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《原　著》

57Co－BleomycinにょるLung　Scanの診断価値

三島隆生＊　鳥住和民＊　藤野保定＊　堀
桜井武雄＊＊滝本幹之＊＊前田瑞雄＊＊

啓二＊

緒　　言

　最近，増加の一途をたどる肺癌の診断には胸部

X線写真，断層撮影，気管支造影等が有用である

が，これらのみでは炎症，結核等との鑑別に困難

を感じる症例が多々あり，これを補う生体侵襲の

少ない補助検査法の開発が望まれている．その一

翼を担うものとして，Radioisotopeを使った検査

が注目を浴びているが，これには1311－MAA等を

使ったorgan　scanningにより，肺病巣をcold　area

として描出する方法が現在広く一般に行われてい

る．しかしながらこの方法は肺機能検査の意味合

が強く，腫瘍を描出するには適していない．これ

に対してTumorに親和性のあるR．1．を使って，こ

れを直接描出しようとするtumor　scanningが最

近脚光を浴び，1311－fibrinogen，67Ga－citrate等の

腫瘍親和性R．　1．の開発，臨床応用が進められて来

た．我々はRenault，　et　al．1），前田，等2）－6）に依

り開発された57Co－Bleomycin（57Co－BLM）を使

用して，極めて高率に肺腫瘍を描出し得，しかも

whole　body　scanningを行う事により，その所属

リンパ節への転移，brain等の遠隔臓器への転移

をも高率に検出し得る事を見い出し，57Co－BLM

がTumor　Scanning用R．・1．として極めて有用で

あるとの確信を得たので報告する．
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方　　法

　57Co－BLMは第一ラジオアイソトープ研究所製

の治験用のものを使用した．これはBleomycin　5

mgに約1mCiの57Coがラベルされており，比放

射能1mCi／1mlのものである．　Bleomycinは1962

年，梅沢により発見された抗腫瘍性抗生物質で，

30mg程度の薬用量では生体に対して大した毒性

はなく7）’8）・9），一過性の発熱を見るのみである．

又，57Coは122keVとScintigramに都合の良い

γ線を放出するR．1．でそれ自体の物理的半減期は

270日と長いが，Bleomycinと結合した57Co－BLM

は生体内でも極めて安定で何ら変化を受ける事な

くそのままの形で腎を通って投与後24時間以内に

その80％以上が尿中に排泄される8）・1°）・11）・12）為

57Co－BLMとしての生物学的半減期は極めて短い

ものとなる．従って，被検者の被曝線量も少なく，

前田等13）’14）によると，s7Co－BLM，1mCi投与の場

合で，腎で2rad，全身では20mrad以下である．又

静脈内投与した57Co－BLMの血中からの消失曲線

は近似的に2つの相に分析され，急な曲線はT、／2

が1．3時間，緩かな曲線はT、／2が6時間であると

いう13）．いずれにしても57Co－BLMのplasmaから

のclearanceはかなり早く，一方Tumorにup

takeされた57Co－BLMはかなり長時間Tumor

に固着している．従って静脈内投与後24時間頃に

Scintigramをとれば，周囲組織や血中からのnoi－

se（background）の少ない明瞭な像を得る事が

できる．以上の事から我々はLung　Scanの場合

には，57Co－BLM　500μCiを静脈内投与し，約24

時間後に東芝製5インチ対向型シンチスキャナー
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（RDA－107－3）でScintigramを作成している．

使用するコリメーターは焦点10cmの85holesハ

ニーコーソ型のもので，scan　speedは80cm／min

前後でダブリスキャンを施行している．

結　　果

　我々は昭和48年1月以来，昭和49年2月までの

約1年間の間に，肺X線写真，その他でmalignant

lung　tumorの存在が疑われた86例の患者に対

して57Co－BLMによるLung　Scanを施行した．

今回はこれらの症例のうち現在までに手術，生

検，Autopsy等により確定診断のついている55症

例について，その結果を報告する．

　Table　1はその55症例をまとめたもので，原発

性肺癌36例中31例（86％）に明瞭なhot　areaが

認められた．

Table　1 Results　of　lung　scans　with　57Co・Bleo・

mycin　in　pulmonary　disorders

ぼ潭習
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議 黙麟
　鷲活
　　蓄熟至

Fig．2Fig．1と同一症例の57Co－Bleomycinによる
　　　Scintigram．

　　　　右下肺野の原発巣と同時に，縦隔洞，両鎖骨

　　　上窩リンパ腺への転移巣も明瞭に描出されてい

　　　る．

Lung　cancers，
Prlmary

Metastatic

No　malingnant　disorders

Tota1

Total 十

36 31 5

8 4 4

11 1　　10

55 36　　19

　Fig．1は56歳，女性の胸部x線像で，右中下肺

部にTumor　schadowを認める．

Fig．1 56歳女，右中下肺野にtumor　shadowを認め
る，

　Fig．2はその57Co－BLMによるLung　Scan像

で，右中下肺部の原発巣と共に，肺門リンパ腺，

縦隔洞，両側鎖骨上リンパ腺等の転移巣も明瞭に

描出されている．

　Fig．3，Fig．4も同じく原発性肺癌とその5℃o－

BLMのScintigram像である．原発性肺癌で陽

性に描出できなかった例は5例あるが，このうち

3例は57Co－BLMでのLung　Scan時に既に
60Co－irradiation　therapy，　Bleomycin静注療法等

を受けていたものである．

　Table　2は原発性肺癌を，その組織型により分

類したものであるが，組織像による差は余り見い

出せなかった．

←

ぷ
こし

Fig．3　44歳，女，右下肺野の無気肺様を呈する原発性

　　　肺癌Chest　filmのみでは肺癌との確診が困難

　　　であった．
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Fig．3と同じ症例，57Co－BleomycinによるSc－

intigramで肺癌との確診が得られた．

Table　2　Histological　classification　of　primary

　　　　lung　cancers

Total　十

Squamous　cell　carcinoma 20　17　3

Adenocarcinoma 5　4　　1

Undifferentiated　cell　carcinoma 11　10　1

Tota1 36　31　5

Table　3　0riginal　classification　of

　　　　lung　cancers

metastatic

9

　Table　3は，転移性肺癌8例を，その原発巣に

より分類したものであるが，これには明らかな差

が認められ，甲状腺癌よりのlung　metastasisは3

例とも全例陽性に描出され，一方乳癌からのlung

metastasis　4例は全例ともhot　areaとしてcheck

できなかった．又，子宮癌からの肺転移巣は1例

ではあったが，明瞭に描出された（Fig．　5）．

　肺結核腫6例，その他各1例のサルコイドージ

ス（初期肺門リンパ型），気管支肺炎，ページェッ

ト病，胸腺腫（奇形腫）等の非悪性疾患群では，

Table　1の如く11例中肺膿瘍の1例のみに陽性像が

認められたのみで，残りの症例では胸部X線写真

では高度な変化がみられるにも拘らず，57Co－BL

MScintigramでは全く異常所見を認めなかった．

Total 十

考　　察

Thyroid　cancer　origin 3 3 0

Breast　cancer　origin 4 0 4

Uterine　canCer　Origin

Total

1 1 0

8 4　　　4

Fig．5　50歳，女，子宮癌からの転移性肺癌．

　一般に胸部X線写真上，肺結核等の炎症と，肺

癌との鑑別が常に問題となる所であるが，我々の
57Co－BLMを使った肺シンチグラムでは，原発性

肺癌の陽性描出率は36例中31例と86％であり，一

方，非悪性疾患の陽性描出率は11例中1例と9％

前後で，明らかな差が認められる．従ってX線写

真上，判定に苦しむ場合には，57Co－BLMによる

Lung　Scintigramをとってみる事は極めて有力な

情報を提供してくれる．原発性肺癌に於いて陽性

に描出されない場合には，既に検査前に6°Co－ir－

radiation　therapyや，　Bleomycin静注療法を受

けている場合が多い．Bleomycinによる治療を受

けている場合には57Co－BLMのTumorへのup
takeが相対的に低下するのは当然であるが，6°Co－

irradiationによって，57Co－BLMのTumorへ

のup　takeが低下するというのはかなり興味ある

所見である．我々は6℃o一照射中には陽性に検出

出来なかった症例で，照射終了後，約1ケ月後に

再度57Co－BLM　Scanを行う事により，明瞭に

Lung　tumorを検出しえた例を経験している．未

だかかる症例は少ないので，結論的な事は言えな

いが，これらの所見は6°Co－irradiation　therapy

の効果判定に役立つのではないかと考えている．

　転移性肺癌では原発が甲状腺癌と乳癌とでは極
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めて対照的な差が認められ，乳癌からの肺転移は

全く描出不能であった．これも興味ある所見であ

るが，現在の所その機序は不明である．

　5℃o－BLMは半減期が270日と長く，環境汚染

の問題は常に考えておかねばならないが，肺癌の

検出には極めて有効であり，又，そのリンパ腺転

移或いは遠隔臓器への転移の有無の観察にも極め

て有用である．将来的には，肺癌治療の経過観察

にも役立ちうる可能性があり，今後増々検討を重

ねて行かなければならないR．1．であると考える．

　尚，我々の施設では環境汚染防止の為に，現在

の所，便法として，57CoBLM静注後48時間の尿

を蓄尿させ，これを煮沸してろ紙に吸着させ，廃

棄処分にしている．

結　　論

　我々は昭和48年1月より約1年間に86例の57Co－

BLMによるScintigramを施行した．そのうち，

既に組織診断の確定した55症例についてその組織

像による分類，それぞれの陽性像検出率等につい

て述べ，数例のScintigramを紹介した．尚6°Co－

irradiation施行中には，これらの陽性像が消失し

治療終了後1ケ月程度経過すると再び陽性像とし

て検出し得る様になる事実についても言及した．

尚，本論文の要旨は第112回肺癌研究会関西地方会等に

て発表した．
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Summary

Experience　of　Lung　Scans　with　57Co・Bleomyci11

Takao　MISHIMA，　Yasusada　FUJINO，　Keiji　HORI，　Kazutami　TORIZUMI

　　　　　　　　　　　　　DePartment　ef　Radiology，　Wakayama　Medical　College

Takeo　SAKURAI，　Motoyuki　TAKIMOTO　and　Mizuo　MAEDA
　　　DePartm召嬬0∫Tみor砲‘Secrgery，　VVakayama　Medi‘al　CO膓Zε9θ

　　It　is　difficult　to　differentiate　lung　cancers

from　lung　tuberculosis，　lung　sarcoldosis，　the

other　lung　inflammatory　disorders　and　benign

tumors．　The　lung　scan　with　57CoBleomycin

was　suefull　for　the　differential　diagnosis　in　our

serles．

　　In　this　study，57Co－Bleomycin　that　we　used

had　5　mg　of　Bleomycin　per　l　ml．　with　an　ac－

tivity　of　l　mCi　of　5℃o，　and　were　injected　in－

travenously　for　500μCi．　This　was　rapidly　eli－

minated　through　kidneys；80％of　radioactivity

was　found　in　urine　in　the　first　24　hours　as　la－

beled　Bleo㎡ycin．　Therefore，　the　total　patient

irradiation　is　not　so　large．　But　it　is　important

to　coUect　and　stock　the　urine　passed　during　the

first　24　hours．

　　Recording　were　made　by　5－inch　crystal，85－

hole　collimator　24　hours　after　the　injection　and

scanning　speed　was　80cm／min．

　　In　our　series，　from　January　l973　to　Febura・

ry　1974，86　patients　were　studied　with　this　m・

ethod．　Of　these　patients，55　cases　that　were

already　confirmed　by　surgical　operations，　biop・

sies　or　autopsies，　were　discussed　in　this　paper．

　　Thirty　one　of　36　primary　lung　cancers　were

clearly　demonstrated（86％）．　On　the　other　ha－

nd，　only　one　of　ll　non・malignant　lung　disorders

was　demonstrated　as　hot　area（9％）．　Therefore，

for　differenSial　diagnosis　of　primary　lung　cancer

scans　with　57Co・Bleomycin　is　very　usefull．　We

had　8　cases　of　metastatic　lung　cancers（3，　from

thyroid　cancer；4，　from　breast　cancer；1，　from

uterine　cahcer）．　All　metastatic　lung　cancers

from　thyroid　and　uterine　were　clearly　demon・

strated，　but　from　breast　did　not　be　demonstra－

ted．

　　Additionally，　we　experienced　in　several　cases，

when　the　lung　cancers　received　radiation　ther－

apy，　the　hot　areas　almostly　disappeared．

Presented by Medical*Online


	0007
	0008
	0009
	0010
	0011



