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1．緒　　言

　肝シンチグラムで肺に取り込みを示した例は，

1972年Steinbachら1）により報告されて以来現在

まで数多く報告されている1A’12・19）．その原疾患と

しては，悪性腫瘍，感染症，肝硬変，その他いく

つかの疾患が挙げられる．その機構として現在の

ところ完全には解明されていないが肺の網内系機

能の九進，核種の凝集化などが考えられている．

　また肺への取り込みは，予後不良を示すとも言

われている1“’9）．今回われわれは99mTc一フチン酸

による肝シンチグラムで一時的に肺野に取り込み

を示した興味ある全身性エリテマトーデスの一例

を経験したので報告する．
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IL　症　　例

　症例は22歳女性，1977年12月頃より膝関節の疹

痛と腫脹をきたすようになった．1978年7月には

手関節痛および鼻出血を認めるようになった．同

年9．月某病院にて汎血球減少症を指摘された．プ

レドニンによる治療で，一旦上記の症状は，改善

したが，1980年2月頃より再び関節痛を来たすよ

うになった．同年9．月高度の血小板減少症を指摘

され，当院入院となる．入院時の身体所見では，

体格中，栄養良，結膜に貧血を認めるが黄疸なし，

肝を5横指触知するが，脾は触知せず，表在リン

パ節腫脹，蝶形紅斑，浮腫などは認めず，入院時

の検査所見ではWBC　1600／ml・　RBC　256×104／ml，

Plt　4，000／m1，と汎血球減少症を認め，血清補体価

は12．0と減少，免疫複合体は72と上昇，LE細胞，

抗核抗体および抗DNA抗体はいずれも陽性であ

った．以上および臨床症状より全身性エリトマト

ー デスと診断された．

　Key　words：Liver　scintigram，99mTc－phytate，　SLE

（systemic　lupus　erythematosus），　Hepatomegaly，　Lung

uptake
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Fig．1　Anterior　scintigram　of　99mTc・phytate　in　a　22

　　　year－01d　female　shows　hepatomegaly　with

　　　diminished　uptake，　splenomegaly　with　marked

　　　uptake　and　increased　lung　uptake．

　骨髄は軽度低形成を示した．またA．G比は1．21

GOT　18，　GPT　6，　AIP・6．2．とすべて正常値であり

血液化学上肝実質性障害は指摘できなかった．入

院3週目に第1回目の肝シンチ（Fig．1，2）がなさ

れた．Fig．1は前面像であり，両肺野にび慢性に

核種の取り込みが見られ，そのため肺肝境界は幾

分不鮮明となっている．心は，cold　areaとして

描出されている．肝の右幅径は約20cmと著明な

肝腫大を認め，肝への核種の取り込みは非常に低

下している．Fig．2は後面像でるが，脾の長径は

約14・cmと中等度の脾腫大を認め，脾への核種

の取り込みは著明に充進している．骨髄が軽度描

出されている．この間の治療としては，プレドニ

ソロン60mg／dayが投与されており，第1回目

の肝シンチグラム施行時の血液化学検査では，抗

DNA抗体価，抗核抗体，血清補体価および免疫

複合体値は，入院時と比べて改善の傾向が認めら

れたものの依然として陽性であった．

　またICGは，19％と軽度上昇を示していたが，

GOT，　GPT，　AIPとも正常値であり，肝実質性障

紺イ

！
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Fig．2　Posterior　scintigram　of　99mTc－phytate　shows

　　　marked　uptake　in　a　spleen．

害は軽度と思われた．その後パルス療法とプレド

ニソロンによる治療がなされ，汎血球減少症が消

失し免疫検査および肝機能検査が完全に正常とな

った入院2か月目に第2回目の肝シンチが行われ

た．（Fig．3，4）．この時の肝シンチグラムの所見で

は，肺の取り込みは消失し，肝の大きさ，および

取り込みも前回に比べると著明に改善している．

脾の取り込みは，依然として増加しているが，前

回に比べると低下しておりその大きさも縮小して

いる．また骨髄の描出も認められなくなっている．

肝のCT検査が肝シンチグラム施行時になされた

が，脂肪肝などの所見は認められなかった．

　その後の患者の経過は良好であり，1981年1月

に退院した．

III．考　　案

　Keyesは3），肝シンチグラム時に肺に取り込み

があるとするためcriteriaとしても6項目を挙げ

たが，著者はそれを5項目に要約した．

　1．　肺肝境界が不鮮明になる程十分に肺に取り

込みが見られること．
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鞭㌶騰
　　　　　　　　Fig．3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Fig．4

Fig．3，4　Repeated　scintigram　in　same　patient，2months　after　therapy，　show　almost　normal　liver－spleen

　　　　scintigram　and　no　lung　uptake．

　2．心臓がcold　areaとして描出されること．

　3．胃が描出されていないこと（free　99mTcの存

在を除外するため）．

　4．骨の描出は軽度か全く見られないこと．

　5．同じキットでなされた肝シンチグラムの症

例が他に1例以上あり，そのいずれも肺に取り込

みを示さないこと．

　この中で重要な項目は，5であり，これにより

preparation時における不備を除くことができる．

今回の症例でも，同一キットによる肝シンチグラ

ムが4例あるが，それらのいずれにも肺への取り

込みは認めていない．

　肝シンチグラム等の肺の取り込みを最初に報告

したのは，1972年Steinbachらであり1），それ以

後多数報告されている1’e12・19）．1973年から今まで

に報告された肝シンチグラム時の肺の取り込みに

関する文献のうち，原疾患が明記されているもの

をTable　1に示した．最も多いのは腫瘍であり，

以下肝硬変，感染症，ハーラー病，その他の血液

疾患，移植後，その他の順である．なおこれらの

Table　l　The　diseases　showing　dif『use　lung　uptake

Cause Number　of　patient

Malignancy

　Carcinoma

　Lymphoma
　Leukemia

　Sarcoma
I」ver　cirrhosis

Infection，　Abscess，　etc．

Collagen　vascular　disease

MPS　type　II

Other　hematologic　disease

　Anemia
　Myelofibrosis

Transptantation　of　liver，　spleen

　or　bone　marrow．

Histi㏄ytosis　X

Gauche’s　disease

Liver　congestion

Elevated　plasma　aluminum　level

28
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症例で使用されている核種は99mTc一硫化コロイド

および99mTc一錫コロイドである．　Keyesらによる

と3）その発生率は1．6％であった．
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　肺に取り込む機構は，現在のところ完全には解

明されていないが，つぎのような説が考えられて

いる．

　1．　注入前後で核種の凝集化がおこり，これが

肺に微小塞栓を作る3・5・7・12）．

　2．肺毛細血管床の網内系機能が九進す
る2・3－－10・14・16・19）．

　3．　フィブリンが血管内に沈着し，これにより

核種が捕えられる13）．

　4．肝障害により肝の取り込みが減少する結果

として，代償的に肺に取り込まれる1・4・10・16）．

　5．高A13＋血症の場合これらが凝集し肺に塞栓

し，肺の微小循環を妨げるため核種が肺に取り込

まれる1・6）．

　1．の説であるが，同一キットを用いた他の症例

で肺に取り込みを示す例は除外されていること，

Klingensmithによると2）肺に取り込みを示す症例

の肺のtime－activity　curveは，時間とともに徐々

に上昇することなどにより，この説は妥当ではな

いようである．しかし循環している間に徐々に核

種が凝集する可能性は，否定できないのであるが，

そのような場合腎も同時に描出されて良いと考え

られるが実際は腎は稀にしか描出されないこと，

肺に取り込みを示した患者の静脈血をうさぎに注

入しても肺の取り込みを示さなかったことより8’，

やはりこの可能性も否定的である．

　2の説であるが，肝シンチは網内系機能検査の

一面を有していること，感染症，endotoxin投与

時および悪性腫瘍が存在する時などで肺の網内系

機能が充進することが証明されていること14・15）．

上記のtime－activity　curveのpatternは，網内系機

能充進時に特徴的であることなどより2），現在の

ところこの説が最も信懸性があると考えられる．

　3の説であるがKlingensmithらの行った動物実

験によると13）endotoxin単独投与時とendotoxin

とheparinを同時に投与した時とで肺の取り込み

に差がなかったことより，この説は肺で書重要で

ないようである．

　4の説は単純であるが，主に肝硬変の時に重要

な役割を果たすと考えられる．5の説はBobinet

により報告されたもので6），非常に特殊なcaseと

考えられる．今回の症例では，1回目の肝シンチ

グラム施行時，著明な肝腫大と肝の取り込みの低

下が見られたことより，肝の網内系機能が低下し

ていたと考えられ，そのため代償的に肝以外の網

内系特に脾および肺のそれの機能が充進したと考

えられる．

　肝の網内委機能の低下および肝腫大の原因とし

て，免疫複合体の上昇が考えられる．すなわち主

に肝の網内系が免疫複合体を食食することにより，

その飽和状態を来たし，また肝実質性障害を伴わ

ない肝腫大を呈したと考えられる．事実ある大き

さの免疫複合体は，まず肝で処理されそのため肝

の網内系機能低下を来たすと言われている17・18）．

一般的にSLEでは，肝の網内系機能は低下して

いることが多いが17），今回の症例のように巨大な

肝腫大を来たすのは稀でありやはり今回の症例は

特殊なSLEと考えるべきであろう．

　従来肝シンスグラム時の肺の取り込みの所見は，

予後不良のサインとして重要視されてきたが1“9），

Klingensmithらにより10），必ずしも予後不良を示

さないことが明らかにされた．今回の症例でも予

後は良好であった．しかしながら肺の取り込みが

高度である時には，予後が悪いとされているlo）．

　また肺に取り込みを示す場合，肺シンチ上他の

異常所見（肝脾の大きさ，取り込みの異常，骨髄

の描出など）を認めることが多いとされる10）．今

回の症例でも同様であった．

　肺への取り込みを左右する因子として，高橋ら

は16），血流や粒子の大きさを挙げている．今回の

ように99mTc一フチン酸で肺に取り込みを示したの

は珍らしいと考えられる．

IV．結　　論

　今回99mTc一フチン酸による肝シンチグラムで一

時的に肺に取り込みを示した全身性エリテマトー

デスの一例を報告した．その機構としては，肝網

内系が免疫複合体を食食し，肝実質性障害を伴わ

ない肝網内系機能の低下をきたし，その結果二次

的に肺に取り込みを示したと考えられる．肺への
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取り込みは’必ずしも予後不良の所見ではなく，

回の症例の経過は順調であった．
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