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《原著》

肝内SOL検出におけるSPECTの有用性と問題点

一
ROC解析による検討一

油野　民雄＊　　中嶋　憲一＊

分校　久志＊　　前田　敏男＊

松平　正道＊＊

松田　博史＊　多田　　明＊

利波　紀久＊　久田　欣一＊

　要旨　確定診断がなされた83症例（肝内SOL　27例含む）を対象として，核医学医師4人の判読により，

肝内SOL検出におけるSPECTとconventional　imagingの比較検討を，　ROC解析により行った結果，以

下のごとき結論に達した．1）肝内SOLの検出には，両検査の併用が最も良好な結果を示したが，単独の

比較では，SPECTがより良好な結果を示した．2）深部小病変や肝RI摂取低下例での病変の検出には，

SPECTの方が明瞭にSOLの存在を指摘できた．逆に表在性小病変の検出には，　conventional　imagin9の

方が明瞭にSOLの存在を指摘できた．以上，核医学検査による肝内SOL検出向上には，　SPECT　conven・

tional　magingを単独で施行することなく，　conventional　imagingに引き続いてSPECTを実施することの

有用性が示唆された．

1．はじめに

　近年，single　photon　emission　computed　tomo・

9raPhy（以下SPECTと略）は，脳や心疾患を対象

として臨床的有用性が広く知られているが，肝疾

患，ことに肝内space　occupying　lesion（以下

SOLと略）の検出に関しても，従来のplanar

imagin9である肝シンチグラフィ（以下conven－

tional　imagingと略）に比べ検出成績が優ること

から，臨床的有用性が高いことが報告されてい
る1”’5）．

　しかしながら，SPECTの有用性に関する多く

の報告は，conventional　imagingにSPECTを併

用して評価したものであり，純粋にSPECT単独

により肝内SOLの有無を評価した報告は多くは

ない．また，SPECTの臨床的有効度を定量的に
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評価（ROC解析による）した報告もきわめて少な

い．

　したがって今回，conventional　imagingと

SPECTを同時施行したなかから，確定診断がな

された症例のみを対象として，肝内SOL検出に

おけるconventional　imagingとSPECTの比較を

ROC解析により行い，　SPECT法単独による肝

内SOL検出の有用性と問題点を臨床的に検討し

たので，報告する．

II．対象と方法

　1．対　　象

　昭和58年3月より昭和59年1月までに，金沢大

学病院医学診療科にてconventional　imagingと

SPECTを同時施行し，手術・剖検・血管造影・

CT・超音波等にて肝内SOLの有無が確定した83

例を対象とした．Table　1に肝内SOL　27例を含

む83例の内訳を示した．

　2．方　　法

　1）conventional　imaging，　SPECT：被験者に

99mTc一スズコロイド4－5　mCiを静注し，約20～30

分後に，高分解能コリメータを装着したLFOV型
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Table　l　Materials

核医学　21巻11号（1984）

1．　focal　hepatic　disease：27　cases

　　hepatoma；18
　　metastatic　liver　cancer；5

　　cyst；2

　　hemangioma；1
　　hematoma；1
2．　nonfocal　diffuse　hepatic　disease：23　cases

　　cirrhosis；12
　　0ther　dif『u3e　hepatic　disease；11

3．　other　disease；33　cases

　　malignant　disease；25

　　benign　disease；8

ガンマカメラにて，X線フィルムを用いconven－

tional　image　4方向像（前面，右側面，左側面，

後面）を撮像した．引き続きSPECTを施行した

が，SPECTは対向型ガンマカメラ（島津ZLC－75

型）を用い，1方向30秒にて6度ごと60方向（計

360度）のデータ採取を行った．SPECT横断面の

再構成は，得られた60方向像よりフィルタ逆投影

法で行い，肝臓下縁から上縁までの，スライス厚

さ1．2cm，64×64マトリックスで再構成したもの

を内挿して128×128マトリックスで表示した横断

面像を得た．さらに得られた横断面像より，前額

面，矢状面の断層像を得た．

　2）SOLの判定：確定診断がなされた83症例

の読図は，診断結果を知らされていない経験5年

以上の核医学専従医4人により行われたが，まず

SPECT像単独よりSOLの有無を評価し，次いで

2～3週後にconventional　image単独よりSOLの

有無を評価し，さらに2～3週後にSPECT像に

conventional　imageを併用してSOLの有無を評

価した．肝内SOL有無の評価に際しては，　ROC

解析のため，4段階評価（SOLなし，なしの疑い，

有りの疑い，有り）を行った．

SOL検出成績を示したものの，それぞれ単独時

では，SPECT像の方がconventional　imageより

も良好な検出成績を示した．

　Table　2に，「SOL有」および「SOL有疑」を

SOL陽性と評価した場合の1iberal　interpreta－

tion，「SOL有」のみをSOL陽性と評価した場

合のstrict　interpretationでの，　SPECT像，　con－

ventional　imageそれぞれ単独時および併用時にお

ける有病正診率（sensitivity）と無病正診率（spec一

III．結　　果

True　Posit「ves
1．0

0．5

0

0

O　　SPECT　＆　conventional

　liver　scintigram

COnVentiOnal　liver
scintigram

　0．5
False　Positives

1．o

Fig．1　The　average　ROC　curves　of　SPECT，　conven－

　　　tional　liver　scintigram，　and　both　by　four　nuclear

　　　medicine　physicians，　in　the　detection　of　SOL

　　　in　the　liver．

Tab］e　2　Diagnostic　efncacies　of　SPECT，　conventio－

　　　　nal　scan，　and　both　in　the　detection　of　SOL

　　　　in　the　liver，　by　four　nuclear　medicine

　　　　physicians

Interpre－
tation

Sensitivity　　　Specificity

SPECT Libera1　　　　0．64土0．08　　0．85±0．12

Strict　　　　　O．48土0．05　　0．95土0．05

　Figure　1に，　SPECT像単独，　conventional

image単独，および両イメージの併用時における

4人の医師の平均ROC曲線を示した．　SPECT

像とconventional　imageの併用時が最も高い肝内

Conventional　Liberal
Scan　　　　　　　　　Strict

O．56土0．07　　0．85士0．05

0．43土0．08＊　0．94±0．06

Conventional　Liberal

Scan＆SPECT　Strict

0．65±0．07　　0．86±0．09

059±O．08＊　　0．97±0．05

＊　Statistically　significant　by　t－analysis（p＜0．05）
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Table　3　SPECT　vs．　conventional　scan　in　the　detection

　　　　of　SOL　in　the　liver

1）　SOL：SPECT（十），　conventional　scan（一）

　　4／4physicians　　　　　　　　lcase

　　2／4physicians　　　　　　　　5cases

　　　＊4／6cases：small　SOL　at　deep　portion

　　　　2／6cases：small　multiple　SOL　in　cases

　　　　　with　low　RN　uptake　into　liver

2）　SOL：SPECT（一），　conventional　scan（十）

　　4／4physicians　　　　　　　　lcase

　　2／4physicians　　　　　　　　lcase

　　　＊2／2case：small　SOL　at　superficial　surface

ificity）を示した．これらの3群では，無病正診

率には明らかな差違がみられなかったものの，

SPECT像単独時はconventional　image単独時に

比し，またSPECT像とconventional　image併用

時はSPECT像単独時に比し，高い有病正診率の

傾向を示す結果が得られた．

　次に肝内SOL例で，「SOL有」および「SOL

有疑」をSOL陽性としたliberal　interpretation

の場合，SOL判定に関し，　SPECT像とconven－

tional　image問で，判定の不一致を認めた例の検
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討結果をTable　3に示した．医師4人中2人以

上がSPECT像でSOL陽性，　conventional　image

でSOL陰性と判定したのは6例であるが，うち

4例は深部病変（肝右葉深部：3例，肝左葉中心部：

1例）であり，いずれも直径2．0～3．Ocmの大きさ

の病変であった．また残り2例は，いずれも肝

RI摂取低下例であったが，　SPECT像では明瞭な

多発性小欠損像がみられたのに対し，conventional

imageでは不均一RI分布を呈したものの，非病

変部に対する病変部のコントラストの差が不明瞭

なために，conventional　image上陰性と判定され

た．

　逆にSPECT像でSOL陰性であり，　conven－

tional　imageで陽性と判定された症例は2例であ

るが，2例とも表在性病変（肝右葉外側部，肝左葉

腹側部各1例）であり，いずれも約2．5cmの大

きさの病変であった．以上の結果から，肝内SOL

の検出には，深部小病変および肝RI摂取低下例

ではSPECTが，表在性小病変ではconventional

imagingが有利であることが示された．

幾

1 ■　・　●　●　●　． 2 ・　●　●　■　■　・

■

■

　　　　5　　　　　　　　　　4
Fig．2　S．K．（No．23980）Liver　metastasis　from　pancreas　cancer．

　　　A　metastatic　focus　of　2．5　cm　in　a　diameter　at　a　deep　portion　of　the　right　lobe，　not

　　　detected　in　the　conventional　scintigrams（a），　was　clearly　detected　in　the　transverse

　　　sections（b）as　well　as　coronal　sections（c）ofthe　tomographic　images．

Fig．2a　Conventional　liver　scintigrams（1：anterior，2：posterior，3：right　latera1，　and

　　　　4：1eft　lateral　views）．
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IV．症　　例

1．症例1（Fig．　2）

核医学　21巻11号（1984）

S．K．47歳，男性（No．23980），膵癌肝転移．

　99mTc・スズコロイドconventional　image　4方向

像（Fig．　2a）では，肝内に明らかなSOLの存在を

指摘できなかったものの，SPECT像では，横断

像（Fig．2b），前額像（Fig．2c）ともに，肝右葉深
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Fig．2b　Transverse　sections　of　tomographic　images．

9…v－一
？ 9

’　喝

11

ρ鷺

x
3

1

ρt｛ 泌
1

もρ
1

、ρ
1

21 23

●
25

吟
2？

’

29 31

e
33

Fig．2C　Coronal　sections　of　tomographic　images．
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部にSOLの存在が明瞭に指摘可能であった．そ

の後，X線CTでもSPECT像のSOL存在部位
に，φ25mmの腫瘤性病変（膵癌肝転移）の存在

1417

が確認された．

　2．症例2（Fig．3）

　K．G．61歳，男性（No．24765），原発性肝癌．

帽

｝

1 ●■●●●o　・ 2 ．●●●e、

Fig．3

Fig．3a

5
K．G．（No．24765）Hepatoma．

ゆ　●

◎拶．

4

Aprimary　lesion　of　2．5　cm　in　a　diameter　at　a　superficial　surface　of　the　lateral

segment　of　the　left　lobe，　easily　detected　in　the　conventional　scintigrams（a），　was

not　prospectively　detected　in　the　transverse　sections（b）as　well　as　coronal　sections

（c）of　the　tomographic　images．

Conventional　liver　scintigrams（1：anterior，2：posterior，3：right　lateral，　and

4：left　lateral　views）．
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Fig．3b　Transverse　sections　of　tomographic　images．
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Fig．3c　Coronal　sections　of　tomographic　images．

　99mTc一スズコロイドconventional　image　4方向

像（Fig．3a）では，肝左葉外側区域にSOLの存

在を明瞭に指摘可能であったものの，SPECT像

では，横断像（Fig．3b），前額像（Fig．3c）ともに，

SOLの存在を指摘できなかった．（conventional

image読図後のSPECT像の読図では，横断像で

左葉外側区域腹側部に欠損の存在が疑われたもの

の，最初に施行したSPECT像の読図では，4人

の医師ともにSOL陰性と判定した．）その後，腹

腔鏡でも，肝左葉外側区域にφ25mmの腫瘤（原

発性肝癌）の存在が確認された．

V．考　　案

　肝RIイメージング時，　conventional　imaging

にSPECTを併用して肝内SOLを検出する際の

メリットとして，SPECTでは，同一の回転半径

では身体の表面近くも深部も分解能はほとんど変

わらないことの他に，病変部と周囲組織との放射

能の重なりをある程度分離できるので，非病変部

に対する病変部のコントラストが向上することが

指摘されている4・6）．特に，肝RI摂取低下例で，

SPECT像はconventional　imageに比べ，はるか

に高い病変部のコントラストを示すとされてい
る7）．

　したがって，SPECTにより，深部小病変や肝

RI摂取低下例での病変の検出能の向上が期待さ

れ，事実，SPECTとconventional　imagingを対

比した肝内SOL検出に関する報告では，一般に

SPECTの方が良好な成績を示している2・3・5）．今

回のROC解析による結果でも，　SPECTとcon－

ventional　imagingの併用が最も高い成績を示した

ものの，おのおの単独の比較では，SPECTがよ

り良好な成績を示した．特に，conventional　image

上SOL陰性と判定され，　SPECT像より陽性と判

定された肝内SOL例は6例みられたが，うち4

例はφ2．0～3．Ocmの深部病変であった．また残

り2例では，肝へのRI摂取低下のためか，　con－

ventional　image上不均一分布像としか評価されず，

SPECT像のみSOLの多発が指摘できたにすぎ

なかった．

　しかしながら，SPECTによる肝内SOL検出上

の問題点として，前田ら2）は臓器の厚みの薄い肝

左葉部の検出成績が低いこと，およびStraussら3）

は肝正中部の病変の検出成績が低いことを指摘し
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ている．今回，特に肝正中部の病変の検出には，

conventional　imagingと比較して問題がみられな

かったものの，周囲正常肝組織との放射能の重な

りの影響の少ない肝右葉と左葉の表在部小病変各

1例が，SPECT像で指摘困難であったものの，

conventional　imageでSOLの存在を明らかに指

摘できた．

　以上，身体の表面近くの小病変の検出に関して，

SPECTがconventional　imagingに劣る結果が得

られた一因として，SPECTの有する以下の本質

的な問題点を無視できないと思われた．すなわち，

もし身体の表面近くの小病変を検出しようとする

場合，planar　imagingでは，その小病変に対して

最も良好なtarget　to　nontarget　ratioを示す最適

撮像方向を選択でき，しかも最至近距離から撮像

できるメリットがある．一方，SPECTでは，再

構成イメージ上，最適撮像方向のみならず，target

to　nontarget　ratioが悪化した多くの他方向からの

データが加算されており，しかも回転方向が一律

のため，小病変が存在する位置によっては至近距

離から撮像できない問題点があげられる．

　このように今回，肝内SOL検出における

SPECTの問題点が一部依然として取り残された

ものの，SPECTはconventional　imageより明ら

かに良好な検出成績を示し，核医学検査による肝

内SOL検出の向上には，　conventional　imaging

に引き続きSPECTを施行することの有用性が示

された．

VI．おわりに

　肝内SOL検出におけるSPECT　conventional

imagingの比較をROC解析により検討し，以下

のごとき結論に達した．1）肝内SOL検出には，両

検査の併用が最も良好な結果を示したが，おのお

の単独の比較では，SPECTがconventional　imag－

ingより良好な結果を示した．2）深部小病変や肝

1419

RI摂取低下例での病変の検出には，　SPECTの方

がconventional　imagin9より，明瞭にSOLの存

在を指摘できた．しかし，表在性小病変では，

conventional　imagingの方が逆にSPECTより，

明瞭にSOLの存在を指摘できた．

　以上，核医学検査による肝内SOL検出の向上

には，conventional　imaging　SPECTを単独で施

行することなく，conventional　imagingに引き続

きSPECTを施行することの有用性が示されたが，

肝内SOLのスクリーニングに，核医学ばかりで

なく超音波やX線CTによる検査が普及した現

状では，SPECTを肝の画像診断のなかで如何に

位置づけるか今後の課題と思われた．

本論文は，昭和59年3月，第43回日本医学放射線学会
（松本市）での発表要旨に，加筆したものである．
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Summary

Clinica1　E伍cacy　of　SPECT　for　the　Detection　of　SOL　in　the　Liver

　　　　　　　　　　　　　　　－EΨaluation　by　ROC　A皿1ysis一

Tamio　ABuRANo＊，　Kenichi　NAKAJIMA＊，　Hiroshi　MATsuDA＊，　Akira　TADA＊，

　　　　　　　　　　Hisashi　BuNKo＊，　Toshio　MAEDA＊，　Norihisa　ToNAMI＊，

　　　　　　　　　　　　Kinichi　HlsADA＊and　Masamichi　MATsuDAiRA＊＊

＊Depart〃len’（ゾN〃clearルfedicine，∫C乃001可ルfedici〃ε，血〃azawa　L励ersi’γ

＊＊Cθ〃tral　RadioiSO’ope　Service，　Ka〃azawaσ〃iversitγ　Hospital，1（bnazawa

　　Eighty－three　patients　including　27　patients　with

focal　hepatic　disease　were　examined　to　evaluate

the　clinical　eMcacy　of　single　photon　emission

computed　tomography（SPECT）for　the　detection

of　space　occupying　lesions（SOL）in　the　liver，　in

comparison　with　that　of　conventional　imaging．

　　SPECT　was　subsequently　performed　using　a

dual－head　rotating　gamma　camera　after　conven－

tional　imaging　with　LFOV　gamma　camera．　The

presence　or　absence　of　SOL　in　the　liver　was

evaluated　by　four　nuclear　medicine　physicians

having　more　than　five　years　experience，　first　in

the　SPECT　images　alone，　secondaly　in　the　con－

ventionaいmages　laone，　and　lastly　in　the　both

lmages・

　　According　to　the　ROC　analysis，　the　clinical

eMcacy　of　SPECT　was　much　better　than　that　of

conventional　imaging　f（）r　the　detection　of　SOL　in

the　liver，　although　the　combination　of　conventional

imaging　and　SPECT　was　the　best．

　　In　six　out　of　27　patients　with　fbcal　hepatic

desease，　the　SOL　in　the　liver　was　not　detected　by

conventional　imaging，　but　clearly　detected　by

SPECT．　Four　of　these　six　cases　were　the　small　SOL

at　a　deep　portion　of　the　liver，　and　the　remained

two　cases　were　associated　with　the　multiple　small

SOL　in　the　low　radionuclide　hepatic　activity．　In

two　cases，　however，　the　small　SOL　at　a　super丘cial

surface　of　the　liver，　easily　detected　by　conventional

imaging，　was　not　detected　by　SPECT　alone．

　　In　the　present　study，　it　is　suggested　that　the

SPECT　may　be　necessary　as　an　a（ljunct　to　con－

ventional　imaging　in　order　to　improve　the　clinical

e缶cacy　fbr　the　detection　of　SOL　in　the　liver．

　　Key　words：　Single　photon　emission　computed

tomography，　Liver　scintigraphy，　Spece　occupying

lesion，　ROC　analysis．
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