
681

《原　著》

原発性肝癌の診断における二核種減算シンチグラムと

　　　　　　　　　選択的血管造影所見の対比

長谷川義尚＊　　中野　俊一＊　大川　元臣＊＊　佐々木　洋＊＊＊

今岡　真義＊＊＊児島淳之介＊＊＊＊石上　重行＊＊＊＊

　要旨　原発性肝癌38症例について67Gaおよび減算シンチグラムの所見を選択的血管造影所見と対比し

た．15例15個の細小肝癌のうち肝シンチグラム単独では5例のみを検出したに過ぎず，これに対して67Ga

および減算シンチグラムにより合計11例の腫瘍を検出することができた．このように，67Gaおよび減算シ

ンチグラムは細小肝癌の検出能をたかめることを明らかにした．つぎに，肝シンチグラムはび慢型および多

発結節型の原発性肝癌の検出率は良いが，孤立型の検出率が低い傾向がみられたのに対して，減算シンチグ

ラムはいずれの型についても検出率が良好であった．さらに，原発性肝癌の腫瘍部の6℃aの集積度と血管

分布の程度を比較し，血管分布の豊富な腫瘍では67Gaの集積の強い場合が多いことを認めた．

1．はじめに

　従来より原発性肝癌のスクリーニング検査とし

て肝シンチグラフィが用いられているが，これに

67Gaおよびコンピュータを用いる減算シンチグ

ラフィを併用することにより肝癌の検出率が高め

られると考えられている1－’4）．

　一方，選択的血管造影法は肝内の小腫瘤の存在

診断のみならず，良性悪性の鑑別，進展形態ある

いは切除の可否の判定などが可能で原発性肝癌の

診断に不可欠であるとされている5”9）．

　今回は原発性肝癌の診断における67Gaおよび

減算シンチグラフィの意義を明らかにする目的で，

選択的血管造影所見との対比を行うことにより，

まず67Gaおよび減算シンチグラフィが小さな肝

癌（細小肝癌）の診断に役立つか否かについて，つ
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ぎに肝癌の進展形態および血管分布などの性状の

差によって，これら核医学的検査法の診断能が影

響を受けるか否かについて検討を行った．

H．対象と方法

　対象は手術，生検，CT検査，選択的血管造影

および血液化学検査などにより原発性肝癌と診断

した38症例である．全症例に対して選択的血管造

影検査を行い肝内に腫瘍性病変の存在をしめす所

見を得た．

　クエン酸一67Gaは2～4　mCiを静注し，約72時

間後にガンマカメラ（日立製γ一view）およびデー

タ処理装置（EDR－4200）を用い，背臥位でシンチ

グラムを撮像し，データを収録した．その直後に

同一体位にて99mTc－Sn一コロイドの2～4　mCiを

静注し，10～20分後に肝シンチグラムを撮像した．

その後，症例によっては67Ga　300　KeV，および

99mTc　140　KeVにそれぞれウィンド設定を行い，

他の体位についても撮像した．

　減算シンチグラムの作製はコンピュータにて，

67Gaおよび肝シンチグラムをそれぞれ平滑化し

た後，両シンチグラム上で，非腫瘍部の同じ位置

に関心領域を設定し，この領域について，67Gaシ
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ンチグラムの計数値の1／5の計数値を有する肝シ

ンチグラムを作製し，この肝シンチグラムを67Ga

シンチグラムから5～6回の減算を繰り返し減算

シンチグラムを作製した．

　67Gaシンチグラムの判定は腫瘍部の67Gaのと

りこみが周辺非腫瘍部よりも強いものGa（－H－）．肝

シンチグラムで欠損像が存在し，この欠損部への

67Gaのとりこみが周辺非腫瘍部と同程度の場合

をGa（＋），同じく欠損部に67Gaのとりこみがみ

られないもの，あるいは周辺非腫瘍部と比べ67Ga

のとりこみが低いもの，あるいは肝シンチグラム

で欠損像を認めずかつ67Gaがコロイドと同様に

分布しているものの3者をいずれもGa（一）とし

た．なお，肝シンチグラムおよび減算シンチグラ

ムについては型通りに前者では欠損像を認めるも

の陽性，後者については減算後肝内に異常集積像

をみとめるものを陽性，そうでないものを陰性と

した．

　Seldinger法による選択的血管造影は76％ウロ

グラフィン（ナトリウムメグルミン）を用い全例

に選択的腹腔動脈造影を行い，つづいて大部分の

症例で超選択的肝動脈造影を行った．症例によっ

てはinfusion　hepatic　angiographyを行った．

　選択的血管造影の所見のうち，腫瘍の大きさ

（腫瘍径），進展形態および血管分布の三つの性状

について検討した．腫瘍径は孤立型および多発結

節型の肝癌症例27例において，血管造影フィルム

上で，各腫瘍結節の最大径を計測し，拡大倍率に

よる補正を行った後，径1．5cm以上12．7　cmま

での32個，うち5cm未満15個の腫瘍結節を検討

対象とした．腫瘍の進展形態はび慢型，多発結節

型および孤立型の三種類に分類した．つぎに腫瘍

部の血管分布の程度を4段階に分類した．動脈相

において腫瘍血管の著しい増生と拡張の所見のあ

るものをVas（什）とし，血管が増生しているが細

いもの，血管の拡張所見がみられるが増生が軽度

のもの，あるいは血管の増生および拡張のいずれ

もが軽度のものの3者のいずれかに相当するもの

をVas（＋），非腫瘍部と同程度の血管分布を示す

ものVas（0），および少ないものVas（一）とした．

なお，Vas（十D群は腫瘍血管に関して中尾ら6）の

1型，およびVas（＋）群はII型に準ずるものであ

る．

m．成　　績

　1・腫瘍径とシンチグラム所見

　腫瘍の大きさとそのシンチグラム所見を対比し

た成績をTable　1およびFig．1に示す．　Table　l

では，減算シンチグラムにより，肝シンチグラム単

Table　l　Relationship　between　size　and　scintigraphic

　　　　findings　of　tumor　nodule　in　primary　hepatic

　　　　carcinoma

Radionuclide

　imaging

Colloid

　scan
Gallium

　uptake

Subtraction

　scan

（十）

（一）

（什）

（＋）

（一）

（＋）

（一）

size＊

Result
　　　　Maxi－

　　　　mum

Mini－
　　　Meanmum

21（65．6％）12．7cm　3．1cm

11（34．4％）　5．5

17（53．1％）　12．7

7（21．9％）　8．2

8（25．0％）　5．9

27（84．4％）　12．7

5（15．6％）　5．5

1．8

1．9

3．1

1．8

1．8

2．1

6．9cm

3．1

6．6

6．0

3．2

6．2

3．1

Tumor　size　was　measured　on　the　longest　diameter　of

each　tumor　nodule．　There　were　32　tumor　nodules　in　28

cases　of　primary　hepatic　carcinoma　ofsolitary　and　multi－

nodular　type．

＊Figures　represent　the　maximum，　the　minimum　and　the

mean　size　of　tumor　nodules　in　each　group　classified　by

scintigraphic　findings。
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Fig．1　Tumor　size　and　scintigraphic　finding　in　primary

　　　hepatic　carcinoma．
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独による場合と比べ腫瘍の検出率とともに小さな

腫瘍の検出限界の両者が改善していることを表す．

　つぎにFig．1に示すように径5cm以下の腫瘍

が15個存在し，このうち肝シンチグラムで検出し

得たものは5個に過ぎず，残りの肝シンチグラム

陰性の10個のうち3個をGa（杵）により，他の3

個をGa（）であったが減算シンチグラムにより

検出し得た．これらの67Gaおよび減算シンチグ

ラムで，はじめて検出することができた6個の細

小肝癌の径と肝内の局在をTable　2に示す．

　肝シンチグラムで検出不能であったが67Gaシ

ンチグラムにより診断することができた症例およ

び，肝および67Gaシンチグラムで検出不能であ

ったが減算シンチグラムで診断できた症例をそれ

ぞれ代表例としてFig．2および3に呈示する．

　2・腫瘍の進展形態とシンチグラム所見

　38例の腫瘍の進展形態と各シンチグラムの所見

Table　2

683

Scintigraphic　findings　of　6　nocules　of　primary

hepatic　carcinoma

Tumor
　Slze

1．8cm

3．lcm

4」cm
Lg　cm

3．2cm

4．8cm

Location Colloid　｛；7Ga　Subtrac－
SCan　　　　SCan　　tiOn　SCan

Medial　seg．

Post．　sup．　seg．

Post．　sup．　seg．

Post．　sup．　seg．

Post．　sup．　seg．

Caudate　lobe

）
）
）
）
）
）

（
（
（
（
（
（

を対比した成績をTable　3に示す．

一

一

廿

什

壮

一

（
　

（
　

（
　
（
（
（

（一←）

（一｝一）

臼一）

（＋）

（＋）

（＋）

　肝シンチグラムではび慢型および多発結節型の

陽性率は高いが，孤立型の陽性率の低いことが目

立つ，これに対して減算シンチグラムではいずれ

の型においても高い陽性率が得られた．一方67Ga

の集積程度については型による差はみられなかっ

た．

A

POST

6

●
誓

C

B

POST

D
’

禰
召膨プ

タ

　　　　　　　　PO訂　　　　　　　ANT
Fig．2　Acase　of　primary　hepatic　cellcarcinoma　with　diameter　of　1．9cm（vascularity（・），

　　　solitary　type）．　No　focal　defect　is　found　in　the　colloid　scintigram（A）．　But　an　abnor－

　　　mal　accumulatbll　of　67Ga　is　observed　in　the　upPer　portion　of　the　rt．　lobe（B，　C）．

　　　The　celiac　angiogranl　shows　tumor　vessels　and　a　stain　in　the　same　site（D）．
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A

ANT

c

ANT

B

ANT

D

ANT
Fig．3　Acase　of　primary　hepatic　cell　carcinoma（vascularity（0），　solitary　type）．　No　ab－

　　　normality　is　found　in　both　the　colloid　and　67Ga－citrate　scintigrams（A，　B）．　But　an

　　　abnormal　activity　of　67Ga　is　observed　in　the　upper　portion　of　the　rt．　lobe　in　the

　　　subtraction　scintigram（C）．

Table　3　Scintigraphic　findings　and　gross　forms　in　38　cases　of　primary　hepatic　carcinoma

Colloid　scan 67Ga　uptake Subtraction

Gross　form＊
（＋） （一） （朴）

Difruse

Solitary

Multinodular

Total

　　10
（100％）

　　10
（66．7％）

　　11
（84．6％）

　　31
（81．6％）

　　0
　（0％）

　　5
（33．3％）

　　2
（15．4％）

　　7
（18．4％）

　　6
（60％）

　　8
（53．3％）

　　8
（6L5％）

　　22
（57．9％）

（＋）

4

（40％）

　　4
（26．7％）

　　3
（23．1％）

　　11
（29．0％）

　　（一）

一・　0
　（0％）

　　3
（10．0％）

　　2
（15．4％）

　　5
（13．1％）

　　（＋）

－ 10

（100％）

　　13
（86．7％）

　　12
（92．3％）

　　35
（92．1％）

　　（一）

　　6－7

　（0％）

　　2
（13．7％）

　　1
（7．7％）

　　3
（7．9％）

＊Gross　form　was　determined　by　the　angiographic　findings．

　3．腫瘍の血管分布と67Gaの集積

　肝シンチグラムで欠損像のみられる31症例につ

いて，腫瘍部の血管分布と67Ga集積の程度を比

較した成績をTable　4に示す．血管分布の豊富な

腫瘍では67Gaの集積の強い例が多くみられた．

IV．考 案

　原発性肝癌の外科的治療が積極的に行われるよ

うになった背景として肝癌のスクリーニング検査

法が進歩して比較的早い時期の肝癌の診断が可能

Presented by Medical*Online



原発性肝癌の診断における二核種減算シンチグラムと選択的血管造影所見の対比

Table　4　Vascularity　and　ga川um　uptake　in　primary

　　　　hepatic　carcinoma＊

685

Gallium　uptake
Vascularity＊＊

（w）

（e）

（　）

Total

（十ト）　　　（＋）

11　　　　　7

　4　　　　　7

　0　　　　　1

15 15

」［）

1
0
0
1

＊　Allcases　had　focal　defect　on　the　hepatic　scintigraphy．

＊＊The　vascularity　of　the　hepatic　tumor　was　classified

into　4　groups　as　bellow　from　the　degree　of　the　tumor

vessels　on　the　selective　angiography；markedly　hyper

vascular（朴），　hypervascular（十），　almost　normal（0）

and　hypovascular（一）group．

となったことが挙げられる．

　6？Gaおよび減算シンチグラフイが原発性肝癌

のスクリーニング検査として有効であると考えら

れているが，この方法により実際に細小肝癌の検

出効率が高められるか否かについての十分な検討

は行われていない．

　今回われわれは原発性肝癌の67Gaおよび減算

シンチグラムの所見を，選択的血管造影写真上で

測定した腫瘍径と比較することにより，これらの

核医学的検査法が細小肝癌の検出能を高めること

を明らかにした．

　つぎに原発性肝癌の進展形態は本来肉眼的に判

定されるべき性状であるが，これを選択的血管造

影法によって診断することができると考えられて

いる5・8’9）．今回われわれは原発性肝癌における

67Gaおよび減算シンチグラムの所見を腫瘍の進

展形態と対比した．その結果，肝シンチグラムで

は，進展形態の型によって検出率に差がみられる

のに対して，減算シンチグラムではすべての型に

おいて良い検出率が得られ，特に肝シンチグラム

の弱点である孤立型の原発性肝癌の診断能を高め

る上で減算シンチグラムは意義を有することを明

らかにした．

　原発性肝癌のみを対象としてその血管分布と

67Gaの集積程度を比較した報告は少ない10）．

　一般に原発性肝癌は血管分布の豊富な腫瘍であ

る．今回われわれが検討対象とした31例のうち30

例がhypervascular例であったが，われわれはこ

のhypervascular群をその程度によって二段階に

分類し，67Gaの集積度との対比を行った．その

結果，血管分布の著明に多い症例では67Gaの集

積の強い場合が多く，両者の間にある程度の関連

が存在することを示す成績を得た．しかしながら，

血管分布が軽度増加している症例および増加して

いない症例でも67Gaの集積の強い場合が見受け

られるので67Gaの集積を左右する要因は血管分

布のみでないことも確かである．

　一方Waxmanら10）は原発性肝細胞癌における

67Gaの集積は組織学的所見と深い関係があり，

成熟型では67Gaの集積が強いと述べている．

　一般に成熟型の原発性肝細胞癌では血管分布が

多いとされているので9），血管分布の程度と67Ga

の集積度の結びつきは肝癌の成熟度がその根底に

存在する可能性が考えられたのでわれわれも原発

性肝癌の病理組織学的分化度と67Gaの集積度の

比較を行ったが両者の間にはっきりした相関を認

めなかった．いまだ症例数が少ないので今後さら

に例数を重ねるとともに原発性肝癌の67Gaの集

積に影響をおよぼすと考えられる他の要因につい

ても検討したいと考えている．

V．総　　括

原発性肝癌の診断におけるクエン酸ガリウムお

よび減算シンチグラフィの臨床的意義を明らかに

する目的で，これらの検査成績と選択的血管造影

の所見を対比した．

　1）15例15個の細小肝癌（腫瘍径15～5．Ocm）

のうち，肝シンチグラム単独では5例のみを検出

したに過ぎず，67Gaおよび減算シンチグラムを

用いることにより合計11例の腫瘍を検出し得た．

　2）肝シンチグラムはび慢型および多発結節型

の原発性肝癌の検出率は良いが，孤立型の検出率

が低い傾向がみられた．これに対して減算シンチ

グラムはいずれの型についても検出率が良好であ

った．

　3）腫瘍部の血管分布の豊富な症例では67Ga

の集積の強い傾向を認めた．
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Summary

Comparison　of　Findings　of　Subtraction　Scin吻raphy　Using　Double　Tracers　with　Those

　　　　　　　　of　Selective　Angiography　in　Detecting　P血nary　Hepatic　Carcinoma

Yoshihisa　HAsEGAwA＊，　Shunichi　NAKANo＊，　Motoomi　OKAwA＊＊，　Yo　SAsAKI＊＊＊，

　　　Shingi　IMAoKA＊＊＊，　Jyunnosuke　KoJIMA＊＊＊＊and　Shigeyuki　IsHIGAMI＊＊＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　＊Depart〃lent　of／Vuclear　Medicine，

　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊1）eρart〃le〃t　of　Radiologγ，

　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊＊Deρartment　of　Surgery　a〃d

＊轄＊Depart〃len’6ゾInter〃alルfedic加θThe　Center／br　Adu〃Diseases，0ぷaka

　　To　assess　the　usefulness　of　the　subtraction

scintigraphy　for　the　detection　of　small　primary

hepatic　carcinomas　and，　also　to　elucidate　the　rela－

tionship　between　67Ga－citrate　uptake　by　the　tumor，

and　both　the　gross　form　and　the　vascularity　of　the

tumor，　we　have　performed　comparative　studies

among　the　findings　obtained　by　99mTc－colloid－，

67Ga－citrate－，　the　subtraction　scintigraphy，　and　the

selective　angiography　in　the　38　cases　of　primary

hepatic　carcinomas．

　　Among　15　tumor　nodules　with　the　diameter

smaller　than　5．O　cm，5nodules　were　detected　by

the　colloid　scintigraphy，　3　by　the　67Ga－citrate

scintigraphy　and　another　3　by　the　subtraction

scintigraphy．　The　results　indicate　that　the　67Ga－

citrate　and　the　subtraction　scintigraphy　is　more

preferable　than　the　colloid　scintigraphy　for　the

detection　of　the　primary　hepatic　carcinoma　with

small　size．　The　gross　form　of　the　primary　hepatic

carcinoma　was　classified　into　difruse（10　cases），

multinodular　（1　3　cases）and　solitary　type（15cases）

from　the　angiographic　findings．　The　positive　diag－

nosis　was　obtained　by　the　subtraction　scintigraphy

in　the　whole　of　difruse　type（100％），　in　120f　multi－

nodular　type　（92％）　and　in　13　0f　solitary　type

（87％）．The　colloid　scintigraphy　showed　a　poor

positive　rate　in　solitary　type（66．7％），　compared

with　that　in　diffuse　type（100％）and　multinodular

type（84．6％）．　These　results　suggested　that　the　sub－

traction　scintigraphy　was　more　favorable　than　the

colloid　scintigraphy　in　the　diagnosis　of　primary

hepatic　carcinomas　of　solitary　type．　The　compara－

tive　study　of　the　67Ga－citrate　uptake　with　the

vascularity　in　the　31　cases　of　primary　hepatic

carcinomas　with　focal　defects　in　the　colloid　scan，

was　performed．　In　all　cases　except　one　the　tumors

were　hypervascular　and　in　the　patients　with

markedly　hypervascular　tumor　the　gallium　uptake

was　promlnent．

　　Key　words：67Ga－citrate，　subtraction　scintigra－

phy，　selective　angiography，　primary　hepatic

carClnoma．
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