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《原　著》

99mTcマイクロスフェアによる下肢静脈造影と

　　　　　　　　肺シンチグラムの検討

石井　　靖＊

鳥塚　莞爾＊

浜中大三郎＊　　鈴木　輝康＊　　米倉　義晴＊

藤田　　透＊＊　熊田　　馨＊＊＊

　要旨　ド肢血栓症は，それに伴う肺栓塞症の主要な原因として，その的確な診断はとくに欧米において

は，その頻度の高さから極めて重要視されている．本邦においては，その頻度の点から比較的等閑視されて

きたが，われわれは，その実態を調査する目的で99　：nTcマイクロスフェアによる放射性核種静脈造影法

（RNV）と引き続いて得た肺シンチグラム所見とから，ト肢血栓症と肺栓塞症の存在診断をあわせて施行し

た．血栓性静脈炎をll訴とするかまたはその既往を有する40名について検討したところ35例に下肢血栓の存

在を認め，このうち9例（25．7％）に肺塞栓症の存在を認めた．本症が本邦においても欧米と同様な頻度で

肺栓塞症をきたすものであることが確められたが，本法は非侵襲的かつ簡便に施行しうるので本邦において

も本症が疑われる状況に際しては，ノレチンに本法を施行し，より積極的な対応策を講じて肺栓塞症の予防に

資するべきであると考えた．

緒　　言

　1969年Webberら1）は，肺シンチグラムの施行

に際して，心カテを予め施行した例については，

腋窩部に投与栓塞粒子がしばしば捕捉されること

があり，これは該部に形成された血栓に捕捉され

たものであると考えた．従って下肢の放射性核種

静脈造影法（radionuclide　venography：RNV）に栓

塞粒子を使用すると2），血栓性静脈炎の存在が静

脈造影所見の異常に加えて，血栓部の異常捕捉集

積所見としても確認でき，本症の検出に簡便で有

用な方法であることが知られることとなった．

　元来，欧米諸国においては，本症はきわめて頻

度の高い疾患として知られており，入院患者の剖

検例については，その50～809。に本症の存在を認

め，　うち3／4は生前診断がなし得なかったとい
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う3｝．　しかも本症はしばしば不幸な転帰をとる肺

栓塞症の主要な原因であることに問題があり，事

実，肺栓塞症で死亡した大半の剖検例において，

相応する下肢静脈血栓の存在を認めたという4）’5）．

本症に対する予防および治療法がなかった時代に

は，正しい診断は必ずしも必要ではなかったが，

現在外科的対策抗凝固療法など，さまざまな対

応策が可能であるので，本症の安全にして簡便か

つ信頼度の高い検出法が必要とされる所以であ

る．この意味において栓塞粒子によるRNVは，

ほぼこの要求に合致したものでありしかも同時に

肺シンチグラム所見も得られるところに特徴があ
る6）－8）．

　他方，わが国においては，肺栓塞症の頻度は少

ないと信じられており9），また米国における統計

でも静脈血栓症自身の日系米人の頻度は，白人の

それに比し半分以下という報告もある10）．このよ

うな事情もあって，本邦における静脈血栓症と肺

栓塞症との関連については，ほとんど関心がはら

われていないのが現状であるが，今回われわれは

99mTcマイクロスフェアによるRNV所見と肺シ

ンチグラム所見を対比させ両者の関連を検討した

ので報告する．
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対象および方法

核医学　15巻3）ナ（1978）

　対象は，IflL栓性静脈炎を示唆する既往ないしは

これを主訴とする外来・入院患者40名であり，そ

の内訳は男13名，女27名でその年齢は25歳から78

歳，平均44歳である．これらの症状が一側性に存

在した場合は右側が6例，左側が28例と左側に多

く，両側性は6例であった．

　被検者の背臥位の状態において，約1　OmCi　L，「）

99mTc標識マでクロスフェア（みどり十字社提供，

TCK－5）の1～2　mgを約10～20　m1の生理的食

塩水に希釈して，撮像の都度よく振撮して，22ゲ

ー ジの固定翼状針を通じて足背静脈内に投与した．

この際，外穎中枢側5cmの部位を駆血帯にて緊

縛し，投与核種が深在静脈系に注入されるよう配

慮した．核種が下肢静脈系を通過する過程は，

Searle　Radiographics社製Pho／Gamma　HPに高

分解能コリメーターを装着して撮像した．すなわ

ち下腿部，膝部，大腿部，骨盤部，下大静脈部と

適宜核種を追加注入しつつ逐次撮像を行ないこれ

を初期動態像とした．ついで肺シンチグラフィー

をIEiflil象，　鳶行そ麦i面（AP），　f後鳶1∫頂i（PA）ノ1三・Iii則ifii

（／，r－LAT）について撮像した．この間約20～30分

経過後，約20m／の生理的食塩水で停滞核種の洗

い出しを期して注入した後，再びド腿部，膝部，

大腿部，骨盤部について逐次撮像し，これを後期

静態像とし，主として遺残栓塞粒子によるいわゆ

るhot　sPotの有無を検索した．なお40例中25例に

ついては，他の気道系疾患による肺lfll．流分布異常

と鑑別する目的で99mTcエロゾルまたは81mKrに

よる換気分布シンチグラムを他目施行し，換気一

血流分布シンチグラムの著しい欠損解離所見を肺

栓塞症による異常とした11）”14｝．

　　　　　　　　結　　果

　X線による静脈造影Contrast　venography（CV）

所見と対比させたRyoらの最近の診断基準を参

考として，以下の所見を放射性核種静脈造影法

con）ll）oTl　fern．　V．

ソ

＼
ー
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Fig．1　Anatomical　arrangements　of　the　venous　systems　of　the　lower　extremity（right），

　　　radionuclide　venography　of　early　dynamic　phase（center）and　of　late　static　phase

　　　（left）．

　　　　Arrows　indicate　presence　of　thrombi　both　inearly　phase　as　wellas　in　late　phase．
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（RNV）による血栓形成の陽性所見とした8）．すな

わち，D初期動態像において正常静脈走行の欠損

または狭窄所見（D／S）および，2）側副血行路形

成所見（colat），3）後期静態像において1），2）の所

見に関連した部位における遺残栓塞粒子による

hot　spot形成所見（HS）などである（Fi9．　D．な

お1），2）の所見を伴わないhot　spotのみの形成

所見は，単なる停滞現象として偽陽性とした8）．

このような偽陽性所見の所在は部位別に見ると骨

盤部，大腿部いずれにも認められず，膝部には10

所見中1例に，下腿部には17所見中12と実に71％

に認められた．従って下腿部のRNV判読には注

意を要する．

　欠損または狭窄所見を有するすべての54所見に

おいては，必ず該部末梢側に何らかの側副血行路

の形成を伴っていた．従って走行の比較的複雑な

骨盤部の判読に際しては，血栓存在部位の決定に

comm
P「et　a

visceral

ext．　iliac　V

illt．　iliac　V

femoral　v．

saphenous、

319

superticial　pl．

Fig．2　Anatomical　arrangements　of　the　venous　system

　　　of　the　pelvic　region　（center），　and　radionuclide

　　　venographies，　those　of　which　indicate　presence

　　　of　thrombi　at　various　levels　of　the　pelvic　venous

　　　system，　as　these　were　expressed　by　the　accom－

　　　panying　collateral　circulation　at　various　levels．

側副血行路形成所見が有用な手掛りを与えてくれ

た15）．Fig．2に骨盤部の閉塞ないし狭窄所見と，

これに伴う側副血行路形成所見との関係を示すが，

上行腰静脈および前仙骨静脈叢とが側副血行路と

して描出される場合は総腸骨静脈より近位の閉塞

が示唆され，上行腰静脈の描出がなく小骨盤腔内

の静脈叢が描出される場合は総腸骨静脈または外

腸骨静脈の閉塞が示唆される．

　Table　1にすべてのRNV陽性所見例と肺栓塞

（PE）陽性例とを，所見内容別および部位別に対

比させて集計した．RNV陽性所見数としては骨

盤領域に最も多く，ついで膝部，下腿部である．

なお全例になんらかの異常所見を認めたが，既述

の診断基準に従って静脈血栓の存在を陽性として

診断したものは40例中，35例87．5°。であった．残

り5例についてはすべて下腿部にhot　spot形成

所見のみを認めるものであり，いずれも初期動態

像において同部の蛇行・停滞所見が著しかった．

従ってこれらの偽陽性例においてもなんらかの原

因による静脈還流障害があるものと考えられた．

　PEと肺シンチグラム所見上診断されたものは，

12例であったが，なんらかの相応する症状を示唆

したものはこのうち6例であり，残り6例は全く

無症状であ一，た．これらの12例中RNV所見陽性

のものは9例であり，残り3例は既述の下腿部に

Table　l　Relation　Between　Abnormal　Findings　of

　　　　RNV　and　PE

Site

IVC
Pelvis

Thigh

Knee
Calf

Total

RNV PE

D／S十　　HS　　D／S十
Colat　　　　　　　　　　Colat

　8　　　　0　　　　1

　22　　　15　　　　6

　6　　　　2　　　　1

　13　　　　9　　　　3

　5　　5　　≧一一

Findings　54　　　　31　　　　12

Total

Cases　　　　35　　　　　29　　　　　　9

RNV＝radionuclide
embolism，　D／S－defect

　　PBIRNV
HS　　（％）

0
5
1
つ
一
つ
↑

12．5

27．2

16．7

23．1

40．0

9

8

22．2

25．7

　　　　　　　　　venography，　PE＝pulmonary
　　　　　　　　　　and／or　stenosis，　Colat－
colateral　circulation，　HS＝hot　spot　formation
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Fig．3A　　Combined　illustration　of　radionuclide　vcnography　（right）　an（l　ventilation－

　　　　perfusion　lung　scintigraphy（left）of　the　paticnt　without　any　suggestive　symptoms

　　　　of　pulmonary　embolism．

おける偽陽性所見を示した．原因と思われるlllL栓

の形成を部位二別にみると骨盤部が最も多く，つい

で膝部，下腿部がこれに次いだ．いずれにせよ

RNV所見陽性例35例中，9例に肺栓塞の陽性所

見を認め，その頻度は，25．7°、，と高率であり，こ

れは欧米の成績に比べて遜色がない7）’9’　”16）．

　Fjg．3の例は，58歳の男子であり右ド腿部u）腫

脹を主訴として来院したものであるが，心肺系に

関連した症状は全く認めない．RNVを施行した

ところ右そけい部に強度の狭窄および側副1flL行路

の描出が認められ，後期停滞像にて1司部にhot

spotの存在が認められた．肺シン「チグラムにおい

て，左肺下葉の広範な血流欠損および右肺中葉お

よびS6に血流の減少を認めた．ちなみに胸部単

純X線像は，一見正常であり，よくみると左ド肺

に血管陰影の減少を認める．

　Fig．4は，48歳の女性であり，ノ1三下腿部痛，熱

感，腫脹を来たし，その後呼吸困難・咳順を合併

した例であるが，RNV所見上，ド腿部にhot　spot

形成と相対した狭窄・側副lf｜ほj二路形成が認められ

る．肺シしチゲラムにて左肺Si＋2，　Sリ，右｝1市S2．6，8

と極めて多彩な」flL流欠損所見を認めた．

考　　案

　欧米諸国においては，静脈］flL栓の形成it，人院

患者に，しばしば認められる合併症であり，本症

は肺栓塞症の原因として，しばしば不幸の転帰を

とる点において極めて重要である．本症はまた退

院後も5～10年にわたってド肢の痛み腫脹を主訴

とする，いわゆるpost－thrombotic　syndromeを後

遺することはにく知られた’1淡である．今川，わ

れわれが対象とした症例の大半は，　この　post－

thrombotic　syndromeを主訴とする外来通1；完患者

であり，その内容を検討すると，中高齢者に多く，

Presented by Medical*Online



厩㌍
99mTcマイクロスフェアによる下肢静脈造影と肺シンチゲラムの検討

‖
Fig．3B　Plain　chest　X－P　of　the　patient　illustlated　in

　　　Fig．3A．

なんらかの外科的処置の既往，悪性疾患の存在，

心不全などによる長期臥床または運動不足の機会

を有し，また肥満体の女性も多かった．これらは

いずれも本症の危険促進1大1子として知られたもの

であり，従一，て，この点に限ってみても欧米の事

情となんら変ることはない．加えて近年の本邦に

おける生活環境，就中食生活の欧米並みの変化は，

今後確実に，本疾患の頻度を高めていくものと考

えられる．しかも，一一’旦本症を発生した場合にお

ける肺栓塞症のサε生率が欧米諸国の成績と同等の

｛、V）であることは，今回の報告に示す通りであり，

従’・て，本邦における肺栓塞症の頻度も従来考え

られていたkうに，決して少なくないものである

と考えられる．

　本症の重要性にもかかわらず，欧米諸国におい

てさえも有効な対応策をとりえなかった最大の原

因は，簡便にして鋭敏な診断法を得なかったこと

にある．最も信頼性が高いとされるX線による静

脈造影法（CV）についても，簡便とはいえず，また

患者に与える負担の大きい侵襲的な検査法である．

321

この意味で非侵襲的方法の開発が望まれてきた所

以であるが，超音波法についていえば，本法は元

来血流停滞の有無を検出しうるのみであって血栓

の存在診断そのものを行うものではない．1251フ

ィブリノーゲンによる下肢スキャン法についてい

えば，大腿部，骨盤部の血栓検出には鋭敏とはい

えず，しかも結果を知るまでに日時を有し，加え

て既成血栓検出には無力である．このような他法

との比較において，今回われわれが採用したRNV

法は簡便に非侵襲的に施行しえて，その結果を同

時に得た肺シンチグラムと組合わせて直ちに評価

しうる利点がある．　また1251フィブリノーゲン

法と比べて，骨盤部の血栓検出にも極めて有用で

あることは報告した通りである．

　RNVの血栓検出の信頼性についてはCVとの

比較において，すでに多く検討されてきている

が（））’7｝’17！，両者の相関は，いずれの報告において

も909，，以上の一致度をみている．一致しないもの

の多くは，RNVの偽陽性例であるが，下腿のhot

spot形成のみの所見がその大半を占める．この

場合静脈弁または静脈瘤部位の栓塞粒子の停滞を

hot　spotと見誤ったものとされている．従って，

Ryoら8）の見解に従う，われわれの診断基準は，

hot　spot形成のみの所見を陽性所見としなかった

ので，偽陽性例は除外しえたものと考えられる．

このような偽陽性所見を避けるために，いろいろ

な工夫がなされているが，Ryoら8）は足部屈伸運

動を後期静態像撮像前に施行し血行促進を行わせ

て栓塞粒子の停滞を避けている．われわれは生食

洗い出しによってこのような停滞によるhot　spot

形成の除去を計るよう工夫した．加えて，Henkin

ら7）の見解に従って，栓塞粒子としてその形状が

不整なMAAに代えて，球形を保つmicrosphere

を採用し，これによって単なる機械的な粒子の付

着停滞を避けるよう意図した．

　hot　spot形成の機序は，　Webberの見解18）に従

うと，血栓への粒子の癒着または，静電気的引力

によるものであり，単なる血栓表面への機械的捕

捉ではないとし，これはあたかも血管内皮障害部

に血小板が癒着する現象に相応するものであると
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Fig．4A　　Combined　illustration　of　radionuclidc　venography　（right）　and　ventilatiol1－

　　　　　　　perfusion　lung　scintigraphy（left）of　thc　patiellt　with　the　symptoms　suggestivc

　　　　　　　of　ovcrt　pulnlonary　cmbolism．

Fig．4B　　Pulmonary　angiography　of　the　patient　illustratcd　in　Fig．4A．
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99mTcマイクロスフェアによる下肢静脈造影と肺シンチグラムの検討

推定している．しかしながら，Ryoらは19），粒子

の血栓表面への付着状況の組織学的検索を行い，

Henekinの推定を否定している．いずれにせよわ

れわれの成績からも明らかなごとく少なくとも下

腿領域を除けばhot　spot形成所見を血栓形成の

積極的な所見としてあえて採用する必要はなく，

これにて，RNVの有用性が低下するものではな

い．

　hot　spot形成は，いわば栓塞粒子によって血栓

の陽性描画を意図したものであるが，これは，そ

の標識機序がいまだ明確でない栓塞粒子に期待す

べきでなく，血栓形成の生理学的機序に関与する

物質の標識に期待すべきであろう．この点に関し

ては，1251フィブリノーゲンが血栓標識物質とし

て導入されて，すでに10年以上が経過しているが，

1251の物理的性質が，シンチカメライメージング

に不適当であるので，131120），123121），1111n22’，と

イメージングに物理的性質が適当な核種の標識が

工夫されてきている．またフィブリノーゲン自体

の血栓形成機序への関与が遅いという欠点を補う

意味で血小板23），プラスミノーゲン24），ストレプ

トキナーゼ25｝などをイメージング製剤として標

識する工夫がなされているが，RNV法の欠点を

補う意味でも，また臨床上重要な位置を占める血

栓栓塞症のより的確な診断に役立てる意味でも，

RNV法に加えて血栓標識製剤の開発の今後に課

せられる期待は極めて大きいものがある．

結　　論

　下肢血栓症とそれに伴う肺栓塞症の診断的意義

は，欧米諸国においては，その頻度の高さから極

めて重要な問題となっているが，これらの疾患の

診断に99mTc　microsphphereによるRNV法と肺

シンチグラムの組合わせが，極めて有用であるこ

とを認めた．またその頻度が，本邦においても決

っして少なくなく，本法のルチンな施行が本邦に

おいても必要であることを強調した．
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Summary

Combined　Detection　for　Pulmonary　Embolism　and　Venous　Thrombosis

　　　　　　　of　Lower　Extremity　Using　99mTc　Labeled　Microsphere

Y．Is田1＊，　D．　HAMANAKA＊，　T．　SuzuKI＊，　Y．　YoNEKuRA＊，　T．　FuJITA＊，

　　　　　　　　　　　　　　　K．ToRlzuKA＊and　K．　KuMADA＊＊

＊Depa〃〃7ρ〃t　of　Radiology　an∂／V〃clear　Medic↓”ρ，κγoωU〃ルぴ〃．v　Medica／S（’ho・1

　　　　　　　　＊＊Depa〃〃7e〃1　q∫∫〃’ge’ツ，κγ0’θ伽”ρ’・∫〃．γMρ∂汕／∫（・〃001

　　In　western　country，　venous　thrombosis　of　lower

extremity　has　been　important　cause　of　pulmonary

embolism　and　its　incidence　is　quite　high．　On　the

other　hand，　the　incidence　of　pulmonary　embolism

itself　is　though　to　be　quite　low　in　our　country．

Using　cap川ary　blockage　for　radionuclide　veno－

graphy（RNV）as　well　as　lung　scintigraphy，　we

attempted　to　investigate　the　relation　between

venous　thrombosis　and　pulmonary　embolism．

　　Fourty　patients　with　a　symptom　of　swelling　of

the　lower　extremity　were　investigated．　About

10mCi　of　diluted　volume　of　99mTc　microsphere

was　introduced　into　dorsal　vein，　and　standard

RNV　were　taken　concerning　deep　and　superficial

vein　with　or　without　application　of　tourniquet　to

the　proximal　site　of　ankle．　Early　dynamic　images

and　late　static　images　were　taken，　respectively，

fbllowed　by　the　standard　lung　scintigraphy．　Addi－

tion　al　inhalation　scintigraphy　was　done　later，　if　it

was　necessary　to　differentiate　pulmonary　embolism

with　other　diseases　with　a　perfusion　defect．

　　The　criteria　for　the　presence　of　venous　thrombo－

sis　was　as　follows；1）the　presence　of　stenosis　or

defect　with　collateral　circulation　at　the　early

dynamic　images，　and　2）the　presence　of　hot　spot

formation　at　the　late　static　images．　A　sole　finding

of　the　hot　spot　formation　was　evaluated　to　be　false

positive　and　twelve　of　seventeen　cases　with　the　hot

spot　at　calfrevealed　to　be　false　positive．　According

to　this　criteria，　thirty　five　cases　of　all　revealed　posi－

tive　findings，　which　located　mostly　in　pelvic　region

and　in　popliteocalf　region．　Twelve　of　all　cases

revealed　the　pulmonary　embolism，　half　of　these

have　not　any　symptom　suggestive　of　this　disease，

nine　of　these　were　with　positive　RNV　findings　and

remainders　were　with　false　positive　finding　at　calf

reglon・

　　In　conclusion　25960f　cases　with　venous　throm－

bosis　resulted　in　pulmonary　embolism，　which　was

the　same　incidence　comparable　with　the　reports　ln

the　western　country．　Hence，　whenever　indicative，

combined　RNV　and　lung　scintigraphy　for　the

detection　of　the　thromboembolic　disease　should　be

necessary　also　in　Japan．

　　Key　wOrds：peripheral　circulatiOn，99mTC－micrO－

sphere，　radionuclide　venography、　pulmonary　scinti－

grapy，　thromboembolic　disorder．
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