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《原　著》

悪性リンパ腫における67Ga－citrateシンチグラフィーの

　　　　　　　　　　　　臨　床　的　意　義
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　要旨　悪性リンパ腫の確診を得た96例に146回の67Ga－citrateのシンチグラフィーを行なったが，平均

で85．1％の陽性率を得た．ホジキン病では90．3％，リンパ肉腫は86．2％，細網肉腫は84．2％の陽性率で三

者間にあまり差はみられなかった．また腫瘍径が3cm以下では60％，3cm以上の場合は96．5％以上の

陽性率を示し，腫瘍径の増大とともに陽性率は増加した．しかし解剖学的部位による影響は大きくはなかっ

た．さらにリンパ管造影とは71．4％に一致した所見が得られた．不一致例ではリンパ管造影でより高い陽

性率が得られたが，病巣の活動性の有無に関しては，更に検討する必要があると思われた．

はじめに

　67Ga－citrateが今日のように腫瘍親和性核種と

して広く用いられるようになった直接のきっかけ

は，1969年Edwards　and　Hayes1）がホジキン病患

者に骨スキャンをしたところ，偶然にも頸部の軟

部組織に67Gaの集積をみてからである．それ以

来，各種の腫瘍に対しても67Ga－citrateの集積が

みられることがわかり，腫瘍の局在診断，鑑別診

断などに利用されてきた．しかし症例の検討が進

むにつれ，67Ga－citrateは腫瘍ばかりでなく炎症

などの非腫瘍性疾患に対しても集積を示すことが

わかり，現在では腫瘍の鑑別診断というよりはむ

しろ悪性腫瘍，悪性リンパ腫，サルコイドーシス

などの病巣の分布，転移巣の検出，病期の決定お

よび治療効果の判定などに利用されている．

　今回，われわれは診断の確定した悪性リンパ腫

に対して67Ga－citrateによるシンチグラフィー

（以下67Gaシンチ）を行ない，臨床的意義につい

＊ 九州大学医学部付属病院放射線科

受付：52年9月30日
最終稿受付：53年2月7日
別刷請求先：福岡市東区馬出3－1－1（●812）

　　　　　九州大学医学部付属病院放射線科

　　　　　　　　　　　　　　仲　山　　　親

て2，3検討したので若干の考察を加えて報告す

る．

検査対象

　昭和47年6月より52年5月までの間に当科で

67Gaシンチを行なったもののうち，悪性リンパ

腫の診断が確定しているポジキン病13例，細網肉

腫57例，リンパ肉腫17例，および組織的に分類不

能なもの9例の計96例（67Gaシンチ146回）につ

いて検討した．

検査方法

　67Ga－citrateを2ないし3mCi静注し，72時間

後にスキャンを行なった．なお，原則として，涜

腸ないし下剤の投与などの前処置を行なっている．

　使用した機器は島津製スキャナーSCC　150－S，

SCG230AC，　Nuclear　Chicago社製Pho／Gamma

IIIないし東芝製GCA　102である．検査に利用し

たγ線エネルギーは，93keV，184　keV，296　keV

である．

　シンチグラムの判定は肝と同等またはそれ以上

のRI集積を示すものを陽性とし，肝より低いが

バックグラウンドより高いもの，およびバックグ

ラウンドと同程度のものは全て陰性とした．

　腫瘍の局在診断は，理学的所見，胸部・腹部単
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純X線写真，消化管X線検査，リンパ管造影，

血管造影およびその他の諸検査，手術または剖検

所見などを参考にして行ない，腫瘍とシンチグラ

ムとの比較を，①組織型による陽性率の違い，②

組織型および腫瘍径による陽性率の違い，③腫瘍

の局在部位と組織型による陽性率の違い，④リン

パ管造影との比較などについて行なった．なお病

巣の診断は前記の所見によったが，病巣の数は病

変が存在する部位，または臓器およびその周辺組

織ごとに一括して数えた．つまり，ある部位の病

巣が1個ないし数個の腫瘤により形成されている

場合，または病巣がある臓器およびその周辺組織

に限局する数カ所の病変部よりなるような場合の

いずれの場合も病巣の数としては1個として数え

た．

結　　果

Table　l　Detectability　according　to　histology

　　　　　　　No．　of
No．　of　　No．　of　　　sites

Cases　　sites　　with　　　％
　　　involved　positive
　　　　　　scintigrams

Hodgkin’s　disease

Reticulum　cell

　sarcoma
Lymphosarcoma
Unclassified

13

7
’
7
’
Q
ノ

く
」
－

52

299

58

25

47　　90．3

252

50

20

84．2

86．2

80．0

Total 96 432　　　　369　　　85．1

　1）組織型別陽性率

　96例に対して146回の67Gaシンチを行なった．

組織型別に病巣の数およびシンチグラム陽性率を

Table　1に示す．

　ポジキン病13例，52病巣のうち47病巣（90．3％），

細網肉腫57例，299病巣のうち252病巣（84．2％），

リンパ肉腫17例，58病巣のうち50病巣（86．2％），

分類不能なもの9例，25病巣のうち20病巣（80％）

に陽性像を認め，平均85．1％の陽性率であった．

　2）組織型および腫瘍径による陽性率の違い

　理学的所見，諸検査，手術または剖検などにより，

腫瘍の局在および大体の大きさを測定できたもの

と組織型との関係で陽性率をみたものをTable　2

に示す．

　腫瘍径が3cm以下の場合は，ホジキン病18病

巣のうち14病巣（77．8％），細網肉腫104病巣のう

ち50病巣（48％），リンパ肉腫21病巣のうち14病

巣（66．7％），分類不能なもの7病巣のうち2病巣

（28．6％）が陽性を示し，平均60％の陽｝生率であっ

た．しかしながら，腫瘍径が3から5cm，および

5cm以上では陽性率は著明に増加したが，これら

両者にあまり差は認められなかった．これを合算

すると，ホジキン病では32病巣のうち31病巣，細

網肉腫では164病巣のうち161病巣，リンパ肉腫で

は35病巣のうち34病巣，分類不能なものでは18病

巣全部に陽性像を得て，平均96．5％以上の陽性率

であった．

　3）部位別組織型別陽性率

　部位別に組織型による陽性率の違いをみた結果

Table　2　Detectability　according　to　histology　and　size　of　the　lesion

1esser　than　3　cm From　3　to　5　cm more　than　5　cm

Hodgkin’s　disease

Reticulum　cell　sarcoma

Lymphosarcoma

Unclassified

1
4
一
1
8
5
0

1
4
一
1
4
4
4

10
Q
／

4
「
－

71

8
1
7

1
▲
－

脳
14

20

6
百

18

51
1

21

2
万

丁12
τ

Total
90
百6＝60・0％

83
百＝96・5％

161
可＝98・7％

Numerator：No．　of　positive　scintigrams

Denominator：No．　of　sites　involved
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Table　3　Detectability　according　to　site　and　histology　involved

Hodgkin’s
disease

Reticulum
cell　sarcoma Lymphosarcoma　　Unclassified Tota1

Head　and　Neck

Thorax

Abdomen

Pelvis

÷（1・・）斗（81・6）

畏一（96・4）昔（87・7）

÷（77．8）畳（9・．2）

一
←（77．8）吾（73．・）

一
÷（81・8）÷（6丘7）

妥一（81・・）÷（62．5）

十（8α・）一号一（1・・）

十1（1・・）　－L（1・・）

貴（81．9）

鵠一（87．1）

芸一（88．3）

÷（81．2）

（）：％
Numerator：No．　of　positive　scintigrams

Denominator：No．　of　sites　involved

をTable　3に示す．

　頭頸部では，ホジキン病は6病巣で，そのうち

6病一巣，細網肉腫は71病巣で，そのうち58病巣，

リンパ肉腫は11病巣で，そのうち9病巣，分類不

能なものは6病巣で，そのうち4病巣，全体では

94病巣のうち77病巣（81．9％）に陽性像を得た．同

様に両腋窩を含めた胸部では，ポジキン病は28病

巣で，そのうち27病巣，細網肉腫は106病巣で，

そのうち93病巣，リンパ肉腫は21病巣で，そのう

ち17病巣，分類不能なものは8病巣で，そのうち

5病巣，全体では163病巣のうち142病巣に，腹部

では，ポジキン病は9病巣で，そのうち7病巣，

細網肉腫は82病巣で，そのうち74病巣，リンパ肉

腫は10病巣で，そのうち8病巣，分類不能なもの

は9病巣で，その全部，全体では111病巣のうち

98病巣（88．1％）に，両側そ径部を含めた骨盤部で

は，ポジキン病は9病巣で，そのうち7病巣，細

網肉腫は37病巣で，そのうち27病巣，リンパ肉腫

は16病巣で，その全部，分類不能なものは2病巣

で，その2病巣，全体では64病巣のうち52病巣

（81．2％）に陽性像を得た．各部位をあわせた平均

では85．1％の陽性率であった．

　4）　リンパ管造影との比較

　67Gaシンチとリンパ管造影を行なった患者は

63例である．リンパ管造影の判定は，リンパ節の

変化として，リンパ節の腫大，陰影欠損，辺縁不

整，不規則で粗な網状構造，小斑点の不規則な集

合像，泡沫像，レース状横走索状影を示す場合，

Table　4 Comparison　of　67Ga　Scintigra】虐s　with

Lymphograms

Lymphogram

Positive　Negative
Tota1

67Ga　　　Positive　　　47
Scintigram

　　　　　Negative　　32

11 58

60 92

Total 79 71 150

偏位および数の減少や，リンパ管に偏位，断糸色

拡張，停滞，副行路の描出などの通過障害が存在

する場合陽性とした．またリンパ節を傍大動脈リ

ンパ節，左右の腸骨リンパ節，左右のぞ径部リン

パ節の5つの部位に分類し，シンチグラムとの比

較を行なった．両検査とも陰性は33例であったが，

残りの30例はリンパ管造影でどこかの部位で異常

を示した．

　これら30例，150病巣のリンパ管造影所見とシ

ンチグラム所見の比較をTable　4に示す．

　リンパ管造影陽性79病巣のうち，67Gaシンチ

も陽性であったものは47病巣，陰性であったもの

は32病巣であった．またリンパ管造影陰性71病巣

のうち，67Gaシンチが陽性のものは11病巣，両

者とも陰性のものは60病巣であった．

　すなわち，両検査結果が一致したものは，150

病巣のうち両者陽性の47病巣と両者陰性の60病巣

の計107病巣（71．3％）である．

代表的な症例を供覧する．
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Fig．1　Case　1：81－year　old　female，　reticulum　cell　sarcoma

　　　　　　　There　is　a　marked　accumulation　of　67Ga　in　the　neck，　mediastinum，　both　hila，　right

　　　　　　axilla，　pelvic　and　inguinal　lymphnodes．　The　abnormality　of　hilus　and　lower　media・

　　　　　　sinum　was　not　apPreciated　on　the　roentgenogram．
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　症例1　山○ナ○，80歳，女性

　診断：細網肉腫

　病歴：昭和52年3月風邪様症状と榎声で発症，

同5月左頚部に腫瘤が出現し，生検で前記診断を

受け，治療の目的で当科へ入院した．入院時左頚

部，両腋窩および両そ径部に腫瘤を触知する他に

特記すべき所見はなかった．

　胸部X線検査：上縦隔に胸腔内へ突出する異

655

常影を認める．肺門部および肺内には異常を認め

ない（Fig．1－a）．

　他に異常を示す検査所見はなかった．

　リンパ管造影：両そ径部および内腸骨リンパ節

は腫大を示す．しかし，傍大動脈リンパ節の腫大

は明らかでない（Fig．1－b，　c）．

　67Gaシンチ：左頸部，両鎖骨上窩，上縦隔，

両肺門部，下縦隔，右腋窩に著明なRI集積を認
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　　　　　（c）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（d）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（e）

Fig．2　Case　2：43－year　old　male，　reticulum　cell　sarcoma

　　　a）Schema　of　cervix　and　thorax　　b），　c），　d）Lymphogram　　e）　67Ga　scintigram

　　　　In　spite　of　extensive　lymphnode　involvement，　abnormal　uptake　was　shown　only　at

　　　hilus　and　mediastinum．
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める．腹部では，一部に腸管影を認めるが，両腸

骨リンパ節，両そ径部へRIの集積がみられる．

臨床的に指摘されている左腋窩リンパ節の描出は

みられなかったが，胸部X線像にて下部縦隔お

よび肺門部に異常がないにもかかわらず，RIの

高い集積を示している（Fig．1－d）．

　症例2　福○弘○，43歳，男性

　診断：細網肉腫

　病歴：昭和50年11月，全身倦怠感と全身のリン

パ節腫大が出現し，当院内科へ入院した．入院時

（Fig．2－a）に示す如く頸部から両腋窩にかけてと

両そ径部に米粒大から大豆大のリンパ節を多数触

知した．この時すでに末梢血に多数の細網肉腫細

胞を認めている．剖検で上記診断が確認された．

　胸部X線検査：両側肺門部リンパ節の腫大を

認めたが，他に局在病変は認めなかった．

　リンパ管造影：左そ径部に一部腫大したリンパ

節をみるが，両側内腸骨および傍大動脈リンパ節

には腫大，偏位はない．しかし，構造上，いずれ

も小斑点の不規則な集合像を示しており，異常と

思われる（Fig．2－b，　c，　d）．

　67Gaシンチ：Fig．2－eに示す如く，両側肺門部

および上部縦隔に高いRI集積がみられるが，他

の表在性および深部リンパ節に対してはRI集積

は認められない．いずれも腫瘍径が小さいためと

思われる．

　症例3　高○エ○，67歳，女性

　診断：リンパ肉腫

　病歴：昭和51年4月頃両そ径部のリンパ節の腫

大に気付く．同7月右腋窩のリンパ節が腫大し，

8月当科へ入院．入院時両腋窩部と両そ径部にリ

ンパ節を触知し，そ径部のリンパ節の生検で確診

を得たが，骨髄細胞にも異常を認めていた．

　胸部・消化管その他の検査で異常はみられなか

った．リンパ管造影は実施していない．

　67Gaシンチ：当科入院後，　VEMPによる化学
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Fig．3　Case　3：67－year　old　female，　Lymphosarcoma　a）　Before　treatment

　　　b）At　4　weeks　with　VEMP　　c）At　8　w㏄ks　with　VEMP
　　　　Seria1　67Ga　scintigrams　show　the　disappearance　of　the　abnorrnal　uptake　consist－

　　　ent　with　clinical　improvement．
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療法を行ない，67Gaシンチにて経過をみた．治

療前は両腋窩，肺門部，腹腔内および骨盤腔内リ

ンパ節の描出を認めるが，VEMP　4週後では，異

常なRI集積は著明に減少し，腹腔内および骨盤

腔内にわずかなRI集積を認めるにすぎない．8

週後の検査では肝および骨などの正常部位以外に

はRI集積はみられない．これは，経過の観察に

有効であった例である（Fig．3－a，　b，　c）．

考　　察

　67Ga－citrateが腫瘍親和性放射性医薬品として

各種の疾患に利用されているが，その集積の機序

に関する説明で現在のところ満足のできるものは

ない．しかしながら同様に腫瘍親和性物質として

用いられている57Co－Bleomycin7）8），16gYb－citrate9），

1111n－Bleomycinio），1111nCl311），201TICI12），などよ

りも優れているようである．

　67Gaシンチの臨床的評価は多くの疾患に対し

て多数の報告2）”’6）がみられる．悪性リンパ腫に対

しても同様で，組織別診断能，病期分類への利用，

治療経過観察，リンパ管造影との比較，手術また

は剖検との比較などいくつかの点で，すでに臨床

的な評価13）～19）がみられる．

　われわれも96例の悪性リンパ腫に対して67Ga

シンチを行ない，前記の4つの点について臨床的

評価を行なってみた．

　すなわち，病巣全体の陽性率は85．1％であった

が，Adlerら16）は83％，　Hornら15）は53％といい，

後者とはかなりの差がみられる．組織別では，ポ

ジキン病は74％から85％，細網肉腫では71％から

8196の報告がみられるが，リンパ肉腫では36％か

ら8396とかなりの差がみられ，一般にポジキン病

で高く，リンパ肉腫で低い陽性率である．これに

対し，われわれの場合ホジキン病で90．3％と高い

が，細網肉腫では84．2％，リンパ肉腫では86．2％

と三者間にはあまり大きな差はみられない．腫瘍

の大きさに関してLeviら18）は2cm以下の場合陽

性率は25％，2cm以上では72％が陽性を示した

としている．われわれは3cmと5cmで区別して

みたが，3cm以下では60％の陽性率であったが，
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3cm以上では96．5％以上の陽性率がみられ，腫瘍

径と陽性率の間には，組織による差より密接な関

係がみられた．Greenlawら17）も陽性率に及ぼす

腫瘍径の要因は大きいことを指摘している．

　腫瘍の解剖学的部位による陽性率をJohnston

ら14）はポジキン病の場合，頸部では81％，胸部で

86％，腋窩で60％，腹部で54％，そ径部で43％と

している．ホジキン病以外の悪性リンパ腫の場合，

Adlerら16）によれば，頸部で83％，胸部で85％，

腋窩で64％，腹部で50％と，ともに横隔膜上で高

く，腹部で低い傾向がみられる．

　われわれの場合，ポジキン病では横隔膜下の腹

部や骨盤部に比して，頭頸部と胸部の横隔膜上に

高い陽性率を得たが，ポジキン病以外の悪性リン

パ腫では，細網肉腫の場合，骨盤でいく分低い陽

性率を示したが，横隔膜の上下の平均ではほとん

ど差はみられていない．リンパ肉腫では，骨盤で

高い陽性率を得たが，その他の部位ではほとんど

差はみられていない．一方，分類不能なものでは，

横隔膜下で高い陽性率を得ている．つまり，ポジ

キン病では横隔膜上でいく分高い陽性率を示した

が，その他のものでは，横隔膜の上下ではほとん

ど差はないようである．全体の平均では，横隔膜

の上下ではほとんど差はみられなかった．また，

一般に低いと思われている腹部で高い陽性率を得

たが，これは腹部では症状を呈したり，他の諸検

査で検出できるものは，かなり腫瘍径が大きいこ

とが多く，陽性率が高くなったものと思われる．

しかし，腫瘍の1っ1つとシンチグラムを1対1

で対比し，さらに小さなものまで含めて考えた場

合，陽性率は低下する可能性がある．この点は，

頭頸部および骨盤腔内では腫瘍は比較的表面にあ

り検出し易いと考えられるにもかかわらず，やや

低い陽性率を示していることからもいえる．

　しかしながら，67Gaシンチの疑陽性は3％から

11％と比較的低く，しかも試験開腹では75％から

79％で67Gaシンチと一致した結果13）・15）を得てい

ることから，例え臨床症状はなく，他の検査でも

異常を指摘できない場合でも67Gaシンチで陽性

像を得れば，腫瘍の存在を強く疑うべきであろう．
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逆に67Gaシンチで陰性像であっても腫瘍が存在

している可能性のあることを忘れてはならない．

　リンパ管造影と67Gaシンチの比較をJohnston

ら14）はポジキン病で，Cabanillasら19）は非ポジキ

ン病の悪性リンパ腫で行なっている．それによる

とJohnstonらは57．4％，　Cabanillasらは85％に両

者で一致した所見が得られたとしているが，われ

われは71．4％という結果を得ている．

　しかし，リンパ管造影で異常を示した79部位の

うち，67Gaシンチでは32部位も陰性（41％）であ

った．67Gaの病巣検出能は前述したように病巣

の大きさにもよるが，病巣の活動性如何にも大き

く左右される．すなわち，リンパ管造影では病巣

が非活動性であっても病変として表現されるが，

67Gaシンチでは非活動性のものは描出されな

い19）という報告もあり，このような結果を得たも

のと思われるが，この点についてはさらに検討す

る必要があると思われる．

　67Gaシンチの前にリンパ管造影を行なうと肺

に67Gaが集積することもあり20），でき得ればリ

ンパ管造影の前にシンチをすることが望ましい．

　今回は悪性リンパ腫の病期分類に対する67Ga

シンチの検討は行なわなかったが，Turnerら13）

は他の方法による病期分類と79％に，Adlerら16）

は75％に一致した結果を得たとし，病期分類への

利用の有用性を述べている．また，治療効果の判

定および経過観察に関しては，Leviら18），　Edwards

ら21）の報告がある．治療前の67Gaシンチで認め

られた異常なRI集積が効果的な治療が行なわれ

た場合著明に減少し，治療効果の判定に有用であ

ったとし，さらに経過観察に際しては，局所再発

の発見に有効であると述べている．

　われわれも同様な症例を多数経験したが，これ

らについての検討，および病期分類などについて

は別に報告する予定である．

まとめ

　1）　悪性リンパ腫の85．1％の病巣に陽性像を得

たが，ホジキン病では90．3％，リンパ肉腫86．2％，

細網肉腫は84．2％と三者間にはあまり大きな差は

みられなかった．

　2）腫瘍径が増すにつれ陽性率は増加した．

3cm以下では60％であったが，3cm以上の場

合96．5％以上の陽性率で，組織による差より，腫

瘍径の影響が大きくみられた．

　3）　解剖学的部位による影響は大きくはなかっ

た．

　4）　リンパ管造影とは71．4％に一致した所見が

みられた．不一致例ではリンパ管造影でより高い

陽性率がみられたが，病巣の活動性の有無に関し

てさらに検討する必要があると思われた．

　5）諸種の治療効果の判定および局所再発の発

見に有効であった．

　本論文の要旨は昭和52年5月，第36回日本医放射線学

会総会において発表した．また，リンパ管造影に関する

沼口雄治講師他の教室員諸兄の御好意に感謝する．
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Summary

Clinical　Evaluation　of　67Ga－citrate　Scintigraphy　in　Malignant　Lymphoma

Chikashi　NAKAyAMA，　Yoshihiko　OsmuMI，　Kazunori　MoRITA，　Itsuma　KAMol，

Yuichi　IcHIYA，　Kanehiro　HAsuo，　Kozaburo　KAwAHIRA　and　Keiichi　MATsuuRA

1）elりart〃le〃「of　Radio　logy，　Ky〃ぷん’σ’liver5iり’∫C”0010f　Med’ci〃e

　　We　perfbrmed　14667Ga　scintigrams　on　96　pa－

tients　with　proven　malignant　lymphomas．　Positive

rate　was　90．3％in　Hodgkin’s　disease，86．2％in

lymphosarcoma　and　84．2％in　reticulum　cell　sar－

coma　with　overall　rate　of　85．1％．　Positive　rate

was　correlated　with　tumor　size　rather　than　his－

tology．96．5％of　tumors　more　than　3　cm　in　size

was　detected　whereas　only　60％of　them　smaller

than　3　cm　was　positive．　Anatomical　site　did　not

affect　the　detectability．

　　Scintigrams　were　positive　in　71．4％of　the　sites

proven　involved　on　lymphgrams．　Detectability　by

67Ga　scintigram　was　inferior　to　lymphogram　in

these　sites　but　we　felt　that　67Ga　scintigram　contri－

buted　more　to　the　decision　of　the　activity　than

lymphogram　did．

　　Finally　67Ga　scintigram　was　useful　to　evaluate

the　response　to　the　therapy　and　to　detect　the　local

recurrence．

　Key　words：　67Ga

lymphoma．

scintigraphy　in　malignant
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