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《症例報告》

什シンチグラフィにおける99mTc標識リン酸化合物の

　　　　　　　　　　　頭蓋内集積について

脇坂　昌紀＊　三宅　秀敏＊

上野真一郎＊　　上田　真也＊

船越　　猛＊

堀　　雄三＊　竹岡　　宏＊

松本　俊郎＊　　門前　芳夫＊

　要旨　大分医科大学附属病院放射線科において施行された骨シンチグラフィ4，579例中，8例（0．17％）に

99mTc標識リン酸化合物の頭蓋内集積を認めた．その内訳は原発性脳腫瘍2例（髄膜腫1例と星細胞腫1例），

転移性脳腫瘍5例（原発巣は直腸癌1例，胃癌1例，子宮頸癌1例，肺癌2例），脳梗塞1例であった．

このうち集積部位にX線CT上石灰化を認めたのは髄膜腫の1例のみであった．

　99mTc標識リン酸化合物の頭蓋内集積に関する知識は，骨病変と頭蓋内病変との誤診を防いだり，骨転移

検索目的で施行された骨シンチグラフィで脳転移巣を診断できる可能性があることから，きわめて有用と考

えられた．

1．はじめに

　99mTc標識リン酸化合物を用いた骨シンチグラ

フィは，種々の骨・関節疾患の検索に頻繁に施行

されているが，骨・関節外の種々の病変部や正常

臓器への集積を認めることもある．頭蓋内への集

積に関しては，脳梗塞や脳腫瘍における集積が知

られているが，その報告例は少ない1～4）．今回わ

れわれは，原発性脳腫瘍2例，転移性脳腫瘍5例，

脳梗塞1例の合計8例に，99mTc標識リン酸化合

物の頭蓋内集積を経験したので，若干の文献的考

察を加えて報告する．

II．対象および方法

　対象として，昭和57年4月より平成3年4月ま

での9年間に，大分医科大学附属病院放射線科に

おいて施行された骨シンチグラフィ4，579例のう

＊大分医科大学放射線医学教室
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　　　　　大分医科大学放射線医学教室

　　　　　　　　　　　　　　　脇　坂　昌　紀

ち，頭蓋部への集積がみられ，かつ頭部X線CT

にて同部に一致して頭蓋内病変を認めた症例を集

めてみた．

　骨シンチグラフィは，99mTc－MDPまたは
99mTc－HMDP　740　MBq（20　mCi）を静注し，3時

間後にTECHNICARE社製OMEGA500シンチ
カメラにて，前面と後面の全身像のほかに，適宜

スポット像を追加撮像した．

III．結　　果

　99mTc標識リン酸化合物の頭蓋内集積を8例

（男性3例，女性5例，年齢分布48～74歳）に認

め，その内訳は，原発性脳腫瘍2例（大脳鎌由来

の髄膜腫1例と星細胞腫1例），転移性脳腫瘍5

例（原発巣は，直腸癌1例，胃癌1例，子宮頸癌

1例，肺癌2例），脳梗塞1例であった．99mTc標

識リン酸化合物の頭蓋内集積8例のうち，頭部X

線CTにて髄膜腫の1例に石灰化を認めた．

IV．症例呈示

症例148歳，男性，髄膜腫

3年前より続く不眠を主訴に来院した．頭部冠
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Fig．1　A48－year－old　male　with　falx　meningioma．　Plain　coronal　CT（a）demonstrates

　　　hyperostosis　of　the　skulland　massive　calcification　in　the　parietal　lobe」ntracranial

　　　accumulation　of　9YtliTc－MDP　is　seen（b）．
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Fig．2　A　63－year－old　female　with　astrocytoma．　Plain　CT（a）reveals　cystic　mass　with

　　　perifocal　edema．　lntracranial　accumulation　of　99mTc－MDP　is　observed（b）．

状断X線CT上，頭頂部頭蓋骨の肥厚および大

脳鎌を中心とする対称性の石灰化を伴引1重瘤を認

め，骨シンチグラムでは，頭頂部頭蓋骨への強い

集積に加え，頭蓋内にも淡い集積を認めた（Fig．

D．病理組織学的には，meningotheliomatous

meningiomaであ・・た．

　症例2　63歳，女性，星細胞腫

　年に数回の意識消失発作を主訴に来院した．頭

部X線CT上，右大脳半球に周囲浮腫を伴う嚢

胞性腫瘍を認めた．骨シンチグラムにて，同部に

．．’ 致して異常集積を認めた（Fig．，2）．病理組織学

的には，星細胞腫（grade　ll）であ’・た．．

　症例3　68歳，女性，肺癌の脳転移

　右下葉原発の肺癌（腺癌）に対して化学療法を施

行し，腫瘍の縮小を認めたが，経過観察中に1嘔気，

嘔吐が出現した．頭部X線CT上，左前頭葉お
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骨シンチグラソィにおける99mTc標識リン酸化合物の頭蓋内集積について

　　　　　　　a　　　　　　　　　b
Fig．3　A　68－year－01d　female　with　multiple　brain

　　　metastases　from　lung　cancer．　Contrast　en－

　　　hanced　CT（a）reveals　metastatic　nodules　in　the

　　　left　frontal　lobe　and　the　left　cerebellar　hemi－

　　　sphere．9g・　mTc・MDP　accumulates　in　their

　　　lesions（b）．
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よび左小脳半球に，周囲に浮腫を伴い輪状の造影

効果を示す腫瘤を認め，骨シンチグラムにて，同

部に一・致して異常集積を認めた（Fig．3）．

　症例4　61歳，男性，脳梗塞

　肺癌の術前検査にて人院中，突然右半身麻痺お

よび感覚性失語が出現した．脳血管撮影にて，左

中大脳動脈領域の梗塞と診断した．発症10日目の

頭部X線CTでは，左大脳半球に低吸収域を認

め，肺癌の骨転移検索目的て施行した骨シンチグ

ラムでは，1司部に一致して異常集積を認めた
（Fig．4）．

V．考　　察

　骨シンチグラフィ用放射性医薬品である99，　niTc

標識リン酸化合物の骨外集積については，Berg

ら5）が乳癌への集積を報告して以来，種々の疾患

や正常臓器て報告されており，決して珍しい現象

てはない．しかし，骨外集積は骨シンチグラム読

影上の知識として重要であるばかりでなく，99mTc

標識リン酸化合物の骨への集積機序を推定する際

の手掛かりとなったり，各種疾患の診断や治療効

果の判定などに関しても有用なことがある6，7｝．

　本院において，　昭和57年4月より平成3イド4月
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　　　　　　　　　　a
Fig．4　A　61－year－old　male　with　left　cerebral　infarction．　Plain　CT（a）reveals　cerebral

　　　infarction　in　the　left　MCA　territory　confirmed　by　cerebral　angiography．99n）Tc－

　　　MDP　accumulates　in　the　infarcted　area（b）．
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までの9年間に，4，579例の骨シンチグラフィが

施行され，このうち浮腫による軟部組織への集積

や手術巣への集積を除外した骨外集積例は72例

（L6％）であった．このうちの8例が今回報告し

た頭蓋内集積であり，頭蓋内集積の骨シンチグラ

フィ全体に占める頻度は0．17％と低く，骨外集

積例の中で占める頻度も11％にすぎなかった．

　一般に，脳毛細血管には血液脳関門（blood

brain　barrier）が存在し，血液中の物質が脳組織

内へ移行する場合特異的に選択が行われるため，

健常例では99mTc標識リン酸化合物は脳内へはほ

とんど透過しない．しかし，腫瘍などにより血液

脳関門が破壊された場合には，脳内に容易に取り

込まれるようになる．脳内へ移行した99mTc標識

リン酸化合物が骨外集積をきたす機序については，

骨外集積部位に石灰化を認める症例では，同部の

カルシウム塩への集積として説明できる．今回の

われわれの検討において，組織レベルにおける石

灰化は否定できないものの，頭部X線CT上集

積部位に石灰化を認めたのは，髄膜腫の1例のみ

であった．石灰化を認めない症例に対しては，局

所血流の増加や，phosphatase活性の増加，ミト

コンドリア内のhydroxyapatiteの存在など種々

の因子が考えられている．

　これまで，99mTc標識リン酸化合物の頭蓋内集

積に関して，髄膜腫や星細胞腫，転移性脳腫瘍，

脳梗塞，頭蓋内膿瘍，硬膜下血腫などが報告され

ている1”4）が，近年その報告例は少ない．転移性

脳腫瘍に関しては，Gramesら3）が10例の頭蓋内

集積例を報告している．その原発巣は，大腸癌1

例，胃癌1例，子宮癌1例，肺癌5例，乳癌2例

であり，今回のわれわれの検索における転移性脳

腫瘍5例の原発巣と類似している．一般に，消化

器癌とくに結腸癌や肺癌，乳癌では原発巣に

99mTc標識リン酸化合物が集積しやすく，また結

腸癌では転移病巣にも集積することが多く報告さ

れていることから，これらの腫瘍の脳転移巣に対

しても99mTc標識リン酸化合物が集積しやすいも

のと考えられる．脳梗塞巣への99mTc標識リン酸

化合物の集積はよく知られているが，今回のわれ

われの検索においてはわずか1例であった．これ

は脳梗塞の症例に対して，骨シンチグラフィを施

行する必要がなく，検査件数そのものが少なか’・

たためと考えられる．

　今回頭蓋内集積を呈した8例における骨シンチ

グラフィ施行の目的は，転移性脳腫瘍5例および

脳梗塞1例においては骨転移の検索であり，髄膜

腫の1例においては，頭蓋骨病変の状態を評価す

るためであり，星細胞腫の1例においては，たま

たま存在した股関節脱臼の状態を評価するためで

あった．8症例すべてにおいて，頭蓋内病変の存

在は骨シンチグラフィの前に施行されたX線CT

検査によってすでに判明していたわけであるが，

もしX線CT検査よりも早い時期に骨シンチグ

ラフィが施行されておれば，99mTc標識リン酸化

合物の頭蓋内集積像が，頭蓋内病変発見の契機と

なったかもしれない．

　99mTc標識リン酸化合物の頭蓋内集積に関する

知識は，骨転移検索などの目的で施行した骨シン

チグラフィにおいて頭蓋部に集積を認めた場合に，

頭蓋内病変を骨病変と誤診することを防いだり，

場合によっては脳転移巣そのものの発見の契機と

なりうる点からも，きわめて有用であると考えら

れる．

VI．結　　語

　D　大分医科大学附属病院放射線科において施

行された骨シンチグラフィ4，579例中，8例

（0・17％）に99mTc標識リン酸化合物の頭蓋内集積

を認めた．

　2）頭蓋内集積を認めた8例の内訳は，原発性

脳腫瘍2例（髄膜腫1例と星細胞腫1例），転移性

脳腫瘍5例（原発巣は，直腸癌1例，胃癌1例，

子宮頸癌1例，肺癌2例），脳梗塞1例であった．

　3）頭蓋内病変検索のために骨シンチグラフィ

を施行する意義は乏しいが，99mTc標識リン酸化

合物の頭蓋内集積に関する知識は，骨病変と頭蓋

内病変との誤診を防いだり，骨転移検索目的で施

行された骨シンチグラフィで脳転移巣を診断でき

る可能性があり，きわめて有用と考えられた．
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Summary

IntraCranial　AcCumulation　Of　99mTC－PhOSphOrouS

　　　　　　Compound　on　Bone　Scintigraphy

Masaki　WAKIsAKA，　Hidetoshi　MIYAKE，　Yuzo　HoRI，　Hiroshi　TAKEoKA，

　　　　　　　Shinichiro　UENo，　Shinya　UEDA，　Shunro　MATsuMoTo，

　　　　　　　　　　　　Yoshio　MoNzEN　and　Takeshi　FuNAKosHi

Depa〃〃le〃r　of　Radiologγ，　Medical　Co〃ege　6ゾOita

　Bone　scintigrams　of　99mTc－phosphorous　com－

pound　in4，579　cases　were　reviewed　concerning　the

intracranial　accumulation．

　Intracranial　accumulations　were　demonstrated

in　8　cases（0．17％）．　The　lesions　with　intracranial

accumulation　were　two　cases　of　primary　brain

tumor（1　meningioma　and　l　astrocytoma），　five

cases　of　metastatic　brain　tumor（1　rectal　cancer，

1　gastric　cancer，　1　uterine　cervical　cancer　and　2

lung　cancers）and　one　case　of　cerebral　infa　rction．

Calcification　was　detected　in　one　of　eight　cases

on　CT　scans．

　　It　is　important　to　pay　attention　to　the　intra－

craniai　accumulation　on　routine　bone　scintigram

because　brain　tumor　or　infarction　may　be　detected．

　Key　words：　Bone　scintigraphy，

accumulation，　Intracranial　lesion．

Extraosseous
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