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原発性肺癌におけるガリウムシンチグラフィの

　　　　　　　肺門部集積についての検討
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　要旨　原発性肺癌におけるガリウムシンチグラフィの肺門部リンパ部転移の検出能を評価する目的

で，転移の有無が明らかな117例234肺門を対象に肺門部集積所見を分類・検討した．肺門部集積所

見は全面像，後面像それぞれを集積なし（grade　O），椎体と同程度の集積（grade　D，椎体より高い集積

（grade　2）の3種類に分類し，　gradeの前面像，後面像の合計が3以上の場合を陽性とした．肺門リンパ

節転移を認めた44例49肺門では，集積陽性は10例ll肺門，肺門リンパ節転移を認めなかった73例

146肺門では，集積陽性は6例10肺門であった．症例別および肺門別の感度はそれぞれ22°1。，23％，特

異性は91％，93％であった．片側集積陽性群に比較すると，両側集積陽性群は肺門リンパ節転移評価

の正診率が有意に劣った．原発集積や組織型と肺門部リンパ節転移巣集積との明らかな関連は認められ

なかった．以上の結果から，肺門リンパ節転移評価におけるガリウムシンチグラフィの有用性には明ら

かな限界があることが示唆された．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（核医学32：473－478，1995）

1．はじめに

　1969年Edward＆Haysらが67Ga－citrateによる

腫瘍病巣の陽性描画を報告して以来1），ガリウム

シンチグラフィは，悪性腫瘍検出の手段として臨

床で広く用いられているト12）．肺癌の診断におい

ては，原発巣のみならず転移巣の検索にも補助的

診断法として用いられる場合がある．しかし，日

常の臨床の読影に際し，ガリウムは正常肺門部に

集積を認めることも多く，肺門リンパ節転移の有
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無を評価する場合，どの程度の集積を有意とす

るか判断に迷うことも少なくない．ガリウムシ

ンチグラフィによる病巣の検出能は，大きさに

依存し，比較的小病巣の検出は困難とされている

が3・6・7・11｝，肺門リンパ節転移巣の検出に役立つか

否かについては，報告によって異なり3～6・8・12、15），

また両側肺門部集積陽性の場合は，生理的な集積

である場合が多いと言われており14’，その臨床的

有用性は十分評価されていない．そこでわれわれ

は，肺門部集積と組織学的リンパ節転移の有無を

比較し，さらに肺門部集積を片側性と両側性とに

分けてその診断的意義を検討した．また，肺門部

集積と原発巣の組織型との関連性や，原発集積の

有無と肺門部集積の有無との関連性について検討

を加えた．

II．対象と方法

1990年1月より1994年6月までの5年6か月
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　Fig．1　Classification　of　hilar　67Ga－citrate　accumulation．

　　　　（A）Grade　O：no　67Ga－citrate　uptake

　　　　（B）Grade　1：mild　67Ga－citrate　uptake，　hilum＝thoracic　spine

　　　　（C）Grade　2：moderate　to　high　67Ga－citrate　uptake，　hilum＞thoracic　spine

間に，千葉大学医学部附属病院にてガリウムシン

チグラフィが施行された原発性肺癌の症例のう

ち，手術により組織学的診断，肺門部リンパ節転

移の有無が確定した153例を検討の対象とした．

組織の内訳は，腺癌102例，扁平上皮癌43例，

腺扁平上皮癌5例，大細胞癌3例であった．手術

による組織学的診断を得た小細胞癌の症例はな

かった．年齢は42～83歳（平均63．5±8．74歳），

性別は女性66名，男性87名であった．リンパ節

転移については，病側の肺門部リンパ節は手術に

より全例組織学的診断が確定しているが，健側肺

門部リンパ節は組織学的診断が確定している症例

は52例であったので，健側の組織学的診断がな

されなかった症例でもその後1年間再発を認めな

かった症例は陰性として評価し，最終的に計117

例，234肺門について検討した．なお，原発巣の

集積と肺門部集積との区別が困難な肺門部型肺

癌，およびガリウムシンチグラフィ施行から手術

までの期間が1か月以上の間隔があるものは，今

回の対象から除外した．ガリウムシンチグラフィ

は，67Ga－citrate　74　MBqを静注後，72時間後に中

エネルギー用平行多孔コリメータを装着したガン

マカメラ（TOSHIBA　GCA401）を用い，93，184

KeVの2つのピークを20％のwindow幅で測定
し，胸部スポット像の前面像および，後面像を撮

像した．得られたガリウムシンチグラムの読影

は，日常核医学読影に従事している3人の放射線

科医が行った．肺門部リンパ節は解剖学的に胸郭

前後方向の比較的中心に位置すると考えられるの

で，前面像および後面像について左右を個別に分

けて，集積の度合を次の3段階に分類して評価し

た．肺門部に全く集積を認めないもの（Grade　O），

肺門部にわずかな集積を認め，椎体と同程度の

集積を認めるもの（Grade　l），椎体より高いもの

（Grade　2），に分類した．ただし椎体は後面像を基

準とした．それぞれの分類されたシンチグラムの

代表例をFig．1（A），（B），（c）に示す．また，原発

巣についても同様な分類方法により評価した今回

は，前面像，後面像のgradeの合計が3以上の集

積を陽性とした．

　以上の分類に基づいて以下の検討を行った．

　（1）肺門部リンパ節転移のガリウムシンチグ

　　ラフィ正診率

　症例別評価および，両側肺門を個別に評価し，

肺門リンパ節転移検出におけるガリウムシンチグ

ラフィの感度，特異性を求めた．

　（2）片側および両側肺門集積と肺門リンパ節

　　転移との関係

　肺門集積陽性症例を，片側陽性群および両側陽

性群に分類し，それぞれが肺門リンパ節転移の有
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原発性肺癌におけるガリウムシンチグラフィの肺門部集積についての検討
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Fig．2　Case　2．　Squamous　cell　carcinoma　in　the　right

　　　upper　lobe　without　hilar　metastases．（A）Achest

　　　roentgenogram　shows　a　mass　lesion　in　the　right

　　　lung．（B）67Ga－citrate　scintigram　shows　positive

　　　trace　accumulation　both　in　the　primary　tumor

　　　（true　positive）and　at　the　hilum　bilaterally（false

　　　positive）．
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無と一致するかを検討した．

　（3）肺門部集積と原発巣集積との関係

　原発巣集積が，肺門部集積と関連があるかを症
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例別に検討した．

　（4）肺門集積陽性例と原発巣組織型との関係

　肺門部集積を認めた症例における原発巣の組織

型を検討した．

III．結　　果

　1．肺門部リンパ節転移のガリウムシンチグラ

　　フイ正診率

　調査対象とした117例234肺門部のうち，手

術により組織学的に肺門部リンパ節転移を認めた

ものは，44例49肺門であった．このうちガリウ

ムシンチグラフィで肺門部集積が陽性であったの

は10例11肺門であった．また，肺門部リンパ節

転移を認めなかった73例146肺門のうちガリウ

ムシンチグラフィで肺門部集積が陽性であったの

は6例10肺門であった．症例別，および肺門別

の感度はそれぞれ22％（10／43），23％（11／49），特

異性は，それぞれ91％（67〃3），93％（143／146）で

あった．

　2．片側および両側肺門集積と肺門リンパ節転

　　移との関係

　片側肺門のみ集積陽性のものは8例8肺門で，

そのうちリンパ節転移が組織学的に陽性のものは

6例6肺門で，陽性であった肺門はいずれも原発

巣と同側であり，対側は陰性であった．原発巣と

対側の片側の肺門部集積が陽性のものは，1例1

肺門であったが，組織学的に陰性（疑陽性）であっ

た．この片側集積8例を症例別に見た場合，肺門

部リンパ節転移の有無が両側とも正しく評価され

た症例は6例であり，両側あるいは一側が正しく

評価されなかった症例は2例であった．

　次に，両側肺門集積陽性の8例16肺門のう

ち，1例において両側にリンパ節転移を認め，3

例においては一側の肺門のみに転移を認め，1例

においては両側ともにリンパ節転移を認めなかっ

た．つまり症例別に考えた場合，8例中，1例の

みにおいてガリウムシンチグラフィを両側とも正

しく評価したに過ぎず，片側集積群に比較する

と，両側集積群は，明らかに肺門リンパ節転移の

正診率が劣った（カイニ乗検定p＜0．05）．

Presented by Medical*Online



476 核医学　32巻5号（1995）

　3．肺門部集積と原発巣集積との関係

　肺門部リンパ節転移を認めた44例において，

原発巣への集積が陽性のものは18例で，そのう

ち肺門部集積が陽性のものは5例であった．ま

た，肺門部リンパ節転移を認めた44例におい

て，肺門部集積陽性のものは10例で，そのうち

原発巣への集積が陽性のものは5例であった．

　4．肺門集積と原発巣組織型との関係

　肺門部リンパ節転移を認めた44例（腺癌30

例，扁平上皮癌13例，大細胞癌1例）のうち肺

門集積陽性のIO例の組織の内訳は，腺癌6例，

扁平上皮癌4例であり，陽性率はそれぞれ20％，

30％であった．

IV．症　　例

　次に疑陽性の症例を提示する．

　症例：68歳，男性．

　胸部X線像にて，右上肺野に腫瘤陰影（3×3

cm）が認められた（Fig．2（A））．ガリウムシンチグ

ラフィでは，病巣部は一致した異常集積を前後像

ともに認め，陽性と判定し，肺門部集積は両側に

前後像ともにgrade　2の集積を認め，　grade合計4

で陽性と判定した（Fig．2（B））．手術後の組織学的

検索により，扁平上皮癌と診断され，リンパ節転

移は両側ともに陰性であった．

V．考　　察

　本検討では，原発性肺癌症例のガリウムシンチ

グラフィにおける肺門部集積の評価が，肺門リン

パ節転移の診断に必ずしも有用ではないことが示

された．ガリウムシンチグラフィは非侵襲的で簡

便な検査であり，現在も原発性肺癌の補助的診断

法の一つとして臨床的に用いられている．肺門，

縦隔リンパ節転移巣の検出に役立つか否かについ

ては議論のあるところであり，多くの検討が報告

されている．Neumanらは，感度30～100％（平均

80％），特異性50～94％（平均71％）であると述べ

ている18）．しかしそれらの検討では，軽度の集積

の場合も陽性としており，また肺門部を左右個別

に評価した検討はない．ガリウムシンチグラフィ

において肺門部集積を認める場合が多いが，それ

が必ずしも肺門部リンパ節転移を検出できている

とは限らないという印象を受けたため，従来通り

の症例別の検討に加え，肺門部を左右個別に評価

し，手術によって病理組織診断が得られたものに

ついて検討を行った．

　肺門部リンパ節の検出能について著者らの検討

では，症例別，肺門別にそれぞれ感度22％，23％，

と低い結果が得られた．感度67％14）との報告があ

るが，これは対象症例が比較的大きな病巣を対象

としているため，また集積がわずかでも認められ

る場合に陽性と判定しているためと思われる．感

度や特異性は，ガリウムシンチグラフィの読影に

おいて陽性，陰性と判断する基準のとり方に大き

く依存している．集積が淡いものも陽性とすれば

感度は高くなるが，特異性は低くなる．肺門部は

正常でもガリウムの集積を認めることが多く，正

常と異常の判定が困難である．わずかな肺門部集

積の場合は，生理的集積であることも多く，それ

は両側性である場合が多い13）．われわれは前面

像，後面像ともに椎体の集積程度のものは陰性と

しており（grade合計2），　grade合計3以上を陽性

として評価したため，感度が低くなったと考えら

れる．

　一方，感度38％12）という低い報告もあるが，

これは対象とした症例が比較的早期の肺癌であ

り，転移巣の大きさも米粒大から3cmと小さかっ

たためと述べられており，評価法は各領域で1か

所でも67Ga陽性であれば，部位の一致はなくと

も検出し得た，としている．われわれの検討した

症例では，転移が認められたリンパ節の大きさや

数については正確な評価はし得なかったが，対側

リンパ節が病理不明で，1年以内に再発を認めた

症例を対象から除外していることより，症例が比

較的早期の肺癌であった可能性もあり，低い感度

が得られた原因の一つにあげられる．しかし，さ

らに低い感度が得られたのは，肺門部集積の評価

方法の差によると考えられる．

　特異性に関しては，89％14），87％12｝などの報告

があるが，われわれの検討では，従来通りの症例
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別検討で91％，肺門部別検討では93％と高い結

果が得られた．肺門別に検討することによりやや

特異性が上がるものの，大きな差は認められな

かった．

　片側および両側肺門リンパ節転移はTNM分類

で異なるN因子を持つため臨床的に区別が重要

であり19），また両側性肺門部集積は生理的な集積

である場合もあるといわれている13）ため，今回肺

門部集積を片側性のもの，および両側性のものに

分けてその意義を検討した．両側とも集積陽性で

あった8例では1例においてのみ両側の肺門リン

パ節転移を正しく検出したに過ぎず，残りの症例

では，一方あるいは両側のリンパ節転移の有無を

誤って検出したため，両側性に肺門部集積を認め

る場合は，リンパ節転移の診断に関して信頼性が

低いと考えられた．それに対して，片側のみ集積

陽性であった8例8肺門は，実際にリンパ節転移

が認められたのは6例6肺門で，いずれも原発と

同側の集積であり，対側はリンパ節は組織学的に

陰性であったことから，原発と同側の片側の肺門

部に集積を認めた場合は，リンパ節転移が存在す

る可能性が高いということができる．

　また，原発巣への集積と肺門部集積との関連の

有無を検討したが，今回の検討では，原発巣集積

と肺門部集積との関連は認められなかったが，こ

の関連の有無を断定するにはさらに多くの症例が

必要とされる．

　原発巣については，組織型による差はないとす

る報告6・1°・15，17）と，組織型による集積の陽性率が異

なり，扁平上皮癌が最も高いという報告2・4・s・13）な

どがある．肺門部については組織による陽性率の

差については報告されていないが，今回の検討で

は，組織型による差は認められなかったが，これ

も関連の有無を断定するにはさらに多くの症例が

必要とされる．

　ガリウムシンチグラフィによる肺癌病巣の検出

限界は1．5cm6｝ないしは，2　cm2・3・5）とされてい

る．今回検討した肺門部リンパ節のそれぞれの大

きさについては確認できなかった．手術の際あ

らかじめリンパ節の腫大の有無，およびその部位

が指摘されれば，十分な郭清のための指標として

有効と考えられるが，比較的早期の肺癌では，転

移巣の大きさは原発巣より小さいことが多いの

で，ガリウムシンチグラフィによる肺門部リンパ

節転移の検出率は低いと考えられる．今回の検討

は，planar像のみで行われているが，　SPBCTを加

えることによって正診率は向上する可能性はあ

る．しかし，現在ではX線CTあるいは核磁気共

鳴画像装置などにより諸組織の同定，位置関係の

把握が容易となっており，1cm大以上のリンパ

節描出は容易に検出可能となっている2°）．した

がって，このような状況において，肺門転移巣検

索におけるガリウムシンチグラフィの役割は，き

わめて低くなったと考えられる．

VL　結　　語

　本検討では，原発性肺癌症例に施行されたガリ

ウムシンチグラフィにおける肺門部リンパ節の所

見分類，検出率，有用性を検討した．CT，核磁

気共鳴画像による小リンパ節の描出が比較的容易

となった現在，ガリウムシンチグラフィにより肺

門部を評価する有用性は限られると考えられた．
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Summary

Evaluation　of　Hilar　6’Ga・Citrate　Uptake　in　Bronchogenic　Carcinoma

Noriyo　MATsuNo＊，　Junpei　KuyAMA＊，　Yoshitaka　UcHiDA＊，　Satoshi　MiNosHiMA＊＊，

　　　　　　　　　　　Osamu　HATANo＊，　Yasunori　IMAi＊and　Kimiichi　UNo＊

＊Department‘ゾRad’θ’θ9），，　Chi占a〃痂versit．y　Sch‘ノθ1　q∫　Mea！輌cine

＊＊D輌visiθn　of〃uClear〃edicine，　The　Un’vers輌り・‘～f〃ich’8αη

　We　evaluated　hilar　uptake　on　67Ga－citrate　scintig－

raphy　and　correlated　with　hilar　lymph　node　metastases

in　one－hundred　seventeen　cases（two－hundred　thirty

four　hila）of　bronchogenic　carcinoma．　Hilar　uptake

was　classified　into　three　grades　independentlyon　ante－

rior　and　posterior　chest　views：no　uptake（grade　O），　up－

take　equal　to　that　in　the　thoracic　vertebrae（grade　1），

uptake　higher　than　that　in　the　thoracic　vertebrae（grade

2）」fasummed　grade　of　anterior　and　posterior　view

was　larger　than　3，　hilar　uptake　was　considered　as　posi－

tive．　In　forty－four　cases（forty－nine　hila）with　hilar

lymph　node　metastases，　positive　hilar　uptake　was

fbund　in　ten　cases（eleven　hila），　resulting　in　sensitivity

of　22％based　on　cases　and　23％based　on　hila．　In　sev－

enty－three　cases（one－hundred　forty－six　hila）without

hilar　lymph　node　metastases，　positive　hilar　uptake　was

found　in　six　cases（ten　hila），　resulting　in　specificity　of

gl％based　on　cases　and　93％based　on　hila．　In　com－

parison　to　scintigraphic　findings　of　unilaterally　posi－

tive　hilar　uptake，　fi　ndings　of　bilaterally　positive　hilar

uptake　showed　significantly　lower　accuracy　in　deter－

mining　presence　of　hilar　lymph　node　metastases．　No

definite　correlation　between　hilar　uptake　and　histopa－

thology　or　67Ga－－citrate　uptake　in　a　primary　tumor　was

observed．　The　results　indicate　that　usefulness　of　67Ga－

citrate　scintigraphy　is　limited　when　evaluating　hilar

lymph　node　metastases　in　bronchogenic　carcinoma．

　Key　words：　67Ga－citrate，　Bronchogenic　carci－

noma，　Hilar　lymph　node　metastasis，　Tumor　imaging．
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