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《原　著》

骨のSingle　photon　emission　computed　tomography

　　　　　　　　　　（SPECT）について

坂田　恒彦＊　　石丸　徹郎＊

河合　武司＊　末澤　慶昭＊

赤木　弘昭＊

前田　裕子＊　岡橋　　進＊

山崎　紘一＊　竹内　正保＊

　要旨　99mTcリン酸化合物使用による通常の骨シンチグラフィにて異常所見を呈した55症例63病変に対し，

引き続いて検出器回転型装置によるSPECTを実施し，骨シンチグラフィの追加検査としてのSPECTの臨

床的有用性について検討を行った．

　SPECTが骨シンチグラフィにて得られた以上の情報を付加したのは，35部位（55．6％）であり，　SPECT

は，病巣の立体的位置の確定，病巣の内部状況，前後像で隠蔽される病巣の検出，疑陽性部位の精査などに

有用と考えられた．また，このうち，SPECT，　CT，　X線単純写真の3検査をともに施行した24症例30病変を

対象として，各検出率を比較したところ，SPECTはX線単純写真より優れ，　CTとは同程度の検出率を示

した．

1．はじめに

　近年，核医学領域において，single　photon

emission　computed　tomography（SPECT）が実用

化され，各種臓器疾患に使用され，その有用性に

ついても評価されてきている1”v3）が，骨において

は，従来の骨シンチグラフィの手法のみで，すで

に，検出能の高い検査方法として評価されてきて

いること4・5）などもあり，SPECTの応用6‘’8）は少

ない．しかし，骨においても，従来の前後方向か

らの撮影を主体とした2次元的な撮影方法に対し，

病変の立体的位置の確定をはじめとして，疑陽性

あるいは従来の方法では盲点となりやすいとされ

ていた部位の診断，骨外集積と骨病変との鑑別な

どには，立体的な情報の処理を追加することは当

然有用と考えられる．

　今回，われわれは，骨シンチグラフィ施行時に
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SPECTの併用を試み，

て検討を行った．

その臨床的有用性につい

II．対象ならびに方法

　対象は，大阪医科大学付属病院放射線科にて，

骨シンチグラフィ検査時にSPECTを併用した症

例中，従来の骨シンチグラフィにて陽性または疑

陽性所見を呈した55症例63検査部位であり，そ

の疾患名ならびに検査対象部位は，Table　lに示

した通りである．

　SPECTは，99mTc一リン酸化合物10mCiによる

通常の骨シンチグラフィ（全身ミニ・スキャン前

後像，後前像，および後前4分割スポット像撮影）

に引き続いて検出器回転型SPECT装置（Fig．1）を

使用して行った．なお，通常の骨シンチグラフィ

の撮影は，ミニ・スキャンでは32cm／分，2パス

方式，4分割スポット像では頭部30万カウント，

胸部60万カウント，腰・骨盤部90万カウント，

膝部30万カウントの撮影条件下に行っている．

　SPECTのデータ採取および画像再構成の条件

は計算機システムにより可変であるが，今回の検

討に使用した症例では，データ採取は，64×64マ
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トリックスにて10度ごとの36方向より各角度20～

40秒で行い，この場合，画像再構成に要した時間

は，各断層像1スライス当り約50秒であった．

III．結 果

1．骨シンチグラフィ所見とSPECT

SPECTを施行した63部位の従来の骨シンチグ

ラフィ検査（全身ミニ・スキャン像およびスポッ

20巻5号（1983）

ト像）のみによる所見判定結果は，陽性50部位，

疑陽性13部位であった．

　この内，SPECTが診断上何らかの有用な情報

を付加し得たと評価し得たのは35部位（55．6％）で

あった（Table　2）．

　まず，従来の骨シンチグラフィで疑陽性と判定

した病変13部位では，SPECTの併用により陽性

5部位，疑陽性3部位，陰性5部位と，その所見

Table　l　Classification　of　the　cases

Disease

Primary　tumors

Metastatic　tumors

Other　bone　diseases

Pulmonary　metastasis
　of　osteosarcoma

No．　of　cases

　　　7

　　　27

　　　19

2

Head　and　neck

　　　　2

　　　　7

　　　　2

0

Thoracic
　region

　　　1

　　16

　　　1

2

Lumbar
　reglon

　　　O

　　　5

　　　1

0

Pelvic

region

　　O

　　4

　　9

0

Extremitles

4
3
6
0

」＿＿

Fig．1

「
l
I
．
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　　＿」

Diagram　of　SPECT　system　used　in　this　series．
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Table　2

骨のSingle　photon　emission　computed　tomography（SPE（汀）について

Utilities　of　SPECT　as　an　additional　method

of　conventional　bone　scintigraphy

　　　　　　　　　No．
Useful　infornlation　　　　of

　　　　　　　　　areas

Judgement　or
　equivocal　area

Separation　of
　multiple　lesions

Distribution
　in　the　lesion

Decision　of　extra－

　OSSeOUS　leSiOn

　Total

Utilities　of　SPECT

（十） （一）

13　　　10（76．9％）　　3　（23．1％）

11　　　6（54．5）　　　5　（43．4）

37　　　18　（48．6）　　　19　（51．4）

21（50．0）1（50．0）
63　　　35　（55．6）　　28　（44．4）

Table　3　Comparison　of　detectab川ty（30　lesions）

Location　of

　lesion

Skull

Cervical　vertebrae

Thoracic　vertebrae

Lumbar　vertebrae

Ribs
Pelvis

Extremities

Lung

Total

No．

　of
lesions

　4
　4
　7
　3
　5
　3
　2
　2
　30

SPECT
（％）

3（75）

4（100）

5（71）

3（100）

5（100）

2（67）

2（100）

2（100）

26（86）　　25（83）

　　　　Plain
　CT　　　　radio－（％）

　　　gram（％）

3（75）　　　3（75）

4（100）　3（75）

7（100）　　5（71）

2（67）　 1（33）

3（60）　　2（40）

2（67）　 1（33）

2（100）　2（100）

2（100）　2（100）

　　　19（63）

669

判定に変更がみられた．

　また，骨シンチグラフィ陽性症例では，SPECT

の併用により50症例中25症例（50．0％）において

従来の骨シンチグラフィ所見以上に何らかの診断

上有用な情報が得られた．

　これらの症例において，SPECTにより付加さ

れた診断上有用な情報の内容，程度は，個々の症

例により様々であったが，大別すると以下の3群

に分類された．

　まず，多発性病変を有した症例11例中6例（54．5

％）においては，病変相互の立体的位置関係がより

容易に理解でき，また各病変が前後方向の像では

相互に重なりあった個々の病変は明確に分離可能

であった．

　また，単発性病変37例中18例（48．6％）では，

病巣の病変骨中における立体的占居部位がより明

確となった．

　さらに，骨肉腫の肺転移症例2例中1例の異常

集積像は，確実に肺内のものであることが証明さ

れた．他の1例は，病変が肋骨直下に近接してい

たためSPECTでも肺内病変とは断定し得なかっ

たが，病変そのものの位置は，SPECTにより，従

来の骨シンチグラフィのみの情報によるよりも立

体的に位置付けることができた．

CO削“了10麗M　　SCI酊1㎝嶋
　　　　　　　P・A　冒11贈

SPEC　1 1“A閥bVteSSt tUWtH－●UPVtH　　　tltLiiUN

◎

L R

　　　ceRONAt

詐、

挙

、

δ

POSTERIOR■司■’ANIEfilOR

，’、
d

Fig．2　Case　1．N．0．44Y．　F．　Metastasis　to　the　skull　from　breast　cancer：Though　the　con－

　　　ventional　scintigram　was　judged　equivoca1，　parietal　lesion　was　clearly　demon－

　　　strated　by　SPECT．
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Fig．3　Case　2．　T．0．47Y．　F．　Metastasis　of　breast　cancer：It　was　diMcult　to　determine　the

　　　portion　and　number　of　abnormal　accumulation　from　the　conventional　images　but

　　　they　were　clearly　separated　and　recognized　l　in　vertebra　and　2　in　ribs　by　SPECT．

　2．SPECT，　CT，　X線単純写真の検出率の比較

　次に，上記の55症例63病変のうち，SPECT，

CT，　X線単純写真の3検査を施行した24例30病

変（骨シンチグラム陽性26病変，疑陽性4病変）

を対象として，それぞれの検出率を比較した
（Table　3）．

　SPECTで検出可能であったのは26病変（86．7％），

CTでは25病変（83．3％），　X線単純写真では19病

変（63．3％）であり，全体として，SPECT，　CTの

検出率はX線単純写真よりも優れ，SPECTとCT

はほぼ同程度の検出率を示した．

　3．症例

　次に，SPECTが有用であった症例を中心に興

味ある症例を呈示する．

　〈症例1＞　N．0．45歳，女性　乳癌頭蓋骨転

移（Fig．2）

　従来の骨シンチグラフィでは，頭頂側頭部の集

積に若干左右差がありそうであるが，判然とせず，

疑陽性と判定した症例である．SPECTにょり，

左頭頂側頭部の異常集積像が明確に示された．

　〈症例2＞T．0．47歳，女性　　乳癌胸椎・肋

骨転移（Fig．3）

　骨シンチグラム前後像，後前像では，肋骨への

集積像が一塊となり，走行異常を呈しているとで

も解釈しなければ理解に苦しむ形状を呈していた．

しかし，SPECTでは，2本の肋骨への異常集積

であることが明確に分離された．

　〈症例3＞　K．1．14歳，男性　骨肉腫肺転移

（Fig．4）

　従来の前後像では，左胸部の異常集積像は，肋

骨への集積である可能性を否定できない．しかし，

SPECTにより，この異常集積は立体的に肺内の

ものであることが容易に証明された．

　〈症例4＞　H．K．70歳，女性　胃癌腰椎転移

（Fig．5）

　第1腰椎を中心に3か所に強い異常集積が認め

られるが，その相互関係は，従来の前後像では，

想像の域を出ない．SPECTでは，2か所は椎体，

1か所は，棘突起部分に相当することが明示され

た．このうち，棘突起部分に関しては，X線写真，

CTなど他の検査によっては異常を指摘し得なか

った．
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　〈症例5＞

（Fig．6）

骨のSingle　photon　emission　computed　tomography（SPECr）について

M．M．30歳，男性　脛骨巨細胞腫

脛骨への異常集積像は，従来の骨シンチグラム

671

においても，明白である．しかし，病巣は，ほぼ

均一な高度の異常集積像として見られるのみであ

るのに対し，SPECTでは，集積は病巣辺縁に強
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Fig．4　Case　3．　KJ．14Y．　M．　Pulmonary　metastasis　of　osteosarcoma：The　accumulation

　　　　shown　in　the　mini－scan　might　be　mistaken　as　a　costal　lesion　but　SPECT　proved　it　a

　　　　pulmonary　metastasis・

聞損事⑤C“　ポA　VIEW

》

憂

SUECT
．・　5

ダ■　●

f・　」

u

TRANSVE　RSE

　　　．●　‘

　　　「コ　s
ceReNAt

■一

LOW〔R’UPP日　SfCTION

　　　「．　、

の　も

ψ　　　り
　　　　　　　R　l

　　　　　　ぴロ　ゐ
　　POS了ERIOR・AHI［RlOR

憤・
：一’

　　　　　　ド　　ら
　　　SA61†TA1

む・　＼6

R

　　　　「．　s
Rl6H了◆　tEFI　SIDE

　　　　　　ぐ・

，　　　　　　　　　　　　　　　　　　恒

　　　　　P

t

t

A

Fig．5　Case　4．　H．K．71Y．　F．　Metastasis　to　the　first　lumbar　vertebra　from　gastric　cancer：

　　　　In　this　case，　SPECT　demonstrated　that　the　abnormal　accumulation　was　made　up

　　　　by　3　compornents（2　in　vertebral－body　t，1in　spinous　process↑）．
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Fig．6　Case　5．　M．M，30Y．　M．　Giant　cell　tumor：In　the　conventional　scintigrams，　the

　　　accumulation　in　left　knee　region　was　too　high　to　recognize　the　distribution　within

　　　the　lesion　but　by　SPECT，　it　was　recognized　that　the　distribution　was　high　in　peri－

　　　phery　and　rather　low　in　center　of　the　lesion．

く病巣中心では，むしろ低いという内部状況を明

示した．

IV．考　　察

　骨のSPECTについては，基本的な問題点8）と

して，1）SPECTそのものも，99mTc一リン酸化合

物を使用した骨シンチグラフィの断層像に過ぎな

いこと，2）SPECTでは，被験者と検出器との距

離が遠くなり，オリジナル・データそのものが劣

化するなど，SPECT自体の解像力に基本的な問

題があること，3）中心軸と病巣部位との関係に

よる画像の歪みや，多くは異常集積像を対象とす

るため，集積程度が画像上に影響を及ぼすことな

どがある．結果として，今回の検討でのSPECT

の有用性も比較的限定されたものとなった．

　すなわち，1）病巣の立体的位置の確定，2）病

変骨内における病巣部の指摘ならびに病巣内の集

積状況，3）前後像で隠蔽される病巣の検出，4）

疑陽性部の精査などの面で，有用性がみられる症

例があるに留まった．

　もちろん，SPECTの基本データは多方向像の

集積であり，この点からすればこれらの付加情報

は，SPECTでなければ得られないものではなく，

むしろ十分なカウント密度の通常のスポット撮影

で，また，側面や斜位像を得ることで代用できる，

あるいはその方が，より画質の高い像が得られる

との議論があるのは当然である．しかし，いずれ

の方法によるとしても追加撮影を行うのであれば，

それに要する時間は必要であり，この議論は最終

的にはその方法により得られる情報の量，質およ

び臨床的に要求される情報の量，質と所要時間な

どの比較の問題として判断されることになると考

えられる．

　また，前述のごとくSPECT機器の精度には，

例えば，今回の臨床症例と同じ測定条件で，ファ

ントームに厚さ18cm，縦横各30cmのミックスD

を使用し，LSF（line　spred　function）の測定で内

径1mmのビニール・チューブに300μCiの99mTc

を長さ10cm内に挿入した線線源を回転中心にセ

ットし，コリメータと回転中心間距離を20cm，
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骨のSingle　photon　emission　computed　tomography（SPECT）について 673

25cmとした場合の半値幅は，それぞれ20．4　mm，

23．8mmであり，基礎的に問題点があるのも確か

である．しかし，SPECTもまた，通常の骨シン

チグラフィに引き続いて被曝線量の増加無しに施

行し得る検査であり，われわれの症例では例示し

た程度の画像が得られ，55．6％において病巣を理

解する上で有用な情報を付加したこと，SPECT

が断層像として，立体的関係を明示し得たことは，

骨シンチグラフィの追加検査の方法のひとつとし

て十分評価すべきであり，また，このために要す

る撮影ならびにデータ処理時間も比較的短く，十

分臨床使用に耐え得るものと思われる．

V．おわりに

　99mTc一リン酸化合物による骨シンチグラフィに

続いてSPECTを施行し，若干の症例を呈示する

とともに，他の検査方法との検出率の比較などを

通してその有用性を検討した．

　SPECTは，　CTと同程度の病変検出率を示し，

また，症例の55．6％において，骨シンチグラフィ

にて得られた情報以上に病変を理解する上で何ら

かの有用な情報を付加した．

なお，本論文の要旨は，

リ，1982）にて発表した．

第3回世界核医学会（於　パ
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Summary

Single　Photon　Emission　Computed　Tomography（SPECT）in　Bone　Lesion

Tsunehiko　SAKATA，　Tetsuro　IsHIMARu，　Hiroko　MAEDA，　SusuMu　OKAHAsHI，

　　　　　　　　Takeshi　KAwAI，　Yoshiaki　SuEzAwA，　Koichi　YAMAsAKI，

　　　　　　　　　　　　　　　Masayasu　TAKEucHI　and　Hiroaki　AKAGI

Departme〃t　of　Rad’o／ogγ，　Osaka　Medica／Co〃ege，　Taka〆s〃ki－shi，　Osaka

　SPECT　of　bone　lesion　with　Tc－99m－phosphorous

compounds　as　an　additional　method　of　bone
scintigraphy　was　evaluated　in　63　areas　of　55　clinical

cases．　And　the　detectability　was　compared　to　that

of　CT（General　Electric　CT／T　X2）and　plain　radio－

gram　in　30　lesions　of　24　cases．　Some　SPECT　images

with　interest　were　demonstrated．

　SPECT　system　used　in　this　series　was　PHO／

GAMMA　LFOV　and　SCINTIPAC　1　200　computer
system（Shimadzu）．　SPECT　was　perfOrmed　im－

mediately　after　taking　conventional　bone　scinti－

grams．　SPECT　images　were　reconstructed　from

multiprojection　images．　The　time　for　reconstruc－

tion　in　this　series　was　about　50　seconds　per　l　slice．

　The　results　of　this　study　were　as　follows：

　　1）　In　35　（55．6％）　of　63　areas，　the　additional

infOrmation　gathered　by　SPECT　was　evaluated

to　be　usefu1．The　utilities　of　SPECT　were　especially

in　demonstrating　geometrical　relation　of　multiple

lesions，　extraosseous　lesion，　the　distribution　of

radioactivity　in　morbid　bone　and　in　further　exami－

nation　of　equivocal　area．

　2）　The　detectability　of　bone　lesions　by　SPECT

was　nearly　equal　to　CT　and　superior　to　plain　radio－

gram・

　Key　words：　single　photont　emission　computed

tOmOgraphy（SPECT），　bone　scintigraphy，99mTc－

phosphorous　compounds，　CT．
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