
921

《原　著》

塵肺における1231－IMP肺クリアランスの検討

石野　洋一＊ 中田　　肇＊

　要旨健康な非喫煙者5例と塵肺患者10例を対象に1231－IMP肺シンチグラフィを行い，その肺内動態

を比較検討した．1231－IMP静注後50分間ダイナミックデータを収集し，両肺野全体を関心領域として，そ

の時間放射能曲線をC（t）＝AI　e－klt＋A2　e－k2tの2コンパートメントモデルにて解析した．その結果，塵肺

症例では健常症例に比し明らかに1231－IMPの洗い出し遅延を認め，特に早期洗い出し率であるk1が有意

に低値を示した．投与後早期の洗い出し遅延は，高度の線維性変化に伴うびまん性の肺血流低下を反映して

いるものと思われた．67Gaシンチグラフィにおける肺集積程度とは関連がみられたが各種肺機能指標とは

明らかな相関を認めなかった．1231－IMP肺シンチグラフィにおける肺洗い出し曲線は塵肺による肺障害を

客観的，定量的に評価することが可能で，胸部単純X線検査や肺機能検査を補う意味で臨床的に有用と考

えられた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（核医学31：921－926，1994）

1．はじめに

　脳血流シンチグラフィ用製剤として開発され，

現在広く臨床応用されているN－isopropyl－P－

［i231］－iodoamphetamine（1231－IMP）は，末梢静脈

から投与すると初回循環で高率に脳に集積するが，

その前に肺に集積し徐々に洗い出される性質を有

する1’“3）．この性質を利用して開発当初より各種

肺疾患診断への応用が試みられているが4”9），特

定の疾患に絞って投与後の肺内動態を検討した報

告は少ない．今回われわれは塵肺症例に対して

1231－IMPシンチグラフィを行い，その洗い出し曲

線を2－compartment　mode1により解析して肺内

動態を評価し，あわせて病変の活動性や各種肺機

能検査との関係について検討したので報告する．

11．対象と方法

対象は健康な非喫煙若年者5例（男性4例，女
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性1例，平均年齢26．4土2．9歳）と塵肺患者10例

である．患者はいずれも産業医科大学病院呼吸器

科を受診し塵肺と確診されたもので，全例男性，

平均年齢は68．2±6．2歳である．粉塵作業歴は平

均27±6年で，全例かなり長期にわたる被曝歴を

有していた．粉塵は主に遊離珪酸，石炭であり1

例のみ石綿肺であった．

　方法は被検者を背臥位にして1231－IMP・111MBq

を肘静脈より急速静注した後，胸部前面より投与

後10分間は1frame／10　sec，以後はlframe／min

で，64×64　matrix　sizeのデータ収集を50分間行

った．次に肺への初期分布画像を参照して，肝臓

との重なりが考えられる右下肺野1／4を除く両肺

野全体の関心領域（ROI）を設定し，1231－IMPの

肺洗い出し曲線を得た．ROI内の総カウント数

の時間放射能曲線をC（t）－AI　e－klt＋A2　e’k2tか

らなる2－compartment　modelに近似して，肺内総

カウントが急激に低下する投与後3分までのfast

phaseと緩やかな変化に移行する10分以降のslow

Phaseに分けて解析し，　fast　Phaseとslow　Phase

の各洗い出し率k1，　k2（1／min）を症例ごとに求め

た．また塵肺症例に関しては，同時期全例に対し

て通常の方法で67Gaシンチグラフィを施行し，
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肺野集積程度が縦隔よりも明らかに低いG1と同

程度ないし高度であるG2に分類した．使用装置

はガンマカメラSNC－510Rおよびこれとオンラ

インで接続した核医学データ処理装置Scintipac

7000（島津製作所製）である．塵肺症例はこれに加

えて総合呼吸機能自動解析システムFUDAC－50

を用いた呼吸機能検査を行い，％VC，　FEV　1．0％

および％DLCOの各検査値を検討項目とした

（％DLCOは9例のみ測定）．

IIL検討項目

　前述の方法で得た1231－IMPダイナミックデー

タ，67Gaシンチグラフィおよび呼吸機能検査

の結果をもとに，以下の点について検討を行っ
た．

　（1）塵肺患者と健常例のk1，　k2値の比較．

　（2）67Gaシンチグラフィ所見別のk1，　k2値の

比較．

　（3）各種肺機能とk1，　k2値の関係．

　各群の値はmean圭SDで示した．各群の比較

にはMann－Whitney検定を用い，危険率5％未

満を有意とみなした．回帰性の解析には直線回帰

分析を行った．

IV．結　　果

　1．塵肺患者と健常例のk1，k2値の比較

　健常例においては投与された1231－IMPは肺野

から速やかに洗い出され，fast　phaseとslow

phaseの各洗い出し率k1，　k2はいずれも塵肺症例

より平均して高値であった（健常例はk1：0．612±

0．135，k2：0．Ol20±0．00165，塵肺患者はk1：0．339

ゴ0．0983，k2：0．0107土0．00250）．ただしfast　phase

の肺洗い出し率k1は両者の間に有意差がみられ

たが，slow　phaseの肺洗い出し率k2に関しては

健常例と塵肺症例との分布に重なりが多く，統計

学的に有意差を認めなかった（Fig．1）．

　2．Gaシンチグラフィ所見別のkl，　k2値の

　　比較

　塵肺症例に関してガリウム肺野集積程度別に

k1を比較すると，　G1，G2両グループ間には有意

差を認めなかった（G1：0．341±0．0988，　G2：0．337

±0．109）．k2については肺野集積の高いG2グ

ループの方がやや低値をとる傾向がみられ，統計

学的に有意差を認めた（G1：0．Ol14±0．00316，

G2：0．00998士0．00168）（Fig．2）．

　3．各種肺機能とk1，　k2値の関係

　肺洗い出し率k1，　k2と，塵肺患者で計測した
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Table　l　Correlation　between　k1，　k2　and　pulmonary

　　　　functions

number　of
　　　　　　R　　P　valuepatients

kl　and％VC　　　　　　　10　　　　　0．45　　　　ns

k2　and％VC　　　　　　　10　　　　　　0．31　　　　ns

kl　and　FEV　1．0％　　　10　　　　　0．44　　　ns

k2　and　FEV　1．0％　　　10　　　　　0．47　　　ns

kl　and％DLCO　　　　9　　　　0．32　　　ns

k2　and％DLCO　　　　9　　　　0．39　　　ns

％VC，　FEV　1．0％および％DLCOの各肺機能検

査値の関係をTable　1に示す．　k1，　k2はいずれの

肺機能検査値とも明らかな相関を認めなかった．

V．考　　察

　1231－IMPの肺疾患への応用に関しては製剤開

発当初より注目されており，すでに数多くの報告

がある．当初はstatic　imageによる評価が中心で，

Nakajoらは肺癌とそれに付随する二次性の変化

の鑑別に1231－IMPシンチグラフィが有用である

と報告しており4），菅らもおもに静注24時間後像

により血流とは違った情報が得られることを確認

している5）．その後肺内洗い出し曲線の解析によ

る疾患活動性の評価が行われるようになり，熊崎

は肺野に設定した関心領域内の時間放射能曲線を

monoexponential　curveに近似させて傾きkを求

めると，間質性肺疾患では正常者に比べてこのk

値が有意に低下しており，病変の活動性の指標と

して有用であると報告している6）．さらに最近で

は2－compartment　modelによる近似を行い，　fast

phaseとslow　phaseに分けて洗い出し率を求め，

各種肺疾患や喫煙による影響を評価する試みが散

見されるようになってきた．これは投与直後の

fast　phaseにおける急激な変化が肺血流を反映し，

それ以後のslow　phaseにおける緩やかな変化が

間質や肺胞腔への集積，洗い出しを示すとの理論

に基づくものである7”9）．しかしこれまでのとこ

ろ肺内洗い出し曲線の解析は，喫煙による影響以

外ではびまん性肺疾患全般を対象にしたものが多

く，特定の疾患に絞って投与後の肺内動態を観察

したものはほとんどない．今回われわれは塵肺症

例に限定して1231－IMPシンチグラフィを行い，

その洗い出し曲線を2－compartment　mode1によ

り解析して肺内動態の解析を試みた．

　喫煙肺やびまん性肺疾患における1231－IMPの

肺内動態を2－compartment　mode1で解析したこ

れまでの報告では，全体として洗い出しが遅延す
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るとされており，特に各疾患，病態に共通して

slow　phaseにおける洗い出し率の遅延が特徴的で

ある7“’9）．この理由を説明するためには，1231－IMP

の肺への集積機序について理解する必要がある．

肺における1231－IMPの集積箇所は主に肺毛細血

管内皮細胞といわれており3），同細胞のアミンレ

セプターを介するcarrier　mediated　transPortによ

り集積するとされている1・2・10）．しかし肺毛細血

管内皮細胞が障害される放射性肺臓炎において

1231－IMPの集積充進をみた症例の検討から，肺集

積充進の理由として間質や肺胞腔への移行の可能

性も指摘されている11・12）．IMPの代謝は主に

mixed　function　oxidase（MFO）systemによると

いわれており，この代謝の場として肺胞マクロフ

ァージや肺胞上皮細胞が考えられている13）．した

がってこれらの細胞が障害を受けることによリア

ミン類を含めた代謝の阻害が起こり，肺毛細血管

透過性の充進と相まって間質や肺胞腔への移行が

生じると思われる．事実喫煙者や肺疾患患者にお

いて気管支肺胞洗浄液中に肺胞マクロファージを

はじめとする細胞成分が増加し，また投与された

1231－IMPが移行していたという報告が散見され

る14’”16）．しかし今回のわれわれの検討では，slow

phaseにおける洗い出し率k2も健常者に比べて

低下しており，若干の遅延傾向はみられたものの

統計学的には有意差なく，むしろ早期洗い出し率

k1に明らかな有意差を認めた．1231－IMPは静注

後5分までに約90％が肺に集積する3）ことから，

この時期における急激な変化は主に肺血流を反映

すると考えられる7“9）．今回検討した塵肺症例は

高齢者が多く，粉塵被曝後すでに長い年月を経て

おり，全例臨床症状も安定していた．また胸部単

純X線写真上も数年にわたり所見が安定してお

り，ほとんどの症例でかなり高度の線維化や気腫

性変化を呈していた．したがって健常者に比べて

早期洗い出し率k1が有意に低下していた理由と

しては，高度の線維化により肺循環が遅延し肺血

流量が低下したためではないかと思われる．びま

ん性肺疾患の活動性の指標の一つとされる67Ga

シンチグラフィの肺集積程度とk1，　k2値の関連

をみるとGa集積の低い群と高度な群との間で

k2値に有意差を認めた．今回のデータで塵肺例

と健常者の間でk2に明らかな有意差がみられな

かったのは，疾患群に活動性の乏しい慢性期の症

例が含まれていたためと考えられるが，67Gaシ

ンチグラフィ所見とk2の間に明らかな関連がみ

られた点から，疾患活動性の程度を鋭敏に反映し

た情報を得られる可能性があると思われる．k1，

k2値は測定した各種肺機能指標とは明らかな相

関を認めなかった．肺機能検査は呼吸状態を評価

する上で有用な検査法であるが，被検者の協力を

必要とし，客観性に欠ける場合もあり得る．特に

今回の症例は高齢者が多く，十分正確な検査値が

得られなかった可能性も否定できないと思われる．

疾患活動性を反映した客観的指標を得ることがで

きる1231－IMPの洗い出し解析は，呼吸機能検査

を補う意味でも有用と思われる．

　わが国における粉塵作業従事労働者数は，産業

構造の変化につれて少しずつ減少する傾向にある．

しかも塵肺と診断され療養が必要と認定された者

の粉塵作業従事労働者数全体に占める比率（要療

養者率）は，昭和54年0．07％であったのが平成

3年には0．02％と明らかに減少しており，一般

的な軽症化が定着しつつあるようだ．新規患者発

生状況をみても現役の労働者からの発生は少なく，

大部分が元労働者からの申請で占められており，

わが国において塵肺症そのものがいわば後始末の

段階に移ったとみなせる17）．このような状況下で

は，塵肺症に対する新しい検査技術の開発は一見

あまり重要ではなさそうな印象を受ける．しかし

喫煙肺の検討にみられるように，他の検査で十分

異常所見をとらえがたい初期の段階においてこそ，

むしろ活動性の指標として洗い出し遅延がとらえ

られる可能性があり7・9），今後軽症例を含めた塵肺

症の詳細な病態把握に役立つものと思われる．ま

た慢性期の症例についても疾患の活動性の評価と

ともに，肺血流量のびまん性低下をある程度評価

することが可能と思われ，1231－IMPの洗い出し解

析は今後も補助診断法として有用な検査手段と考

えられる．
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Summary

1231・IMP　Clearance　of　the　Lung　in　Pneumoconiosis

Yoichi　IsHINo　and　Hajime　NAKATA

Depart〃ient　of　Radiology，　Univerぷめ1　of　Occupat～o〃al　a〃∂

　　　　　Envかon〃len’al・Hea〃乃，　School（ij’　Medicine

　　We　studied　1231－IMP　lung　clearance　on　10　cases

of　pneumoconiosis　and　compared　it　with　the　data

of　5　non－smoking　young　adults．　After　the　venous

i句ection　of　l　l　l　MBq　of　1231－IMP　we　collected　the

lung　dynamic　data　using　l　frames／10　sec　for　10

minutes　and　l　frame／min　for　following　40　min－

utes．　The　time　activity　curve　after　the　injection　of

1231－IMP　was　Obtained　as　follOws：C（t）＝Ale－klt十

A2e－k2t（k1，　k2：slopes　of　the　exponential　com・

ponent　at　the　early　and　delayed　phase）．　The　1231一

IMP　clearance　was　delayed　in　the　patients　group

especially　on　the　early　phase　and　the　kl　was　lower

than　that　of　the　normal　group．　Our　results　indicate

that　the　pulmonary　blood　flow　of　the　patients

with　pneumoconiosis　decreased　because　of　the

advanced　fibrotic　change．　This　dynamic　analysis

may　prove　useful　for　the　evaluation　of　the　pneu－

moconiosis　o句ectively　and　quantitatively．

　　Key　words：1231－IMP，　Time　activity　curve，

Pneumoconiosis．
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