mm，12mm　FWHMである．感度
は，直径20cmのプールファントムで33．6　kcps／

μCi／m～であった7）．

　喫煙者には，検査前1週間の禁煙期間を指示し，

喫煙の急性効果を除外した．患者を安静仰臥位と

して，検査中深呼吸をしないように注意した．最

初にトランスミッションスキャンを施行し，その

後13NH3を259～333　MBqを約2～3秒間で肘正

中静脈より静注し，続いて約10m1の生理的食塩

水によりフラッシュして急速注入とした．静注直

前より撮像を開始して，5．5秒間隔20フレームと

これに引き続いて30秒間隔6フレームのデータ

収集を行った．

　4）画像再構成

　画像再構成およびデータ処理は，日立製HARP

を使用した．再構成画像は，128×128マトリック

スで行った．なお，画像再構成時には，高計数率

補正を行った8）．

　5）データ解析

　Figure　1に示すように，得られた断層イメージ

の中で最も肺容量の大きいスライスを1枚選び，

肝臓や心臓や肺の大血管を避けて右肺の腹側，外

側，背側の3か所に関心領域を設定した．大部分

の症例の選ばれた断層像は，左心室中央レベルあ

るいは左心室上部レベルであった．前述の3か所

の関心領域について，それぞれ26フレーム分の時

間放射能曲線を描いた．時間放射能曲線は，静注

直後のピークとそれに引き続く下降した曲線が得

られた．このデータを片対数プロットにしてみる

と，ピーク値の後はクリアランスの違う典型的

な2相性のパターンを呈した．そこで，クリアラ

ンスの早い相をfast　component，遅い相をslow

componentと定義した．　Slow　componentの大き

さを示すために，fast　componentのピーク時（A）

にslow　componentの直線を外挿して交点Bを求

め，B／Aをretention　fraction（RF）と定義した．

また，各2相の半減時間（t1／2）も求め，それぞれ

t1／2　fast　component，　t　1／2　slow　componentとした．

IIL　結　　果

　Figure　2Aは，35歳の非喫煙者の男性の13NH3

投与後最終フレームのイメージであるが，大部分

心筋へ集積して肺への集積はわずかであった．こ

れに対して，Fig．3Aは20本／日×20年間の喫煙

VENTRAL

LATERAL

＜MY°CARDIUM

　　　　　　　DORSAL

Fig．1　Pulmonary　region　assignment　on　the　PET
　　　image．　Three　ROIs（ventra1，1atera1，　dorsa1）

　　　were　selected　in　the　right　lung　at　midventricular

　　　level．
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These　images　were　obtained　in　a　nonsmoker（Fig．2A）and　a　smoker（Fig．3A）at　290

seconds　after　injection　of　l3NH3．　Sign近cant　pulmonary　uptake　was　demonstrated　in　a

smoker．　Pulmonary　i3N　time－activity　curve　shows　the　characteristic　biphasic　appearance

with　fast　and　slow　components．　Fig．2B　and　Fig．3B　demonstrate　13N　time－activity　curves

from　the　dorsal　portion　of　the　lung．　RF　was　higher　and　t　1／2　slow　component　was　larger

in　a　smoker．

歴を有する53歳の女性の最終フレームのイメー

ジであるが，肺への集積が著明に増加していた．

Fig．2Bに，片対数グラフ表示による同非喫煙例

の右肺背側面の時間放射能曲線を示した．13NH3

投与直後のピークに続く2相性のクリアランス

が認められた．この症例のRFは0．32，　t　1／2　fast

componentは5秒，　t　112　slow　componentは127

秒であった．Fig．3Bに，同喫煙者例の時間放射

能曲線を示した．非喫煙者と同様に2相性のパタ

ー ンを示すが，slow　componentが増加している

のがわかった．この症例のRFは0．5，　t　1／2　fast

componentは6秒，　t　1／2　slow　componentは448

秒であり，非喫煙者の例に比較してRFの増加と

slow　componentのt1／2が延長していた．

　Figure　4に，各群のRFの値を示した．非喫煙

者および喫煙中止者に比較して，肺腹側面，外側

面，背側面のいずれの部位においても，喫煙者の

RFは有意に増加していた（P＜O．Ol）．しかし非喫

煙者と喫煙中止者との間には，有意の差は見られ

なかった．Fig．5に，各群のt1／2　fast　comPonent
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の値を示した．各3群間に，有意差は認められな

かった．また，肺部位による差も認められなかっ

た．Fig．6に，各群のt1／2　slow　componentの値

を示した．非喫煙者および喫煙中止者に比較して，

いずれの部位においても，喫煙者のtl／2　slow

componentは有意に延長していた（P＜0．05）．し

かし，非喫煙者と喫煙中止者との間には，有意差

は認められなかった．

IV．考　　察

　われわれは，高感度ポジトロンCT装置を使用

して，局所的情報と短時間間隔のダイナミックの

情報を得ることにより，13NH3の肺の動態解析を

試みた．本方法では，画像再構成時に高計数率補

正を行い，他臓器の影響を避けるため，1スライ

スの右肺に限定して解析を行った．さらに，肺の

関心領域は視覚的に肺外側辺縁のやや内側で肺門

部を避けて，可能な限り大きく3か所設定したの

で，肺の大きな血管の影響や部分容積効果は除外

でき，局所的情報も得られた．

　13NH3投与後の肺の時間放射能曲線は，投与直

後のピークとそれに引き続く下降した曲線が得ら

れた．その曲線は，片対数表示により，クリアラ

ンスの違う2相が認められた．その動態から，

fast　componentは血管内を中心とした分布を示し，

slow　comPonentは肺間質や内皮細胞の分布を示

すものと思われた．われわれの結果では，喫煙者

のRFが非喫煙者および喫煙中止者に比較して有

意に高値であり，slow　componentのクリアラン

ス（t1／2　slow　component）にも，延長が認められ

た．しかし，肺の部位による差は認められなかっ

た．また，非喫煙者と喫煙中止者との差は，認

められなかった．この結果は，慢性喫煙により

13NH3の肺動態に変化が見られ，この変化は1年

以上の禁煙により可逆的に回復することを示して

いた．そして，この動態および動態変化は，それ

ぞれ血流，血液量の異なる肺の部位により差がな

かった．すなわち，肺血流，肺血液量の差には依
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存していないと考えられた．13NH3投与後の肺集

積に関しては，Harperらによるガンマカメラを

用いた報告がある3）．彼らは，この肺集積が喫煙

者において増加していることに気づいた．さらに，

Walshら4）は，喫煙者では13NH3投与後の肺か

らの13N活性のクリアランスが，遅延していると

報告している．しかし，その原因については，不

明であると述べている．彼らの研究は，ガンマカ

メラを使用して行われたために，定量性が不十分

であり，またプラナー像を用いているために局所

的な情報にも欠けている．さらに，肺うっ血によ

る影響を考慮にいれていない．

　最近，玉木ら2）は，われわれと同様に13NH3の

ダイナミック法により，心機能低下例において肺

背側面への放射能の貯留とクリアランスの延長を

報告している．そして，原因として，201Tlと同

様な肺うっ血による分布容量の増加を挙げている．

しかし，喫煙による影響については，言及してい

ない．このような肺うっ血による13NH3の肺動

態の変化を考慮して，本研究では，肺うっ血のな

い症例のみを対象とした．

　一方，喫煙の肺に与える影響は，すでに多くの

報告が見られる．タバコの喫煙時に発生する煙中

物質は，現在4，000種類以上の化学物質が判明し

ている．これらの物質が，複雑に人体に作用する

ために，その影響は形態的，機能的，代謝的に広

い範囲にわたっている．しかし，血中アンモニア

の動態と喫煙との関係についての報告はきわめて

少ない．

　喫煙が，肺における13NH3の動態に影響するこ

とは，今回の研究で示唆された．その原因として，

次のメカニズムが考えられた．

　1）　喫煙による肺血管内皮細胞の透過性の充進

　2）　喫煙による肺血液量や肺血流量の変化

　3）　喫煙による肺の代謝機能の変化

　喫煙による肺血管透過性充進は，慢性炎症によ

るものとされている．喫煙者では，mucociliary

clearanceの減弱のため，貯留した分泌物内で細

菌が増殖し，マクロファージや好中球が集合する．

そして，それらが，放出するヒスタミンなどの生

理活性物質により，肺血管の透過性が充進してい
る9・10）．

　Brudinらによると，喫煙者では肺血液量が増加

せず，肺血管外密度が増加しており，その機序と

して慢性炎症を挙げている11）．Wollmerらは，　X

線CTを使用して喫煙者の肺密度増加を報告し，

同様の機序を挙げている12）．また，喫煙によるア

ルブミンなどの大分子量の物質の肺毛細血管透過

性充進が，報告されている13）．

　第二に，喫煙による肺血液量と肺血流量の変化

である．Brudinらは，喫煙により肺血液量は不変

であると述べている11）．肺血流量に関しては，今

のところ一定した見解は得られていない．しかし，

われわれの研究では，fast　componentは，局所の

肺血流の影響を受けるものと思われるが，喫煙の

影響は認められなかった．また，肺各部位間の差

はなかった．

　第三に，代謝の変化である．心筋では投与され

た13NH3は，細胞内でグルタミンに代謝され，

アミノ酸プールに固定される14）．ラットでは，肺

のグルタミン合成酵素により，投与された13NH3

が，高率に肺へ集積することが報告されており15），

肺がアンモニア代謝に重要な働きをしていること

が知られている16・17）．

　ヒトにおいては，肺のグルタミン合成酵素の存

在や肺のアンモニア代謝について言及した報告は，

今のところない．Welbourneは，ラットと同様に，

ヒトの肺のグルタミン合成酵素の役割を強調して

いる17）．喫煙により，生体の異物排泄機能が充進

し，アンモニアのような神経毒を肺で代謝除去す

る機構が賦活化されている可能性がある．

　近年，アミンであるN－Isopropyl　1231　p．Iodoam．

phetamine18）や1231・N，N，N’－trimethyl　・・　N’一（2－

hydroxy－3－methyl－5－iodobenzyl）－1，3－propanedia・

mine19）の動態に喫煙が影響を与えることが判明

してきている．アンモニアも単純なアミンの一種

とも考えられ，同様な機序が起きている可能性も

ある．また，喫煙が肺血管内皮細胞の形態に影響

を与えることが病理学的にも証明されている20）．

　いずれにしても現在のところ，原因について明
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確な解答は得られていない．したがって，今後さ

らに，生化学的分野の研究を進める必要性がある

と思われた．

V．結 語

　13N一アンモニア投与によるダイナミックポジト

ロンCTにより肺の動態解析を行い，喫煙による

影響を検討した．

　1）　肺の時間放射能曲線は投与後のピークと引

き続く2相性のパターンを呈し，retention　frac・

tion（RF）と洗いだしの早い相と遅い相のクリア

ランス（t1／2　fast　component，　t　1／2　slow　compo・

nent）を求めた．

　2）　喫煙者では非喫煙者や喫煙中止者に比較し

て有意にRFの増加とt1／2　slow　componentの延

長が認められた．

　3）　この動態は肺の腹側，外側，背側面の各部

位で差を示さなかった．

　4）　喫煙による動態の変化は1年以上の禁煙に

より可逆的であった．

　5）　この現象は，喫煙により引き起こされる肺

の代謝機能の変化や慢性炎症の一面を示すものと

思われ，興味ある所見と考えられた．
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Summary

PUImonary　Kinetics　of　i3N－Ammonia　in　Smoking　Sllbjects

　　　　－A　Quantitative　Study　Using　Dynamic　PET一

Akihiko　KAGAYA＊，　Hiroshi　FuKuDA＊＊，　Katsuya　YosHIDA＊，　Masahiro正NDo＊＊，

Toshiharu　HIMI＊，　Hiroyuki　NlwAYAMA＊，　Yoshiaki　MAsuDA＊，　Yoshiaki　INAGAKI＊，

　　　　　　　　Kazutoshi　SuzuKI＊＊，　Tetsuya　SuHARA＊＊，　Toshiro　YAMAsAKI＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　Yukio　TATENo＊＊

＊Third　Depar’mentρゾInter〃alル丘～4『c∫〃θ，　Chibaこlnive”s’ζγSchool　cゾMedicine，　Cliiba

＊＊Depart〃le〃’6ゾClinica1　Research，ハrational　1〃stitute　cゾRadiolo8ical　Scie〃ces，　Cliiba

　　To　evaluate　the　effect　of　smoking　on　nonrespi－

ratory　function　in　the　lung，　a　dynamic　PET　with

13NH3　in　the　lung　was　perf（）rmed　in　18　normal

volunteers　without　lung　disease　nor　congestion

（9non－smokers，4exsmokers，5smokers）．　After

intravenous　bolus　injection　of　13NH3，　twenty

serial　5．5・second　scans　fbllowed　by　six　30－second

scans　were　performed．　Regions　of　interests　were

assigned　on　the　ventral，　lateral　and　dorsal　part　of

the　right　lung　and　time－activity　curves　were　gen－

erated　through　26　images．　The　activity　curve

demonstrated　a　biexponential　clearance　from　the

lung　with　fast　and　slow　component．　The　retention

fraction（RF），　fractional　size　of　the　slow　com－

ponent，　was　calculated，　and　the　half－times（t　1／2）

of　both　components　were　also　evaluated．

　　Asignificant　increase　of　RF　and　prolongation

of　t　1／20f　slow　component　were　observed　in

smokers　compared　to　non－smokers　and　ex－
smokers．　However，　no　significant　difference　of　RF

nor　t　1／20f　both　components　was　observed　be－

tween　non・smokers　and　exsmokers．　These　results

suggest　that　long　term　smoking　may　modify　the

pulmonary　kinetics　of　13NH3，　but　the　change　is

reversible　after　cessation　of　smoking　fbr　one　year

or　longer．

　　Key　words：13N－ammonia，　Positron　emission

tomography，　Pulmonary　kinetics，　Cigarette　smok・

ing．
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