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《原　著》

肝局在性病変の断層シンチグラフ／一

勝　山　直　文＊

　要旨　肝局在性病変（SOL），および肝内胆管拡張症例におけるRI多面断層装置（PHO／CON）の臨床的

有用性について検討した．1976年4月より1977年10月までに行なわれた1，500例の肝断層シンチグラフィー

のうち，SOLまたは肝内胆管拡張を有する症例を対象とした．

　〔結果〕1）剖検，血管造影，手術，腹腔鏡でSOLの大きさが確認できた66例についてRI断層の検出能

を検討した．66例の内訳は，肝細胞癌24例，転移性肝癌36例，肝膿瘍2例，肝嚢胞4例である．66例中59例

（89％）でSOLを検出しえた．検出できなかった7例は全て3cm以下のSOLであった．

　2）CT（ACTA　O100）とRI断層の併用検査を行なったのは71例で，そのうちSOLを有したのは40例で，

肝細胞癌13例，転移性肝癌18例，肝膿瘍4例，肝嚢胞6例である．両者のSOLの描出能を比較するために5

段階に分け．スコアの平均値をとった（0：欠損を描出しえないもの1：欠損が疑われるもの2：欠損の存在

は確認できるがあまり明瞭でないもの3：明瞭な欠損を示すもの4：非常に明瞭な欠損を示すもの）．肝細胞

癌，転移性肝癌，肝膿瘍のそれぞれのRI断層像のスコアは3．5，3．0，3．3で，　CT像のそれは，1．7，1．5，1．0

で，RI断層がCTに比し優れていた．肝嚢胞ではCT　3．5，　RI断層2．9でCTがRI断層に比し優れていた．

　3）従来のシンチカメラ（HP型ガンマカメラ）との比較をSOL，肝内胆管拡張例について行なった．　a）SOL

を有する58例で前後面像と右側面像のそれぞれについて描出能を比較検討した．前後面像では58例中15例

（26％）でRI断層がカメラに比し優れており，そのうち3例はカメラで検出できなかった．右側面像でSOL

を検出できなかった3例を含めた19例（43％）においてRI断層が優れていた．　b）16例の肝内胆管拡張例で，

次の4つの所見について，カメラとRI断層の検出能を比較した．（1）肝門部欠損，（2）線状の欠損，（3）樹枝

状の放射能の減少，（4）著明な胆嚢切痕．（1）の所見を有した11例中5例（45％），（2）の所見では8例中8例

（100％），（3）の所見では4例中2例（50％），（4）の所見では5例中2例（40％）においてRI断層がカメラに

比し優れていた．

　〔結語〕SOLのRI断層の検出率は89％で，3cm以上のSOLは全て検出しえた．　CTとの比較では肝

嚢胞以外のSOLの描出能はRI断層が優れていた．カメラとの比較ではSOL，および肝内胆管拡張症の検

出にRI断層がより有用であった．

はじめに

　肝シンチグラフィーは肝のびまん性病変，局在

性病変を含め，これまで唯一の非観血的映像診断

法として用いられてきた．しかし，局在性病変に

関しては，超音波断層法1’3），CTが併用される
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ようになり，検出能は急速に向上しつつある．

　一方，シンチグラフィー用機器の開発，改良も

急速に進みつつあるが，RI多面断層スキャナー，

PHOICONもその一つである．　PHOICONは開
発されて以来すでに4年になるが，肝断層シンチ

グラフィーについての詳細な報告は行なわれてい

ない．

　1976年にわれわれの施設にPHOICONが設置

されて以来，その性能，臨床的有用性などにっい

て検討してきたが5～9），臨床例においても十分な

資料が蓄積されてきたので，今回，肝断層シンチ
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グラフィーによるSOLの描出能について他機種

との比較も考慮に入れて検討し，報告する．

対 象

Table　1． Diagnostic　value　of　S．O．L．　in　the　livcr　by

PHO／CON．

Defect

（＋） （一）

Total

　剖検，手術，血管造影，腹腔鏡により肝内space

occupying　lesion（SOL）の確認された66例である．

Table　1にこれらSOLの分類を示すが，分類には

α一フェトプロテイン値など，他の臨床検査所見も

考慮に入れた．内訳は，原発性肝細胞癌24例，転

移性肝癌36例，肝膿瘍2例，肝嚢胞4例である．

方 法

Hepatoma

Metastasis

Abscess

Cyst

22（　92％）　　2（　8膓o）

31（86シ6）　　5（149・6）

2（100％）　 0

4（100シ6）　0

4
6
2
4

勺

∠

つ
」

Total 59（89％）　　　7（11％） 66

　今回，対象とした66例のうち58例については

RI断層スキャンと同時にシンチカメラの併用検

査を行なった．放射性医薬品として99mTc－phytate

3mCiを投与約20分後にシンチカメラによる検査

を行ない，約40分後に断層スキャンを行なった．

　断層スキャンの断層間隔は，前後面像で，1．47

cm，側面像で1．98　cmとし，走査速度は350　cm／

分とした．走査時間は約10分である．シンチカメ

ラは，140KeV，低エネルギー用パラレルコリメ

ー ターを使用し，1画像あたり35万カウントで撮

像した．

　また，66例中の40例を含めた71例については断

層スキャンとCT（ACTA　O100）の併用検査を行な

った．

　なお，検索方法の詳細に関しては，各項で述べ

ることにする．

結 果

Confirmation

　Autopsy　　　　　29　cases

　Operation　　　　　3　cases

Table　2．

Angiography　　33　cases

Laparoscopy　　　l　cases

Resolution　of　PHO／CON　in　detecting　S．0．L．

in　the　liver．

Size　of　S．O．L．

Defect

（＋） （一）

Tota1

3cm以下
3cm以上

19（79％）　　5（21％）

25（100％）　　0

4
．
～
一

∩

∠
∩
∠

Total 44（90％）　　5（10％） 49

　Table・1は肝にSOLの確認された症例における

断層スキャンの陽性率を示している．原発性肝癌

で24例中22例（92％），転移性肝癌で36例中31例

（86％），肝膿瘍，肝嚢胞では症例数は少ないが，

それぞれ2例中2例（100％），4例中4例（100％）

においてSOLの検出が可能であった．肝SOL全

体としてみた場合，66例中59例（89％）において

SOLが検出された．

　Table　2は，66例のうち，前述の確認方法で大

きさの計測が可能であった49個のSOLについて，

False　negative　cases

1．5×2．0

1．5×2．O
○

22φ
2．3×3．0

RI断層スキャンの検出能をみたものである．同

一症例においてSOLが完全に分離して存在して

いる場合には，複数個として算出した．また，多

発性で，断層スキャンにより融合した大きい欠損

として描出されたものは除外してある．計測値と

シンチグラムの対応はretrospectiveに行なった．

シンチグラフィー施行時と，SOLの確認された時

期の期間は一部を除いて1カ月以内である．

　今回は，SOLの大きさを直径3cm以下と3cm

以上に分けて検討した．3cm以下のSOLは24個

中19個（79％）においてシンチグラム上，欠損が

認められた．3cm以上のSOLは25個あったが，

全例において欠損像として描出されていた．全体

としての検出率は49個中44個（90％）であった．

Presented by Medical*Online



肝局在性病変の断層シンチグラフィー

下段の図は検出しえなかったSOLの部位と大き

さを示している．右葉上部の1．5×2．Ocmと右側

辺縁の1．5×2．O　cm，右葉中央部2．2　cmのSOL

は転移巣で，肝静脈部の3．Ocm，右葉中央部の

2・3×3・OcmのSOLは，肝硬変により変形の著し

い肝における原発性肝癌であった．

　症例1

　Fig．1は結腸癌の肝転移例の断層スキャンで，

前面像の4，5断層面において右葉下部にhypoac－

tivity　areaを認める（矢印）．また，後面像では11，

12断層面で右葉上部に大きい欠損を，右葉下部に

小欠損（矢印）が認められるが，この右葉下部の欠

損は血管造影により計測した大きさでは25×2・5

cmの腫瘤に相当するものである．

　CTとの比較

　Table　3は，断層スキャンとCTについてSOL

の描出能を比較したものである．対象は前述の方

法により確定診断のっいた37例に嚢胞2例，腫瘍

1例の計40例であるが，内訳は原発性肝癌13例，

転移性肝癌18例，嚢胞6例，腫瘍3例である．

CTはACTA　O　100で，走査時間は1スライス6．5

分である．全例においてコントラストエンハンス

メントを行なった．

　断層スキャンとCTの比較は，　SOL描出能を

Table　3下段に示すように5つの段階に分け，3人

の医師がスコアを記録した．医師の内訳はCT担

当医，核医学担当医，およびCTと核医学の研修

を終了した医師の3人で，読影にあたり臨床情報

は全く与えられていない．断層スキャンとCT像

は別々に評価した．SOLの存在を確認された40

例におけるスコァの平均は表に示すごとく，原発

性肝癌，転移性肝癌，肝膿瘍において断層スキャ

ンの方が優れていたが，嚢胞ではCTの描出能が

すぐれていた．このスコアの中にはgrading　O，す

なわちfalse　negativeの症例も含まれているが，

断層シンチグラムで1例，CTで7例あった．こ

れらCTでfalse　negativeであった症例は，後日

ウィンドウ設定の変更，アーティファクトの軽減

などを試み，画像の再検討を行なったが，positive

の所見は得られなかった．

129

Table　3．　Ability　of　R．1．　tomoscan（PHO／CON）and

　　　　CT（ACTA）to　detect　the　S．0．L．　in　the　liver．

Hepatoma
Metastasis

Cyst

Abscess

case　No．　R．I　tomo　　CT

　13　　　　　　　3．5　　　＞　　　　1。7

　18　　　　　3．0　　＞　　　1．5

　62．9＜3．5　　3　　　　　3．3　　＞　　　1．0

Tota1 40

False　positive

False　negative

　　0．6　　　　0．93

（7cases）　　（9　cases）

　1case　　　　7　cases

Grading
　O　　　　　　negative

　l　　　　　　equivocal

　2－　　　　　positive　　　poorly
　　　

1」　　㍑lll，n，1y

Table　4．　Ability　of　R．1．　tomoscan（PHO／CON）and

　　　　scinticamera　to　detect　the　S．0．L．　in　the　liver．

Camera
R．Itomoscan

Ant．　post．　view Rt。　lat．　view

十

±

十→－　8（14％）

　十　43（75％）

　＋　4（6％）

　±　0（0％）

　＋　2（3％）

　±　1（2％）

11（25％）

24（55％）

5（11％）

1（2％）

3（7％）

0（0％）

Total 58 44

　false　positiveはスコァに含まれていないが，断

層スキャンで7例，CTで9例あった．

　カメラとの比較

　Table　4は，前述の方法によりSOLの存在を確

認された症例のうち，断層スキャンとシンチカメ

ラの併用検査を行なった58例について，カメラと

断層スキャンの対比を行なった結果を示している．

全例においてカメラによる検査を行なった直後に，

断層スキャンを行なった．

　カメラ像はPho／Gamma　HP型ガンマカメラに

平行多孔型高分解能コリメータを装着し，前・後

面像，右側面像を撮像した．

　シンチグラムの読影は，核医学部門の3人の医

師で行ない，断層スキャン像とカメラ像の読影順

序はat　randomに行なった．
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Fig．1　Colloid　scan　by　PHO！CON　demonstrates　multiple　focal　defects　on　the　4th　or　5th

　　　　　Plain　and　the　llth　or　12th　plain　in　the　right　lobe　of　the　liver．

　　　　　　　The　first－6th　planes　are　scanned　by　the　upper　detector　of　PHO／CON，　which

　　　　　correspond　to　the　anterior　view　of　camera　image．　The　7th－12th　planes　are　scanned

　　　　　by　the　lower　detector，　which　correspond　to　the　posterior　view．
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肝局在性病変の断層シンチグラフィー

　a）局在性病変

　欠損の描出能を次の4段階に分類し，前後面像

と，右側面像について対比した．

　（一）：欠損の認められなかった症例

　（±）：欠損の疑われた症例

　（＋）：欠損が明瞭に認められた症例

　（十卜）：カメラ像において単発であった欠損が断

　　　層スキャンで多発性の欠損として認められ

　　　た症例，および欠損の解像の点で明らかに

　　　優れていた症例を示す．

　前後面像では，カメラで（一）であった3例を

含めて58例中15例（26％）において断層スキャン

画像が優れていた．一方，側面像で欠損の認めら

れたのは44例であったが，カメラで（一）であっ

た3例を含め，19例（43％）においてカメラ像に

比し良好な結果が得られた．

　症例2　Fig．2Aに悪性黒色腫の肝転移例にお

ける肝断層シンチグラム前後像を示す．1，2断層

面において上縁に沿って小欠損（矢印）を，4，5，6

断層面で右葉下部に比較的大きい欠損を，5断層

面で肝左葉下部に小欠損（矢印）が疑われる．ま

た，8断層面において肝右葉外側縁にそって小欠

損（矢印）が認められる．

　同症例の右側面断層シンチグラムをFig．2Bに

示す．11，12断層面において右葉下部前方と後上

方（矢印）に欠損が認められる．

　Fig．2Cは同症例のカメラ像を示す．前面像で

右葉下部における欠損は検出されているが，上縁

にそった小欠損は描出されていない．右側面像に

ても右葉下部の欠損のみで，右葉上部は検出され

ていない．

　Fig．3Cは同症例の67Ga断層シンチグラムであ

る．67Ga　citrate　5　mCi投与，72時間後の像であ

る．断層間隔，走査速度，走査面積は肝シンチグ

ラムと同条件に設定した．

　コロイドシンチグラムで認められた欠損部に一

致して異常集積が認められている．特に3，4，5断

層面にて左葉に3個の小さな異常集積を認める．

　b）肝内胆管拡張症

　経皮経肝胆管造影および逆行性胆管造影により

131

Table　5．　Ability　of　R．1．　tomoscan（PHO／CON）and

　　　　scinticamera　to　detect　intrahepatic　bile

　　　　ducts　dilatation．

Finding Camera
Tomoscan

十　　　±

1　　　Clear●cut　focal

　　defect

2　　Band　like　defect

3　　　Stellate　apPearance

4　　Prominent　gal1－

　　bladder　fossa

＋

±

　
十
＋

†

±

丁

±

0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0

5
2
3
0
1
6
2
1
1
3
1
1

Tota1 27

肝内胆管拡張の証明された16例についてLarrylo）

らの分類を参考にして，以下に示す4つの所見に

ついて，断層シンチグラムとカメラ像の比較を行

なった．

）
）
）
）

ー
へ
∠
3
4
．

肝門部の限局性欠損

帯状欠損

星状または樹枝状欠損

著明なgallbladder　fassa

　Table　5に上記4所見の描出能の対比成績を示

す．同一症例で2つ以上の所見が検出された症例

もあるので，合計27の所見になっている．限局性

欠損として描出された症例は，断層スキャンで10

例あったが，5例においてカメラ像より優れてい

た．帯状欠損は断層スキャンで8例において認め

られたが，カメラではっきりとした異常欠損とし

て認められた症例はなかった．星状または樹枝状

の欠損として描出された症例は5例あったが，そ

のうち3例において，またgallbladder　fassaの異

常としてとらえた症例5例のうち2例において，

断層シンチグラムが優れていた．

　上述の4つの所見のうち，特に帯状欠損の描出

が断層スキャンで優れており，その理由としては

欠損が全て右葉に認められたため，カメラでは検

出できなかったと思われる．
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Fig．2A　Colloid　scan　by　PHO／CON　demonstrates　multiple　secondary　deposits　from

　　　　　　malignant　melanoma．

　　　　　　　On　the　2nd　plane，　a　small　defect　is　seen　in　upper　portion　of　the　left　of　the　liver．

　　　　　　On　the　4th　or　5th　plane，　a　clear－cut　focal　defect　is　detected　in　the　lower　portion

　　　　　　of　the　right　lobe，　and　suspicious　areas　of　decreased　activity　are　seen　in　the

　　　　　　left　Iobe．　Another　suspicious　area　of　hypoactivity　is　also　seen　on　the　8th　or　gth

　　　　　　Plain　in　the　right　lobe．
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Fig．2B　Right　lateral　views　of　tomographic　colloid　scan　on　a　right　decubitus　position．

　　　　On　the　l　lth　or　12th　plane，　two　focal　defects　are　clearly　detected　in　antero－

　　　　inferior　and　postero－superior　portions　of　the　right　lobe　of　the　liver．

Fig．2C

R目ht｛at
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Anterior　and　right　Iateral　views　of　colloidal　image　by　a　camera　demonstrate

only　one　focal　defect　in　antero－inferior　portion　of　the　right　lobe　of　the　liver．

　症例3　54歳男性，膵頭部癌

　Fig．3A左はPTCドレナージ施行中の胆管造

影像を示すが，肝内胆管の拡張と総胆管の完全閉

塞を認める．PTCドレナージ後（Fig．3A右）には

肝内胆管はほぼ正常に復している．

　断層スキャンでは，PTCD前（Fig．3B上）には

肝左葉に帯状の放射能の低下部と右葉内における

欠損（矢印）が認められるが，PTCD後（Fig．3B

下）には，これらの所見は消失している．カメ

ラ像（Fig．3C）では，　PTCD前にはgallbladder

fassaと左葉に軽度の放射能の低下を認める以外，

右葉における欠損も描出されていない．
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　hAntero－posterior　views　of　gallium　scan　in　the　same　paitent　demonstrate　marked

uptake　of　isotope，　which　correspond　to　multiple　focal　defects　on　colloid　scan　by

PHO／CON．

考 察

肝シンチグラフィーは，肝網内系の機能を反映

しており，放射能の集積状態，分布，肝外集積の

程度などにより，肝の局在性病変の検出はもとよ

り，びまん性疾患の診断にも用いられていること

は周知のとおりである．

　一方，断層シンチグラフィーの手法には検出器

Presented by Medical*Online



肝局在性病変の断層シンチグラフィー 135

Fig．3A－left　Percutaneous　transhepatic　cholanglography（PTC）demonstrates　common

　　　　　　　bile　duct　obsrruction　and　dilatation　of　the　intrahepatic　ducts　and　the　gallbladder

　　　　　　　due　to　carcinoma　of　the　head　of　the　pancreas．

Fig．3A－right　Dilatation　of　the　common　and　intrahepatic　bile　ducts　are　improved　after

　　　　　　　PTC　drainage　for　3　months．

，：
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Fig．3B－top　The　sth　or　6th　plaine　of　tomographic　liver　scan　demonstrates　two　band　like

　　　　　　　defects　in　the　right　and　left　lobe，　and　a　wedge　shaped　focal　defect　in　gallbladder

　　　　　　　fossa．　These　defects　in　the　liver　are　due　to　the　di’ated　bile　ducts　and　the　ga11・

　　　　　　　bladder．

Fig．3B－bottom　Tomographic　colloid　scan　of　the　same　patient　in　3　months　after　PTC

　　　　　　　drainage　demonstrates　no　abnormal丘nding　in　the　liver．
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靴

　　R
Fig．3C　Colloidal　image　in　the　same　patient　by　a

　　　　camera　demonstrates　two　ill－defined　areas　of

　　　　decreased　activity　in　the　left　lobe，　and　gal1－

　　　　bladder　fossa．　But　there　is　no　abnormal　find－

　　　　ing　in　the　right　lobe　of　the　liver．

を被検体の周囲にそって回転させることにより体

軸横断像を得る方法11　一一　14）と，検出器を水平方向に

走査したり4），傾斜多孔コリメータと検査臥台を

同期円運動することにより15’16），前額面断層像を

得る方法とがある．

　今回，われわれの用いたPHO／CONは焦点型

コリメータを装着した小型シンチカメラを水平面

で走査することにより，1回の検査で6断層像，上

下の検出器を同時に走査した場合，12断層像を得

ることができる．本装置の解像力に関するphan－

tom実験に関しては既に報告したので割愛する9）．

　肝SOLの検出能に関しては，これまでにも多

数の報告があり，シンチカメラを使用した場合

80％から90％といわれている17・18）．今回の断層

スキャナによる成績では，66例の局在性肝病変の

うち59例において欠損を認め，89％の検出率であ

ったが，転移性肝癌での検出率が86％と，他の病

変に比し低かった．false　negativeであった転移性

SOLのうち，2例はあずき大の散布性小SOLで，

シンチグラフィーにおける検出限界以下と考えら

れる．

　肝SOLの大きさに関する検出能の限界は，肝

組織の非薄な左葉では直径約1・5～2・Ocmである

が，右葉の深部では4～5cm程度といわれてい

る19）．肝シンチグラムでは検出の対象が陰性像で

あり，特に肝右葉のような厚みのある臓器では断

層効果が強く要求される．

　今回，われわれが用いた断層スキャナーでは，

3cm以上のSOLは100％検出しえた．しかし，

3cm以下のSOL検出率は7996で，特に生理的欠

損部付近の病巣，辺縁部の小病巣の検出率が低か

った．

　全体の検出率は49個中44個で9096であったが，

この中には散布性の転移病巣は含まれていない．

　シンチカメラとの比較では前後面断層像の場合，

特に右葉内および肝門部の欠損をより明瞭に描出

しえたが，肝門部，肝静脈部では生理的な放射能

減少部位をはっきりと輪郭するため，異常欠損と

誤る場合があり，特に肝硬変などにおいて，放射

能分布が不均一である場合にはfalse　positiveの

程度がカメラに比し，やや高くなった．

　Sampleら17）は肝門部の病変に関してスキャナ

と対比し，スキャナでequivocalであった9例に

おいて，はっきり異常を検出しえたと報告してい

る．

　Volpe20）らは36例の肝SOLについてカメラ像

と比較した結果，9例（25％）において断層スキャ

ンが優れていたと報告しているが，両法の比較を

描出状態のみにっいて行なっており，検出能に関

する比較は行なっていない．

　われわれの施設で断層スキャンがカメラ像に比

しすぐれていた症例は前後面像の場合25％であり，

Volpeらの成績と奇しくも一致していたが，（一）

→（＋）or（±），および（土）→（＋）の分類に属する

症例，すなわち断層スキャンが病巣の検出に真に

有効であった症例は，正面像の場合58例中7例

（ll％）であった．

　また，これまで正面像と側面像を分けて検出能

を対比した報告はみられないが，今回の結果では

断層スキャンの場合，側面像における検出率が前

後面像に比し高く，描出能として優れていた症例

は44例中20例（45％）であったが，病巣の検出に
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真に有効であった症例は44例中9例（19％）であ

った．

　右側面像が有利であった理由の1っに，検査時

の体位が考えられる．カメラの場合，被検者を左

側臥位として上方よりコリメータを指向している

のに対して，断層スキャンでは被検者を右側臥位

とし，下部検出器の走査面に平行にしているため，

表層部の小欠損も明瞭に描出され得たと思われる．

また，この体位をとることにより，左葉が前方に，

右葉が後方に位置するように描出され，肝硬変な

どにみられる腫大した左葉による右葉前縁欠損の

隠蔽効果も除外可能であった．

　これらの結果は断層スキャンを用いることによ

り，従来のカメラ像に比して正面像で約10％，側

面像で約20％程度の検出能の向上がみられたこと

を示している．

　CTと比較した場合，嚢胞を除いて断層スキャ

ンが優れていた．この原因としてシンチグラムが

解像力に優れている断層スキャンであり，CTが

第1世代に属するACTA　O100であることに起因

している．小林ら21）も肝癌の検出能をシンチカメ

ラとACTA　O　100で比較し，シンチグラフィーの

検出率が高かったと報告している．Abscessの例

は，小さい膿瘍巣が集合していたため，肝シンチ

グラムでは大きい欠損としてみられたが，CTで

は明瞭な吸収値の差として描出しえなかったこと

による．原発性肝癌と転移性肝癌との間には，検

出能に特に差が認められなかった．

　CTでは，1スライスに6．5分を必要とし，呼吸

性移動に加えて種々のアーティファクトのみられ

た例が多く，特に，false　negativeの7例において

はその傾向が強かった．

　CTと肝シンチグラフィーとの対比は，これま

でにいくつかの報告があるが，Mac　Carthyら22）

は，Emi　5000を用い，13例のSOLにおいて対比

した結果，同程度の検出能であったが，Hepatoma

の1例で，CTでは検出されずRIで検出しえた

と報告している．

　一方，New　York　Upstate　Medical　Centerグ

ループ23・24）は，当初シンチグラフィーの描出能が，

137

CT（Delta　scan）に比しfalse　negativeが少なく優

れているとしていたが，その後の追試によりCT

の描出能が勝っていると報告している．肝シンチ

グラフィーでは，false　Positiveが多く，　normal

variantを異常所見としやすく，また，　SOLの性

状をRIでは十分に表わせないことによりCTが

優位であるとしている．

　第3，第4世代のCTは呼吸，その他のアーテ

ィファクトが減少し，SOLの検出能も著しく向上

してきており，CTとシンチグラフィーの併用に

よる診断能について，今後，検討していく必要が

ある．

　断層スキャンによる肝内胆管拡張所見は，限局

性欠損，帯状欠損，星状または樹枝状欠損の3っ

に大別されるが，胆嚢窩の大きさも診断の助けと

なる．カメラ像と比較した場合，上記所見の全て

において断層スキャンの描出能が優れていたが，

特に右葉内にみられた帯状欠損の検出には断層効

果が大きかった．

　内科的黄疽の場合，シンチグラフィーの有用性

が高いが，外科的黄疸の検出にはシンチグラフィ

ー より超音波断層，CTの検出能が高く，また，

解像の点においても優れている25”27）．しかし，

シンチグラフィー施行時に，肝内胆管拡張の所見

が得られれば，その後の検査の進め方に非常に役

立っと考えられる．

結 語

　RI多面断層スキャナー，　PHOICONによる肝

断層シンチグラムについて，SOLの検出能を中心

に検討した．その結果，

　1）RI断層による肝SOLの陽性率は，89％で

あった．

　2）3cm以上の肝SOLの検出率は100％であ
った．

　3）RI断層はガンマカメラに比し，肝SOL描

出能の点で，25％（前後面像），45％（側面像）の

症例で優れていた．

　4）RI断層はCTに比し，肝SOL描出能の点

で嚢胞性疾患を除き，優れていた．
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　5）RI断層シンチグラムは肝内胆管拡張所見の

中で，右葉における帯状欠損の検出に優れていた．

　SOL，肝内胆管拡張性病変に関しては，　CT，超

音波断層法の診断能が著しく向上してきており，

シンチグラフィーはこれらの診断法と相補して映

像診断体系の一翼を担うことになろう．

　今回は，びまん性肝疾患については触れなかっ

たが，今後検討していくべき課題である．

　稿を終わるにあたり，御指導いただいた慈恵医大放射

線科川上憲司講師，多田信平助教授ならびに御校閲いた

だいた望月幸夫教授に深謝致します．

　本論文の要旨は，第16回および第17回日本核医学会総

会で報告した．
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Radionuclide　Tomographic　Scan　of　the　Liver

Naofumi　KATsuYAMA

D卿廟2θ〃t　of　Radiology，　Jikei　Univerぷity　School　of　Med’C’〃θル伽a’0－ku，7bんγ0，」砲0〃

　　Diagnostic　value　of　a　multiplane　tomographic

scanner（PHO／CON）was　evaluated　on　subjects

with　space－occupying　lesions（S．0．L）in　the　liver

and　intrahepatic　bile　ducts　dilatation．（1．H．D．D．）

　　Atotal　of　1，500　tomoscan　of　the　liver　has　been

performed　throughout　October　1977　since　April

1976．

1．Diagnostic　value　of　the　tomoscan．

　　　The　ability　of　the　tomographic　scan　to　detect

　the　S．O．L．　was　examined　on　66　cases　in　whom

　　S．O．L．was　confirmed　by　autopsy，　angiography，

　　operation　and　laparoscopy．　These　materials

　consisted　of　24　patients　of　hepatoma，360f

　　metastasis，2abscesses　and　4　cysts．

　　　The　tomoscan　detected　the　S．O．L．　in　59（89％）

　　of　the　66　patients．　The　size　of　S．O．L．　in　the　7

　　侮1se　negatives　was　less　than　3　cm　in　diameter

　　in　all　cases．

2．　Correlation　of　the　radionuclide　tomoscan　and

　　　the　computed　tomography．

　　　Duplicate　examinations　by　the　radionuclide

　tomoscan　and　the　computed　tomography（CT，

　　ACTA　OlOO）were　performed　on　71　patients；31

　　patients　were　considered　to　have　normal　livers．

　　Of　leaving　40　patients，13　had　hepatoma，18

　　metastasis，6cyst　and　4　abscess．　For　comparing

　　the　ability　oftwo　modalities　to　detect　the　S．O．L，

　　following　numerical　rating　scales　were　employed；

　　0：negative，1：equivocal，2：difinite　SOL　poorly

　　demonstrated，3：definite　SOL　well　visualizcd，

　　4：definite　SOL　excellently　resolved．

　　　　On　the　numerical　scale，　overall　rating　was

　　higher　in　the　tomoscan　than　CT．　In　cases　of

　　hepatoma，　metastasis　and　abscess，　the　tomoscan

　　scored　3．5，3．O　and　3．3，　whilst　CT　scored　1．7，　L5

　　and　1．O　respectively．　For　demonstration　of　cystic

　　lesions，　CT　was　given　higher　score　with　3．5　than

the　tomoscan　had　l　case　of　false　negative，　whilst

CT　had　7　false　negatives．

　　　CT　provided　better　visualization　of　cystic

　　lesions　than　the　tomoscan，　but　was　much　in－

　　ferior　to　the　tomoscan　in　demonstrating　solid

　　lesions．

3．Correlation　of　the　tomoscan　and　the　con－

　　　VentiOnal　Camera．

a）　Demonstration　of　S．O．L．

　　　Comparative　study　of　the　camera　and　the

　　tomoscan　was　done　in　liver　images　of　58

　　patients　with　the　S．O．L．　In　anterior　and　posterior

　　views，　the　tomoscan　was　superior　in　150f　58

　　patients（26　9／o），　including　3　false　negatives　on　the

　　camera　study．　In　44　patients　noted　the　S．0．L

　　in　right　lateral　view，19cases（43％）were　superlor

　　in　the　tomoscan　to　the　camera，　including　3　false

　　negatives　on　the　camera．

b）　Demonstration　of　intrahepatic　bile　ducts

　　　dilatation．

　　　Correlative　study　was　done　on　16　patients

　　with　intrahepatic　bile　ducts　dilatation．　Images

　　by　two　modalities　were　compared　on　the　fbllow－

　　ing　4　findings．

　　1）Afocal　defect　in＾the　region　of　porta　hepatis．

　　2）Band　like　or　linear　defξcts．

　　3）　Stellate　appearance　of　decreased　activity．

　　4）Prominent　gall　bladder　fossa．

　　　　The　tomoscan　was　superior　in　50f　l　l　patients

　　（45％）with　the丘rst　finding，　all　of　8　patients

　　（100％）with　the　2nd，20f　4　patients（50％）with

　　the　3rd　and　20f　5　patients（40％）with　the　4th

　　finding．

Conclusion
　　The　ability　of　the　tomoscan　to　detect　S．0．L，　in

the　liver　was　discussed．　All　of　S．O．Lover　3　cm

were　identified　with　the　tomoscan．　In　comparison

with　CT　and　the　convetional　camera，　the　tomoscan

was　more　usefu11　of　the　assessment　of　f（）cal　hepatic

lesior　s　or　intrahepatic　bile　ducts　dilatation．

Key　words：　liver　scintigraphy，　Radionuclide

tomographic　scan，　space　occupying　lesicn　of　the

liver，　dilatation　of　intrahepatic　bile　ducts，　CT．
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