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《総　説》

ガリウムシンチグラフィの適切な使い方

小　須　田 茂＊

　要旨6？Ga　citrateは腫瘍・炎症シンチグラフィ製剤として臨床に広く用いられているが，他の画像診断

が進歩した今日，67Gaが真に有用な疾患はかなり限定されるものと思われる．今回，67Gaシンチの適応疾

患の代表例として，サルコイドーシス，悪性黒色腫，悪性リンパ腫およびAIDS合併日和見感染症について

述べた．とくに，HIV感染者が急増している今日，　AIDSの早期発見およびll和見感染症鑑別の補助診断と

して67Gaシンチは有用である．67Gaシンチは特異性には劣るものの，適応を十分踏まえれば，これまで

の豊富な臨床経験，簡便性，安全性などから将来も多用されるものと確信する．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（核医学30：225－230，1993）

　現在，67Ga　citrateは腫瘍および炎症シンチグ

ラフィ製剤として臨床に広く用いられているが，

その発端は1964年，EdwardsとHayesが報告し

た2症例に始まる．すなわち，ポジキン病と甲状

腺未分化癌の各病巣に67Gaが集積した貴重な症

例報告であるD．過去に発刊されたJournal　of

Nuclear　Medicineを検索すると，腫瘍スキャン製

剤に関する論文は500以上，開発された腫瘍ス

キャン製剤は100種に上る．このうち，67Gaと

201Tlのみが現在，広く臨床に用いられている．

　ガリウムシンチグラフィ（以下，67Gaシンチ）

の意義は質的診断というよりはむしろ，病巣部位

の局在診断，その進展範囲，転移巣の把握である．

炎症巣，腫瘍巣の活動度やviabilityの評価として

の有用性も数多く報告されている．したがって，

6？Gaシンチの適応疾患は広く，日本アイソトープ

協会の1990年全国調査でも67Gaスキャン件数

は増加の一途を辿っている．しかし，他の画像診

断が急速に進歩した今日，6℃aシンチが真に有
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用な疾患はかなり限定されるものと考えられる．

各疾患ごとに67Gaシンチの有用性を再評価すべ

き時期にある．しかし，その結果が否定的な評価

であったとしても，67Gaシンチがその疾患に対

して全く有用でないと断言することは難しい．本

来なら，67Gaシンチがあまり有用でない疾患も

含めて述べる必要があるが，限られた誌面では

67Gaシンチの適応疾患の代表例として，サルコ

イドーシス，悪性リンパ腫，感染症，黒色腫の四

疾患を挙げたい．小西・遠藤編のテキストでは，

この四疾患を“SLIM”と憶えるとよいとしてい

る2）．感染症に関しては現在社会的問題となって

いるAIDSの日和見感染症について述べる．

【サルコイドーシス】

　肺サルコイドーシスの病期分類は1期（両側肺

門リンパ節腫脹像のみ），Il期（両側肺門リンパ節

腫脹像および肺野病変），川期（肺野病変のみ）に

分類されることはよく知られているが，これは胸

部X線上の分類であり，67Gaシンチ，　CTによ

ってしばしば病期が変更される．

　サルコイドーシスは原因不明の多臓器疾患であ

り，肺門リンパ節，肺，眼，皮膚の罹患頻度が高

いが，肝，脾，リンパ節，唾液腺，心，神経系，

筋肉，骨などが罹患することもある．その病巣範
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囲の把握に67Gaシンチが役立つ．また，67Gaシ

ンチは経過観察にも有用である．

　悪性リンパ腫，塵肺などでも両側肺門部中心に

高集積を示す場合がある．パンダサイン，ラムダ

サインはサルコイドーシスに特徴的所見とされ，

両サインを同時に示す疾患はサルコイドーシス以

外にないとされている3）（Fig．1）．

【悪性黒色腫】

　悪性黒色腫は早期にリンパ行性および血行性に

遠隔転移をきたしやすく，67Gaの親和性の高い

腫瘍の一つであり，67Gaシンチは転移巣把握に

有用である．われわれのまとめでは病巣有無の検

出能はsensitivity　85・7％，　sPec桁city　100％，　accu－

racy　95．2％であった．92病巣に対するsensitMty

は70．7％，検出しえた最小病巣は長径4mmの結

節性皮膚転移巣であった4）．

　最近は深部病巣や他臓器と重なり合った病巣な

どではSPECT検査を行うことによって局在診断

能の向上が計られる．Fig．2はプラナー像では鼻

咽頭部の生理的集積と思われた症例であるが，

SPECTを施行することにより右鼻腔内に限局す

る異常集積であることが明瞭である．

璽遷

毒．

　　　　　　　嚇蟻．，、

Fig．1　A57・year・01d　female　with　sarcoidosis　who　had

　　　complained　of　swe川ng　of　the　bilateral　parotid

　　　glands．67Ga　scan　reveals　intense　uptake　in　the

　　　laσrimal　and　parotid　glands（panda　sign）and

　　　moderately　increased　uptake　in　the　right　and

　　　left　hilar，　subcarinal　and　right　paratracheal

　　　lymph　node　groups（1ambda　sign）．

【悪性リンパ腫】

　悪性リンパ腫は67Gaシンチ適応の代表的疾患

として知られているが，他の画像診断が発達した

現在，それ以上の有用性が得られるかどうかが重

要である．小泉ら5｝は他の画像診断との対比検討

を行った結果，23％がfalse　negativeを示したが，

63％が同等の診断，14％が他の画像診断より優

れた結果が得られたとし，77％は67Gaシンチが

有用であったと結論している．この報告は主とし

てプラ＋一像の検討であり，SPECT併用によっ

て成績はさらに向上するものと思われる．また，

Frontら6）は悪性リンパ腫治療後の経過観察には

CTよりも67Gaシンチの方が予後を正確iに予測

できるとしている．6？Gaシンチ陽性は再発を強

く示唆するが，CT陽性例の中には治療後の線維

化や壊死によるリンパ節腫大が含まれるためであ

るとしている．ここで注意すべき点は数回の放射

線治療やステロイド剤単独投与によって，腫瘍組

織が残存しているにもかかわらず，67Gaの集積

が消失してしまう点である．

　胃，大腸回盲部等の消化管に強い異常集積が認

Fig．2　A　57・year－old　male　with　malignant　melanoma

　　　arising　from　the　right　nasal　cavity．　Contrast

　　　enhanced　CT　scan（Left）shows　an　enhancing

　　　mass　in　the　nasal　cavity．　Note　the　maxillary

　　　sinus　filled　with　a　nonenhancing　mass．67Ga

　　　SPECT　demonstrates　intense　uptake　in　the
　　　nasal　cavity．　No　activity　is　seen　in　the　sinus．

　　　Pathology　proved　to　be　malignant　melanoma
　　　localized　in　the　nasal　cavity　and　inflammatory

　　　component　in　the　sinus．
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Fig．3　6？Ga　scans　in　a　40－year－01d，　bisexual　male　with　AIDS－related　Pneumocystis

　　　carinii　pneumonia（PCP）．　Diffuse，　intense　lung　actMty　associated　with　PCP　is

　　　noted（Left）and　its　activity　is　improved　by　therapy　for　PCP（Right）．

められた場合は消化管原発の悪性リンパ腫が強く

示唆さAしる．中枢神経系原発の悪性リンパ腫には

67Ga　SPECTが有用であると思われる7）．

【AIDS】

　HIV感染は男性同性愛者や血友病患者などの

特定集団に限局したものではなく，異性間の性的

接触によっても感染しうることが知られるように

なり，わが国でもHIV感染者が急増している．

都立駒込病院では1985年10月よりエイズ専門外

来を設立し，1992年7月現在，約200名のHIV

感染者を診療してきた．このうち，52名がAIDS

を発症し，そのうち47名がすでに死亡している．

　AIDS合併日和見感染て最も重要な疾患はカリ

ニ肺炎（Pneumocystis　carinii　pneumonia，　PCP）で

ある．その合併率は，60～75％，駒込病院では81％

に認められた8）．PCPはAIDSに先行ないし同時

発症することが多く，この時点では胸部X線写

真上，必ずしも異常所見を示さない．67Gaシン

チでは胸部X線写真より早期に両側肺にびまん

性の，肝集積と同等かそれ以上の強集積を示す

（Fig．3）・HIV抗体陽性で，かつ次の四所見を満

鱗

Fig．4　67Ga　scan　in　a　35－year－old，　homosexual　male

　　　with　AIDS・related　Mycobacterium　avium－
　　　intracellulare（MAI）infection．　Prominent　up－

　　　take　is　noted　in　the　upper　mediastina1，　hilar

　　　and　supraclavicular　］ymph　nodes．

足するとカリニ原虫が組織学的ないし細胞学的に

証明されなくともAIDSによるPCPと推定診断

される．すなわち，①3か月以内に始まった労作

時の呼吸困難ないし乾性咳嚇，②胸部X線写真
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Fig．5　67Ga　scan　in　a　43－year－01d，　homosexual　male　with　AIDS－related　non－Hodgkin’s

　　　lyrnphoma．　Left；bef（）re　chemotherapy．　Right；2months　after　chemotherapy．

　　　There　are　multiple　areas　of　increased　activity　noted　throughout　the　whole　body．

　　　Note　intense，　large　uptake　in　the　upper　abdomen．
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Fig．6　A　36－year－01d，　homosexual　male　with　AIDS－related　Kaposi’s　sarcoma．　Chest

　　　X－ray　shows　ill・defined，　bilateral　nodular　densities（Left）．67Ga　scan（Middle）

　　　shows　no　abnormal　accumulation，　but　201Tl　scan（Right）reveals　marked　uptake

　　　consistent　with　nodular　densities．

上の両側びまん性間質影増強あるいは67Gaシン

チでのびまん性肺集積，③PaO2　70　torr未満あ

るいは呼吸拡散能が80％未満またはAaDO　2の

増大，④細菌性肺炎を認めない（Center　for

Disease　Contro1による）．　PCPの治療効果の判定，

再燃の評価にも67Gaシンチは有用である．しか

し，AIDSの終末期になるとリンパ網内系組織は

完全に崩壊，萎縮し，体液性免疫も荒廃して炎症

反応は全く認められなくなる，この時期にPCPを

合併しても67Gaの集積増加は認められない9’”11）．

　PCPに次いで合併率が高い肺日和見感染症は

非定型抗酸菌症である（駒込病院での合併率は約

20％）．全身播種型が多い．67Gaシンチでは肺野

への取り込みは顕著でなく，むしろ肺門，縦隔リ

ンパ節に高集積がみられるほか，鎖骨窩リンパ節

への集積が認められるのが特徴である（Fig．4）．

また，Mycobacterium　kansasiiよりM．　avium

iロtracellulare（MAI）の方が合併率が高い．剖検で
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は肺内に空洞形成が高頻度に認められる．

　AIDS合併肺結核症は最近，急増していること

で注目を集めているが，駒込病院での合併率は

10％以下である．全身播種型が多く，肺内病巣

は肺尖部ではなく下肺野・中肺野に病巣を作りや

すい．67Gaシンチでは肺内集積は低く，肺門，

縦隔リンパ節に高集積がみられるが，MAIと異

なりリンパ節集積は縦隔を越えないとされる12）．

　67Gaシンチにて肺内に強い限局性集積が認め

られた場合は細菌性肺炎が強く示唆される．

　日和見感染に対する治療法の進歩により，

AIDS患者の長期生存例が漸増するに伴い，悪性

リンパ腫やカポジ肉腫（Kaposrs　sarcoma，　KS）に

よる死亡が増加している．AIDS関連悪性リンパ

腫の特徴は非ポジキンリンパ腫，B　cell　typeがほ

とんどを占め，節外型が多く，好発部位は中枢神

経系である．6℃aシンチでは病巣部に一致して

高集積分布を示すため，局在診断のみならず，悪

性リンパ腫合併の補助診断としても有用である
（Fig．5），

　KSは真の悪性腫瘍ではなく，血管内皮過形成

と考えられているが，AIDS患者の15％に合併

する．男性同性愛者に合併率が高い．皮膚に初発

することが多く，肺病変はKSの20％を占める．

KSには67Gaは集積せず，201Tlが集積を示す
（Fig．6）．

　67Gaシンチに代わり，モノクローナル抗体を

用いた放射免疫シンチグラフィや白血球シンチグ

ラフィが用いられるようになりつつある．しかし，

67Gaシンチは特異性には劣るものの，適応を十

分踏まえれば，これまでの豊富な臨床経験，簡便

性，安全性などから将来も繁用されるものと確信

する．

　本稿は第32回日本核医学会総会教育講演の要旨であ

る．
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Summary

The　lndications　for　the　Use　of　Gallium－67　Scintigraphy

Shigeru　KosuDA

Dep・〃〃7ρ〃t　・f　Radiology，物”・〃a1　Defe〃seルfedica1　Co〃ege，　Tokor・zawa

　　67Ga　citrate　scanning　has　been　widely　used　for

imaging　a　variety　of　neoplasms　and　inflammatory

lesions．　In　this　review，　indications　and　limitations

of　67Ga　scanning　were　briefiy　discussed，　and　four

diseases，　that　is，　sarcoidosis，　malignant　melanoma，

malignant　lymphoma　and　opportunistic　infection

in　patients　with　AIDS，　were　mentioned　as　the

indications　for　67Ga　scanning　in　the　clinical　evalua－

tion．　Especially　67Ga　scanning　is　helpful　in　the

early　detection　and　differential　diagnosis　of　oP－

portunistic　infections　in　AIDS　patients．　I　am　con－

vinced　that　67Ga　scanning　will　continue　to　be

used　for　the　future　in　view　of　its　rich　experience，

simplicity　and　safety，　atthough　the　exact　ro］e　of

67Ga　scanning　should　be　defined．

　　Key　words：Gallium－67，　Sarcoidosis，　Malignant

melanoma，　Malignant　lymphoma，　AIDS．
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