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放射線肺線維症に99111Tc－HMDPの集積を認めた6症例
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1．はじめに

　99mTc一リン酸化合物による骨シンチグラフィは

骨組織以外にも様々の集積がみられることがあ

り1），胸部においても様々の病態で集積を示す例

が報告されている2｝．しかし放射線肺線維症への

集積の報告例は少なく，検索し得た範囲で，本邦

ではいまだ報告がない．

　今回，99mTc－Hydroxy　Methylene　Diphosphonate

（以下，HMDP）が放射線肺線維症に集積した6

症例を経験したので文献的考察を加えて報告する．

IL　対象と方法

　1988年1月から1990年3月までの間に山口大

学医学部放射線科で99mTc－HMDPによる骨シン

チグラフィを施行した1346検査を対象とし，乳

腺などへの生理的集積を除き，胸部へ異常集積を

示した症例を検討した．

　骨シンチグラフィは99mTc－HMDP，740　MBq

＊山コ大学医学部放射線科

受付：2年4．月24日

最終稿受付：2年7月18日
別刷請求先：山口県宇部市小串144番地

　　　　　山口大学医学部放射線科

　　　　　　　　　　　　　　　菅

（⑰755）

一　能

（20mCi）静注3時間後に全身前面像および後面像

を撮像し，必要に応じて部分像を追加した．検出

器は東芝社製GCA　901A型シンチレーションカ

メラを用いた．なおグレイスケールを各症例で調

節し，骨と軟部組織のコントラストを変化させた

2種類の画像をルーチンに作成している．

m．結　　果

　1346検査のうち胸部で骨外軟部組織に集積を

示した症例は23例で，このうちわけをTable　l

に示す．肺癌6例，癌性胸膜炎5例，乳癌術後4

例，細菌性胸膜炎1例，血液透析患者1例と放射

線肺線維症6例である．すなわち放射線肺線維症

への集積例は胸部の骨外軟部組織に集積を示した

症例の22．7％を占めた．なお，いずれの症例も

その集積の程度は，プラナー像上では比較的軽度

であった．

　Table　2に放射線肺線維症に集積を示した6例

を示す．肺癌2例と乳癌術後2例の放射線治療を

受けた症例で，放射線治療終了時から集積を認め

た骨シンチグラフィ施行までの期間は，最短2か

月，最長9年である．化学療法が5例で併用され

　Key　words：BOne　Scintigraphy，99mTc・HMDP，　Ra－

diation　pulmonary　fibrosis，　Extraosseous　accumulationj

SPECT．
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ている．なお，これらの症例は，両疾患で胸部へ

36Gy以上の放射線治療を受け，骨シンチグラフ

ィが施行されていた50例のうち12．0％に相当す

る．なおCTは症例4を除いて施行されており，

骨シンチグラフィで集積を認めた放射線肺線維症

は無気肺様所見を呈し，石灰化巣は認めなかった．

またSPECTは症例1と4で施行され，これらの

部の肺野へ集積を認めた．

　これらのうち3症例を提示する．

＜症例1＞72歳，男性．肺癌（腺癌）の症例である．

約2年前に左上肺部の原発巣に化学療法併用の

放射線治療が行われ60Gy照射，さらに約10か

月前に右下肺野の再発腫瘍部に54Gy照射され

た．胸部X線写真では，これらの照射野に一致

した部位に放射線肺線維症の像を認めた（Fig．1一

Table　l　Cases　with　soft－tissue　accumulation　of　99mTc－

　　　　HMDP　in　thorax（1988．1－1990．6）

Primary　tumor　of　lung　6

Pleuritis　carcinomatosa　5

Post　mastectomy

Radiation　pulmonary

　fibrosis

Bacterial　pleuritis

Hemodyalysis

　Total

4

1

0
1
1

（Squamous　ce113，

Small　cell　3）

（due　to　lung　cancer　4，

due　to　breast　cancer　D

23／1，346

A）．同時期の骨シンチグラフィのプラナー像では，

これらの部位に集積を認めた（Fig．1－B）．また

SPECT像においてもこれらの部位の肺野に集積

を認めた（Fig．1－C）．胸部CT像ではこれらの部

位は線維化をきたし，無気肺様になっていた．石

灰化や胸水は認めず，胸壁の軟部組織にも明らか

な濃度の変化を認めなかった（Fig．1－D）．

　ここで，さかのぼって右下肺野の放射線治療後

28日目の胸部CT像を示す（Fig．1－E）．再発腫瘍

は著明に縮小したが，肺野で斑状に淡い浸潤影を

認め，放射線肺炎の比較的早期の像と考えられた．

しかし，この時の骨シンチグラフィでは，この部

位に明らかな集積は認めなかった（Fig．1－F）．ま

た同様に症例3も放射線治療後3か月後と1年後

に骨シンチグラフィが施行されていたが，放射線

治療後3か月後では，集積を認めず，この時の胸

部X線写真，胸部CTはいずれも放射線肺炎の像

は存在するが，1年後に比較して淡く無気肺様所

見は認めなかった．これらの経過観察し得た症例

の検討から，放射線肺炎の比較的早期には集積し

難い傾向があると考えられた．

〈症例2＞62歳，男性．肺癌（小細胞癌）の症例で

ある．約17か月前に化学療法併用し放射線治療

として縦隔に50Gy，左肺門部に70　Gy照射され

た．胸部X線写真では照射野に一致して左上肺

野に放射線肺線維症の像を認めた（Fig．2－A）．同

Table　2　Cases　vvith　accumulation　of　99mTc－HMDP　in　radiation　pneumonitis

　　（Time　interval　between　completion　of　radiotherapy　and　bone　scan）

Name　　Age／Sex Diagnosis Dose Time　interval Chemotherapy

1．　Y．N．

2．　M．F．

3．R．L

4．　Y．Y．

5．S．T．

6．　R．K．

72／M

62／M
（small　cell）

70／F

68／M

36／F

59／F

Lung　cancer
（adeno．）

Lung　cancer

Lung　cancer
（small　cell）

Lung　cancer

（squamous　cell）

Lt－breast　cancer

（post－ope）

Rt－breast　cancer

（post－ope）

＊：Case　l　has　two　irradiated　sitcs，

＊60　Gy

＊54　Gy

70Gy

40Gy

54Gy

60Gy

51Gy

2yr

10mo
17mo

2mo

2yr

lyr

9yr

CDDP
CDDP
COMP十VAN

CDDP十VDS

CD缶P

ADR，　CPA

（一一）
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Fig．1　（Case　1）　72－year－old　man　with　lung　cancer（adenocarcinoma）．

　　　　　　A：Chest　radiograph　showed　radiation　pulmonary　fibrosis　at　right　lower　and

　　　　　　　　　　left　upper　lung　fields　adjacent　to　the　mediastinum．

B：

C：

D：

E：

F：

Simultaneous　bone　scan　with　99mTc－HMDP（posterior　image）showed
extraosseous　accumulations　of　isotope　at　these　sites．

99mTc－HMDP　SPECT（just　above　aortic　arch）showed　increased　uptake　in

the　lung　field　adjacent　to　the　mediastinum　and　thoracic　vertebra．

On　chest　CT，　sites　of　radiation　pulmonary　fibrosis　showed　atelectasis－like

shadows　and　no　calcification　deposits．

The　prior　chest　CT（right　lower　lung　field）performed　28　days　after　radiation

therapy　showed　patchy　consolidations，　which　were　thought　radiation

pneumonitis　of　relatively　early　phase．

Then，　no　accumulation　of　isotope　was　found　in　the　right　lower　Iung　field．
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時期の骨シンチグラフィでは同部に集積を認めた

（Fig．2－B）．なお胸部CT像では，これらの部位

の肺野は無気肺様を呈していた．

＜症例3＞68歳，男性．肺癌（扁平上皮細胞癌）例

である．2年前，化学療法併用で右肺尖部の腫瘍

に54Gyの放射線治療を受けた．腫瘍は著明に縮

小したが，約1か月後から，胸部X線写真で右

肺尖部に照射野に一致して放射線肺炎によると考

璽

峰
見

　
　
膓

轟

キ
㌔
・
吟

B
Fig．2　（Case　2）　62－year・old　man　with　lung　cancer

　　　（Small　Cell　CarCinOma）．

　A：Chest　radiograph　showed　radiation　pulmonary

　　fibrosis　at　left　upPer　lung　field　adjacent　to　the

　　mediastinum．

　B：99mTc－HMDP　bone　scan　showed　accumulations
　of　isotope　in　these　sites（→）．

A

えられる不透過性陰影を認め，今回の骨シンチ

グラフィ施行時もほぼ同様の所見を呈していた

（Fig．3－A）．　SPECT像では同部の肺野に集積を認

めた（Fig．3－B）．

IV．考　　察

　99mTc一リン酸化合物による骨シンチグラフィで

骨外軟部組織への集積は種々の病態において報告

されている．また放射線治療により，骨外軟部組

織へ集積を示した例としては，下肢の筋肉組織3）

や腎臓へ4）の集積の報告がある．しかし，放射線

肺炎への集積の報告は少なく，検索した範囲で外
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Fig．3　（Case　4）　68・year－old　man　with　lung　cancer

　　　（squamous　cell　carcinoma）．

　A：Chest　radiograph　showed　opaque　shadow　at
　　right　apical　lung　corresponding　to　radiation　field．

　B：99mTc－HMDP　SPECT　image　showed　increased
　　uptake　of　isotope　in　the　lung　field　of　this　site．

A

B
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国でLevyら5）や，　Sarreckら6）の報告があるの

みで本邦での報告例は無い．

　このうちLevyら5）は52例の肺癌例で放射線

治療を施行した46例（88％）に骨シンチグラフィ

で放射線肺炎に集積を示したとしており，比較的

高率である．また放射線治療終了から，集積を認

めた骨シンチグラフィ施行時までの期間は平均9

か月間で，早期では1か月以内にも認めている一

方，2年以上の症例もあり，その期間は様々であ

る．さらに化学療法と放射線治療の併用は，集積

の要因にはならないとしている．

　これに対し今回の検討では，肺癌症例で放射線

治療を施行されていた38症例に限れば，4例

（10．5％）のみが骨シンチグラフィで集積を示して

おり，むしろ稀である．これは集積の程度が軽度

なものが多く，グレイスケールの設定などの撮像

条件の相違のため，比較的軽度の集積を検出し得

なかった可能性も考えられる．また放射線治療終

了から，集積を認めた骨シンチグラフィ施行時ま

での期間は，6例の7病変のうち5病変は1年以

上経過している．さらに1例を除き化学療法を併

用されていた．

　一方，Hillら7）は逆に放射線治療例で約30％

に集積の減少を報告している．しかしLevyら5｝

はこの現象は認めておらず，今回の検討例の中に

も存在しなかった．

　つぎに提示例では，集積を認めた放射線肺炎は

画像上，いずれも線維化をきたし無気肺様を呈し

ていた．また経過観察が可能であった2症例の検

討から，放射線肺炎の比較的早期には集積は認め

難く，骨シンチグラフィの集積は放射線肺線維症

に対して認められるものと思われる．Levyら5）

の報告の中にも，線維化が進み陰影が濃厚になる

につれ集積度が高くなった症例を提示している．

　また今回の提示例の中には放射線治療9年後の

集積例があり，集積は長期にわたって観察される

と推測される，

　つぎに集積機序については，提示例ではCT画

像で明らかな石灰化巣はなく，不明である．

Sarreckら6）の放射線肺炎へ集積した1例の検討

1347

では，病理像や電子顕微鏡でも石灰化巣は認めて

おらず，放射線肺炎に石灰化巣がない場合でも集

積を示し得ると考える．今回の検討例では，いず

れの症例も放射線肺炎において線維化が強い時期

に集積している点から，Kayeら8）やLosenthall

ら9）がin　vitroの実験により報告しているように，

Collagen　fiberへの99mTc一リン酸化合物の親和性

が集積の一因となると考えられる．この他，血管

透過性の変化10），細胞損傷11）なども原因になる

と推測する．

　以上，骨シンチグラフィで放射線肺線維症に集

積したと考えられる6症例を報告した．集積の程

度が比較的軽度のものが多く，撮像の条件によっ

ては検出し難い場合もあると考えられ，胸部への

放射線治療施行例においては注意深い観察が必要

である．また胸水12）や腫瘍13）への集積等との鑑

別も必要と考える．

V．結　　語

　99mTc－Hydroxy　Methylene　Diphosphonate

（HMDP）による骨シンチグラフィで，放射線肺

線維症に集積を示した6症例を報告した．胸部に

放射線治療（36Gy以上）を施行した後に骨シン

チグラフィが行われた50例のうち12．0％に相当

する．集積を示した放射線肺線維症は，胸部X線

写真やX線CTで無気肺様を呈しており，明ら

かな石灰化は認めなかった．経過観察し得た症例

の検討から，放射線肺炎の比較的早期には集積し

難いように思われた．胸水や腫瘍への集積との鑑

別上，念頭に置くべき現象と考える．
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