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《ノート》

67Ga腎集積の臨床的検討
Clinical　evaluation　of　renal　accumulation　of　gallium－67　citrate

中間　昌博＊ 菅原　　正＊

Masahiro　NAKAMA＊and　Tadashi　SuGAwARA＊

＊Depa”tnient〈of　Radiologγ，　Jichi　Medical　School

1．はじめに

　67Gaの腎集積に関する報告が1975年，　Frankel1），

Hurwitzら2）によりなされた．　Frankelらはneo－

Plastic　involvementを主に，　Hurwitzらは炎症を

主に報告している．67Gaは静注された後，24時間

以内に投与された12％が腎より，その後は肝や腸

管が主な排泄経路になるといわれている3・4）．従

って48～72時間後の67Gaスキャンにおける腎集

積は炎症あるいは腫瘍の存在を疑がわせる．しか

し，諸家の67Ga腎集積の報告には，はっきりし

た集積程度による腎病変との関係には触れられて

いない．そこで今回われわれは，67Ga腎集積の

程度を強度，中等度，軽度陽性の3段階に分けて，

その臨床的意義について検討したので報告する．

II．対象および方法

　対象は全身67Gaスキャンを施行した403症例

のうち腎集積を示した21例（5．2％）である．

67Gaスキャンの検査対象はほとんどが悪性病変

の原発部位の広がり，転移巣検索のために施行さ

れたもので，腎疾患のみの検索の目的で行なわれ

たものはほとんどみられなかった．検査前日の夕
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方マグコロール250ccを飲用させ，検査時間は

67Ga　2　mCi静注後48時間に行なった．67Ga腎集

積の程度を強度（3＋），中等度（2＋），軽度（＋）

の3段階に分類した．その判定基準はTable　1の

ごとくである．すべて後面像において判定したも

のである．前面像で便が多量に残存している症例

は本症例より除外した．使用した装置は，アロカ

社の5φ対向スキャナでコリメータは61hole焦

点型（焦点距離10cm）を用いた．エネルギーは

93KeVγ線を選んだ．腎疾患については病理解

剖，臨床検査，IVP，腎スキャンおよび臨床症状

により判定した．

In．結　　果

21例の内訳はTable　2のごとくである．強陽性

を示したもの3例，中等度陽性7例，軽度陽性11

例である．laboratory　dataとして一般尿検査，

尿沈渣，尿培養，血清学的検査（クレアチン，ク

レアチニン，尿素窒素など），そのほかPSPなど

で検討しており，Tableには，　supPorting　labor－

atory　dataを示した．そのほかにIVP，腎スキャ

ンなどとの対比も行なった．これら21症例のうち，

腎疾患を有したものは計12例で，集積程度別にみ

ると強陽性で3／3（100％），中等度陽性6／7（86％），

軽度陽性3／11（27％）であった．強度陽性例のう

ち2例は病理解剖が行なわれており，いずれも両
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Table　l　Rating　scale　for　Gallium・67　renal　activity

3十　．．．．Activity　greater　than　that　of　liver

2一ト．．．．Activity　almost　equal　to　that　of　liver

1十　．．．．Activity　less　than　that　of　liver

腎にneoplastic　involvementを認めていた．細網

肉腫の症例では尿沈渣，血清学的検査異常はみら

れたが，IVPでは正常像を呈していた．ただ，

IVP，67Gaスキャンと病理解剖までの期間はそれ

ぞれ54日，4日と50日の差があった．悪性黒色腫

の症例では尿沈渣で赤血球14～15／毎，白血球

14～15／毎であったが，腎スキャンでは正常像を

呈していた．99mTc－DTPA腎スキャンと67Gaス

キャンはほとんど同時期に施行されており，病理

解剖までの期間は約2カ月であった．強陽性の3

例目の子宮頸部癌の症例は一般尿，尿沈渣，尿培

養i，血清学的検査，PSP，　IVPおよび臨床症状な

どから腎孟腎炎と診断された．IVP所見は両腎の

造影不良で，左腎は特に著明であった．67Ga腎

集積は両腎にみられたが，左腎に特に著明であっ

た．中等度陽性例にっいてみると7例中6例に腎

疾患を認め，その内訳は慢性腎不全2例，腎孟腎

炎2例，肝腎症候群1例，急性腎不全1例である．

IVPが4例に，腎スキャンが1例に施行されてい

るが，いずれも異常所見を呈し，67Ga異常集積

と良い相関がみられた．軽度陽性例では11例中

3例のみに腎疾患がみられたのみであった．3例

はいずれも腎孟腎炎であった．3例のうち2例に

IVP，1例に腎スキャンが施行されており，いずれ

Table　2

No． Primary　disease SupPorting　laboratory　data
　　Renal
IVP　scan　　67Ga Kidney

1　Reticulum　cell　sarcoma

2　Malignant　melanoma

3　　Uterine　cervix　Ca

4　Primary　biliary

　　cirrhosis
5　Liver　cirrhosis

6　Multiple　myeloma

7　Uterine　cervix　Ca

8　Hepatoma
9　Hepatoma
10　Pancreas　Ca

11　Gastric　Ca

12　Bladder　Ca

13　Diabetes　mellitus

14　Duodenal　Ca

15　0varian　Ca

16　Breast　Ca

17　Gastric　Ca

18　Pancreas　Ca

19　Hodgkin’s　disease

20　Mycosis　fungoides

21　Chronic　pancreatitis

Urine　sediment（RBC），　blood　culture，　　一

　（autopsy）

Urinalysis，　urine　sediment（RBC．

　WBC），（autopsy）

Urinalysis，　ureine　sediment（RBC．　　　　十
　WBC），　blood　culture，　urine　culture，

　PSP
Urinalysis，　urine　sediment（RBC．
　WBC），　urine　culture

Blood　culture，　PSP

Urinalysis，　urine　sediment（WBC），

　blood　culture，　urine　culture

Urinalysis，　urine　sediment（RBC．

　WBC），　urine　culture

Urine　sediment（RBC．WBC），　blood

　　　　　　Normal
Urinalysis，　urine　sediment（RBC．
　WBC），　urine　culture　PSP

Urinalysis，　urine　sediment（RBC．

　WBC）blood　culture，　urine　culture

Urine　sediment（RBC．WBC），　urine
　sediment，　PSP

Urinalysis，　urine　sediment，　PSP

　　　　　　Normal
　　　　　　Normal
　　　　　　Normal
　　　　　　Normal
　　　　　　Normal
　　　　　　Normal
　　　　　　Normal
　　　　　　Norma1

－
「

十

十

÷

十

十

÷

十

3十　　Neoplastic　involvement

3十　Neoplastic　involvement

3十　　Pyelonephritis

2十　　Chronic　renal　failure

2十　Hepatonephr．syndrome
2十　　Chronic　renal　failure

2十　　Pyelonephritis

2十　　Acute　renal　failure

2十　Normal
2十　　Pyelonephritis

十　　Pyelonephritis

一←　　Pyelonephritis

十　　Pyelonephritis

十　Norma1

十　Normal
十　Normal
十　Normal

十　Normal
十　Normal
－十一　　Normal

＋　Normal
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も異常所見を呈していた．腎疾患のみられなかっ

た8例では，IVPが2例に，腎スキャンが1例に

施行されているが，いずれも正常所見であった．

　67Ga腎集積がみられ，なんらかの腎病変がみら

れたものは全体として12／21（57％）であった．中

等度以上の陽性で腎病変がみられたものは9／10

（90％）と高かったが，軽度陽性例では3／11（27

％）と低く，false　positiveが多くみられた．　IVP，

腎スキャンで異常所見を呈した9例全例に腎病変

を認めたが，正常所見を呈していた5例では2例

に腎病変を認めていた．この2例はいずれもび細

なび漫性のneoplastic　involvementの症例であっ

た．67Gaスキャンでは，この2例とも強度な腎

集積を認めていた．

　次にそれぞれの集積程度による代表的な症例を

供覧する．

　〔症例1〕細網肉腫

　強度陽性例で，病理解剖所見で腎へのneoplastic

involvementが確認された症例である．67Gaスキ

ャンは病理解剖の4日前に施行された後面からの

ものである（Fig．1）．　laboratory　dataは一般尿検

査，正常．尿沈渣では赤血球毎10～12／毎，白血球

3～4／毎，扁平上皮7～9／毎，血清尿素窒素21mg／

dl，クレアチニン8mg／dl，クレアチン6mg／dlで

あった．IVPは67Gaスキャンの50日前に施行さ

声
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Fig．1　A　patient　with　reticulum　cell　sarcoma．　Ga1－

　　　lium　posterior　scan　shows　bilateral　kidney

　　　greater　than　that　of　liver．　Activity　below　the

　　　right　kidney　is　paraaortic　lymphnode．　Autopsy

　　　revealed　bilateral　renal　neoPlastic　involve－

　　　ment．
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れているが正常であった．67Gaスキャンでは肝

より明らかに高い腎集積を認めている．右腎の下

部にみられる高い異常集積は，前面像でもみられ

ており，傍大動脈リンパ節への集積である．

　〔症例2〕　原発性肝癌，急性腎不全

　中等度陽性例で，67Gaスキャンで両腎に肝と

同程度の異常集積を認めている（Fig・2）．1abor－

atory　dataは尿沈渣，赤血球9～10／毎，白血球多

数／毎，血清尿素窒素69mg／dl，クレアニチン2・6

mg／dl，尿培養でも陽性であった．腎スキャンが

施行されており，腎腫大および辺縁の不整を認め，

排泄遅延がみられた．

　〔症例3〕　胃癌，腎孟腎炎

　軽度陽性例で，67Gaスキャンで肝より低い両腎

への異常集積を認めている．蛋白尿．尿沈渣で赤

血球多数侮，白血球9～10侮．クレアチニン，

血清尿素窒素の軽い上昇．尿培養，陽性．IVPが

施行されたが，腎杯がやや鈍で，腎はやや萎縮像

を示した．

IV．考　　案

　6℃aは腫瘍のみならず炎症にも集積すること

が知られており，不明熱の原因究明，術後膿瘍の

有無などの検索にも広く利用されるようになった．

その中で1975年，Franke11），　Hurwitzら2）により

67Ga腎集積の意義についての報告がなされ，24

時間以後の腎描出は腫瘍あるいは炎症の存在を疑
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Apatient　with　hepatoma　and　chronic　renal

failure．　Gallium　posterior　scan　shows　bilateral

kidney　activity　almost　equaいo　that　of　liver．
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Fig．3　A　patient　with　gastric　cancer　and　pyelone－

　　　phritis　Gallium　posterior　scan　shows　bilateral

　　　kidney　activity　less　than　that　of　liver（arrows）．

わせるものとして新たな注目を浴びた．ただここ

で67Ga腎描出判定の問題があるが，　Hurwitzら

は典型的な腸の描出は腎陰影と混同することはな

かったと述べており，われわれの症例でも腸の活

性が高い場合は症例から除外しており，腎陰影と

混同するようなことはなかった．Franke1らは

lymphoreticular　neoplasm，白血病，悪性黒色腫

の34例の67Ga腎集積について検討している．そ

のうち13例に病理解剖が行なわれており，9例に

neoplastic　involvement，2例に炎症，2例は腎は

正常，残りの21例についてはexcretary　urography

とlaboratory　dataとが一致しない例が多く，15

例は両検査ともに正常であったと述べている．し

かし，この2方法が必ずしも腎病変を否定できる

決め手とは思われず，血管造影，生検が67Ga腎

集積症例にっいては積極的になされるべきである

と述べている．われわれの症例では細網肉腫，悪

性黒色腫の2例に病理解剖が行なわれ，両腎にび

細なび漫性のneoplastic　involvementを認め，こ

の2例とも67Gaスキャンでは両腎に強度な集積

を示していた．この2例はIVP，腎スキャンが施

行されたが，正常所見を示していた．Frankelら

の報告の中にも，病理解剖で両腎のneoplastic

involvementを認めた9例のうち，3例はexcretary

urographyで正常像を呈したとある．これからも，

systemicな悪性疾患に関する臓器へのneoplastic

involvementの検索は肺と同様，腎に関しても67Ga

スキャンが有効な手段になり得ることを示唆して

いる．

　炎症に関する6？Ga腎集積についてはHurwitz

らやKumarら5）の報告がみられる．　Hurwitzら

は下部尿路疾患と上部尿路疾患の鑑別の目的で73

人の67Gaスキャンを施行している．その中で他

検査および症状などにより腎孟腎炎と診断された

49症例について86％のaccuracyを得たと報告し

ている．また，false　positive　4例，　false　negative

3例のみで67Gaスキャンは腎孟腎炎の診断に有

効な手段であると述べている．また，Kumarらは

非担癌患者でなんらかの炎症の疑いのある175症

例に67Gaスキャンを施行し，12症例（6．8％）に

腎集積を認めている．12例全例に腎疾患を認め良

い相関を得ている．その中の数例は6？Gaスキャ

ンで最初に腎疾患を指摘できたと述べている．た

だ，FrankelをはじめHurwitz，　Kumarらは67Ga

腎集積程度による腎疾患の有無の判定については

詳しく触れていない．そこで今回，われわれは

67Ga腎集積程度を強度，中等度，軽度の3段階

に分けて検討した．それぞれのpredictive　value

of　positive　test　resultは強度陽性3／3（100％），

中等度陽性6／7（86％），軽度陽性3／11（27％），

であった．軽度陽性例についてはfalse　positiveが

多く，臨床的意義は低かった．それに対して中等

度以上では9／10（90％）とその意義は高く，67Ga

スキャンのみでも腎疾患の存在を十分指摘でき得

ると思われる．中でもsystemicな悪性疾患の腎

neoplastic　involvementの検索には有効な手段で

あると思われた．また，IVPで造影がより不良で

あった側の腎に，67Gaが強い集積を示した症例

を経験しており，67Ga腎集積が炎症の程度に関

係しているものと思われ，その経過観察にも有効

な手段になり得ることを示唆している．
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V．まとめ

　67Gaの腎集積程度を21例について強度，中等

度，軽度陽性の3段階に分けて検討した．軽度陽

性例についてはfalse　positive例が多く臨床的意

義は低かったが，中等度陽性以上では9／10と腎病

変との強い相関を示した．特に強度陽性2例の

neoplastic　involvementに関しては67Gaスキャ

ンの有用性が示唆された．
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