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《原　著》

肝シンチグラフィに併用した肝および

　　　　　脾血流動態の定量的検討

楢林　　勇＊　西山　章次＊

福川　　孝＊　浜田　俊彦＊

末松　　徹＊　　大西　隆二＊

杉村　和朗＊　　鍋嶋　康司＊

松井　律夫＊　竹村知恵子＊

松尾　導昌＊　　木村　修治＊

　要旨肝シンチグラフィ施行H寺に99mTc－Sn一コロイドをbolus注入し，コンピュータにより早期の血流動

態を測定した．肝・脾の時間放射能曲線から肝動脈相と門脈相の勾配の比を肝血流指数（H．1．），脾動脈相

と肝動脈相の勾配の比を脾血流指数（S・L）とした．これらを各疾患群別にみると，正常H．1．0．65土0．19，

S．1．0．31±0．18，慢性肝炎H・L1・02士0．42，S・LO・34士0．23，肝硬変症H．1．2．65土2．01，S．1．0．82土0．92，

原発性肝癌H．1．1．90±O．73，S・1・0・51士0・19，転移性肝癌H」・0・92土0・11，　S．1．0．30±0．15であリ，肝硬

変症，原発性肝癌のH・L，S・Lは正常群に比し，5％以下の危険率で有意に高値を示したが，慢性肝炎，

転移性肝癌では両者共正常群と有意の差を認めなかった．本法は肝シンチグラフィ施行時に簡便に併用可能

であり，被検者に新たな被曝を与えることなく，肝および脾1血行動態に関する情報が加わるので肝疾患診断

に有用であると考えた．

L　緒　　言

　肝血流は門脈および肝動脈より供給されており，

肝循環動態の把握はびまん性ならびに限局性の各

種肝疾患による肝血行動態の微妙な変化を反映し，

肝疾患患者の病態を理解する上で重要な示唆を与

えると考えられる．核医学検査により非侵襲的に

門脈循環を測定する報告は，99mTc　O4－1・2｝，133Xe

生食液3），201TICI4）を用いて経脾法，経il’1：腸法にて

行われており，肝内および肝外短絡血流路や肝血

流量の肝内分布の評価指標として価値を見出され

ている．中尾5）らは経肝法，経脾静脈法にて】33Xe

生食液により肝血流量を算出し得た．Boydら6），

Sarperら7）は99mTc一硫黄コロイドを用いてコンヒ゜

ユーケによる定量的肝血流シンチグラフィを行い，

＊神戸大学医学部中央放射線部および放射線科

受付：57年12月20日
最終稿受付：58年2，月23日

別刷請求先：神戸市中央区楠町7－5－2　（㊦650）

　　　　　神戸大学医学部附属病院中央放射線部

　　　　　　　　　　　　　　　楢　林　　　勇

びまん性肝疾患や転移性肝癌の検出に有用である

と報告した．肝シンチグラフィを行う際に肝血流

動態を測定すれば情報量が増し，肝シンチグラム

の読影上ある程度諸種肝疾患の鑑別診断に役立っ

ことが期待される．今回われわれは，肝シンチグ

ラフィ施行時にコンピュータを使用して肝血流曲

線を測定し，併わせて脾血流曲線を描画して肝お

よび脾血流指数を算川し，本法の臨床的意義を検

討したので報告する．

II．対象および方法

　対象は神戸大学医学部附属病院中央放射線部に

肝疾患を疑われて肝シンチグラフィの依頼のあっ

た75例でその後の診断結果からの内訳は慢性肝炎

15例，肝硬変症10例，原発性肝癌ll例，転移性

肝癌8例および正常31例である．

　大視野シンチカメラ（東芝製GCA－401）を肝臓

を含めた上腹部に位置した後，99mTc－Snコロイド

3～5mCiを肘静脈へbolus注入し，シンチカメ

ラからのデータを核医学データ処理装置（東芝製

GMS－80A）に入力処理し，2秒毎60秒間の連続イ

Presented by Medical*Online



626

■

核医学　20巡5り’（1983）

k　　’
●

Fig．　I　Regions　of　illterest　used　for　blood　Wow　curves

　　　（、ver　thc　livcr，　spleen，abdonlinal　a（、rta　alld　right

　　　kidncy．

メージを得た．また腹部大動脈，右腎，肝右葉，脾

にFig．1に示す如く，関心領域（RODを設定し，

時間放射能曲線を得た．Fig．2に示す如く肝1帽充

曲線から4ポイントの8秒間ずつの肝動脈相と門

脈相の勾配の比を肝血流指数，Hepatic　flow　index

（H．L），脾血流曲線からの4ポイント8秒間の脾

動脈相と肝血流曲線上の肝動脈相の勾配の比を脾

血流指数，Splenic　flow　index（S．　L）とした．なお

肝と脾のROIの大きさは同一とした．肝動脈相

と門脈相の移行点を肝血流曲線の変曲点とするが

この点の位置づけはSarperらの方法7）の右腎のヒ゜

一 ク値をとる方法に準じた．なおSarperらの方法

の是非を検討するためin　vivo標識99・　mTc一赤血球

によるRIアンジオゲラフィ手法を利用して，ピ

ロリン酸を静注20分後99mTc　O4－20　mCiをbolus

静注し，1秒毎60秒間の収集により大動脈，右腎，

cpm

●

sec

Fig．2　CalcukUkm（、f　hepalic　fi（、w　indcx（H」．）alld　splellic　fk、w　index（S．L）
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Fig．3　Changes　of　blood　flow　curves　with　99mTc－RBC

　　　in（a）abdominal　aorta，（b）right　kidney，（c）1iver

　　　and（d）spleen．

Table　l　Numerical　Values　of　H．　L　and　S．　L　in　Various

　　　　Liver　Diseases

　H．1．　　　　S．1．

　（Mean　　　（Mean
　土S．D．）　　士S．　D．）

0．65士0．19　　0．31土0．18

1．02土0．42　　0．34土0．23

2．66　ti：2．01　　0．82土0．29

1．90：｛：0．73　　　0．51：ヒ0．19
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　　　　　　No．　ofDiagnosis
　　　　　　patients

Normal　subjects

Chronic　hepatitis

Liver　cirrhosis

Hepatoma
Metastatic　liver

　ca「cinoma

1
く
∨
0
1

？
J
1
1
1
8 0．92土0．11　　0．30土0．15

肝，脾における血流曲線を描画し，おのおのピー

ク時間を測定した．

IH．結　　果

　99mTc一赤血球によるRIアンジオグラフィでの

ピーク時間の検討ではFig．3に示す如く，肝変曲

点20秒，右腎19秒，脾18秒，腹部大動脈13秒で

あった．肝の変曲点と右腎のピーク時間は殆んど

差異がなかった．しかも実際に肝シンチグラフィ

施行時の99mTc－Snコロイドで行う場合は2秒毎

のデータ収集であり，肝動脈と門脈の移行点を右

腎のピークに近似させることに問題はなかった．

なおこの時間は腹部大動脈のピーク時間より6秒

間遅延していた．

　全症例のH．1．とS．1．を各疾患群別にTable　1

に示した．H．1．を各疾患群別にみると，正常

0．65土0．19，慢性肝炎1．02土0．42，肝硬変症2．65土

2．01，原発性肝癌1．90土0．73，転移性肝癌0．92±

0．11であった．肝硬変症，原発性肝癌が正常との

間に5％以下の危険率で有意に高値を示したが，

慢性肝炎，転移性肝癌では正常群との間に統計学

的に有意の差は認められなかった．なお，原発性

肝癌は全例肝硬変症を合併していた．次にS．1．を

各疾患群別にみると，正常0．31±0．18，慢性肝炎

0・34土0．23，肝硬変症0．82土0．29，原発性肝癌0．51

土0．19，転移性肝癌0．30土0．15であった．S．1．も

肝硬変症，原発性肝癌で正常群との間に5％以下

の危険率で有意に高値を示したが，他の疾患群と

正常では統計学的に差異を認めなかった．

　症例1は40歳女性の正常例である．肝シンチ

グラムと腹部大動脈，右腎，肝，脾における血流

動態曲線をFig．4に示した．肝イメージは特に異

常はなく，H．　Lは0．76と門脈血流の優位を示し，

S．1．は0．36であった．

　症例2は47歳男性の肝硬変症である（Fig．5）．

肝シンチグラム上肝萎縮と肝内RI分布不均一，

脾腫大と著明な脾へのRI集積がみられる．　H．1．

は3．76で門脈血の少ないことを示しており，S．1．

はL31で脾血流の著しい増加を認めた．

　症例3は67歳男性で原発性肝癌である（Fig．6）．

肝右葉にSpace　Occupying　Lesion（以下SOLと略

す）があり，骨髄の著明な描出をみる．H．　Lは

1．90と肝動脈血流の方が優勢であり，S．　Lは0．64

であった．

lV．考　　察

　最近のX線CT，超音波検査の進歩と普及によ

っても依然としてシンチグラフィの肝疾患診断に

果す役割は大きいが，その目的とする内容はやや

変化を生じて来た．すなわち，限局性肝疾患の

SOLの検出に関しては，　Single　Photon　Emission

CTの利用により検出能の改善がみられるものの

腫瘤の性状によってはX線CTや超音波検査よ
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Fig．4　Casc　l．Normal　subject、　Forty　ycar－old　femalc．　There　is　no　appa　rent　abnorrnality

　　　　ill　the　liver　scilltigram．Timc－acti、ity　cur、・es　with　99luTc－Sll　colbid　il1（a）abdominal

　　　aorta．（b）right　kidncy、（c）livcr　alld（d）splccn　wcrc　sh〔、wll　ill　thc　right．（H．L：（）．76、

　　　S」．：O．36）．

（a〕

（b）

（c）

（d）

1ぎ　貫　　 直一 　丈　　1令．碕　　『ス．宝　　9＿E亡．

　　　　　　Fig．5　Casc　2、　Forty－seven　year－01d　male　with　liver　cirrhosis．

There　is　little　activity　ill　the　liver　with　atrophy．　The　spleen　is　enlarged　and　has　more　ac－

tiviry　than　thc　liver．　Blood　Flow　curvcs　Niv’ith　99mTc－Sll　colloid　in（a）abdominal　aorta，（b）

right　kidney、（c）li、’er　alld（d）spleen　were　shown　in　the　right．　（H．L：3．76，　S」．：1．31）．

りも必ずしも優れているとは，1’えないと思われる．

それよりも機能を描画できる核医学イメージの利

点を活用して，もう1つの大きな肝シンチグラフ

ィの目的である肝機能障害の程度の評価のために

よく行われている．肝シンチグラムーヒの肝機能障

害を示す所見は肝（・’）線維化に伴う形態の’変化と共

に肝血流の減少による肝内Rl分布の不均一，門

脈圧∫‘進と短絡血流による肝外網内系へのRl集
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¶7　7　　う⊂　a　　7q－q　　「室．ヌ　　：EL“．

　　　　　　Fig．6　Case　3，　Sixty－seven　year－old　male　with　hepatoma．

There　is　a　space　occupying　lesion　iTl　the　right　lobe　of　the　liver．　Time－activity　curves　with

y！）川Tc－Sn　colloid　ill（a）abdominalaorta，（b）right　kidney、（c）liver　and（d｝spleen　wcrc　shown

mthc　right．（H」．：1．90、　S．L：0．64）．

積増加等として表現される．

　肝のRlアンジオグラフイは通常99mTc一アルブ

ミンあるいは99mTc一赤血球で行われ，正常では肝

動脈血流よりも門脈血流の方が多いことを反映し

て到着時間にずれがあり，腹部大動脈，腎，脾の出

現の後，門脈相にて肝イメージが得られた．肝動

脈と門脈の移行点はほぼ腎のピークとみて差支え

ないようである．このRlアンジオグラフィは限

局性肝疾患のSOLが血流に富んでいるか否かの

鑑別に使われており，ある程度の臨床的価値は認

められるが，イメージング剤と同一の99mTcを使

用するためRIアンジオグラフィと肝シンチグラ

フィを同一日に行えない欠点があった．今回のわ

れわれの検討は肝シンチグラフィを行う際に早期

の肝血流動態を解析したものであり，肝の被曝線

量は0．96～1．60radで本法を肝シンチグラフィに

併用することによる被曝の増加は全くない．これ

は2秒間に1フレームのデータ収集のため，特に

投与量を増す必要がないためである．Boydら6）は

肝動脈血流を反映する肝動脈相の立ち上りの角度，

門脈血流を反映する門脈相の立ち上り角度，肝動

脈血流比としての両者の比，腹部大動脈の最大値

と肝動脈一門脈相の変曲点の時間差の4っのパラ

メータを検討し，これらが肝細胞機能障害による

肝動脈血流と門脈血流の割合の変化を反映すると

した．また転移性肝癌では肝動脈血流は増加しな

いで肝動脈短絡が存在すると述べた．Sarperら7）

は肝動脈相と門脈相の勾配の比が0．5以下であれ

ば転移性肝癌が否定出来そうであると述べている．

今回のわれわれの検討では99mTc－Snコロイド静

注時のbolus性がどうしても個々の症例で異なる

ため，肝動脈相，門脈相の立上り角度の夫々をパ

ラメータとはしないで両者の比であるH．Lにつ

いて評価した．H．　Lの算出方法はSarperらのthe

arterialization　index（A．1．）に準じたが，今同われ

われは脾血流指数（S．L）をも検討したので，それ

と区別するために，肝血流指数（H．L）とした．こ

の指標は疾病群では正常群に比し有意に高値を示

し，特に肝硬変症では大であった．転移性肝癌に

ついてはSarperらのデータ程clear　cutではない

が，やはり正常群よりは肝血流に占める肝動脈の

割合が大きいことを示した．S．　L値は門脈圧充進

症と肝外短絡血流路の程度をあらわしていると思

われ，肝疾患群中特に肝硬変症で高値を示したが
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転移性肝癌は正常値を示した．肝疾患による肝細

胞構築の変化や間質結合織の増加によって肝循環

が影響を受けるが，肝硬変症では肝の線維化，小

葉改築により肝内門脈枝と肝静脈枝の間に短絡を

生じることが肝血流減少の原因であると思われる．

したがって肝硬変症では肝動脈血流量の変化は少

ないが，門脈血流量が著明に減少するのである．

H．L値はこれらの現象を表現していると思われる．

また門脈圧充進症においては側副血行路が形成さ

れ，食道静脈瘤へ流入する肝外短絡路が臨床上重

要であり，S．1．値はこれをある程度反映している

と考えられる．

V．結　　語

　1．肝シンチグラフィ施行時に99mTc－Snコ・イ

ドをbolus静注して測定した肝および脾血流曲線

から算出したH．L値とS．　L値は肝硬変症，原発

肝癌で正常群に比し5％以下の危険率で有意に高

値を示した．

　2．慢性肝炎，転移性肝癌では正1ii『群に比較し

てH．L値，　S．1．値共有意の差を認めなかった．

　3．本法は肝シンチグラフィ施行時に簡便に併

用可能であり，被検者に新たな被曝を与えること

なく，肝および脾血行動態に関する情報が加わる

ので肝疾患診断に有用であると考えられた．
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Summary

Quantitative　Assessment　of　Hepatic　and　Splenic　Blood　Flow　Detected

　　　　　　　　　　　　by　Tc－99m－Sn　colloid　Liver　Scintigraphy

Isamu　NARABAYAsHI，　Sh（）ji　NlsHIYAMA，　Kazuro　SuGIMuRA，　K（）j　i　NABEsHIMA，

Takashi　FuKuGAwA，　Toshihiko　HAMADA，　Ritsuo　MATsul，　Chieko　TAKEMuRA

Toru　SuEMATsu，　Ryuji　ONISHI，　Michimasa　MATsuo　and　Shuj　i　KiMuRA

Department　Of　Radiology，　Kobe　Univerぷity　School　of　Medici，〃e，　Kobe

　　Quantitative　assessment　of　hepatic　and　splenic

blood　flow　detected　by　injecting　Tc－99m－Sn　colloid

as　a　bolus　was　performed　on　75　patients　who　were

suspected　ofhaving　liver　disease．　Using　a　computer，

the　hepatic　and　splenic　time－activity　curves　were

analyzed．　Hepatic　index　was　calculated　as　the　ratio

of　arterial　to　portal　blood　flow．　The　peak　time　of

the　right　kidney　was　corresponded　to　the　junction

of　the　arterial　and　portal　phases　of　the　hepatic

curve．　Splenic　index　was　calculated　as　the　ratio　of

splenic　arterial　to　liver　arterial　blood　flow．

　　Hepatic　and　splenic　indices　had　elevated　in　cases

of　liver　cirrhosis　and　hepatoma　than　those　of　nor－

mal　controls．　There　was　no　significant　difference　in

the　hepatic　and　splenic　indices　among　chronic

hepatitis，　liver　metastasis　and　normal　subject．

　These　noninvasive　tests　for　the　hepatic　and　splen－

ic　blood　flow　may　be　useful　in　writing　a　report　of

Iiver　scintigram　because　of　the　added　information

of　the　liver．

　Key　words：　Quantitative　liver　scintiangiogra－

phy，　hepatic　blood　fiow，　splenic　blood　flow，　Tc－

99m－Sn　colloid．
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