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《原著》

頭頸部のradioisotopic　lymphographyの基礎的検討

仙田　宏平＊ 金子　昌生＊＊　佐々木常雄＊

　要旨　頭頸部のradioisotopic　lymphographyの画質ならびにリンパ管および節の描出能に関して，シン

チカメラと3種類の放射性コロイド，すなわち，198Auコロイド，99mTcフチン酸および99m丁c－Reコロイ

ドを用い，検査術式面から基礎的検討を行った．その結果，頭頂部頭皮への皮内注射はバックグラウンドと

なる残留放射能の影響を少なくできた．また，頭頂部の左右2か所への注射は耳下腺または耳介後リンパ節

への輸入リンパ管とこれらリンパ節から鎖骨上窩リンパ節までを左右対称的に描画できた．輸入リンパ管は

注射後10分ごろ，またリンパ節は3～6時間に最も明瞭に描画された．注射放射能当たりのリンパ節への集

積量比は198Auコロイドが最も高かったが，個々のリンパ管および節を高い集積計数率で明瞭に描画するう

えに99mTc－Reコロイドが最も適当であった．しかし，99mTc標識コロイドでは，注射放射能の数％以上が

注射後早期に血中へ直接的に移行する欠点を認めた．

1．はじめに

　Radioisotopic　lymphography（以下，　RI　lympho－

graphy）は胸骨労リンパ節あるいは腸骨および大

動脈芳リンパ節の間接的造影法としてすでに高い

臨床的評価を得ている1”4）．ところが，頸部リン

パ節においては，その病変が比較的的確に触診で

き，また容易に生検できるためRI　lymphography

の臨床的意義が小さいと考えられている．加えて，

従来提唱されている検査方法5）ではシンチグラム

の画質が悪く，またリンパ節の描出範囲が狭いな

ど多くの欠点を認める．しかし，頸部腫瘤の診断

あるいは頭部リンパ浮腫の診断に際し，頭頸部の

リンパ管および節の簡便な造影検査法がない現状

において，RI　lymphographyの臨床的意義は大き

いと考えられる．

　そこで，頭頸部のRI　lymphographyの臨床的

有用性を高める観点で，その画質の向上やリンパ
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管および節の描出能について検査術式を中心に基

礎的な検討を行った．その結果，いくつかの興味

ある成績を得たので報告する．

n．対象ならびに方法

　対象は頭頸部悪性腫瘍46例と顔面リンパ浮腫2

例の計48例で，これら患者に計51回の検査を行っ

た．

　検査方法は，まず，頭頂部の矢状正中線上の1

か所またはその左右に約1cm離れた2か所を注射

部位（Fig．1）と決め，注射部位周辺の頭皮および

毛髪をアルコール消毒した．次に，局所麻酔は行

わず，放射性コロイド溶液を数分間かけてゆっく

りと皮内注射した．皮内注射は，26または27ゲー

ジの細い針を用い，針の先端が皮内へ5～6mm

以上刺入されるようにした．使用した放射性コロ

イドは，9例で198Auコロイドの100～200μCi

（0．5～1．Oml）を，19例で注射前にコロイド化してな

い99mTcフチン酸の4～8　mCi（0．3～0．5ml）を，ま

た20例で99mTc－Reコロイドの4～8　mCi（0．3～0．5

m1）を用いた．また，1例で198Auコロイド99mTc

フチン酸を，2例で99mTcフチン酸と99mTc－Re

コロイドを用い短期間に2回検査した．注射放射

能または溶液量は，注射部位が2か所であれば1
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か所の場合の半分とし，その差が5％以下になる

よう分配した．一方，8例において組織拡散因子

物質であるピアルロニダーゼ100単位（0．5m1）を

混注した．注射後，アルコール綿を用いて約5分

間の圧迫止血をした．その際，5例で止血に用い

たアルコール綿の放射能をキューリメータで測定

した．

　シンチグラフィは全例において注射後3～6時

間に，また24例で10分～1時間にシンチカメラを

用いて行った．検出方向は前面，後面および左右

前斜面とした．いずれの検出方向においても，頭

頂部を約5mm厚の鉛板で遮蔽して撮像した．一

方，17例で注射後20分に，またその内の10例で

1～6時間後に肝臓部を中心とした腹部シンチグ

ラフィを行い，その集積計数率を計測した．他方，

臨床診断上頸部リンパ節に転移など病変を認めな

かった例において，前面像で見られた左右の頸部

リンパ節部に二つの同大の関心領域を設定し，そ

れぞれの計数率を経時的に計測した．更に，2例

において，レノグラム装置を用いて注射直後から

60分間の頸部ならびに肝臓部の時間一放射能曲線

を記録した．

m．結　　果

　1．注射方法
　頸部リンパ節病変を認めなかった15例で計測し

た頸部左右の二つの関心領域計数率を比較したと

ころ，その左右差は頭頂部の1か所に注射した3

例で平均33％であったのに対し，2か所に注射し

た12例では平均12％となった．一方，これら12例

中ヒァルロニダーゼを混注した198Auコロイドま

たは99mTcフチン酸使用例各2例における注射後

3～6時間の頸部計数率は，混注しなかったおの

おの2例と3例のそれと比べ，注射放射能および

物理学的減衰補正後で平均16％増加した．しかし，

この増加率は標準偏差が大きいために有意（p＜

0．05）でなかった．他方，止血用アルコール綿の

放射能は注射量の1～3％と測定された．

　腹部シンチグラム上の肝臓像は99mTc標識コロ

イド使用例で注射後早期から見られ，198Auコロ

イド使用例の一部でも認められた．また，99mTc－

Reコロイド使用例で得た肝臓部の時間一放射能

曲線は注射後約25秒で急速に立ち上がり，20～25

分から緩やかに上昇する波形を呈した（Fig．2）．

注射後1～6時間の集積計数率から算定した肝臓

への99mTc標識コロイド集積量は注射量の約3～

8％で，経時的にわずかに増加した．一方，腎臓

描画は198Auコロイド使用例では見られなかった

が，99mTc標識コロイド，ことに，99mTcフチン

酸にて比較的明瞭に見られた（Fig．3）．

　注射部位の疹痛は注射針の刺入時よりも注射溶

液の注入時に強く，その程度は注射溶液量と注射

速度の増加によってより増大した．しかし，この

疹痛の程度は局所麻酔を必要とするほどではなく，

また使用した3種類の放射性コロイド間で大差な

いと判断された．この疹痛は注射後1時間以内で

徐々に消失し，また発熱や注射部位の化膿など副

作用は全く認められなかった．

　2．　シンチグラムの画質ならびにリンパ管およ

　　　び節の描画能

　頸部リンパ節は，一般に，注射後10分ごろに注

射部位からの輸入リンパ管と倣される1条の太い

線状像を伴って描画され始め，数10分ごろから線

状像の消槌とともにしだいに明瞭となり，3～6

時間にはよりはっきりと描画された．この描画過

程は198Auコロイド使用例と比べて99mTc標識コ

ロイド使用例でより明らかであった．99mTc－Re

●●●

　　　　a　　　　　　　　　　b

Fig．1　　Site　of　intracutaneous　injection　for　radio－

　　　isotopic　lymphography　of　the　head　and　neck：

　　　a）parietal　view，　b）left　lateral　view．　Dash　line；

　　　sagittal　midline，　Dots；injection　site　on　the

　　　scalp．
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Fig．2　Time－activity　curves　obtained　from　the　region　of　the　neck　and　the　liver　during

　　　Sixty　minUteS　after　injeCtiOn．
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Fig．3　Visualization　of　the　liver　and　the　ldndneys　on

　　　abdominal　scintigram　taken　after　intracut・

　　　aneous　injection　of　99mTc－phytate　into　the　scalp．

コロイド使用例について得た頸部の時間一放射能

曲線は，物理学的減衰を補正したところ，注射後

約3分で急速に立ち上がり，8分ごろから急に緩

やかな上昇となり，40分ごろになだらかなピーク

を呈した後，わずかずつ減少する傾向を示した
（Fig．2）．

　輸入リンパ管と倣された線状像の走行は注射部

位によって変化した．すなわち，この線状像は頭

頂部の前方端に注射した場合に耳下腺リンパ節へ，

また中央部に注射した場合に耳介後リンパ節へ向

かう傾向があった．また，この線状像の条数およ

び出現時間は頸部リンパ節病変の明らかな症例で

増加する傾向を示し，例えば，顔面リンパ浮腫例

では浮腫部の異常な放射能集積像とともに数条の

線状像が注射後6時間まで認められた（Fig．4）．

　リンパ節像は，注射後約10分で耳下腺または耳

介後リンパ節が現われ，続いて浅頸，上深頸，下

深頸（鎖骨上窩）リンパ節の順に出現した．しか

し，顎下リンパ節の描画は一般に観察できなかっ

た．これらリンパ節像は，頸部リンパ節病変を認

めなかった15例中頭頂部の左右2か所に注射した

12例では，前面または後面像にてほぼ左右対称的

に描画された（Fig．　5）．これに対し，頭頂部正中

の1か所に注射した3例では，左右の頸部リンパ

節のいずれか一方が相対的に淡く描画され，全体

として非対称的となった．また，頸部リンパ節病

変の明らかな例では，患側に欠損像あるいは低集

積像が認められた．一方，前斜方向で見やすいリ

ンパ節像の数および描出程度は使用した3種類の

放射性コロイド間で明らかに異なっていた．すな
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Fig．4　Persistent　visualization　of　streaky　image　which

　　　arises　from　remaining　radioactivity　in　the　scalp

　　　and　is　continuous　to　the　lymph－node　image：

　　　A）left　anterior　oblique　view，　B）posterior　view．

　　　Arrow－a；remaining　radioactivity　in　the　scalp，

　　　b；streaky　image，　c；abnormal　accumulation

　　　image　in　the　edematous　region　of　the　face．

わち，198Auコロイドでは，99mTc－Reコロイドと

同様に耳下腺または耳介後リンパ節から下深頸リ

ンパ節までが均等な濃度で描画されたが，99mTc－

Reコロイドと比べて個々に分離して観察できる

リンパ節像の数が明らかに少なかった．また，

99mTcフチン酸では，他の放射性コロイドと比べ

て中枢寄りのリンパ節が淡くなり，従って99mTc－

Reコロイドと比べて観察できるリンパ節像の数

が少なくなる傾向があった．

　注射後3～6時間の各検出方向平均の頸部集積

計数率は，頸部リンパ節病変を認めなかった15例

において，198Auコロイド使用例（5例）で200μCi

当たり約5×103cp叫99mTcフチン酸使用例（7例）

で6mCi当たり約5×104　cpm，また99mTc－Reコ

ロイド使用例（3例）で6mCi当たり約11×104cpm

となった．この集積計数率を注射放射能および物

理学的減衰で補正し，更に198Auと99mTcに対す
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Fig．5Normal　RI　lymphogram：a）lymph－vessel　and

　　　－node　image　obtained　20　minutes　after　injec－

　　　tion，　b）lymph－node　image　in　the　anterior　view，

　　　c）1ymphnode　image　in　the　right　anterior　oblique

　　　view，　d）lymph・node　image　jn　the　left　anterior

　　　oblique　view．

るシンチカメラの検出効率比（約1：2）で補正した

ところ，198Auコロイド，99mTc－Reコロイドおよ

び99mTcフチン酸の頸部リンパ節集積量はほぼ

3：2：1の比になると算定された．

IV．考　　察

　従来の頸部リンパ節シンチグラフィ5）は，放射

性コロイドを両側の乳様突起部へ注射したため，

その部に残留する注射量の30～50％5）に及ぶ放射

能によって，頸部上方のリンパ節を描出しにくか

った．従って，頸部上方のリンパ節をも描画する

には，注射部位をこれらリンパ節からできるだけ

離す必要がある．その方法の一つとして，Sage

ら6）の行った口唇または舌への注射がある．とこ

ろが，この方法は，われわれの若干の経験によれ

ば，注射に伴う疹痛と出血が強く，また前面また

は後面像での頸部上方のリンパ節像が注射部放射

能と少なからず重なる欠点を認めた．これに対し，
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今回報告した注射部位は頸部上方のリンパ節から

十分に離れていたため，耳下腺または耳介後リン

パ節への輸入リンパ管から下深頸リンパ節までが

描画できた．また，注射放射能の簡便な遮蔽によ

って，リンパ系内の放射能を効率よく集積できる

利点があった．

　頭頂部の1か所に注射した場合に見られた左右

の頸部集積計数率の大きな差は，頭頂の矢状正中

部が組織間液流の分水線となっているために生じ

た現象と考えた。そこで，左右の頸部リンパ系を

定量的に比較するためには，頭頂部の左右2か所

に同量の放射能を注射すべきであると判断した．

　組織拡散因子物質の混注は，放射性コロイドの

リンパ流への移行を促進すると考えられ，多くの

研究者によって利用されてきた7）．今回の検討で

も，混注した場合の頸部集積計数率はしなかった

場合の16％程度増加した．しかし，その程度は十

分に大きくなく，また混注時の注射溶液量の増加

による疹痛の増大あるいは注射所要時間の延長に

伴う術者被曝8）の増加が問題となり，混注の意義

は小さいと判断した．

　注射部位からの放射性コロイドの漏出は適当な

注射術式により非常に少なくできた．ところが，

198Auコロイド使用例でも認めた肝臓の注射後早

期からの描画や99mTc標識コロイド使用例で見ら

れた肝臓部時間一放射能曲線の30秒以内での立ち

上がりから，放射性コロイドは注射直後から相当

の量が血中へ入ると考えられた。その原因として，

注射針で破錠された血管壁の傷口からの直接注入，

あるいは99mTcフチン酸のような非常に小さなコ

ロイド粒子で生じ易い9）毛細血管壁孔からの直接

的移行が考えられた．また，99mTc標識コロイド

で見られた腎臓の描画から，コロイド状でない

99mTc標識物質あるいは遊離99mTcO4一が血中に

少なからず移行することが示唆された．これら血

中へ移行した放射能は頸部時間一放射能曲線では

捕えられなかったが，リンパ節像の明瞭化を遅ら

せる要因となったと考えられた．従って，リンパ

流の定量的解析に際してはこれら因子を考慮する

必要があろう．

1203

　放射性コロイドのリンパ節への集積はその粒子

の大きさに影響され，198Auコロイドが他の放射

性コロイドと比べてより多い集積量を示すといわ

れる9）．今回の成績でも，3種類の放射性コロイ

ドの内198Auコロイドが単位注射放射能当たりで

最も高い集積を示した．しかし，198Auコロイド

は注射部位に多量の吸収線量を生じ，その量は注

射放射能100rad当たり少なくとも100　radlo）あ

るいは200rad当たり1，㎜rad11）といわれる．こ

れら値は，99mTc標識コロイドを使用した場合の

25倍12）あるいは1mCi当たり1rad弱10）と比べ

て，明らかに多い．また，198Auはシンチカメラ

における位置分解能を低くする大きな欠点がある．

これに対し，99mTc標識コロイドは198Auコロイ

ドの数10倍の放射能を注射でき，また，シンチカ

メラにおける位置分解能や検出効率が高いため，

198Auコロイドと比べてより優れた画質のシンチ

グラムを得ることが可能である．この観点で今回

使用した99mTc－Reコロイドは198Auコロイドと

比べて明らかに優れた頭頸部のRI　lymphography

用製剤と考えられた．RI　Iymphographyの臨床的

意義については今後更に症例を重ねて検討したい．

V．結　　語

　頭頸部のRI　lymphographyの画質ならびにリ

ンパ管および節の描出能に関し，シンチカメラと

3種類の放射性コロイド，すなわち，198Auコロイ

ド，99mTcフチン酸および99mTc－Reコロイドを

用い，検査術式を中心として基礎的検討を行い，

次に述べるごとき結果を得た．

　1）頭頂部頭皮への皮内注射は，注射部位が頸

部リンパ節から十分に離れ，また鉛板で簡便に遮

蔽できるため，残留放射能の影響の少ないリンパ

節像を撮ることができた．

　2）　頭頂部の左右2か所に同量の放射能を注射

したところ，頸部リンパ節病変を認めなかった患

者では左右の耳下腺または耳介後リンパ節とその

輸入リンパ管が10分ごろに，またこれらリンパ節

から左右の鎖骨上窩リンパ節までが1～6時間に

対称的に描画された．その際，左右頸部の集積計
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数の差は決射後3～6時間にて比較的小さかった．

　3）99mTc標識コロイドによる頸部の時間一放

射能曲線は注射後1時間以内にピークを示したが，

頸部リンパ節像は1時間と比べ3～6時間でより

明瞭となった．

　4）頸部集積計数率は組織拡散因子物質の混注

によって増加したが，その程度は有意（P＜0．05）

でなかった．

　5）注射部位からの放射性コロイドの漏出は適

切な注射術式において問題となる量でなかった．

　6）　血中への放射性コロイドの直接的移行が注

射後早期での肝臓描画あるいは肝臓部時間一放射

能曲線の立ち上がりとして見られ，これは99mTc

標識コロイド，特に，99mTcフチン酸で大きかっ

た．

　7）　注射放射能，物理学的減衰および検出効率

で補正して求めたリンパ節への集積比では198Au

コロイドが最も高かったが，個々のリンパ管およ

び節を高い集積計数率で明瞭に描画するうえに

99mTc－Reコロイドが最もよかった．
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Fundamental　StUdy　on　Radioisotopic　Lymphography　of　the　Head　and　Neck

Kouhei　SENDA＊，　Masao　KANEKo＊＊and　Tsuneo　SAsAKI＊

　　　＊Depar伽θ〃’of　Radio～∂9γ，　SC乃001　q〆1佐微W，　Nag〈）ya　UniverぷitiY，　Nagaya

＊＊1）epar’〃le〃t　Of　Radio　logy，　School　Of　Medici，〃ε，仇〃la〃〆ぷ〃仇加erぷゴ砂，　Ha〃la〃mtsu

　　Cervical　lymph－node　scintigraphy　heretofbre　has

been　considered　little　usefUl　clinically　because　of

not　only　easy　confidence　in　palpating　the　node　but

also　poor　quality　of　the　image．　It　was　the　purpose

of　this　study　to　evaluate　and　improve　methodolo－

gically　the　quality　of　the　image．　The　image　was

obtalned　by　a　scinticamera　and　three　kinds　of

radiocolloid，198Au　colloid，99mTc－phytate　and

99mTc－Re　cOlloid．

　　Intracutaneous　injection　of　radiocolloid　into　the

parieta1　scalp　was　able　to　take　the　image　of　the　cer－

vical　node　under　a　little　influence　of　radioactivity

remaining　in　the　injection　site　because　the　site　was

significantly　distant　from　the　node　and　easily

covered　by　a　lead　plate．　Injecting　the　same　radio・

activity　bilaterally　into　the　scalp　demonstrated

symmetrically　bilateral　parotide　or　retroauricular

node　and　its　afferent　vessel　at　about　ten　minutes

and　then　this　node　to　bilateral　supraclavicular　node

in　one　to　six　hours　after　injection　in　patients　with

no　evident　lesion　of　the　node．　And，　difference　of

accumulated　counts　in　the　region　of　interest　be・

tween　both　chains　of　these　nodes　was　12％on　the

average．　Image　of　the　node　was　obtained　more

clearly　in　three　to　six　hours　than　at　one　though　the

time－activity　curve　of　the　neck　revealed　a　peak　in

one　hour　after　injection．］Leakage　of　the　agent　out

of　the　injection　site　was　reduced　to　as　Iower　as　3％

of　injected　dose　by　means　of　skillful　injection．

Direct　infusion　of　the　agent　into　blood　fiow　was

recognized，　so　that　image　of　the　liver　was　demon－

strated　by　either　kind　of　radiocolloid，　especially

99mTc－phytate，　immediately　after　injection．　A

simultaneous　injection　of　hyaluronidase，　a　tissue

diffusing　factor，　enhanced　slightly　uptake　of　the

agent　in　the　lymph－node　but　it　was　not　significant

statistically　（p＜0．05）．　Using　reasonable　dose，

99mTc－Re　colloid　obtained　high　accumulated　count

in　the　region　of　the　Ilode　and　showed　the　best　qual－

ity　of　image　in　demonstrating　the　vessel　and　node

separately　and　widely．

　　Key　wordS：radioisotopic　lymphography，　cervical

lymph－node，　illtracutaneous　injection　into　the

scalp，99mTc－Re　colloid．
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