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《総　説》

呼吸器核医学
井　　澤 豊　　春＊

　要旨　呼吸器核医学の概要について述べた．呼吸器核医学は1950年代のKnippingやWestに遡るが，

事実上は1963年Taplinの1311－MAAの創製に始まる．　i3’1・・MAAにより肺栓塞の診断はもとより，局所

肺機能の研究が長足の進歩を遂げた．放射性ガスやエロソールは肺内換気分布の研究を促進した．肺血

流の調節に局所低酸素性肺血管収縮が重要である．換気／血流の一致，不一致はそれぞれ器質的ないし

血管性肺疾患を鑑別する．吸入エロソールの肺内沈着パターンは閉塞性肺疾患の鑑別に有用である．テ

クネガスは肺換気分布の診断に役立つ．呼吸器核医学によって，非呼吸性肺機能が解明されてきた．気

道粘液輸送系の動的な粘液運搬動態が明らかにされ，4つの異常な運搬形式が明らかになった．粘液運

搬に対する薬剤効果の客観的な評価も可能になった．WmTc－DTPAエロソールの吸入で肺上皮透過性の

研究が可能になり，喫煙は問質性肺疾患で充進していることが分かった．呼吸器核医学は現在まだ不明

な非呼吸性肺機能の解明にも有用性が期待される．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（核医学32：1281－1288，1995）

　1．肺スキャンのはじまり

　1311－MAAが1963年Taplinにより創製されては

じめて血流肺スキャンが可能になったD．1955年

Knippingらの133Xeを用いたlsotopenthorako－

graphie2）や1960年初頭のWestらによる150によ

る肺血流や換気の研究3｝に呼吸器核医学の源流を

求めることができる．欧米では頻度が高く診断困

難な肺栓塞診断法の確立は社会的な要請であった

が，t3il－MAAが完成されるや，　i3il－MAAによる

血流肺スキャンは瞬く間に全世界を風靡して肺

栓塞の診断に大きな役割を果たし現在に至ってい

る4）．

　換気側からの検索にはi33XeやSimKrなどの放

射性ガスに加えて，1965年放射性エロソール吸

入肺スキャン法がTaplinらとPircherらによって

第34回日本核医学会総会教育講演の内容を総説とし
て編集委員会が投稿をお願いした．

＊国立療養所東長野病院病院長

受付：7年8月22日
別刷請求先：長野市上野2－477　（㊦381）

　　　　　　国立療養所東長野病院

　　　　　　　　　　　　　　　　井　澤　豊　春

ほほ同時に発表された5・6＞．

　2．臨床肺スキャン

　血流肺スキャンが肺栓塞診断の決め手として汎

用された結果，肺血流分布の欠損があれば肺栓塞

とする安易な診断さえ行われた．

　肺栓塞のみならず肺結核などの局所病変部位や

肺癌とくに左肺門肺癌では時に左肺全体の肺血流

分布が欠損ないし著明に減少し，肺気腫，気管支

喘息などでは局所的に肺血流分布が減少，特に気

管支拡張症の肺局所では肺血流分布欠損が著しい

ことが判明した．

　一方，左右肺の酸素消費量比の肺血流分布比が

ほぼ1：1に対応することから，血流肺スキャン

は局所肺血流分布の表現であるから，肺血流側か

らみた局所肺機能の表現にほかならないとする考

え方が台頭した．血栓による肺血管内腔の閉塞，

がんによる肺血管の圧迫や浸潤，肺炎や膿瘍によ

る肺組織の障害などの解剖学的な原因によるほか

にも，肺血流分布を支配する要因の解明が必要に

なった．
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　3．肺血流分布支配因子としての肺胞内酸素

　　張力

　換気障害による肺胞低換気は肺胞低酸素と肺胞

高炭酸ガスを伴うので，一側肺を低02ないし高

CO2で交換して肺血流分布への影響をみた7）．

　ヒトで右肺に純02を投与しながら，左肺に窒

素（N2）から21％までの各種の低02ガスを投与

すると，左肺の肺血流分布は確実に減少しその度

合いは投与02ガス濃度とほぼ並行する．しか

し，右肺に空気（Air），左肺に8％CO2　in　Airを投

与しても左肺血流分布に変化はなかった．すなわ

ち低02は確実にその肺の肺血流分布を減少させ

ることがわかった7）．

　イヌで一側肺の換気を一時的に遮断すると，換

気遮断肺での肺血流分布は遮断直後から急速に減

少する8）．この現象は正常な肺でのみならず，自

家移植脱神経肺（Denervated　lung）でも同様にみら

れることから，一側肺の肺血流分布の調節に神経

の関与を要さないことが明らかになった．

　局所肺レベルでも同じことが起こるか否かをみ

るために，イヌの右上葉だけ種々の02濃度ない

しCO2濃度のガスで人工換気して右上葉の肺血流

分布の変化をみた．交換ガスの02濃度がAirよ

り低ければ，右上葉の肺血流分布が減少し，高け

れば次第にコントロール時の肺血流分布に近づい

た．局所肺でも同じ肺血管反応がみられるのであ

る．しかも，この現象は正常なイヌの肺のみなら

ず，Denervated　lungでも同様に起こった9）．

　以上を要約すると，肺血流分布は局所の肺胞低

02に対する反応として局所肺血管収縮を起こし

肺血流分布が減少する．すなわち低酸素性肺血管

収縮（Hypoxic　vasoconstriction）である．この反応

は速やかで瞬間的に起こる．一方，肺胞高02下

では肺血管動員（Hyperoxic　vascular　recruitment）が

起こる．肺胞CO2は正常肺には影響を与えず，脱

神経肺で肺血管収縮の方向に作動することが判明

した9）．

　以上の結果を臨床に還元すると，肺胞02の低

下が招来されるいかなる病態でも，低02にさら

されるとその局所の肺血管収縮が起こり，その肺

局所の肺血流分布が減少する．大切なのは正常な

肺血流分布を保つためには肺全体に正常な換気を

維持することがいかに必要かということである．

　4．換気の検索

　肺内換気分布の検索方法には放射性ガスと放射

性エロソールを用いる方法がある．

　放射性ガスとしては，133Xeや81mKrなどのほか

ポジトロンの13N2やC1502が用いられる．放射性

ガスを吸入し息止めして得られた放射能の肺内分

布が換気分布である．放射能量の少ない肺領域は

換気障害が示唆される．また洗い出しが遅延する

肺領域は換気の効率が悪い．ただし，SlmKrや150

は短半減期核種（半減期はそれぞれ13秒，2分）

なので，洗い出し過程の観察には適さない．133Xe

は脂溶性で体バックグラウンドが上昇するので定

量的解析に難渋する．

　放射性エロソールは粒子であるが故の欠点はあ

るが実用的に便利である．吸入エロソールの大き

さによって同一人でも沈着パターンが変化し，粒

子径が大きくなるにつれてより中心部に多く沈着

し過剰沈着（Hot　spots）を形成する傾向がある1°）．

　エロソール沈着形式：吸入されたエロソールの

肺内沈着パターンは，正常では肺内にまんべんな

く均一であるが，閉塞性障害があると，肺内気道

に過剰沈着が起こる．三つのパターンがみられ

る．過剰沈着が中心の大気道に起こる中心型，肺

野に不均一にまだらな分布を示す末梢型と両者の

混合型である．中心型は肺気腫や気管支喘息で，

末梢型は慢性気管支炎でみられる傾向がある．約

70％の症例で混合型を示す11）．換気分布の少ない

肺領域にはエロソールの沈着が減少するか，沈着

減少部分より頭側に（proximal）過剰沈着を示すの

で，換気異常を知ることができる．

　エロソールの吸入に息止めを要さず，一旦吸入

させてしまうと肺を多方向から撮像することがで

きる．

　通常のエロソールとテクネガス：ジェットネブ

ライザーや超音波ネブライザーで生成されるエロ

ソールの大きさは中央粒径（Activity　median　aero一
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dynamic　diameter，　AMAD）で0．8μm，幾何標準偏

差（Geometric・standard・deviation，σg）1．5前後より

大である．

　アルゴン（Argon，　Ar）環境下に99mTC－perteCh－

netate（99・・TcO4－）を吸着乾燥させた炭素るつぼに

瞬時に2，500°Cの高温を負荷して生成するテクネ

ガスは，ガスという名前がついているがガスでは

なく超微粒子エロソールである12）．平均的な大き

さは10－20nmで，凝集しても200　nmを超えな

い13・L4）．テクネガスは粒子が小さいので吸入の後

息止めすることで肺内沈着効率が高くなる．炭素

るつぼ内に放射能が15・mCi（555　MBq）もあれば，

数回の吸入操作で撮像や計測に充分な肺内放射能

が得られる．肺胞沈着率（Alveolar　deposition　ratio，

ALDR）が85％と高いので次に述べる気道粘液線

毛輸送の影響を考える必要がない．因みに，

AMADL9μm，σgl．7のエロソールで正常人で

ALDRが40％である．

　テクネガスの形態的特質：テクネガスを高分解

電顕で見ると，Tc核が層状や管状になった炭素

分子に包まれている．3％02inAr環境下で産出

されるパーテクネガスではTc核が包まれずに露

出している．テクネガスはこの構造のためか肺上

皮を透過しない．一旦吸入してしまえば撮像を急

ぐ必要はなく，物理的半減期への考慮だけで測定

器が空くのを待てばよい14）．

　5．換気と肺血流の相互関係

　肺血流分布異常の原因：解剖学的な病変による

ほかに，機能的には肺局所領域の肺胞02張力が

低下しても低酸素性肺血管収縮（Hypoxic　pulmo－

nary　vasoconstriction，　HPV）が起こり肺血流分布が

減少することはすでに述べた．

　換気／血流マッチ：肺の換気と血流分布の関係

を同時に調べれば，器質的な疾患あるいは換気異

常がある場合は，ガスないしエロソールの放射能

分布と肺血流分布が類似する．これが換気／血流

の一致（Ventilation－perfusion　match）である．

　肺栓塞での換気／血流ミスマッチ：肺栓塞では

肺血流分布が欠損ないし著明減少している肺領域

の換気が正常なので，すなわち臨床的に換気／血

流の不一致（Ventilation　perfusion　mismatchまたは

v－Qmismatch）がみられるが，初めこの現象がな

かなか信じて貰えなかった．なぜなら，Severing－

hausらは肺血流が遮断されると遮断された部位の

換気が減少することを発表して15），それが信じら

れているからであった．

　イヌで一側肺動脈を閉塞してその直後から肺の

換気と血流分布をしらべると，閉塞直後から確か

にSeveringhausのいう換気減少がみられるが，6

時間以内にこの換気減少は消失して正常の換気が

もどり，合併症を起こさない限り正常な肺換気が

保たれる16）．この換気分布の減少は気管支収縮

（Bronchoconstriction）による低換気（Hypoventila－

tion）である．しかし，この気管支収縮が一過性の

現象であるという事実が知られていなかったの

で，肺生理学者には肺栓塞領域で正常な換気がみ

られるとの主張を認めることができなかったので

ある．臨床的に患者が医者を訪ねる頃にはある程

度時間が経って，この一過性の気管支収縮現象が

消失していることが多い．よって肺血流欠損領域

に正常な換気分布がみられ，v－Q　mismatchが認

められるのである．発症初期には喘鳴を聴くこと

があり，発症48時間でまだ気管支収縮現象を肺

換気一血流スキャンで確認した報告もある17）．今

ではv－Qmismatch現象をみれば肺血管側の障

害，しかも臨床的な条件が揃えば肺栓塞診断の根

拠になるまでにはこのような経緯があった．

　6．非呼吸肺機能

　肺は換気と肺血流と，その間に起こる拡散に

よってガス交換すなわち呼吸を行う．肺はさらに

気道粘液線毛輸送機能や肺上皮物質透過機能，各

種物質の肺摂取機能，代謝機能などガス交換ない

し呼吸と直接的には関係しない機能をも営む．後

者を総称して非呼吸性肺機能と呼ぶことにする．

ここでは主な非呼吸性肺機能を列挙する．

　1）気道粘液線毛輸送系

　線毛と粘液：生体のいたるところに，すなわち

気管，気管支，鼻粘膜，耳管，輸卵管その他多く
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の領域の粘膜に線毛があり，粘液輸送に関与して

いる．気道上皮1個あたり実に200本の線毛があ

り，終末細気管支の直上まで線毛が密生し気道粘

液2重層に覆われている18｝．線毛はとりまくPericili－

ary　fluid（Sol　layer）の中で協調して線毛運動を行い

直上の粘液層Gel　layerを口方向へ運搬すること

によって気道粘液線毛輸送機能が営まれる19）．線

毛の構造異常がImmotile（またはDyskinetic）cilia

syndromeの原因と考えられている2°・21）．

　協調した線毛運動と気道粘液の相互作用で気道

を浄化することが気道粘液線毛輸送である．気道

粘液線毛輸送によって，体外の大気汚染，塵埃，

病原微生物や，体内の粘液，剥離や腐敗や壊死し

た生体産物が呼吸器系から排除される．気道粘液

線毛輸送系は生体の第一線の防御機構と位置づけ

ることができる．

　エロソール吸入肺シネシンチグラフィ：従来In

vivOのままで粘液線毛輸送系を検索する方法がな

かった．γカメラを用いれば放射性のDropletや

Aerosolを気道に滴下したり吸入させてこの機構

を目で見ながら観察できるようになった．とくに

実際の粘液運搬動態を可視化したのが「放射性エ

ロソール吸入肺シネシンチグラフィ」である22）．

この方法で見ると正常者では気道粘液は淀みなく

ほぼ3－4mm！分の速度で気道を上昇するが23），

COPDやDPBなどでは一旦上昇してもすぐに止

まってまた動き出す停「世Stasisや上昇しては同

じ経路を逆戻りする逆流Re　ur　ltatlonや同じ肺

の別の領域に入ったり対側の肺に入ってゆく迷入

廻㎎）や気道をジグザグ上昇するラセン．運

動Siral　motionの4つの異常な運搬パターンが

みられる24・25）．気管支拡張症では気管支拡張の肺

領域で局所的な異常運搬動態が見られる26）．原発

性ないし転移性肺癌のため気道粘膜の線毛脱落が

起こると，その場所で停滞したり粘液線毛輸送機

能が停止することがある27）．この現象は実験的に

気道粘膜を硝酸銀で焼灼しても再現できる28）．

　タバコの影響：健常なイヌにタバコを強制喫煙

させて，線毛に急性障害をあたえると粘液線毛輸

送速度が低下するか停止する29）．ただし，健常人

喫煙者は常習的に選択喫煙し，慢性的なタバコ煙

の刺激で粘液分泌過剰が起こるためか，見掛け上

の気道クリアランス効率は大にこそなれ障害され

ていない24）．肺気腫や慢性気管支炎などの疾患

肺になると異常な運搬様式が見られるようにな
る24）．

　定量化の方法：画像圧縮法（Condensed　mode）や

等カウント法（lso－count　method）によっても運搬

方向の可視化が可能である3°）．前者では運搬速度

の計算が可能である．さらに詳細な微視的分析に

手島は軌跡法（Trajectory　mode）を考案した3°）．こ

の方法の導入により粘液線毛輸送はどのような軌

跡をたどるか，停滞，停止，逆流，ラセン様運搬

様式などが粘液線毛輸送のうち，どのような割合

を占めるか，粘液運搬速度の見掛け上の速度

（V、pp）や実効速度（V，tT）はどうであるかなどの分析

が可能になった．

　肺野での評価には線毛がないか発達の乏しい細

気管支ないしそれより末梢の肺胞領域に吸入エロ

ソールがどれだけ沈着したか，すなわち肺胞沈着

率（Alveolar　deposition　ratio，　ALDR）の概念を導入

することによって，経時的な肺内残留率（Lung　re－

tention・ratio，　LRR），気道沈着率（Airway　deposition

ratio，　ADR），気道残留率（Airway　retention　ratio，

ARR），や気道クリアランス効率（Airway　clearance

efficiency，　ACE）の評価が可能になる24）．閉塞性肺

疾患では肺野での粘液線毛輸送系の障害が明らか

であるが24），間質性肺疾患31）や肺栓塞などの肺血

管疾患32）では閉塞性肺疾患の合併がないと気道粘

液線毛輸送系は障害を受けないようである．島田

は経時的に前から後の画像自体を引き算すること

によって肺野における粘液線毛輸送系の運搬速度

を求めている33）．

　薬物の効果判定：エロソール吸入後の肺Imag－

ingと今述べた解析方法を用いると，いわゆる去

疾剤やβ2刺激剤などの粘液線毛輸送系への効果

を客観的に評価することができる．Bromhexine

は気道クリアランス効率（ACE）を辛うじて有意

に増加させるが34），治療量のSalbutamolやPro－

caterolは有意な気管支拡張効果はもたらすものの
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粘液線毛輸送系への効果は証明されない35・36’．

Aminophyllineを追加しても同じである37）．

　2）肺上皮透過性

　1968年Taplinと筆者は肺血流と換気の間に起

こる拡散（Diffusion）を推定するのに，腎細尿管で

の再吸収がほとんどない低分子キレート剤99mTc－

DTPAをエロソールとして吸入させれば可視化で

きるかもしれないと考えてパイロット研究を行っ

た．サルコイドーシスや肺胞蛋白症では予想に反

して健常人より肺からの消失が速やかであること

が定性的にわかったが38），コンピュータが普及し

ない1968年当時それ以上の定量的解析が行われ

ないまま10年余が経過した．1980年Taplinらは

間質性肺疾患で肺からの消失時間（tl／2）が速や

かであることを確認し39），Mintyらは喫煙がtl／2

を短縮して肺上皮の損傷によるものであろうとし

たa」）・41）．事実，吸入した99mTc－DTPAエロソールの

肺からの消失時間tl！2と拡散能力（DLC。）との間

には相関がなく42），これまでは評価方法のなかっ

た肺上皮透過性（Pulmonary　epithelial　permeability）

の指標として本法の有用性が認められるように

なった．

　喫煙4°〉，間質性肺疾患39・42），非心原性　肺水腫

としてのIRDSやARDS43・44），ピアリン膜病45），に

かわ嗅ぎ（Glue・sniffer）46），カリニ肺炎47）その他多

くの疾患はもとより，正常非喫煙者でも大気汚染

の度合いとt1／2の間には逆相関が見られる48｝．

　吸入99mTc－HMPAOエロソールのtl！2は99mTc－

DTPAエロソールの場合とは逆の関係を示す49・5°）．

　3）各種物質の肺摂取

　67Ga－citrateが腫瘍スキャン製剤として初めて記

載されたのは1968年であった5D．静注された

67Gaは炎症病変52）や肺線維症53），間質性肺炎54），

サルコイドーシス55），過敏性肺炎56），リウマチ

肺57｝，カリニ肺炎58）などに集積すること，しかも

集積の度合いが間質性肺疾患の“活動性”の評価

に有用と考えられている．

　i23・　1－IMPはもともと脳スキャン製剤であるが，

静注後肺に蓄積することから，肺内のアミン受容

体に蓄積するためではないかと考えられた59）．こ

の物質は肺癌とくに腺癌，肺癌病巣をとりまく無

気肺や炎症部分6°），びまん性間質性肺疾患61）など

にも取り込まれたと報告されているが，真の病態

生理学的な意味は不明である．

　その他1231－HIPDM62），1231－MIBG63），99mTC－

HMDPM）などの肺集積も報告されている．それぞ

れ何らかの非呼吸性肺機能の一面を示していると

思われるが，病態生理学的意義の解明は将来の研

究に待たなければならない．

　7．むすび
　本講演ではポジトロンを応用した呼吸器核医学

については言及しなかったが，きわめて有望な将

来の方法論であることは申すまでもない．1960

年初頭のWestらのポジトロンを用いた点と線の

核医学的手法が今日の呼吸器生理学の基礎を築い

た．呼吸器核医学が肺栓塞を始めとしてきわめて

有用な臨床診断武器として汎用されているほか

に，肺血流分布や換気に関する肺生理，局所肺機

能，非呼吸性肺機能の解明に果たした貢献ははか

り知れないものがある．しかし，呼吸機能のうち

拡散の研究などはポジトロンを用いるより方法が

ないように思われる．将来の益々の発展を期待す

るものである．

　呼吸器核医学の原則的なことのみを述べたが，

この枚数，講演時間でこれをすべてカバーするこ

とは不可能であった．平成7年11月刊行の拙著

「呼吸器核医学」（金港堂刊）ではこれらの知識はも

とより呼吸器核医学全般を網羅したので興味のあ

る方はご参照願いたい．
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Summary

Pulmonary　Nuclear　Medicine

Toyoharu　IsAwA

・Higashi－〃ogano　Nati・na’］げo∫ρ輌ta／

　　Pulmonary　nuclear　medicine　dates　back　to

Knipping　and　West　in　the　late　1950’s　but　practically

starts　with　the　successful　production　of　i3il－MAA　by

GV　Taplin　in　1963．　Not　only　is　the　diagnosis　of　pu1－

monary　embolism　greatly　facilitated　by　using　1311－

MAA　but　also　studies　of　regional　lung　function　have

made　rapid　progress．　Radioactive　gas　and　aerosol　in－

halation　have　been　used　to　study　ventilation　distribu－

tion　in　the　lungs．　Using　nuclear　medicine　technology

regional　hypoxic　vasoconstriction　was　found　to　play　a

great　role　in　regulating　regional　perfusion　distribution

in　the　lungs．　Ventilation　and　perfusion　mismatch　and

match　indicate　organic　lung　diseases　and　pulmonary

vascular　diseases，　respectively．　Aerosol　deposition

patterns　in　the　lungs　are　helpful　in　the　differential　di－

agnosis　of　chronic　obstructive　lung　diseases（COPD）．

Technegas　is　an　ultrafine　aerosol　which　is　probably

more　useful　for　ventilation　studies　than　conventional

aerosols　produced　by　either　a　jet　or　an　ultrasonic

nebulizer．　Besides　respiratory　lung　function　pulmo－

nary　nuclear　medicine　techniques　have　made　i叩os一

sible　to　study　nonrespiratory　lung　function．　One　is

mucociliary　clearance　mechanisms．　They　can　be　stud－

ied　by　using　a　nonabsorbable　aerosol　like　99mTc－albu－

min．　Dynamic　mucociliary　clearance　function　can　be

visualized　in　vivo　by　radioaerosol　inhalation　lung

cine－scintigraphy．　Four　abnormal　mucociliary　trans－

port　patterns　were　discernible　in　COPD．　An　objecti　ve

evaluation　of　a　drug　effect　on　mucociliary　transport　is

feasible．　Detailed　quantitative　analysis　of　mucociliary

clearance　is　also　possible　by　computer　techniques．

Pulmonary　epithelial　permeability　is　studied　follow－

ing　inhalation　of99mTc－DTPA　aerosoL　Inhaled　99”’Tc－

DTPA　disappears　from　the　lungs　more　rapidly　in

smokers　and　patients　with　interstitial　lung　diseases．

Nuclear　medicine　has　great　potential　to　elucidate　other

functions　of　the　lung　which　are　still　not　defined　yet　by

the　present　knowledge　of　lung　function．

　　Key　words：　1311－　or　99mTc－MAA，　Perfusion，　Ven－

tilation，　Aerosol，　Technegas，　Mucociliary　clearance

mechanisms，　Pulmonary　epithelial　permeability．
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