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《短　報》

67Gaシンチグラフィによる慢性気管支喘息における

　　　　　　気道炎症の評価についての可能性

福光　延吉＊　　内山　眞幸＊

島田　孝夫＊＊＊　川上　憲司＊

森 豊＊ 菊地　一郎＊＊

　要旨慢性気管支喘息における気道の炎症性変化を捉える指標として67Gaシンチグラフィを用いた．

67Gaシンチグラフィでは，17例中6例（35．39。）で肺野に異常集積を認めた．同時期に施行されたslmKr

換気シンチグラフィでの欠損部位と67Ga集積部位の一致したものは，6例中5例において認められた．

経時的に経過を追った症例では，常に換気障害を認めている部位で，67Gaの異常集積を認めた．67Gaシ

ンチグラフィは，慢性気管支喘息における気道の炎症性変化を捉える指標の1つとなりうることが予

想された．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（核医学34：337－341，1997）

1．はじめに

　現在では，気管支喘息の概念は，広範かつ種々

の程度の気道閉塞と気道の炎症として捉えられて

いる1｝．気道の炎症性変化を捉えるために気管支

肺胞洗浄法（BAL）や気管支鏡検査などが有用であ

り，過去にも気管支喘息との関係について多くの

報告がある2～5）．これらの検査は，気道の炎症性

変化を定量的に捉えうるが，日常診療に用いるに

は，侵襲性が強い．そこで，炎症の存在を正しく

評価し，低侵襲性で治療経過を追跡する方法とし

て，67Gaシンチグラフィを用い，その有用性につ

いて検討した．
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II．対象および方法

　1．対　　象

　月に3回以上の軽度発作を通年性に認める慢性

気管支喘息患者17例（男性11例，女性6例，平

均年齢57．6歳）を対象にした．

　2．方　　法

　全例に81mKr換気シンチグラフィと67Gaシンチ

グラフィを施行した．SlmKr換気シンチグラフィ

では8rRb－81mKrジェネレータに500　m〃minの流

量で，酸素を流しs「mKrガスを得た．ジェネレー

タの出力部をマウスピースに接続し，安静呼吸下

に換気分布を撮像した6）．67Gaシンチグラフィで

は67Ga－citrate（74　MBq）を静注し48時間後に胸部

スポット前後像を撮像した．67Gaの異常集積の有

無を3名の放射線科医および核医学認定医により

視覚的に判定した．67Ga集積を認めるものを

「67Ga＋群」，認めないものを「67Ga一群」と分類

し，それぞれの出現頻度を算出した．さらに，

81mKr欠損部位と67Ga集積部位の関係を比較し

た．SlmKr換気シンチグラフィを複数回施行して

いる症例では，常に欠損を認めている部位と67Ga
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集積部位の関係も同時に比較した．また，67Ga＋

群と67Ga一群におけるFEV，．o％，％peak　fl　ow，

1gE，好酸球分画，吸入ステロイド使用歴の有無

について比較した．

　3．装　　置

　使用した装置は81mKr換気シンチグラフィで

は，SIEMENS社製ZLC7500でこれに汎用型中エ

ネルギー用コリメータ（MEGPコリメータ）を装

着した．マトリックスサイズは128×128とし，

検出器のエネルギーレベルは190keV±20％に設

定した．67Gaシンチグラフィでは，使用した装置

は島津社製SNC500RでこれにMEGPコリメータ

を装着した．マトリックスサイズは128×128と
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Fig．1　Comparison　between　8imKr　defect　size　and　67Ga

　　　accumulation　size　among　6　cases　abnormal
　　　accumulation　was　detected　on　67Ga　scintigraphy．

　　　In　2　cases，　simKr　defect　size　was　equal　to　67Ga

　　　accumulation　size．　In　3　cases，8imKr　defect　size

　　　was　1arger　than　67Ga　accumulation　size．　In　l　case，

　　　81mKr　defect　area　was　not　matched　to　67Ga

　　　aCCUmUlatiOn　area．

し，検出器のエネルギーレベルは93keV±209・，

185keV±20％，296　keV±20％に設定した．

　4．データ解析

　統計解析は，2群間の検定にUnpaired　t検定を

用い，p＜0．05をもって有意と判定した．

m．結　　果

　1．換気分布と炎症部位の比較

　81mKr換気シンチグラフィでは対象症例全例で

局所的な欠損を認めた．67Gaシンチグラフィでは

17例中6例（35．3％）で肺野に67Gaの異常集積が

認められた．さらに，67Ga＋群6例のうち，67Ga

集積部位とSlmKr欠損部位に一致を認めたものは

2例，一部一致を認めたものは3例，一致を認め

なかったものは1例であった（Fig．1）．経時的に

経過を追った症例では，81mKr換気シンチグラ

フィで常に換気障害を認めた部位と67Ga集積部

位の一致を認めた．

　2．67Ga十群と67Ga一群の比較

　FEV，．。％，％peak　flow，　IgE，好酸球分画，吸

入ステロイドの使用歴についての67Ga＋群と67Ga

一 群の間に統計学的な有意差は認められなかっ

た．

　3．症例呈示

　36歳，男性．SlmKr換気シンチグラフィは4年

間に7回施行され，うち3回の換気シンチグラ

フィを示す（Fig．2）．81mKr換気シチグラフィで

は，両側中下肺に常に局所的な欠損を認めた．換

気障害が疑われた部位（Fig．3a）に一致して67Gaの

集積を認めた（Fig．3b）．また，同時期に施行され
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Fig．28iMKr　ventilation　sCintigraphy．　MUItiple　ventilatiOn　diSOrder　was　detected．　VentilatiOn

　　　disorder　had　been　always　detected　on　bilateral　middle　to　lower　lung　fields．
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Fig．3　COmparison　with　67Ga　scintigraphy，8imKr　ventilation　scintigraphy，　and　cheSt　X－P．　a：

　　　simKr　ventilatiOn　scintigraphy．　AbnOrmal　defect　was　detected　On　bilateral　middle　tO

　　　lower　lung　fields．　b：67Ga　scintigraphy．　Abnormal　accumulation　was　detected　on　the

　　　same・area．・c：Chest　X－P．　No　abnorrnality　was　detected．

た胸部X線写真では異常所見を認めなかった
（Fig．3c）．

IV．考　　察

　炎症巣に67Gaの集積を認めることはよく知ら

れている7）．67Gaの炎症細胞への集積機序は不明

な点があるが，67Gaが多核白血球と結合して炎症

巣へ遊走すること，トランスフェリンへの親和性，

細菌への直接摂取などが報告されている8－－1°）．過

去にも，慢性気管支喘息の基本的病態が炎症性変

化であり，その病状や治療効果を判定する指標と

してi8F－FDG　PETを用いた報告はある11）．しか

し，PETを利用できる施設は限られており，より

簡便に炎症性変化を判定する指標として，67Gaシ

ンチグラフィを用いた．今回，本研究において

67Ga＋群は17例中6例に認められ，67Gaシンチ

グラフィは慢性気管支喘息の炎症性変化を捉える

指標の一つとなる可能性があると思われた．ま

た，67Ga＋群において67Ga集積部位が気道，およ

び気道内であるのか，肺野であるのか今回の検討

では断定的に言及することは困難である．しか

し，同時期に施行された胸部CTや胸部X線写真

で明らかな異常所見を認めないこと，さらに，

67Ga集積部位と81mKr欠損部位が一致していると

診断した症例においても，67Ga集積部位が，81mKr

欠損部位より僅かに中枢側に位置していることか

ら67Ga集積部位は気道，および気道内であると

推察された．しかし，この件に関しては，今後，

SPECTや気管支鏡検査との対比などから，さら

なる検討を要すると思われた．また，67Ga集積の

臨床的意義については，67Ga＋群と67Ga一群との

間に，FEV　I。。r，9・　peak　flow，1gE，好酸球分画，

吸入ステロイド使用歴に有意差を認めなかったこ

とから，今回の検討では67Gaの集積は「アトピー

型」，「非アトピー型」といった分類や重症度，治

療歴とは相関を認めないと思われた．間質性肺炎

症例における67Gaの集積について，多田は，　BAL

による細胞反応の解析で，肺胞洗浄液（BALF）l

ml中の総細胞数と肺胞マクロファージ数が67Ga

の集積と高い相関を認め，BALFの細胞分画の検

討では，マクロファージを主体とするAdherent

cellに大部分の67Ga放射活性を認めたと報告して
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いる12）．慢性気管支喘息において，SlmKr欠損部

位と67Ga集積部位が一致し，かつ症状の緩解，

増悪に関わらず，恒常的なSimKr欠損部位と67Ga

集積部位がより一致する傾向を認めたことから，

先の多田の間質性肺炎症例における67Ga集積の

報告と合わせて検討すると，67Gaは気道に浸潤し

ている炎症細胞よりもむしろ障害と修復をくりか

えす気道上皮細胞，特に障害と修復の機構に作用

しているマクロファージに集積している可能性が

高いと考えられた．しかし，この点については，

今後，さらなる検討を要すると思われた．

V．結 語

　慢性気管支喘息において67Gaシンチグラフィ

は形態学的に捉えにくい炎症性変化を画像として

捉える指標となりうると思われた．67Ga集積部位

や対象となる細胞はBAL，生検等で今後検討が

必要と思われた．
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Summary

The　Possibility　of　Evaluation　on　lnflammatory　Change　at　Respiratory　Tract

　　　　　　　　　　in　Chronic　Bronchial　Asthma　Using　6’Ga　Scintigraphy

Nobuyoshi　FuKuMITsu＊，　Mayuki　UcHIYAMA＊，　Yutaka　MoRi＊，　Ichiro　KIKucHI＊＊，

　　　　　　　　　　　　　　　　Takao　SHIMADA＊＊＊and　Kenji　KAwAKAMI＊

　　　　　　　　　　＊Depart〃ient　of　Radio’08y，　The　Jikei　University　Schθol　ofルfedicine

＊＊Department　of　ln　terna～Medicine　2，　The／ikei　University　School　of　Medicine，　Daisan　Hospital

　　　　　　　　　　　　＊＊＊Department　of　lnternal　Medicine，　Sakuraga・kO　Hospita’

　　67Ga　scintigraphy　was　performed　in　17　patients　with

chronic　bronchial　asthma　to　grasp　the　inflammatory

change　of　respiratory　tract．　On　67Ga　scintigraphy，　ab－

normal　accumulations　were　detected　on　lung　fields　in

6cases（35．3％）of　17cases．　ln　5　cases　of　these　6　cases，

the　defect　areas　which　were　pointed　out　on　slmKr　ven－

tilation　scintigraphy　were　matched　to　the　abnormal

accumulation　areas　which　were　pointed　out　on　67Ga

scintigraphy」n　dynamics，　the　abnormal　accumulation

areas　which　were　pointed　out　on　67Ga　scintigraphy

were　matched　to　the　defect　areas　which　had　been　at　all

times　pointed　out　on　81mKr　ventilation　scintigraphy．

67Ga　scintigraphy　was　expected　to　be　one　of　index　to

grasp　the　infiammatory　change　of　respiratory　tract　in

patients　with　chronic　bronchial　asthma．

　　Key　words：　67Ga　scintigraphy，　Chronic　bronchial

asthma，8imKr　ventilation　scintigraphy．
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