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《症例報告》

Thallium－201心筋シンチグラフィにより発見された悪性胸腺腫

板金　　広＊　　広田　一仁＊

安田　光隆＊　秋岡　　要＊

竹内　一秀＊　武田　忠直＊

山岸　広幸＊　田原　　旭＊

寺柿　政和＊　奥　　久雄＊

溝口　精二＊＊　越智　宏暢＊＊＊

　要旨　L）°iTl心筋シンチグラフィ施行時に縦隔に異常集積を認め，手術により悪性胸腺腫と診断された2

例を経験した．1例は負荷心筋シンチグラフィ時に偶然発見され4時間後の遅延イメージでより鮮明に描出

され，67Gaシンチグラフィでも著明な異常集積がみられた．他の1例は67Gaシンチグラフィでは集積が

みられなか’・たが，201T1シンチグラフィでは陽性描画された．2症例とも胸部単純写真では縦隔陰影に異

常がみられず，201Tlシンチグラフィが悪性胸腺腫の診断に有用であった．

1．はじめに

　Thallium－201　Chloride（以下201Tl）は心筋イメ

ー ジング製剤として広く用いられ，特に虚血性心

疾患の診断には201T1シンチグラフィは欠かすこ

とのできない検査法となってきた．一方，201Tlは

腫瘍親和性をもった放射性医薬品として，その有

用性が報告されてきている1“’4）．胸腺腫瘍に対し

ては従来より，？5Se　selenomethionine（以下75Se），

67Ga　citrate（以下6℃a）が用いられてきたが，近

年201T1により胸腺腫瘍が陽性描画され，診断率

も高いという報告が散見される5～7）．

　今回，われわれは心疾患のために入院し，201Tl

心筋シンチグラフィを施行した際に縦隔に異常集

積がみられ，手術の結果，悪性胸腺腫と診断され

た症例を経験したので報告する．

II．症　　例

　【症例1】　69歳　男性

　主訴：労作時胸痛
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　患者は虚血性心疾患を有しており，左前下行枝

に対する経皮的冠動脈形成術後の効果判定のため，

負荷心筋シンチグラフィを施行した．入院時胸部

単純X線（Fig．1）では縦隔には異常を認めない．

しかし，負荷心筋シンチグラフィでは右冠動脈狭

窄による下壁の虚血所見に加えて，前縦隔に明ら

かな201Tlの異常集積を認め，4時間後に撮像し

た遅延イメージではより鮮明に描出されている

（Fig．2）．これにより胸腺腫を疑い6？Gaシンチグ

ラフィ，胸部X線CTを行った．67Gaシンチグ

ラフィでは同部位に著明な異常集積を認め，胸部

X線CTでも前縦隔に内部密度の不均一な腫瘤像

が認められ（Fig．3），外科的摘除術が行われた．

腫瘤は弾性硬で表面不整であり，周辺組織に浸潤

がみられた．摘出された腫瘤標本は12×10×11

cmで，病理組織学的（Fig．4）にはリンパ球と上

皮成分が混在しており，混合型の悪性胸腺腫と診

断された．

　【症例2】　68歳　女性

　主訴：呼吸困難

　昭和63年2月頃より，労作時に呼吸困難を感じ

るようになり近医を受診し，胸部単純X線で心陰

影拡大，心電図にて低電位を指摘され（Fig．5）当

院を紹介された．外来の心臓超音波検査で大量の

心嚢液貯留がみられ入院となった．入院後，心嚢

ドレナージを行い，血性浸出液を得たが，細胞診，
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Fig．1　Posteroanterior　chest　X－ray　film　in　case　l

　　　　　　shows　no　evidence　of　mediastinal　mass．
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The　initial　planar　image　of　stress　thallium－201　scintigraphy　shows　abnormal

accumulation　in　anterior　mediastinum（upper）．　In　the　delayed　image，　it　is　more

clearly　visualized（lower）．
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Fig．3　Thallium　image（upper　left）and　gallium　image（upper　right）show　abnormal

　　　uptake　in　the　mediastinum．　CT　scan　demonstrates　an　anterior　mediastinal　mass

　　　（lower　left）．

Fig．4　Histologic　examination　disclosed　that　tumor

　　　tissues　were　composed　of　lymphocyte　and
　　　epithelial　cell．　These　findings　are　features　of

　　　mixed　cell　type　of　thymoma．　Low　magnifica－

　　　tion（1eft），　high　magnification（right）．

細菌検査はともに陰性であり，同時に行った心膜

生検でも特に有意な所見は得られなかった．しか

し，原因疾患の検索のため施行した胸部X線CT

では，内部に小石灰化を伴う充実性の縦隔腫瘍が

みられ，一部心外膜に浸潤していると思われる所

見もみられた．その後，行った67Gaシンチグラ

フィでは異常集積はみられなかったが，201Tlシ

ンチグラフィではX線CTでみられた前縦隔の腫

瘍部に一致して明らかな異常集積を認めた（Fig．

6）．手術所見では灰白色，弾性硬，表面不整の腫

瘍を前縦隔に認め，肺実質，周辺リンパ節および

心外膜に浸潤していた．摘出標本は10×6×6cm

で，病理組織学的には上皮成分が優位の悪性胸腺

腫と診断された（Fig．7）．

m．考　　察

　胸腺腫は縦隔腫瘍の約20％を占め，その約3／4

は悪性であるとされている？）．近年，201Tlシンチ

グラフィが胸腺腫の画像診断として有用であると

報告されているが，呈示した2例のごとく，正常

縦隔陰影内の腫瘍は胸部単純X線写真ではとらえ

にくく，臨床所見から縦隔腫瘍が疑われた場合，

非侵襲的検査法としての核医学的手法は非常に有
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Fig．5　Chest　X・ray　film　shows　cardiomegaly（left）and　low　voltage　is　det㏄ted　in　ECG

　　　　　（right）．
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Fig．6　The　tha1加m　study（upper　left）shows　abnormal　uptake　in　the　anterior　mediastinal

　　　　　mass　that　is　demonstrated　by　chest　CT　scan（lower　left），　but　no　accumulation

　　　　　　is　detected　in　the　gallium　study（upper　right）．
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Fig．7　Histologic　preparation　shows　epithelial　cell

　　　predominant　type　of　thymoma．　Low　magnifica－

　　　tion（left），　high　magnification（right）．

用であると考えられる．201T1の悪性胸腺腫に対

する陽性率は，吉村ら9）によると92％（11例／12

例）と良性胸腺腫の33％（3例／9例）に比べ高く，

30例の胸腺腫を対象とした報告5）では，67Gaの

43・3％，75Seの53．3％の陽性率に比し，201T1は

70％と高く，各臨床病期別にみた陽性率も201Tl

は6？Ga，75Seより良好である．従来より，胸腺腫

の核医学的診断には75Seが用いられていたlo・11）

が，75Seは半減期が120日と長く，高エネルギー

のため鮮明な画像が得にくい欠点があり，現在で

はほとんど行われていない．腫瘍シンチグラフィ

として67Gaが広く用いられ，胸腺腫瘍にも使用

されているが，静注後撮像までの時間が長いこと，

炎症との鑑別が難しいことなどの欠点を有する．

201Tlシンチグラフィは，腫瘍に対する最適撮像

時間は静注後20～60分12）と短く，画像診断上も

骨の描出がなく，炎症巣には集積することが少な

いなど有利な面が多い．

　75Seは腫瘍による蛋白合成充進が腫瘍集積の機

序であろう13）と考えられているが，67Ga，201T1

の腫瘍集積の機序は未だ明らかではない．201Tl

では腫瘍のvascularityが関与し，心筋と同様に

Na－K　ATPaseポンプを介するものであろう4・7）と

推察されている．呈示した1例目は負荷心筋シン

チグラフィにて偶然，発見されたものであるが，

4時間後の遅延イメージでも強い集積像がみられ

ることは，甲状腺悪性腫瘍の201Tlシンチグラフ

ィにおいて集積像が遅延イメージでみられること
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と同様の所見であり14），また，67Gaシンチグラ

フィで異常に強い集積がみられたことから，核医

学的に悪性胸腺腫と考えた．2例目については，

胸部X線CTにて腫瘍内部に石灰化像がみられた

ことから奇形腫を疑ったが，手術の結果は悪性胸

腺腫であった．残念ながら心筋シンチグラフィの

遅延イメージは撮像されていない．

　心筋シンチグラム上，縦隔に異常集積が観察さ

れた場合は胸腺腫のみならず右心耳15），異所性甲

状腺，異所性副甲状腺，その他の悪性腫瘍16）も考

慮にいれる必要があるが，今後，遅延イメージも

含めた2°iTlの胸腺腫瘍に対する診断率，良悪性

との関係，集積の機序について，さらに検討が必

要であると思われた．

IV．結　　語

　201Tl心筋シンチグラフィにより陽性描画され

た悪性胸腺腫の2例を呈示した．1例は負荷心筋

シンチグラフィで偶然発見され，遅延イメージで

より強い集積がみられ，6℃aでも強い集積がみ

られた．他の1例は67Gaでは陰性であったが，

201Tlでは陽性であった．201Tlは悪性胸腺腫の検

出に有用であると思われたが，さらに今後の検討

が必要であると考えられた．
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Summary

Malignant　Thymoma　Detected　by　Thallium－201　Myocardial　Scintigraphy

Hiroshi　ITAGANE＊，　Kazuto　HIRoTA＊，　Hiroyuki　YAMAGIsHl＊，　Akira　TAHARA＊，

Mitsutaka　YAsuDA＊，　Kaname　AKIoKA＊，　Masakazu　TERAGAKI＊，　Hisao　OKu＊，

　　　　　　　Kazuhide　TAKEucHI＊，　Tadanao　TAKEDA＊，　Seiji　MlzoGucHI＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　Hironobu　OcHI＊＊＊

＊First　Department　oj’Internalルfedi（’ine，　Osaka　City　Universityルtedica／School

　　＊＊Second　Depart〃lent（元f’　S〃㎎gery，　Osaka　Citγ｛ノniversityルledical　Schoot

　　　軸＊Deρart〃le〃’（）f’　Rad’ology，　Osakaα’夕Universitγルfed’cat　School

　　We　present　two　cases　of　malignant　thymoma

which　showed　a　remarkable　accumulation　of
thallium－201　chloride　on　myocardial　scintigraphy．

A69　year－old　man　underwent　stress　201TI　scin－

tigraphy　to　evaluate　myocardial　ischemia　and

abnormal　accumulation　of　thallium　activity　was

observed　in　the　anterior　mediastinum　by　chance．

It　was　more　clearly　visalized　on　delayed　image．

Moreover，　abnormal　uptake　of　67Ga　citrate　was

also　observed　in　the　same　region．　In　another　68

year－old　woman，　there　was　high　uptake　on　201Tl

scintigraphy，　but　no　abnormal　uptake　using　67Ga．

The　diagnosis　of　malignant　thymoma　was　con－

firmed　by　operation　in　each　patient．　These　two

cases　had　no　abnormality　in　the　mediastinum　on

the　chest　X－ray　film　and　one　of　them　had　no

uptake　of　67Ga，201Tl　scintigraphy　was　more　useful

to　detect　malignant　thymoma．

　　Key　words：Malignant　thymoma，201Tl　myo－

cardial　scintigraphy，67Ga　scintigraphy．
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