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《原　著》

回転椅子方式による肝の横断シンチグラフィーについて

小山田日吉丸＊　福喜多博義＊

川合　英夫＊

照井　頭二＊　上原　敏敬＊

　要旨　われわれは通常のシンチカメラと独自に開発した回転椅子およびコンピュータを用いて肝の横断シ

ンチグラフィー（RCT）をとることを試みた．対象は肝内に占拠性病変の存在が疑われた37例で，用いたRI

は99mTc－phytate　8　mCiである．　RCT像を画質の面から900d，　fair，　poorに分けると，それぞれ21例，12

例，4例となった．RCT像上に描出された最小の結節は，　medial　segmentの背面寄りにあった肝の血管腫

で，切除標本上のサイズは2．5×1．8cmであった．これは，通常の6方向シンチグラム上には描出し得なか

った．

　RCT像上に欠損像を認め，それら欠損像に対する裏付けが手術，　XCT，　Echo，シンチグラムなどで得ら

れた症例は21例あった．一方，病巣の存在が確認されているのにRCTで描出し得なかったのは3例あった．

　RCT専用器の普及により更に検出効率が改善されるものと思われる，

1．緒　　言

　ラジオアイソトープ（RI）の体内での分布を横

断像として描出するRadionuclide　Computed　To－

mography（RCT）は，すでに1960年代の前半に

Kuhlら1）によって行われていたが，当時は一般の

臨床分野に普及するまでには至らなかった．しか

し，Hounsfieldら2・3）が1973年にX線による

CT（XCT）について発表し，それが世界中の注目

をあびるや，核医学の分野でもRCTが再認識さ

れるに至った．そして現在すでにいろいろな型の

専用機が開発され，一部では市販もされている．

これら装置は，検出器が体軸と直角に走査するス

キャナタイプと，シンチカメラの検出器が体の周

囲をまわるカメラタイプに大別することができよ
う．

　現在，われわれの所にはそのような専用の装置

がないので，著者らの一人（小山田）が考案した
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回転椅子とシンチカメラを組み合わせた，カメラ

タイプの変型ともいうべき方法でRCT像をとる

ことを試みている．そして，別の発表予定の基礎

実験にひきつづいて臨床例についての検討を行っ

ているところであるが，今回は肝のRCTにっい

て現在までの研究成果を報告する．

IL　対象および方法

　対象は，肝内腫瘤を疑われて肝シンチグラムを

依頼された症例が主体で，現在までに男27例，

女10例の計37例にRCT像を作成した．年齢分

布は，男31歳～75歳（平均54．1歳），女22歳～

63歳（平均45．0歳）で，全体の平均年齢は51・6歳

である．原病名とそれに対応する症例数はTable

lの如くである．

　用いた薬剤は99mTc－phytateである．当検査室

ではRCT像をとる大半の症例に対して，静注時

にperfusion　studyも併せ行っているので，その

ような症例に対しては当検査室での常用量の倍量

に相当する296MBg（8　mci）を投与した．はじめ

に148MBg（4　mCi）を投与した症例に対しては

RCT像をとる前に更に148　MBq（4　mCi）を追加

投与した．
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64 核医学　　18巻1号（1981）

Table　l　Variety　of　original　disease

HCC＊（including　clin．　diag．　only）

Gastric　Cancer

C《）10n　Cancer

Breast　Cancer

Thyroid　Cancer

Esophageal　Cancer

Bile　Duct　Cancer

Hemangioma　of　the　Liver

Liver　Abscess（clin．　diag．）

Enlarged　Gallbladder（clin．　diag．）

Renal　Cancer

Osteogenic　Sarcoma

Prostate　Can㏄r

9
4
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

1

Tota1 37Cases

＊Hepatocellular　Carcinoma

　　　　　レ〆

　　　　　　　　　　　」ビ

Fig．1　A　patient　on　the　rotating　chair　for　liver　RCT

のディジタルイメージ（フレームモード）として入

力したが，データ採取時間は原則として20秒間1

フレームである．

　補正計算にはγ線の吸収補正を行わず，対向投

影データの幾可平均を行ったのみで，　RCT像の

再構成にはfiltered　back　projection法を用いた．

吸収補正を行わなかった理由は，近く別に発表す

る予定のわれわれの基礎実験の結果，手持ちのプ

ログラムに関する限り，どの補正式を用いても単

純な幾可平均よりよい結果が得られなかったこと

による．

　RCT像は，最終的にはupPer　levelとlower

leve1を適当にカットしガンマイメージャーを介し

て128×128のディジタルイメージとしてX線フ

ィルム上に描出された．

　このようにして得られたRCT画像を，通常の

6方向（前，後，右，左，右45°斜位，左45°斜位）

肝シンチグラムと対比し，可能な場合には超音波

像やXCT像，更には手術所見とも対比し，肝の

RCT像の臨床的意義について検討を加えた．

III．　結　　果

　得られたRCT像はすべて同一の方式で作成さ

れたにもかかわらず，それらの画質にはある程度

の差異が症例の間で認められた．そこでこれら

RCT像を画質の面からgood，　fair，　poorの3段

階に分類すると，Table　2に示す如くである．こ

こで，goodとは肝の正常部分のRI分布に乱れ

が比較的少なく，辺縁もなだらかで，ある程度の

大きさの病巣が欠損像として割合容易に判別でき

る場合とした．そして，fairはRIの分布に乱れ

はあるが一応の読影は可能であり，poorは分布

の乱れあるいは像の変形がひどくて読影の対象と

はなり得ないものとした．

　Fig．2に臨床的に正常と考えられている症例で

Table　2　RCT　image　qualities

　検出装置は，Ohio　NuclearΣ410S，回転椅子お

よび体位はFig．1に示す如くで，10°ずつ手動で

回転させて36枚の画像を採取した・用いたコン

ピュータはシンチパック1200で，画像は64×64

Good　．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21　cases

Fair．．＿．　　　＿＿．＿＿．．．12　cases
Poor　．．．．．．　．．．．　　　　　　　．．．．．．．．4cases

Tota1 37cases
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Fig．2　Clinically　normal　liver．　K．0．，　No．60881．

　　　　　RCT　images　are　shown　as　horizontal　sections　through　the　liver．　Number　l　repre－

　　　　　sents　the　bottommost　layer　and　Number　12　the　uppermost　layer　of　the　liver　as

　　　　　viewed　from　beneath．　The　image　quality　was　good．
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Liver　abscess（clinical　diagnosis）．　M．　N．，　No．236192．

The　defect　seen　on　the　ordinary　scintigram　is　clearly　identified　on　the　RCT　images．

The　image　quality　was　good．
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Hepatocellular　carcinoma（histologically　confirmed）．　K．0．，　No．233637．

Two　defects　seen　on　the　ordinary　scintigrams　are　clearly　identified　on　the　RCT

images．　The　image　quality　was伍ir．
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Fig．5　Multiple　liver　metastases（clinical　diagnosis）from　breast　cancer．　H．0．，　No．

　　　　　　224983．

　　　　　　Ordinary　liver　scintigrams　reveal　a　distorted　uptake　pattern　with　a　defect　in　the

　　　　　　posterior　segment，　suggesting　multiple　liver　metastases．　However，　zoomed　RCT

　　　　　　images　show　a　highly　distorted　uptake　pattern　with　a　hot　spot　which　can　not

　　　　　　be　explained．　The　image　quality　was　poor．
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回転椅子方式による肝の横断シンチグラフィーについて 67

Table　3 The　cases　on　which　RCT　successfully　depicted　intrahepatic　masses（including

acase　of　intrahepatic　biliary　tree　dilatation）

Name＆　　Age＆
　　No．　　　　Sex

Y．S．　　　　64
No．169806　male
E．H，　　　　59

No．210383　male

K．1．　　　　57
No．231001　male
Y．K．　　　　52
No．231332　male
T．N．　　　　67

No．232594　male
S．M．　　　　58

No．233377　male

S．K．　　　　69

No．233601　male

K．0．　　　62
No．233637　male
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S．N．　　　　58
No．235587　male

F．G．　　　　31

No．235595　male

M．N．　　　　45
No．236192　male

M．W．　　　50
No．236231　male

T．S．　　　　57
No．237103　male

T．H．　　　　49
No．237367　male

T．Y．　　　　60

No．237548　male

H．N．　　　　58

No．237582　male

Y．T．

No．238884
T．T．

No．239346

46
female

55
male

Diagnosis

renal　CanCer

HCC

HCC

enlarged
gallbladder

esophageal

cancer

HCC

HCC

HCC

　　　　Scintigram

alarge　defect　in
the　right　lobe

alow－uptake　area
in　the　right　lobe

　　　RCT　　　　　　XCT　　　　　Echo
（Image　quality）（Size　in　cm）（Size　in　cm）

depicted
　　（good）

depicted
　　（fair）

adefect　in　the　　　　　depicted

post．　segment　　　　（fair）

alow－uptake　area　depicted
in　the　right　lobe　　　　　（good）

two　defects　in　the　depicted
right　lobe　　　　　　　　　　（good）

alarge　defect　in　　　depicted
the　post．　segment　　（fair）

adefect　in　the　med．　depicted

segment　　　　　　　（fair）

two　defects　in　the　depicted
right　lobe　　　　　　　　　　（fair）

colon　cancer　a　defect　in　the

　　　　　　　　　　hepatic　dome

HCC　　　　alarge　de飴ct　in
　　　　　　　　　　the　right　lobe

HCC　　　　three　defects

bile　duct

cancer

HCC

dif『usely　decreased

uptake　in　the　left

lobe

depicted
　　（fair）

depicted
　　（good）

depicted
　（fair）

depicted
（12．5×7，5）

alow　density
area　in　the

post．　segment

depicted
（4×4）

multiple

metastases

depicted
（18×15）

depicted
（18×24）

depicted（5ン：

3．5；6×3．5；

3．5×3）

dilated

biliary　trees

depicted

enlarged
gallbladder

depicted
（12×12）

depicted
（7×7）

one　maSS
depicted
（8×8）

depicted
（10×10）

Remarks

alarge　defect　in
the　right　lobe

liver　abscess　a　defect　in　the

　　　　　　　　　　hepatic　dome

hemangioma　no　defect
of　the　Iiver

HCC

HCC

HCC

HCC

HCC

HCC

alarge　defect　in

the　right　lobe

adefect　in　the

post，　segment

adefどct　in　the

lower　margin　of
the　right　lobe

several　defects
in　the　right　lobe

alarge　defect　in
the　lat．　segment

adefect　near　the

hepatic　dome

dilated

biliary　trees

depicted
　（good）

depicted
　（good）

depicted
　　（good）

depicted
　（good）

depicted
　　（good）

depicted
　（fair）

depicted
　（fair）

two　large
masses　de・
picted
　（good）

depicted
　　（good）

depicted
　（good）

depicted
（15＞：15）

depicted
（4．9×5．6）

depicted
（2．2×2．2）

depicted
（9×6）

depicted
（6．1×5．7）

depicted
（5×5）

depicted
（6．8×3．8；

（6×4．9）

depicted
（11×5）

depicted
（2．5×2．5）

depicted
（12．5×7．5）

depicted
（6×6）

depicted
（5×4．5）

depicted
（the　largest：

12×8）

depicted
（2．5×3）

no　surge「y

no　surgery

exploratory
laparotomy

no　surge「y

no　surgery

no　surge「y
XCT　depicted
another　one　in
the　lat．　segment，

measuring　4　cm
in　diameter．

no　surge「y

9×7cm　and　5×
3cm　on　the　sur－

gical　speclmen

no　surge「y

no　surgery

no　surge「y

surgically　COII－

firmed　The

tumor　was
resected．

14×1L5　cm
on　the　formalin－

fi　xed　specmen

no　surge「y

2．5ぷ1．8cmon
the　surgical

speClmen
no　surgery，
biopsy　con－

firmed　HCC

5×5cmon　the
surgical

speclmen
5．3×5．1cm　on
the　surgical

speclmen

no　surgery

no　surgery

no　surgery
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68 核医学　　18巻1号（1981）

goodと判定されたRCT像とシンチグラムを示し

た．RCT像上に1ateral　segmentが分離判読でき

る．Fig．3とFig．4はそれぞれgoodおよびfair

と判定された症例である．いずれも病巣の占拠部

位がかなり正確に把握できる．Fig．5は末期乳癌

の症例で，通常のシンチグラム上には欠損像を伴

ったRI分布の乱れが認められ，多発性の肝転移

と考えられた．RCT像はRI分布の極端な乱れ

を示しており，原因不明の高濃度の集積像も認め

られる．画質はpoorと判定された．

　Rcr像上に欠損像を認め，かつそれら欠損像

に対する裏付けが手術，XCT，　Echoなどで得ら

れた症例が21例あった（Table　3）．それらの中に

は通常のシンチグラムには描出されなかった腫瘤

がRCT像に描出できた例が1例（M．　W．）あり

Fig．6に示した．腫瘤は血管腫で，　Medial　seg－

mentの背面寄りの，　RCT像と全く一致した部位

にあることが手術で確認された．切除標本上の大

きさは2．5×1．8cmであった．そのほか，胆管癌

で拡張した肝内胆管をRCT像上に描出し得た1

例（S．N．）があった（Fig．7）．そしてこれら2例を

除いた19例で通常のシンチグラムとRCT像はよ

く対応した．ただしこの19例の中には通常のシン

チグラムとRCTが共に描出し得た病巣のほかに，

たまたまXCTが，　lateral　segment中に直径4cm

の腫瘤をあらたに発見した1例（S．M．）も含まれ

ている．

　上記のS．M．例を除くと，シンチグラム，切除

標本，XCT，　Echoなどで確認されている肝内腫

瘤をRcrで描出し得なかった例は3例あり，
Table　4に示した．1例（Y．　T．）はlateral　segment

の横隔膜直下にあった肝細胞癌（HCC）である．

RCTのスライスが頭側に移るにつれ，正常例で

も左葉外縁がだんだん短縮されることが欠損像と

しての認識を困難にした原因と思われる．A・H・

例についてもY．T．例と同様な原因が考えられる．

M．1．例については腫瘤の大きさに原因があった

のであろう．

　Fig．8に興味ある1例を示す．これは胃癌切除

後の経過中の症例で，通常の肝シンチグラムは占
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Fig．6Hemangioma　of　the　liver（histologkcally　confirmed）．　M．　W．，　No．236231．

　　　One　of　the　zoomed　R（rT　images　shows　a　def㏄t（arrow）in　the　posterior　side　of

　　　the　medial　segment．　This　was　identified　on　the　surgical　specimen，　but　ordinary

　　　scintigraphy緬led　to　depict　the　mass．
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d
Fig．7　Cancer　or　the　intrahepatic　bile　duct（his　tologically　confirmed）．　S．　N．，　No．235587．

　　　a）　XCT　image　shows　markedly　dilated　biliary　trees　in　the　lateral　segment．

　　　　Drainage　is　effective　only　for　the　trees　in　the　right　lobe．

　　　　b）　Dilated　biliary　trees　are　shown　on　the　RCT　images（arrows）．　Because　of

　　　　to（）much　difference　in　counts　between　the　right　and　Ieft　lobes，　upper．level．

　　　　cutting　was　performed　to　visualize　the　left　lobe　on　the　RCT　images．

拠性病変よりはむしろ圧排を思わせる像を示して

おり，　RCT像も右葉の極端な偏平化を示し，内

部には欠損像を認めない．XCT像はRCT像と

よく対応している．肝前画の均一一・オC部分は限局性

の腹水によるものであ’・た．RCTが肝シンチグ

ラム読影の参考になった例である．

Iv．考 察

RCT　はすでにそれ専用に開発された機器が提

供されはじめているが，われわれの所にはまだそ

の種のものは設置されていない．したがって現状

では，回転椅子を川いた間に合わせ的な方法でし

かわれわれはRCT像をとることができないが，

肝臓については・　・Li：ここに述べた程度の結果が得

られることがわかtlた．

　本法を施1－fした37例中，読影に不向き（poor）

と判定された症例が4例あった．すべて同じ方法

で撮影していたのになぜそのような例がでたかよ
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Table　4　The　cases　on　which　RCT　failed　to　depict　intrahepatic　masses

Name＆

No．

Age＆

Sex
Diganosis Scintigram 　XCT

（Size　in
cm）

　Echo
（Size　ln
cm）

Remrks

Y．T．

No．233523

A．H．

No．234417

M．1，

No，237253

54

male

42
female

54

female

HCC

osteogenic
sarcoma

HCC

⊂〉

⇔
『

depicted
（5．5x5，5）

depicted
（5．5x3．7）

depicted
（2．2x2．2）

depiしted
（3x3）

5．7　x　　4．5　x　　3．フ　cm　　on　　the

surgical　specimen

no　surgery
possible　direct　lnvasion

no　surgery

くわからない．われわれが用いている同転椅子は，

γ線吸収の原因となる背もたれがないため，ひと

まわり同転すると回転軸と体軸との間に“ずれ”

が生じることがある．しかしこれに対しては36

枚のデータを採取したあとで，RCT像再構成前

に同転中心に対して互いに反対方向の画像のヒス

トグラムを重ね合わせ，左右方向のずれを補正し

ているのでそれが原因とも思えない．その反面，

同転中に生じた上下方向のずれに対しては，現在

補正を行っていないので，あるいはそのようなと

ころにpoorと判定された例がでた原因があるの

かも知れない．いずれにせよそのような例ははじ

めの頃の症例のみであり，最近ではそのようなこ

ともないので手技に不慣れ（1三として回転中の患

者の体位保持介助の不慣れ）が原因だったようで

ある．このような問題点は，仰臥している患者の

体のまわりを検出器が回転する専用器を用いるこ

とによって解決されるものと思われる．

　RCTはXCTにくらべて解像力の点で決して満

足のいくものではない．そのことは欠損像の追求

にやや不向きであり，それが原因のためか，肝に

っいての臨床例の報告は多くない．ファントーム

実験では秋山4）らはシンチカメラと回転椅子の併

用で1cmの欠損像まで分解できたと報告し，越

智5）らも同様な方式で同じ結果を報告している．

一方，前田6）らは，Tomoscanner　IIを用いての

Alderson　肝ファントームについての実験で直径

1．3cmの欠損像まで分解できたという．人体に応

用した場合にはこれらの値にまでは及ばないこと

は当然である．

　われわれは通常の6方向シンチグラム上には認

められなかった2．5×1．8cmの血管腫をRCT像

上に描出することができたが，基礎実験での15．6

程度のカウントのばらつきや，他の例における
“ むら”　などを考えると，それはたまたまうまく

描出し得たもので，いつもこの程度のものまで描

出できるとは言いにくいように思われる．とは言

え，RCT像を通常の肝シンチグラムとあわせ読

影することにより，欠損像が占めている肝の区域

をかなり正確に把握できるようになったことは’9

実である．

　一方，欠損像にくらべて比較的検出し易い集積

像については，脳の病変や心筋梗塞を対象とした

報告が数多くみられ7“11｝，またRCT像は機能画

像としての側面をもっているので，ポジトロンを

用いた脳の代謝像についての報告もみられる12｝．

Carril　8）らは，スキャナによって撮った脳のシン

チグラムを読影する際に，single　photonを利用し

たRCT（スキャナ方式）像を参考にすると診断精

度が有意に改善されることを報告している．しか

し，γカメラによる脳のdelayed　scan像とRCT

（スキャナ方式）像を比較して，RCTは頭蓋の病

巣と頭蓋内の病巣を区別するのにはよいが，現状

ではRCTが特にすぐれている訳でもないという
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Fig．8　Compressed　liver　due　to　localized　ascites　in　a　case　of　gastric　cancer．　T．　L，　No．

　　　　221354．

　　　　a）　Liver　scintigrams　reveal　a　generally　decreased　uptake　in　the　right　lobe　of

　　　　the　liver，　suggesting　possible　compression　due　to　something　between　the　liver

　　　　and　the　abdominal　wa11．　RCT　images　show　the　compressed　right　lobe．

　　　　b）　XCT　image　supports　the　interpretation　on　the　RCT　images．　Localized

　　　　ascites　was　f側nd　to　be　the　cause　of　the　compression．

Watson9）　らの報告｛，ある．いずれ｛、脳を対象に

したものでありながらRCTにっいての評fllfiが異

なるのは，▼Eだこの種の研究が緒についたばかり

であり，更には用いる検川器の性能1こ差があるこ

となども原医1していよう．

　KeyeSら10｝は心筋｛i更塞の症例に対してRCT像

をとり，硬塞部位の体1責計算を試みている．この

体積計算は心筋梗塞に限った訳でなく，今後はい

ろいろな臓器に対して，たとえば治療経過や再生

過程の追求などにも応用されるようになろう．

　われわれのように癌を扱っている者の立場から

は6？Ga－citrateのような腫瘍親和性RIについて

のRCT像も，病巣検出や照射野決定などの見地

からぜひとも必要である．しかし回転椅子方式の
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ような間に合わせ的な方法では，投与量に起因す

る体位保持の時間的制約から満足のいく画像が得

られない．RCT用に開発された装置の普及が望

まれるゆえんである．

V・ま　と　め

　通常のシンチカメラを用いた回転椅子方式によ

る肝のRCT像について報告した．

　現時点では解像力にまだ難点は残るものの，肝

内腫瘤の占拠部位の判定に役立ち，通常の肝シン

チグラム読影の参考になることがわかり，初期の

試みとしては一応満足のいく結果が得られた．

　今後は各種のRCT専用機の開発，普及により

精度の向上が期待されると共に，ポジトロンCT

による機能画像が更にあたらしい分野をひらいて

いくことと思われる．

　本研究の一部は厚生省がん研究助成金（54指）による．

　謝辞：本研究では国立がんセンター肝臓外科グループ，

長谷川博先生，山崎晋先生，幕内雅敏先生の絶大なご協

力を戴いたことに対し感謝の意を表します．
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Summary

Radionuclide　Computed　Tomography（RCT）of　the　Liver
　　　　　　　　　　　　　　　Using　a　Rotating　Chair

Hiyoshimaru　OYAMADA，　Hiroyoshi　FuKuKITA，　Shoj’i　TERu，

　　　　　　　　　　Toshitaka　UEHARA　and　Hideo　KAwAl

Raciioisotope　Sectio〃，　Depa〃〃le’πof　Diag〃0∫〃c　Radわ～ρ9γ，ハ励’0〃a1（］a〃cer　Cθ’2’θr

　　Radionuclide　Computed　Toniography（RCT）
of　the　liver　was　performed　on　37　cases　which　were

suspected　to　have　intrahepatic　masses．　In　this

study，　a　scintillation　camera（Ohio　NuclearΣ410S）

and　a　rotating　chair　designed　by　one　of　us　were

used．　The　computer　used　was　Scintipac　1200

（36KW　memories　and　2．4　MB×2disk　memories）．

The　chair　was　rotated　manually　10　degrees，　and

finally　36　digital　images　in　the　form　of　64×64

elements　were　obtained，　covermg　an　entlre

circumference．“Geometrical　mean　on　the　data

from　the　two　opposing　directions”and‘‘filtered

back　projection”were　used　for　the　reconstruction

of　the　RCT　images．

　　The　image　quality　was　f（）und　to　be　good　in　21

cases，　fair　in　l2　and　poor　in　4．　There　were　21

cases　on　which　RCT　successfully　depicted　intra－

hepatic　masses　which　were　known　to　be　present．

The　smallest　nodule　depicted　on　the　RCT　lmage

was　2．5×1．8　cm　on　the　surgical　specimen，　which

was　located　in　the　posterior　side　of　the　medial

segment　and　was　not　shown　on　the　ordinary

SCIntlgram．

　　There　were　3　cases　on　which　RCT　failed　to

depict　intrahepatic　masses．　The　first　one　had

amass　in　the　diaphragmatic　surface　of　the　lateral

segment，　measuring　5．7×4．5×3．7　cm　on　the

surgical　specimen．　The　second　had　mass　in　the

hepatic　dome，　which　measured　5．5×3．7　cm　on

the　X－ray　CT　image　and　was　interpreted　as　being

possible　direct　invasion　from　the　extrahepatic

metastasis．　The　last　one　had　a　mass　in　the　posterior

segment，　measuring　3×3cm　on　the　echogram．

Considering　that　our　method　is　a　temporary

expedient，　the　data　seems　to　be　fairly　good　at

present．　Therefbre，　better　results　could　be　expected

from　the　machines　made　exclusively　for　RCT　in

the　near　future．

　　Key　words：Radionuclide　Computed　Tomo－
graphy　（RCT），　Rotating　chair，　Liver，　Single

Photon　RCT
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