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《原　著》

Tc－99m標識熱障害赤血球による脾捕捉シンチグラフィの

　　　　適応：肝脾コロイドシンチグラフィとの比較

中嶋　憲一＊　　油野　民雄＊

立野　育郎＊＊

利波　紀久＊　久田　欣一＊

　要旨　熱障害赤血球による選択的脾シンチグラフィの適応と意義を検討するため，Tc－99mコロイドシン

チグラフィを同時に施行できた19症例を対象に両者の所見を比較検討した．脾内限局性病変疑いの患者

（n－8）では，コロイドシンチグラフィで脾の取り込みがすくない場合や，欠損の有無が不明瞭な症例で，

その形態的評価が可能であった．白血病の2症例では，細網内皮系にコロイドの取り込みが著しく低下して

いるにもかかわらず，脾シンチグラフィで明瞭な取り込みがあり，functional　aspleniaと診断された．脾組

織の有無を検討した症例（n－5）では，全例でその有無が判定できた．熱障害赤血球による脾シンチグラフ

ィは，手技も比較的簡便であり，脾組織の確認が必要な場合は，絶対的適応となるが，コロイドシンチグラ

フィで所見が不明確な場合も有効な検査法である．

1．はじめに

　Tc－99m標識障害赤血球が選択的に脾臓に捕捉

処理されることを利用して，脾シンチグラフィが

可能であるが，一般的には操作が煩雑なこともあ

り，施行される頻度のすくない検査である．また，

他の超音波，X線CT等の画像診断法の進歩によ

り，脾の情報が比較的容易に得られるようになっ

たこと七・因となっている．そこで，当院核医学

科において，1980年から1983年までに施行され

た脾シンチグラフィを対象に，その適応について

Tc－99mコロイド肝脾シンチグラフィと比較して

検討した．

II・対象と方法

患者は，1980年から1983年までに当院で脾シ
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　　　　　金沢大学医学部核医学科
　　　　　　　　　　　　　中　嶋　憲

ンチグラフィを施行した29症例中，Tc－99mコロ

イド肝脾シンチグラフィも同時期に施行し，確定

診断の得られた19症例である．このうち，脾シ

ンチグラフィを施行した動機から分類すると，脾

内限局性病変の疑いが8例，血液疾患，アミロイ

ドーシス等によるび漫性の病変の疑い6例，脾組

織の有無の確認が5例であった．

　Tc－99m標識障害赤血球の調整は，　Armasらの

報告に従って，以下のように行った1）．　ピロリン

酸キット1vial（塩化第一スズ4mg含有，第一’

ラジオアイソトープ研究所製）を生理食塩水2m1

に溶解し，静脈注射した．30分後，約6　mlを採

血し（ヘパリン加），Tc－99m　pertechnetate　4　mCi

（148MBq），約2　mlを混じて，49－50°Cの湯浴中

で，静かに振塗しながら35分間インキュベート

した．患者に標識された熱障害赤血球を静脈注射

し，約1－2時間後に脾シンチグラフィを行った．

撮像は低エネルギー用高分解能平行孔コリメータ

を装着したシンチカメラにて，少なくとも前面，

後面，左側画像の3方向像を撮像した．

　コロイドによる肝脾シンチグラフィは，塩化第

一 スズ2m～にTc－99m　pertechnetate　2　m1を混和
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Table　1

核医学　22巻1　）」・（1985）

Patients　who　underwent　scintigraphies　by　Tc－99m－tin　colloid　and

　　　　　　Tc－99m－heat－denatured　RBC

Findings　ofspleen
Case　　Age　　Sex

Tin－colloid Denatured　RBC
Diagnosis

Suspected　splenic　defect

1
2
3
4
．
㌘
）
67’
0
0

17　　F

23　　F

66　　M
42　　M
51　　M
42　　M

？defect

？defect

defect

↓activity

defect

↓　↓activity

71M？defect
64　　M　　defect

Suspected　diffuse　splenic　damage

0
／
0
1
2

　
1
1
113

14

39　　M
63　　M
26　　F

68　　M

46　　M

68　　M

splenomegaly

↓activity

normal
↓　↓activity

？splenomegaly

↓　↓activity

？splenomegaly

↓activity

normal

normal
defect

defect

defect

defect

splenomegaly，　defect

defect

splenomegaly

normal

normal

splenomegaly

splenomegaly

normal

chronic　hepatitis

fever

hepatoma　with　splenic　metastasis

splenic　infarction　after　catheterization

polycythemia　with　splenic　infarction

hepatoma　with　splenic　metastasis

　（suspected）

lung　cancer　with　splenic　metastasis

polycythemia　with　splenic　infarction

chronic　lymphocytic　leukemia

malignant　lymphoma

malignant　lymphoma

chronic　lymphocytic　leukemia

chronic　myelogenous　leukemia

amyloidosis

Absence　or　presence　of　splenic　tissue

～
「
61
1
7
’
8
1
1

55　　F

75　　M

2　　F

56　　F

19　　3wk　M

？no　spleen

？no　spleen

asplenia

？accessory

spleen

？asplenia

？symmentric
liver

small　splenic　tissue

small　splenic　tissues

　（polysplenia　suspected）

asplenia

normal

spleen　present

　（on　the　right　side）

｜ung　cancer

right　adrenal　tumor

congenital　asplenia，　situs　inversus

hereditory　spherocytosis

situs　inversus，　dextrocardia，　single

　atrium　and　ventricle

？＝equivocal，　↓＝＝decreased，　↓↓＝markedly　decreased

して調整し，患者1人当たり4　mCi（148　MBq）

を静注，20分以後に，前面，後面，左右側面像の

4方向像を撮像した．

III．結 果

　肝脾コロイドシンチグラフィ，および脾シンチ

グラフィを施行した症例の所見と診断をTable　l

に示した．脾内限局性病変が疑われた8例中5例

は，コロイドシンチグラム上，欠損が疑われたが，

脾の取り込みが少なく欠損が不明瞭であった．こ

のうち脾シンチグラフィで，2例は欠損が否定さ

れ，3例は欠損が確認された．またこの8例中3

例では，コロイドシンチグラム，脾シンチグラム

ともに欠損の所見であった．白血病悪性リンパ

腫，アミロイドーシスによる脾の異常を検討した

6症例では，コロイドシンチグラム上，肝脾腫が

3例に認められ，4例では脾の取り込みが減少し

ていたが，脾シンチグラフィでは，形態，分布と

もに評価できた．このうち2例は，コロイドシン

チグラフィでほとんど脾が描画されなかったが，

脾シンチグラフィでは良好な取り込みがあり，い

わゆるfunctional　aspleniaの状態と考えられた．
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Fig．　l　Case　3　in　Table　l．Apatient　of　hepatoma　with

　　　　splenic　metastasis．　A　large　defect（arrow）was

　　　　observed　on　the　anterior　view　of　Tc－99m・

　　　　tin－colloid（TC）scintigraphy　which　indicated

　　　　　hepatoma，　whereas　Tc－99m－heat－denatured　red

　　　　　blood　cell（DRBC）images　showed　muitiple
　　　　defects　in　the　spleen．

脾組織の有無の確認のために施行された脾シンチ

グラフrは，5例である．4例が，無脾症の疑い

であったが，1症例が先天性無脾症，2症例に小
さなll卑糸且糸哉が磁謡忍され，　1イ列‘Xl］1二月卑の」尭界が不HJI

確であったが脾臓組織が右側に確認されたため，

内臓逆転と診断された．他の1例は，コロイドシ

ンチグラフでで副脾が疑われたが，脾シンチグラ

フィでは認められず，標識不良のため腎孟に排泄

された｛，のと推定された．

IV．症 例

　症例3：66歳，男．原発性｝廿癌とその脾転移．

コロイドシンチグラムでは肝門部に，原発’性肝癌

に一致する大きな集積低・ド部位があるが，左側面

像では脾のコロイド分布が不均tt・である．脾シン

Tc－99rn－denatured　RBC

　　　　　ANT L，tAT

Tc－99rn－albumin，　Radionuclide　angiography
art．

4、．．『
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Fig．2　Case　12．　A　patient　with　chronic　lymphocytic

　　　　　leukemia．　Splenic　activity　was　markedly　re－

　　　　　duced　on　TC　images　and　the　contour　of　spleen

　　　　cannot　be　traced．However，　splenic　scintigraphy

　　　　demonstrated　splenomegaly，　and　the　diagnosis

　　　　of　functional　asplenia　was　made．　The　splenic

　　　　　blood　flow　and　blood　pool　activity　were　ob－

　　　　served　in　the　radionuclide　angiography　using

　　　　Tc－99nl　albumin．

チグラフィでは，欠損部が明瞭に描画されている

（Fig．1）．

　症例12：68歳，男．慢性1戊ンパ性rll∬L病．コ

ロイドシンチグラフィでは脾の．集積がごくわずか

に認められるものの，形態は不明である．脾シン

チグラフィでは，・著明な脾腫が認められる．Tc－

99mアルブミンによるRIアンジオグラフィでも，

脾腫に一一致したlflL流とIflL液プールが認められた．

本症例はfunctional　aspleniaと診断された（Fig．

2）．

　症例16：75歳，男．右副腎腫瘍多｝博．コ

ロイドシンチグラフででは，脾への集積を認めな
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40 核医学　22巻1号（1985）

いが，脾シンチゲラフで上は，小さい複数f固の脾

が描画された（Fig．3）．　X線CT　Liも小さな脾が

認められ，多脾症が疑われたが，心・血管系，肺

に異常を認めず，脾低形成の可能性も否定できな

かった．なお肝への集積が多く，脾機能低下に由

来する所見と推定される，

　症例19：生後3週，男児．内臓逆転症，右胸

心，単心房，単心室．コロイドシンチグラフイで

は，肝と脾の境界が不明瞭であり，対称性の肝で

無脾症の“∫能性も否定できない．しかし，脾シン

チグラフィでは肝と脾が明確に分離しており，内

臓逆転と診断できる．本症例では，約1mtの血

液が採血できたのみで，溶血も起こったため，標

識率が悪く，膀胱に遊離のTc－99mが排泄されて

いる（Fig．4）．

V．考　　察

　障害赤血球標識法を用いた脾シンチグラフィは，

選択的に脾が描画できる利点を有するが，一一般に

施行される頻度は少ない．その理由として，方法

が煩雑であること，Tc－99mコロイド肝脾シンチ

グラフィで十分診断のできる症例が多いこと，超

音波，X線CTを初めとする画像医学の進歩によ

り，脾が容易に描画できるようになったことが挙

げられる．そこで，当院で脾シンチグラフィを施

行した症例を対象に，現段階における臨床的意義

を検討した．

　障害赤血球の調製法としては，加熱処理や，化

学的障i害等があるが，ArmaSらの方法は，比較的

簡便で，ルーチン検査としても適しているため，

著者らも彼等の方法に従った1）．標識率は，通常

90－95％と報告しているが，著者らが予備的に行

った検討でも95％以Eと良好であ’・た．Fig．4

に示すごとく条件が不適当であっても，臨床的に

は有効な情報が得られた．

　脾シンチグラフィの適応としては，脾内限局性

病変の検出，functional　aspleniaの言ll三明，脾摘の

際の副脾の検出，位置異常，欠損等の先天性異常

等が挙げられる．脾内限局性病変の検出について

は，コロイドシンチグラフィで取り込みの少ない

Tc－99m－tin　colloid

竃
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　　　　　　　　　　｛
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Fig．3　Case　16．　A　patient　with　right　adrenaいumor．

　　　No　splenic　activity　was　visible　on　the　TC

　　　images．　The　DRBC　images　showed　small
　　　splenic　tissues，　and　po｜ysplenia　was　suspected．

Tin　colloid Denatured　RBC

蘇

　　　　　ANT　　　　　　　　　ANT
Fig．4　Case　l　9．　A　th　ree－week－baby　with　dextrocardia．

　　　ln　the　TC　image，　the　activities　of　liver　and

　　　spleen　were　not　separated，　and　symmetric

　　　liver　with　asplenia　was　also　suspected．　The

　　　DRBC　scintigraphy　showed　apparent　accumu．

　　　lation　in　the　spleen　and　faint　uptake　in　the

　　　liver．　He　was　diagnosed　as　situs　inversus．　Since

　　　the　labeling　eMciency　of　Tc－99m－DRBC　was

　　　low，　the　free　Tc－99m　was　excreted　in　the

　　　urinary　bladder．

症例でその有無を明瞭にすることができた．Van

Nostrandらも肝脾シンチグラム、ヒ，脾に欠損が

疑われ断定できないとき，脾シンチグラフィが有

用と結論している2）．しかしこの領域での応・用に

ついては，脾の条件に合わせて撮像を行うこと，

あるいはディジタル像の利用により解決される症

例もあろう．また，他の画像診断と合わせて考え

ると，脾シンチゲラフィの相対的適応と考えられ

る．
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　　Functional　aspleniaは，解剖学的に脾が存在す

るにもかかわらず，放射性コロイドが集積しない

状態をさし，その原因として，鎌状赤血球症等に

よる循環の障害と，腫瘍等による細網内皮系細胞

の機能障害が考えられている3・4）．コロイドが集

積しないという基準は，通常の肝シンチグラフィ

のア＋ログ像で設定されたため，ディジタル像で

表示された場合には，全く集積がないかどうか判

定上の問題がある．また，実際には，functional

aspleniaへの移行段階も存在するであろう．しか

し，脾の機能として，細網内皮系と赤血球の捕捉

という2面が別々に評価されることを示すもので

あり，興味深い．

　脾組織の有無の診断については，超音波，X線

CT等では，場所が不定で対象が小さい場合は，

評価ができない．Ehrlichらも小児科領域の患者

を対象に，脾シンチグラフィが脾組織の証明に有

用と報告している5）．無脾，多脾の診断には，脾

シンチグラフィが絶対的適応となり，逆転等の先

天性異常の診断には，コ・イドシンチグラフィで

確定できないとき，有効な検査法と考えられる．
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　以上，熱障害赤血球を用いた脾シンチグラフィ

は，手技的にも比較的簡便であり，脾組織の有無

の確認のほか，コロイド肝脾シンチグラム上，脾

の所見の曖昧な場合の検査として，有効な検査法

であると結論できた．

　　　　　　　　　　　　　　　文　　献

DArmas　R，　Thakur　ML，　Go“chalk　A：Asimple

　　method　of　spleen　imaging　with　Tc－99m　labeled

　　erythrocytes．　Radiology　132：215－216，1979

2）Van　Nostrand　D，　Corley　JH，　Kyle　RW，　et　al：

　　values　of　selective　spleen　scintigraphy　when　liver／

　　spleen　image　shows　equivocal　spleen　defects：

　　concise　communication．　J　Nucl　Med　24：559－562，

　　1983

3）Spencer　PR，　Dhawan　V，　Suresh　K，　et　al：Causes

　　and　temporal　sequence　of　onset　of　functional

　　asplenia　in　adults．　Clin　Nucl　Med　3：17－18，1978

4）Spencer　RP，　Pearson　HA，　Binder　HJ，　et　al：ldentifi－

　　cation　of　cases　of’‘acquired”functional　asplenia：

　　concise　communication．　J　Nucl　Med　11：763－766，

　　1970

5）Ehrlich　CP，　Papanicolaou　N，　Treves　S，　et　al：

　　Splenic　scintigraphy　using　Tc－99m－labeled　heat

　　denatured　red　cells　in　pediatric　patients：concise

　　communication．　J　Nucl　Med　23：209－213，1982

Summary

　　　　　　Indications　of　Splenic　Sequestration　Scintigraphy　Using

　　　　　　　　　　Tc－99m－Labeled　Dena伽red　Red　Blood　Cetls：

　　　　　　　AComparison　with　Tc－99m－Tin　Colloid　Scin吻raphy

　　　　Kenichi　NAKAJIMA＊，　Tamio　ABuRANo＊，　Norihisa　ToNAM1＊，

　　　　　　　　　　　　Kinichi　HlsADA＊and　lkuro　TATsuNo＊＊

＊Depart〃lent（ゾA「UC’earルfedi‘・’ne，　Schoo／（’f〃edi（’i〃e，κanazawaθ〃’versitγ，κanaza“，a

　　　　　　　　　　＊＊1）epar〆〃le〃’of　Radiologγ，　Kanazawaハ／atio〃at　Hospital

　To　evaluate　the　indication　of　splenic　scintigraphy

using　Tc－99m－heat－denatured　red　blood　cells

（DRBC），19　patients　were　studied　retrospectively，

and　compared　with　the　findings　of　Tc－99m－tin－

colloid（TC）scintigraphy．　In　8　patients　suspected

of　having　splenic　defects　on　TC　images，　the　DRBC

scintigraphies　provided　better　morphological　inf（）r－

mations．　Two　patients　with　leukemia　were　diag－

nosed　to　have　functional　asplenia，　because　TC

images　showed　markedly　reduced　splenic　radio－

activity，　while　DRBC　images　demonstrated　sple－

nomegaly　with　normal　accumulation．　In　all　5

patients　who　showed　no　spleen　on　TC　images，　the

presence　or　absence　of　the　spleen　was　easily　deter－

mined．　The　technique　of　labeling　with　DRBC　was

simple．　The　identification　of　splenic　tissue　is

considered　to　be　an　absolute　indication　of　DRBC

scintigraphy；however，　when　TC　scintigraphy

shows　equivocal　splenic　findings，　DRBC　scinti－

graphy　can　be　a　valuable　method．

　Key　words：　Splenic　sequestration　scintigraphy，

Tc－99m　heat－denatured　red　blood　cells，　Splenic

defect，　Functional　asplenia．
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