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《原　著》

肝細胞癌の67GaシンチグラフィにおけるSPECT併用の評価

井 口 博　　善＊

　要旨　肝細胞癌52症例の局在診断が確定した径1cm以上の105腫瘤について，67Ga腫瘍シンチの腫瘍

検出率をSPECTとplanar　imagingで比較検討した．67Gaシンチでは，肝シンチの腫瘤による欠損部に一

致した67Gaの集積が，周囲肝組織の集積と同程度以上の場合を，集積positiveとして評価した．

　Planar　imagingにおける検出率は64％であった．腫瘤径別検出率は，1－2　cmでは25％，2－3　cmでは

48％，3－4cmでは50％，4cm以上では98％であった．

　SPECT併用による検出率は75％であった．腫瘤径別検出率は，1－2　cmでは32％，2－3　cmでは71％，

3cm以上では98％であった．

　肝細胞癌の67Ga腫瘍シンチにおいては，　planar単独に比較して，　SPECTを併用することにより，2－4

cmの腫瘤の検出率が向上した．

1．はじめに

　肝細胞癌は，血清AFP検査の確立と，最近の

超音波断層検査，X線CT，核医学検査などの画

像診断の進歩により，早期診断も容易となってき

た．肝細胞癌の核医学的検査としては，67Ga－

citrateによる腫瘍シンチグラフィ（以下，67Ga

（腫瘍）シンチ）が，99mTcコロイドによる肝シン

チグラフィ（以下，肝シンチ）と併用して用いら

れている1～3）．肝シンチにおける肝内space　occu－

pying　lesion（以下，　SOL）の検出には，conventional

planar　imaging（以下，　Planar）とsingle　photon

emission　computed　tomography（以下，　SPECT）

との併用が有用性が高いといわれている4・5）．

　腫瘍シンチとして広く用いられている67Ga－

citrateは肝細胞癌にも高い頻度で集積するが3），

正常肝組織にも集積するために，肝の腫瘍シンチ

においては，肝細胞癌への67Ga集積が周囲肝組

織への67Ga摂取により埋没されたり，あるいは，
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明確に同定できないことがある2）．

　本報告においては，肝細胞癌の腫瘍シンチにお

けるSPECT併用による検出能について，腫瘤径

別検出率につき検討を加えた結果を報告する．

II．対　　象

　昭和59年5月より昭和61年7月までに，健康保

険鳴門病院において67Ga腫瘍シンチを施行し，

肝シンチ，X線CTおよび選択的肝動脈造影と比

較検討し得た肝細胞癌52症例（男性37例，女性15

例）を対象とした．年齢は49歳から80歳で，平均

62歳である．

　肝細胞癌の診断は，手術，剖検，肝生検材料の

病理組織検査によるもの16例，超音波断層検査，

血清AFP値，　computed　tomography（CT），選択

的肝動脈造影などの臨床的検索によるもの36例で

ある．52症例は，選択的肝動脈造影，X線CTな

どの画像診断にて，結節型35例，塊状型17例に分

類6）された．

III．方　　法

　67Gaシンチは，被検者に67Ga－citrate　3　mCiを

静注後48時間に，中エネルギー汎用コリメータを

装着したデジタルガンマカメラGCA601－Eを用
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い，肝臓部のplanar前面像，後面像を撮像し，

引き続き，SPECTを施行した．　SPECTは，同じ

デジタルガンマカメラを用いて，1方向20秒にて

10度ごと36方向のデータ収集を行い，画像を再構

成した．断層像は，2画素の厚さ（1．lcm）で，肝

臓部の上縁より下縁までの区域を64×64マトリッ

クスで再構成した．原則として，横断面に加え，

矢状面，冠状面断層像も作成した．

　腫瘤径別の検出率は，肝シンチ，X線CT，肝

動脈造影所見などにより腫瘤の局在診断が確定し

た1cm以上の105腫瘤について検討した．腫瘤

の大きさは，X線CTにて測定した最大径の値で

ある．

　67Ga－citrateの病巣部位への集積程度は，肝シ

ンチと対比し，肝シンチの腫瘤によるSOLに一

致した67Gaの集積を，周囲肝組織の集積を基準

として，腫瘤部に高度の集積をみるものを（十D，

軽度の集積をみるものを（＋），同程度の集積か，

わずかに低いもの（土），周囲肝組織より明らかに

集積の低いもの（一）の4段階に分類し2），（十D，

（＋）および（土）を67Ga集積positiveとした．

Table　1 Detectability　of　hepatocellular　carcinoma

by　Ga－67　scintigraphy

Tumor　size
　（cm）

　1－2

　2－3

　3＿4

　4＿5

　5＜

　Total

Planar

25％（　7／28）

48％（10／2D

50％（5／10）

91％（10／1D

100％（35／35）

64％（67／105）

SPECT

32％（　9／28）

71％（15／21）

100％（10／10）

91％（10／1D

100％（35／35）

75％（79／105）

Planar：conventional　planar　imaging

Table　2　Comparison　between　grading　criteria　of　Ga－67　uptake　and　tumor　size　of　hepatocellular　carcinoma

Tumor　size　Number　of
　（cm）　　　　tumor

Ga－67　uptake

Image

1－2

2＿3

3＿4

4－5

5＜

Tota1

28

21

10

11

35

105

Planar

SPECT
PIanar

SPECT
PIanar

SPECT
PIanar

SPECT
PIanar

SPECT
PIanar

SPECT

Increased
　（廿）

Slightly
increased
　（＋）

4

2

1

2

24

9

7

6

5

26

3

8

4

7

6

万i「

0

8

3

4

4

33

53 19

Equ川brated
　（士）

0

0

0

1

5

6

0

0

1

1

5

7

Detected
　　　　　Undetectedatotal

7

10

5

10

35

67

9

15

10

10

35

79

21

ll

5

1

0

38

19

6

0

1

0

26

Table　3 Comparison　between　grading　criteria　of　Ga・67　uptake　and　tumor　size

　　　among　79　hepatic　masses　detected　by　SPECT

Tumor　size
　（cm）

1－2

2－3

3＿4

4＿5

5く

Total

　Number　of
tumor　detected

9／28

15／21

10／10

10／11

35／35

Planar　SPECT
　　　（＋）　（壮）

3
く
∨
3
3
「
∠79／105 16

　Planar　　　　SPECT
　　　　　　（undetected）　（十）or（斗十）

　　　　　2
　　　　　5
　　　　　5
　　　　　0
　　　　　0

　　　　12
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Table　4 Correlation　between　serum　AFP　and　uptake　of　67Ga－citrate　in　52　patients

　　　　　　　with　hepatocellular　carcinoma　by　SPECT

Uptake　of　Ga－67　in　the　main　tumor

Serum　AFP
　　（ng／m／）

Negative

PoSitlVC

Total

　　20

20－400

400・

lncreased

　　GD

8
6
4

　
　
1
26

Slightly

increased
　　臼．）

3
4
4
11

Equ川brated
　　　（土）

1
1
5
7

Undetected

、
∠

3
16

Total

4
4
4

1
1
2
52
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」

Case　l，a71－year－01d　female　with　AFP　positive　HCC．　On　anterior　view（a）and

posterior　view（b），99mTc－colloid　liver　scan　demonstrate　a　large　space　occupylng

lesion　of　approxymately　l　l　cm　in　the　right　hepatic　lobe．　Anterior　view（c）and

posterior　view（d）of　Ga－67　scans　showed　equilibrated　Ga－67　uptake（土）in　the

SOL　of　colloid　liver　scan．
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IV．結　　果

　1．腫瘤径別検出率

肝細胞癌52症例105腫瘤の67Gaシンチのplanar

およびSPECT併用時における腫瘤径別検出率に

ついて検討した（Table　1）．

　1cm以上の105腫瘤の検出率は，　planarでは

64％（67／105），SPECTでは75％（79／105）であった．

　1－2cmの腫瘤においては，　planarでは25％

（7／28），SPECTでは32％（9／28）であった．1－2　cm

の腫瘤のうち，検出された腫瘤はすべて2cm弱

であった．2－3cmの腫瘤における検出率は，
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Fig．2　Case　2，　a　64－year－old　female　with　grade　ll　hepatocellular　carcinoma．
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a
b
C
d
e
f
g
h
i
j

contrast　enhancement　CT．

right　hepatic　angiography（late　arterial　phase）．

anterior　view　of　colloid　liver　scan．

posterior　view　of　colloid　liver　scan．

anterior　view　of　Ga－67　scan，

posterior　view　of　Ga－67　scan．

SPECT（transaxial　section）of　colloid　liver　scan．

SPECT（transaxial　section）of　Ga－67　scan．

histogram　of　counts　per　pixel　on　posterior　view　of　Ga－67　scan．

histogram　of　counts　per　pixel　on　transaxial　section　of　Ga－67　SPECT　image．

Histograms　on　planar　images　are　overlapped．　However，　in　histogram　ofcounts　per

pixel　on　transaxial　section　of　Ga－67　SPECT　image，　HCC（ROI－1）is　clearly　sepa－

rated　from　normal　liver　tissue（ROI－2）．

planarでは48％（10／21），　SPECTでは71％（15／

2Dと改；善されていた，3－4　cmの腫瘤では，

planarでは50％（5／10）であったが，　SPECTでは

100％（10／10）に検出されていた．4－5cmの腫瘤

の検出率は，planarでは91％（10／11），　SPECTで

も91％（10／ll）であった．5cm以上の腫瘤にお

いては，35腫瘤のすべてがplanar，　SPECTとも

に検出されていた．
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　Planarにおける検出率は，1－2　cmでは25°。，

2－4　cmでは50％で，4cm以上の腫瘤はほとん

どすべて検出されていた．SPECTでは，1－2　cm

では32％、2－3cmでは71％，3cm以」：の腫瘤は

ほとんどすべて検lllされている結果であった．

　2．腫瘤の大きさと67Ga集積程度（Table　2）

　肝細胞癌105腫瘤の67Gaの集積腫瘤数は，

Planarでは（十←）が33、（；）が28，（．f）が6であ

t 、た．SPECTにおいては，（什）が53，（1）が19，

周囲肝組織と同程度の集積い）は7であ川た．
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Fig．3 Case　3，　a　72－year－old　male　with　AFP　negative　HCC．

aand　b：　contrast　enhancement　CT．

C
d
e
f
g
h
L
工

anterior　view　of　colloid　liver　scan．

posterior　view　of　colloid　liver　scan．

anterior　view　of　Ga－67　scan．

posterior　view　of　Ga－67　scan．

SPECT（coronal　section）of　colloid　liver　scan．

SPECT（coronal　section）of　Ga－67　scan．

histogram　of　counts　per　pixel　on　Ga－67　scan（posterior　view）．

histogram　of　counts　per　pixel　on　coronal　section　of　Ga－67　SPECT　image．

Planar　images　of　Ga－67　scan　show　equilibrated　Ga・67　uptake　of　small　daughter

nodule．　However，　on　coronal　section　of　Ga－67　SPECT　image，　slightly　increase　of

Ga・67　accumulation　in　anterosuperior　segment　of　right　hepatic　lobe，　correspon－

ding　to　the　SOL　of　colloid　scan，　was　visualized．　Histogram　of　counts　per　pixel

of　daughter　nodule　is　distinguished　from　normal　liver　tissue　on　Ga・67　SPECT

image．

　径1－2cmの28腫瘤においては，　SPECTで28

腫瘤中9腫瘤が検出されたが，いずれも2cm弱

で，U十）の集積であった．径2－4　cmの31腫瘤中，

planarでは（杵）が3，（十）が12であ一，たが，

SPECTでは（卦）が13，（十）が11，（士）が1と，

SPECTにおいて集積程度が増加して認められて

いた．4cm以上の46腫瘤の集積程度は，　planar

では（朴）が26，（十）が13，（土）が6であったが，

Presented by Medical*Online



44⑨ 核医学　24巻4号（1987）

SPECTでは（十Dが31，（＋）が8，（土）が6と集

積程度はわずかに増加していた．

　67Gaシンチで検出された79腫瘤のうち，　planar

に比較してSPECTにおいて集積程度の増加して

認められるもの16腫瘤，SPECTによ’・て新たに

positiveに検出されたもの12腫瘤であった
（Table　3）．

　径2－4cmの31腫瘤中，　SPECTにより集積程

度が増加して認められたもの8腫瘤，新たに検出

されたもの10腫瘤で，Planarに比較して，　SPECT

が67Gaの集積の検出に有効であった．4cm以上

の腫瘤においては，SPECTによって集積程度が

増加したものは46腫瘤中5腫瘤で，新たに検出さ

れたものはなかった．

　SPECTは，　planarに比較して，肝組織と腫瘤

との67Ga集積の差を明らかにし，臨床上重要な

径2－4cmの腫瘤の67Ga陽性率の向上に有利で

あった．

　3．血清AFP値と67Ga集積程度（Table　4）

　肝細胞癌52症例中，血清AFP値が20　ng／m1以

下のAFP非産生肝細胞癌症例は14例，20　ng／ml

以上のAFP産生肝細胞癌症例は38例で，　AFP非

産生症例が27％（14／52）を占めていた．

　52症例の最大径の腫瘤について，SPECTによ

る6？Ga集積程度と血清AFP値との関係につい

て検討した．

　52症例中，6？Ga集積（杵）は28例，（＋）は11例，

（土）は7例で，周囲肝組織より集積の大なる（十D

および（十）は75％（39／52）であった．

　血清AFP値20　ng／m1以下の14症例では，67Ga

集積（十Dは8例，（＋）は3例，（±）は1例で，

肝組織より集積程度の大きいものは11／14（79％）

であった．血清AFP値20－400　ng／mlの14例中，

67Ga集積程度（什）は6例，（＋）は4例，（士）は

1例で，（什）と（＋）をあわせ10／14（71％）であ

った．血清AFP値400　ng／m／以上の24例中，

67Ga集積程度（十Dは14例，（＋）は4例，（土）は

5例で，肝組織より67Ga集積の明らかに多いも

のは18／24（75％）であった．

　AFP非産生肝細胞癌においては，　AFP産生肝

細胞癌と同程度の67Ga集積率がみられ，血清

AFP値と6？Ga集積程度との間には一定の関係は

認められなかった．

V．症　　例

　症例1：71歳，女性（Fig．　D

　血清AFP値12，820　ng／m／，　X線CT，肝動脈造

影所見より，肝右葉の中央壊死を伴う大きな結節

型の肝細胞癌と診断された．肝シンチでみられる

大きなSOLは，67Gaシンチ上，集積程度が周囲

肝組織と同程度か，わずかに低い（土）の症例で

ある．2回の肝動脈塞栓術により，塞栓後1年9

か月現在，元気で外来通院中である．

　症例2：64歳，女性（Fig．2）

　組織診断はhepatocellular　carcinoma，　nodule

type，　grade　I　Iで，　X線CT，肝動脈造影により，

肝右葉に大きさ約4cm強の被包化された腫瘤が

認められる．ほぼ同時期の67Gaシンチのplanar

（Fig．2e，2f）ではSOL部の集積程度は（＋）であ

るが，SPECT　transaxial像（Fig．2h）により集積

は（＋Dとなり，より明確に局在診断が可能であ

った．

　この症例において，肝腫瘤部と正常肝実質の2

か所にROI（region　of　interest）を設定し，ピクセ

ノレ当たりのカウント数度数分布のヒストグラムを

作成してみると，planarでは腫瘤部が正常肝実質

と重複しているが（Fig．2i），　SPECTでは完全に分

離し，明確に区別し得た（Fig．2j）．

　症例3：72歳，男性（Fig．3）

　血清AFP値2ng／m／，　HBsAg（＋），　HBsAb

（＋），AFP非産生肝細胞癌の肝硬変合併症例で，

6か月前，X線CT，肝動脈造影所見よリ，肝右

葉前区の腫瘤径7cmの肝細胞癌と診断され，

adriacin，　mitomycinおよびlipiodo1を併用した

肝動脈塞栓術が施行されている．核医学検査と同

時期の造影CTでは，肝右葉前区の原発巣は縮小

しているが，lipiodo1による不規則な集積と周辺

に低吸収域が認められる．さらに，肝右葉前上区

には，低吸収域として，2cm強のdaughter　nodule

が認められる（Fig．3a，3b）．
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　肝シンチの前面像（Fig．3c，3d）では，右葉下

部にSOLが認められ，後面像では右葉上部に

SOLが認められる．67Gaシンチのplanar（Fig．

3e，3f）では，右葉下部のSOLに一致した67Ga

の集積は検出できず，右葉上部のSOLは（±）の

67Ga集積であった．　SPECTのcoronal像（Fig．

39，3h）では，肝シンチのSOLに一致して，原発

巣（黒矢印）は6？Ga集積（土），　daughter　nodule

（白矢印）は（土）～（＋）として検出された．

Daughter　noduleと周囲肝組織とは，　Planarの後

面像（Fig．3i）ではヒストグラムでも分離できな

いが，SPECT　coronal像では，ヒストグラムに

おいて両者を区別することができた（Fig．3j）．

　AFP非産生症例で，　lipiodol併用塞栓術後の再

発および転移の検出に67GaシンチのSPECTが

有用であった．

VI．考　　察

　肝腫瘍に対する肝シンチは，腫瘍の検出に有用

であるが，特異性は低いとされている，67Gaに

よる肝腫瘍シンチは，肝シンチでSOLとして認

められた部位の性質を明らかにするのに役立つと

いわれ2），肝シンチと腫瘍シンチの併用が肝細胞

癌検出に有用であるといわれている1・3）．

　肝シンチにおけるSOLの検出には，　planar単

独に比し，SPECTを併用することにより，病変

部と周囲組織との重なりを分離し，非病変部に対

する病変部のコントラストを増加するため，検出

能の向上および正確な部位診断が期待されてい

る4・？）．肝シンチのplanarにおいては，直径3cm

以下のSOLの単発症例の検出率が悪く，40％に

満たないが8），SPECTを併用することによりSOL

の検出率は向上し4・5），特に直径2－4cmの病変の

検出率が増加するといわれる5）．

　今回の肝細胞癌の6℃a腫瘍シンチにおいても，

SPECTを併用することにより，肝組織と腫瘍と

の間の67Ga集積のコントラストを増強し，2－3cm

の腫瘍の検出率は，Planarの48％から，　SPECT

併用では71％に，3－4cmの腫瘍では，　Planarの

50％からSPECT併用の100％に向上した．
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肝シンチ5・8｝あるいは67Ga腫瘍シンチのPlanar

imagingでは3cm以下の小腫瘤の検出が困難で

あるが，SPECTを併用することにより，3cm以

上の肝細胞癌症例のほとんどすべてが67Ga　posi－

tiveに描出され，2－4　cmの肝細胞癌の検出に

SPECT併用は有用であった．

　肝細胞癌症例では肝硬変の合併が多く，肝細胞

に取り込まれる67Ga－citrateは，肝硬変症例では

肝組織の厚さの不均一な分布により，“mottled

appearance”を呈する場合もあリ，6？Gaシンチ単

独では，肝細胞癌による集積との区別は容易では

ない2）．このため，肝硬変に合併する肝細胞癌の

67Gaシンチでは，肝シンチのSOL，あるいはCT

における腫瘤部に一致した6？Ga集積の程度を，

断面の厚さを一定にして周囲肝組織の集積と対比

するためにもSPECT併用が必要である．

　肝細胞癌のTNM分類のT因子では，直径2

cm以下がT1～T2とされ9），臨床的には，3cm

以下の小腫瘍において，肝切除後の生存率に，

3cm以上の大きな腫瘍との問に有意差が認めら

れ10｝，肝細胞癌の治療成績向上のためには早期診

断が必要である．

　肝細胞癌の早期診断のためのスクリーニング検

査として，肝機能検査，AFP検査などの血清学

的検査とともに，超音波断層検査，X線CTが用

いられ，2cm以下の小肝細胞癌の検出も容易と

なっているが，肝シンチ5・8）および67Gaシンチは，

planarでは3cm，　SPECTでも2cm以下の腫瘤

の検出は困難であるため，検出率は60～80％に止

まっている11・12）．

　肝細胞癌検出に，肝シンチおよび67Gaシンチ

は，AFP検査とともに，超音波断層検査あるい

はX線CTと相補的に役立つものと考えられ
る11・12）．

　肝腫瘍の67Ga腫瘍シンチにおいて，肝細胞癌

では陽性率が高く，半数に強い集積を示すが，転

移性癌では強い集積を示す例は少ないと報告され

ている3・13）．

　本報告においても，肝細胞癌症例の67Gaシン

チのSPECTにおいて，50％（53／105）に（什）の
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集積を認めている．肝細胞癌を除く自験肝腫瘍の

10症例中，回腸原発のleiomyosarcomaの肝転移

の1例で（十十）の集積を認めたが，他の8転移症

例（胃癌3例，結腸癌4例，直腸癌1例）では

（＋）の集積が3例，（土）～（一）の集積が5例であ

った．Cholangiocarcinoma　l例では（士）の集積

であった．

　肝腫瘍で強い67Ga集積がみられる場合は肝細

胞癌である可能性が大きく，肝腫瘍症例から

activeな肝細胞癌を検出するのに67Gaシンチは

役立つといわれる3・13）．

　肝細胞癌症例では，血清AFP陰性例が1／3～

1／4にみられる14）ことから，肝細胞癌に陽性率の

高い6？Gaシンチは，肝シンチと併用して，肝細

胞癌の検出に相補的に役立つといわれる1・12）．本

報告でも，27％にAFP非産生症例がみられたが，

血清AFP値と67Gaの集積程度との問に一定の

関係はみられず，AFP非産生症例においても，

AFP産生症例と同程度の67Gaの集積率がみられ
た．

　67Gaシンチは，　AFP非産生肝細胞癌において，

診断12｝，治療効果判定11）の指標となり得ると考

えられる．

　最近，肝動脈塞栓術による肝細胞癌の治療が広

く行われ，塞栓術後の治療効果の判定，経過観察

が必須となっている．選択的肝動脈造影法は，腫

瘍の活性の観察には優れているが，侵襲的検査で，

反復実施は困難である．非侵襲的検査法として

CT，超音波検査，血清AFP検査が用いられてい

るが，CTによる治療経過の観察は，腫瘍の大き

さ，吸収値の変化，あるいは造影効果により判断

されている11）．肝癌の塞栓術にlipiodolを併用す

る症例は，最近，増加しつつあるが，1ipiodo1の

集積が強い高吸収域として描出されるため，CT

による局所再発の検出が困難な場合がある．この

ような症例では，超音波検査でも内部エコーの変

化などの評価が難しく，局所再発の検出は容易で

はない．

　67Gaシンチでは，塞栓術が完全であれば腫瘍

部は欠損像として描出されるが，局所再発，転移

では，67Ga集積部位として検出される11）．

　原発性肝癌症例の塞栓術の効果判定，転移，再

発の診断に，SPECTを併用した67Gaシンチを

用い，CT，超音波検査では判定が困難なlipiodol

併用症例とともに，AFP非産生症例の経過観察

に有用であった川．

VIL　まとめ

　肝細胞癌52症例の局在が確定した105腫瘤につ

いて，67Ga腫瘍シンチの検出率を検討し，次の

結果を得た．

　1）Planar　imagingにおける検出率は64％であ

った．腫瘤径別検出率は，1－2cmでは25％，2－3

cmでは48％，3－4　cmでは50％，4cm以上では

98％であった．

　2）SPECT併用における検出率は75％であ一，

た．腫瘤径別検出率は，1－2cmでは32％で，検

出された腫瘤はすべて2cm弱であった．2－3　cm

では71％，3－4cmでは100％，4cm以上では98％

であった．SPECT併用により，2－4　cmの腫瘤の

検出率の向上がみられた．

　3）1cm以上の肝細胞癌105腫瘤の67Ga集積

程度は，肝組織に比べ非常に高いもの（什）50％，

軽度高いもの（＋）18％，同程度のもの（土）7％で，

検出不能のものは25％であ一．た．

　4）AFP非産生肝細胞癌における67Ga腫瘍シ

ンチの67Ga集積率は，　AFP産生症例と同程度で

あった．

　本研究に当たリ，ご指導ご校閲をいただきました河村

文夫教授に深く感謝の意を表します．

　本論文の要旨は，第25回日本核医学会総会（昭和60

年10月，徳島）において発表した．
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Summary

Evaluation　of　Single　Photon　Emission　Computed　Tomography

　　　on　Ga－67　Scintigraphy　for　Hepatocellular　Carcinoma

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（
　　　　　　　　　　　　　　　　　Hiroyoshi　IGucHI

Department　of　Radioto留y，　School　ofルfedi‘・ine，

　The（ノniversitγof　Tokushima，　Tokushi〃iCl

　Fifty－two　patients　with　hepatocellular　carcinoma

（HCC）including　105　masses　of　more　than　l　cm

were　examined　for　detectability　by　conventional

imaging　in　combination　with　single　photon　emis－

sion　computed　tomography（SPECT）using　6？Ga－

Cltrate．

　The　degree　of　Ga－67　accumulation　in　the　Iesion

of　HCC　was　classified　compared　with　the　sur－

rounding　hepatic　area．　In　conventional　imaging，

the　detectability　was　64％in　all，25％in　1－2　cm，

48％in　2－3　cm，50％in　3－4　cm，98％in　more　than

4cm　in　tumor　size．　In　combination　with　SPECT
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，

the　detectability　was　75％in　all，32％in　l－2　cm，

71％in　2－3　cm，100％in　3－4　cm，98％in　more

than　4　cm　in　tumor　size．

　1n　HCC　mass　of　2－4　cm　in　size，　efhcacy　of

adding　the　SPECT　was　definitely　helpful　in　detect－

ab川ty．　Adding　the　SPECT　was　able　to　increase

the　difference　of　Ga－67　concentration　in　HCC　and

surrounding　liver　tissue，　and　also　improve　new

detection，　compared　with　conventional　imaging

only．

　Key　words：　67Ga　scintigraphy，　SPECT，　Detect－

ability，　Hepatocellular　carcinoma．
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