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《ノート》

67Gaシンチグラフィーにおける

両側禰漫性肺集積の臨床的検討

Clinical　Evaluation　of　Bilateral　Difruse　Lung　Uptake　of　67Ga－Citrate

小林　英敏＊ 田中　孝二＊ 佐久間貞行＊＊

Hidetoshi　KoBAYAsHI＊，　Kouji　TANAKA＊and　Sadayuki　SAKuMA＊＊

　＊1）epartment　Of　Radio／ogy，（7ifu　Prelle‘・1〃r〃7切∫〃li　Hospital

＊＊Deρartment　Of　Radio　logγ，　School　ofル7edi（’ine，ノVagoya｛ノniversity

1．緒　　言

　67Gaシンチグラフィー（以下，　Gaシンチ）に

おいて，しばしば肺野に67Ga集積の元進（以下，

Ga集積）を認めることがある1’2）．肺野へのGa

集積の原因については，肺の感染症3’－5），禰漫性

肺疾患6～8）ならびに肺野への照射9・10｝との関連に

ついて多くの報告がすでになされている．しかし

臨床の現場において，肺に禰漫性のGa集積が認

められたときに，どのような疾患を考慮すべきか

という観点からなされた検討，および経過を追っ

ての検討は少ないように思われる．そこでわれわ

れは，過去3年間に施行したGaシンチにおいて，

両側肺野に禰漫性の集積充進を認めた症例につき，

retrospectiveな検討を行い若干の知見を得たので

報告する．

II．対象ならびに方法

岐阜県立多治見病院において，昭和63年1月よ

＊岐阜県∪：多治見病院放射線科
＊＊ 名占屋大学医学部放射線医学教室

受付：3年6月6日
最終稿受付：3年8月19日
別刷請求先：名占屋市昭和区鶴舞町65　（㊦466）

　　　　　名古屋大学医学部放射線医学教室

　　　　　　　　　　　　　　　佐久間　貞　行

り平成2年12Aまでの間にGaシンチを643回施

行した．そのうち，両側肺の禰漫性の集積充進

（以下，両側｛彌漫性肺集積）を24回，23症例（男性

17例，女性6例）に認めた．この23例を検討の対

象とした．

　撮像は111MBq（3　mCi）の67Ga－citrate（以下，

Ga）を静注後48時間で行った．使用した装置は

島津社製LFOVシンチカメラである．中エネル

ギー用汎用コリメータを用い，エネルギーウィン

ドウを93，184，296keV土10％に設定しデータ収

集を行った．Ga集積は胸椎を基準とし，前面像

および後面像の両方向ともに肺野に胸椎と同等以

上の集積を認めるものを陽性所見とした．

　対象とした23症例において，肺集積に影響を及

ぼしたと考えられる原因を，カルテ，レントゲン

写真，病理診断などから推測した（以下，推定原

因）．対象とした23症例のGaシンチおよびレン

トゲン写真は，期間外であっても検討の対象とし

た．Gaシンチの両側禰漫性肺集積の原因の推定

は，臨床診断および胸部レントゲン写真所見を主

とし，臨床経過を従としてGamutl1）における｛彌

漫性肺集積をきたす疾患のリストを参考として判

定した．

　Key　words：Ga川um－67　scintigraphy，　Difruse　lung

uptake，　Silicosis，　Chemotherapy，　Pleuritis，
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m．結　　果
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　Table　1にGaシンチを検査した643回のGaシ

ンチを依頼した目的である疾患（以下，依頼疾患）

と肺野のGa集積の範囲との関係を示す．肺疾患

すべてをLungとし，それを禰漫性（Diffuse）とそ

の他に分類した．非肺疾患を腫瘍（Tumor），炎症

（lnfection），およびその他に分類した．腫瘍性疾

患患者（Lung－OthersおよびTumor）において肺

内腫瘤への集積と思われる非禰漫性集積（NDLU）

が多くなっている（Table　l）．

　Table　2に検討対象とした23症例を示す．　Ga

シンチの依頼疾患別の内訳では，肺癌5例，肺結

核3例，硅肺1例，間質性肺炎1例と1呼吸器系疾

患の診断もしくは活動性の評価が計10例と多く，

次いで悪性リンパ腫4例，多発性骨髄腫3例，慢

性骨髄性白血病，肝癌，膀胱癌，皮膚癌，不明熱，

胆嚢炎の診断もしくは進展範囲の決定目的が各1

例であった．肺に対する放射線治療の既往があっ

たのは3例で，うち1例は骨髄移植に際し全身照

射を受けていた．

　Gaシンチの両側｛彌漫性肺集積の推定原因が判

明した症例は22例で，その推定原因別の内訳は硅

肺9例（胆嚢炎1，結核3，硅肺1，肺癌2，皮膚

癌1，膀胱癌1，括弧内は依頼疾患，以下同じ），

間質性肺炎1例，悪性腫瘍に合併した胸膜炎4例

（肺癌3，悪性リンパ腫1），多剤併用化学療法6

例（悪性リンパ腫3，多発性骨髄腫3），陳旧性肺

結核1例（肝癌），全肺照射1例（慢性骨髄性白血

病）であった（Table　2）．推定原因が判明した22症

例においても，胸膜炎で両側に胸水の貯留を認め

た2症例と全肺照射後の両側肺に線維化を認めた

1症例以外の19症例は，Gaシンチの集積範囲と

胸部レントゲン写真における異常所見の範囲とは

厳密には一致していなかった．23症例中6例が死

亡している．悪性腫瘍に合併した胸膜炎4例は，

4例全例が4か刀以内に死亡していた．他の死亡

例2例は，肺集積を示したGaシンチ後6か月に

出血性ショックで死亡した多発性骨髄腫1例と，

12か月後に悪液質で死亡した陳旧性肺結核に合併

した肝癌1例であった．以下Ga集積と胸部レン

トゲン写真所見とが一致していなかった代表的な

症例を供覧する．

　症例155歳男性．硅肺および肝硬変にて当

院内科外来通院中である．特に呼吸器疾患の症状

は訴えていない．硅肺の活動性の評価を目的とし

てGaシンチを依頼された．胸部レントゲン写真

（平成1年3月）では，下肺野を中心として細気管

支周囲の軽度の陰影増強と軽度の線維化の所見お

よび微細頼粒状の陰影を認める（Fig．　la）．　Gaシ

ンチでは両肺野に均一な胸椎とほぼ同等の集積を

認める（Fig．1b）．両側禰漫性のGa集積からみて

硅肺の活動性が疑われ，肺の病変の進行に注意す

る必要ありと考えられた．22か月後の胸部レント

ゲン写真（平成3年1月）では，以前の胸部レン

トゲン写真に見られた所見が顕著となっている．

特に左下肺野に病変の進行が著明である．ほぼ同

時期のGaシンチでは（平成3年3月），両側肺野

に禰漫性の集積充進を認め，特に両下肺野の集積

が充進している．現在特に呼吸器症状なく通院中

である．

　症例261歳，男性．昭和62年9月頸部リンパ

節初発の悪性リンパ腫症例．放射線治療（上肺野

は照射野に含まれている），および多剤併用化学

療法による治療後外来通院中である．昭和63年1

月より4月まで多剤併用化学療法（ブレオマイシ

ン，アドリアマイシン，エンドキサン，オンコビ

ン）の投与を受けている．同年2月より摂氏37度

程度の発熱を訴え，CRPの上昇も見られた．呼

吸器疾患の症状は訴えていない．昭和63年3月の

胸部レントゲン写真では，両側上肺野に微細頼粒

状の浸潤影を認め，終末気管支レベルの炎症細胞

浸潤であろうと考えられた．左右の肺門には気管

支周囲の陰影増強所見が見られる．中下肺野の末

梢には異常所見を認めない（Fig．2a）．同時期の

Gaシンチでは，両肺野に禰漫性の集積を認める．

左上肺野の集積が特に充進しているが，同様の微

細穎粒状陰影所見を認める右上肺野の集積は，他

部位に比較して特に元進しているとはいえない

（Fig．2b）．発熱は特に治療することなく，Gaシ
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Table　l　All　643　cases　who　underwent　6？Ga　scintigraphy

Location　and　diagnosis NLU＊1 NDLU＊2　HDLU＊3 BDLU＊4
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　　　Others　　　　　　82　　　　　　　　　　　　　　　　　16　　　　　　2　　　　　　0　　　　　　0　　　　　　18

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　60　　　　　4　　　　　0　　　　　0　　　　　64

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tota｜　　　　　　　　　　492　　　　　　109　　　　　　　18　　　　　　　24　　　　　　643

＊1：no　increased　lung　uptake，＊L）：localized　increased　lung　uptake，＊：〕：hemi－lateral　increased　difruse　lung　uptake，

＊4：bilateral　increased　diffuse　lung　uptake，＊5：tumors，＊6：malignant　lymphoma，　multiple　myeloma，　and

leukemia，＊7：fever　of　unknown　origin

Table　2 Histological　or　clinical　diagnosis　in　patients　with　diffuse

lung　uptake　of　67Ga　and　its　estimated　cause

Histologicalor　clinicaldiagnosis

Lung　cancer

Lung　cancer

Lung　cancer

Lung　cancer

Lung　cancer
Tuberculosis

Tuberculosis

Tuberculosis

Silicosis

Lung　fibrosis

Malignant　lymphoma

Malignant　lymphoma

Malignant　lymphoma

Malighant　lymphoma

Multiple　myeloma

Multiple　myeloma

Multiple　myeloma

CML＊＊

Hepatoma
Bladder　cancer

Skin　cancer

Cholecystitis

FUO＊＊＊

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

Sex Estimated　cause

Pleuritis

Pleuritis

Pleuritis

Silicosis

Silicosis

Silicosis

Silicosis

Silicosis

Silicosis

Lung　fibrosis

Pleuritis

Chemotherapy
Chemotherapy
Chemotherapy
Chemotherapy
Chemotherapy
Chemotherapy

Prognosis

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

Radiation　pneumonitis
Tuberculosis

Silicosis

Silicosis

Silicosis

Unknown

lMdead＊
2M　dead

4M　dead
alive

alive

alive

alive

alive

alive

aivel

lMdead
alive

alive

alive

alive

alive

8M　dead
alive

l2M　dead
alive

alive

alive

alive

＊；Died　after　l　month，＊＊：Chronic　myelocytic　leukemia，＊＊＊：Fever　of　unknown　origin
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Fig．1　Chest　radiograph（a）and　67Ga　scintigraphy（b）of　a　55　year－old－male　with　silicosis

　　　and　liver　cirrhosis　in　March　1989．　Chest　radiograph（c）and　67Ga　scintigraphy（d）

　　　of　the　same　patient　in　January（c）and　March（d）1991．

ンチ施行後約1か月で改善した．4か月後の胸部

レントゲン写真（昭和63年7月）では，先のレン

トゲン写真で認められた両側上肺野の微細頼

粒状陰影は軽快傾向にあり，ほぼ消失している

（Fig．2c）．同時期のGaシンチ（昭和63年6月）で

は，肺野の異常集積は認められない（Fig．2d）．3

年後の現在無病生存中である．

　症例3　65歳，男性．肺癌（腺癌）例．平成1年

9月の胸部レントゲン写真では，右中葉に腫瘤影

と右肺門リンパ節腫大および右側の胸水貯留を認

める．左肺門リンパ節の腫大は認められるが，左

肺野に転移巣は認められず，左側胸水の貯留は認

められない（Fig．3a）．同時期のGaシンチでは，

両側肺野に集積充進が認められる．左右を比較す

ると右側の集積充進が明らかである．右側の集積

充進は腫瘤，腫大リンパ節および癌性胸水への

Gaの集積によるものと考えられるが，左側のGa

集積の原因については化学療法の既往もなく，胸

部レントゲン写真からも推定し得ない．Gaシン

チ施行4か月後に多臓器不全で死亡した．

　症例4　47歳，女性．左乳癌術後症例．昭和62

年7月左乳房切除術施行，術後5－FUおよびクエ

ン酸タモキシフェンの経口投与を継続して受けて

いた．摂氏37度程度の発熱を訴え，咳はなく，白
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Chest　radiograph（a）and　67Ga　scintigraphy（b）of　a　61　year・01d・male　with　malig－

nant　lymphoma（non－Hodgkin’s　disease）in　March　1988．　Chest　radiograph（c）

and　67Ga　scintigraphy（d）of　the　same　patient　in　July（c）and　June（d）1988．
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Fig．3　Chest　radiograph（a）and　67Ga　scintigraphy（b）of　a　65　year－old－male　with　lung

　　　　　cancer（adenocarcinoma）in　September　1989，
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Fig．4　Chest　radiograph（a）and　67Ga　scintigraphy（b）of　a　47　year・01d－female　with　left

　　　breast　cancer　who　received　operation　in　July　l987，　in　July（a）and　August（b）

　　　1989．Chest　radiograph（c）of　the　same　patient　in　February　l991．

血球数も正常であったがCRP陽性であり，原因

検索のためGaシンチを施行した．　Gaシンチの

約1か月前より，すべての薬剤投与を中止してい

る．胸部レントゲン写真（平成1年7月）では，異

常所見は認められない（Fig．4a）．　Gaシンチ（平

成1年8月）では，両側肺野にGaの集積充進を

認める．Gaシンチ時にはすでに特に治療するこ

となく解熱していた．18か月後の胸部レントゲン

写真（平成3年2月）でも異常所見は認められな

い（Fig．4c）．

IV．考　　案

　Gaシンチは，悪性腫瘍の診断12・13）および不明

熱14）を含む炎症性疾患の局在診断15・16）ばかりで

なく，禰漫性肺疾患の活動性の診断6・7・1？・18）にも

用いられている．多くの疾患に利用されている

Gaシンチのいわゆる“異常集積”は，鑑別診断

上で特異的なものはないことはよく知られている．

肺へのGa集積も，胸部レントゲン写真と一致し

ないことはすでに知られ4・7・9），SiemsenはGa集

積と細胞増殖および代謝充進との関連を指摘

し19・20），森らはGa集積は病理像と一致すること

を特発性間質性肺炎を対象として報告している7）．

禰漫性肺集積についての検討対象を限定した検討

はすでに多く行われている7・8・21”’23）．胸部レント

ゲン写真で異常の見られない部位の集積充進は，

薬剤の毒性もしくは臨床上問題にならない程度の

炎症，特に間質の軽度の炎症反応と従来の報告は

結論している24”’26）．しかし，経過を追ってなさ

れた検討は不十分であり，肺のGaの異常集積を

認める部位が，すべて病変部位かどうかというこ

とには疑問の余地があると考えられる．
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　肺野へのGa集積は，肝の集積を基準とするこ

とが多い1・7・23）．しかし，著者らは肝のGa集積

は変動し易いことをすでに報告している27）．今報

においては，胸椎を基準として採用した．両側禰

漫性肺集積は，643検査中24検査で認められ，約

3．7％に見られた．Guptaらは感染を主たる原因

とした9．8％の禰漫性肺集積（うち8割が両側性）

の頻度を報告しているが28），集積充進の基準を肩

の軟部組織との比較においており，今報と単純に

は比較できない．本邦における報告としては，亀

井らは肩の軟部組織および肝集積を基準として，

Gaの禰漫性肺集積の頻度として5％をあげてい

るが，半数の片側性集積があり，両側性の頻度は

2．5％となる1）．亀井らの症例と比較して，放射

線治療の既往のある症例が今報では23症例中3例

と少ないことを考え合わせると，当院における両

側禰漫性肺集積の頻度は高いと考えられるが，硅

肺が検討症例中半数近くを占めていたことが高頻

度の原因と思われる．

　推定原因は，23例中22例で推定できた．推定原

因には硅肺が9例と約40％を占めていた．岐阜県

立多治見病院は，美濃焼（陶磁器）の生産地とし

て知られる東濃地方にある病院である．この地域

は，硅肺症例が多いと予測されるが，硅肺症例数

についての正確な統計はない．そこで，硅肺に合

併することが指摘されている結核症例の統計に

ついてみると，平成元年度の岐阜県多治見保健所

の結核の新規登録者数は，人口10万人当たり

ll7．4人であり，全国平均の10万人当たり43．1人

と比較してきわめて高い30）．正確な症例数はとら

えられていないが，この地域は硅肺の発症頻度の

高い地方であると推定される．今報での推定原因

に，硅肺の頻度が高かったのは，そのためであると

考えられる．伊藤らは，硅肺症例の胸部レントゲ

ン写真とGa集積との間に，ある程度の相関を認

めている8）．胸部レントゲン写真で検出されない

部位のGa集積の機序については，病変の程度の

軽い間質系反応へ集積したのではないかと考える

MacMahonらの報告25）を踏襲する報告が多い18）．

症例1のようにGa集積を認め，経過を追ってみ
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ると病変が進行している症例が認められる．Ga

集積は，硅肺症例については間質の炎症を示唆し

ているといえよう．しかし症例1においても，初

回の平成元年のGa集積（Fig．1b）は均一であり，

22か月後の胸部レントゲン写真（Fig．1c）で認め

られる病変の進行を予測していなかった．初回お

よび2回目ともに，Ga集積からみた病変範囲は，

平成3年の胸部レントゲン写真（Fig．1c）におい

て認められる異常所見とは厳密には一致していな

い．Ga集積は，胸部レントゲン写真での異常部

位よりも広い範囲を異常として描出したことにな

る．Ga集積が，胸部レントゲン写真では検出で

きないなんらかの因子により影響される可能性が

あることを示唆しているといえよう．

　多剤併用化学療法後にみられるGaの禰漫性肺

集積の原因としては，大別して2つの原因が報告

されている．1つは，　bleomycinおよびcyclophos－

phamideに代表される薬剤の毒性としての間質

性炎症である24～26）．他の1つは，カリニー肺炎

に代表される多剤併用化学療法後の免疫能の低下

に伴う感染である3・31）．この2つは予後および治

療が異なり，臨床上鑑別することは重要である．

しかし実際には，多剤併用化学療法に起因すると

考えられるGaの両側彌漫性肺集積であるのか，

多剤併用化学療法による免疫能の低下に起因する

感染によるGa集積であるのかの鑑別は，　Gaシ

ンチのみからでは容易ではない．今報の症例2に

おいては，胸部レントゲン写真上で異常陰影高度

の部位が必ずしもGa集積が高度ではなかった．

症例2におけるGaの集積程度からみて（Fig．2b），

多剤併用化学療法後症例にサイトメガロゥィルス

肺炎やカリニー肺炎が併発しても，Gaシンチの

みからそれを指摘することは困難であろうと推察

される．

　症例3のように悪性腫瘍に併発した胸膜炎症例

は，今報の4例すべてが4か月以内に死亡してお

り，予後が不良であった．両側i彌漫性肺集積を示

す症例の予後が，全体として悪くなかったことを

考えると，この疾患群だけは鑑別しておく必要が

あると考えられる．Gaシンチからみると，腫瘤
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に一致した集積およびはっきりした左右差に注目

することにより（Fig．3b），他の両側彌漫性肺集積

の原因となる疾患と，ある程度の鑑別は可能であ

ると考えられる．腫瘤および胸水のない側のGa

集積の原因は，今報の検討からでは明らかでない．

このことも，Ga集積が悪性腫瘍，薬剤性肺炎，

および感染以外の原因により変化する可能性を示

唆しているといえよう．

　今報において，Ga集積の原因がまったく解ら

なかったのは1例であった．臨床症状からみると

炎症性疾患が疑われるが，Gaシンチ施行時には，

抗生剤やステロイドホルモンを使用せずに自然寛

解していた．経過を追った胸部レントゲン写真で

も，重篤な後遺症を残していない．Gaシンチの

集積は，従来の報告にあるような，細胞増殖や細

胞浸潤を示しているとの推論では説明し得ない症

例があると考えられる．

　肺への照射のときにも，照射野とGa集積とが

一致せず，Ga集積の範囲の方が広い傾向にある

ことはすでに指摘されている10）．その報告の中で

Kataokaらは，臨床で問題にならない病変をGa

シンチが示しているのではないかと考察しており，

胸部レントゲン写真の所見とGaシンチとの不一

致を，レントゲンでは描出できないなんらかの炎

症や腫瘍をGaシンチが描出したとする従来の報

告4・25・28）と同じ立場をとっている．今報において，

放射線治療の既往があった症例が3例と少なく，

両側禰漫性肺集積の原因として，肺への照射が原

因であろうと推定されたのは1例のみであり，こ

の症例は，骨髄移植に際して全肺照射を受けてい

た．肺への照射後におけるGa集積の因子につい

ては検討できなかった．

　Gaの両側彌漫性肺集積を示した症例の予後は

不良であるといわれていたが1｝，今報の結果では，

悪性腫瘍に合併した胸膜炎例以外の予後は，決し

て悪いものではなかった．日常生活からみた呼吸

機能の低下も著明ではなく，Gaの両側彌漫性肺

集積は重篤な病理変化を示しているとは必ずしも

いえない．

V．まとめ

　岐阜県立多治見病院において，過去3年間に行

われた643回のGaシンチのうち，両側禰漫性肺

集積を示した24検査23症例を検討し，以下の結論

を得た．

　1）Gaシンチにおける禰漫性肺集積において，

Ga集積は病態の経過を1回の検査のみでは必ず

しも予測し得ない．

　2）Ga集積は，禰漫性肺疾患，炎症性肺疾患，

局所占拠性肺疾患のいずれであっても，胸部レン

トゲン写真で認められる病変部より広い範囲に集

積していた．病変に起因する血流変化などの因子

も，Ga集積に関与していると推察される．

　3）悪性腫瘍に合併した胸膜炎症例以外におい

ては，Gaシンチにおける禰漫性肺集積は，決し

て予後の悪い所見ではなかった．

　4）悪性腫瘍に合併した胸膜炎は，Gaシンチ

のみからでも，腫瘍への集積と明らかな左右差か

ら鑑別することはある程度可能であろう．

　5）Gaシンチにおける禰漫性肺集積は，地域

の特殊性を反映していた．病院の位置している地

域の疾患罹患率を知っておくことも，正確な診断

のために必要である．
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