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《症例報告》

骨，骨髄シンチグラフィにおいて興味深いイメージを

　　　　　　　　示した原発性骨髄線維症の1例
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　要旨　原発性骨髄線維症の73歳の女性に骨および骨髄シンチグラフィを施行した．骨シンチグラフィでは

びまん性に全身骨へ集積を認め，相対的に腎影が減ずるいわゆるsuper　bone　scanを生じていたが，特に末

梢骨に強い集積を認めた．骨髄シンチグラフィでは骨シンチグラフィに一致した著明な末梢進展を示した．

原発性骨髄線維症の骨および骨髄病変と病態生理を評価するには，骨・骨髄シンチグラフィを施行すること

が有用と考えられた．

1．はじめに

　99mTc一標識リン酸化合物による骨シンチグラフ

ィは周知のごとく，悪性腫瘍の骨転移巣の局所検

出に優れている1－3）．しかし，時に前立腺癌や胃

癌などでは，びまん性に骨転移が生じた場合，骨

シンチグラム上，骨へのRI　uptakeが全体に充進

したいわゆるsuper　bone　scan像を呈することが

報告されている4）．一方，Waldenstr6m　macroglob－

ulinemiaなどの血液疾患においても，全身骨へ

の99mTc一標識リン酸化合物の集積が充進し，　super

bone　scan像を示す例が存在することも知1：・れて

いる5）．今回われわれは，骨シンチグラム上末梢

骨へのRI集積が充進し，　super　bone　scan像を呈

した原発性骨髄線維症例を経験したが，1111nCl3

および99mTc－sulfur　colloidによる骨髄シンチグラ

ムでも興味ある所見を得たので報告する．
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IL症例呈示

　73歳，女性

　主　訴：全身倦怠感

　家族歴：特記すべきことなし．

　現病歴：昭和59年，大腿に出血斑を認め，また

容易に止血しないため近医を受診し，白血球増多

および肝脾腫を指摘され，昭和59年10月，本院血

液内科に入院した．

　入院時現症：肝を2横指，脾を3横指触知する．

　入院時検査成績：スクリーニング検査上，血清

蛋白6．29／dt，血糖値75　mg／dl，アルカリフォスフ

ァターゼ551．U．〃，コレステロール131　mg／dl，γ一

GTP　141．U．／1，　LDH　1561．U．／t，アルブミン3．99／

dl，グロブリン3．59／dl，コリンエステラーゼ184

1．U．／’，　GPT　g　I．U．／t，　GOT　81．U．／t，クレアチニン

0．6mg／dt，　BUN　l7　mg／dlであった．

　末梢血液検査では赤血球数306×104／μ1，ヘモグ

ロビン7．89／d1，ヘマトクリット26．2％，血小板数

14．4×104／μ6白血球数15，500／μ1（骨髄芽球1．0，

骨髄球1．5，後骨髄球3．5，帯状核白血球16．5，桿

状白血球56．5，単球3．0，リンパ球17．5，赤芽球0．5，

白血球アルカリフォスファターゼ301（対照267））

であった．なお，α一Fetoprotein　3　ng／ml以下，

CEA　1．O　ng／ml以下であった．
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　胸骨］「1・髄穿束llはdry　tapであり，胸什骨生検で

‘k，　’｝’｜’江ぐび）イくり↓貝1」オ£坤？’｛三と糸泉糸隼’『生上P］夘lilこf’Pつ一ご，

造lflL細胞が箸明に減少を示す部分と（Fig．1），骨梁

の増生を伴わず，　暑：明な造1flL細ll包の上曽生を・］Z一す部

百gl＾i　B。ne　marr。w　bi。P、y，h。w，　irreg。1。・b。ne，pic－

　　　　ula　formation　and　fibrous　change　in　bone

　　　　nlarroW．

24巻9　膓J－（1987）

分が混在し，　hypercellular　marrowな部分では

myeloid系，　megakaryocyteの増ノ1三を認めるもの

の，erythroid系は著明に減少しており，組織学

的に骨髄線糸倒ilと診断された．なおフィラデルフ

rア染色体（一・一），LAPが上昇していること，　さら

に白lflL球増多が軽度，またその分llliiから慢性骨髄

・性白lflL病は否フ」三された．

　さらに感染巣や悪’性腫」；膓の検索を行ったが，異

常は認められなか’・た．直腸粘膜のコンゴーレッ

ド染色ではアミロイドは認められなかった．原発

性骨髄線維症として特別な治療を行わず外来にて

経過観察が行われ，肝脾腫に変化を認めず，⊥flL液

生化学検査に｛，大きな変動を認めなかったが，腰

痛が川現したため核医学検査が施行された．

　骨シンチク“ラフィ：99niTc－HMDPによる骨シ

ンチグラフィでは，末梢’胃’へのびまん’性のRl集

積の∫L進と，関節部に強い集積がみられ，腎の描

IHa）｛iV・，　いオ）ゆる　super　bone　scan　l象力二1｛｝らオt
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Fig．2　Bone　scintigraphy　shows　diffusely　increased

　　　　skeletal　uptake，　with　striking　accumulation　in

　　　　peripheral　boロes．

Fig．3　Bone　marrow　scintigraphy　with　i　iiInC13　dem－

　　　　onstrates　hepatosplenomegaly　and　peripheral

　　　　marrow　expanslon・

Presented by Medical*Online



骨，骨髄シンチゲラフ↓に○いて興味深いイ’t　一ジを示した原発性’i’i髄線維症の1｛ケll

▽　　’〆で
　　．やぶジ㌧’

t

”、・・ 、袖己・lt㌻－、、
　　　　　㍉　i「

繋
き

S
荒
㌔

　
　
！

静

轡
ぷ
・

繍攣
・

〆

塞

熟
　　；ぎ

元

晦
．、’勢

Fig．4　Bonc　marrow　scintigraphy　with　y）mTc－sulfur

　　　　　colloid　shows　significant　c（）ncentration　of　thc

　　　　　radioactivity　in　pcripheral　bonc　ma二1℃w．
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Fig．5　Bone　radiogram　shows　diffuse　sc：erotic　and

　　　　　lytic　density　throughout　the　pelvis　and　femur．
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た．しかし，頭蓋，肋骨，『f椎骨一の集611増加は

認められなか一Jた（Fig．2）．

　1111nC13にkる骨髄シンチグラフで：tiilnCl；3

3mCi手芝．与．後4811、’i　Illl　l　lのイ　メージではイミ｝肖’1す’｛’1’‖適

の描川がiijl　L’、かで々）り，　末梢／申展（peripheral　ex－

pansion）像であ’1た．なお肝脾腫の存r｝三も認めら

れた（Fig．3）．

　｛ハ9mTc－sulfur　colloidにkる骨髄シンチグラフ

r　：　1111nC13　と　llflb：k”‘二　peripheral　expansion　カ’：暑：

明で，］寺にト’li退’胃”1す愉直は三1堂位：i’fll主で明｝瞭1こf苗日1さ

れていた．肝脾1匝のため，腰椎部のcentral　mar－

row－U）集積程度：はイ〈明瞭であるものの，骨盤骨

髄部への集積1ま低ドしていた（　Fig．4）．

　　’i’j・x糸泉f象　：　ド剖～ll要｛・任li判1懸イヒカこ暑：lijj一ご，　1；東「ll

性の圧迫骨折も認められた．さらに，什盤骨，両
似ljノ、」退’1’1’」互l　f、tノ：剖引t｛硬イヒ1象才」kこノ㍉容’胃”1“ll’変fヒU）i昆イ1三

がみられた（Fig．5）．

III．考 案

　）」1〔発シ｝生’1「1・惰6線糸化り1’1江t，　’1‘1’佑』a）糸泉糸化イヒ，　ll　l：ll卑1こ才3

ける髄外造血や幼若頼粒球および赤芽球の／ミ梢lflL

－cノ）川現を］寺i敦とするり；（1大1／fく1明tハ’胃’艇け曽h’｛†生9．’｝（一，患・

群U）・つである．二の原発性骨‖槌線維症と骨Jl㌢変

とLノ）関係はFeldman　らにkると，　少なからずの

・1泥1列でii　S．　＊：iE　・i‘i’X＄泉1－一，　’i’i◆仲返fヒ’｝生u）’変fヒカ：Aく↑肖’胃’

にみ∴れると報告されているts）．’Eた，本症の骨

シンチグラフィに関してぱ，脊椎骨，骨盤，肩関

∫巾，　ノ〈　llilg’胃’」丘仲：虜｛畠および肋ミ関flli　1’｛－1；に集程i｝曽川1をき

たすと報告されている7）．本症例のごとく骨シン

ー
fブラム1・．super　bone　scan　f象を・jk一す疾，也、として

は，前、‘ノ：腺癌1二代表されるびまん性骨転移や，副

llピ1犬腺機fiヒ∫Lj斐望11…にイk才《されるイXliE’射’｝生’円づ芙，患、があ

げられる8｝．　しかし，原発性骨髄彩‖維症では，椎

什一の集積が暑：明なばかりでなく，．末梢骨への集

積も強いことや，頭蓋骨への集秒iが低い点でこれ

らと明らかに異なるとされているt）．

　　99，　TTITc一標識リン酸化合物が什へ集積する機序の

　’つとして，骨の血流の増加があげられているが，

1京発，b生’　・1・屑適糸泉糸匡汕；では18Fのk灸［i’寸にて弱含血Lわ｛［が増

加している9）ことが知られており，さらにDavid
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ら？）は原発性骨髄線維症例の骨シンチグラム上，

膝関節部に集積の充進を示した症例において

99mTc－sulfur　colloidによる骨髄シンチグラフィ

でも同部に一致してコロイドの集積を認めperi－

pheral　expansionを示していることにより，骨髄

線維症における血流増加とperipheral　expansion

に伴う血流増加が骨シンチグラム上の異常集積の

一因と推測される．

　われわれの原発性骨髄線維症例での骨シンチグ

ラフィは，肋骨，胸腰椎にはRI集積の充進は認

めず，四肢骨の集積が著明であった．この所見は，

全身骨へのびまん性骨転移や，代謝性骨疾患時の

所見とは異なり，またDavidらが報告した膝関

節部を中心とした異常集積像の原発性骨髄線維症

の骨シンチグラフィともやや異なっている．さら

に，骨髄シンチグラフィでも，Davidら7）の報告

した症例では，骨イメージの集積増加と一致した

部位，つまり膝関節部を中心とした部位の軽度の

骨髄増生であるのに対し，本例では大腿から下腿

部骨髄までに及ぶ広範囲なactive　marrowの拡張

を示している．その経過や，血液生化学的データ

から，本例は原発性骨髄線維症の進行例と考えら

れるが，骨シンチグラフィと骨髄シンチグラフィ

併用により病期の判定可能か否かは，さらに症例

を重ねて検討する必要があると考えられる．

　骨髄シンチグラフィは，血液疾患における造血

機能の良い指標となることが知られている．1111n－

Cl3では造血髄分布を，99mTc－sulfur　colloidでは

骨髄網内系分布を反映するものの，一部血液疾患

症例では解離が生じることがあるlo）ため，1111n－

Cl3と99mTc－sulfur・colloidの両方により骨髄分布

の評価を行った．本例では両核種とも著明な末梢

伸展像を呈したものの，解離は認められなかった．

　骨髄内の腫瘍性病変を主とする多発性骨髄腫で

は，その骨病変は骨形成を伴わない骨吸収が主で

あるため，99mTc一標識リン酸化合物の集積は低い

場合が多い11）．一方，骨髄シンチグラフィは欠損

像を示すため，骨病変の評価には両者の併用が広

く用いられている12）．

　しかし，他の血液疾患では骨髄シンチグラフィ

のみが造血機能の評価に用いられているに過ぎず，

骨シンチグラフィとの併用はあまり行われていな

い．しかし，骨髄と骨は近接し，骨髄病変は直接

あるいは間接的に骨代謝に影響を与えると思われ

るため，血液疾患においても骨の病態と骨髄の病

変とを同時に知るためには両者を併せ検討するこ

とが必要であろうと思われる．
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Summary

A　Case　of　Primary　Myelofibrosis　Showing　an　lnteresting

　　　　㎞age　on　Bone　and　Bone　Marmw　Scin吻raphy

Nobuaki　OTsuKA＊，　Masao　FuKuNAGA＊，　Kouichi　MoRITA＊，　Shimato　ONo＊，

　　　　Kiyohisa　NAGp［【＊，　Shinichi　YANAGIMoTo＊，　Tatsushi　ToMoMiTsu＊，

　　　　　Takako　FuRuKAwA＊，　Takashi　SuG田ARA＊＊，　Yoshito　YAwATA＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　Rikushi　MoRITA＊

＊D卿〃〃1ε〃’げ∧物‘』r〃ε4∫（W，口D¢ραr伽e〃tof　He’ηα’・logγ，　Kawasaki・Meゴ’（’α∫5Cカ001

　On　a　73－year－old　woman　with　primary　myelo－

fibrosis，　bone　and　bone　marrow　scintigraphy　were

perfbrmed．　Bone　scintigram　showed　the　diffusely

increased　skeletal　uptake，　especially　in　peripheral

bones，　and　the　relatively　diminished　renal　uptake．

On　the　other　hand，　bone　marrow　scintigraphy

showed　the　remarkable　peripheral　expansion．　Thus，

to　evaluate　the　pathophysiology　and　the　lesion　of

bone　and　bone　marrow　in　primary　myelofibrosis，

both　scintigraphies　seem　to　be　useful　and　essential．

　Key　words：Myelofibrosis，　Bone　scintigraphy，

Bone　marrow　scintigraphy．
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