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《原著》

横紋筋融解症における99mTc一燐酸塩による

　　　　シンチグラフィの臨床的意義

相澤　信行＊　　鈴木　　豊＊＊＊＊明石　恒浩＊＊　亀井　徹正＊＊

内山富士雄＊＊　原　　芳邦＊　三井　民人＊＊＊　山崎　愉紀＊＊＊

　要旨臨床的に横紋筋融解症と診断した15症例に対し99mTc標識燐酸塩による全身シンチグラフィを施

行した．最高血清CK値の平均は48，3001U／1．13例に異常集積がみられ障害された筋に一致したと判断し

た．9例には腎への集積増加もあったが同じ横紋筋である心臓への取り込みは無かった．異常集積の無かっ

た2例の最高血清CK値はそれぞれ，2，9601U／1，7，6001U／1で横紋筋融解症は比較的緩徐にきていた．以

上よリ，99mTc標識燐酸塩による全身シンチグラフィは，急性で比較的重症の横紋筋融解症の症例に障害さ

れた筋と腎に一致して異常集積を生じ，障害部位と程度を画像的に判断でき，有用な方法と考えられた．

1．はじめに

　横紋筋融解症は，骨格筋が障害されて筋細胞内

容が血液中に遊出することによって様々な症状や

所見を呈する臨床的な症候群である1）．この横紋

筋融解症は目常の臨床で比較的多くみられ，重症

な場合は99mTc標識燐酸塩による全身シンチグラ

フィで描出されることが知られている3’v17）．しか

し，横紋筋融解症に対する99mTc標識燐酸塩によ

る全身シンチグラフィのまとまった知見はまだな

い．そこで，われわれは横紋筋融解症の患者に

99mTc標識燐酸塩による全身シンチグラフィを行

い，所見を検討し新たな知見を得，また有用性を

認めたので報告する．

II．対象と方法

対象は1981年1月より1989年12月までに茅ヶ

崎徳洲会総合病院に入院し，臨床的に横紋筋融解

症と診断した症例で，入院1日から5日目までに

99mTc標識燐酸塩による全身シンチグラフィを施

行し得た15例．男性6例，女性9例で21歳より84

歳まで平均52．4歳である．

　方法は99mTc－Methylene　Diphosphonate（以下

99mTc－MDP）または，99mTc－pyrophosphate（以下

99mTc－PYP）740　MBq（20　mCi）を静注し3時間後

に前面および後面の全身シンチグラフィを撮影し

た．シンチカメラは東芝製GMS90Aを用いた．

得られた像につき，筋肉，腎臓，心臓への取り込

みの有無を検討した．さらに，同時期に施行した

血液尿素窒素（blood　urea　nitrogen，以下BUNと

略す），クレアチニン（creatinine，以下CRNNと

略す），クレアチンキナーゼ（creatine　kinase，以下

CKと略す），血清カルシウム，血清リン等の血液

生化学的検査値を検討した．
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III．結　　果

　1．横紋筋融解症の原因（Table　l）

　今回対象となった横紋筋融解症の原因は低カリ

ウム血症，敗血症，アルコール，悪性症候群，多

発性筋炎等多種にわたり，多因子が関与したと考

えられる症例は3例あった．
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　2．シンチグラフィ所見（Table　2）

　症例3，5は99mTc－PYPで行い，他の症例は

99mTc－MDPで行った．

　横紋筋融解症の重症度の指標と考えられる最高

血清CK値は286，7001U／1から2，1281Uμ（正常

Table　l　Causes　of　rhabdomyolysis

27巻8号（1990）

Djagnosis No
Hypokalemja
Sepsis

Alcohol

Malignant　syndrome
Polymyositis

Viral　myositis

Convulsion

Heat　stroke

Diabetes　mellitus

Hypernatremia

Electrical　burn

Hypothermia

3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

Single　factor

Multi－factors

つ
一
3

1

Tota1 15

値30－130）まで，平均は48，3001U〃で比較的重

症例が多かった．15例中，筋肉に異常集積がみら

れたのは13例であった．このうち明らかに筋肉の

走行に一一Stして異常集積がみられたのは11（症例

1－11）例で三角筋，上腕二頭筋，上腕三頭筋，鋸

状筋，大腿筋群，腎筋群などとはっきり判明した．

　横紋筋融解症の発症時期は不明確な場合が多い．

今回の検討で，筋肉に痛みが生じた時期，意識状

態の変化の時期または痙攣が生じた時期を発症時

期とすると発症からシンチグラフィまでの時間は

症例2が約12時間，症例3が約6時間，症例4が

約8時間，症例7が約3日であった．後の症例は

発症時期が不明のため正確な発症からシンチグラ

フィまでの時間は不明だが，すべて入院日より5

日以内に99mTc燐酸塩によるシンチグラフィ検査

が行われた．

　入院時意識が清明で身体所見を正確にとれた4

例（症例3，4，8，11）では異常集積の部位に一致し

て自発痛と圧痛があった．腎臓へのとりこみ増加

は9例にあったが，同じ横紋筋である心臓へのと

Table　2　Scintigraphy　findings　of　cases　with　rhabdomyolysis

No　　　Case　Age　Sex 　　　　　Peak　CKCases．
　　　　　　（luμ）

Accumulation　of　muscles轄
Accumulation
　of　kidneys

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5

　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
1
」
1
1
1
1

浩
翌
皿
㌫
霊
捻
㌫
蒜

1
6
4
8
0
2
1
7
0
4
1
8
7
5
3

3
5
5
4
7
3
2
4
8
8
2
6
7
2
7

M
M

F
F
M
M
M
M
F
F
F
F
F
F
F

AL，　CON

MAL
VIR

DM
↓K，↑Na

AL
↓TH
EL
SEP
HEA
PM
↓K

SEP，↓K

PM
MAL

286，700

117，000

106，000

99，870

26，300

21，200

13，300

11，780

10，930

10，190

　7，600

　5，269

　5，120

　2，960

　2，128

B－DL，　B－AR，　B・GL，　B・TH，　B－PR

B－DL，　B・AR，　B－TH，　B・PR

B－GL，　B－TH

B・DL，　B－AR，　B・GL，　B－TH

B－DL，　B－AR，　B・TH

R－PR
B・DL，　B・AR

L－TH

L－TH

LTH
B－DL，　B－AR，　B－GL，　B－TH

L－PR

L－TH

十

十

十

十

十

十

十

÷

十

＊Causes　of　rhabdomyolysis

　AL：alcoho1，　CON：convulsion，　MAL：malignant　syndrome，　VIR：viral　myositis，　DM：diabetus　mellitus，

　　↓K：hypokalemia，↑Na：hypernatremia，↓TH：hypothermia，　SEP：sepsis，　HEA：heat　stroke，　PM：

　polymyosotis，　EL：electrical　burn．

＊＊Site　of　muscles

　－：no　muscle　accumulation，　B－：both　sides，　L－：1eft，　R－：right，　DL：deltoid　muscle，　AR：arm　muscles

　（biceps　and　triceps　muscles），　GL：gluteal　muscles，　TH：thigh　muscles，　PR：peroneal　muscles．
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りこみは一例もなかった．

　筋肉への異常集積のなかった例は多発性筋炎の

例と低K血症でいずれも発症時期が不明で血清

CK値の変動は緩徐であった．

　3．腎集積増加の有無（Table　3）

　シンチグラフィ上，腎集積の増加を，その症例

の正常腰椎への集積と同じ程度かまたはそれ以上

の集積を示した場合とした．

　腎への集積増加のあった9例と無かった6例の

血清CK値，　BUN，　CRNNを比較すると，腎集

Table　3 Relationship　between　renal　accumulation　and

chemicaUaboratory　data

Renal　accumulation

十

P・value

Number　of　cases　　　g

Peak　CK（IU／1）76，200土257

BUN（mg／d1）　　　23．4±44．O

CRNN（mg／d1）　　1．3±2．1

　　6
6，700二L104　　　＜0．05

10．2：と14．2　　〈0．05

　0．8：EO．6　　　＜0．05
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積増加のあった9例のほうが血清CK値，　BUN，

CRNNが有意に高値を示していた．したがって，

最高血清CK値が高いほどすなわち横紋筋融解

症が重症なほど，また腎機能が重症ほど腎集積増

加が生じていた．

　4．代表例

　a．症例は31歳男性（症例1）．アルコール常用

者でアルコールが切れたときに痙攣が頻回となっ

たため来院した．来院時，混迷状態であった．検

査所見では血清CK値が286，7001U／1であった

がBUN，　CRNNは正常範囲だった．入院翌日に

99mTc－MDPによる全身シンチグラフィをおこな

った（Fig．1）．全身の筋と腎に異常集積があった．

筋肉への集積は両側の三角筋，上腕二頭筋，上腕

三頭筋，鋸状筋，磐筋群，大腿筋群とわかるよう

なかたちの集積であった．

　b．症例は48歳女性（症例4）．10年前より糖尿

病があった．3日前より歩行時のふらつきがあり，

ピ　tS．

熟
夢
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惣

傷‖

わ

遇
芋
バ

攣奪

懇
琢

・

警
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鞍

竃

Fig．1　31－year・old　male　with　alcohol　abuse　and

　　　seizures　anterior　and　posterior　whole　body

　　　images　shown　areas　of　abnormal　acumulation

　　　in　both　upper　and　lower　extremities，　and　both

　　　buttocks．

Fig．2　48－year－01d　female　with　diabetes　mellitus　areas

　　　of　abnormal　accumulations　are　seen　in　both

　　　upper　and　lower　extremities　and　both　buttocks，

　　　especially　in　the　left　femoral　muscles．
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“全身の力がぬけてしまった”ため来院した．四

肢に筋力の低下をみとめた．入院時の血清CK値

は1，0601U〃であったが，2日後に99，8701U／1

となった．このときおこなった99mTc－MDPによ

る全身シンチグラフィでは全身の筋，特に左大腿

筋群部と左腎筋群に筋肉に一致したかたちに異常

集積を認めた（Fig．2）．

IV．考　　案

　横紋筋融解症は日常臨床において比較的多くみ

られるにもかかわらず1），そのまとまった知見に

乏しい．横紋筋融解症の症例に対して99mTc標識

燐酸塩による全身シンチグラフィで異常集積をき

たすことは知られてはいるが，このまとまった知

見もない．したがって，本論文が横紋筋融解症の

シンチグラフィ所見をまとめた最初の論文である．

　横紋筋融解症は日常診療において，比較的よく

みられるが，適切な治療が早期になされないと腎

不全をおこしてくる1’2）．したがって，早期の診

断は横紋筋融解症を治療するうえでは必須である．

横紋筋融解症はミオグロビン尿や血清CK値高値

で診断は可能な場合もあるが，実際にどこの筋が

どの程度障害されているかを知るには，99mTc一燐

酸塩による全身シンチグラフィが有用である．実

際，本論文中の症例6，15は，血清CK値が異常

高値を示し横紋筋融解症を疑ったにもかかわらず，

この診断を確定できず，99mTc標識燐酸塩による

全身シンチグラフィをして，はじめて横紋筋融解

症と確定できた．このように，99mTc一燐酸塩によ

る全身シンチグラフィで，異常集積が見られた場

合には横紋筋融解症と確定診断とすることができ

るであろう．

　横紋筋融解症の99mTc一燐酸塩による全身シンチ

グラフィ上の異常集積が筋肉の走行とはっきりわ

かるようなかたちであったことは，この異常集積

が筋肉に取り込まれた証拠でもあると考えられる．

また，入院時意識清明であった4例において，異

常集積の部位に圧痛があったことも，異常集積部

位が筋肉の障害を受けていたと考えられた．

　横紋筋融解症では，全例99mTc一燐酸塩で異常集

積をきたすわけではない．血清CK値が8，㎜

IU〃以上であれば描出は可能であろう．症例13

と15では血清CK値が低いにもかかわらず異常

集積を認めた．これは症例13では左下腿部，症例

15では左大腿部のそれぞれごく一部に，異常集積

を認めただけである．心筋梗塞の場合と同じよう

に，血清CK値が低くても，小範囲に比較的大量

の筋肉壊死があった場合には描出されるのであろ

う．これとは逆に，症例14のように原因が多発性

筋炎で全身性の疾患では，血清CK値が高くなけ

れば描出できないであろう．また，症例12は横紋

筋融解症の原因が低カリウム血症のみで，横紋筋

融解症は比較的緩除にきていたと考えられた．以

上より，99mTc一燐酸塩による異常集積は，横紋筋

融解症が急性で，血清CK値の高い時すなわち重

症な横紋筋融解症の時に見られると考えられた．

　99mTc一燐酸塩による横紋筋融解症の描出を経時

的に追ったのは症例3のみであった．これは著者

の一人明石がすでに発表している3）．これによる

と，すでに発症6時間目には筋および腎に異常集

積があり，第11日目にも筋の異常集積は継続して

いたが腎集積増加はなくなっていた．また，3カ

月後には筋の異常集積も消失していた．以上より，

筋への集積は適切な治療をしても比較的長く続く

が，腎の集積増加は治療により比較的早く消失す

るのかもしれない．

　99mTc－MDP，99mTc－PYP等のシンチグラフィで

の骨外集積は多種多様の病態でおこり得る（Table

4）3“’17）．いままで報告されたものは心筋梗塞，過

度の運動，痙攣，外傷，アルコールや薬剤，糖尿

病，体温異常，代謝性疾患，遺伝性疾患，感染症

等様々である．

　99mTc標識燐酸塩よる全身シンチグラフィの横

紋筋融解症における明確な集積機序は現在のとこ

ろ不明である．横紋筋融解症の原因が多くあり，

それぞれに異常集積の仕方は違うのかもしれない

が，心筋梗塞の場合も含めて障害された筋肉にカ

ルシウムが沈着するのは間違いなさそうであ

る11“17）．カルシウムが障害された筋細胞に取り

込まれる機序も不明であるが多くの推論がなされ
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Table　4　Nonneoplastic　disease　states　of　skeletal　mus－

　　　　cles　which　may　concentrate　99mTc－phosphates

1．　After　strenuous　exercise　or　seizures

2．Acute　traumatic　rhabdomyolysis

　a．crush　syndrome

　b．post　thrombectomy
　c．　electric　shock

　d．　frost　bite

3．Non－traumatic　rhabdomyolysis

　a．　alcohol　and　toxins

　b．drugs
　c．temperature　extremes
　d．　idiopathic

4．　Genetic　disorders

　a．McArdle　syndrome
　b．muscular　dystrophy

　c．　others

5．Metabolic　disorders

　a．diabetes　mellitus

　b．hypokalemia
　c．　others

6．　Ischemia

7．Myositis　ossificans

8．　Injections

9．　Infections

　a．viral
　b．　bacterial

lO．　Autoimmune　disorders

　a．dermatomyositis
　b．polymyositis
　c．　others

11．Misce1｜aneous
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常でも腎集積がみられており，subclinicalな腎障

害を示すのかも知れない．

　腎への集積の正確な機序も不明である．障害さ

れた筋から逸脱したヘム蛋白の円柱形成による尿

細管閉塞，ヘム蛋白による糸球体濾過率の低下お

よび腎血流障害，ヘム蛋白およびその分解産物の

尿細管上皮への直接作用等が関係しているものと

推測される18・19）．また，検査上腎機能が正常であ

っても抗癌剤等の腎毒性のある物質が関与すると

99mTc標識燐酸塩が腎に集積することも知られて

おり20・21），このような場合と同じように，顕微鏡

的な病理学的変化が起こっているのであろう．

　今回の検討では，横紋筋融解症でも同じ横紋筋

である心筋には取り込まれなかった．横紋筋融解

症で99mTc標識燐酸塩より心臓にとりこまれるか

どうかは明確ではない．文献上では，心臓に取り

込まれたとする症例11）ととりこみがなかったと

する症例22・23）があった．横紋筋融解症の一つで

あるmalignant　hyperthermiaでは顕微鏡的な異

常があったとしているが実際には，99mTc標識燐

酸塩による全身シンチグラフィでは異常集積がみ

られなかった22・23）．したがって，心臓への異常集

積は，横紋筋融解症の原因，心臓障害の程度等さ

まざまな要因の組合せで起こるのかも知れない．

V．まとめ
ている．筋線維膜は筋小胞体と細胞外液との間で

筋小胞体内でカルシウム濃度が高くなるように濃

度差を保っている．筋小胞体が障害されると筋小

胞体からカリウムや，クレアチンキナーゼが流出

し，逆にアデノシン三燐酸のエネルギー下に能動

的に（active　transport）カルシウムが取9込まれる．

この取り込まれるカルシウムを実験的に99mTcで

標識した燐酸塩を用いて証明されている17）．おそ

らくは、この筋小胞体でのカルシウムの細胞外液

との濃度差を取り戻すためのカルシウムの流入と

同時に99mTc標識燐酸塩が取り込まれると考えら

れた．

　腎への集積は最高血清CK値が高い症例，すな

わち横紋筋融解症が重症な症例と腎機能が悪かっ

た症例でみられた．しかし，BUN，　CRNNが正

　1．横紋筋融解症の15症例に対して99mTc標識

燐酸塩による全身シンチグラフィを施行した．

　2．障害されたと考えられる筋に一致して異常

集積がみられた．

　3．筋の障害が高度で，腎機能障害があるもの

には腎への集積もみられた．

　4．同じ横紋筋である心臓へのとリニみはみら

れなかった．

　5．横紋筋融解症ではその確定診断として，ま

た筋の障害の部位と程度を知るために，99mTc一燐

酸塩による全身シンチグラフィが有用と考えられ

た．

　本論文の一部は，第29回日本核医学会総会（1989年

10月於大津）にて発表した．
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Summary

Clinical　Use血1ness　Of　Scintigmphy　with　99mTechnetium

　　　　　　　　　　Phosphates　in　Rhabdomyolysis

Nobuyuki　AlzAwA＊，　Yutaka　SuzuKI＊＊＊＊，　Tsunehiro　AKAsHl＊＊，

Tetsumasa　KAMEI＊＊，　Fujio　UcHIYAMA＊＊，　Yoshikuni　HARA＊＊，

　　　　　　　　　Tamito　MITsul＊＊＊and　Yuki　YAMAzAKI＊＊＊

　＊1）eρar’〃lellt　of加e〃1α1　Mε直c∫〃e，　S乃o〃a〃」Ka〃iak〃”a　Hospital

＊＊Depa〃〃7θ〃t　of　l〃r〈rr〃a1，ルledici〃e，　Chなasaki　Tok〃∫乃〃kai　Hospital

　　＊紳1）epa〃〃2θητ（ゾRadiologγ，　Chigasaki　Tokushukai　Hospital

＊榊＊Depar〃nent　of　Radわ～bgγハ「o．1，　Tokai　u〃iversity　Hospital

　　We　perfbrmed　bone　scans　with　99mTechnetium

phosphates　in　15　cases　of　clinically　suspected

rhabdomyolysis　admitted　to　Chigasaki　Tokushukai

Hospital．　Whole　body　scans　were　performed　within

5days　from　the　onset　of　illness　or　admission．

　　Accumulation　of　the　radioactivity　in　the　skeletal

muscle　was　revealed　in　130f　the　15cases　and　the

involved　muscle　groups　were　visualized　vividly．

Etiologies　of　rhabdomyolysis　were　diverse，　ranging

from　malignant　syndrome　to　sepsis．　Myocardial

concentration　was　absent　in　all　of　the　cases．

　　Renal　concentration　of　the　isotope　was　seen　in

cases　where　the　degree　of　rhabdomyolysis　was

higher　and　renal　impairment　was　present．

　　We　conclude　that　99mTechnetium　phosphate

bone　scan　is　usefUI　in　clinically　suspected　rhabdo－

myolysis　as　a　diagnostic　test　and　as　a　test　to　localize

and　quantitate　the　muscular　involvement．

　　Key　words：rhabdomyolysis，　bone　scan，　Tc－99m

methylene　diphosphonate，　Tc－99m　pyrophosphate．
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