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第 5回核医学専門医試験問題 (核医学各論)

B-3. 腫瘍核医学

1. 69 歳の女性．卵巣癌の診断で手術および化学療法を受けた．経過観察中腫瘍マーカー上昇するた

め精査をした．18F-FDG PET 画像 (A)， 腹部 MRI (B) および骨盤 CT (C) を示す．正しいのはどれか．

(1) 心転移　

(2) 肝転移　

(3) 脾転移　

(4) リンパ節転移　

(5) 腸管播種

a.  (1), (2), (3)

b.  (1), (2), (5)

c.  (1), (4), (5)

d.  (2), (3), (4)

e.  (3), (4), (5)

2. 甲状腺シンチグラフィについて正しいのはどれか．

(1) 甲状腺の良性腫瘍には 201TlCl は集積しない．

(2) 亜急性甲状腺炎では，甲状腺への放射性ヨードの取り込みが亢進する．

(3) 123I-NaI では甲状腺癌は通常欠損像として描出される．

(4) 123I-NaI では Plummer 病の病変部は陽性像として描出される．

(5) 67Ga-citrate は分化型腺癌によく集積する．

a.  (1), (2) b.  (1), (5)  　 c.  (2), (3) d.  (3), (4) e.  (4), (5)
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3. 疾患と放射性医薬品の組み合わせで誤っているのはどれか．

a. 神経芽細胞腫　―　131I-adosterol

b. 骨・軟部組織腫瘍　―　201Tl-chloride

c. 子宮癌　―　18F-FDG

d. 悪性リンパ腫　―　67Ga-citrate

e. 副甲状腺腫瘍　―　99mTc-MIBI

4. 左上腕部腫瘤切除後局所再発が疑われる症例のシンチグラムの胸部正面像を示す．正しいのはどれ

か．

(1) 甲状腺に集積がみられ慢性甲状腺炎が考えられる．

(2) このシンチグラム製剤は P 糖蛋白質の発現との関与が考えられている．

(3) 撮像には低エネルギー用コリメータを用いる．

(4) 悪性病巣では経時的に観察すると腫瘍部からの洗い出しが遅い傾向がある．

(5) 良性腫瘍である巨細胞腫は一般に集積が弱い．

a.  (1), (2) b.  (1), (5)  　 c.  (2), (3) d.  (3), (4) e.  (4), (5)

5. 36 歳，女性．がん検診の目的で 11 月下旬に 18F-FDG PET/CT 検査を受けた．得られた画像所見に

ついて正しいのはどれか．

(1) 18F-FDG PET 画像 1 （冠状断像） で両側鎖骨上窩付近に 18F-FDG の集積が認められる．

(2) 18F-FDG PET/CT 画像 2 （鎖骨上窩付近の水平断像） からリンパ節転移が考えられる．

(3) 18F-FDG PET/CT 画像 2 （鎖骨上窩付近の水平断像） から頸部～鎖骨上窩に発生した脂肪肉

腫が考えられる．

(4) 18F-FDG PET 画像 3 （冠状断像） の 18F-FDG 集積は胸椎の周囲組織への集積と予想される．

(5) 加療しなくても，翌年 7 月下旬に再度検査を行うと集積が減弱している可能性が高い．

a.  (1), (2), (3)　 b.  (1), (2), (5)　 c.  (1), (4), (5)

d.  (2), (3), (4)　 e.  (3), (4), (5)
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6. 下記の疾患の中で原発腫瘍の鑑別診断が FDG-PET の健康保険適用になっていないのはどれか．

(1) 膵癌　

(2) 食道癌　

(3) 悪性リンパ腫

(4) 乳癌　

(5) 大腸癌

a.  (1), (2) b.  (1), (5)  　 c.  (2), (3) d.  (3), (4) e.  (4), (5)

7. 80 歳代，女性．頸椎転移により発見された肺癌の症例である．放射線や化学療法にて治療されて

きたが，最近 CEA が著明に上昇している．現在の転移の状況を知るため，PET/CT を施行した．

図 （次頁） は MIP 像，および異常が見られる部位の重ね合わせ像と CT 像である．

画像 2

画像 1

画像 3
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正しいのはどれか．

(1) 左副腎に腫瘤と集積がみられ，転移が考えられる．右副腎

にも集積あり，腫瘤はないが，正常副腎には集積がみられ

ないことから転移と考える．

(2) 仙骨に集積があり，転移と考える．18F-FDG は造骨性転移

にはよく集積し，溶骨性転移にはあまり集積しない．

(3) この症例は腕を下げて撮像している．PET/CT において腕

をさげて撮像するときはこの症例のように腹部に手をおく

ような体位のほうが横におくよりアーチファクトが少な

い．

(4) 肝臓にも集積が疑われるが，PET/CT において肝の集積は

呼吸移動のため，しばしば部位の同定が難しい．

(5) 肺癌では脳転移も多いが，造影 MRI より 18F-FDG のほう

が検出率が高い．

a.  (1), (2)　 b.  (1), (5)　 c.  (2), (3)　 d.  (3), (4)　 e.  (4), (5)

8. 膵臓疾患の 18F-FDG 集積について正しいのはどれか．

(1) 膵管内乳頭粘液性腫瘍では，一般に 18F-FDG 集積が低い．

(2) 腫瘤形成性膵炎は，18F-FDG 集積が強いことがある．

(3) 腫瘤形成性膵炎は，硬化性唾液腺炎を合併しやすい．

(4) 自己免疫性膵炎と膵癌の鑑別は 18F-FDG 集積から容易である．

(5) 自己免疫性膵炎では，IgG4 が高値である．
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a.  (1), (2), (3)　 b.  (1), (2), (5)　 c.  (1), (4), (5)

d.  (2), (3), (4)　 e.  (3), (4), (5)

9. 18F-FDG PET/CT 検査について，正しいのはどれか．

a. CT と PET の位置ずれを少なくするため，CT は吸気相で撮像すべきである．

b. CT で吸収補正を行うと，従来の外部線源を用いた場合と比較して，肝臓や腫瘍の定量値

が 2 倍程度増加する．

c. 低線量の CT は読影に至適な画像と言えず，PET/CT でも避けるべきである．

d. PET/CT の撮像時には，希釈したガストログラフィンやバリウムを投与することは定量値

に影響するため禁忌である．

e. 金属充填物によるアーチファクトが CT で見られる頭頸部に，18F-FDG の集積を認めた場

合には，吸収補正をしていない画像も参照するとよい．

10. 89Sr 塩化ストロンチウムによる有痛性転移治療に関する記述のうち誤っているのはどれか．

(1) 投与は管理区域内で行うが，投与後は管理区域にとどまる必要はない．

(2) 骨転移に伴う骨折予防の効果が期待できる．

(3) 骨髄毒性は軽度であり，適応決定に際し骨髄機能の情報は不要である．

(4) 1 ヶ月程度の期間で反復投与が可能である．

(5) 新たな部位の疼痛発現が抑制される効果がある．

a.  (1), (2), (3)　 b.  (1), (2), (5)　 c.  (1), (4), (5)

d.  (2), (3), (4)　 e.  (3), (4), (5)

11. 肺癌における 18F-FDG PET について正しいのはどれか．

(1) 放射線治療後の評価は終了後すぐに行うのがよい．

(2) GGO の良悪性の鑑別は難しい．

(3) サルコイドーシスでは，偽陽性になることがある．

(4) 腺癌に比べて扁平上皮癌の方が Glut-1 の発現率が高い．

(5) 高分化型腺癌では 18F-FDG の集積は高い．

a.  (1), (2), (3)　 b.  (1), (2), (5)　 c.  (1), (4), (5)

d.  (2), (3), (4)　 e.  (3), (4), (5)

12. 55 歳，男性．肺癌症例の胸部単純写真，CT， 99mTc-MAA 肺血流シンチグラム （右後斜位像），81mKr

換気シンチグラム （右後斜位像） を示す．正しいのはどれか．

a.　 換気血流ミスマッチを認める．

b.　血流欠損の原因は無気肺である．

c.　 血流欠損の原因は換気障害である．

d.　換気障害は右肺全体において認められる．

e.　 血流欠損の所見から，腫瘍による肺動脈閉塞と診断できる．
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13. 30 歳代の女性．2 日前からのけいれん発作と発熱を主訴に来院した．頭部造影 MRI 横断像と 99mTc-

MAA 肺血流シンチグラフィ前面・後面像を示す．

最も適切な診断はどれか．

a.　neurofibromatosis type I

b.　Sturge-Weber 病

c.　Rendu-Osler-Weber 病

d.　von Hippel-Lindau 病

e.　tuberous sclerosis

14. 原発性肝細胞癌では転移性肝癌よりも 18F-FDG の集積程度が低い理由として関連するものはどれ

か．

a. 　グルコース-6-フォスファターゼ

b. 　アシアロ糖蛋白受容体

c. 　ドーパミン D2 受容体

d. 　トランスフェリン

e. 　ガラクトサミン
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15. 2 歳の男児．血液検査で貧血，LDH， CRP の上昇，超音波で右腎を圧排する腹部腫瘍を認めた．

病変検索としてシンチグラフィが施行された．投与 24 時間後の腹部前後面像を示す．使用された

シンチグラム製剤として正しいのはどれか．

a. 　123I-BMIPP

b. 　123I-MIBG

c. 99mTc-MIBI

d. 　99mTc-MDP

e. 　18F-FDG

16. 50 歳代男性の骨シンチグラフィの所見として

正しいのはどれか．

a. 多発関節炎

b. 慢性腎不全に伴う 2 次性副甲状腺

機能亢進症

c. 肺の転移性石灰化

d. Hypertrophic osteoarthropathy

e. びまん性骨転移

　　　　　　

17. 無痛性甲状腺炎について書かれた文章のうち，正しいのはどれか．

(1) CRP が異常高値を示す．

(2) バセドウ病の軽症型である．

(3) 甲状腺自己抗体が陽性を示す．

(4) 抗甲状腺剤は投与しない．
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(5) 出産を契機に起こりやすい．

a.  (1), (2), (3)　 b.  (1), (2), (5)　 c.  (1), (4), (5)

d.  (2), (3), (4)　 e.  (3), (4), (5)

18. 図は肺癌が疑われる 60 歳代女性に対して 18F-FDG を静脈内

投与して 1 時間後の PET MIP 画像である．通常と異なる生

体内分布を示した原因として考えられるのはどれか．

(1) 18F-FDG 投与 30 分前に非イオン系造影剤を使用し

た CT 検査を受けた．

(2) 絶食指示を守らず，18F-FDG 投与前に通常量の朝食

を摂った．

(3) 起床時 （18F-FDG 投与 2 時間前） の血糖が高かった

ためインシュリンを投与した．

(4) 18F-FDG 投与前および投与後の待機中にブドウ糖を

高濃度に含む輸液を持続していた．

(5) 入院中の脚力の衰えが気になり，前日に下肢の屈伸

運動を繰り返し行った．

a.  (1), (2), (3)　 b.  (1), (2), (5)　 c.  (1), (4), (5)

d.  (2), (3), (4)　 e.  (3), (4), (5)

19. 次の放射性薬剤のうち，治療に用いられないのはどれか．

a. Na131I

b. 131I-MIBG

c. 131I-adosterol

d. 89SrCl3

e. 90Y-抗 CD20 モノクローナル抗体

20. 右乳癌の手術後で，右臀部痛を訴える 33 歳女性の骨シンチグラフィ前面像と後面像を示した．適

切な記述はどれか．

(1) 右恥骨下肢に異常集積を認め，骨転移を疑う．

(2) 右恥骨の異常集積は尿汚染を疑う．

(3) スポーツ歴や外傷歴を問診する．

(4) 鑑別には MRI が役立つ．
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(5) 18F-FDG PET にて精査をすすめる．

a.  (1), (2) b.  (1), (5)  　 c.  (2), (3) d.  (3), (4) e.  (4), (5)


