
401第 69 回　日本核医学会　中部地方会

第 69 回　日本核医学会　中部地方会

会　期：平成 21 年 6 月 27 日 （土）
会　場：アクトシティ浜松  コングレスセンター  43+44 会議室
　　　　〒430–7790　静岡県浜松市中区板屋町 111–1

　　　 世話人：浜松医科大学放射線医学講座
阪　原　晴　海

目　　次

1. FDG-PET/CT で発見された下部胆管癌の一例 ……………………………… 荒川智佳子他 … 402

2. CA19-9 が高値を示し PET/CT を施行した症例の検討 ……………………… 安田　鋭介他 … 402

3. FDG-PET を施行した Olfactory neuroblastoma の 1 例 ……………………… 道合万里子他 … 402

4. 18F-FDG PET/CT を施行された Carney triad の 1 例 ………………………… 加藤　克彦他 … 403

5. FDG-PET を施行した異物肉芽腫の 2 例 ……………………………………… 上林　倫史他 … 403

6. 静岡県西部地区 PET 施設における検査条件と画質評価 …………………… 中村　明弘他 … 403

7. Virtual Private Network を介した PET-CT ネットワーク …………………… 服部　秀計他 … 403

8. 各種の核医学検査における SPECT/CT の有用性：初期使用例での検討 … 米山　達也他 … 404

9. 131I-アドステロールシンチグラフィで両側副腎に集積を認めた

ACTH 非依存性クッシング症候群の 2 例 ………………………………… 塚本　　慶他 … 404

10. 肝細胞癌多発骨転移に対しメタストロンが著効した 1 例 ………………… 須澤　尚久他 … 404

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



402 第 69 回　日本核医学会　中部地方会

一　般　演　題
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1.1.1.1.1. FDG-PET/CTFDG-PET/CTFDG-PET/CTFDG-PET/CTFDG-PET/CT で発見された下部胆管癌の一例

荒川智佳子1 石井　良和1 曽根　康博1

桐山　勢生2 熊田　　卓2 金岡　祐次3

陸　　大輔3 磯谷　正敏3

（大垣市民病院・1放，2消化器，3外）

症例は 72 歳男性．2 年前に外科で直腸癌の低位前

方切除術を受け，経過観察されていた．平成 20 年 9

月の血液検査にて ALT， CEA， CA19-9 の軽度上昇

あり，CT では異常を指摘されなかった．検査値異常

が続くため 2 ヶ月後に FDG-PET/CT を行ったところ，

下部胆管に一致した集積を認め，SUV 値は早期相で

3.5， 遅延相で 4.3 と高値を示した．下部胆管癌を疑

い，消化器科で MRCP， MDCT (3D)， ERCP にて精

査し，下部胆管の壁肥厚と不整狭窄を認めた．外科

転科後，胃亜温存膵頭十二指腸切除術が行われた．

病理所見では，中分化腺癌でリンパ節転移陽性，広

汎な胆管上皮内進展をきたし肝側断端陽性であっ

た．現在外来で化学療法施行中である．本疾患が PET

で発見される状況は少ないため，若干の文献的考察

を加えて報告した．

2.2.2.2.2. CA19-9CA19-9CA19-9CA19-9CA19-9 が高値を示し PET/CTPET/CTPET/CTPET/CTPET/CT を施行した症例の

検討

安田　鋭介1 中村　　学1 傍島　篤洋1

曽根　康博2 荒川智佳子2 熊田　　卓3

桐山　勢生3 豊田　秀徳3

（大垣市民病院・1医療技術部診療検査，

 2放，3消化器）

［目的］　血清 CA19-9 が高値を示し，PET/CT を施

行した症例の所見を検討した．

［方法］　対象は，平成 20 年 6 月から 12 月までに

本法を施行した 45 症例である．装置はシーメンス社

Biograph16．撮像は，FDG (185 MBq) を静注し，安静

1 時間後像を収集し，必要に応じて遅延相を追加し

た．

［結果］　本法を行った 45 例中，画像診断で指摘さ

れていた 13 例は，全例癌病変への FDG 集積を認め，

うち膵・胆道・肝病変が 9 例，その他の癌病変が 4 例

であった．画像診断で指摘されてない 32 例のうち，

癌病変への集積を 9 例 (28%) 認め，両者を合わせる

と 22 例 (49%) が癌病変への集積であった．

一方，炎症病変への集積は 11 例で，非定型抗酸菌

症や肺門部リンパ節への集積が多かった．また，残

り 12 例は集積を認めなかった．

［結論］　CA19-9 高値をきっかけに全身検索ができ

る PET/CT を行う臨床的意義は高く，病変の拾い上げ

と病期診断に有用であった．

3.3.3.3.3. FDG-PETFDG-PETFDG-PETFDG-PETFDG-PET を施行した Olfactory neuroblastomaOlfactory neuroblastomaOlfactory neuroblastomaOlfactory neuroblastomaOlfactory neuroblastoma の

11111 例

道合万里子1 高橋　知子1 谷口　　充1

渡邉　直人1 利波　久雄1 下出　裕造2

辻　　裕之2 赤井　卓也3 黒瀬　　望4

（金沢医大・1放射線診断治療，
2耳鼻，3脳外，4病理診断）

症例は 54 歳，女性．症状は左鼻閉，嗅覚障害，鼻

汁あり，視診にて左鼻腔に白苔が付着した腫瘍の充

満を認めた．CT にて左鼻腔を中心とした腫瘍で上方

は左篩骨洞，頭蓋底部まで進展を認めた．FDG-PET

では同腫瘍は FDG 集積を認めたが SUV＝5.0 前後と

サイズからみると軽度であった．生検にて Olfactory

neuroblastoma と診断された．術前診断では病変首座

から考えると Olfactory neuroblastoma と考えられたが

FDG 集積が低く疑問の残る症例であり，若干の文献

的考察を加えて報告した．
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4.4.4.4.4. 1818181818F-FDG PET/CTF-FDG PET/CTF-FDG PET/CTF-FDG PET/CTF-FDG PET/CT を施行された Carney triadCarney triadCarney triadCarney triadCarney triad の

11111 例

加藤　克彦1 岩野　信吾2 古池　　亘2

戸谷　麗子2 平野　真希2 河合　雄一2

太田　尚寿2 山崎　雅弘2 小川　　浩2

松島　正哉2 中根　俊樹2 大河内慶行2

岡田有美子2 川上　賢一2 土屋　賢一2

安藤　嘉朗2 二橋　尚志2 長縄　慎二2

宇佐美範恭3 横井　香平3

（名大・1保健，2放，3胸外）

Carney triad は，gastrointestinal stromal tumor

(GIST)， 肺軟骨腫，傍神経節腫の 3 徴候を生ずる稀

な疾患であるが，今回 FDG PET/CT を施行された 1

例を経験したので報告する．22 歳女性で 11 年前

GIST にて胃全摘を施行された．その 2 年後左肺病変

増大のため，左肺摘出術を施行され，肺軟骨腫と診

断された．2009 年 2 月に FDG PET/CT を施行され，

右肺，左頸部，縦隔，腹部に多発腫瘤を指摘され

た．右肺病変の集積は低く肺軟骨腫として矛盾しな

かった．131I-MIBG シンチを施行され縦隔に集積を認

めたため縦隔病変は傍神経節腫と診断された．3 徴候

がすべてそろい FDG PET/CT が施行された例は非常

に珍しい．

5.5.5.5.5. FDG-PETFDG-PETFDG-PETFDG-PETFDG-PET を施行した異物肉芽腫の 22222 例

上林　倫史1 土田　龍郎1 辻川　哲也1

村岡　紀昭1 木村　浩彦1 工藤　　崇2

岡沢　秀彦2 （福井大・1放，2高エネ）

FDG-PET を施行した異物肉芽腫の 2 例を経験した

ので報告する．

症例 1：60 代男性．約 40 年前に左大腿部粉砕骨折

にて手術．CT にて左大腿部に腫瘤を指摘された．

PET で腫瘤辺縁部分にリング状の淡い集積を認めた．

症例 2：50 代女性．約 10 年前に子宮筋腫にて子宮

全摘．乳腺腫瘍精査にて PET を施行したところ，骨

盤内にリング状の集積亢進を認めた．

いずれも手術にてガーゼ遺残による異物肉芽腫

(ガーゼオーマ) と診断された．ガーゼオーマの FDG-

PET については，腫瘤内部に集積を認めず辺縁にリン

グ状の集積を呈することが報告されており，本症例

も同様の所見であった．FDG-PET にて腫瘤辺縁のリ

ング状集積亢進を認めた場合，異物肉芽腫を鑑別に

挙げ，詳しく病歴・手術歴を聴取することが必要と

考えられた．

6.6.6.6.6. 静岡県西部地区 PETPETPETPETPET 施設における検査条件と画

質評価

中村　明弘　　西澤　貞彦（浜松 PET 検診セ）

谷崎　靖夫 （県西部浜松医療セ）

田中　睦生　　増井　孝之 （聖隷 PET セ）

鳥塚　達郎 （浜松医大）

大野　和子 （京都医療科学大）

［背景・目的］　PET 撮像時の収集時間や画像再構

成パラメータは施設ごとに様々な検討を行い最適化

されている．今回われわれは西部地区 3 施設での PET

検査条件の調査と NEMA NU-2 2001 を基に臨床条件

を加味したファントム実験を行い画質評価を行った

ので報告する．

［結果］　検査条件調査では投与量に大きな差が見

られ検査目的 (診療／検診) を考慮した設定であっ

た．画質評価ではホットエリア 10 mm 球において視

覚的検出が困難な施設が 2 施設見られ，コールドエリ

アコントラストの顕著な低下が 1 施設見られた．

［考察］　検査条件を基にした NEMA 画質実験によ

り，各施設の検査目的を考慮した画質の詳細が明ら

かになった．

7.7.7.7.7. Virtual Private NetworkVirtual Private NetworkVirtual Private NetworkVirtual Private NetworkVirtual Private Network を介した PET-CTPET-CTPET-CTPET-CTPET-CT ネッ

トワーク

服部　秀計　　菊川　　薫　　工藤　　元

乾　　好貴　　外山　　宏　　片田　和広

（藤田保衛大・放）

松村　　要　　中尾　　隆　　仙石　多美

（東天満クリニック）

A. Stundzia （Nihon Advanced Biologic Ltd.）

中村　元俊 （名古屋セントラル病院）

［目的］　大阪等の大都市での PET-CT 設置には，装

置や土地代など膨大なコストがかかる．東天満クリ

ニックでは，PET-CT を有さない病院と，遠隔画像参
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照システムを構築した．

［方法］　地下鉄等で患者が移動可能な近隣病院と

連携した．各施設中央放射線部に DICOM サーバと画

像参照端末を用意し，画像を検査当日夕方に各施設

のサーバへ VPN (Virtual Private Network) を介して転

送した．転送した画像を一施設で，ID を変換し院内

PACS へ配信した．

［結果］　患者移動に問題はなかった．画像転送等

において，情報の漏洩や消失は確認できなかった．

PET-CT を設置することのできない中規模病院でも，

問題なく画像参照できた．

［考察］　PET-CT という高価な医療機器をネット

ワーク上で共有することで，限られた医療資源を有

効利用することができた．遠隔医療では VPN の利用

が進むと考えられる．

8.8.8.8.8. 各種の核医学検査における SPECT/CTSPECT/CTSPECT/CTSPECT/CTSPECT/CT の有用

性：初期使用例での検討

米山　達也　　稲垣　晶一　　亀田　圭介

瀬戸　　光 （富山大・放）

［目的］　このたび当院では SPECT/CT 「Symbia T

(Siemens)」 を 09 年 3 月から導入した．初期使用例に

おいてその有用性について検討を行った．

［方法］　骨スキャン，Ga スキャン，肺血流スキャ

ン，下肢ベノグラフィ，リンパ流スキャン，脳血流

スキャンなどの各種の核医学検査において SPECT/CT

を施行した．

［結論］　SPECT/CT により病変部位の同定が非常に

容易であった．また，予想外の病変を検出すること

もしばしばであり，従来の planar もしくは SPECT の

みで読影する場合よりも検出率・診断率の向上が期

待できると考える．

9.9.9.9.9. 131131131131131I -I -I -I -I -アドステロールシンチグラフィで両側副腎

に集積を認めた ACTHACTHACTHACTHACTH 非依存性クッシング症候

群の 22222 例

塚本　　慶1 山下　修平1 那須　初子1

竹原　康雄1 阪原　晴海1 沖　　　隆2

大園誠一郎3

（浜松医大・1放，2二内，3泌尿器）
131I-アドステロールシンチグラフィで両側副腎に集

積を認めた ACTH 非依存性クッシング症候群の 2 例

を報告した．1 例は血中コルチゾール高値，ACTH 低

値で，デキサメタゾン負荷でコルチゾールの奇異性

増加を認めた．CT・MRI で両側副腎に脂肪を含まな

い小結節が多発，131I-アドステロールは両側に集積し

た．原発性色素性結節性副腎皮質異形成 (PPNAD) と

診断し手術で確認された．もう 1 例は血中コルチゾー

ル高値，ACTH 低値で，CT・MRI では両側副腎が脂

肪を含む多発性腫瘤により著明に腫大していた．131I-

アドステロールは両側に強く集積した．ACTH  非依

存性大結節性副腎過形成 (AIMAH) と診断し手術で確

認された．

10.10.10.10.10. 肝細胞癌多発骨転移に対しメタストロンが著効

した 11111 例　

須澤　尚久　　高木　治行　　中塚　豊真

山門亨一郎　　竹田　　寛 （三重大・放）

切除不能肝細胞癌，多発骨転移に対しメタストロ

ンが著効した 1 例について報告した．症例は 60 歳代

男性．肝細胞癌，有痛性多発骨転移に対してメタス

トロン投与後，約 1 週間後から疼痛の軽減が認めら

れ，約 1 ヶ月後には疼痛はほぼ消失した．投与後 3 週

間後の CT で骨転移は一部縮小し，腫瘍マーカー

(PIVKAII) は著明に減少した．メタストロンは有痛性

多発骨転移症例の疼痛緩和に加え，肝細胞癌骨転移

に対する抗腫瘍効果を持つ可能性も示唆され，文献

的考察を加え報告した．


