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《原　著》

肝シンチグラフ／斜位像の必要性に関する検討

一
特に限局性病巣検出能に関して一

小泉　　潔＊　　関　　宏恭＊

多田　　明＊　分校　久志＊

久田　欣一＊

滝　　淳一＊　横山　邦彦＊

油野　民雄＊　利波　紀久＊

　要旨　肝スキャン斜位像の必要性，特に肝内限局性病巣（以下SOL）の検出能に関して検討を加えた．

SOL有の20例およびSOL無の84例を対象とし，まず前後左右の4方向像にて所見を判定し，次いで右前斜

位および左前斜位45度像を追加することにより，その判定が変動するかを検討した．判定は核医学経験6年

以上の熟練者3名および経験3か月の新人3名の計6名の医師が行った．斜位像追加によるSOL有無判定

の変動は新人に多い傾向であった．SOL検出のsensitivityは3名の判定医で改善し，　specificityの改善は1

名のみであった．結局，accuracyでは4名で改善が見られ，新人3名は全員改善を認めた．　ROC解析では，

新人においては6方向像による判定が優れていたが，熟練者ではむしろ4方向像が優れていた．結論として，

斜位像を追加する意義は経験の少ない判定医においてのみ認められたが，症例によっては斜位像が有用であ

る例も存在した．

1．緒　　言

　近年の超音波断層およびX線CTの進歩普及

により，肝内限局性病巣（以下SOLと略）の検索

を目的としたコロイド肝シンチグラフィの施行は，

以前ほどの重要性を有しなくなってきている．し

かしながら，このような状況にあるからこそ，な

お一層肝シンチグラフィの診断精度を向上させる

べく努力せねばならない．

　欧米では肝シンチグラフィに際して，前後左右

像に加え斜位像も撮像することがよく行われてい

るように見受けられる1）．しかし，本邦において

は斜位像は必ずしも一般的に施行されていないの

が現状である．

　肝シンチグラフィに際しルーチンに右前斜位お
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よび左前斜位45度像を加えた6方向像を撮ってい

る当科の関連病院の症例を対象にし，その必要性

を特に肝内SOL検出能に限定して検討を加えた

ので報告する．

II．対象と方法

　対象は1981年7月より1982年4月までの10か月

の間に連続して施行された肝シンチグラフィのう

ち，超音波断層，X線CT，血管造影および臨床

経過などにより確認されたSOL有の20例および

SOL無の84例の計104例である．　SOL有の内訳

は，原発性肝癌あるいはその疑い4例，転移性肝

腫瘍あるいはその疑い14例，肝嚢胞2例である．

SOL有の20例のうち，単発は10例，多発は1C例

である．まず，前後左右4方向像のみからSOL

の有無を判定し，さらにSOL「有」と判定した

場合にはそれが単発か多発かを判定した．次いで，

右前斜位および左前斜位45度像を追加して同様の

判定を再度行い，当初の判定が変動を示すかどう

かを検討した．判定は最終診断を知らない医師6
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人により行われた．6人の内3人は核医学経験6

年以上（熟練者とする）であり，他の3人は経験

3ヵ月（新人とする）である．SOL有無判定は

「有」，「有疑」，「無疑」，「無」に分額しROC解

析2・3）を行った．SOL「有」と判定した場合，その

個数を「単発」，「単発疑」，「多発疑」，「多発」に

分類した．判定の変動が正診に向ったか誤診に向

ったかの評価は，正診方向はプラス，誤診方向は

マイナスとし，「有」「有疑」「無疑」「無」あるい

は「単発」「単発疑」「多発疑」「多発」の中で何

段階変動したかを数値で表現し変動値と仮称した．

例えばSOL有の症例で4方向像の判定が「無疑」

であったのが，6方向像での判定が「有」に変動

したとすれば，変動値＋2とした．

　Sensitivityは有病正診率（true　positive　rate），

sPecificityは無病正診率（true　negative　rate）とし

て算出し，accuracyは全症例のうちの正診された

症例の割合で表現した．

　なお，肝シンチグラフィは日本メジフィジック

ス社製スズコロイド標識用キットを用いて標識し

た99mTc一スズコロイドにより施行し，4mCi投与

5～10分後より低エネルギー用高分解能コリメー

タを装着したSearle社製Pho／Gamma　LFOVに

て撮像した．

Table　1 Different　interpretation　between　6　views　and

4views

No．　of　cases　showing＊Direction　of　the
different　interpretation　　　　deviation

Expert
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　Dr．　B
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Table　2　Different　interpretation　of　the　defect　as

　　　　solitary　or　multiple　between　4　views　and　6
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　　　　defect（s）
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　1．判定の変動

　全104において，肝内SOLの有無判定を4方

向像で行った場合と6方向像で行った場合の変動

をTable　1に示した．判定の変動した症例数は，

熟練者の3人ではそれぞれ15，10，13例であった

のに対し，新人の3人ではそれぞれ21，33，18例

と多かった．判定の変動方向に関しては熟練者と

新人とを区別しうる傾向は見られず，むしろ個人

差が大であり，最も変動値のよかった÷10は新

人の1人であり，最も変動値の悪かった一14は

熟練者の1人であった．

　肝内SOL「有」と判定した場合，その個数を4

方向像と6方向像とで比較し，変動を示した症例

数とその変動値をTable　2に示した．新人の3名

の判定医ともそれぞれ3，2，1例と変動症例があ

ったのに対し，熟練者においては1名の判定医で

1例の変動症例があったのみで，傾向として新人

において変動が多かった．ただしその変動は変動

値で見ると全体として正診の方向であった．

　2．検出能の比較

　SOL検出のsensitivity，　sPecificityおよびac－

curacyを4方向像と6方向像で算出し，　Table　3

に示した．熟練者，新人を問わず，sensitivityに

関しては斜位像を加えることにより改善を示した

判定医は3名で，変動を示さなかったのも3名で

あった．これに対し，specificityに関しては改善

を示したのは1名の判定医のみであり，3名の判

定医ではむしろ改悪を示した．結局，accuracyで

評価すると，斜位像を加えることにより4名の判
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Table　3

肝シンチグラフィ斜位像の必要性に関する検討

Comparison　of　diagnostic　accuracy　between

4views　and　6　views

Sensitivity　　　　Specificity　　　　Accuracy

Expert

　Dr．　A

　Dr．　B

　Dr．　C

Freshman
　Dr．　D

　Dr．　E

　Dr．　F

60．0／70．O＊

65．0／65．0

55．0／55．0

60．0／65．0

55．0／70．0

60．0／60．0

100．0／100．0

95．0／90．5

100．0／97．6

92．9／92．9

86．9／85．7

92．9／96．4

92．3／94．2

89．4／85．6

91．3／89．4

86．5／87．5

80．8／82．7

86．5／89．4

＊4views／6　views（％）

定医で改善が認められ，2名の判定医ではむしろ

改悪を示していた．この改悪を示した2名はいず

れも熟練者であり，新人の3名はいずれも改善を

示した．

　4方向像および6方向像でのSOL検出能に関

しRoc曲線を描きFig．1および2に示した．

1147

熟練者および新人を区別せずにROC曲線を描く

と，Fig．1のように4方向像での判定と6方向像

での判定では類似した曲線を描き，両曲線の交叉

が認められる点，優劣がっけられなかった．熟練

者と新人を区別してROC曲線を描くと，　Fig．2

のように全体として熟練者の診断能が新人の診断

能より優れていることが示された．しかし，熟練

者においては，6方向像よりも4方向像における

判定の方が優れている傾向を示した．それに対し

て，新人においては一部曲線の交叉を示すものの，

6方向像による判定の方が4方向像よりも優れて

いる傾向を示した．

　3．症例呈示

　今回の検討において問題となった症例を次に呈

示する．

　症例1：肝左葉に転移性腫瘍がCT（Fig．3a）お

よび超音波断層により確認されている．肝シンチ
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Fig．1　ROC　curves　obtained　from　interpretations　using　4　views　and　6　views．　The　dia・

gnostic　accuracy　is　the　same　between　the　two．
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　　　　　　　　　　　　　　　False　positive　ratio

Fig．2　ROC　curves　obtained　when　the　observers　are　devided　into　two　groups：experts

　　　and　freshmen．　Note　the　interpretation　of　the　freshmen　using　4　views　is　least

　　　accurate．

グラフィ（Fig．3b）において，4方向像での判定

はいずれの判定医においてもSOL「無」あるいは

「無疑」であったが，斜位像を加えることにより

6名の判定医中4名がSOL「有」あるいは「有疑」

という判定に変動を示した．そのうち，新人の1

名においては4方向像「無」から6方向像「有」

への最大の変動を示した．この症例は今回の検討

中でも6方向像によるSOL検出能の向上が顕著

に認められた症例のうちの一つである．

　症例2：肝硬変の症例であるが，右葉後区域に

肝細胞癌を合併しているのがCT（Fig．4a）により

確認されている．肝シンチグラフィ（Fig．4ヒ）に

おいて，4方向像では十分SOLを指摘すること

ができず，特に右側面像においてはRI摂取の充

進した脾によるshine－through4）のため，一見肝右

葉後区域は正常に描出されているように思われる．

しかし，右前斜位像では右葉後区域の欠損が十分

疑われた．

　症例3：胆のう癌の症例，CT（Fig．5a）にて肝

への直接侵潤が認められている．肝シンチグラフ

イ（Fig．5b）において，前面および右側面像にて

右葉下縁はやや不整な印象を与える．右前斜位像

においても同部の明らかな欠損とはいえないもの

の，やはり同部の不整な印象は強く，結局，斜位

像の追加により6名の判定医中3名にて「有疑」

→「有」，1名にて「無」→「有疑」と正診方向に変

動した．他の2名では変動はなかった．

　症例4：胃癌術後で肝転移検索を目的としてCT

を施行した（Fig．6a）．　CT上肝転移は否定された

が，右葉前区域が萎縮し，その部に腸管が入り込

んでいるのが認められた．肝シンチグラフィ（Fig．

6b）において，4および6方向像での判定は3名

の判定医で「有疑」→「有」と変動を示し，他に

「無疑」→「有」および「無」→「無疑」が各1名と
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Fig．3　Metastatic　liver　tumor　in　the　left　lobe．

　　　a．　CT　scan　shows　a　low　attenuation　area

　　　（arrow）in　the　left　lobe　of　the　liver．

　　　b．　It　is　dif日cult　to　point　out　the　SOL　in　the

　　　standard　4　views．　RAO　view　discloses　apparent

　　　defect（arrow）in　the　left　lobe．

全体として斜位像追加により誤診の方向（false

positive）へ変動を示した．

IV．考　　察

画像診断において，ある一つの検査法が優れて

いるかどうかの評価は，その検査法自体の物理的

な特質のみならず，それを用いた判定医の能力に

もかかわっている．したがって，その検査法の有

用性を検討する際には判定医の能力を規定して行

わねばならない．それ故，今回肝スキャン斜位像

のSOL検出能を検討するに際して，われわれは

b

IA

饗籍・
　　　　　R’

麟磯
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趨

曇
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L

LAO
Fig．4　Primary　hepatoma　in　the　right　lobe　of　the　liver

　　　having　a　liver　corrhosis．

　　　a．　CT　scan　shows　a　low　attenuation　area

　　　（arrow）in　the　right　Iobe　of　the　liver，

　　　b．　Compared　with　additional　oblique　views，

　　　standard　4　images　are　inadequate　to　evaluate

　　　the　lesion　in　the　right　lobe．

判定医を熟練者と新人に分けた．

　肝内SOLの有無判定および肝内SOLの個数

の判定に際し，いずれも新人の方が熟練者に比し

斜位像を追加することによる変動症例が多い傾向

を示していた．この理由として，自分自身の診断

基準を十分に確立していない新人においては，ス

キャン方向の多い程，すなわち判断するための材

料が増加する程その判断に迷いが生じ，容易に判

定が変動したものと考えられる．しかしながら，
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Fig．5　Gallbladder　cancer　invading　the　right　lobe　of

　　　the　liver．

　　　a．　CT　scan　shows　an　indefinitely　marginated

　　　low　attenuation　area　in　the　gallbladder　fossa

　　　（arrOW）．

　　　b．　RAO　view　shows　the　lesion　more　clarly

　　　than　the　standard　4　views．

ROC曲線で見ると，新人においては4方向像よ

りも6方向像での診断能が優れている点，このよ

うな経験の乏しい判定医においては多方向像によ

る判定が診断能を向上させるものと思われた．こ

れに対して，熟練者においては斜位像を追加する

ことにより，全体としての診断能が低下している

傾向が示された．この理由として推察されること

は，今回の検討では核医学経験年数の多い者を熟

練者としたのだが，4方向像に関しては確かに熟

練者ではあるが，必ずしも斜位像を見慣れている

b

、◇k

A

剣ゆ．
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〉ら

撫
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　　　　　　　　RAO　　　　　LAO
Fig．6　Atrophy　in　the　right　lobe．

　　　a．　CT　scan　discloses　no　SOL　in　the　right　lobe．

　　　b．　Standard　4　views　show　no　SOL，　but　RAO

　　　view　seems　to　show　SOL　in　the　gallbladder

　　　fossa．　RAO　view　gives　false－positive　inter－

　　　pretatlon．

わけではない．したがって4方向像で十分正診に

近い判定をしているのにもかかわらず，「斜位像

がSOL検出に有用であろう」という誤った先入

観にとらわれ，6方向像においてfalse　positiveが

増加したためと思われる．したがって，今後斜位

像も見慣れたすべての意味での熟練者において，

このような検討を再検すべきものと思われた．今

回のROC曲線による検討では，熟練者では6方

向像より4方向像の方が，新人では4方向像より

6方向像の方が診断能は優れていたが，いずれに

しても，全体として熟練者の方が新人より診断能
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は優れていた．その理由として，新人において相

対的にfalse　positiveが多い傾向にあったことが

考えられ，経験の少ない医師はfalse　positiveが多

いという報告5）によく一致する所見であった．

　結局，熟練者においては今回の検討のみからは

断言できないものの，新人においては斜位像を追

加する意義は十分認められた．Lentleら6）も斜位

像が良好に欠損を描出している例を報告している

が，今回の検討においても，特に症例1のごとく

右前斜位像のみが欠損を描出しえた例があり，こ

のような例では斜位像は必須である．最近のいく

つかの画像診断法の中で，特に肝シンチグラフィ

に期待されるものとして，一つにスクリーニング

法としてのひろい上げ診断に主眼がおかれるとす

るならば，当然異なる方向から数多く撮るべきも

のと思われる．4方向像でSOL有疑いにとどま

るものの，斜位像がより明瞭にSOLを描出して

いる場合には確かに斜位像は有用であるといえる．

それに対して，4方向像でSOL有疑い，斜位像

だけでもSOL有疑いの所見を呈していた場合で

あっても，この斜位像における「SOL有疑い」と

いう所見は，4方向像における「SOL有疑い」と

いう所見に再現性を与えるものであって，したが

って斜位像を加えることにより全体としてSOL

有の方向に変動を示しうるという消極的な意味で

の斜位像の有用性は考えることができる．

　今回の検討では，斜位像として右前斜位と左前

斜位を採り上げたが，右前斜位像は確かに有用な

例がいくつかあったものの，それに比して左前斜

位像のSOL検出能に関しては，その有用性は低

い印象を受けた．右後斜位像の検討は行ってはい

ないが，実際のルーチン撮像に際して，右前斜位

像は撮るとしても撮像枚数を限定するなら，左前

斜位を加えるか右後斜位を加えるかは議論のある

ところであろう．その際，単なるSOL検出能の

立場からのみでなく，肝全体の形態や大きさの評

価を行うという立場（実際，CTや超音波に比較

して肝シンチグラフィはこの立場を主張すべきと

思われるのだが）からも考慮すべきと思われる．

　今回の検討の対象となったSOLの大きさは小
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さいもので直径1～2cmである．　CTあるいは超

音波にて認められたこのような小さい病巣に一致

して肝シンチグラフィにて，欠損とまではいかな

いがRI分布不明均一を見る場合，その所見が真

に病巣を反映しているのか，あるいは単にカメラ

視野の不均一性あるいは光子の統計変動などによ

るアーチファクトが偶然病巣に一致して認められ

たのかは，ガンマカメラの物理的検出限界を考慮

してもその客観的な判断は容易ではない。したが

って，特にSOLが小さい場合においては斜位像

追加の必要性は，このようなアーチファクトの再

現性という要素もかかわってくるものと考えられ，

今後SOLの大きさあるいは部位別に斜位像追加

の意義を検討する際，注意すべきであろう．

　最近の画像診断法の進歩は目ざましく，各種画

像診断法の有効度を比較検討した報告には枚挙を

いとわない．しかし，今回の検討から推察するに，

同じ検査法であってもその撮り方や判定医の経験

によってその有効度に差異が出ることは十分考え

られ，今後このような比較検討に際しては十分注

意すべきものと考える．さらに日常ルーチンの画

像診断に際しても，各施設，各判定医の診断能が

最高になるように撮像方法や経験年数を考慮した

診断医の判定基準を十分検討することが望まれる．

V．結　　論

　肝スキャン斜位像のSOL検出能を全例104を

対象とし，6名の医師による判定に基づき検討し

た結果，次の結論を得た．

　1）斜位像追加によりSOL有無判定あるいは

個数判定の変動は新人に多い傾向であった．

　2）斜位像を追加することにより，SO］L検出の

sensitivityは3名の判定医にて改善し，他の3名

においては変わらなかった．

　3）specificityは改善を示したのは1名のみで

あり，3名ではむしろ改悪を示した．

　4）結局，accuracyは4名で改善し，2名で改

悪を示したが，新人の3名は全員改善を示した．

　5）ROC解析では，全体的には斜位像追加に

よる診断能の差異はないが，新人においては斜位

Presented by Medical*Online



1152 核医学　20巻8号（1983）

像追加による判定の方が優れていた．

　6）全体として熟練者の診断能が新人よりも優

れていたが，熟練者では4方向像における判定が

優れていた．

　以上より，斜位像を追加する意義は経験の少な

い判定医においてのみ認められたが，症例によっ

ては斜位像が有用である例も存在した．あるひと

つの画像診断法の有用性を評価する上で，その画

像の撮り方のみならず，判定医の経験が結果に影

響を及ぼす可能性が示され，今後の各種画像診断

法を比較評価する上で注意すべき点の一つと考え

られた．

　本論本の要旨は第22回日本核医学会総会（昭和57年

11月於東京）にて発表した．
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Summary

Are　Oblique　Views　Necessary　for　Detecting　Space　Occupying　Lesions

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　in　Liver　Scintigraphy？

Kiyoshi　KolzuMI，　Hiroyasu　SEKIk　Junichi　TAKI，　Kunihiko　YoKoYAMA，

　　　Akira　TADA，　Hisashi　BuNGo，　Tamio　ABuRANo，　Norihisa　ToNAMI

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　Kinichi　HlsADA

Dep〃’〃2θ〃t　of∧「uclearルtedicineぷchool　Of　Medici，〃e，　Ka〃azawa伽versity

　　In　colloid　scanning　of　the　liver　to　determine　the

presence　or　absence　of　SO］L（s），　it　has　been　sug－

gested　that　oblique　views　are　desirable．　However，

it　is　not　popular　in　Japan　to　obtain　oblique　views

in　routine　liver　imgaing．　The　present　study　was

conducted　to　determine　whether　such　additional

views　are　necessary　or　not．1」ver　images　of　20

patients　with　SOL（s）and　84　patients　without　SOL，

all　of　which　were　confirmed　by　ultrasonography，

transmission　computed　tomography　and／or　clini・

cal　course，　were　evaluated　initially　using　4　standard

views　and　then　adding　oblique　views　by　6　phy－

sicians（3　experts　and　3　freshmen　in　nuclear　me－

dicine）．　The　numbers　of　cases　showing　different

interpretation　between　4　views　and　6　views　were

15，10and　13　each　when　interpreted　by　3　experts．

However，　those　were　21，33　and　18　each　when

interpreted　by　3　freshmen．　Sensitivity　for　detecting

SOL　was　improved　in　3　physicians　by　adding　ob・

lique　views，　but　was　the　same　in　other　3．　Specificity

was　improved　in　only　one　physicinan．　Overall

accuracy　was　consequently　improved　in　4　physi－

cians　and　was　deteriorated　in　2　physicians．　ROC

analysis　revealed　that　in　the　freshman　group　more

accurate　interpretation　was　attained　by　using　6

views，　but　in　the　expert　group　false－positive　cases

were　increased　by　using　6　views．　Some　cases　show－

ing　usefulness　fbr　detecting　SOL　were　presented．

In　conclusion，　oblique　views　gave　more　accurate

interpretation　in　inexpertienced　observers，　and

usefu1　information　in　some　cases．

　　Key　words：　Liver　scintigraphy，　Oblique　view，

ROC　analyisis，　Space　occupying　lesions，　Detecta－

bility．
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