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《原　著》

99mTc－HM　PAO肺集積における喫煙の影響

高橋　恒男＊　小原　東也＊

柳澤　　融＊

小野　　恵＊　菊池みかる＊

　要旨　健康な非喫煙男性4名（29．3士7．3歳）と喫煙男性10名（39．5土11歳，Brinkmann指数544±270・8）

を対象とし，99mTc－HM　PAO　740　MBq急速静注後の肺への初期分布および洗い出し過程を，1フレーム／

分30分間データ収集を行い，各ピクセルごとの時間放射能曲線をC（t）－Aexp’ktで表す1コンパートメ

ントモデルで解析，また30分後の肺／肝摂取比（Lu／Li　index）をもとめ対比検討した．その結果，喫煙例で

は非喫煙例に比し有意にkは小，Lu／Li　indexは高値であった，またBrinkmann指数とkは有意な負の相

関，Lu／Li　indexとは有意な正の相関をみた．

　したが・・て，喫煙は99mTc－HM　PAOの肺集積に影響を与える重要な因子といえる．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（核医学30：1231－1234，1993）

Lはじめに

　近年，脳血流測定用トレーサとして開発された

99mTc－hexamethylpropyleneamine　oxime　（99mTc－

HM　PAO）は1231－1MPに比して肝からのクリア

ランスが速やかで，その高い脂溶性によって高率

に脳内に摂取され，数分後からほぼ一定で変化し

ない点より普及されてきている1・2）．また脳以外

の臓器や腫瘍の血流評価にも応用され，さらに放

射線肺炎，化学療法施行例や喫煙者の肺への非特

異的な集積が注目されている3”7）．今回，われわ

れは喫煙例における99mTc－HM　PAOの肺集積に

ついて肺からのクリアランスと集積程度の面より

解析し，新しい知見を得たので報告する．

II．対象および方法

　対象は肺疾患を有さない非喫煙健常男性4名

（平均年齢29．3土7．3歳）と喫煙男性10名（平均年
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齢39．5土11歳，平均喫煙期間20．2士10．5年，喫

煙歴指数：Brinkmann　lndex　140～1，㎜平均544）

であった．対象例はすべて自覚症状なく，既往歴

に特記事項をみず，理学的所見，胸部X線像，肺

機能検査値はいずれも正常であった．また，検査

にあたり喫煙例では検査前12時間以上の禁煙を

指示した．

　方法は被験者を背臥位にして99mTc－HM　PAO

740MBqを肘静脈より急速静注し，胸部背面に

設置したガンマカメラ（TOSHIBA　GCA－901A／

W2）およびこれとオンラインされたデータ処理装

置にて64×64マトリックスサイズで，1フレー

ム／分30分間データ収集を行った．肺への初期分

布画像より両肺野全体の関心領域（ROI）を設定

し，99mTc－HM　PAOの肺からの洗い出し曲線を得

た．静注2分以降のROI内の総カウント数の時

間放射能曲線をC（t）－Aexp－ktにて回帰される1

コンパートメントモデルで解析し，そのkについ

て対比検討した．また静注30分後の胸部プラナー

前面（A）・後面（P）像において99mTc・HM　PAOの

肺野の集積程度と肝における生理的な集積程度と

の対比を両肺尖部上方の軟部組織をバックグラウ

ンド（b）として肺野ならびに肝の1ピクセル当た
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りのカウントをそれぞれA（A’），P（P’）とし，geo－

metric　mean　activity　Gを

G＝∨t（A－b）・（P－b）

の式でコンピュータにより求め，肝の集積程度

（G’）を同一の式にて得，これを基準として99mTc・
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Fig．1　Relative　time－actMty　curves　obtained　for　a

　　　non－smoker　and　a　smoker，

10MIN

20MIN

30MIN

　　　　　NON－SMOKER　　SMOKER
　　　　　　　　　　　　（Brinkmann　index　1，000）

Fig．2　（J9「nTc－HM　PAO　sequential　images　of　the　lung

　　　obtained　in　a　non・smoker　and　a　smoker，

HM　PAOの肺／肝集積比の百分率表示（GIG’x

100）で肺野の99mTc－HM　PAO　computer　actlvlty

index（Lung／Liver　lndex）とし，肺野の集積程度を

算出した．

m．結　　果

　非喫煙例における両肺野での1分ごとの連続イ

メージでは静注直後の速やかな洗い出しを示し，

1分後には全身へ分布し，その後は緩やかであっ

た．喫煙例ではより緩やかで，相対的表示で示す

とその相違は明瞭になった（Fig．1）．

　また，静注10分，20分，30分後の時点でのイ

メージで非喫煙例とBrinkmann　Index　l，000の喫

煙例の肺集積程度を対比すると，10分後より極立
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Fig．3　Comparison　of　k（A）and　Lung／Liver　lndex（B）

　　　between　non－smokers　and　smokers，
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Fig．4　Relationship　between　Brinkmann　index　and

　　　k（A），and　Lung／Liver　lndex　and　Brinkmann

　　　lndex（B）．

って異なり，喫煙例では高度の集積が持続してみ

られた（Fig．2）．

　非喫煙群におけるkは0．0591士0．0046，Lung／

Liver　lndexは2L15±4．51であった．これに対し，

喫煙群では，kは0．0374土0．0154，　Lung／Liver

Indexは46．61士13．Olであり，　k，　Lung／Liver

Indexともに非喫煙群との間に有意差を認めた

（Fig．3A，3B）．また両群においてBrinkmann

Indexとkとの間にはr＝－0．815（P＜0．01）と良

好な負の相関をみ，Lung／Liver・lndexとの間には

r－0．911（p〈0．ODのきわめてよい正の相関を認

1233

め（Fig．4A，4B），したがってkとLung／Liver

Indexとの間にはr－－O．873（p〈0．01）の負の相

関がみられた．

IV．考　　察

　99mTc－HM　PAOが脳血流トレーサとしての主

目的以外に腫瘍血流，あるいは種々の臓器・組織

血流と相関した分布を示すことより3”・6｝，腫瘍へ

の集積性およびその機序に関する検討がプラナー

像のみならずSPBCT像にて行われた結果，悪性

腫瘍については20iTICIよりもその集積性がやや

劣るという結論に収束されてきた5・6）．

　他方，脳血流トレーサとしての治験段階より喫

煙例における肺集積の増加が注目された2）が，定

性的な検討をShihらの報告にみるにすぎない7）．

それによると，非喫煙例では99mTc－HM　PAOの

肺集積は全くみられず，長い喫煙歴を有する症例

ほどびまん性肺集積が高度であって，その機序と

して肺内血管の透過性の充進を想定している．わ

れわれはすでに99mTc－HM　PAOと同様脂溶性で，

かつ活性アミンである1231－IMPの肺クリアラン

スに対する喫煙の影響を臨床的ならびに実験的に

検討し8・9），喫煙による肺内血管内皮の透過性の

元進がIMPのびまん性肺集積とクリアランスの

遅延をきたす一因になることを示唆した．今回の

われわれの喫煙例における99mTc－HM　PAOのび

まん性肺集積の解析にて喫煙歴を表すBrinkmann

Indexが肺クリアランスの指標であるk値と有意

な負の相関をみ，またびまん性肺集積の指標とし

てのLung／Liver　lndexと有意な正相関を認めた

ことより，IMP同様，喫煙が99mTc－HM　PAOの

びまん性肺集積に関わる大きな因子で，肺血管内

皮の透過性の充進を惹起し，長期にわたる喫煙に

伴うalveolitisおよび血管内皮細胞の傷害などの

炎症過程も加味され，間質への99mTc－HM　PAO

の移行，肺からの洗い出しの遅延を招来するもの

と考えられる．したがって，99mTc－HM　PAOの

肺クリアランスの遅延および肺集積程度は長期喫

煙による肺障害の程度を非侵襲的に評価できる可

能性を示唆するものと考える．
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V．まとめ

　喫煙例における99mTc－HM　PAOのびまん性肺

集積についてコンパートメント解析およびLung／

Liver　lndexにより検討した．

　1）喫煙例では非喫煙例に比し，明らかにkは

小さく，Lung／Liver　Indexは高値であった．

　2）喫煙歴を示す指標Brinkmann・lndexとkの

間には負の相関（r－－0．815，p＜0．01），　Lung／Liver

Indexとの間には正の相関（r＝0．911，　p＜0．01）を

みた．

　以上より，喫煙は99mTc－HM　PAOの肺集積に

影響を与える重要な因子と考えられる．
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Summary

Effect　of　Cigarette　Smoking　on　Diffuse　Pulmonary　Uptake

　　　　　　　　　　　　　　　　of　99mTc・HM　PAO

Tsuneo　TAKAHAsHI，　Toya　OBARA，　Megumi　ONo，　Mikaru　KIKucHI
　　　　　　　　　　　　　　　　　and　Toru　YANAGIsAwA

Depart〃lent　of　Radiology，　Iwateルledica’University

　To　investigate　the　clinical　significance　of　pul－

monary　uptake　of　99mTc－HM　PAO，　we　studied　the

effect　of　cigarette　smoking　on　pulmonary　uptake　of

99mTc－HM　PAO．

　This　study　included　　l4　volunteers：　4　non－

smokers　and　lO　smokers（Brinkmann　indexes　544土

270．8）．Following　injection　of　99mTc－HM　PAO　into

the　ant㏄ubital　vein，　time－activity　curve　was　ob－

tained　with　the　regional　activity　of　one　frame／min．

for　30　minutes　and　64×64　matrices．　Characteristics

of　pulmonary　clearance　curve，　described　as　C（t）＝

Aexp－kt，　and　lung／1iver　uptake　ratio（Lu／Li　index）

at　30　min，　after　injection　were　determined，　and

groups　of　non－smokers　and　smokers　were　com－

pared．

　In　smokers，99mTc－HM　PAO　clearance　was
delayed　and　k　was　smaller　significantly．　Lu／Li

index　was　also　higher　in　smokers．　Brinkmann　index

correlated　both　with　k（r＝－0．815，　p＜0．Ol）and

Lu／Li　index（r＝0．911，p＜0．Ol）．

　ln　conclusion，　the　delayed　clearance　and　reten－

tion　of　99mTc－HM　PAO　in　the　lung　may　indicate

metabolic　disorders　of　the　lung　due　to　cigarette

smoking．

　　Key　words：99mTc－HM　PAO，　Diffuse　pulmq・

nary　uptake，　Cigarette　smoking．
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