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《原　著》
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　要旨　近年，高分解能CTの利用が普及し，気腫性病変が低濃度領域の認識として，容易に非侵襲的

に把握できるようになった．また最近，使用可能となった99mTc－Technegasは時間的制限が少なく，核

医学検査の特徴の一つである局所肺機能の把握が可能とされている1）．今回われわれは肺気腫患者12症

例に対し，テクネガスによるSPECTシンチグラフィ横断像と高分解能CTとの比較検討を行った．テ

クネガスと高分解能CTの病変描出能，障害程度は，4症例で同等，8症例でテクネガスが高分解能CT

より強く描出された．テクネガスは肺気腫での換気障害を，高分解能CTでの形態的変化より早期に描

出させ得ることが推察された．これはテクネガスが末梢肺野領域に加えて，従来のエロゾルシンチグラ

フィと同様，気道の異常をも検出できたためと思われた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（核医学32：487－494，1995）

1．はじめに

　肺気腫における病理形態学は，選択的肺胞気管

支造影により気腫性病変の描出が可能となったこ

とにより著しく進歩した2）．さらにX線CTの出

現と機器の発達により，近年，薄切スライスで肺

内の構造と病変がより詳細に描出可能な，いわゆ

る高分解能CTの利用が普及した．これにより，

気腫性病変が低濃度領域として認識でき，非侵

襲的に全肺野の気腫性変化を把握できるように

なった3・4）．

　一方，肺機能を画像として描出できる呼吸器核
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医学における換気検査にはSlmKrガスや133Xeガ

ス，また換気検査の代用として99mTcエロゾルが

使用されているが，各々長所を有する反面，欠点

もある．最近オーストラリアで開発された99mTc－

Technegasは粒子径が小さく，換気検査として緊

急にも利用可能とされている5）．今回われわれは

肺気腫の患者において，詳細な解剖学的評価が可

能なX線高分解能CT（high　resolution　CT，以下

HRCT）と，機能的評価が可能な99mTc－Tec㎞egas

SPECTシンチグラフィ横断像（以下テクネガス）

とを同一症例に施行し比較検討した．

II．対　　象

　対象は12症例，全例男性で年齢は63から78

歳，15年前に禁煙した症例11を除き，全例重喫

煙者（喫煙指数Cigarette　Index　600から3，000）で

あった．全症例とも臨床症状，呼吸機能，HRCT

所見などから肺気腫と診断した．対象症例の肺機

能のうち％1秒量（9（。FEVi．。），9。肺活量（％VC），
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488 核医学　32巻5号（1995）

Table　l　List　of　cases　and　data　of　pulmonary　function　test

Case

No．

Age
Sex

Cigarette

Index

Pulmonary　function　test

％FEV　1．o ％VC RVITLC FEV　tou

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2

　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
　1
　
1

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

1
8
0
1
9
8
3
2
6
2
4
9

6
7
7
7
6
7
6
7
7
7
7
6

800

1000

600

750

1800

goo

700

3000

800

goo

　＊

goo

100．80

93．60

92．59

75．ll

70．85

58．72

54．69

5LO4
50．00

31．48

30．87

27．83

97．00

98．05

100．91

77．23

86．48

63．75

92．58

80．07

91．22

57．46

8L42
67．39

27．44

39．25

30．65

31．07

51．20

50．91

30．85

46．97

53．64

58．98

47．00

73．08

74．05

6435
77．64

79．71

73．04

64．13

56．97

51．60

48．38

54．21

45．27

47．56

＊：stopped　15years　ago，％FEV　1．o：％Forced　expiratory　volume　in　one　second，％VC：％Vital　capacity，

RV：Residual　volume，　TLC：Total　lung　capacity，　FEV，．（m：Forced　expiratory　volume　in　one　second％

Table　2　Findings　of　technegas　scintigraphy　and　HRCT

Case　Results　of　　Evaluation　of　technegas　Results　of

No．　technegas　in　comparison　with　HRCT　　HRCT

m．方　　法

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2

　
　
　
　
　
　
　
　
1
　
1
　
1

non
def

def

non

non
hot

def

def

def

def

def

def

good

good

good

good
good

good

good

good
equivalent

equivalent

equivalent

equivalent

mild

severe

moderate

mild

mild

mild

moderate

moderate

severe

severe

severe

severe

technegas：99mTc－Technegas　SPECT　scintigraphy，　axial

image，　HRCT：high　resolution　CT，　non：non－homogeneous

distribution　in　the　peripheral　lung　field，　hot：hot　spot

formation，　def：defects　in　the　peripheral　lung　field　in

addition　to　hot　spot　formation，　mild：low　attenuation　areas

about　5　mm　in　diameter，　mainly　in　the　upper　lung　field，

moderate：low　attenuation　areas　about　l　O　mm　in　diameter，

in　the　middle　and　lower　lung　field　in　addition　to　the　upper

lung　field，　severe：low　attenuation　areas　gathered　and

disappearing　of　lung　parenchyma

残気率（RV！TLC），1秒率（FEV，．。％）を，症例の

9。FEVi．oの軽度より順に示した（Table　1）．

　HRCTはGE9800とGE　high　speed　advantageを

使用し，大動脈弓のやや上方を上縁とし，下縁を

横隔膜のやや下方の肺底区までとした12スライ

スを，軽い吸気位にて，厚さ5mmでスキャン

し，片肺毎に骨の条件で高分解能画像を作成し

た．表示条件はwindow　widthを1500，　window

levelを一600の肺野条件で低濃度領域を検討し

た．低濃度領域は肉眼的に，程度により次の3段

階に分類した．すなわち，上肺野優位に直径5mm

程度が存在するものを軽度（mild），上肺野優位に

散在，集合し，一部で癒合，さらに中下肺野に及

ぶものを中等度（moderate），10mm以上のものが

癒合したり，肺の実質が消失するようなものを高

度（severe）とした．

　テクネガス発生装置はテトリー社製（オースト

ラリア）を使用した．1mlあたり約505　MBqの

99mTcO4一をlm／，テクネガス発生装置内の炭素製

るつぼに注入し，温度を2，500°Cとすることでテ

クネガスが発生する．粒子径は報告者により幅は

あるが，多くは0．05ないし0．005μm，最大でも

0．2μmとされているs－“8）．

　テクネガスの投与方法は，臥位で酸素毎分3

リットルを3分間吸入後，鼻栓をして一方向回路
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Fig．1　Casc　12．　A　69－year－old　male．　Chcst　X－ray旬m

　　　　　showcd　the　narrowing（、f　pulmonary　vesscls

　　　　　especially　in　the　upper　and　lower　lung　field（Fig．

　　　　　　1a）．　HRCT　showed　low　attcnuation　areas　in　the

　　　　　entirc　lung　field；upper（Fig．1b－i），　middle（Fig．

　　　　　　1b－ii）and　lower　lung　field（Fig．　lb－iii）．　Shadows

　　　　　of　pulmonary　vessels　are　narrow　in　the　uppcr　and

　　　　　lower　lung　fields　with　dcfects　in　the　peripheral

　　　　　branches．　Technegas　scintigraphy　showed

　　　　　hcterogcncity，　hot　spot　formation　and　defects

　　　　　throughout　the　peripheral　lung　field、　upper（Fig．

　　　　　　lc－i），　middle（Fig．　lc－ii）and　lower　lung　field（Fig．

　　　　　　lc－iii）．　Technegas　and　HRCT　showed　the　same

　　　　　degree　of　abnormal　fi　ndings．
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490 核医学　32巻5号（1995）

で3ないし5回安静時呼吸にて吸入させた．ガン

マカメラは低エネルギー用高分解能コリメータを

装着した2検出器型ガンマカメラPicker社製プ

リズム2000を使用し，planar像を撮像した後

SPECTを撮像した．　SPECTの撮像条件は360

度，72方向，1方向収集時間40秒，マトリック

スサイズ128×128であった．また，前処理フィ

ルターとしてLow　pass　filter，再構成フィルター

としてRamp　mterを用い，吸収補正なしでスライ

ス厚は4．96㎜の断層像を作成した．1尋られた

SPECT横断像にてRI分布を検討した．　SPECT像

の異常像は鈴木の分類に準じ，軽度の障害より順

に次の3段階に分類した9）．すなわちRIの不均一

な分布，hot　spot形成，さらにそれらに加え肺野

末梢の欠損像とした．

　以上のテクネガスSPECT横断像のRI分布と

HRCTの肺野濃度とを比較し，いずれが障害程度

が強いかを，障害の範囲により，経験5年以上の

放射線科医3名により判定した．

IV．　結　　果

　planar像とSPECT像を比較すると，前者より

も後者が病変の性状や分布を良好に表したのは5

症例であり，症例1，3，4，5，および7であっ

た．他の症例では両者の描出に関しては同等で

あった．テクネガスとHRCTとの比較の結果を

Table　2に示す．テクネガスとHRCTが障害程度

が同程度と判定したものが4症例，テクネガスの

方が障害程度が強いと判定したものが8症例で

あった．一方HRCTの方がテクネガスよりも障

害程度が強かった症例は認めなかった．肺機能

上，軽度肺気腫例の症例2と3でHRCTにおい

て中等度あるいは高度と判定したのは，主に上葉

に強い変化があったためで，テクネガスも肺野末

梢の欠損像を呈した．

　テクネガスとHRCTとの障害程度が同等と判

定した4症例はいずれも肺機能，HRCTで高度の

肺気腫例で，テクネガスも末梢肺野の欠損像を呈

していた．テクネガスでhot　spot形成は，　hot　spot

形成単独例1例と肺野末梢の欠損像を合併した8

例の合計9症例で認められた．hot　spot形成単独

例のHRCTは軽度で，肺野末梢の欠損像を合併し

た症例は，HRCTでは中等度および高度の肺気腫

であった．テクネガスで肺野のRIの不均一な分

布を示した3症例は，HRCTではすべて軽度で
あった．

　以上の結果を，同じことではあるが，HRCTか

らみると，軽度と判定した4症例のうち，1例に

テクネガスでhot　spot形成があったが，3例では

肺野のRIの不均一な分布を示した．また，　HRCT

で中等度以上の症例はすべてhot　spot形成に加え

て肺野の欠損像を呈していた．なおhot　spotの形

成により，その直接の末梢が広範囲に欠損像を呈

した症例はなかった．

　代表的な症例として，重症例においてテクネガ

スとHRCTとの障害程度が同程度であった症例

12，ついで比較的軽症と考えられテクネガスの方

がHRCTより障害程度が強かった症例8を供覧す
る．

　【症例12】

　69歳男性，主訴は食欲不振，咳，喀疾．喫煙

指数は900．胸部X線（Fig．1a）では血管影が乏

しく細く，特に上肺野や下肺野で著しい．HRCT
（Fig．　l　b－i，　ii，　iii）では上肺野，中肺野から下肺野に

かけての全肺野で，低濃度領域が不整かつ広範に

拡がり，正常な肺胞領域が少なく，上肺野と下肺

野での血管影が著明に細く，さらに末梢の分枝の

欠損が認められる．テクネガス（Fig．　lc－i，　ii，　iii）で

も上肺野，中肺野，さらに下肺野でRI分布は不

均一で，hot　spotの形成や末梢の欠損像が著明で

ある．本症例ではHRCTとテクネガスとの障害

程度は同程度と判定した．

　【症例8】

　78歳男性，主訴は咳，喀疾．喫煙指数は900．

胸部X線（Fig．2a）では肺野が若干明るくみえる

が，血管影の狭小化は認められない．HRCT（Fig．

2b－i，　ii，　iii）では上肺野に小さい低濃度領域がいく

つか散在性に認められる．中肺野から下肺野にか

けては明らかな低濃度領域は不明である．全肺野
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Fig．2　Case　8．　A　78－year－01d　male．　Chest　X－ray旬m　did

　　　　　not　show　vascular　narrowing（Fig．2a）．　HRCT

　　　　　showed　some　low　attenuation　areas　in　the　upper

　　　　　lung　field（Fig．2b－i）but　not　in　the　middle（Fig．

　　　　　2b－ii），　lower　lung　field（Fig．2b－iii）．　There　was　no

　　　　　vascular　narrowing　or　defects　in　the　peripheral

　　　　　branches．　Technegas　scintigraphy　showed　het－

　　　　　erogeneity　in　the　upper　lung　field（Fig．2c－i）and

　　　　　hot　spot　forrnation　and　defectg．　in　the　periphery　in

　　　　　the　middle（Fig．2c－ii）and　lower　lung　fields（Fig．

　　　　　2c－iii）．　In　this　case　technegas　scintigraphy　showed

　　　　　greater　changes　than　HRCT．

a

●

b・i

b－ii

b－iii

1

触

C－i

c－ii

c・揃

ぐ
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で血管影の狭小化や分枝の欠損は明らかではな

い．テクネガス（Fig．2c－i，　ii，　iii）の上肺野では，

RI分布がわずかに不均一であるが，中肺野や下

肺野ではさらにhot　spotも形成されている．本症

例ではテクネガスの障害程度や範囲の方がHRCT

のそれよりも強いと判定した．

V．考　　察

　核医学的手法による肺シンチグラフィの利点の

一つは，非侵襲的，かつ定性的な局所肺機能を把

握でき，肺全体の平均値である肺機能検査を凌駕

する点にある．換気検査では133Xe，　SlmKrガスが

あるが，前者では半減期が長く，検査に閉鎖回路

が必要で，しかもエネルギーが低く，多方向撮像

ができないなどの欠点がある．一方，後者では，

親核種である8iRbの半減期が短く定量的評価が

困難で，しかも常時使用できないという短所があ

る．また，常時使用可能な手法としてはエロゾル

シンチグラフィが換気分布の代用として使用され

てきた1°）が，この方法では他の換気シンチグラ

フィと違い，粒子径によりその分布が大きく左

右され，中枢気道への過剰沈着hot　spotが増加

し，必ずしも換気分布を見ているとは言えなかっ

たID．さらに中枢気道の狭窄による乱流の発生や

慢性閉塞性肺疾患でのhot　spot形成も知られてい

る12・13）．

　近年使用可能となったテクネガスは，上述した

ように粒子径が約0．005μm前後と，いわゆる超

微粒子といわれるほど小さく，したがって末梢肺

野領域への沈着は良好とされる6・7川4）．従来の換

気検査と対比した報告のうち，133Xe換気検査と

の対比では，正常においてはテクネガスと同じ分

布を示し，安定した沈着によることや，洗い出し

像の解析はできないものの肺の辺縁が明瞭である

ため多方向撮影が可能であること14・15）などで，テ

クネガスが優れているといわれる．SlmKr換気検

査との対比では，テクネガスはFEVi．o，％の著しく

低下した症例でも肺野へ分布し換気分布の評価は

可能であり，反対に，低下しない症例ではSimKr

吸入分布と同等であったこと5），SlmKrガスは換気

検査の“golden　standard”であるが高価であり，テ

クネガスは高画質で連続して使用できることが優

れている8），とされる．従来のジェットネブライ

ザーで生成されたフチン酸のエロゾルシンチグラ

フィとテクネガスの比較でも，気管支内の沈着や

胃内の放射能活性が少なく，テクネガスの優位が

報告されている16）．テクネガスのhot　spot形成

は，テクネガスの粒子径が小さいとはいえ，粒子

としての性格があるためとされる2～8・h6－ls）が，そ

の存在のために肺野の換気の分布の評価には影響

はないとしている5’7・18）．

　テクネガスの吸入方法には残気量から全肺容量

まで数回の深呼吸や息止めをする6・＆17），深呼吸は

するが息止めはしない7・19），息止めが重要である

が協調性の低い患者では安静呼吸が適する7），安

静時呼吸で均一な肺内分布が得られる15），など報

告により異なる．川上らもs「mKrガスとの分布差

の検討から，軽度の換気障害の検出には深呼吸を

行わず，安静時呼吸程度の数回吸入が必要である

とし5），われわれもその方法に準じた．

　従来のエロゾルシンチグラフィは末梢の局所換

気に加えて気道系の気流の異常をも検出し9），肺

気腫と慢性気管支炎との鑑別をhot　spotの存在パ

ターンから述べる報告もあり2°），テクネガスも気

道の異常をも検出するものと考えられる．した

がってHRCTとテクネガスとが表す病態は同じ

ものとはなり得ないと思われる．

　以上のテクネガスの長所を考慮して，今回の検

討を試みた．今回の対象患者では肺機能上軽度障

害であっても，HRCTで限局性ではあるが中等度

以上の病変を有する症例が2例あり，肺機能が

overallのものを表すという実例であろう．SPECT

がplanar像よりも病変の把握に優位であった症例

は比較的軽症の症例で，病変が高度となるほど両

者の差はなくなっていた．また，HRCTでの肺気

腫病変が軽度から高度になるにつれ，テクネガス

の異常所見も高度となっている．しかしながら肉

眼的な両者の障害範囲は，HRCTでの低濃度領域

が中等度まではテクネガスの方が障害の程度が強

く描出される傾向があるものの，低濃度領域が高
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度になると両者の障害範囲は同等であった．すな

わち軽症例ほどテクネガスが換気の異常を検出し

やすいものと推察される．テクネガスのSPECT

横断像による検討は，HRCTと対比することで解

剖学的な領域の認識が容易であった．

　今回の検討ではテクネガスの吸入では患者の苦

痛はなく，良好な画像が得られた．テクネガスは

吸入後，肺内のRI分布は経時的にほとんど変化

なく，SPECT撮像に適していると言われるが5），

SPECTについての報告は少なく，また，他のCT

などの検査と比較し検討した報告も見いだせ得な

かった．今日，臨床的に肺気腫が疑われたり診断

された症例での画像診断の検討はCTによること

が多い．しかしながら肺機能も考慮しながら，核

医学的検査，なかでもテクネガスは日常臨床で有

用な情報が得られるものと思われた．

VI．結　　語

　1．肺気腫患者12症例に対し，テクネガスと

HRCTの比較検討を行った．

　2．テクネガスとHRCTの障害程度は，4症例

で同等，8症例でテクネガスがHRCTより強く表

された．

　3．テクネガスは肺気腫での換気障害を，

HRCTで形態的変化より早期に表せ得ることが推

察された．

　なお本論文の要旨は第34回日本核医学会総会（札

幌，1994年）にて発表した．
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Summary

COmpariSOn　of　9”MTc・TechnegaS　Scintigraphy　and　High　ResOlution　CT

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　in　Pulmonary　Emphysema

Katashi　SAToH＊，　Masatada　TANABE＊，　Satoru　NAKANo＊，　Yoshihiro　NisHiyAMA＊，

Kazue　TAKAHAsHI＊，　Takuya　KoBAyAsHi＊，　Yoshirou　KAwAsE＊，　Masahiro　MiTANi＊，

Motoomi　OHKAwA＊，　Jiro　Fu川TA＊＊，　Yasufumi　YAMAJI＊＊and　Hiroki　OKADA＊＊

　　　　　＊Depar〃nent　ofRadio／08y，κα80Wα〃edical　Scho・1

＊＊First　Depar伽ent　of　ln　te　rnal〃ed輌cine，　Kasawa　Med’cat　Scho（，／

　　This　study　was　undertaken　to　assess　the　usefulness

of　technetium－99m　technegas　scintigraphy　axiaいm－

ages（technegas）compared　with　high　resolution　CT

（HRCT）in　12　patients　with　pulmonary　emphysema．

　　All　patients　were　male　adult　and　heavy　smokers　and

their　mean　age　was　65．　All　patients　inhaled　505　MBq

technegas　in　several　tidal　volume　breaths　in　the　supine

position　without　breath　holding．　SPECT　imaging　was

performed　by　a　Picker　model　Prism　2000．　HRCT　was

performed　after　technegas．　The　technegas　images

showed　different　degree　of　changes　from　areas　of　het－

erogeneity　to　hot　spots　or　defects」n　emphysema，

HRCT　images　showed　low　attenuation　areas　varying

in　size　and　number．

　　In　40f　12　patients，　the　degree　of　abnormal　findings

on　technegas　increased　according　to　the　degree　of　ab一

normal　findings　on　HRCT」n　the　remaining　8　patients，

however、　more　detailed　fi　ndings　were　shown　by

technegas　than　by　HRCT．　There　was　no　patients　in

which　HRCT　showed　a　greater　changes　than　on

technegas．

　　HRCT　can　demonstrate　low　attenuation　areas，　even

less　than　5　mm　in　diameter．　Moreover　previous　reports

showed　that　aerosol　inhalation　would　also　demon－

strate　the　airway　disease．　Assessment　of　the　degree　of

involvement　revealed　by　both　methods　indicated　the

superiority　of　technegas　over　HRCT．　We　conclude

that　technegas　can　represent　the　ventilation　involve－

ment　easily　more　than　HRCT　in　pulmonary　emphy－

sema．

　　Key　words：　99mTc－technegas，　High　resolution

CT，　pulmonary　emphysema．
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