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《原　著》

副甲状腺腫瘍局在診断に対する2°1Tl－chloride

　　　　　　　シンチグラフィの有用性

中西　文子＊　春日　敏夫＊

宮川　　信＊＊

小林　敏雄＊　　牧内　正夫＊＊

　要旨　副甲状腺機能克進症7症例に201T1－chlorideによるシンチグラフィを行い，手術所見と合わせてそ

の有用性を検討した．7症例において10個の病巣が確認されたが，シンチグラムによって8個の病巣が描

画され，その局在部位が正しく診断できた．2°ITI－chloride静注後5～30分に明瞭な集積像がえられるが，

99nlTcO4による甲状腺イメージとの対応ないし，　computerによるsubtraction処理により，その所見の把

握は容易かつ確実となった．

1．はじめに

　副甲状腺機能充進症の診断は，臨床検査法の進

歩によリ，比較的容易に行われるようになった．

また，病巣の局在診断法のうちでは，血管造影法

が最も信頼すべき方法と考えられるが，その手技

がかならずしも容易でなく侵襲も少なくない1”4）．

他方局所静脈からのsamplingによる副甲状腺ホ

ルモン定量も行われ，病巣部位の診断率も向上し

てきたが5），その手技はむつかしい．非侵襲的方

法としての，75Se－selenomethionineによるシンチ

グラフィは，false　negative，　false　positive　rateが

高く満足すべき方法とはいえない6“8）．福永ら9）

（1979年）は，2°iTt－chlorideによる副甲状腺腺腫

の描出をはじめて試み，有用であったことを報告

した．今回著者らも副甲状腺機能充進症症例にお

いて，術前201T1－chlorideによるシンチグラフィ

を行い，手術所見と比較して，病巣の局在診断上

有用であったので報告する．
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II．対象と方法

　副甲状腺機能充進症と診断され，病巣の局在診

断を必要とした7症例で，全例手術が行われ，病

巣部位が確認された（Table　1）．手術結果より病巣

は10個であり，組織診では，腺腫4例，過形成

2例，癌1例であった．このうち1例（症例2）

は，4腺ともに過形成を示した．症例4は，胸郭

内病巣が確認された．

　201Tl－chlorideによるシンチグラフィ：患者を

前処置なしで，頸部伸展背臥位でシンチカメラ下

（東芝GCA－401）に固定した．201Tl－chloride　2　mCi

静注し，直後より30分間に4枚のシンチフォト

を撮像し，同時にこの間のデータを30秒間隔で

コンビ゜ユータ（TEAC－16）の磁気テープに収集し

Table　l　Horrnonal　and　calcium　levels　on　7　patients

Patient

一

1
2
3
4
5
6
7

Age

45

52

72

31

48

45

39

Sex

F
F
F
F
F
M
F

PTH　　　Ca
（ng／m∫）＊（mg／dl）

　4．6　　13．8
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11．3

14．2

17．0

12．3

12．8

－9：0

＊PTH，　normal　value　less　than　O．5　ng／ml．

Palpa－
tion

　十

　十

　十
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Table　2　Scintigraphic－Surgical－Pathological　correlation　for　patients　in　table　l

Scintigram

Patient　　　　75Se 201T1 Location（201Tり

Rt．　inferior

Rt．　superior

negatlve

Lt．　superior

negative

Rt．　midthyroid

Ant．　mediastinum

Rt．　inferior

Lt．　inferior

Rt．　inferior

Location（surgery）Weight（9）

ー
ペ
∠

3
4
5
1
0
7
’

十

十
十
　
十
　
十
十
十
十
十

Rt．　inferior

Rt．　superior

Rt．　inferior

Lt．　superior

Lt．　inferior

Rt．　midthyroid

Ant．　mediastinum

Rt．　inferior

Lt．　inferior

Rt．　inferior

2．5

2．7

0．6

3．2

0」5

7．0

5．6

7．0

3．0

0．9

Histology

Adenoma
Hyperplesia

　　，9
　　，，

　　りり
Carcinoma

Adenoma
Adenoma
Adenoma
Hyperplasia

た．

　99mTc－pertechnetateによるシンチグラフィ：

201Tl－chlorideシンチグラフィに続いて，同一体位

にて99mTcO4－3mCi静注し，直後より15分間に

3枚のシンチフォトを撮像し，同時にこの間のデ

ー タを30秒間隔で磁気テープに収集した．必要に

より，201Tl－chlorideと99・　mTcO4－imageとのsub－

tractionを併用した．

　75Se－selenomethionineによるシンチグラフィ：

201Tl－chlorideシンチグラフィと前後して1週間以

内（症例7は昭和52年3月，53年12月に2回施行）

に行われた．triiodothyronine（100γ／日）を4日間

投与後，75Se－selenomethionine　250　pCi静注し，

30分，1時間，2時間，4時間後シンチスキャナ

（日立RSW－11B－520）にて撮像した．

III．結　　果

　対象となった7症例の75Se－selenomethionineお

よび201Tl－chlorideによるシンチグラムの所見を

手術結果と対応させて示した（Table　2）．75Se－

selenomethionineにより描出できたのは10病巣中

1病巣（症例3）にすぎなかった．201Tl－chloride

では10病巣中8病巣が描出可能であった．描出で

きたものは0．9gから7gの病巣であり，集積部位

は手術により確認された病巣と一致していた．描

出不能であったものは0．6gと0．15g（症例2）の

過形成病巣であった．1例（症例4）では，胸郭内

病巣が明瞭に描出された．

　症例（No．4）31歳女，前縦隔副甲状腺腺腫
（Fig．　l　a，b）

　201Tl－chlorideシンチグラム（Fig．1a）で，前縦

隔に円形の境界鮮明な集積像がみとめられた．手

術により，左腕頭静脈直下，胸腺内に埋没してい

た5．6gの腺腫が確認され，摘出された．腫瘍部，

甲状腺，腫瘍周辺部のtime－activity　curveを示し

た（Fig．1b）．腫瘍部において，最初のピークは，

腫瘍部と重なっている大動脈などによるもので，

次のピークが腫瘍部のものと考えられる．5分で

ピークを示し，以後ゆるやかに下降を示す．甲状

腺部のピークは4分で，以後腫瘍部と同様ゆるや

かな下降を示す．backgroundはカウント数は少

ないが同様にゆるやかな下降を示すcurveであっ

た．

　症例（No．5）48歳女，右副甲状腺腺腫（Fig．2）

　201Tl－chlorideシンチグラムにおいて，右甲状腺

下極に接して，強度の集積像がみとめられた．手術

によリ摘出された腺腫は7gで，組織学的にはchief

cell　adenomaで，血管網が豊富にみとめられた．

　症例（No．7）39歳女，右副甲状腺過形成（Fig．

3，a，　b，　c，）

　5歳頃より蛋白漏出性胃腸症となり，続発性副

甲状腺機能充進の症状が続いていた．昭和52年3

月，53年12月に75Se－selenomethionineによるシン

チグラフィを行ったが，異常所見はえられなかっ

た．今回の20iTl－chlorideによるシンチグラムで

は，右甲状腺下極に異常集積像を示し（Fig．3，　a），

Presented by Medical*Online



副甲状腺腫瘍局在診断に対する201Tl－chlorideシンチグラフィの有用性

．霧
　　　　黎蘇㌔

轟

　　a
Case　No　4

巖

蓼y．瑳
凝

4
ヵ
田
；
＝
《
田
8
⊂
≡

311

T‖ME（M‘N）◆

　　　　　b

Fig．1

a201Tl－chloride　image　shows　an　abno㎜al　accumulation　of　radionuclide　in　the

　　anterior　mediastinum
　b　Time－activity　curve　in　the　tumor，　thyroid　gland　and　background（ROI　Processing

　　by　computer）．
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Fig．2　Case　No．5．

　　　20iTl－chloride　image　shows　an　area　of　increased

　　　activity　atthe　right　lower　pole　of　the　thyroid．

99mTcO4一による甲状腺イメージ（Fig．3，　b）との対

応，およびsubtraction（Fig．3，　c）によって所見の

把握は容易かつ確実となった．手術により，同部

に過形成副甲状腺腫（0．9g）が確認され，摘出さ

れた．

IV．考　　案

　20iTl－chlorideは，種々の腫瘍に集積することが

報告されている10”　14）．67Ga－citrateと比較して，

67Ga－citrateの集積しない甲状腺癌に集積するこ

とにより，診断上より有用であると言われてい

る15　一一　18）．201Tl－chlorideにより副甲状腺腺腫が描

画され，その局在部位診断に有用であったとの最

初の報告が福永ら9）によってなされた．今回著者

らは7症例について試みたが，7症例中全例に有

効であり，10病巣中8病巣の局在診断が可能であ

った．

　副甲状腺腫瘍の描出には従来より75Se－seleno－

methionineが用いられてきた．　Potchenら19・20）は，

それぞれ10例中6例，36例中24例に手術所見と一

致して陽性像をえたとし，血管造影法との併用に

よる75Se－selenomethionineシンチグラフィの有用
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Fig．3　Case『No．7Computer　display

　a．201Tl－chloride　image　shows　an　abnormal　accumulation　of　L）｛DITI－chloride　at　the

　　lower　pole　of　the　thyroid．

　b．Normal　99mTcO4　thyroid　image．

　c．The　abnormal　accumulation　of　2｛〕1Tl－chloride　is　more　clearly　apparent　in　the　sub－

　　traCtiOn　image（＼）．

性を強調している2u．これに対してfalse　negative

が多いとの記載もみられ6～8），一般的にはその評

価は低い．著者らの今回の症例については7例

（10病巣）中，1例が75Se－selenomethionineにより

陽性像を示したにすぎなかった．

　副甲状腺腫瘍描山に際しては，甲状腺との重な

りがさけられないため，甲状腺シンチグラムとの

対応が必要である．？5Se－selenomethionineによる

シンチグラフィの場合も，甲状腺像をsubtractす

ることによリ検出率を高めることができたとの報

告がみられるL）　L）　・23）．201Tl－chlorideを用いる場合，

正常甲状腺への集積量は投与量の0．2％と言われ

るが24），その像は副甲状腺と重なるため，甲状腺

シンチグラムとの位置関係を対応させること，あ

るいはsubtractionが必要であり，今回も最小（0．9

g）の病巣では，subtractionなしでは診断が困難

であった．

　今回対象となった病巣の重量は0．15gから7gで

あったが，検出できた病巣は0．9g以上であった．

過形成病巣中0・159と0．69のものは検出できな

かった．検出可能な病巣は，大きさ，集積度，局

在部位によってちがうと考えられる．Geowenら8）

はin　vitroで75Se－selenomethionineを用いた場合，

lcmの大きさではそのactivityがbackgroundの

3倍なければ検出できず，in　vivoでは頸部のback一

groundがかなり高いので，この大きさでは検出

不能としている．しかしながら，その後75Se－

selenomethionineを用いた場合も，　computerによ

るsubtraction処理によリ検出率の向．Lがみられ，

L5g以上のもの23），　O．6　g2’2）も検川されたとの報告

もみられる．今lp｜もsubtractionのf］i・用によって

0．9gの病巣の検川が可能であった．

　胸郭内に異所性に存在する病巣に関しては，

2｛⊃ITI－chlorideは血中よりの消失が速やかであるの

で24），心筋に重ならない部位では，75Se－seleno－

methionineに比較してbackgroundが低く検川が

容易であろうと考えられる．今1司検川できた胸郭

内病巣において，その集積度は甲状腺部に比して

高くなか一，たが，backgroundが比較的低く明瞭

な像がえられた．

　201Tl－chlorideの副甲状腺腫瘍への集積機序に関

して，福永ら9｝はそのtime－activity　curveより，

血流の増加を反映しているとしている．著者らの

症例でも病巣部のtime－activity　curveは3～5分に

ピークを有し，ゆるやかに下降する傾向がみとめ

られた．また症例5のような強度の集積を示した

腺腫において，その組織は血管網の発達が豊富に

みとめられた．これらより，その集積には血流の

関与が大きいと思われる．201Tl－chlorideが細胞内

にとり込まれる機序としては，Tl＋とK＋とが生
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体内で類似した生物学的挙動を示すことが知られ

ており25～27），K＋が（Na＋－K＋）sensitive　ATPase

を活性化することより28），Tl＋も同様に能動輸送

機構への関与が推定される．

　すでに述べたごとく，文献的にも　75Se－seleno－

methionineによる副甲状腺腫瘍の検出率は低い．

主た，著者らの成績でも7例中1例に陽性像がえら

れたにすぎなかった．Subtractionなどの測定手技

の工夫による検出率の向上も期待されるが22，23），

被曝量の点からみても新しい核種の使用が望まれ

る・今回著者らの20iTl－chlorideによる成績では，

従来の75Se－selenomethionineによる成績と比較し

て劣らず，副甲状腺腫瘍局在診断のスクリーニン

グとして有用であろうと考えられた．

IV．ま　と　め

　副甲状腺機能充進症7例に，201Tt－chlorideによ

るシンチグラフィを行い，7例中7例（10病巣中8

病巣）の局在診断が可能であった．病巣部位は静

注後数分でピークに達し，以後ゆるやかに下降す

るtlme－activlty　curveを示した．　backgroundとの

関係において，撮像時間は5～30分が適当と考え

られた．99rnTcO4一による甲状腺イメージとの対

応またはsubtractionが必要である．今回の成績

では，従来の75Se－selenomethionineによる成績と

比較しても劣らず，今後副甲状腺病巣局在診断の

スクリーニングとして試みるべき手段と考えられ

た．

　稿を終るにあたリ201TICIを提供された目本メジフィ

ジックス株式会社に謝意を表します．本論文の要旨は第

20［1：1　H本核医学会総会にて報告した．
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Summary

Clinical　Use血11ness　of　20iTl－chloride　Scintigraphy　for　the　Preoperative

　　　　　　　　　　　Identification　of　The　Abnormal　Parathyroid

Fumiko　NAKANIsHI＊，　Toshio　KAsuGA＊，　Toshio　KoBAYAsHI＊，

　　　　　　Masao　MAKIucHI＊＊and　Makoto　MIYAKAwA＊＊

　　　　　　　　　　　　　　＊Depart〃7θ〃（）f　Radiology

＊＊Z）巳ワart〃le〃r　of　S〃rgerγ，∫乃∫〃∫乃〃〔ノ〃’versity　School　of　Medic”le

　　Preoperative　scintigraphy　with　201T1－chloride

was　performed　in　7　patients　with　hyperparathy－

roidism．　The　diagnostic　usefulness　of　201Tl－

chloride　in　the　parathyroid　tumors　was　proved　by

the　results　of　surgical　explorations．　In　7　patients

lO　lesions　were　identified　at　operation．　Eight　of

these　101esions　were　correctly　predicted　on　the

preoperative　scintigraphy．　Overactive　lesions　of

the　parathyroid　were　clearly　visualized　from　5

to　30　minutes　after　administration　of　20iTl－chloride．

The　abnormality　was　better　recognizable　with

simultaneous　presentation　of　201Tl－chloride　image

and　99niTcO4－thyroid　image　and／or　subtraction

lmage・

Key　words：　Parathyroid　scintigraphy，　201T1－

chloride，　Hyperparathyroidismus，　Parathyroid

tumor．
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