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《原著》

膵シンチグラフィのeMcacyについて

村上　康二＊・†　安河内　浩＊

白土　　誠＊　　奥畑　好孝＊

谷部　正浩＊　　古賀　雅久＊

　要旨SPECTが普及してきてから多少膵シンチグラムの件数が増加している傾向にある．しかし本来，

75Se－selenomethionineの検査は慎重に行う必要があ1），また超音波，　CT，　M　R等の普及で，膵シンチグラ

ムの比重が減少していることは否めない．

　26例について，従来の膵シンチグラム，SPECT，　X線CTを4人の医師による評価を数字化して検討し

た．膵炎のごく一部に膵シンチグラムによる付加価値を認めるが，腫瘍についてはX線CTに対して全く

付加価値はなかった．また再現性も常にX線CTの方がよかった．

　SPECTは従来の膵シンチグラムに対して明瞭な利点は見いだせなかった．

1．はじめに

　現在膵臓の画像診断としては，第一に超音波診

断（US），次にX線CTが施行されている．これ

らのmodalityが登場する以前は，膵の形態的情

報を得る唯一の検査法はシンチグラムであった．

しかし，他のmodalityが次々に発展するなかで，

膵シンチグラムはその頃より進歩することなく，

もはや形態的診断法としての役割は終えたと言え

る．

　一方，近年Single　Photon　Emission　Tomogra－

ph（SPECT）の普及やPositron　Emission　Tomo－

graphy（PET）が登場し，形態的側面のみではな

く，機能的側面を含んで膵の形態を解析できるRI

診断が再び脚光を浴びる可能性を持ってきた．特

にPETではCTやUSを上回る病巣検出率も報

告されている1）．ところがSPECTに関しては，

残念ながら放射性医薬品としては旧来の75Se一

＊帝京大学医学部放射線科学教室

†現；国立佐倉病院放射線科

受付：元年11月29日
最終稿受付：2年2月6日
別刷請求先：佐倉市江原台2－362　（●　285）

　　　　　国立佐倉病院放射線科

　　　　　　　　　　　村上康　二

selenomethonineが使用されているため，あまり

期待されず，現在もほとんどの施設でこの検査は

施行されていないものと思われている．しかしそ

のeMcacyについての報告はあまり見られない．

　今回われわれは従来のconventionalなシンチグ

ラムにSPECTを追加し，これらとX線CTと
の比較によって，改めて膵シンチグラムのeMcacy

を検討したので報告する．

II．対象と方法

　対象　対象とした症例は，帝京大学医学部附属

病院にて75Se－selenomethionineの投与による膵シ

ンチグラムを施行した26例である．男性19例，女

性7例で，平均年齢57．3歳であった．

　26例のうち，conventional　imageおよびSPECT

imageを撮像しなかった症例がおのおの1例ずつ，

また，呼吸停止ができずCTの読影が不能であっ

た症例が1例存在する．

　26例中24例で膵シンチグラムが施行された日よ

り2週間以内にX線CTが施行され，残る2例

も1か月以内にCTが施行された．条件をそろえ

るため，原則的にX線CTは造影CTでまた腸
管を描出するためのGastrografin飲用の像を採用

した．診断は膵癌4例，膵炎15例，正常7例であ
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った．手術によって確認されたものは10例であり，

他の16例は他の検査法や臨床所見により診断され

た．

　方法膵シンチグラムは75Se－selenomethionine

9．25MBq（250μCi）を静注後3～13分にconven－

tional像を撮像，15～45分にSPECT像を，次い

で45～55分後にもう1度conventional像を撮像

した．X線CTおよびシンチグラムの装置や条件

はTable　1のとおりである．

　読影は患者についての予備情報をもたない4人

の放射線科医によって行われた．X線CTおよび

各シンチグラムは別々に読影され，さらに診断に

客観性をもたせるため疾患の有無の可能性別に4

段階のscoreを用いて評価した．　scoreの定義は

Table　2のとおりである．

　各症例につき4人の診断医のscoreを平均し，

その症例についての総合診断とした．すなわち，

4人のscoreの平均が1．0～2．0を正常，2．0～3．0

を疑診，3．0～4．0を異常と分類した．ところで検

査というのはspecificity，　sensitivityが高いことも

重要であるが，読影者による診断の差が小さい，

つまり客観性が高いことも必要な条件である．今

回われわれは読影者の各scoreの標準偏差も計算

し，診断の客観性の指標とした．

III．結　　果

では「疑診」に含まれる3つの症例がconventional

像においてscore　3．0以上の「異常」を示した．

したがってX線CTとconventional像を組み合

わせると「異常」と診断される症例は9例となり，

正診率は60％に上昇する（Table　4）．

　次に4人の診断医のscoreの平均と標準偏差を

Table　5に示す．この場合，平均scoreが高いほ

ど病変の診断率が高いことになり，また標準偏差

Table　l　Apparatuses　for　this　study

X・CT：Hitachi　CT・W　600：

　Slice　thickness　5　mm，10mm

SPECT：Toshiba　GCA90B　E－2

　128×128Matrix
　6step×60　projection

　lstep　45　sec

　Slice　thickness　5．3　mm

Table　2　Diagnostic　score　for　each　examination

Score　l：　Unlikely

Score　2：　Couldn‘t　be　ruled　out

Score　3：　Possible

Score　4：　High　probability

　　　Table　3

（1）X－CT

Average　score　for　each　patient

　X線CT，　conventional　scintigram，　SPECTにつ

いて平均scoreをTable　3（1），（2），（3）に示す．た

だし，ここでの正診率とはscore平均3．0以上の

「異常」と判定されたものの割合である．

　膵臓癌の症例は4例とも膵頭部癌であり，直径

4cm以上の大きなものであった．したがってX

線CT，　conventional像とも正診率は100％であ

るが，SPECTでは1例がscore　2．5の「疑診」と

なって正診率は67％である．

　膵炎の症例はいずれのmodalityでもその正診

率は低いものとなっている．しかし「疑診」も含

めるとX線CTでは100％の膵炎を検出できた

ことになり，膵炎の診断に関してX線CTはRI

よりすぐれている結果となった．一方，X線CT

Score

　　　　　　LO－2．O

Cancer　　　　　O
Pancreatitis　　　　　O

Norma1　　　　　4

2．0－3．0

0
9
1

3．O－4．O　　Sensitivity

44／4（100％）
6（3）　　6／15（　40％）

1　　　　4／6　　（67％）

（2）　Conventional　scan

Score

1．0－2．0　　2．0－3．0　　3．0－4．O　　Sensitivity

Cancer
Pancreatitis

Normal

（3）SPECT

0
2
「
」

0
6
弓
」

「

」
『
1
1

3／3　（100－）

7／15（　47％）

3／7　（　43％）

Score

1．0－2．0

Cancer
Pancreatitis

Normal

一

〇
、
」
4

2．0－3．0　　3．0－4．O　　Sensitivity

　l　i－2厄一（6ラtt。1－

　844／15（27％）
　3　　　　0　　　　4／7　（43％）
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Average　score　by　combination　of　X・CT　and

COnVentiOnal　SCan
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Score

2．0－3．0　　3．0－4．O　　Sensitivity

　O　 44／4（100％）

　6　 99／15（60％）

ダ
　　　　　　1．0－2．O

Cancer　　　　　　O

Pancreatitis　　　　　O

Table　s　Average　score　in　each　examination

Cancer
Pancreatitis

Normal

X－CT

3．4：ヒ0．30

2．9土0．59

L8土0．78

Conventional　SPECT

3．5土0．57　　　2．9土0．68

2．8：i：0．67　　　2．5土0．64

2．3：｛：0．77　　　　1．7±0．50

a

が小さいほど診断による評価の差が小さい，つま

り客観性の高い診断ということになる．

　膵癌の診断においては，X線CTが平均score

3．4，標準偏差0．30と最も良好な成績を示した．

膵炎の診断に際しては平均score，標準偏差を見

たかぎりではX線CT，　conventional像に大差は

ないように見える．しかし正常と比較すると，そ

の標準偏差の範囲内での重なりがX線CTでは

非常に少なく，やはりconvcntional像に比べて

すぐれていると言えよう．

　ところで，SPECTの診断能であるが，これは

Tablc　5のとおり，病変の検出率は膵癌・膵炎と

も劣’・ていた．SPECTのすぐれていた点は「正

常」の膵を「正常」と診断する，つまり正常膵に

対する正診率および客観性が高かったことである．

　次に代表的な症例を3例呈示する．

　症例1　74歳　女性

　近医にて膵疾患を疑われ，精査目的に当院受診

した患者である．X線CT，膵conventional像を

示す（Fig．1：a，　b）．

　X線CTでは膵臓が脂肪変性のために萎縮して

おり，判別しにくい．4人の読影者の平均score

は2．0（正常範囲内）であった．膵シンチグラムで

は膵臓の取り込みが明らかに全体的に低下してお

り，膵外分泌機能の低下所見である．平均score

は3．3（異常）であった．

　腹部エコーでは描出不良のため明らかな所見を

得ることができなかったが，ERCPにて膵管の途

　　　　t－：・∵”；「∵”．，s－・．

　　　　　b
Fig．1　Pancreatitis（74F）．

　　　a）X・CT　b）Scan

絶が認められ，臨床症状も合せて膵炎と診断され

た．

　症例2　60歳　男性

　1年半前に急性膵炎にて入院の既往がある．最

近再び心窩部痛が出現し，X線CT，膵シンチグ

ラムが施行された（Fig．2：a，　b）．

　X線CT上は膵管が軽度拡張しているものの，

腫大もしくは萎縮といった形態の変化は認めない．

既往も考えると膵炎が強く疑われるが，患者の情

報がない場合は膵腫瘍も考えなければならず，X

線CTのみでの確定診断は困難である．
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　　　　　b
Fig．2　Pancreatitis（60M）．

　　　a）X－CT　b）Scan

　　　　　　　　　b

Fig．3　Normal　pancreas（39F）．

　　　a）Planar　Scan　b）Axial　Tomogram

　膵シンチグラムでは膵全体がび漫性に集積の低

下を示し，明らかな膵炎の像を呈する．ERCP，

血管造影も施行されたが，いずれも慢性膵炎を支

持する所見であった．

　症例3　39歳　女性

　腹痛を主訴に来院したが，CA　19－9が軽度上昇

していたため，膵の精査が行われた．

　conventional　scintigramでは膵尾部に欠損像が

認められるが（Fig．3a），　SPECT像では尾部が深

部方向へ強く屈曲しているためであることがわか

る（Fig．3b）．他検査結果も含めて膵疾患は否定さ

れたが，conventional　scintigramでのfalse　positive

の症例である．

IV．考　　察

　1970年代には，膵のRI診断に関しては多くの

有用性が報告されている2～5）．しかし，US，　X線

CTが広く普及している現在，膵のRI診断は時
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代遅れといった感がある．

　一一方，USやX線CTを施行しても膵疾患の診

断が困難な症例も日常決して稀でないのも確かで

ある．このような場合に限ると膵の外分泌機能を

反映するRI診断は形態とは異なった情報を与え

てくれる可能性が残る．

　今回のわれわれの検討でも膵の腫瘍性病変につ

いてはRI診断よりもX線CTの方が十分にすぐ

れており，診断率もすぐれ，読影者による診断の

ばらつきも少なかった．

　ところで，Partainら6）は，臨床的に病変が疑

われるにもかかわらず，CTやUSで正常，ある

いは不明の診断であった場合，次の検査としてR1

が有利であると述べている．この報告は10年前の

ものであり，CTやUSの診断能はさらに向上し

ているため，この結論がそのまま現在の状況にあ

てはまるとは限らない．

　しかし，われわれの検討でも，膵炎においては

CT単独の場合よりもRIとCTの組み合わせの

方がより診断能がやや上昇した．これはやはり

CTが形態，　RIが機能という別々の病能を反映し

ているためと考えられる．また，CTやUSにお

いては呼吸停止の不備，あるいは皮下脂肪や腸管

ガスの貯溜などにより膵の描出が困難な例も存在

する．このような場合は，形態診断としてのRI

の有用性も考えられる．

　自験例の膵炎症例15例のうち，CT単独では診

断できず，RIとの組み合わせによって診断がっ

いたのは3例であった．そのうち1例は膵の脂肪

変性が強く，CTで描出困難であった例である．

残りの2例はいずれも腸管ガスのartifactが強く，

各診断医の読影に差が生じた例である．したがっ

て臨床症状や検査所見が膵炎を疑わせる場合で，

特に膵の脂肪変性が強かったり腸管ガスの多い患

者に対しては，次の検査としてRI検査の適用が

あると思われる．

　膵シンチグラムにおけるSPECTの意義である

が，油井ら7｝の報告では臨床的有用性はないとの

ことである．われわれの結論もほぼ同じであるが，

SPECTを施行して有用であった場合も数例認め

441

られた．これは油井らの報告がすでに4年前のも

のであり，SPECTの解像力が現在はさらに改善

されたことが原因と思われる．もっともこの点は

CT，　USにっいても言える．

　SPECTの有利な点としては，第1に症例3に

示したようなconventional像におけるfalse　posi－

tive例がSPECTの併用により減少することであ

る．もっともこれはX線CTのみの検査でわかる．

第2にSPECTの正常像はconventional像よりも

特異度，客観度が高いことである．この点もX線

CTと有意な差はない．

　膵conventional　scintigramに関してはPartain

ら6）が報告しており，異常像は有用性が低いが正

常像は特異性にすぐれ，90～95％の精度で膵疾

患を除外できると述べている．これに従えば，膵

SPECTはさらに高精度で膵疾患の除外が可能で

あることになる．またSPECTの正常像の客観性

の高さはconventional　scintigramが肝や腸管の集

積と重なりやすく読影に熟練を要するのに対し，

SPECTではこれら他臓器と分離されて描出され

るためであろう．

　一方，SPECTの異常像についてはその有用性は

低いと思われる．すなわち，artifactによる集積

の不均一’が多く，病変によるものなのか，正常範

囲内なのか判断に苦しむ場合が多いためである．

　以上，膵においてSPECTの有用性は若干認め

られるが，撮像時間やコスト等の点も考慮すると，

やはりSPECTの臨床的有用性は否定的と言って

よかろう．

　また，conventional　scintigram自体も一部の症

例に対しては未だ有用であると言われているが，

被曝量の点，特に75Seの体内動態や廃棄物が汚

泥等に集積されるなど，環境中の動態問題が多い．

　いずれにせよ，現時点で膵のRI診断に75Se－

selenomethionineを使用している限り，ほとんど

臨床応用は期待できないと理解すべきであろう．

PETはその性格上限られた施設でしか施行できず，

臨床的には限界がある．広くSPECTが普及した

現在，一刻も早くsingle　photonの効率がよく，

被曝の少ない膵tracer（モノクローナル抗体も含
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めて）の開発が望まれる．
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V．結 語
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　We　studied　the　eMcqcy　of　pancreas　scintigraphy

using　75Se－selenomethionine　by　conventional　meth－

od　and　SPECT　in　26　patients　diagnosed　as　pan－

creatic　tumor　or　pancreatitis．　X－CT　was　a｝so

performed　in　all　patients　and　compared　its　efncacy

with　that　of　scintigraphy．　In　order　to　evaluate　the

image　quality，4doctors　analysed　the　images

independently　without　clinical　information　and

score　them　according　to　the　possible　abnormality．

The　average　score　of　each　film　was　adopted　as　an

index　for　sensitivity，　and　the　standard　deviation

was　evaluated　as　objectiveness　of　the　images．　As

for　the　detection　of　pancreatic　tumor，　both　the

sensitivity　and　the　objectiveness　of　X－CT　were

superior　to　those　of　scintigraphies．　However，

evaluation　by　scintigraphy　combined　with　X－CT

increased　the　diagnostic　sensitivity　of　pancreatitis

than　that　of　X・CT　alone　in　some　cases．　Thcse

results　suggest　that　the　scintigraphy　has　no　indica－

tion　to　suspected　pancreatic　tumor，　but　it　still

has　some　value　in　limited　cases　of　pancreatitis．

Almost　no　advantage　was　noted　in　SPECT　com－

bined　with　conventional　image．　Main　reason　was

the　artifact　of　SPECT　preventing　the　accurate

interpretation．　Only　benefits　of　SPECT　were　to

decrease　the　false　positive　rate　and　to　increase　the

o旬ectivoness　of　75Se－selenomethionine　scan．When

the　scan　is　discussed　as　the　examination，　careful

considerations　should　be　done　on　the　point　of

limited　advantage　on　diagnostic　efhcacy　and

marked　disadvantage　of　radiation　to　patients　and

envlronment．

　　Key　words：　Pancreatic　scan，　SPECT，　X－CT，

EMcacy．
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