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《原　著》

Segmental　Biliary　Obstructionの肝胆道シンチグラム像

油野　民雄＊
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桑島　　章＊＊＊石田　博子＊

松平　正道＊＊

利波　紀久＊

　要旨Segmental　biliary　obstruction（SBO）11例と，肝胆道疾患陰性29例の検討結果から，次のごとき結

論を得た．1）　SBOの肝胆道シンチグラム像は，閉塞部および閉塞部よリ末梢の肝内胆管がまったく描出さ

れない完全閉塞と，閉塞部および閉塞部より末梢の肝内胆管の描出遅延と排出遅延の不完全閉塞とに大別さ

れた．2）一次分枝より末梢での完全閉塞の場合は，SBOの存在を指摘することは困難であったが，一次分

枝の完全閉塞および不完全閉塞では，その特徴的シンチグラム所見からSBOの存在を容易に指摘するこ

とが可能であった．以上，肝胆道シンチグラフィは，SBOの臨床的評価法として有効と思われた．

1．はじめに

　従来より，肝胆道シンチグラフィは，胆汁うつ

滞，急性胆嚢炎，乳児黄疸，体質性黄疸，先天性総

胆管拡張症，胆汁漏出等，種々の肝胆道疾患の臨

床的評価法として有用なことが一般に広く認識さ

れてきた1・2）が，近年新たに総肝管の左右分岐部よ

り末梢の肝内胆管の閉塞であるsegmental　biliary

obstruction（以下SBOと略）を呈する疾患の臨床

的評価に，有効なことが指摘されている3）．

　しかしながら，SBOにおける肝胆道シンチグ

ラフィの有用性に関しては，原発性および転移性

腫瘍4），ならびに肝内結石5～8）で他の肝胆道疾患

ではみられない特徴的所見を呈することが報告さ

れているものの，肝胆道シンチグラフィの臨床的

有用性が一般に広く認識されていないのが現状で

ある。金沢大学病院核医学診療科では，昭和52年

7月以来昭和58年11月の今日に至るまで，約450

例に及ぶ99mTc標識化合物による肝胆道シンチグ
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ラフィを実施してきたが，今回SBOを対象とし

て，その特徴的シンチグラム像の臨床的意義につ

き検討したので報告する．

II．対象と方法

　手術，PTC，　ERCP，　CT，超音波等により診断が

最終的に確定された肝内結石10例（左肝内結石6

例，右肝内結石4例，うち3例は術後遺残結石），

右肝内胆管悪性腫瘍（細胆管癌）1例の計11例の

SBOを対象とした．

　肝胆道シンチグラフィは，99mTc標識化合物

（主として99m　Tc－diethyl　IDA（DEIDA）使用）を

5～10mCi静注後，　Pho　GammaVカメラを用い，

仰臥位の状態にて肝臓部を含む上腹部の放射能の

変化を，経時的に撮像した．

III．結　　果

　1．SBOの肝胆道シンチグラム像

　Table　lに，　SBO　11例の内訳（診断名，血清

総ビリルビン値，および肝胆道シンチグラム所

見）を示した．今回の11例の検討結果，SBOの

肝胆道シンチグラム所見は，次の2つのタイプに

大別された．第1は，閉塞部および閉塞部より末

梢の肝内胆管の描出が，非閉塞部の肝内胆管の描

出よりも遅延し，かつ非閉塞部の肝内胆管よりの

放射能が消失した後も，閉塞部および閉塞部より
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Table　l　Hepatobiliary　scintigram　in　l　l　patients　with　segmental　biliary　obstruction

Patients Diagnosis Tot．　bilirubin

1．S．S．

2．　M．H．

3．　Y．H．

鼠

90

M

＆

H
＆

4
く
∨
1
0
7．　S．Y．

8．S．U．

9．T．H．

10．　K．N．

11．T．S．

1－intrahepatic　stone†

1－intrahepatic　stone

r－intrahepatic　stone†

（choledocal　stone）

r－intrahepatic　stone†

r・・intrahepatic　stone

1－intrahepatic　stone

（choledocal　stone）

1－intrahepatic　stone

1－intrahepatic　stone

（gall　stone）

r－intrahepatic　stone

1－intrahepatic　stone

r£holangiocellular

carclnoma

2．4mg／dt

4．4mg／dl

L3　mg／d1

0．6mg／d1

1．5mg／d1

1．2mg／dノ

4．5mg／dl

O．7mg／d1

0．8mg／dt

O．5mg！dt

1．l　mg／dt

†postoperative　patients，　＊false　negative　scintigram　patients

Scintigram　finding

complete　obst．＊

incomplete　obst．

incomplete　obst．

incomplete　obst．

incomplete　obst．

incomplete　obst．

incomplete　obst．

incomplete　obst．

complete　obst．＊

complete　obst．

complete　obst．

末梢の肝内胆管にRI貯留がみられる不完全閉塞

型である．第2は，非閉塞部の肝内胆管は正常に

描出されるものの，閉塞部および閉塞部より末梢

の肝内胆管が，経時的イメージ上一貫して描出さ

れない完全閉塞型である．

　今回の11例中7例は不完全閉塞所見を呈し，

シンチグラム所見のみでもSBOの存在が指摘可

能であった．一方，完全閉塞所見は残り4例でみ

られたが，そのうちシンチグラム所見よりSBO

の存在が指摘可能であったのは4例中2例であり，

残り2例ではシンチグラム所見からSBOの存在

を指摘することは因難iであった．（false　negative所

見を呈した2例中1例（症例No．1）は，閉塞部の

みならず非閉塞部の肝内胆管も描出されず，また

残り1例（症例No．9）は，右肝内胆管前枝の肝内

結石例であるが，胆嚢イメージの重なりも原因し

てか明らかなSBOの存在を指摘することが困難

であった．）

　2．肝胆道疾患陰性群における肝内胆管描画度

　肝胆道シンチグラム上よりSBOの有無を評価

する際，特に完全閉塞型SBOを評価しようとす

る場合，正常例で肝内胆管がどの程度描出される

かが問題となってくる．そこで，肝胆道系に異常

がみられなかった29例の99mTc標識化合物によ

Table　2　Sensitivity　in　the　visualization　of　intrahepatic

　　　　biliary　tree　on　the　29　patients　without　hepato－

　　　　biliary　disease

1）Right　intrahepatic　duct

　Right　hepatic　duct

　Anterior　branch

　Posterior　branch

2）　Left　intrahepatic　duct

　Left　hepatic　duct

　Medial　branch

　Lateral　branch

100％（29／29）

　7％（　2／29）

55％（16／29）

100％（29／29）

41％（12／29）

31％（　9／29）

る肝胆道シンチグラム像につき，肝内胆管の描出

度を検討した結果を，Table　2に示した．

　29例の正常肝胆道シンチグラム像の検討結果

では，一次分枝である左右肝管は，左右ともに

100％描出がみられた．一方，二次分枝では，右

肝内胆管後枝は55°／．．左肝内胆管内側枝は41％，

左肝内胆管外側枝は31％に描出がみられたもの

の，右肝内胆管前枝は，胆嚢との重なりが起因す

るためか，わずか2例の7％に描出がみられたに

すぎなかった．なお，二次分枝より末梢の肝内胆

管は，正常シンチグラム上では，全例に描出がみ

られなかった．

　したがって，不完全閉塞型SBOでは，閉塞部

の描出遅延と排出遅延の特徴的所見からシンチグ

ラム上より容易に評価が可能なものの，完全閉塞
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Fig．　la　9・　9mTc　－d　iethyl　1　DA　hepatobiliary　scintigram（1：5min．，2：10　min．，

　　　　3：20min．，4：30　min．，5：45　min．，6：60　min．，7：90　min．，8：120　min．，

　　　　9：180min．）．　The　involved　left　intrahepatic　duct　showed　the　delayed

　　　　filling　and　the　prolonged　retention　on　the　serial　images．

、ぜ・

鷲
M“，’

ざ鴫

Fig．1b

▲
雫

ノ　夢
驚

燃
　
・
ば
ぶ

漸
欝＼

噸

Endoscopic　cholangiogram．　Multiple　calculi

were　found　in　the　dilated　left　intrahepatic　duct．

Fig．1　M．H．（No．2）．　Left　intrahepatic　stone（incomplete　segmental　obstruction）．

型SBOでは，評価が可能な一次分枝の閉塞を除

き，一次分枝より末梢での閉塞の場合は評価が困

難と思われた．

IV．症　　例

1・不完全閉塞型（Fig．1）

症例No．2，35歳，女性， 左肝内胆管遺残結石

（胆道結石で過去4回，胆道系の手術を施行）．

　99mTc－diethyl　IDAによる肝胆道シンチグラ

ム（Fig．1a）では，右肝内胆管の描出（10分～20分

後）に比べ左肝内胆管は遅れて描出（45～60分後）

され，右肝内胆管からRlが排出（120～180分後）

された後も，左肝内胆管にRI残留を認める．内

視鏡的逆行性胆道造影（Fig．　l　b）では，左肝内胆
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Fig．2a　99mTc－diethyl　IDA　hepatobiliary　scintigram（1：5min．，2：10min．，3：10mil1．

　　　　（right　lateral　view），4：20　min．，5：30　min．，6：60　min．，7：120　min．，8：240　min．）．

　　　　The　involved　left　intrahepatic　duct　was　not　pers　istently　visualized　on　the　serial

　　　　lmages・

Fig．2b Endoscopic　cholangiogram．　Complete　ob－
struction　was　found　at　the　left　hepatic　duct．
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Two　calculi　were　found　ln　the　dilated　left

hepatic　duct．

Fig．2　K．N．（No．10）．　Left　intrahepatic　stone（complete　segmental　obstruction）．

管の拡張とともに，内部に多数の結石の存在が示

唆される．

　2．完全閉塞型SBO（Fig．2）

　症例No．10，42歳，女性，左肝内胆管結石．

　99mTc－diethyl　IDAによる肝胆道シンチグラム

（Fig．2a）では，右肝内胆管の描出および排出には

異常がみられないものの，左肝管を含む左肝内胆

管はまったく描出されず完全閉塞所見を呈してい
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Fig．3a　99mTc－PMT　hepatobiliary　scintigram　（1：5min．，2：10　min．，3：20　min．，4：

　　　　30min．，5：45　min．，6：60　min．，7：90　min．，8：1　20　min．）．　No　clear－cut　abnor－

　　　　malities　were　found　on　the　serial　images，　prospectively．
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lncomplete　obstruction　was　found　at　the

anterior　branch　ofthe　right　intrahepatic　duct．
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Fig．3c　Ultrasonogran1・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Acalculous　was　found　in　thc　focal　area　of　the

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　dilated　anterior　branch　（right　intrahepatic

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　duct）．

Fig．3　T．H．（No．9）．　Right　intrahepatic　stone（negative　scintigram　case）．

る．

　内視鏡的逆行性胆道造影（Fig．2b）では，左肝内

胆管に閉塞がみられ，X線CT（Fig．2c）では，左

肝内胆管の拡張とともに内部に結石の存在を認め

る．

　3・　false　negative｛列（Fig．3）

　症例No．9，45歳，男性，右肝内胆管（前枝）結

石．

　99nlTc－PMTによる肝胆道シンチングラム（Fig．

3a）では，右肝内胆管前枝を除く肝内胆管と総胆

管にRI貯留像がみられるものの，右肝内胆管前

枝の描出がみられない．（しかしながら，正常肝胆

道シンチグラム上では，右肝内胆管前枝の描出が

きわめてまれにしかみられないことや，胆嚢像の

重なりも影響して，本例では，SBOの存在をシ

ンチグラム上より指摘することは困難である．）
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内視鏡的逆行性胆道造影（Fig．3b）では，胆道系

の拡張（軽度）とともに，右肝内胆管前枝に部分

的閉塞がみられる．電子スキャンによる超音波像

（Fig．3c）では，右肝内胆管前枝に部分的拡張を認

めるとともに内部に結石像を認める．

V．考　　案

　SBOとは，総肝管の左右分岐部より末梢の肝

内胆管に生じた閉塞であり，結石や新生物により

生じるとされているが，原因が悪性腫瘍（原発性

および転移性）によることが多い欧米9・10）に比べ，

日本や台湾等の東方諸国では結石によることが圧

倒的に多い11・12）と，報告されている．事実，今回

の検討でも，SBO　l1例中10例が肝内結石による

ものであった．

　このようなSBOの診断に際しては，　IVC，　DIC

の排泄性胆道造影法ではあまり有用な情報が得ら

れず12），侵襲的診断法であるPTCが不可欠の診

断法とされてきた．しかし，近年，超音波9）やX

線CT13）とともに，肝胆道シンチグラフィ4～8）が

SBOの有力な診断法として報告されるに伴い，

PTC施行前のSBOに対する一次的スクリーニン

グ法としての役割が期待されつつある．

　SBOの肝胆道シンチングラム像は，今回の結

果から一般に2つの所見に大別された．1つは，

閉塞部および閉塞部より末梢の肝内胆管の描出遅

延と排出遅延の不完全閉塞型所見であり，他の1

つは閉塞部および閉塞部より末梢の肝内胆管が完

全に描出されない完全閉塞型所見である．不完全

閉塞に関しては，従来，Whangら5）の“local

residual　liver　activity”所見の報告がみられるし，

完全閉塞に関しては，Zemanら4）の“photon
deficient　dilated　bile　ducts　in　one　segment　of　the

biliary　tree”所見としての報告があり，他の報告

6”8）でも2つの所見のいずれかを述べている．し

たがって，これらの特徴的所見を示せば，SBOの

診断は比較的容易と思われる．

　しかしながら，肝内胆管を評価する場合，常に

問題となるのは，正常例で肝内胆管がどの程度描

出されるかであろう．特に不完全閉塞を呈した場

合はその特徴的所見からSBOの診断は容易と思

われるが，末梢の肝内胆管が描出されないからと

いってただちに完全閉塞に結びつけることが可能

か否か，常に問題となろう．今回の29例の正常

シンチグラム像の検討結果では，左右肝管は

100％描出されたものの，左右肝管より末梢の二

次分枝での描出率はそれぞれ異なり，特に右肝内

胆管前枝では7％（2例）の描出率を示したにすぎ

なかった．したがって完全閉塞の場合，一次分枝

である左右肝管の一方の閉塞ではSBOの存在を

指摘することは可能なものの，一次分枝より末梢

での閉塞ではSBOの存在を指摘することは著し

く困難と思われた．

VLおわりに

　今回，SBOの99mTc標識化合物による肝胆道シ

ンチグラム像に関し検討し，以下のごとき結論に

達した．DSBOのシンチグラム像は，閉塞部お

よび閉塞部より末梢の肝内胆管がまったく描出さ

れない完全閉塞と，閉塞部および閉塞部より末梢

の肝内胆管の描出遅延と排出遅延の不完全閉塞に

大別される．2）一次分枝より末梢の肝内胆管の完

全閉塞では，SBOの存在を指摘することは困難

であるが，一次分枝の完全閉塞，および不完全閉

塞では，その特徴的シンチグラム像から，SBOの

存在を容易に指摘することが可能である．

　以上，肝胆道シンチグラフィは，臨床上種々の

適応を有するが，SBOの評価に関しても，従来

不可欠の検査と考えられたPTCの前段階のルー

チン検査として，超音波やCTとともに今後臨床

的に広く普及すべき検査法と思われる．

　（本論文の要旨は，昭和58年9月23日～25日，高槻市

で開催された第23回日本核医学会総会で発表した．）
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Summary

Hepatobiliary　Scintigraphy　in　Segmental　Biliary　Obstruction

Tamio　ABuRANo＊，　Akira　KuwAJIMA＊＊＊，　Hiroko　IsHIDA＊，　Norihisa　ToNAMI＊，

　　　　　　　　　　　　　Kinichi　HisADA＊and　Masamichi　MATsuDAIRA＊＊

＊Deρa〃〃le〃t　of／Vuelear　Medicine．　School　of　Medici〃e，　Ka〃azawa　（ノ〃iversity

＊＊Central　Radioiso’oρe　Serv’（・e，　Ka〃azawaσ〃ivers〃γ1／osp〃a∫，　Ka〃azawa

＊＊＊Z）epart〃ient　of　Radio／og．y，　Ohohashi〃osp’tat，　Toho　U〃↓versitγ，　Tokγo

　　Eleven　patients　with　segmental　biliary　obstruc－

tion（ten　patients　with　intrahepatic　stone　and　one

patient　with　cholangiocellular　carcinoma）and

twenty－nine　patients　without　hepatobiliary　disease

were　examined　to　evaluate　the　usefulness　of

hepatobiliary　scintigraphy　in　segmental　biliary

obstruction．

　　Nine　out　ofeleven　patients（82％）with　segmental

biliary　obstruction　showed　the　characteristic

segmental　abnormalities　on　the　hepatobiliary

scintigram，　and　the　determination　of　segmental

obstruction　was　easily　made．　In　these　nine　patients，

seven　showed　the　incomplete　obstruction　of　the

delayed　filling　and　prolonged　retention　at　the

involved　obstructive　intrahepatic　duct．　And　the

other　two　patients　showed　the　complete　obstruction

of　the　absence　of　radioactivity　at　the　involved

primary　branch　of　the　intrahepatic　duct．

　　In　the　remained　two　patients　only（18％），　no

segmental　abnormalities　could　be　pointed　out　on

the　hepatobiliary　scintigram，　although　the　involved

obstructive　intrahepatic　duct　was　not　visualized．

　　Itis　suggested　that　the　hepatobiliary　scintigraphy

may　be　accepted　as　one　of　the　useful　non－invasive

procedures　for　the　detection　of　the　segmental

biliary　obstruction．

　　Key　words：　Segmental　biliary　obstruction，

Hepatob川ary　scintigraphy，　Intrahepatic　stone．
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