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大　滝　広　雄

I .I .I .I .I .　緒　　言

先天性胆管閉鎖症 (congenital bile duct atresia 以
下 CBA という) 術後症例などで肝硬変を発症した
患者は，肺内に前毛細血管レベルでの右左短絡が
形成され，低酸素血症を生じることがあり，肝肺
症候群といわれている．その場合は，成人と同様
に小児被検者も核医学検査により肺内右左短絡率
を測定する必要がある1)．
従来，肺内右左短絡率測定には 99mTc-MAA (テ

クネチウム大凝集人血清アルブミン) を用いた肺
血流シンチグラムより全身像を撮像し，全身カウ
ントおよび肺集積カウントから算出する方法が用
いられていた2～6)．
しかし，全身シンチグラムを撮像するには全身

スキャンが可能である装置が必要であること，全
身シンチグラム撮像に要する 8～10 分の時間がさ
らに必要で，その間安静状態を維持しなければな
らない．よって，低年齢の被検者の撮像には十分
な検査説明が重要であり，被検者によっては鎮静
が必要になる．
今回われわれは，99mTc-MAA 肺血流シンチで

初回循環時ダイナミック収集データ (以下ファー
ストパスという) の時間放射能曲線 (time activity

curve 以下 TAC という) から肺内右左短絡率を算
出する方法 (以下本法という) を考案した．

II .I I .I I .I I .I I .　対　　象

1998 年 6 月より 2004 年 8 月までの間に先天性
胆管閉鎖症 (CBA) 術後症例 23 例，肝硬変 1 例，
肝線維症 2 例で，肝肺症候群により肺内の右左短
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絡が疑われ，99mTc-MAA 肺血流シンチグラムを実
施した症例で，99mTc-MAA 肺血流シンチグラムの
ファーストパスでボーラス注入が確認されて，か
つ全身シンチグラムを撮像した年齢 3～26 歳 (平
均 14.3±5.7 歳)， 男性 9 例，女性 17 例の合計 26

例について検討した.

なお，本研究は新潟大学医学部倫理委員会の承
認を受けて実施され，被検者には肺血流シンチグ
ラム検査実施の同意を得て行われた．

III .I I I .I I I .I I I .I I I .　方　　法

(1)(1 )(1 )(1 )(1 )　データ収集の方法
放射性医薬品は院内で標識した 99mTc-MAA を

用い，投与放射能量は 「核医学イメージングのた
めの小児への放射性医薬品投与量に関する勧告7)」
に従った．実際の投与放射能量は 55～185 MBq

(平均 137.3±29.7 MBq)， 注射液量は 1～2 ml と
して年齢により適宜増減して用いた.

核医学検査装置は対向二検出器型ガンマカメラ
GCA-7200A (東芝社製)， データ解析は GMS-5500

(東芝社製) を用いた．
肺血流シンチグラムの撮像は被検者を背臥位と

し， 肺および心臓を含む胸部に中心視野を設定し，
ガンマカメラを前後対向にセットした．右または
左の尺側皮静脈から 99mTc-MAA をボーラス注入
したのち，直ちに生理的食塩水 20 ml でフラッ
シュした．ファーストパスのデータ収集は，
99mTc-MAA 注入と同時に 1 フレーム/秒で 40 フ
レーム (40 秒間) をデータ収集した．その時のマ
トリックスサイズは 64×64， 拡大率は体格に応じ
て 1.0～2.0 倍と適宜変更した． ファーストパス収
集直後に全身シンチグラムをマトリックスサイズ
256×1024， スキャンスピード 20 cm/min の速さで
身長により 8～10 分間の全身スキャンを行った．

(2)( 2 )( 2 )( 2 )( 2 )　全身シンチグラムを用いた肺内右左短絡
　　率の算出方法
全身シンチグラム画像から，全身および肺を囲

むように関心領域 (regional of interest 以下 ROI と
いう) を設定した (Fig. 1)．前後像から得られた全
身カウントを全投与量カウントとし，前後の肺を

囲む肺集積カウントから次式により肺内右左短絡
率を算出した．
肺内右左短絡率

＝
全身カウント－肺集積カウント

　 全身カウント

(3)(3 )(3 )(3 )(3 )　本法を用いた肺内右左短絡率の算出方法
本法では，ファーストパスの画像から肺野全体

が描出された画像を選択し ROI を設定した．ROI

の形状は肺野全体を囲むように設定し，ファース
トパスの TAC を表示したのち，肺野に最も集積
した最高カウントを初期ピークカウントとし，こ
れを全投与量カウントとした．約 20 秒後以降の
TAC がプラトーになった部分のカウントを後期
プラトーカウントとし，これを肺集積カウントと
して肺内右左短絡率を算出した (Fig. 2)．
肺内右左短絡率

＝
初期ピークカウント－後期プラトーカウント

初期ピークカウント
なお，統計的変動を考慮して後期プラトーカウ

ントは TAC の後期のプラトーとなっている部分
の連続する 3フレーム (3 秒間) の平均カウントを
用いた.

(4 )(4 )(4 )(4 )(4 )　　　　　99m99m99m99m99mTc-MAATc-MAATc-MAATc-MAATc-MAA 標識率の測定方法
9 9 mT c - M A A  標識率測定は，標識率測定器

QUALITYGRAPH MODEL QG-100 (米国アトミッ

Fig.  1 Measurements of shunt rate by whole body
method (left: normal study, right: right-left shunt
study) and region of interest form for lung outline.
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クディベロップメント社製) を用いてペーパーク
ロマトグラフ法にて行った8～10).

( 5 )( 5 )( 5 )( 5 )( 5 )　ガンマカメラの数え落としテストの測定
　　方法
放射能量をほぼ同量 (65～70 MBq) に調整して

7 本の小試験管内に分注した．テクネ溶液からの
自己吸収が少ないように液量を少量に調整し，そ
の小試験管をガンマカメラの中央真下 30 cm のと
ころに配置した．次に 1 本から順次加算して最高
7 本まで並べてそのつどガンマカメラでデータ収
集 (10 秒間) を行い，放射能量とガンマカメラの
収集カウントとの関係を比較した．

IV.IV .IV .IV .IV .　　　　　結　　果

(1)　全身シンチグラム画像から測定した結
果，肺内で右左短絡がないかまたは少ない症例で
は，肺には 99mTc-MAA の集積が見られたが，脳
および腎などへの集積は見られなかった (Fig. 1

left)．一方，肺内で右左短絡の可能性のある症例
では，肺への集積のほかに脳および腎・甲状腺な
どにも集積が見られた (Fig. 1 right)．
全身シンチグラム画像からの肺内右左短絡率の

算出結果は，5.02～44.07% (平均 11.83±10.55%)

の間に分布していた (Fig. 3)．
(2)　本法でのファーストパスを用いて TAC を

解析する方法では，肺内で右左短絡がない場合
99mTc-MAA は肺の毛細血管に捕捉されたのちに肺
静脈に流れ出ないために TAC は初期ピークのま

まプラトーを形成した (Fig. 2 left)．
一方，肺内で右左短絡の可能性がある場合，

99mTc-MAA は肺の毛細血管に一部は捕捉される
が， 肺内右左短絡率の割合により一部は捕捉され
ずに肺静脈に流れ出た．そして 99mTc-MAA は大
動脈へと流れ出てガンマカメラの視野外に流れ出
るため TAC は一度初期ピークをつけた後に 99mTc-

MAA が肺に捕捉された量に応じた割合までカウ
ントは低下したのちに後期のプラトーを形成した
(Fig. 2 right)．
本法から得られた右左短絡率は，2.31～42.37%

(平均 9.95±9.22%) の間に分布していた (Fig. 3)．
(3)　本法および全身法による両測定法間の相

Fig.  2 Measurements of shunt rate by first pass method (left: normal study, right: right-left
shunt study) and region of interest form for lung outline.

Fig.  3 Relationship between the first pass method and
whole body method. significant relationship was
observed between the two indices (y＝1.063x＋
1.249; r2＝0.863).



4 核 医 学 45巻 1号 (2008 年)

関は関係式 Y＝1.063X＋1.249， 決定係数 r2＝
0.863， 相関係数 r＝0.929， p 値＝3.63×10－12 と良
好な相関が得られた (Fig. 3)．

(4)　99mTc-MAA 標識率測定は，標識調整後の
経時的変動測定では標識後 30 分に最も標識率が
高くなりピークが測定された．その後は時間と共
に標識率は次第に低下した (Fig. 4)．
標識直後の標識率の経日的変動測定では 98.0～

99.7% (平均 98.87±0.50%) と安定していた．な
お，この時の MAA コールドキットのロットナン
バーについて同一ナンバーかどうかは確認してい
ない (Fig. 5)．

(5)　ガンマカメラの数え落としの測定におい
て，放射能量とガンマカメラの収集カウントとの
間に直線関係 (r2＝0.9999) があった (Fig. 6)．数え

落としの誤差は今回の報告では無視できる．

V.V .V .V .V .　考　　察

CBA 術後症例等の被検者では小児も検査対象
となるが，全身シンチグラム撮像時には 8 分ほど
の撮像の間，動かないように鎮静が必要になる場
合がある．一方，本法では 30 秒程度のファース
トパスのデータ収集で肺内右左短絡率が算出でき
る利点がある.

また，全身スキャンの撮像が備わっていない機
器で検査を行う場合でも，ファーストパスのデー
タ収集ができれば本法による肺内右左短絡率の定
量的解析が可能である.

全症例で 99mTc-MAA 注射時にファーストパス
のデータ収集を実施して，検査継続中に TAC を
解析することにより簡便に肺内右左短絡の有無が
TAC パターンから確認可能である． そして，
ファーストパス解析結果に基づいて肺内右左短絡
の疑いが確認された場合には，全身シンチグラム
を追加撮像することにより，本法および全身シン
チグラム法の両検査法を実施して確認することも
可能である．
今回の対象症例には心臓内の右左短絡の症例は

含まれていないが，本法を用いて心臓内での右左
短絡率測定についても検査可能と考えているので
今後の検討課題としたい．ただし，心臓内での右

Fig.  4 Temporal change in 99mTc-MAA labeling ratio for
variation per hour. This data showed that maxi-
mum labeling ratio at half an hour.

Fig.  5 Temporal change in 99mTc-MAA labeling ratio
right after labeling for variation per day. This data
showed that labeling ratio was nearly constant at
anytime.

Fig.  6 Measurement of count loss with gamma camera.
This result showed relationship between activity
and gamma radiation counts. Significant rela-
tionship was observed between the two indices
(y＝0.716x－1.690; r2＝0.999).
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左短絡の症例では，肺内の右左短絡に比べてより
短時間に 99mTc-MAA が大動脈から視野外に流出
していくことが考えられるので，その前に注入が
終了しているように，より高濃度でボーラス注入
するなどの工夫が必要と考えられる．本法では，
ボーラス注入不良の場合はピークカウントが低く
測定されるので右左短絡率は過小評価される．
肺血流シンチでは，静脈注射された 99mTc-MAA

の粒子径は 10 µm～60 µm で肺毛細血管の口径よ
りやや大きいために肺末梢血管床に一時的に捕捉
され，一過性の微小塞栓を生じる1～6)．肝肺症候
群では肺内右左短絡がおこり，一部は末梢血管を
通過する1).

肺内右左短絡率算出で誤差の要因としては，
全身シンチグラムでは肺でのガンマ線減弱係数と
腹部や頭部などでのガンマ線減弱係数が異なるこ
とから肺の集積カウントに比べて，腹部や頭部を
含めた全身の集積カウントは組織の減弱の違いか
ら過小に評価されている可能性がある．その結果
肺内右左短絡率も過小に算出される．
また，ガンマカメラの数え落としの観点から考

えれば，実験結果では放射能量と収集カウントの
間には直線関係が確認されているが，高カウント
となる肺の部分は他に比べて若干の数え落としが
考えられるが， 肺以外の全身部分は低カウントで
数え落としが少ないと考えられる．その結果，肺
内右左短絡率は過大に算出される.

全身シンチグラム法の肺内右左短絡率の算出に
は，以上の二つの誤差要因と散乱線による誤差要
因を含んだ上で算出していることになる.

一方，本法では同一部位のデータから算出する
ため組織からの減弱の影響が結果に及ぼすことは
ないが，数え落としの影響は若干ではあるが考え
られる．すなわち，99mTc-MAA 注入直後の初期
ピーク部分のカウントと肺から一部流出後の後期
プラトー部分のカウント低下に応じたカウント差
による数え落としの影響が考えられる．しかし，
試算結果では誤差は 1% 以下で臨床的に利用可能
と考えられる．
また，99mTc-MAA の標識率は肺内右左短絡率の

算出に大きく影響する1～6)．標識率が低下した場
合はフリーの 99mTcO4

－ が増加するので肺への相対
的集積は低下する．フリーの 99mTcO4

－ は脳および
腎の毛細血管にも捕捉されないかまたは少ないの
で， 脳および腎に集積が見られないのに肺内右左
短絡率が高値に算出された場合には標識率の低下
が原因と推定できる．しかし，99mTc-MAA の標識
率は標識後 1 時間以内や検査日を変えての測定に
見られるように安定した高い標識率を維持してい
た (Fig. 4, 5)．

VI.VI .VI .VI .VI .　ピットフォール

本法を実施するにあたりピットフォールも存在
することが確認された.

本法は，肺を通過した 99mTc-MAA のカウント
をファーストパスの TAC を使って解析して算出
することから，ガンマ線の減弱が肺とほぼ同等の
部分に ROI の範囲を設定する必要があり，形状は
肺を若干大きく囲む形状が望ましく，肺以外の両
上腕や腎および甲状腺が視野に入らない形状にす
ること (Fig. 2)．注射側の上腕や注射用のライン
が ROI  内に含まれると初期ピークが早期に観察
され，なおかつガンマ線の減弱が肺より小さいた
めに過大なピークカウントとなり，結果として過
大評価となる．
また，前述したように肺とガンマ線の減弱が同

じところで比較して初期ピークカウントを算出す
るところがポイントであることから，一部の症例
では中心静脈が体内の浅いところを走行している
場合に，浅い中心静脈に 99mTc-MAA が達した
フェーズで小さな初期ピークが観察されることが
あるが，実際には浅い中心静脈のフェーズではな
く，その後に肺に到達したフェーズのところを初
期ピークカウントとすることが正しい結果算出に
つながる．
以上のピットフォールは，いずれもファースト

パスの画像を観察してピークカウントデータがど
のフレームで測定されたか見ることで解析ミスを
回避できる．
また，本法ではボーラス注入でなおかつ一定速
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度で注入しないと TAC が上下に揺らぎ，正しい
ピークカウントが観察されないため，算出結果に
誤差が生じる．その場合，本法ではピークカウン
トが低下して過小評価された結果となる．両検査
間で測定結果に乖離が見られた症例の多くはその
ような理由が考えられる (Fig. 3)．

VII .VII .VII .VII .VII .　結　　論

先天性胆管閉鎖症術後症例等で肝肺症候群が疑
われた症例では，99mTc-MAA 肺血流シンチグラム
においてファーストパスの TAC パターンから肺
内右左短絡の診断が可能で，なおかつ定量的評価
も可能となった．本法は簡便に臨床に応用できる
ことからその有用性が確認された.

本論文の要旨は第 45 回日本核医学会総会 (東京) に

て発表した．
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Generally a right-to-left shunt index in pulmonary
area was calculated from total body and pulmonary
area by scintillations count using 99mTc-MAA pulmo-
nary perfusion scintigraphy. In this study, we devised
a newly calculation method for right-to-left shunt
index in pulmonary area from 99mTc-MAA pulmonary
perfusion scintigraphy by first-pass dynamic data.

We compared the proposed method with the con-
ventional method in 26 patients (9 men and 17
women; 3–26 years old): 23 patients with congenital
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biliary atresia (CBA) post operation and the other 3
patients with right-to-left shunt from hepatopulmo-
nary syndrome.

As a result, there was a positive correlation of the
index values between the proposed method and the
conventional method (r＝0.929). Thus, the present
method should be clinically useful.

Key words:   Right-Left shunt rate, First pass
method, Whole body method, Pulmonary perfusion
scintigraphy, 99mTc-macroaggregated albumin.
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