序

文
わが国における最初の画像診断ガイドラインは 2003 年に作成された。その後，
2007 年，2013 年に改訂され，今日に至る。2013 年版では，それまでのものを
大きく改訂し，総論と脳神経，頭頸部，胸部，心血管，消化器，婦人科，泌尿器，
乳房，骨軟部の 9 領域からなり，各領域を代表する 12 名の先生方を中心に作成
いただいた。代表的疾患を中心に，CQ（clinical question）方式を採用し，画像
診断領域の EBM（evidence-based medicine）を目指す書として完成された。こ
の 2013 年版は，英訳もされ，世界へ向けて発信した。
今回は，
その改訂版として，CQ の追加，推奨グレードの一部変更等を行ったが，
特に注力いただいたのは全体的な整合性である。2013 年版では，各領域の先生
方の判断に任せた形で作成されていた部分を，2016 年版では，ガイドライン作
成委員長の村山貞之先生（日本医学放射線学会 診療・ガイドライン委員会委員
長）が中心となり，全体的な整合性をとっていただいた。村山先生には，これ
に先立ち，2013 年版の英訳版でも，再編集の労をお願いした。各領域の専門の
先生方の記述内容を損なわない体裁としていただき，わが国が世界に誇るガイ
ドラインとしていただいたことに感謝する次第である。
1990 年代に提唱された EBM の概念に重要な科学的根拠は年々増加している
が，日常業務に多忙な放射線科医が，画像診断領域における膨大な最新知識を
常に入手し，そのエビデンスレベルを正確に判断するのは容易なことではない。
また，頻度の低い疾患や，エビデンスレベルが必ずしも高くない場合も経験する。
このため，現時点で明らかになっているエビデンスを整理し，医療の現場で適
切に診断や治療が行えるように補助する診療ガイドラインの必要性が増してい
る訳である。
日本医学放射線学会は，「Japan Safe Radiology」として，放射線医療全般の
安全性，効率性，有効性，再現性等を目指した巨大プロジェクトを進行中であり，
世界から注目されている。本ガイドラインは，その中でも画像診断領域の根幹
となるものであり，極めて重要な位置づけにある。
本書は，わが国の画像診断の特徴や診療内容も加味した独自の診療ガイドラ
インであり，画像検査ならびに診断に有益な情報が簡潔に提供されている。た
だし，あくまでも現時点における標準的な診療情報の提供であり，個々の症例
における検査方法や診断への責任は我々放射線科医にあることを改めてご認識
いただいた上で，ご活用いただければ幸いである。
最後に，本ガイドラインの策定作業に尽力いただいた村山委員長はじめ，委
員の先生方に心より感謝申し上げる。
2016 年 8 月

日本医学放射線学会理事長

本田

浩

画像診断ガイドライン 2016 年版策定にあたって
2013 年版として日本医学放射線学会，日本放射線科専門医会・医会より出
版された画像診断ガイドラインは『個々の患者の医療判断の決定に最新で最善
の根拠を良心的かつ明瞭に，思慮深く利用する手法』に基づき，画像診断を用
いた診療が効果的，効率的に行われ，アウトカムとして患者の利益となるよ
うなものであることを目的としている。画像診断の進歩は目をみはるものが
あり，最近 3 年間に発表された論文からのエビデンスでも一部の CQ（clinical
question）に変更すべき点が生じている。画像診断は撮像法の進化もあり，今
回の改訂では撮像法の記載もなるべく領域間の統一を図った。本ガイドライン
利用の対象者は，主として画像診断を専門とする医師（専門医）であり，それ
以外の医師や診療放射線技師などコメディカルスタッフにも参考となるように
と考えている。
よって，今回の 2016 年版は，① 2013 年版の CQ を見直し，必要に応じて新
規の CQ も作成する，② CQ の解説に最近 3 年間のエビデンスを考慮する，③
各領域の撮像法の記載をそろえる，ということを主眼としている。加えて，
2013 年版で不足している感のあった，小児放射線，核医学の画像診断について，
専門家に全体を俯瞰してもらい，必要な CQ を追加いただいている。作成方法
や外部評価，本ガイドライン使用時の留意点などは別項に譲るが，今回の追補
により，2013 年版とどのような点が変更となったか，領域別にそれぞれ改訂ポ
イントを簡単に明記している。
最後に，今回のガイドライン編集にあたり，総勢 176 名の作成委員の先生方，
そして 14 名の各領域の委員長の先生方，副委員長，中央委員やアドバイザーと
して活動していただいた 6 名の先生方，また外部評価をしていただいた各領域
の学会の先生方に心よりお礼を申し上げたい。
2016 年 8 月

日本医学放射線学会 診療・ガイドライン委員会委員長

村山貞之

中央委員会
委員長

村山貞之（琉球大学医学部附属病院・放射線科）

副委員長

楫

中央委員

山下康行（熊本大学大学院生命科学研究部・放射線診断学分野）
林

靖（獨協医科大学・放射線医学講座）
宏光（日本医科大学・放射線科）

片岡正子（京都大学大学院医学研究科・放射線医学講座）
岡田真広（琉球大学医学部附属病院・放射線科）
アドバイザー

中山健夫（京都大学大学院医学研究科・健康情報学）

【領域別小委員会委員長】
脳神経

平井俊範（宮崎大学医学部・放射線医学教室）

頭頸部

尾尻博也（東京慈恵会医科大学・放射線医学教室）

胸

村山貞之（琉球大学医学部附属病院・放射線科）

部

心血管

吉村宣彦（新潟大学医学部・放射線医学教室）

消化器（肝胆道）

吉満研吾（福岡大学医学部・放射線医学教室）

消化器（膵臓）

蒲田敏文（金沢大学大学院医薬保健学総合研究科・放射線科学）

消化器（肝癌）

村上卓道（近畿大学医学部・放射線医学教室放射線診断学部門）

消化器（消化管）

水口昌伸（佐賀大学医学部・放射線医学教室）

婦人科

田中優美子（がん研有明病院・画像診断部）

泌尿器

高橋

乳

房

東野英利子（つくば国際ブレストクリニック）

骨軟部

青木隆敏（産業医科大学・放射線科学教室）

小

相田典子（神奈川県立こども医療センター・放射線科）

児

核医学
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哲（神戸大学医学部附属病院・放射線科）

立石宇貴秀（東京医科歯科大学・放射線診断科）

外部評価リスト
本ガイドラインは下記の学会に送付し，評価を頂いた。関係者の先生方に衷心よりお礼を申し上げる。
なお，カッコ内は各学会から公表されたレビューアーである。
日本脳神経外科学会
日本神経学会
日本口腔外科学会
日本循環器学会
日本血管外科学会
日本呼吸器病学会
（中野恭幸

藤田次郎）

日本呼吸器外科学会
（淺村尚生）

日本消化器病学会
日本肝臓学会
（田妻

進

今井康陽）

日本肝癌研究会
日本胆道学会
日本膵臓学会
日本泌尿器科学会
日本乳癌学会
日本整形外科学会
日本核医学会
日本消化器がん検診学会
（斎藤

博

永田浩一）

日本産科婦人科学会
日本婦人科腫瘍学会
（片渕秀隆）

日本小児科学会
（稲毛康司

植田育也

中林洋介）

日本小児神経学会
（福田冬季子

前垣義弘）

日本小児神経外科学会
（坂本博昭）

日本子ども虐待防止学会
（山田不二子）

日本子ども虐待医学会
（山田不二子）

日本小児外科学会
（黒田達夫）

7

作成委員
（各領域ごと五十音順に記載，＊は領域別小委員会委員長）

総

論

相田典子
粟井和夫
今村惠子
大野和子
片岡正子
竹原康雄
林 宏光
渡邉嘉之

心血管
（神奈川県立こども医療センター）
（広島大学）
（元 聖マリアンナ医科大学）
（京都医療科学大学）
（京都大学）
（浜松医科大学）
（日本医科大学）
（大阪大学）

脳神経

石井一成
大場 洋
工藤與亮
佐藤典子
田岡俊昭
平井俊範 *
前田正幸
森
墾
山田 恵
渡邉嘉之

（近畿大学）
（帝京大学）
（北海道大学）
（国立精神・神経医療研究センター）
（名古屋大学）
（宮崎大学）
（三重大学）
（東京大学）
（京都府立大学）
（大阪大学）

頭頸部

浮洲龍太郎
尾尻博也 *
柏木伸夫
加藤博基
小島和行
斎藤尚子
檜山貴志
山内英臣
勇内山大介

胸

（知心会 一ノ宮脳神経外科病院）
（埼玉医科大学）
（筑波大学）
（東京慈恵会医科大学）
（東京医科大学）

部

芦澤和人
岩澤多恵
負門克典
岡田文人
加藤勝也
上甲 剛
神谷武志
草野 涼
坂井修二
澄川裕充
田中伸幸
中園貴彦
林 秀行
藤本公則
松岡 伸
村山貞之 *
藪内英剛
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（北里大学）
（東京慈恵会医科大学）
（近畿大学）
（岐阜大学）

（長崎大学）
（神奈川県立循環器呼吸器センター）
（癌研有明病院）
（大分大学）
（岡山大学）
（近畿中央病院）
（九州大学）
（日立健康管理センター）
（東京女子医科大学）
（大阪大学）
（済生会山口総合病院）
（佐賀大学）
（長崎大学）
（久留米大学）
（聖マリアンナ医科大学）
（琉球大学）
（九州大学）

安野泰史
植田琢也
宇都宮大輔
吉川公彦
汲田伸一郎
坂本一郎
佐久間肇
陣崎雅弘
立神史稔
田中良一
冨口静二
林 宏光
東 将浩
星 俊子
松永尚文
横山健一
吉村宣彦 *

（大同病院）
（聖路加国際病院）
（熊本大学）
（奈良県立医科大学）
（日本医科大学）
（長崎大学）
（三重大学）
（慶應義塾大学）
（広島大学）
（岩手医科大学）
（熊本大学）
（日本医科大学）
（大阪医療センター）
（埼玉県立循環器・呼吸器病センター）
（山口大学）
（杏林大学）
（新潟大学）

消化器

赤羽正章
石神康生
飯沼 元
市川智章
井上 大
伊牟田真功
上田和彦
大西裕満
蒲田敏文 *
近藤浩史
小坂一斗
小林 聡
五島 聡
佐野勝廣
笹井信也
櫻井 淳
祖父江慶太郎
鶴丸大介
鶴崎正勝
東南辰幸
中村信一
平川雅和
兵頭朋子
堀 雅敏
松本俊郎
松木 充
水口昌伸 *
村上卓道 *
本杉宇太郎
山本 亮
吉満研吾 *
吉川 武

（NTT 東日本関東病院）
（九州大学）
（国立がん研究センター中央病院）
（埼玉医科大学）
（金沢大学）
（熊本大学）
（信州大学）
（大阪大学）
（金沢大学）
（帝京大学）
（金沢大学）
（金沢大学）
（岐阜大学）
（埼玉医科大学）
（岡山大学）
（岡山大学）
（神戸大学）
（九州大学）
（近畿大学）
（久留米大）
（熊本労災病院）
（九大別府病院）
（近畿大学）
（大阪大学）
（大分大学）
（近畿大学）
（佐賀大学）
（近畿大学）
（山梨大学）
（川崎医科大学）
（福岡大学）
（神戸大学）

渡邊春夫

（岐阜大学）

婦人科

麻谷美奈
上嶋佑樹
上野嘉子
岡島 由佳
北井 里実
小澤栄人
武輪 恵
高濱潤子
竹内麻由美
田中優美子 *
田村綾子
坪山尚寛
中本裕士
信澤 宏
藤井進也
本田有紀子
松崎健司
眞鍋知子

（新潟県立がんセンター）
（名古屋市立大学）
（神戸大学）
（聖路加国際病院）
（東京慈恵会医科大学）
（埼玉医科大学）
（平成記念病院）
（奈良県立医科大学）
（徳島大学）
（がん研有明病院）
（東京北社会保険病院）
（大阪大学）
（京都大学）
（川崎幸病院）
（鳥取大学）
（広島大学）
（徳島文理大学）
（国立がん研究センター中央病院）

泌尿器

秋田大宇
扇谷芳光
北島一宏
熊谷雄一
笹森寛人
重里 寛
陣崎雅弘
高橋 哲 *
竹内 充
玉田 勉
中井 豪
中本 篤
福倉良彦
本田有紀子
丸上永晃
宗近次朗
山本 亮
吉廻 毅
吉田理佳

乳

房

（慶應義塾大学）
（昭和大学）
（兵庫医科大学）
（鹿児島大学）
（昭和大学）
（大阪医科大学）
（慶應義塾大学）
（神戸大学）
（名古屋市大）
（川崎医科大学）
（大阪医科大学）
（大阪医科大学）
（鹿児島大学）
（広島大学）
（奈良県立医科大学）
（昭和大学）
（川崎医科大学）
（島根大学）
（島根大学）

石原節子
（岡山済生会総合病院）
石山公一
（秋田大学）
ウッドハムス玲子 （北里大学）
磯本一郎
（聖フランシスコ病院）
久保田一徳
（東京医科歯科大学）
後藤眞理子
（京都府立医科大学）
佐竹弘子
（名古屋大学）

白岩美咲
東野英利子 *
藤光律子
中原 浩
本田 聡
門澤秀一
結縁幸子

（香川県立中央病院）
（つくば国際ブレストクリニック）
（福岡大学）
（ブレストピアなんば病院）
（豊島病院）
（神鋼病院）
（神鋼病院）

骨軟部

青木隆敏・
神島 保
川原康弘
橘川 薫
高尾正一郎
中田和佳
長田周治
野崎太希
福庭栄治
藤本 肇
山口哲治

小

（産業医科大学）
（北海道大学）
（長崎労災病院）
（聖マリアンナ医科大学）
（徳島大学）
（自治医科大学とちぎ子ども医療センタ－）
（久留米大学）
（聖路加国際病院）
（島根県立中央病院）
（沼津市立病院）
（長崎大学）

児

相田典子 *
安藤久美子
北見昌広
小熊栄二
小山雅司
田波 穣
堤 義之
丹羽 徹
野澤久美子
藤田和俊
古川理恵子
宮坂実木子
宮嵜 治
森田有香

（神奈川県立こども医療センター）
〔脳神経委員兼務〕
（兵庫医科大学）
〔脳神経委員兼務〕
（東北大学）
〔婦人科委員兼務〕
（埼玉県立小児医療センター）
〔頭頸部委兼務〕
（岡崎市民病院）
〔骨軟部委員兼務〕
（埼玉県立小児医療センター）
（成育医療研究センター）
（東海大学）
〔脳神経委員兼務〕
（神奈川県立こども医療センター）
〔泌尿器科委兼務〕
（東京都小児総合医療センター）
〔脳神経委員兼務〕
（自治医大とちぎ小児医療センター）
（成育医療研究センター）
〔泌尿器科委員兼務〕
（成育医療研究センター）
〔婦人科委員兼務〕
（琉球大学）

核医学

石橋 愛
礒橋佳也子
今林悦子
金田朋洋
倉田精二
立石宇貴秀 *
巽 光朗
鳥井原彰
百瀬 満

（鳥取大学）
〔頭頸部領域〕
（大阪大学）
〔頭頸部領域〕
（国立精神・神経医療研究センター）
〔脳神経領域〕
（横浜市立大学）
〔小児核医学領域〕
（久留米大学）
〔呼吸器領域〕
（東京医科歯科大学）
（大阪大学）
〔FDG 領域〕
（東京医科歯科大学）
〔骨軟部領域〕
（東京女子医科大学）
〔心血管領域〕
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画像診断ガイドライン 2016 年版の概要
❶ ガイドライン作成の目的
様々な領域で行われている画像診断法に関して EBM（evidence-based medicine）の手法，すなわち「個々
の患者の医療判断の決定に，最新で最善の根拠を良心的かつ明瞭に，思慮深く利用する手法」に基づいて，画
像診断を用いた診療が効果的・効率的に行われ，アウトカムとして患者の利益になるようなものであることを目的とし
た。特に標準的撮像法，画像診断の適応とその効果について詳しく論じた。

❷ 利用の対象者
本ガイドラインは，画像診断を専門とする医師（専門医）を対象とした。それ以外の医師や診療放射線技師な
どコメディカルスタッフにも参考になるものとした。

❸ 作成の経緯
画 像 診 断ガイドラインは日本 放 射 線 科 専 門 医 会・医 会より，2003 年（http://www.jcr.or.jp/guideline/
guideline2003.html）
，2007 年には，日本医学放射線学会と日本放射線科専門医会・医会の共同策定事業によっ
て EBM の手法に基づき作成された（http://www.jcr.or.jp/guideline/2007/pdf/405.pdf）。2013 年には，日本
医学放射線学会から熊本大学大学院生命科学研究部放射線診断学分野の山下康行教授を委員長として，日本
放射線科専門医会・医会の協力のもと作成された。過去の内容に比べると充実したものであったが，広範囲の内
容を扱うため，領域ごとにみるとまだ十分な数のＣＱとはいえなかった。このため，基本的な骨格は 2013 年版を踏襲
し，新たなＣＱの追加と，手直しが必要なＣＱは修正を行い，2016 年版として作成することとした。今回のガイドライ
ンでは，2013 年版の追補として日本医学放射線学会から琉球大学大学院医学研究科放射線診断治療学講座の
村山貞之教授を委員長，獨協医科大学 放射線医学講座の楫靖教授を副委員長，4 名の中央委員，1 名のアドバ
イザー，14 名の各領域ごとの小委員会委員長，総勢 176 名の作成委員が取り組んだ。前版よりも小児領域や核
医学領域の内容を充実させた点，2015 年 12 月までの論文を文献として採用し，新しい知見も加えている点が大き
な特徴である。

❹ 作成方法
本ガイドラインは「Minds 診療ガイドラインの作成の手引き 2007 確認を（http://minds4.jcqhc.or.jp/minds/
glgl/glgl.pdf）
」に基づいて作成した。はじめに各領域から可能性のある CQ（clinical question）を提出してもらい，
委員会で議論して CQ を決定し計 171 項目の CQ を設定した。
各 CQ に対して，文献検索のための key word を設定し，PubMed および医学中央雑誌を 2014 年まで用いて
検索した。また，重要な知見の得られた文献に関しては，各委員の裁量で適宜追加を行った。
各 CQ に関して必要な文献を抽出したのち，各 CQ に対する本文作成，すなわち推奨グレード，根拠，解説を作
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成した。なお，エビデンスレベルは画像診断のガイドラインという特質を鑑みて，Oxford EBM Centre（OCEBM）
が提唱しているものを採用した。推奨グレードは「エビデンスレベル分類と推奨グレード」に準じて設定した（23
頁参照）。エビデンスが少ない，もしくはエビデンスレベルの低い CQ に対する推奨グレードの決定には，作成委員
会の議論およびその合意を反映する（consensual recommendation）こととした。

❺ 外部評価
本ガイドラインの作成に当たっては他の専門領域のガイドラインとの整合性も十分に考慮したが，世界的なスタン
ダードと一致しないものも散見された。本ガイドライン公開にあたっては，それぞれの領域において各学会事務局に
原稿を送り，外部評価を受けた。

❻ 本ガイドライン使用時の留意点
ガイドラインは，あくまで作成時点で最も標準的と考えられる指針であり，実際の診療行為を決して規制するもので
はなく，その使用にあたっては診療環境の状況（人員，経験，設備など）や個々の患者の個別性を加味して，柔
軟に使いこなすべきものである。また，ガイドライン記述の内容に関しては学会が責任を負うが，診療結果に関する
責任は直接の診療担当者に帰属すべきもので，学会は責任を負うべきものではなく，保険医療の審査基準，さらに
医事紛争や医療訴訟の資料として用いることは，診療ガイドラインの目的から逸脱することは言うまでもない。また，
エビデンスの根幹をなす文献検索において日本人としての特性等を考慮すれば，わが国からの文献を主体とするべ
きであるが，和文でエビデンスレベルの高い論文は少なく，欧米からの文献が主体となった。したがって，本ガイドラ
インは必ずしもわが国の実情を反映していない，という可能性を配慮する必要がある。

❼ 今後の予定
本ガイドラインは金原出版株式会社より出版物として刊行後，日本医学放射線学会のホームページから，日本医
学放射線学会会員および他学会員に向けて公開する予定である。

❽ 利益相反
本ガイドラインの作成ならびに評価を担当した委員は，特定の利益団体との関与はなく，委員相互の利害対立も
ないことが確認されている。作成に要した費用は，日本医学放射線学会のガイドライン作成助成金により賄われた。
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論

1 エビデンスに基づく検査の進め方
はじめに
臨床において診断にいたるアプローチの考え方として確率論的アプローチ（仮説演繹法）がある。これは臨床
評価（現病歴や理学的所見）から各鑑別診断の検査前確率を生成し，ある検査を行うことで検査後確率を求め
る方法である。これはエビデンスに基づく診断の進め方とされており，近年では多くの著書がみられる

。今まで

1）2）

日本では疾患，臓器別教育が多く，症候学・診断学の教育があまり行われておらず，系統立てて鑑別診断を考え
ていく習慣が少ないと思われる。画像診断は診断学の一部であり，理論に基づく診断学の実践が望まれる。

エビデンスに基づく画像検査
検査の適応を決めるうえで検査閾値・治療閾値という考え方がある（図 1）。これは検査結果により診断や治療
方針が変わる場合に初めて検査の適応があるとの考え方である。検査前確率を想定し，ある検査結果の陽性，陰
性により検査後確率がどのように変化するか，その結果により治療開始の判断が下せるか，鑑別診断を除外できる
かなどを考えたうえで，検査の適応を考えることが重要である。それにより不要なスクリーニング検査，念のための確
認検査を減らすことが期待できる。検査閾値や治療閾値も施行される検査，治療によりその値が大きく異なる（侵
襲性の高い検査や治療は閾値が高くなり，簡便・安価で低侵襲な検査，治療は閾値が低くなる）ので，行う検査
（CT や血管造影）により適応が変化する。具体的に冠動脈 CT を例にとって考えると若年成人でリスクファクター
もなく，虚血性心疾患を疑う症状がない患者（検査前確率が 0 に近い）が，狭心症が心配として CT 検査を希望
された場合は，冠動脈 CT による被曝，造影剤使用による副作用の可能性，検査コストを含め，検査のリスクがベ
ネフィットを上回ることはないので検査適応はないと考えられる。また逆に狭心痛があり，心電図上も狭心症を疑う場
合は CT の結果にかかわらず，PCI の適応がある（治療閾値を超えている）ので，新たに CT 検査を行う必要は
なく，最初からカテーテル検査を選択すべきである。よって中等度のリスクがある患者に冠動脈 CT の適応があるこ

↓検査前確率0％

治療しない

検査しても確率
は高まらない。
検査のリスク・コ
ストのデメリット
の方が大きい。
治療の必要性が
低い
→検査も治療も
する意義乏しい

図 1 検査閾値・治療閾値
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検査前確率100％↓

検査して考える
検査するリスク・コストというデ
メリットよりも，治療が必要とい
う診断なら，治療するメリットが
上回る
→検査結果によっては診断や
治療方針が変わる
最も検査の意義が大きい

検査
閾値

治療
閾値

治療する

検査してもリスク・コ
ストがかかるため，診
断が確実なら検査せ
ずに治療する
→検査してもしなく
ても治療を行うから
検査する必要なし
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とになる。本ガイドライン（心血管 50）においても，1）不安定心症 / 非 ST 上昇型心筋梗塞，2）ST 上昇型急
性心筋梗塞，3）健診でのスクリーニング検査，に関しては推奨グレード D（行わないように勧められる）となってい
る。日本循環器病学会の冠動脈の非侵襲的診断法に関するガイドライン（Circulation Journal Vol. 73（suppl.
III）
，2009）では，冠動脈 CT 優先実施のための望ましい施設要件が提唱されており，①十分な経験を有してい
る。② 64 列 MDCT 以上の機種を有している。③鮮明な画像のもとに，適切なレポーティングシステムが稼動して
いる。④ CAGとの比較によりCT の特性が評価されている。⑤被曝線量の低減プロトコールに取り組んでいる，
の5
項目が示されている。
診断学は初診の患者を対象として診断を確定するまでの考え方である。現在では治療補助手段（手術支援など）
や治療効果判定に多くの画像検査が行われており，
これらの検査は診断のための検査とは分けて考える必要がある。
不要な検査を減らす方法として検査適応についての臨床予測規則（clinical prediction rules）を普及させ
ることである。具体的な例としては小児の頭部外傷時の CT 検査の適応における Canadian Assessment of
Tomography for Childhood Head Injury：the CATCH rule（本ガイドライン脳神経 5）や軽度の外傷におけ
る足関節 X 線撮影の適応についての Ottawa Ankle Rules などがある。これらの臨床予測規則を用いた臨床的
研究が多く行われ，エビデンスが高い研究が集積されれば，これらの規則を有効利用し，検査の必要な症例を限定
することが可能となる。日本では臨床予測規則の研究が少ないので今後多く行われ国内でのエビデンスが蓄積され
ることが期待される。

エビデンスに基づく鑑別診断
症状や身体所見から検査前確率を想定し，ある検査の結果から検査後確率を計算する方法である。その計算
は各検査の尤度比を用いて以下のように行われる。
検査後オッズ＝検査前オッズ×尤度比
尤度比（ゆうどひ：likelihood ratio）＝検査陽性の結果が，検査前オッズを検査後オッズへ何倍高めるか。—こ
の「何倍」を「尤度比」
（likelihood ratio：LR）といい［尤度比＝感度 /（1 −特異度）］で計算される。
オッズはある事象が起きる確率とそれ以外のことが起きる確率の比であり，
［オッズ＝確率 /（1 －確率）
］で計算
される。確率 10％の場合は［0.1/（1 − 0.1）＝0.101］
，確率 50％の場合は［0.5/（1 － 0.5）＝1］となる。鑑別
診断を考えるうえで，患者の病歴や問診，理学的所見から検査前確率（オッズ）を正しく予想できるかが重要となる。
ある検査の尤度比が 10 以上または 0.1 以下の場合，検査前確率から検査後確率へ，大きな，そしてしばしば
決定的な変化をもたらすとされる。感度 90％，特異度 90％の検査の場合尤度比＝0.9/（1 － 0.9）＝9 となるので，
これ以上の感度，特異度をもつ検査の場合は鑑別診断を考えるうえでその有用性は高いといえる。
逆に尤度比の低い検査の場合は，検査前確率に準じた結果にしかならないことが多い。
画像診断において，画像所見で診断が確定する疾患（動脈瘤，動脈解離など）では検査前確率は関係なく，
これらの診断には高い正診率が要求される。

新しい検査
画像診断装置の進歩に伴い新しい検査や撮像法が日々増えてきているのが現状である。これらの新検査と既存
検査との関係を Bossuyt ら は図 2 のようにまとめている。
3）

この図によると新しい検査が出てきて検査が増えない状況は replace か，triage の状況にて次の検査を有効に
減らせる場合である。現状では多くの新しい検査は add-on になっていると思われる。新しい検査で知見が増えるこ
とは重要であるが，今後は新しい検査を行うことによりほかの検査を減らせないかといった視点での臨床研究も必要
かと思われる。
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図 2 新しい検査と既存検査の検査適応の関係（文献
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2 エビデンスレベル分類と推奨グレード
はじめに
本章では，ガイドライン作成のなかで行われる一般的なエビデンスレベル分類と推奨グレードに関して述べ，実際
の画像診断ガイドライン作成においてはどのように対応するかについての当委員会としての考え方を示す。

エビデンスレベル分類の基本および画像診断領域の論文について
一般的に，エビデンスを評価する場合，研究デザインが重要な要素と考えられており，盲検化ランダム化比較対
照試験（randomized controlled trial：RCT）が最も優れている，すなわちエビデンスレベルが高いと位置付けら
れている。その理由は RCT が最もバイアスの影響を受けにくい研究デザインだからである。日本医療機能評価機
構の Minds 診療ガイドライン作成の手引き2007 では，複数の RCT の結果をまとめたシステマティックレビュー（メ
1）

タアナリシスを含む）のエビデンスレベルが最も高く，ついで（1 つ以上の）RCT，非ランダム化比較試験，その後
にコホート研究や症例対照研究などの分析疫学的研究の順とされている。
しかし，画像診断領域の論文では，マンモグラフィによる乳癌スクリーニングなどごく一部のテーマに関するクリニカ
ルクエスチョンを除いては，RCTという研究デザインはまれであり，コホート研究でアウトカムを比較するといった研究
も少ない。画像診断ではその時点での画像検査の能力の高さ（参照基準と比較しての検査の性能，具体的には
感度・特異度など）が重視されるので，横断研究（cross sectional study）が多いという特徴がある。従来のエ
ビデンス分類の多くは治療法に関する臨床研究を想定したものであり，RCT やコホート研究が馴染まない場合が多
い画像診断分野の論文は評価が低くなるという問題があった。
このような状況のなかで，クリニカルクエスチョンの性質（治療・診断）の違いを考慮したうえでエビデンスを評
価し分類を行う方法を，Oxford EBM Centre（OCEBM）が提唱している （表 1）。この分類では治療，診断，
2）

スクリーニング等，クリニカルクエスチョンの異なる分野ごとに分けて評価している。診断法に特化した評価法もあり，
これを画像診断の論文にも用いることが可能である。初期に出された評価法は使いにくかったが，2011 年に「診
断に関するクリニカルクエスチョンにこたえる研究デザインは基本的には横断研究である」，ということを前提に大幅
改訂が行われ，ようやく実用に値する評価法になったといえる。ほかに適切に利用できる分類法がないため，今回
のガイドライン作成では，OCEBM エビデンス分類に基づいて行うこととした。

エビデンスレベル分類の実際
詳しくは，表を参照いただきたいが，要点をまとめると以下のようになる。
1）レベル 2 の研究のシステマティックレビューは，レベル 1
2）横断研究のうち，連続的なサンプリングが行われ，参照基準が一貫していて，盲検化されているものが，単独
の研究としては最も高いレベル 2 とする。
3）横断研究のうち，
レベル 2 にするには何らかの問題があるもの（参照基準が一貫していない等）は，
レベル 3
4）症例対照研究はレベル 4
ただし，OCEBM エビデンス分類の目的は，本来忙しい臨床医が比較的短時間でエビデンスを評価する目的で
つくられたもので，詳細なエビデンス評価に対応したものとはいえず，ガイドライン作成用には不完全な部分もある。
OCEBM エビデンス分類を用いた今回の作業過程のなかで，生じた問題点と我々の対応について，以下にまとめる。
①画像所見と参照基準との対応がない研究，たとえば技術的な改善についての論文は評価することができない。
 クリニカルクエスチョンに直接関連する論文では，何らかの参照基準があるものが多いが，推奨グレードの理解
に必要な論文では技術的な点に重きをおいた論文もある。こうした文献は参考論文として含めるものの，エビデン

23

総
表1

論

OCEBM 2011 エビデンスレベル（日本語訳 診断部分のみ抜粋）
クエスチョン

レベル 1

レベル 2

一貫した参照基準

レベル 3

レベル 4

参照基準が一貫し 症例対照研究，参

が用いられ，盲検 一貫した参照基準 ていない，または 照基準がしっかり
その診断は正しいか？ 化された横断研究 が用いられ，盲検 研究対象を連続的 していない，また
のシステマティッ 化された横断研究 に集めていない研 は独立していない
クレビュー

レベル 5

メカニズムにもと
づく推論

研究

究

ス分類は行わないこととした。
②レベル 3，4（横断研究ではあるが，参照基準が一貫していない・曖昧，もしくは研究対象の選択が連続的で
ないためにレベル 2 の基準を満たさない研究等）の研究を複数集めて行ったシステマティックレビュー / メタア
ナリシスは，どのレベルと分類するのか，明記されていない。
 システマティックレビュー / メタアナリシスは，複数のエビデンスに基づく点から単独の論文よりはレベルは高いと
考えられるが，元論文のレベルに影響を受ける。基本的に，元論文のなかで最も低いレベルを確認し，そのレベ
ルよりも1 段階高いレベルを与えることとした。
③研究の質については，連続的なサンプリングであること，参照基準の一貫性と盲検化については述べられてい
るが，それ以外（研究対象患者に関する除外基準が不明確等）については，検討項目にない。
 今回は，一貫した基準に沿ってレベルをつけることを優先するため，
レベル分類に含まれるもの以外の項目によっ
ては，基本的にレベルは変えていない。ただし，推奨グレードの決定にあたっては，エビデンスレベル分類に含ま
れなかったが問題と思われる項目（研究対象が CQ 対象と異なる等）も加味することとした。
④複数の参照基準があり，その正確度（accuracy）も様々である。手術組織の病理と生検結果では診断の正確
度が異なると思われる。論文ごとに参照基準が異なると，その成績をどのように評価すべきか？
 一般には生検の診断能は手術組織より低い。ただし参照基準が一貫しないとバイアスの入る可能性が大きくな
ると予想される。そこで今回は一貫した参照基準の使用を優先し，生検のみであっても参照基準として広く用い
られている場合は，参照基準が生検であるという理由ではエビデンスレベルを下げないこととした。

推奨グレードの決定
基本は，前出の「Minds 診療ガイドラインの作成の手引き2007」に基づいて決定した（表 2）
。エビデンスレベ
ルのみならず，数と結論のばらつき度合，臨床的有効性の大きさ，臨床上の適用性（医師の能力，地域性，医療
資源，保険制度）
，害やコストに関するエビデンスを考慮することとなっている。特に診断部門では，医療資源として
診断機器の普及度や availability などにも配慮した。また，前項の問題点③に挙げた，エビデンスレベル分類の決
定過程に含まれないものの論文の質に影響すると思われる要素も，推奨グレード決定に際して考慮することとした。
また，古くから用いられている一部の検査においては，画像診断そのものが診断の参照基準となっており，手術・
表2

Minds 推奨グレード

推奨グレード

容

A

強い科学的根拠があり，行うよう強く勧められる。

B

科学的根拠があり，行うよう勧められる。

C1

科学的根拠はないが，行うよう勧められる。

C2

科学的根拠がなく，行わないよう勧められる。

D
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内

無効性あるいは害を示す科学的根拠があり，行わないよう勧められる。

エビデンスレベル分類と推奨グレード

2

臨床所見と比較した研究がないか，あってもEBM 普及以前の質の低いものである。たとえば，腎癌の病期診断に
おける CT の有用性については，意外とエビデンスは少ないが，実際臨床では広く行われ，他国のガイドラインでも
やるべき検査として記載があるため，推奨すべきと考えグレード Aとした。こうしたエビデンスの少ない分野について
は，現状に即して各分野委員会メンバーで決定を行った。主観的な要素は皆無ではないが，できるだけエビデンス
に基づきつつ，日本の現状に適した推奨グレードを目指した。
以上，簡単にではあるが本ガイドライン作成にあたってのエビデンスレベル分類，推奨グレード決定についての委
員会としての考え方を示した。論文の質の変化に伴い，画像診断に関するエビデンスの評価法もガイドライン作成
法も今後変化することが予想されるが，現時点でおそらく最も実現可能で妥当であろうと思われる手法を選んだ（な
。
お，文献１の手引きの改訂版では，バイアスリスクなど新たな評価法が導入されている ）
３）

参考文献
1）Minds 診療ガイドライン作成の手引き 2007：http://minds4.jcqhc.or.jp/minds/glgl/glgl.pdf#search='GLGL
2）OCEBM level of Evidence：http://www.cebm.net/wp-content/uploads/2014/06/CEBM-Levels-of-Evidence-2.1.pdf
3）Minds 診療ガイドライン作成の手引き２０１４：http://minds4.jcqhc.or.jp/minds/guideline/manual.html
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3 わが国における CT・MRI 機器ならびに検査状況
諸外国との比較

はじめに
CT・MRI は画像診断において重きをなす撮像法である。撮影装置と新技術・撮影法の開発が不断に続けられ
ており，機器性能を引き出し臨床において十分な活用を図るためには画像診断を専門とする医師の関与が求められ
る。しかし，わが国においては CT・MRI の多くが放射線科医不在のもとで稼動している。しかも，この傾向は調
査をはじめて 10 年来改善していない 。
1）

わが国においては CT・MRI 装置の導入は医療機関の判断によるもので，医療機器の配置や設置条件に関し
て何ら政策が講じられてきていない。結果として，人口当たりの CT・MRI 装置は外国と比較して抜きんでて多く，
しかも装置の 6 〜 7 割が放射線科医不在で稼動する状況となっている。人口当たりの検査数も世界的にみて多い
群に属しており，検査実施の適正性を確保し，そして，放射線被曝など撮影に伴う負の要素を軽減することが必要
である。
本章では CT・MRI について日本の実態を外国と比較し，わが国の CT・MRI 診療の背景を示す。

日本と諸外国
装置台数や検査数を外国と比較することで，わが国の特徴の一面が明らかとなる。外国については対象国の数
は限られているものの OECD health data がデータ更新も早く，
参考になる。最新の資料は OECD 2011 であるが，
2）

装置台数と検査数の双方が判明していることから 2009 年の数値を使用する。OECD 2011 に未収載の場合は日
本については文献 3，4 から補充し，また，外国については OECD の直近の数値を使用した（4 カ国）
（表）
。

₁ 装置台数

日本では CT 台数は MDCT に限って集計されることが多いが，それでも人口 100 万人当たりの台数では 27 カ
国中最上位である（平均 21.1 台に対して 54.9 台）
。日本では実際は相当数の SDCT が稼動しており，最新の医
療施設調査では 2008 年に 6,360 台であり，MDCT 6,060 台と合わせ 12,420 台とされる 。これは人口 100 万人
5）

当たり97.4 台に相当し，諸国の平均の 5 倍近い普及密度である。また，人口当たりの MRI 台数も26 カ国中最上
＊注

。
位である（平均 12.4 台に対して 46.8 台 ）

2 検査数

検査数を人口 1,000 人当たりの年間検査数で示す。日本は 17 カ国中で CT 検査が 6 位（平均 122 検査に対
して 146 検査）
，MRI 検査が 4 位（平均 45 検査に対して 68 検査）であり，検査数も多い群に入ることは確かで
あるが，装置台数が抜きん出て多いことに比べると突出した印象はない（図 1）
。

3 装置1台あたりの年間検査数

これは撮影装置の活用度の指標と考えられる。15 カ国について比較できた。日本での活用度は装置台数の順
位と逆になる。すなわち，CT については MDCT 台数だけを考えると最下位から 3 番目（平均 6,730 検査 / 台に
対して 2,662 検査 / 台）
，SDCT を含めると極端に最下位である（1,500 検査 / 台）
。MRI は最下位（韓国）から 2
番目
（平均 4,665 検査 / 台に対して 1,447 検査 / 台）
であり，CT・MRI いずれも装置の活用度は諸外国平均の 1/3
で最下位に近い。

日本についてより詳細な状況
第 1 部では CT・MRI について諸外国のデータと比較が容易な概略的な事項をまとめたが，ここでは国内の状
況を少し詳しく分析する。
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表

日本および諸外国の CT・MRI について装置台数，検査数，装置 1 台当たりの検査数—諸外国との比較—
人口（千人）

Australia
Austria

21,955

Units per miliion population
CT
MRI
38.7
5.9

Exams/year/1,000 population
CT
MRI
93.9
23.3

Exams/year/unit
CT
MRI
2,426 3,949

8,363

29.3

18.4

−

−

−

−

Belgium

10,797

−

−

179.3

52.8

−

−

Canada

33,730

13.9

8.0

125.4

43.0

9,022

5,375

−

−

−

24.3

1.7

Chile
Czech Republic
Denmark
Estonia

10,492

14.1

5.7

87.5

32.3

6,206

5,667

5,519

23.7

15.4

83.8

37.7

3,536

2,448

−

14.9

7.5

152.7

37.2

10,248

4,960

Finland

5,339

20.4

16.9

−

−

−

−

France

62,628

11.1

6.4

138.7

55.2

12,495

8,625

Germany

81,904

−

−

−

−

−

−

Greece

11,283

33.8

21.7

−

−

−

−

Hungary

10,023

7.2

2.8

−

−

−

−

Iceland

319

34.5

21.9

156.2

75.5

4,528

3,447

Ireland

4,462

15.3

11.9

−

−

−

−

9.4

1.9

122.8

15.6

13,064

8,211

Israel
59,752

31.7

21.6

−

−

−

−

Japan（A）

Italy

127,510

54.9

46.8

146.1

67.8

2,662

1,447

Japan（B）

−

97.4

−

−

−

1,500

−

Korea
Luxembourg
Mexico
Netherlands
New Zealand

48,747

37.1

19.0

93.5

13.2

2,520

695

494

26.3

14.2

187.0

73.9

7,110

5,204

107,551

4.3

1.9

−

−

−

−

16,530

11.3

11.0

65.7

43.9

5,814

3,991

4,316

14.6

9.7

−

−

−

−

Norway

4,829

−

−

−

−

−

Poland

38,153

12.4

3.7

−

−

−

Portugal

10,632

−

−

−

−

−

Slovak Republic

5,418.4

13.3

6.1

85.4

29.8

6,421

−

11.9

4.5

−

−

−

−

45,929.5

−

−

−

−

−

−

Slovenia
Spain

−
4,885

Sweden

9,299.0

−

−

−

−

−

−

Switzerland

7,743.8

32.8

−

−

−

−

−

Turkey

72,050

11.6

8.9

95.8

67.2

8,259

7,551

United Kingdom

60,930

7.4

5.6

−

−

−

−

306,656

34.3

25.9

227.9

91.2

6,644

3,521

21.1

12.4

121.5

44.8

6,730

4,665

United States
平

均

【注 1】出典：諸外国は OECD Health Data（データは主に 2009 年） ，日本の装置台数は「新医療」
（2009 年） ，検査数
4）
は社会医療診療行為別調査（2009 年） である。イタリック体数字は 2009 年のデータが未収載のためそれ以前のデータを
OECD Health Data から補填したことを示す。Belgium 2008 年，Denmark 2007 年，United Kingdom 2008 年，United
States 2007 年。
2）

また，Japan（A）は MDCT のみの台数 ，Japan（B）は MDCT ＋ SDCT 合計台数（2008 年 医療施設調査
3）

3）

による）。

5）

【注 2】医療施設調査（静態）においても CT 検査数が調査されているが，同年の社会医療診療行為別調査と比較し，数値は
8）
30 〜 40％高い（2008 年，2011 年とも） 。
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図 1 検査数について日本と諸外国の比較：CT（A）と MRI（B）
人口 1,000 人当たりの年間検査数を示す。日本は青のアミ部分。平均は CT が 121.5 件，MRI は 44.8 件である。なお，日本の
CT・MRI 装置台数は抜きんでて多く，装置 1 台当たりの実施検査数はこれらの諸国のなかで最下位に近い。なお，データは 2009
年次が中心である（本文参照）
。

₁ 画像診断医との関連
CT・MRI 設置施設における画像診断医の充足度は，調査を始めた 2004 年以降，全体として改善する傾向
はみられない。MDCT 装置についての充足度は約 1/3 であり，MRI 全機種についても同様である。すなわち，
MDCTとMRI 装置の 2/3 は画像診断医が常勤していない施設で稼動していることになる 。また，機種間での
1）

充足度の違いが顕著である（図 2）
。画像診断医による読影診断であるが，画像診断管理加算の算定数から
CT・MRI 画像の読影率は 43％と算出される 。ただし，検査は DPC に包括されている一方，画像診断管理加
4）

算は包括外となっているため，読影率の実態はより低いと推定される。

2 装置機種別の検査数

装置 1 台あたりの年間撮影回数（2010 年） は機種による差が大きく，CT については
4）

・16 列以上………………2,799 件（56％）
・2 列〜 16 列未満………1,120 件（28％）
・SDCT…………………… 675 件（17％）
で，MRI については
・1.5T 以上……………… 1,961 件（67％）
・1.5T 未満……………… 1,108 件（33％）
 である。すなわち，検査の過半数は CT・MRIとも上位機種で実施されている。なお，SDCT の台数は上位
機種への買い替えが進んだものと仮定し，2008 年データ から 4,383 台と推定した。
5）

3 年次推移：検査数と医療費

CT・MRI の検査数は増加し続け ，年間でおよそ 1,900 万回の CT，1,000 万回の MRI が行われている（2010
6）

年）
。画像診断を受ける頻度は年齢とともに増加することから，将来，わが国は人口減となるにもかかわらず，人口
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図 2 CT（A）
，MRI（B）装置の機種別にみた放射線科専門医（常勤）の充足度
青い部分は放射線科専門医が常勤する施設での稼動，白い部分は不在施設での稼動を示す。上位機種は放射線科専門医が常
勤する施設で稼動する割合が高いが，MDCT 全体では 35%，MRI 全機種では 36% である 1）。また，継続調査 1）によると，約 10
年間で専門医の充足度が改善しているとはいい難い状況である。

構成の高齢化によって，少なくとも2050 年までは検査数は増加すると推定される 。
7）

診療報酬体系では CTとMRI はコンピュータ断層撮影診断に属するが，その区分の医療費は増加し続け，2010
年には 5,000 億円超であった。それは，画像診断全体の 60％を占める

ま

と

。

4）6）

め

諸外国と比べると，日本における CT・MRI の装置台数は際だって多いが，装置の活用度は低くほとんど最下位
である。また，国内の状況としては，
・CT（MDCT）
，MRI 装置の約 2/3 は，画像診断医が常勤していない施設で稼動している。
・画像診断医により行われる読影診断は，多く見ても全検査の 4 割である。
・検査の過半数は上位機種（16 列以上の MDCT，1.5T 以上の MRI）で実施されている。
・人口の高齢化により，少なくとも2050 年までは検査数は増加すると推定される。
文

献

1）今村惠子ほか：CT，MR 設置施設における画像診断医の充足度：継続調査. JCR ニュース 187：19-24，2012
2）OECD：OECD health data 2011（access date 2012-5-1）
3）月刊新医療 . CT，MR 機種別台数掲載号（該当年）
4）厚生労働省：社会医療診療行為別調査（該当年）
5）厚生労働省：医療施設調査，2008
6）今村惠子ほか：CT，MR に関係する保険点数の推移：資料と考察 . JCR ニュース 188：13-20，2012
7）今村惠子ほか：高齢化社会の画像診断への影響. JCR ニュース 179：16-21，2010
8）今村惠子ほか：あらためて，CT 検査状況について：日本と諸外国 . JCR ニュース 182：10-16，2011
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4 放射線診療から日本の医療をより良くするために
わが国の医療の効率性について
日本の医療の質を国際順位で測るとき，項目によってその順位変動の大きさに戸惑いを感じるのは筆者だけでは
あるまい。日本の医療は平均寿命・乳児死亡率では世界で 1，2 位を争う成果を挙げている。一方，人口当たりの
診療に従事する医師数をみると先進国中でも最下位レベルで（図 1）
，日本の医療費は対 GDP 比で先進国中で
も少ないレベルに落ち着いている（図 2）
。その一方で国民の医療アクセスは概して良好で，地域差はあるものの，
都市部の患者はどの科でもどの医療機関でも好きなときに，低負担で利用することができる。こうした表面的な好成
績は現状を正当化する根拠として引用されることが多いが，好成績の項目をつまみ食いして全体を良しとしてしまうと，
苦手の項目を改革する機会は永遠に訪れないことになる。
実は，日本の医療の効率性に疑問を投げかけるデータはいくつもある。まず，コストでは，患者 1 人あたりの医療
機関の受診回数は OECD 加盟国中最も多く（図 3）
，病床数も入院期間も最多であり（図 4，5）
，医療費に占
める薬の処方費も高額な部類に属する（図 6）
。CT・MRI の人口あたりの設置台数でいうと世界でも頭抜けて 1
位で（25 頁を参照）あり，実際に CT 検査の総数も多く，その結果，医療被曝線量が OECD 加盟国中，異様に
高いことが指摘されている（これについては後述する）
。その一方で，1 台あたりの CT・MRI の活用度は最下位
レベルである（「わが国における CT，MR 機器ならびに検査状況」（26 頁）の項を参照）
。こうした非効率性の
上に立っても日本の総医療費が対人口比で低めに安定しているとするならば，それは日本の医療費単価の安さによ
るものであると考えるのが自然であろう。一方，わが国の医療のパフォーマンスであるが，日本は諸外国と比較して，
主要疾病（悪性新生物，心疾患，脳血管障害）の死亡率（対人口 10 万）
（図 7）にしても，社会への疾病負
荷の指標である障害調整生命年（図 8）にしても，先進国中での順位は疾病によってまちまちで，全体としても特
に際立った好成績を収めているわけではない。

現状がわが国の社会にもたらしている問題点
日本の医療には改善すべき非効率な部分もあるだろうと述べた。それではその苦手項目は日本の医療にどのよう
な影を落としているのであろうか。放射線診断関連で煎じ詰めるとそれは，医療被曝の増加と本来必要とされる検
査の実施遅延，診療各科医師の診療スキルの低下である。医療アクセスが良いために医療機関の外来は（特に
中規模以上の病院の外来は）常に外来担当医師のキャパシティを超えて混雑しており，2 時間待って 5 分の診療
と揶揄される所以である。これには患者の大病院志向などの要因も考えられるが，誤解を恐れずにいえば，受診
単価の低さから国民の医療機関への受診回数が多いことが原因と考えられる（すなわち患者自律的需要が高い）
。
このため，病院の外来は 1 人の医師が昼食も取らずに夕方まで 50 人以上の患者を診察する繁忙状態におかれて
いる。外来医師は初診患者 1 人に対して 10 分以内に一定の診療に目処をつけなければならない。問診をし，理
学的所見をとって，検査方針を決定し，患者に検査計画を説明し，同意を得，検査を終えて戻ってきた患者に，結
果を説明して，可能性のある診断を示し，治療の説明と同意を得て処方するという一連の作業を 10 分以内で行う
のである。こうした短い診察時間でわが国の医療行為が行われている事実は欧米の医師に話しても，決して信じ
てもらえない。そんな短時間に診療を（過誤なしに）行うことは不可能であるといわれる。患者の医療サービスへ
の要求水準も高くなるなかで，医療過誤への患者の許容度は年々小さくなってきており，短時間で見落としをせず
に，一応の結論や治療方針を導くためには，医師は必然的に CT・MRI のような画像診断機器に依存する様にな
らざるを得ない。そうして決して高くない確率であっても医療過誤の芽を潰し，自然治癒が予想されても抗インフル
エンザウイルス薬や抗生剤の予防投与といった，いわば腰だめの治療を開始するという行動をとらざるを得ないと思
われる。そして，再来患者に対しては，ゆっくり話しを聴取したり，処方の再検討をしたりしないまま，継続投与や追
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図 1 医師数（対人口千人，2010 年

or 直近）
医師数は OECD 加盟国中少ない方である。
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図 2 医療費（対 GDP 比，2010 年 or 直近）
医療費は先進国中では少ないが OECD 加盟国中では平均近くである。
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図 3 外来受診回数（人口 1 人当たり，2010 年 or 直近）
日本の外来受診回数は多く，
トップクラスである。
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図 4 病床数（対

GDP 比，2010 年 or 直近）

日本の病床数は頭抜けて多い。
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図 5 平均在院日数（全ての疾病による，2010 年 or 直近）
平均在院日数は長く，加盟国中でもトップである。
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図 6 薬剤費・医療消費財費用（対総医療費，2010 年

or 直近）

薬剤費も多い部類に属する。
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図 7 死亡率（性・死因別）2010 年

or 直近
疾患別の死亡率においても日本の順位はまちまちで，脳血管疾患，心疾患，悪性新生物を足し合わせた先進国中
での死亡率の順位は中程にある。
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図 8 障害調整生命年にみる疾病負荷（2004 年）
障害調整生命年は，疾病に基づく早死によって潜在的に失われた年数に，疾病によって損なわれた健康や障害のために失
われた健康な生活の年数を加え，疾病が社会に与える損失（負荷）を表現する指標で，公衆衛生や医療全般の改善への
優先順位を知ることに使われることが多い。指数の大きいほど社会への負荷が大きい。日本は呼吸器疾患，悪性腫瘍や心
血管疾患などにおいて先進国中の順位はまちまちで，特に際立った差は認めず，わが国の疾病に対する医療介入効果の優
越性を他国との比較において目に見えて示すには至っていない。
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跡検査が繰り返される。つまり，繁忙な外来においては，本来は補助診断である筈の放射線診断が低コストの自動
診断装置と化している現状があると推測される。診療報酬のシステムも条件反射的オーダーを助長しているかもし
れない。
，外来診療はでき高払いであり，医師が検査適応をそれほど悩まないでオーダーしたとしても診療報酬が支
払われる。このことも必要性の低い検査が増える一因なのかもしれない。しかし，こういったことが常態化すると，本
来必要な検査の待ち時間が長くなる。検査件数が増えると，患者の外来受診回数もさらに増加する。なぜならば，
検査室も診断医も繁忙を極めるため，検査結果は後日再来日に告げられることになるからである。また，診断装置を
常にアベイラブルな状態にしておくためには，小規模の医療機関においても装置の設置が要求され，結果として低
パフォーマンスの CT・MRI の設置台数を押し上げ，また，必要以上の設置は，機器のさらに低い活用度とメンテナ
ンスの不備となって現れて来るし，そうした状態で活用度を上げようとすれば，検査の必要性の低い患者・あるいは
公衆に対しても装置が利用されるといった誘発需要を生む結果となる。

“一律な単価抑制による高コスト化の罠”
と効率化へ向けた資源再配分の必要性
前述したような，
“一律な単価の圧縮によって費用を圧縮しても，思うように効率を上げられないパラドックス”を医
療における“一律な単価抑制による高コスト化の罠”と呼ぶことにする。いうまでもなく，医療サービスへ振り向ける
ことのできる国家予算は限られており，日本の国家財政は長期の経済低迷によって逼迫している。こうして画像検
査の件数が無秩序に増加すれば，行政が画像診断への一律な予算配分カットへの誘惑に駆られることは無理から
ぬことである。現実にもこれまで CT，MRI の診療報酬は改訂のたびに何度も切り下げられてきた。しかし，診療報
酬の一律カット施策は，むしろ誘発需要の喚起によってかえって医療コスト上昇を招く両刃の剣であることは国内外
における数々の研究で明らかとなっている

。本邦においても，こうした検査や薬剤の一律な単価の圧縮は，さら

1-3）

に薬剤や CT を始めとする検査機器の過剰利用を増幅する危険性を孕んでいる。もし，本邦の医療において，首
をかしげたくなるような無駄がなかなか是正されないとしたら，それは医療行政が“一律な単価抑制による高コスト
化の罠”に陥っているせいなのかもしれない。医療の効率化を意図して対策を組むにあたっては，前述のような薬
剤や診断機器の過剰利用がなぜ生じているのかを考え，根本原因を除去することが必要である。日本のような先
進国にあっては，単純に量によって医療効率を測る時代は終わりを告げている。医療は質を重視して評価する局面
を迎えており，特に放射線診療に限っていえば，1）画像診断専門医によって，最低限の被曝線量と侵襲度で正確
な診断に結びつく検査のロードマップが描かれ，2）クオリティコントロール（QC）された適切な装置で，3）適切な
検査プロトコールを用いて検査が実施され，4）資格を有する画像診断医による適切な診断が行われ，5）それに
基づく治療が実施され，6）最短のプロセスで患者の社会復帰が実現したとき，最も高い診療報酬が得られるような
施策が望まれる。このような方向性に対して，適切なインセンティブを与えるべく，医療資源を再配分する必要があ
るのではないだろうか。

過剰検査と医療被曝の増加
画像診断が医療に適正に利用されることは画像診断医にとっては大変喜ばしいことである。現に CT をはじめと
する放射線の使用が国民衛生の改善に大きく寄与していることは論をまたないが，前述のような原因による放射線
の過度の利用は弊害を生むとも考えられる。2004 年に Lancet 誌に掲載された Berrington de Gonzalez らの論
文は，日本における診断用 X 線の利用が，OECD 加盟国中最も多いこと，それに伴う発癌のリスクも高いであろう
ことを併せて示しており ，それが国内の新聞にも取り上げられたことにより ，国民の間に医療被曝に対する不安
4）

5）

が醸成され，こうした世論の反応を受けて，放射線学会からもこの問題に関する声明がだされた。その後，わが国
では福島の原発事故を経て，低線量被曝による健康被害に対する国民の懸念は，さらなる高まりを見せている。原
発もさることながら，すべての国民の日常生活における低線量被曝のリスクとして，よりかかわりが深いのはむしろ医
療被曝であり，
我々はその不安に対して答える義務があるであろう。Gonzalezらの論文が注目された2004 年の第 63
回日医放総会で医療被曝に関するシンポジウムがもたれ，その結果が議長総括されているので ，放射線科医の
6）
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今後の行動目標に関連する部分のみを抜粋する。
①放射線診療の大規模実態調査を行い，その意義を検証して国内外に発信する。関連学会・機関と行政府に
そのための協力を呼びかける。
②放射線診断の適応に当たって，適切な診断情報を損なうことなく患者さんの放射線被曝についても配慮した判
断を行うよう医療界に呼びかける。
③患者さんの被曝軽減にも配慮した撮影，および装置の QC/QA ならびに改良・開発に努める。
④患者個別の医療被曝の適切な記録を目指して検討を開始する。
⑤放射線診断を担当する医療従事者が，患者さんとその家族および他科医療従事者に，医療被曝とそのリスク
ならびに安全の確保について具体的に正しく説明できるようにする。
⑥低線量放射線リスクの理解を深めるために重要な低線量影響研究を，関連学会・機関と共に奨励，推進する。
提案されてから 8 年余りを経過した現在，上記の行動目標のうち，放射線診療の実態調査に関しては日本医学
放射線学会や日本放射線科専門医会・医会によりアンケート等による放射線診療の実態把握の試みがなされつつ
ある。また，CT への逐次近似法の利用など，産学官が一体となって被曝線量の低減へ向けての試みも継続中で
あるものの，依然として十分に達成されたとはいい難い状態にある。早い時期に，放射線学会が中心となって，ある
いは放射線科専門医を中心とする専門家集団に行政や医療サービスの受益者である国民も加えた外部機関による
放射線診療の大規模な実態調査が必要ではないであろうか。現状の分析と共に，画像診断医による放射線検査
の適応決定，適正な装置で，適正な検査計画の策定がなされ，迅速かつ適切な診断が行われ，患者個人が被曝
線量の通算記録をもてるような医療環境を整備する必要性が高まっていると思われる。

おわりに
一見，低いコストで大きな成果を挙げているようにみえる日本の医療にも非効率的な部分は存在し，それを是正す
れば，日本の医療はもっと良くなる可能性がある。そのなかで少なからず比重を占めるのが放射線診療だとしたら，
我々はより一層の改善のために，努力を傾注すべきではないだろうか。
参考文献
1）Hsiao WC：
“Marketization”-the illusory magic pill. Health Econ 3：351-357，1994
2）Grytten J et al：Supplier inducement in a public health care system. J Health Econ 14：207-229，1995
3）山田 武：国民健康保険支払い業務データを利用した医師誘発需要仮説の検討 . 季刊・社会保障研究 38：39-51，2002
4）Berrington de Gonza’lez A，Darby S：Risk of cancer from diagnostic X-rays：estimates for the UK and 14 other countries. Lancet
31；363（9406）
：345-351，2004
5）
“がん 3.2％診断被ばく原因”
，読売新聞 2004 年 2 月 10 日第一面
6）佐々木康人：
「CT 被曝と発がん」を考える. 日本の放射線関係者がすべきこと . 新医療 31：45-48，2004
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5 造影剤の安全性
造影剤腎症と NSF
造影剤腎症
ヨード造影剤を使用した画像診断は，日常臨床において必須の検査であり，多くの有益な情報をもたらす。しかし
ながら腎機能が低下した患者に対して造影剤を使用することで造影剤腎症を起こすリスクがあり，その使用法につ
いての指針が必要とされてきた。欧州泌尿生殖器放射線学会および米国放射線科医学会からはガイドラインが出
版されているが，わが国においてはまだガイドラインが作成されていない。そこで造影剤を使用する側の専門家であ
る日本医学放射線学会と日本循環器学会，腎障害を診療する専門家である日本腎臓学会の 3 学会共同で「腎障
害患者におけるヨード造影剤使用に関するガイドライン」
を作成し，2012 年 4 月に出版した。ガイドライン作成にあたっ
ては，造影剤腎症を起こす可能性の高い腎機能が低下した患者を主な対象として記載した。本ガイドラインで慢性
腎臓病（CKD）患者に関する記載がある場合は，腎機能が低下した患者を CKD 患者として記載している点にご
注意いただきたい。
また採用した論文のエビデンスレベルと推奨グレードについては，以下のとおりである。
【論文のエビデンスレベル】
レベルⅠ：システマティクレビュー / ランダム化比較試験のメタアナリシス
レベルⅡ：1 つ以上のランダム化比較試験
レベルⅢ：非ランダム化比較試験
レベルⅣ a：コホート研究
レベルⅣ b：症例対照研究，横断研究
レベルⅤ：症例報告，ケースシリーズ
レベルⅥ：患者データに基づかない専門委員会や専門家個人の意見
【推奨グレード】
グレード A：強い科学的根拠があり，行うように強く奨められる
グレード B：科学的根拠があり，行うように奨められる
グレード C1：科学的根拠はないが，行うように奨められる
グレード C2：科学的根拠はないが，行うように奨められない
グレード D：無効性あるいは害を示す科学的根拠があり，行わないように奨められる
本稿ではガイドラインのなかから，造影剤腎症の定義，リスク・患者評価，造影剤の種類と量，非侵襲的診断法，
造影剤腎症の予防法を取り上げ，特に放射線科に関連の深い事項について紹介する。なお，CQ の番号は「腎
障害患者におけるヨード造影剤使用に関するガイドライン」の目次に基づいたものである。ガイドラインの十分な理
解のためには，ガイドライン本文による確認が必要である。

₁ 造影剤腎症の定義

造影剤腎症とはヨード造影剤による腎障害のことで，造影後に腎機能低下がみられ，造影剤以外の原因（コレス
テロール塞栓など）が除外される場合に診断される。ヨード造影剤投与後，72 時間以内に血清クレアチニン（SCr）
値が前値より0.5 mg/dl 以上または 25％以上増加した場合を造影剤腎症と定義する。
造影剤腎症発症のリスクは腎機能低下に応じて増加するため，造影前にできるだけ直近の SCr 値を用いて腎機
能を評価することが重要である . CKD の腎機能による重症度分類（表 1）では，糸球体濾過量：GFR ＜ 60ml/
min/1.73 m の G3a 〜 G5 が CKD に該当する。GFR 評価には，推算 GFR（eGFR）を用いる。
2
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表1

CKD の重症度分類（2012）
原疾患
糖尿病
腎炎
高血圧
多発性嚢胞腎
移植陣
不明
そのほか

蛋白尿区分

A1

尿アルブミン定量
（mg/day）
尿アルブミン/Cr比
（mg/gCr）

正常

尿蛋白定量
（g/day）
尿蛋白/Cr比
（g/gCr）
G1

正常または
高値

G2

正常または
軽度低下 60～89

A2

A3

微量アルブミン尿 顕性アルブミン尿

30未満

30～299

300以上

正常

軽度蛋白尿

高度蛋白尿

0.15未満

0.15～0.49

0.50以上

≧90

軽度～
G3a 中等度低下 45～59
GFR区分
（mL/min/1.73m2）G3b

中等度～
高度低下

30～44

G4

高度低下

15～29

G5

末期
腎不全

＜15

透析や腎移植などが必要な末期腎不全や，脳卒中，心筋梗塞，心不全などの心血管系疾患
の発症リスクを低い方から，緑
→黄
→オレンジ
→赤
と色分けしている。
KDIGO CKD guideline 2012を日本人用に改変

₂リスク・患者評価
CQ ③ -1

CKD は CIN 発症のリスクを増加させるか？

【回答】CKD は CIN 発症のリスクファクターである。
エビデンスレベル：Ⅳ a，推奨グレード：該当せず
CQ ③ -2

加齢は CIN 発症のリスクを増加させるか？

【回答】加齢は CIN 発症のリスクファクターである。
エビデンスレベル：Ⅳ a，推奨グレード：該当せず
CQ ③ -3

糖尿病は CIN 発症のリスクを増加させるか？

【回答】CKD を伴う糖尿病は CIN 発症のリスクファクターであるが，CKD を伴わない糖尿病が CIN 発症のリス
クファクターであるかどうかは明らかではない。
エビデンスレベル：Ⅳ a，推奨グレード：該当せず
CQ ③ -7

ビグアナイド系糖尿病薬を服用している患者へのヨード造影剤投与は，乳酸アシドーシスのリ

スクを増加させるか？
乳酸アシドーシスを発症するリスクとなる。
ヨー
【回答】ヨード造影剤の投与により一過性に腎機能が低下した場合，
ド造影剤を投与する場合には，緊急検査時を除きビグアナイド系糖尿病薬を一時的に休薬するなど，適
切な処置を行うことを推奨する。
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エビデンスレベル：Ⅰ，推奨グレード：C2
CQ ③ -8 CIN の発症は CKD 患者の生命予後を増悪させるか？
【回答】CIN の発症は CKD 患者の生命予後と関連し，CIN を発症した CKD 患者の予後は不良であるが，
CIN が予後規定因子であるのか，予後予測因子であるのかは明らかでない。
エビデンスレベル：Ⅳ a，推奨グレード：該当せず

₃ 造影剤の種類と量
CQ ④ -1

造影剤投与量の減量は CIN 発症のリスクを減少させるか？

【回答】造影剤投与量は CIN 発症のリスクファクターの 1 つであり，投与量は必要最小限にすることを推奨する。
エビデンスレベル：Ⅱ，推奨グレード：A
CQ ④ -4

異なる種類の低浸透圧造影剤間で CIN 発症のリスクに違いがあるか？

【回答】異なる種類の低浸透圧造影剤間での CIN 発症頻度の差については，いまだ明確な結論は得られてい
ない。
エビデンスレベル：Ⅱ，推奨グレード：該当せず
CQ ④ -5

造影剤の侵襲的（経動脈）投与は，非侵襲的（経静脈）投与と比較して CIN 発症のリスクを

増加させるか？
【回答】現時点で造影剤の経動脈投与を CIN 発症の独立したリスク因子とするエビデンスはないが，これまでの
報告では，侵襲的（経動脈）投与は，非侵襲的（経静脈）投与と比較して CIN 発症率が高い傾向
がある。
エビデンスレベル：Ⅳ，推奨グレード：該当せず

₄ 非侵襲的診断法（造影CTなど）
CQ ⑥ -1

CKD は造影 CT による CIN 発症のリスクを増加させるか？

は，
造影 CT による CIN 発症のリスクを増加させる可能性が高い。
【回答】1）CKD（eGFR ＜ 60 ml/min/1.73 m ）
2

2）特に，eGFR が 45 ml/min/1.73 m 未満の患者に造影 CT を行う際には，CIN 発症のリスクなどを
2

説明し， CIN を予防するために造影 CT 前後に補液などの十分な予防策を講ずることを推奨する。
エビデンスレベル：Ⅴ a，推奨グレード：B
CQ ⑥ -2

造影 CT において造影剤投与量の減量は CIN 発症のリスクを減少させるか？

【回答】造影 CT においては，診断能を保つことのできる範囲内で造影剤投与量を減量することを推奨する。
エビデンスレベル：Ⅴ，推奨グレード：C1
CQ ⑥ -3

造影 CT の短期間反復検査は CIN 発症のリスクを増加させるか？

【回答】CIN 発症のリスクが増加するため，短期間（24 〜 48 時間）の造影 CT の反復は推奨しない。
エビデンスレベル：Ⅴ，推奨グレード：C2

₅ 造影剤腎症の予防法：輸液
CQ ⑦ -1

生理食塩水投与は CIN 発症のリスクを減少させるか？

【回答】1）CIN のリスクが高い CKD 患者では CIN を予防するため，生理食塩水，重曹輸液などの等張性輸
液製剤を造影検査の前後に経静脈的投与をすることを推奨する。
エビデンスレベル：Ⅱ，推奨グレード：A
2）CIN の予防効果は，
低張性輸液 0.45％食塩水よりは等張性輸液である 0.9％食塩水（生理食塩水）
が優れるため，等張性輸液を使用することを推奨する。
エビデンスレベル：Ⅱ，推奨グレード：A
CQ ⑦ -2

飲水は輸液と同等に CIN 発症のリスクを減少させるか？

【回答】飲水のみで経静脈的な輸液と同等に CIN の発症を抑制できるかについてはエビデンスが不十分である。
CIN を予防するために , 飲水のみによる水分補給よりも輸液などの十分な対策を講じることを推奨する。
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エビデンスレベル：Ⅱ，推奨グレード：C1
CQ ⑦ -3

重炭酸ナトリウム（重曹）液投与は CIN 発症のリスクを減少させるか？

【回答】重炭酸ナトリウム（重曹）液投与は CIN 発症のリスクを抑制し，その効果は生理食塩水よりも優れる可
能性があるが，現時点において重曹輸液の使用が必須との結論には至らない。
エビデンスレベル：Ⅰ，推奨グレード：C1

Nephrogenic systemic fibrosis（NSF：腎性全身性線維症）
重篤な腎障害のある患者へのガドリニウム造影剤使用に関連して，腎性全身性線維症（NSF）の発症が報告
されている。NSF はガドリニウム造影剤の投与数日から数カ月後，時に数年後に皮膚の腫脹や硬化，疼痛などに
て発症する疾患であり，進行すると四肢関節の拘縮を生じて活動は著しく制限される。現時点での確立された治
療法はなく，死亡例も報告されている。日本医学放射線学会と日本腎臓学会からなる NSFとガドリニウム造影剤使
用に関する合同委員会は，2008 年 7 月に「腎障害患者におけるガドリニウム造影剤使用に関するガイドライン」を
発表した。その後，多くの public opinion が寄せられ，また新たな研究結果が報告されたことにより，2009 年 9 月
に一部これを改訂した。本稿は「腎障害患者におけるガドリニウム造影剤使用に関するガイドライン（第 2 版：2009
年 9 月 2 日改訂）」に基づきその要旨を紹介する。なお，ガイドラインの十分な理解のためには，ガイドライン本体に
よる確認が必要である。

ガイドライン本文
1）ガドリニウム造影剤は，腎障害の有無にかかわらず，診断のために不可欠と考えられる場合にのみ使用されるべ
きであり，投与にあたっては各々の医薬品添付文書に則り，用法，用量を厳守すること。また，CT や血管造影
などの X 線検査のための造影剤として，ガドリニウム造影剤を使用してはならない。
2）造影 MRI 検査にあたっては，緊急検査などでやむを得ない場合を除き，腎機能（糸球体濾過量：GFR）を評
価すべきである。臨床的には，
性別，
年齢，
および血清クレアチニン値から推算 GFR（推算糸球体濾過量：以下，
eGFR）を算出して腎機能を評価することが推奨される。なお，血清クレアチニン値は，できるだけ造影 MRI 検
査日直近のデータを使用する。
3）原則としてガドリニウム造影剤を使用せず，他の検査法で代替すべき病態として以下のものがある。
・長期透析が行われている終末期腎障害
・非透析例で GFR が 30 ml/min/1.73 m 未満の慢性腎不全
2

・急性腎不全
4）上記 3 に該当するが，やむを得ずガドリニウム造影剤を使用しなければならない場合には，NSF 発症報告の多
いガドリニウム造影剤の使用を避けるのが望ましい。
5）GFR が 30 ml/min/1.73 m 以上，60 ml/min/1.73 m 未満の場合には，ガドリニウム造影剤使用後の NSF
2

2

発症の危険性が必ずしも高くないとする意見もあるが，実際に NSF 発症の報告もあり，ガドリニウム造影 MRI
検査による利益と危険性とを慎重に検討したうえで，
その使用の可否を決定する必要がある。
なお，
使用に当たっ
ては必要最少量を投与すべきである。
6）GFR が 60 ml/min/1.73 m 以上の場合には，ガドリニウム造影剤使用後の NSF 発症の危険性が高いとする
2

根拠は乏しい。
7）すでに NSFと診断されている症例には，ガドリニウム造影剤は投与すべきではない。
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● 参考（抜粋）
① eGFR に関する諸注意を以下に記す。
1）日本人を対象とした以下の推算式を用いるのが望ましい。
男性：eGFR（ml/min/1.73 m ）＝194×Cr − 1.094×Age － 0.287
2

女性：eGFR（ml/min/1.73 m ）＝194×Cr － 1.094×Age － 0.287×0.739
2

2）急性腎不全では腎機能が安定していないので，eGFR による評価は行うべきではない。
3）GFR 推算式は成人用であり，18 歳未満には適応されない。
4）GFR 推算式は妊娠中には適応されない（妊娠時の実測 GFR データがない）。
5）eGFR の正確度は GFR 実測値の±30％の間に 75％の症例が含まれる程度である。正確な腎機能評価が
必要な場合には GFR（イヌリンクリアランス）
，Ccr（クレアチニンクリアランス）を実測する。Ccr は GFR より
高値となるので×0.715 で補正し，1.73 m の体表面積補正値で評価を行う。
2

② NSF の発症確率を正確に推計することは容易ではなく，
ガドリニウム造影剤間における NSF のリスクの差は，
はっ
きりしない。しかし，現在までに入手可能なデータをみる限りにおいては，gadodiamide（Omniscan）に最も報
告が多く，腎障害患者あるいは透析患者に投与された場合の発症確率はおおむね 5％以下と推定される。次
いで，gadopentetate dimeglumine（Magnevist）に報 告 が 多く，gadoteridol（ProHance）
，gadoterate
（Magnescope）による NSF 発症の報告はほとんどない。
③ NSF 発症の確率を高める可能性のある因子として，ガドリニウム造影剤の大量投与あるいは反復性投与などが
挙げられる。そのほか，大きな組織障害（活動性感染症，動静脈血栓症，大きな外科手術など）
，肝移植後ま
たは肝移植待機中の腎機能低下患者，エリスロポエチンの併用なども報告されている。
④腹水や羊水など体腔内に液体貯留が認められる場合には，ガドリニウム造影剤が長期間滞留する可能性がある
ため，ガドリニウム造影剤の使用については慎重であるべきである。
参考文献
【造影剤腎症】
・腎障害患者におけるヨード造影剤使用に関するガイドライン 2012. 日本腎臓学会・日本医学放射線学会・日本循環器学会（共同編集）. 東京医
学社，2012
【NSF】
・腎障害患者におけるガドリニウム造影剤使用に関するガイドライン（第 2 版）
，2009 http://www.radiology.jp/modules/news/article.php？
storyid ＝ 773
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画像診断における医療被曝と MRI における電磁波の影響

はじめに
画像診断は，電離放射線・電磁波（非電離放射線）が生物学的影響を有する意味において，ほかの医療行
為同様に侵襲性を伴うといえる。医療関係者全員がこれを認識し，患者に最大の利益を生む目的で実施しなけれ
ばならない。

画像診断における医療被曝

₁ 基本の考え方

画像診断で用いる電離放射線が生物学的影響を伴うため，医療における有効利用を目的としていても，適切な
放射線防護の原則を遵守しなければならない。放射線防護の原則は「正当化」「最適化」「線量限度」の三原
則である。ただし，
患者の被曝に線量限度を設定すると，
検査や IVR の手技が限定されるなど放射線診療を制限し，
患者の便益を損なうおそれがあるため，正当化と最適化の二原則で対応する 。また，医師は放射線診療の責任
１）

を担い，安全性を担保する義務がある。
放射線診療における正当化は，放射線利用から得られる便益が放射線被曝のリスクを上回ることである。最適
化は，正当化された放射線診療の不要な被曝を回避し，安全文化の醸成した環境下で，患者に最大の利益を保
証する線量を用いることを意味する。従事者の防護において，被曝線量を合理的に可能な限り低く抑える最適化と
は異なる。さらに，正当化され，最適化された放射線利用であっても，人体へのリスクに配慮して，一定の線量レベ
ルを超えないように実施していく。
画像診断における正当化と最適化の手法を具体的に記載する。患者の被曝が正当化されるには，検査や IVR
の適応があり，患者の同意を得ている必要がある。最適化は，撮影線量や放射性医薬品投与量を，診療ガイドラ
インなどを参考にして，個々の患者の利益が最大になるように考慮することを意味する。これらの原則に則った患者
の被曝管理の手順は次の①〜④である。①医学的に CT や核医学などの放射線検査や IVR が必要不可欠と判
断できる。②診療記録から重複のない手技であることを確認する。③患者が検査や IVR の必要性を納得し合意
する。④個別の患者の状況に適した撮影条件，投与量で施行する。線量低減を試みる際は，病変が確実に描出
され，なおかつ日常多数の画像診断を行う放射線科診断医に負担のかからない画質が担保されるように留意する。
また，核医学検査で用いる放射性医薬品が尿路系排泄薬であれば，患者に頻回の排尿を促すことが患者線量の
低減に直結する（図 1）
。

2 被曝の分類

放射線防護の領域では，放射線被曝を，医療被曝，職業被曝，公衆被曝に分類している。医療被曝には，前段
に記載した患者自身の被曝に加えて，患者を介護することによる家族や介助者の被曝と，生物医学研究の志願者（ボ
ランティア）
の被曝も含めている。医療被曝は法令としての線量限度は設けていないが，
患者を介護する者の被曝は，1
回の治療期間を通して 5mSv 以下を目安とするように通知で示している （図 2）。このような，目安値の総称を，線
2）

量拘束値と呼ぶが，線量限度のような強制力はない。線量拘束値は，個別の状況に合わせて判断すればよい。たと
えば，放射線の内用療法を受けた患児の帰宅を考える場合には，家族の線量拘束値を厳密に担保することよりも，家
族と離れて過ごす患児の精神的な不安を優先して検討する。
生物医学研究の志願者は医学の発展には欠かせない。創薬の際には体内動態を把握する必要があるし，画
像診断装置の開発時にも最終的には志願者を撮像して評価する。研究を開始する場合には臨床倫理の考え方に
則るのみでなく，放射線利用の正当性と最適化を担保するように努める。線量拘束値は特に決めていないが，日本
核医学会 放射線防護委員会からの，生物医学研究志願者の放射線防護に関する提言（http：//www.jsnm.
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org/japanese/11-10-28）を参考にして，日本医学放射線学会も画像診断に関する提言の策定が望まれる。一般
的には，治験に加え，臨床試験や患者を対象とした臨床研究参加者が対象であるが，新しいほかの検査法との精
度比較に利用する場合は，線量管理に加えて，具体的な検査の件数（対象者数）を限定する必要がある。健常
志願者を対象とする研究においては，参加者の年齢や過去の参加履歴を考慮する。妊婦や小児を対象とすること
は真に必要な場合を除き避けるべきである。患者志願者を対象とする場合は，参加者個人への直接的または間接
的利益が見込まれる手法に限定する。

3 線量評価

画像診断における医療被曝線量評価には，個々の検査手法ごとに一般に利用している指標値を用いる。一般撮
影と透視では患者の皮膚の入射表面線量を，CT では CTDIvol や DLP，核医学は投与放射能量による。核医学
検査は投与量を検査前に確認可能だが，単純 X 線撮影の指標値は患者ごとの実測は困難である。このため，医
療法施行規則が規定している医療安全のための品質管理と教育研修 を遵守し，定められた方法による線量測定
3）

と操作技術に関する定期的な教育研修により，装置が表示する指標値の正確性を担保する。
放射線防護で用いる実効線量は，何らかの放射線源からの被曝が生じる場合，計画段階で事前に評価を
し，安全に配慮する目的に利用する。また，計画実施後に安全が守られているかを確認する目的で，線量限度
などの規制値としても利用している。しかし，国際放射線防護委員会（International Comission on Radiation
Protection：ICRP）は，基本的な放射線防護線量として，実効線量を推奨する一方で，特定の個人の被曝に対
し後ろ向きに確率的影響のリスクを見積もるためには用いるべきではないし , 人体被曝の疫学的評価にも用いるべ
きではないことを明言している 。組織加重係数の根拠である発がんの確率的影響に対するリスクは，年齢や性別
1）

に大きく依存することが最大の理由である。医療被曝に対する放射線のリスク評価は , 照射される個々の臓器・組
織線量を吸収線量（単位は Gy：グレイ）で評価することを提唱している。実効線量は簡便に求められることもあり，
線量比較を行った多くの医学論文で利用されて来たが，医療における利用が認められる場合は，①異なる診断検
査や IVR 手技，②類似の技術や手技を異なる病院や国で用いる場合，③同一の医学的検査に対する異なる技術，
の利用を評価する場合に限定される。これらの場合に置いても，発がんのリスクが年齢や性別に大きく依存すること
を考慮しなければならない。福島第一原発事故災害後マスコミが各種検査値を実効線量で報道し，住民の被曝
線量と比較するような誤用が相次ぎ患者に混乱をまねいた。実効線量はこれまで以上に厳格な利用が求められて
いる。

医療における適切な患者被曝管理

患者毎の最適の条件

患者の理解・同意

検査目的に合致した画質
撮影範囲，
単純及び造影検査の判断
検査により必要な情報が得られることを
理解して同意

検査の適応

装置の安全管理

ガイドラインと患者の状況をもとに判断
前医の検査内容の確認
装置のQAQCに関する法令を順守
撮影や装置管理の新技術の習得

医療被曝

職業被曝

公衆被曝

線量限度なし
患者本人と家族
生物医学研究の
志願者が対象

線量限度あり
医療では
放射線診療従事者が
対象
個別に被曝量を管理

線量限度あり
施設の構造設備に
関する法規制など
で線量限度を担保

図 2 放射線被曝の分類
放射線防護の領域では，人の被曝を，医療被曝，職業
被曝，公衆被曝の 3 種類に分けて管理する。医療被曝
に線量限度はないが患者家族や介助者の被曝は 1 事
象あたり5 mSv 以下になるように努める。

図 1 患者・医療者の被曝管理の原則
患者は病変発見，疾病治療のための最適の線量を患者ごとに管理する。
医療者は放射線安全への意識を常に持つように教育し，個々の被曝が最
小になるように管理する。
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MRI における電磁波の影響
MRI では静磁場と電磁波の影響に配慮する。非常に強い静磁場環境下では，赤血球の変形や，静磁場環境
を行き来する人へのふらつき等の症状を発症する。しかし，日常診療に利用する 3T 以下の装置の利用では，これ
らの変化は生じない。MRI では電磁波の影響として，SAR（specific absorption rate）を考慮する。SAR は物
体に吸収される単位質量当たりの高周波電力（W/kg）を意味し，
深部体温の上昇に影響する。磁場強度の 2 乗，
高周波磁場強度の 2 乗，RF パルスのデューティーサイクル，患者の断面の半径の 2 乗，組織の電気伝導率（脳，
血液，肝臓，脳脊髄液で大きく脂肪，骨髄では小さい）のそれぞれの事項に比例する。X 線検査における吸収線
量同様に日常診療での計測不可能な指標値のため，撮像条件ごとに装置に表示される，製造元が保証する操作
モード（通常，第一次水準管理，第二次水準管理）を用いて判断する。通常操作モードの範囲内の撮像条件で
患者に生理学的ストレスを引き起こす可能性はなく，安全を保証する目安となる。しかし，3T 以上の装置を利用す
る時は，画質を追求すると，容易に，患者にはなはだしい生理学的ストレスを引き起こす可能性があると定義している，
第一次水準管理操作モードに達する。このような場合，高周波磁場が不均一になることから局所的に SAR が高い，
いわゆるホットスポットを生じる可能性がある。臨床上の必要性を検討し，可能な範囲で FA を小さくする，マルチス
ライス数を制限する，TR を延長するなど撮影条件設定を変更して対応する。
妊婦の MRI 検査では電離放射線のように小児がんや催奇形性へのリスクではなく，SAR の増加による胎児の
発達遅延などの発育への影響に配慮する。しかし，4T 以下では安全や危険の根拠とすべき知見はほとんど存在
しない。このため，日本磁気共鳴学会は，MRI 以外の非電離放射線画像（超音波）では不十分で，電離放射
線画像（X 線透視や CT など）の代替えをするほど MRI 検査が必要とされているならば，妊婦に行っても支障は
ない，としている。医学的に MRI 検査が必要な場合には，患者へ正確に情報を提供し納得できたことを確認して
から検査を実施する。
なお，MRI では体表面に導電流（渦電流）を生じることで火傷を負う危険性があるため，電流が流れやすい回
路（ループ）を作らないような工夫も必要である。発汗による水が導電体となる場合，ボアやコイルまたは被検者の
身体の一部の点接触によって導電流（渦電流）に抵抗が生じたことが原因の火傷事故が報告がされている。この
ように電磁場環境に対する知識不足が医療事故に直結する場合が多い。医療法施行規則で定めた教育研修の
一環として，装置の使用上の注意事項を遵守して運用するように安全性に重点を置いた継続的な研修に努めること
が，電磁波の影響を最も回避する手段である。
MRI の電磁波は生体の深部温度上昇と体表面に渦電流を発生する危険性を認識し，通常操作モードを越える
撮像条件においては放射線診断における正当化，最適化と同様の判断を適用する。

おわりに
放射線・放射性物質の利用は，医療，製造業，農業の多岐にわたる分野の発展に貢献し続けている。これら
は放射線の持つ，殺菌，分子間の架橋の変化，細胞の変異原性と組織損傷の性質を有効活用した成果といえる。
しかし，運用に際しては，人への発がん性が確認された物質

であることを基本とした適切な防護措置を整備し，

1）

安全利用に努めなければならない。
参考文献
1）ICRP Publication 105：医学における放射線防護.（社）日本アイソトープ協会編. 東京，2011
2）放射性医薬品を投与された患者の退出について, 医政指発第 1108 第 2 号，2010
3）医療機器に係る安全管理のための体制確保に係る運用上の留意点について. 医政指発 0330001 号，医政研発第 0330018 号，2007
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CT における X 線被曝の現状と低線量化技術

はじめに
X 線 CT（以下 CTと略）が現代医療を支える最も重要な診断モダリティの一つであることは論を俟たない。し
かしながら，CT の検査件数は全放射線学的検査数の 17％程度にもかかわらず，その集団線量は 50％近くを占め
ることから ，CT は放射線学検査において比較的被曝量が多い検査と位置付けられる。このため，被曝低減の
1）

ための種々のハードウェアおよびソフトウェアの開発が行なわれている。本稿では，現時点の CT における平均的な
被曝量，それによる発がんリスクを述べた後に，最近の代表的な低線量化技術について述べる。

CT の X 線被曝量と発がんリスク
表に種々の CT 検査における平均実効線量を示す。これによると，頭部，肺などの一領域のスキャンはいずれ
も10mSv 未満であるのに対して，肝臓ダイナミック CT，冠動脈 CT，仮想大腸内視鏡等は 10 〜 17mSvと，比較
的被曝量の多い検査となっている 。また，CT スキャンの高速化に伴い，胸部から骨盤まで，あるいは肝臓ダイナ
2）

ミック CT に胸部を加える等の広範なスキャンが増加している。さらに，近年では，臓器の灌流を解析する灌流 CT，
perfusion CTも臨床に用いられるようになってきたが，perfusion CT では寝台を固定して連続スキャンを行うため
被曝量が比較的多い。
CT での被曝による発がんリスクを推定した論文はいくつかあるが

，成人において 100 mSv 以下の CT 被曝

3-6）

による発がんリスクは極めて小さいと考えられている 。一方，小児に関しては，発がんリスクが成人よりも高いこと
7）

が指摘されており十分な注意が必要である

。

6）8）

ここで留意すべきことは，現在の CT による発がんリスクの推定について言及した論文は，ほとんどが広島・長崎
の原爆被爆者のデータを用い LNT 仮説（the linear non-threshold theory）によりリスクを推定している点である。
広島・長崎のデータでは，100 mSv 以下の被曝においてはがんの有意な増加は認められておらず

，CT のよ

9）10）

うな低線量被曝により発がんリスクが増加するかは実際には不明である。しかしながら米国科学アカデミー「電離
放射線の生物学的影響に関する委員会（BEIR）
」の BEIR Ⅶ Phase 2 の報告では，LNT 仮説を否定しうる十
分な証拠は存在しないという立場をとっており ，現時点では，ALARA（As Low as Reasonably Achievable）
11）

の原則

にもとづいて，必要最小限の X 線量で CT 検査することが必要であろう。

12）

CT における低線量化技術
上記のような背景のもとに，
現代の CT においては種々の被曝低減技術が開発されている。このようなものとしては，
自動 X 線曝射制御機構，逐次近似画像再構成法，量子ノイズ低減フィルター，低管電圧撮像，ボータイフィルター，
ヘリカルスキャン端の無効 X 線の遮蔽，検出器・回路系の改良，テーブル移動による関心領域のセンタリング等が
ある。本稿では，最近言及されることが多い自動 X 線曝射制御機構，逐次近似画像再構成法について述べる

₁ 自動X線曝射制御機構（Automatic Exposure Control：AEC）

自動 X 線曝射制御機構（以下，AECと略）とは，個々の患者において体の各部の X 線吸収度に応じて管電
流を変調し，患者の部位ごとに X 線照射量を最適化するものである

。AEC には，スキャンの Z 軸方向（頭

13）14）

尾方向）に管電流を変調する Z-axis modulationとXY 平面内で管電流を変調する Angular modulation があ
る（図 1）
。Z-axis modulation では，AP のスカウト像から体の各部の X 線吸収度を測定した後に，体の各部を
その X 線吸収度を有する円柱あるいは楕円柱の水等価物質のスライスからなると見なして，各スライスにおいて予
め設定した一定の画像ノイズ値を実現できるような管電流の X 線を照射するものである（図 1A）
。これに対して
angular modulation（図 1B）には 2 つの方式がある。1 つの方法は，AP のスカウト像における Z 軸に直行する
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主な CT 検査の実効線量
検査

平均実効線（mSv）

＊

頭部

2

頸部＊

3

胸部＊

7

腹部＊

8

骨盤＊

6

肝臓ダイナミック CT ＊＊

＊

17

冠動脈 CT ＊

16

仮想 CT 大腸内視鏡＊

10

肝臓灌流 CT ＊＊

27

文献 2 より引用， 筆者の施設での値
＊＊

A

C

B

mA

Y
161 mA

Tube current
225 mA

186 mA

50 mA
215 mA

184 mA
117 mA
Z

231 mA

186 mA
X

X-ray tube
161 mA

Z

図 1 自動 X 線曝射制御機構（AEC）
A Z axis modulation B angular modulation C Z-axis modulation と angular modulation を組み合わせたもの

X 線吸収度のプロファイルを測定し，Z-axis modulationと同様にそのプロファイルから患者を楕円体の水等価物
質のスライスと見なして患者の AP 方向および RL 方向の径を推定して，設定ノイズ値を実現できるように XY 平面
内で管電流の変調を行うものである。もう1 つの方法は，ヘリカルスキャンにおける管球の位相の 180 ゜
前における
X 線吸収度からフィードバックをかけて管電流を変調するものである。最近の CT 装置では，Z-axis modulationと
angular modulation を組み合わせて，三次元的に管電流の変調を行うものが多い（図 1C）。AEC による線量
低減効果は部位により異なるが，10 〜 43％程度である

。

15-19）

AEC は基本的には画像ノイズ値を一定にするように管電流の変調を行うが，最近は，コントラストノイズ比を一定
にするように管電流および管電圧を変調する新たな AECも開発されている 。管電圧の変調も行う場合は，画像
20）

コントラストも変化するために，画像表示上のウインドウレベルおよびウインドウ幅の調整も必要となる。

2 逐次近似画像再構成法（iterative reconstruction）

現在，CT の画像再構成はフィルター補正逆投影法（filtered back projection：FBP）により行われることが一
般的である。逆投影法とは，X 線が被写体を通過し X 線検出器に順投影されたデータを，データ空間上に逆投影
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画像
（ｂn）

（n）
比較・修正

実際の投影データ

（2）
比較・修正
画像
（ｂ2）

（a）
画像
（ｂ1）

（1）
比較・修正
初期値
（b）

7

順投影

順投影

順投影

図 2 逐次近似画像再構成法の概略

することにより画像を再構成する方法である。逆投影法は，画像の各画素の真値に対して相対的に数値を再現で
きる一方で，本来データが存在しない箇所にもデータが発生してしまい，これが画像のボケとなる。このボケを抑制
するために，投影データに対して特定の関数をコンボリューションして補正を行い，この補正した投影データを逆投影
して，
真の画素値に近い画像を得るのがフィルター補正逆投影法である。補正に用いられる関数は，
フィルター関数・
再構成関数・再構成カーネル等と呼ばれる。フィルター補正逆投影法は，演算処理が高速で robustness があるが，
ノイズやアーチファクトが多く投影データを得るために比較的多くの X 線量が必要という欠点がある。
これに対して，逐次近似画像再構成法では，まず断層像の各画素値の初期値としてある解を仮定し，それを順
投影したデータを作成する。この投影データを実際の投影データと比較して修正を行い，その修正された投影デー
タをさらに逆投影して仮定した画素値をさらに修正する。逐次画像再構成とは，この修正を反復（iteration）して
行うことにより真の解に近づけて行く方法である（図 2）
。
逐次近似画像再構成では，演算の反復回数を増やすことで各画素値は真値に近づいてゆく一方，反復回数を
増やすほど元々の投影データに含まれるノイズ成分も忠実に再現してしまう。これに対して，逐次近似画像再構成
では，統計学的ノイズモデル・スキャナー光学モデル（図 3）
・解剖学的モデル等を仮定した演算を行いノイズおよ
びアーチファクトの低減を行う 。逐次近似画像再構成では，従来の FBP の 25 〜 50％程度の線量で撮影できる
21）

ことが期待されている（図 4）

。

22-24）

逐次近似画像再構成では順投影・逆投影を反復して演算するため，最近まで CT に搭載されている演算処理
用ハードウェアでは 300 スライス程度の画像を演算するのに 60 分程度かかっていたが，現在，320 スライスを 3 分
程度で演算できる CT 装置も登場しており，ワークフローを工夫すれば十分に臨床で役立てることができるレベルま
でになっている。現時点で，実用化されている逐次近似画像再構成法は，Veo（GE）および FIRST（東芝）で
ある。
以上述べたのは真の意味での逐次近似画像再構成であるが，本質的には FBP である。逐次近似画像再構
成の開発の過程で得られたモデルに基づくノイズおよびアーチファクト低減技術を，FBP に組み込んだ画像再構成
法があり，これらは逐次近似応用画像再構成法あるいはハイブリッド型逐次画像再構成法と呼ばれる。このような
逐次近似応用画像再構成としては，ASiR（GE）
，AIDR 3D（東芝）
，iDose 4 および IMR（Philips）
，SAFIRE
（Siemens）
，Intelli IP（日立メディコ）などがある。これらにおいては，画質を維持したまま 50％程度の線量低減
が可能であり，演算時間も実用上 FBPとほぼ同等である（図５）
。
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（cone shaped）
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Point voxel
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Real
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図 3 逐次近似画像再構成法に使用されているスキャナー光学モデルの例

従来のフィルター補正逆投影法（A）では，X 線発生源，CT のボクセル，X 線検出
器のマトリックスは無限小，X 線ビームは幅が極めて狭いペンシルビームと仮定して
ある。これに対して，最近の CT に使用される逐次近似画像再構成法のスキャナーモ
デル（B）では，X 線発生源，CT のボクセル，X 線検出器の各マトリックスは一定
の広がりを有し，X 線ビームは円錐状の広がりを持つコーンビームと仮定している。

A

B①

B②

図 4 従来のフィルター補正逆投影法と逐次近似画像再構成法の比較（東芝メディカル社の提供による）

いずれの画像も，胸部ファントムを管電圧 120 kV，管電流 40 mAs，0.5 mm 厚スライスで撮影した同一データより再構
成した画像である。従来のフィルター補正逆投影法による画像（A）では，ノイズおよび肩によるストリークアーチファ
クトが大きい。これに対して，統計学的ノイズモデルや解剖学的モデルによる補正を加えていない逐次近似画像再構成（B
①）では，A よりは多少ノイズは低減しているものの，依然，ノイズ・ストリークーチファクトとも大きい。モデルによ
る補正を行った逐次近似画像再構成（B ②）では，ノイズ・ストリークアーチファクトとも大きく軽減されている。

最近は，逐次近似画像再構成法と低管電圧撮影を組み合わせて，被曝低減と造影剤の減量を同時に行うことも
試みられており ，注目されている。
25）

おわりに
ここで述べたように，現在もCT の低線量化を目指して様々な技術開発が行われている。しかしながら，それにも
増して患者の被曝低減のために重要なことは，放射線診断医が CT の適応をよく検討し，必要最小限の X 線被曝
で検査を行うようにすることである。放射線診断医は単にできあがってきた画像を読影するのみではなく，検査プロト
コールを立てる段階から CT 検査に関与し，検査の適正化・低被曝化に努めるべきである。
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A

7

B

図 5 従来のフィルター補正逆投影法および逐次近似応用画像再構成（AIDR 3D）の比較
肝内胆管癌の肝臓ダイナミック CT の動脈相の画像で，いずれも同一のデータより作成したも
のである。撮像は，Aquilion Oneを使用し，管電圧 120 kV，0.5 sec/rot. 80 列ヘリカルモー
ド，ヘリカルピッチ 0.8125 で行った。
A 従来のフィルター補正逆投影法により作成した画像 B 逐次近似応用画像再構成法
（AIDR 3D）で作成した画像 A と比較して，ノイズが著明に減じているにもかかわらず，構造
物の輪郭は比較的よく保たれている。
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8 小児画像診断の考え方，進め方
はじめに
小児は体格も正常像も成人とは異なり発育に伴って変化する。病気の種類，頻度も成人とはかなり異なるので，
画像検査においても小児に関する知識と小児に合わせた対応が必要であり，放射線診断専門医に求められている。
本稿では，放射線被曝を伴う検査の小児における進め方を中心に記載する。また，小児では画像検査に伴い鎮静
が必要なことが多いため，検査時の安全確保も重要である。

小児の画像検査における放射線被曝を減らすために：正当化と最適化
言うまでもなく，小児は成人より余命が長く画像検査に伴う色々な侵襲に対する感受性が高いため，
「正当化と最
適化」により心掛けなければならない。成人よりも明らかに影響が大きいのは放射線被曝による発がんリスクであるが，
画像診断による放射線被曝で検査数，総線量ともに大きいのは CT 検査である。CT のような低線量域の被曝では，
発がんリスクが増大するという証拠はないとされていたが，近年小児 CT 検査被曝により様々の癌発生リスクが上昇
するという論文が次々と出版された

。個々のリスクは決して高くはないが，全体としての発がんリスクの増加が明

1-4）

らかにされている。画像診断医はこの事実を真摯に受け止めて，小児 CT 検査の正当化と最適化に努めなければ
ならない。

₁ 小児画像検査の正当化
わが国より放射線科医が CT 検査をコントロールしている率がかなり高いと考えられるヨーロッパからの報告でも，
小児 CT のうち 30％は検査不要か放射線を使わない他の検査（超音波検査，MRI に代表される）に変更可能

本版では小児の章はもうけられなかっ
であると考えられている 。ガイドラインは検査の正当化の判断に有用であり ，
5）

5）

たが，小児に関連する CQ が増えたので役に立つと考えられる。
小児画像診断における放射線被曝を減らすためには，多職種と患者，家族を交えたコミュニケーションが必須で
あるというコンセプトのもと，世界保健機構（WHO）はワークショップレポートをまとめている 。正当化には画像診
6）

断医，依頼医，患者および家族のコミュニケーションが必要とされている。依頼医は，検査依頼時にその検査が，
既に行われているのではないか？ 患者管理に影響するのか？ 本当に必要か？ 今必要か？ 最適な検査か？ 画像診
断医に必要性を明確に説明したか？ を自問してから依頼するとされ，欧米では依頼医側のガイドラインも作られてい
る。わが国ではこのような教育・啓発は不十分であり，上記の質問を画像診断医から依頼医に問いかけなければ
ならないことがほとんどであろうが，その手間を惜しんでは小児画像検査の正当化は成し遂げられない。
検査の適応の判断はまずは依頼医が行うものではあるが，その正当性を判断するのは画像診断医の最も重要な
仕事である。総論 7 にあるように，画像診断医はできあがった画像を読影するのだけが仕事ではない。特に小児に
おいては適応をよく検討して依頼医とコミュニケーションを図り，検査そのものを行うのか，超音波や MRI で情報を
得られないのかを含めた検討を行って正当化を計っていただきたい。普段からカンファレンス等で依頼医と話す機会
をできるだけ多く持っていることが役立つ。

2 小児画像検査の最適化

小児放射線検査の最適化は，ALARA（As Low As Reasonably Achievable） の原則に基づき行われる。
7）

最適化には診断医，技師，医学物理士のコミュニケーションが必要であるとWHO のレポートは述べている 。近年
6）

わが国でも被曝線量低減の動きが盛んであり，日医放をはじめとする関連学会，団体によって形成された医療被曝
研究情報ネットワーク（Japan Network for Research and Information on Medical Exposure：J-RIME）により，
（diagnostic
「最新の国内実態調査に基づく診断参考レベルの設定」が報告された 。小児 CT の診断参考レベル
8）

reference level：DRL）を表に示す。
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国内の小児 CT の診断参考レベル（文献 8 より引用）

1 歳未満

1～5歳

6 ～ 10 歳

CTDIvol

DLP

CTDIvol

DLP

CTDIvol

DLP

頭

部

38

500

47

660

60

850

胸

部

11（5.5）

210（105）

14（7）

300（150）

15（7.5）

410（205）

腹

部

11（5.5）

220（110）

16（8）

400（200）

17（8.5）

530（265）

注 1）16cm ファントムによる値を示し，括弧内に 32cm ファントムによる値を併記した。
注 2）CTDIvol の単位は mGy，DLP の単位は mGy･cm である。
8）
より詳しい情報は CT の診断参考レベル設定の報告 を参照のこと

施設規模や地域，人員の状況は様々であるし，使用できる CT 装置の性能が異なることもあり，DRL は線量限度
ではない。検査によっては臨床的な必要性があれば超過してもよい値であるが，異常に高い線量を用いている，あ
るいは成人と同じ値を用いている施設を特定し，最適化を促す指標となる。DRL の目的は最適化であって単純な
線量低減ではない。小児 CT においては通常は単相撮影（原則的に緊急時の頭部 CT は単純のみ，通常の躯
幹部 CT は造影 1 相のみなど）で十分な診断情報が得られる。小児専門施設においても，必要な場合には DRL
を超えた線量設定で検査を行うこともあるし，動脈相を追加することもあるが，診断医の判断により求められている
診断情報に合わせての最適化の結果として行われるものである。また DRL は被曝線量の最適化を促すものであ
り，画質に関しては何も考慮されていない。小児の被曝を気にするあまり診断情報が十分に得られないほどの低線
量で撮影された画像，一回線量は低いが成人の臓器ごとのプロトコール通りに多相撮影された CT をみることがし
ばしばあるが，正当化がなされた検査でも必要な情報が得られなければかえって無駄な被曝となるだけである。また，
CT dose index（CTDI）
vol が DRLを下回っていても無用な多相撮影が行われれば dose length product
（DLP）
は 2 倍，3 倍となり最適化にはほど遠いことを認識しなければならない。放射線被曝の影響の大きい小児の画像検
査こそ，診断専門医の知識を生かすべきであり，それが専門医としての責務である。

画像診断における小児の安全対策
画像診断部門の診療に責任のある診断医は，造影剤副作用に対する安全対策を整えているが，小児画像検査
においては鎮静に伴う患児の安全性を確保することも重要である。特に MRI 室は常に強い静磁場が存在してい
るので，緊急時に二次災害を起こさないことを含めた対応を必要とする。日本小児科学会を中心とした共同提言が
参考になる 。画像診断部門の設備（配管など）とともにモニター類，小児の体格に合わせた緊急物品等の準備，
9）

緊急時バックアップ体制を整えることで造影剤副作用時の対応にも役立つ。

おわりに─放射線診断専門医として
小児は放射線被曝による発がんリスクも高い上に，造影剤などの薬剤の影響（蓄積効果やその結果の副作用な
ど）も60 年から 80 年以上の長い余命で考えなければならない。したがって小児画像検査は専門医の見識を持っ
て厳選され，最もふさわしい方法で低侵襲かつ必要な診断情報を損なわないような形で行われなければならない。
これは放射線診断専門医がその能力を最も発揮できるところであり，専門知識を駆使しての積極的関与が未来を
担う子ども達のために直接貢献する領域である。
文
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◆ 主な改訂ポイント ◆
●新たな CQ の追加
CQ16

虐待による頭部損傷が疑われる時に MRI を推奨するか？

CQ17

パーキンソン症候群の鑑別診断に核医学検査を推奨するか？

●タイトル，推奨グレードの項目・解説，文献等の変更
CQ4

タイトルを「急性期脳梗塞患者に対する血栓溶解療法の適応決定に有用な画像検査は何か？」→「急

性期脳梗塞患者に対する再灌流療法の適応決定に有用な画像検査は何か？」に変更した。
MRI の推奨グレードを C1 → A に変更。
推奨グレードに新項目を追加：CTA や MRA による脳血管の評価（血管内治療を考慮する場合）
（B）
CQ5 軽度の頭部損傷を有する小児患者において CT を推奨するか？
推奨グレードの説明内容において，PECARN rule などの基準を追加した。また，本文に本邦の実臨床に
即した適応について一部追加記載した。タイトルと本文の「外傷」→「損傷」に変更した。
CQ7 熱性痙攣が疑われる患者に神経画像診断検査は必要か？
日本小児神経学会による熱性痙攣診療ガイドライン 2015 の内容を取り入れ，推奨グレードの説明内容お
よび本文を一部変更した。
CQ8 側頭葉てんかんの診断にはどのような画像検査が有用か？
本文の MRI の一部および SPECT/PET の記載内容を変更した。
CQ9 誘因のない初発の痙攣を有する患者に CT・MRI を推奨するか？
推奨グレードの説明内容および本文に小児に関する記載を追加した。
CQ11 成人の一次性頭痛に対し，CT・MRI 撮影は必要か？
推奨グレードの説明内容を一部変更し「神経脱落症状を伴わない一次性頭痛を強く疑う場合は CT・MRI
の有用性は低く，推奨しない。」に変更した。また，本文に日本神経学会 ･ 日本頭痛学会より 2013 年に
発行された「慢性頭痛の診療ガイドライン」記載の「二次性頭痛を疑うポイント」を追加した。
CQ15

タイトルを「正常圧水頭症にはどのような画像検査が有用か？」→「特発性正常圧水頭症にはどの

ような画像検査が有用か？」に変更した。
CQ10，12，14 にも，一部軽微な変更・追加があった。
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脳神経領域の標準的撮像法
はじめに
MRI は CTと比較してコントラスト分解能が高く，骨からのアーチファクトがないため，中枢神経病変の描出に優
れ，頭部領域においては多くの疾患において第一選択の画像診断法である。なお，急性期の脳出血や頭部外傷
のほか，ペースメーカー装着者，患者の状態が不良で MRI 検査が憂慮される場合，骨病変や石灰化を評価する
場合は，CT が優先される。MRI が CTと比べ極めて有用な疾患として，多発性硬化症などの脱髄性病変を含む
炎症性疾患，変性・代謝性疾患，先天奇形，脳幹・脊髄病変，髄膜播種，頭部外傷による軸索損傷，
トルコ鞍部
病変などがある。脳腫瘍，亜急性期や慢性期の脳血管障害，骨髄の変化は，一般に MRI の有用性が高い。ま
た，MRI は形態情報のほか拡散，血流，代謝などの機能情報を提供しうる。放射性トレーサーを用いた SPECT
や PET は，血流や代謝などの機能評価に有用である。

頭部の基本的な MRI 撮像法
頭部のルーチン MRI では一般に 5 mm 程度のスライス厚で，T1 強調像，T2 強調像，FLAIR 像（もしくはプロ
トン密度強調像）を撮像する。また，拡散強調像は短時間に撮像でき，情報量も多いためルーチン撮像に含めて
もよい。横断像の基準は一般に AC-PC 線（前交連と後交連を結ぶ線）を用いることが多い。部位や検査目的に
応じて，冠状断像，矢状断像，薄いスライスの画像，三次元撮像などを選択，追加する。たとえば，頭蓋底部，
トル
コ鞍部，高位円蓋部では冠状断像，矢状断像は情報量が多く有用である。
病変による脳血液関門（blood-brain barrier：BBB）の破綻があるかどうか，病変が充実成分を有するかどう
かの判断には，造影剤投与による増強効果の評価が必要である。一般に腫瘍や炎症を疑う場合は，存在診断や
質的診断を高めるために造影剤使用を考慮する。その増強効果の評価には MRI の方が CT より優れている。

₁ T1強調像

T1 強調像は通常スピンエコー（SE）法を用いるが，グラジエントエコー（GRE）法から得ることもできる。T1
強調像で高信号を呈するものに，出血成分，高濃度蛋白を有する液体，脂肪成分，メラニンなどがある。T1 強調
像にて高信号のときに脂肪抑制法にて抑制されれば，脂肪成分の存在は確定できる。石灰化はスポンジ状の石灰
化巣に水分子が補足されると表面効果によりT1 強調像で高信号を呈するが，石灰化巣の状態によっては必ずしも
高信号を示さない。
造影剤投与による増強効果は，原則として造影前後の T1 強調像を用いて評価する。造影前の T1 強調像で
病変が高信号のときは，造影前後の画像をサブトラクションすることで増強効果を評価しやすくなる。眼窩や頭蓋底
などでは，脂肪信号が造影剤による増強効果判定の妨げとなるため，脂肪抑制法を併用する。微小下垂体腺腫
の検出など下垂体病変の診断には，3 mm 程度の薄いスライスで造影剤の急速静注を用いたダイナミック撮像が有
用である。

2 T2強調像
T2 強調像は通常高速スピンエコー（FSE）法を用いる。T2 強調像は脳実質病変の検出，嚢胞，壊死，出血

などの病変性状，
病変の進展範囲の評価において欠かせない。著明な高信号を呈するときの性状は，
主に液体（嚢
胞，粘液成分，血液成分）
，軟骨成分などを意味する。高速スピンエコーにて 180 ゜
パルスを多く用いているため，
磁化率効果が低下し出血の検出能は低くなる。小さな出血の検出には T2 強調像や磁化率強調像が有用である。
＊

₃ FLAIR像，プロトン密度強調像

FLAIR 像，プロトン密度強調像の性質は異なるが，ほぼ同じ目的で用いられることが多い。両者とも病変は高信
号，脳脊髄液が抑制されるため，脳脊髄液に接する脳病変の検出に有用である。また，くも膜下出血など脳脊髄
液内の病変の検出にも有用性がある。ただし，二次元（2D）撮像では脳脊髄液にアーチファクトがみられやすい
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ある。T1 強調像，T2 強調像と組み合わせて評価すれば診断に役立つことも多い。たとえば，陳旧性ラクナ梗塞，
白質病変，血管周囲腔の鑑別にはこれらの 3 種類の画像を組み合わせて評価することが有用である。

頭部の基本的な CT 撮像法
基本的にノンヘリカル撮像（nonhelical scan）とヘリカル撮像（helical scan）がある。頭部の単純 CT では
通常 120 kV の管電圧，5 mm スライス厚で撮像を行う。MDCT の多列化により，広範囲領域を高い空間分解能
で撮像可能である。また，撮像が高速化し，時間分解能も向上しているため，CT angiography（CTA）や脳灌
流画像も得ることができる。多列 CT では，一般に 0.5 〜 0.6 mm の等方性のボリュームデータを広範囲で得ること
ができる。さらに MPR（multiplanar reconstruction）
，MIP（maximum intensity projection）
，VR（volume
rendering）などの様々な画像再構成法を用いることは診断に有用である。

₁ 脳卒中が疑われる場合の撮像法
❶ CT

CT は短時間に簡便に施行でき，脳出血の除外目的に一般に最初に施行される。単純 CT にて通常 120 kV
の管電圧を用い，スライス厚は十分なコントラストを得るために原則として 8 〜 10 mm 程度（画質が十分な場合で
も最低 5 mm 以上）で撮像する。単純 CT では出血や早期虚血サインを評価する。CT angiography を追加す
ると，脳血管病変の把握に有用である。
❷ MRI
一般に頭部ルーチン撮像のほか拡散強調像，T2 強調像，MRA が撮像される。患者の状態によっては検査途
＊

中で中断の可能性もあり，重要な撮像法から順番に施行する。急性期脳梗塞では拡散強調像や MRA が特に重
要であり，早めに施行することが望まれる。急性期脳梗塞が疑われる場合には，通常以下の撮像を行う。
① 拡散強調像
② MRA
③ FLAIR 像
④ T2 強調像
＊

⑤ T2 強調像
⑥ T1 強調像
閉塞血管は FLAIR 像でしばしば血管内異常信号（intraarterial signal）として認められ診断に有用である
（図 1）。また，FLAIR 像は脳脊髄液信号が抑制されるため，くも膜下出血の診断に役立つことも多い。T2 強調
＊

像は脳出血の検出に有効である。代表的な撮像法の 1 例を表 1 に示す。

2 てんかんが疑われる場合の撮像法
❶ CT

熱性痙攣とは異なる急性の症候性痙攣患者では脳出血などの早急な治療を要する病変を除外するために CT
が選択されることが多い。CT は 5 mm 程度のスライス厚で撮像する。
❷ MRI
急性の症候をもたない患者では原則として MRI を第一選択とする。側頭葉てんかんが主な対象疾患となる場
合には，通常以下の撮像を行う。
① T1 強調像
② T2 強調像
③ 拡散強調像
④ T2 強調像（薄いスライスの冠状断像）
⑤ FLAIR 像（薄いスライスの冠状断像）
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ことは欠点である。また，深部灰白質や脳幹・小脳の病変は T2 強調像より描出能が劣ることがあり注意が必要で
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B

A

C

図 1 急性期脳梗塞
A 拡散強調像 右前頭葉，島に高信号域がみられる（→）
。 B FLAIR 像 右シルビウス裂内に高信号の血管が認め
られる（→）
。 C MRA 右中大脳動脈の描出が低下し，閉塞性変化がみられる（→）
。

表 1 脳卒中シーケンス例（3T 装置

撮像法

シーケンス

8 channel head coil）
TR/TE

スライス厚

拡散強調像

SE-EPI 法

3,200/60 ms

5 mm

MRA

GRE 法

20/3.5 ms

0.5 mm

FLAIR 像

IR 法

10,000/120 ms

5 mm

T2 強調像

GRE 法

570/40 ms

5 mm

T2 強調像

FSE 法

3,500/80 ms

5 mm

T1 強調像

FSE 法

450/10 ms

5 mm

＊

その他

Time of flighti 法

注）急性期脳梗塞では拡散強調像や MRA が特に重要であり早めに撮像する。

⑥ 3D MRI
海馬の評価には 3 mm 以下の薄いスライスによる冠状断の T2 強調像や FLAIR 像が必要であり，海馬に垂
直となるような断面にて撮像することが望ましい（図 2）。FLAIR 像では健常者において大脳辺縁系や島皮質は，
大脳新皮質と比べやや高信号を呈するので読影の際には注意が必要である。皮髄コントラストが明瞭な三次元グ
ラジエント画像（MP-RAGE，SPGR，TFE）は皮質形成異常などの検出に有用なことがある。拡散強調像は脳
炎や posterior reversible encephalopathy syndrome（PRES）などの病態把握に有効で，短時間に撮像でき
る。また，拡散テンソル画像はてんかんの病変の検出に有効な場合がある。腫瘍や炎症が疑われる場合は造影剤
投与による造影 MRI で評価することが望まれる。代表的な撮像法の 1 例を表 2 に示す。

₃ 頭部外傷における撮像法
❶ CT

急性期の頭部外傷には CT が有用で頭蓋内出血，脳挫傷，骨折の評価に有用である。撮像は一般に単純 CT
でスライス厚は 5 mm 程度で撮像する。ヘリカル撮像することで多断面での観察が可能になり，骨，脳，出血の関
係の把握に役立つ。
❷ MRI
頭部外傷が主な対象疾患となる場合には，通常以下の撮像を行う。
① T1 強調像
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A

B

図 2 左海馬硬化症
A 薄いスライスの T2 強調冠状断像 左海馬頭部の海馬指の消失がみられる（→）
。 B
の FLAIR 冠状断像 海馬体部に萎縮と高信号が認められる（→）
。

表 2 側頭葉てんかん

薄いスライス

MR シーケンス例（3T 装置 8 channel head coil）

撮像法

シーケンス

TR/TE

スライス厚

その他

T1 強調像

SE 法

450/10 ms

5 mm

T2 強調像

FSE 法

3,800/80 ms

5 mm

拡散強調像

SE-EPI 法

3,200/60 ms

5 mm

薄いスライス
の T2 強調冠状断像

FSE 法

3,500/80 ms

2.5 〜 3 mm

海馬に垂直な断面

薄いスライス
の FLAIR 冠状断像

IR 法

10,000/120 ms

2.5 〜 3 mm

海馬に垂直な断面

GRE 法

8.2/3.7 ms

1 mm

3DMRI 像
（MP-RAGE 等）

② T2 強調像
③ FLAIR 像
④ T2 強調像（磁化率強調像）
＊

⑤ 拡散強調像
これらの撮像により，急性硬膜外 / 硬膜下血腫 , 外傷性くも膜下出血 , 脳挫傷やびまん性軸索損傷の診断に有
用と思われる（図 3）
。代表的な撮像法の 1 例を表 3 に示す。

₄ 脳腫瘍が疑われる場合の撮像法

脳実質内腫瘍が主な対象疾患となる場合には，通常以下の撮像を行う。
① T1 強調像
② T2 強調像
③ FLAIR 像
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A

B

C

図 3 硬膜下血腫，軸索損傷
A FLAIR 右前頭葉脳表に硬膜下血腫（→）
，脳梁膨大部に軸索損傷（▲）を認める。 Ｂ 拡散強調像 軸索損傷（▲）
と思われる脳梁膨大部は高信号を示している。 C 磁化率強調像 右前頭葉白質に小さな低信号域が連なり，軸索損傷
が疑われる（→）
。

表 3 頭部外傷シーケンス例（3T 装置

撮像法

シーケンス

8 channel head coil）
TR/TE

スライス厚

その他

T1 強調像

SE 法

450/10 ms

5 mm

T2 強調像

FSE 法

3,800/80 ms

5 mm

矢状断，冠状断も有用

FLAIR 像

IR 法

10,000/120 ms

5 mm

矢状断，冠状断も有用

T2 強調像

GRE 法

570/40 ms

5 mm

磁化率強調像

（GRE 法）

（27/20 ms）

拡散強調像

SE-EPI 法

3,200/60 ms

＊

（2 mm）

5 mm

④ 造影 T1 強調像
⑤ 拡散強調像
⑥ 灌流画像
⑦ MR spectroscopy（MRS）
これらの撮 像により，局 在 診 断，性 状 診 断の両 方を行うことができる。 拡 散 強 調 像，灌 流 画 像，MR
spectroscopy（MRS）はそれぞれ腫瘍の細胞密度，血管床，代謝をみるために有用である（図 4）
。そのほか
造影三次元（3D）MRI を撮像すれば，病変部を薄いスライスで観察することや，多断面で再構成し評価すること
が可能であり，
局在診断に有用である。石灰化や骨の評価には CT が必要である。代表的な撮像法の 1 例を表 4
に示す。

₅ 認知症が疑われる場合の撮像法
 認知症のスクリーニングにおいて MRI の役割は大きく，アルツハイマー病，正常圧水頭症の形態診断に加えて，
他の認知症（血管性認知症，慢性硬膜下血腫，腫瘍等）の除外診断の目的にも重要である。
 認知症に対して MRI で評価を行う場合には，通常以下の撮像を行う。
① T1 強調像
② T2 強調像
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B

A

C

Cho

Cr

NAA

図 4 膠芽腫
A 造影 T1 強調像 左前頭頭頂葉に増強される腫
瘤を認める（→）
。 B 拡散強調像（ADC map）増
強域の ADC 値は正常脳よりやや高値である（→）。
C 灌流画像 増強域に著明な灌流増加がみられ
る（→）
。 D MRS 増強域に Cho の著明な増加，
NAA の低下がみられる。
Cho：コリン，Cr：クレアチン，NAA：N アセチルアス
パルギン酸，Lac：乳酸

Lac

D

表 4 原発性脳腫瘍シーケンス例（3T

撮像法

シーケンス

8 channel head coil）
TR/TE

スライス厚

T1 強調像

SE 法

450/10 ms

5 mm

T2 強調像

FSE 法

3,800/80 ms

5 mm

FLAIR 像

IR 法

10,000/120 ms

5 mm

造影 T1 強調像

SE 法

450/10 ms

5 mm

拡散強調像

SE-EPI 法

3,200/60 ms

5 mm

灌流画像

GRE-EPI 法

1,400/32 ms

5 mm

MRS

PRESS 法

1,700/270 ms

10 〜 15 mm

その他

b ＝ 1,000s/mm2 程度
ADC map の作成
Multivoxel 法または
Single voxel 法

注）灌流画像は一般に造影剤の急速静注による dynamic susceptibility contrast（DSC）法にて行う。
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図 5 アルツハイマー病

3D MRI（MR-RAGE）の冠状断 MPR 像
にて，両側海馬頭部の萎縮を認める（→）
。

表 5 認知症シーケンス例（3T 装置

撮像法

8 channel head coil）

シーケンス

TR/TE

スライス厚

その他

T1 強調像

SE 法

450/10 ms

5 mm

T2 強調像

FSE 法

3,800/80 ms

5 mm

FLAIR 像

IR 法

10,000/120 ms

5 mm

T2 強調像

GRE 法

570/40 ms

5 mm

拡散強調像

SE-EPI 法

3,200/60 ms

5 mm

b ＝ 1,000s/mm2 程 度
ADC map の作成

GRE 法

8.2/3.7 ms

1 mm

海馬に垂直な MPR 作成

GRE 法

20/3.5 ms

0.5 mm

Time of flight 法

＊

3D MRI 像
（MP-RAGE 等）
MRA

注）海馬に垂直な薄いスライスの冠状断が重要であり，3D MRI 像を撮像すればその画像データから再構成でき，
また，T1 強調像を省略できるかもしれない。

③ FLAIR 像
④ T2 強調像
＊

⑤ 拡散強調像
⑥ 3D MRI
⑦ MRA
アルツハイマー病と正常圧水頭症の MR 撮像法としては，頭部ルーチン撮影（T1 強調像，T2 強調像，FLAIR
像，拡散強調像）に加えて，海馬や高位円蓋脳溝の評価のために冠状断撮像の追加が望ましい（図 5）
。特に
海馬萎縮の視覚的評価には薄いスライスの冠状断像が有効である。拡散強調像はクロイツフェルト・ヤコブ病の
早期診断に有用である。最近では 3D MR 撮像法（magnetization prepared rapid gradient echo 法，turbo
field-echo 法など）
にて撮像し，
冠状断再構成し海馬の評価を行うこともある。
また，3D MR 撮像法はアルツハイマー
病で灰白質容積の減少を定量的に統計解析するときに用いられる（表 5）
。

脳血流シンチグラフィ
脳血流シンチグラフィ用薬剤として

Tc-ECD， Tc-HMPAO， I-IMP を用いる。投与は安静閉眼で臥床し

99m

99m

123

た状態で静注し，
撮像まで安静を保つ。 Tc-ECD， Tc-HMPAOは投与 5 〜 10 分より， I-IMPは投与 30 〜 40
99m

62

99m

123
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低エネルギー用高分解能コリメータを装着したガンマカメラの使用が推奨される。通常の撮影に加え，動態解析や
脳血流定量を目的にダイナミック収集する。負荷検査，脳血流測定法，統計画像解析については核医学診断ガイド
ライン 2008 を参照のこと。

てんかんの PET
₁ 検査の流れ
F-FDG を仰臥位閉眼状態で静脈内に投与する。使用量は撮像に用いる機種，年齢，体重により適宜増減す

18

る。投与 40 〜 60 分の安静後に PET あるいは PET/CT 装置にて頭部エミッションスキャンとトランスミッションスキャ
ン（PET の場合）あるいは CT（PET/CT の場合）を撮像する。データ収集は 3D モード，185MBq 投与で 10
分間が望ましい。

2 検査の注意点
❶ 前処置
少なくとも検査前 4 〜 5 時間は絶食で水分のみ摂取可能（糖分は不可）とする。血糖値が高いと脳への取り
込みが減少するため，投与直前の血糖値を確認する。脳糖代謝は神経活動により変化しやすいため， F-FDG
18

投与前 30 分より安静に心掛け，投与は仰臥位閉眼で行い，検査開始までできるだけベッド上で安静にしておく。
❷ 測定上の留意点
F-FDG 投与後の脳内放射能分布は経時的に変化するため，撮像のタイミングを一定にする必要がある。投与

18

後 40 分くらいまでは脳血流の影響を受けるため，1 回のみの撮像では，減衰や検査待機時間も考慮して 60 分前
後の撮像が望ましい。また，吸収補正に用いるトランスミッションスキャンや CT のデータとエミッションデータとの位置
ずれがないよう，撮像中に頭部が動かないよう工夫が必要である。
参考文献
1）日本医学放射線科専門医会・医会（社）日本医学放射線学会編：脳神経と頭頸部 . 画像診断ガイドライン . p1-64，2003
2）三木幸雄ほか：頭部 MRI：撮像プロトコルおよび 3T MRI の最新知見 . 日磁医誌 27：156-165，2007
3）Sasaki M et al：Discriminating between silent cerebral infarction and deep white matter hyperintensity using combinations of
three types of magnetic resonance images：a multicenter observer performance study. Neuroradiology 50：753-758，2008
4）ASIST-Japan 実践ガイドライン策定委員会編：急性期脳梗塞画像診断実践ガイドライン 2007
5）Latchaw RE et al：Recommendations for imaging of acute ischemic stroke：a scientific statement from the American Heart
Association. Stroke 40：3646-3678，2009
6）Essig M et al：MR imaging of neoplastic central nervous system lesions： review and recommendations for current practice.
AJNR 33：803-817，2012
7）平井俊範ほか：3T MRI における脳のルーチン撮像プロトコル . 日磁医誌 28：244-254，2008
8）日本核医学会編：核医学診断ガイドライン . p4-8，2008
9）日本核医学会編：FDG-PET，PET/CT 診療ガイドライン 2012 改訂版，http://www.jsnm.org/files/pdf/guideline/2012/fdgpet_guideline2012_120912.pdf
10）小児核医学検査適正施行のコンセンサスガイドライン（日本核医学会）
http://www.jsnm.org/files/pdf/guideline/2013/PediatricNuclMedGuideline1-2-3.pdf
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分後より撮像開始する。動態解析や脳血流定量を目的とする場合は，通常の撮影に加えてダイナミック収集を行う。
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1

くも膜下出血の診断に有用な画像検査は何か？

推奨グレード

A

推奨グレード

C1

A 単純 CT
C1 MRI
急性期くも膜下出血の検出には単純 CT を行うことを強く推奨する。
単純 CT で診断困難な場合には MRI を考慮してもよい。

背景・目的
非外傷性くも膜下出血の原因は主に脳動脈瘤の破裂であり，脳卒中の原因として重要である。急性期の診断に
は CT が一般的に利用されているが，CT で偽陰性となるくも膜下出血もあるので（図 A）
，腰椎穿刺が必要とされ
ている。また，くも膜下出血の検出には CT よりMRI，特に FLAIR 像が有用であるという報告もみられる（図 B）
。
本稿ではくも膜下出血の検出能について CTとMRI を比較し，それらの診断的有用性を検討した。

解

説

くも膜下出血の診断には単純 CT が基本とされている 。くも膜下出血を除外するために発症 6 時間以内に CT
1）

が撮影された 3,132 例を対象とした研究では，放射線科医が診断すれば，
くも膜下出血を感度・特異度ともに 100％
で検出可能としている 。しかし，出血の検出率は重症度と出血からの経過時間と関連している。くも膜下出血を
2）

検出する CT の感度は発症 12 時間以内では 98 〜 100％で，24 時間では 93％に，さらに発症 5 日後では 85％，6
日後には 57 〜 85％，1 週間後には 50％となり，経過時間とともに低下する

。

3-7）

くも膜下出血の診断に関して MRI（FLAIR 像，プロトン密度強調像，T2 強調像）の有用性についても
＊

報告されている。1.5T 装置を用いた 22 例の検討では発症 5 日までは FLAIR 像，T2 強調像，CT の感度
＊

は 100％，90.9％，91％，それ以降では FLAIR 像とCT の感度が低下し 33.3％と45％になるが，逆に T2 強調像
＊

では 100％に上昇する 。同様に 1.5T 装置を用いた 41 例の検討では，発症 4 日までの T2 強調像とFLAIR 像
8）

＊

の感度はそれぞれ 94％と81％，発症 5 日から 14 日では 100％と75％と報告している 。急性期では FLAIR 像が
9）

有用であるが時間とともに感度が低下するので，亜急性期では FLAIR に加えて T2 強調像を撮像する必要があ
＊

る。ただし，T2 強調像はくも膜下出血の新旧について判別が難しいことがある。
＊

救急外来でのくも膜下出血の誤診率は 5 〜 12％程度と報告されているが

，単純 CT を撮影しなかったこと

10）11）

が主な原因である 。また，くも膜下出血を発症した患者の 4 分の 1 には頭痛が現れず，約半数は神経学的に異
6）

常がないとされているが

1）

，発症時の患者の症状が軽く，出血量が少ない場合（sentinel bleed や warning leak

といわれる出血）にはたとえ CT が撮影されても診断できないことがある

。発症 14 日までの非外傷性急性頭

12-14）

痛で神経学的に正常な患者 592 例を対象とした前向きコホート研究では，くも膜下出血を検出する CT の感度・特
異度はそれぞれ 90%と99% で，CT に加えて腰椎穿刺を組み合わせればくも膜下出血を除外するのに十分（感
度 100%，特異度 67%）であるとしている 。
14）

CT で診断できず，
腰椎穿刺でくも膜下出血と診断された 12 例の検討では，1.5T 装置で撮像した FLAIR 像（10
例は CT 撮影後 2 日以内，2 例は 1 週間以内に撮像）は 10 例が偽陰性であった。よって，CT で検出できないく
も膜下出血は FLAIR 像でも検出することが難しいため，FLAIR 像を腰椎穿刺の代用にできないとしている 。ま
15）

た，FLAIR 像ではくも膜下出血以外にも髄膜炎や髄膜播種，急性期梗塞，もやもや病，静脈血栓症，酸素投与，
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図 くも膜下出血
A 発症当日の単純 CT 右シルビウス裂が左に
比べて不明瞭で，わずかに高吸収となっている。
B 発症 1 週間後の FLAIR 像 CT で異常が見
られた右シルビウス裂に高信号があり，くも膜下出
血と考えられる。

A

B

プロポフォールによる静脈麻酔，アーチファクトなどで脳溝や脳槽が高信号を示すことがある 。特に脳底槽には脳
16）

脊髄液の拍動によるゴーストアーチファクトが生じやすいので，FLAIR 像でのくも膜下出血の読影には注意が必要
である。

検索式・参考にした二次資料
PubMed によりsubarachnoid hemorrhage，subarachnoid haemorrhage，MRI，CT，fluid attenuated
inversion recovery，FLAIR，でタイトルに限定して検索したなかで診断に関係していると考えられた文献（2000
年以降）とそれらの引用文献を利用した。
文

献

1）Bederson JB et al：Guidelines for the management of aneurysmal subarachnoid hemorrhage. A statement for healthcare professionals from a Special Writing Group of the Stroke Council，American Heart Association. Stroke 40：994-1025，2009（レベル 5）
2）Perry JJ et al：Sensitivity of computed tomography performed within six hours of onset of headache for diagnosis of subarachnoid haemorrhage：prospective cohort study. BMJ 343：4277，2011（レベル 2）
3）Van der Wee N et al：Detection of subarachnoid haemorrhage on early CT：is lumbar puncture still needed after a negative
scan? J Neurol Neurosurg Psychiatry 58：357-359，1995（レベル 3）
4）Sames TA et al：Sensitivity of new-generation computed tomography in subarachnoid hemorrhage. Acad Emerg Med 3：16-20，
1996（レベル 3）
5）Sidman R et al：Subarachnoid hemorrhage diagnosis：lumbar puncture is still needed when the computed tomography scan is
normal. Acad Emerg Med 3：827-831，1996（レベル 3）
6）Morgenstern LB et al：Worst headache and subarachnoid hemorrhage：prospective，modern computed tomography and spinal
fluid analysis. Ann Emerg Med 32：297-304，1998（レベル 2）
7）Gijn J et al：The time course of aneurysmal haemorrhage on computed tomograms. Neuroradiology 23：153-156，
1982（レベル 3）
8）Yuan MK et al：Detection of subarachnoid hemorrhage at acute and subacute/chronic stages：comparison of four magnetic
resonance imaging pulse sequences and computed tomography. J Chin Med Assoc 68：131-137，2005（レベル 4）
9）Mitchell P et al：Detection of subarachnoid haemorrhage with magnetic resonance imaging. J Neurol Neurosurg Psychiatry 70：
205-211，2001（レベル 3）
10）Vermeulen MJ et al：Missed diagnosis of subarachnoid hemorrhage in the emergency department. Stroke 38：1216-1221，2007
（レベル 5）
11）van Gijn J et al：Subarachnoid haemorrhage：diagnosis，causes and management. Brain 124：249-278，2001（レベル 5）
12）Kowalski RG et al：Initial misdiagnosis and outcome after subarachnoid hemorrhage. JAMA 291：866-869，2004（レベル 3）
13）Tong DM et al：Predictors of the subarachnoid hemorrhage of a negative CT scan. Stroke 41：e566-567，2010（レベル 4）
14）Perry JJ et al：Is the combination of negative computed tomography result and negative lumbar puncture result sufficient to rule
out subarachnoid hemorrhage? Ann Emerg Med 51：707-713，2008（レベル 2）
15）Mohamed M et al：Fluid-attenuated inversion recovery MR imaging and subarachnoid hemorrhage：not a panacea. AJNR 25：
545-550，2004（レベル 4）
16）Maeda M et al：Abnormal hyperintensity within the subarachnoid space evaluated by fluid-attenuated inversion-recovery MR
imaging：a spectrum of central nervous system diseases. Eur Radiol 13：L192-L201，2003（レベル 5）
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2

未破裂脳動脈瘤のスクリーニングにはどの検査法を推奨
するか？

推奨グレード

MRA を推奨する。
MRA で十分な情報が得られず，さらなる精査が必要なときは CTA を推奨する。

B

背景・目的
脳動脈瘤の診断能の検討は，侵襲的検査である digital subtraction angiography（DSA）を参照基準とし
て，より低侵襲な検査法である computed tomographic angiography（CTA）あるいは magnetic resonance
angiography（MRA）を用いてこれまで多くの報告がなされてきた（図）。本稿ではその存在診断においてこれら
の検査法ごとの精度を調査し，未破裂脳動脈瘤のスクリーニングにおいて推奨される検査法について検討した。

解

説

CTA の脳動脈瘤の存在診断に関しては，最新のメタアナリシスなどによってその感度・特異度はそれぞ
れ 95.0％，96.2％と報告され ，さらにその精度はより多列検出器 CT にて向上し，16 列型 MDCT による CTA で
1）

はその感度・特異度は 96.9 〜 98.3％，97.0 〜 98.0％
いる

，64 列型では 97.8 〜 98.2％，98.7 〜 100％と報告されて

1）2）

。さらに dual-energy CT による検討も近年行われ，ほぼ同等以上の診断能が報告されている 。また未

1）3）

4）

破裂脳動脈瘤のスクリーニングにおいて CTA が陰性の場合は，臨床的に重要な脳動脈瘤が存在する可能性はき
わめて低いと報告されており ，CTA は脳動脈瘤の存在診断において優れた検査法である。
5）

MRA に関しては，1990 年代の 0.5 〜 1.5T 装置の報告を中心とした systematic review にて，その感度・特
異度は87％，95％と報告されている。
脳動脈瘤の大きさは破裂の危険因子の一つとされているが，
前述のサブグルー
プ分析において脳動脈瘤の大きさが 3 mm を超えるものに関する感度は 94％と報告されている 。近年の 3T 装
6）

置の普及により磁場強度の違いによる検出能の検討も限定的な症例数で行われてきている 。3T 装置による最新
7）

の検討ではその感度・特異度は 99.3％，96.9％と報告されており ，より高磁場装置の MRA では DSAとほぼ同
8）

等の精度を有すると考えられる。よって MRAも脳動脈瘤のスクリーニングにおいて優れた検査法であるといえる。
CTAとMRA の両者を直接比較した検討においては，1.5 〜 2T 装置の MRAとCTAとの比較では感度に有
意差がないという報告や ，特異度には有意差はないものの感度において CTA の方が優れるという報告が 2000
9）

年代初頭に見られる 。近年の 3T 装置の MRAと64 列型の CTAとの比較においては，感度・特異度に有意
10）

差が見られなかったという報告があり ，最新の装置では脳動脈瘤の存在診断において CTAとMRA はほぼ同
11）

等の性能を有すると考えられる。
CTA では，検査時間が短いことやアーチファクトが少ない利点があるものの，造影剤使用や被曝の問題あるい
は骨構造との分離といった三次元再構成作業を伴う欠点を有する。一方で MRA ではこれらの問題はないものの，
禁忌事項の存在あるいは検査時間が長いこと，乱流や流速が遅い領域の信号低下，低磁場 MR 装置では高磁
場装置に比べ検出能が劣ることなどの問題があり ，それぞれの検査には一長一短が存在する。しかしながら未
12）

破裂脳動脈瘤のスクリーニングには，その低侵襲という観点からまずは高い磁場強度（1.5T 以上）を有する MR
装置で MRA を行い，その結果さらなる精査が必要となった場合に CTA を行う方法が推奨される。さらに未破裂
脳動脈瘤の経過観察に関しては，その侵襲性と被曝の観点からは MRA が望ましいと考えられる。
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A
図

A
B

B
前交通動脈瘤
MR angiography の最大値投影画像（MIP 像：maximum intensity projection）
CT angiography のボリュームレンダリング画像

検索式・参考にした二次資料
PubMed によりcerebral，intracranial，aneurysm，CT，MRA のキーワードを，医中誌では，脳動脈瘤，デジタル
サブトラクション血管造影，DSA，CTA，MRA のキーワードを用いて検索をした。
文

献

1）Menke J et al：Diagnosing cerebral aneurysms by computed tomographic angiography：meta-analysis. Ann Neurol 69：646-654，
2011（レベル 2）
2）Chen W et al：Application of multislice computed tomographic angiography in diagnosis and treatment of intracranial aneurysms.
Clin Neurol Neurosurg 112：563-571，2010（レベル 2）
3）Xing W et al：Sixty-four-row multislice computed tomographic angiography in the diagnosis and characterization of intracranial
aneurysms：comparison with 3D rotational angiography. World Neurosurg 76：105-113，2011（レベル 2）
4）Lv F et al：Detection and characterization of intracranial aneurysms with dual-energy subtraction CTA：comparison with DSA.
Acta Neurochir Suppl 110：239-245，2011（レベル 4）
5）van Gelder JM：Computed tomographic angiography for detecting cerebral aneurysms：implications of aneurysm size distribution
for the sensitivity，specificity，and likelihood ratios. Neurosurgery 53：597-605，2003（レベル 2）
6）White PM et al：Can noninvasive imaging accurately depict intracranial aneurysms? A systematic review. Radiology 217：361370，2000（レベル 2）
7）Gibbs GF et al：Improved image quality of intracranial aneurysms：3.0-T versus 1.5-T time-of-flight MR angiography. AJNR 25：
84-87，2004（レベル 2）
8）Li MH et al：Contrast-free MRA at 3.0 T for the detection of intracranial aneurysms. Neurology 77：667-676，2011（レベル 2）
9）White PM et al：Intracranial aneurysms：CT angiography and MR angiography for detection prospective blinded comparison in a
large patient cohort. Radiology 219：739-749，2001（レベル 2）
10）出口 潤：脳ドックにおける MR angiography と 3D-CT angiography 未破裂脳動脈瘤のスクリーニング法 . 大阪医科大学雑誌 59：158167，2000（レベル 2）
11）Hiratsuka Y et al：Diagnosis of unruptured intracranial aneurysms：3T MR angiography versus 64-channel multi-detector row
CT angiography. Magn Reson Med Sci 7：169-178，2008（レベル 2）
12）Korogi Y et al：MR angiography of intracranial aneurysms：a comparison of 0.5 T and 1.5 T. Comput Med Imaging Graph 21：
111-116，1997（レベル 3）
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3

急性期脳内出血の診断に用いられるべき画像検査は何か ?

推奨グレード

A

脳内出血の有無を評価する目的で単純 CT を行うことを強く推奨する。

背景・目的
脳卒中の診断には，脳出血に対する高い検出能とその汎用性から単純 CT が一般的に用いられてきたが，MRI
の普及に伴い脳卒中の診断に MRI が用いられる場面が本邦でも増加している（図）
。ただし，急性期脳内出血
の診断に MRI が単純 CT を置き換えられるかどうかは不明である。急性期脳内出血の診断に用いられる画像検
査として単純 CT および MRI の診断能を検討した。

解

₁ CT

説

脳内出血は脳卒中のおよそ 20% を占め，頭蓋内出血の有無は脳卒中の治療判断に重要である。くも膜下出血
においては腰椎穿刺検査を参照基準とした感度・特異度の報告がみられるものの，脳内出血においては，1970 年
代の初期の CT を用いて手術や剖検結果と比較した報告が見られる程度である

。このように単純 CT による

1）2）

急性期脳内出血診断の感度・特異度を示す十分なエビデンスはないが，単純 CT は急性期脳出血の検出に第一
選択の検査として受け入れられ，現在まで広く用いられている

。ただし，脳内出血の検出能は，発症からの時間，

3-6）

出血の部位・大きさ，ヘマトクリット濃度などの要素にも影響されることに注意が必要である。

2 MRI

MRI による脳内出血の検出において，撮像法を比較検討した報告は少なく ，どの撮像法が優れているかにつ
7）

いて十分なエビデンスはない。出血後のオキシヘモグロビンからデオキシヘモグロビンへの変化に伴い，急性期出
血は T1 強調像で等信号から軽度高信号，T2 強調像や拡散強調像で高信号から低信号を示す。また，T2 強
＊

調像（gradient-echo 法）ではオキシヘモグロビンは等信号から高信号を呈するが，デオキシヘモグロビンは常磁
性体であるため磁化率効果により強い低信号を示すことから，急性期出血の診断に有用とされる 。
5）

43 例の出血性脳卒中と43 例の非出血性脳卒中患者（動脈性脳梗塞 41 例，一過性脳虚血発作 2 例）を後
方視野的に評価した研究では，T2 強調像の感度は 100%，特異度は 95 〜 97.5% であった。T2 強調像では 1
＊

＊

例で慢性期出血が急性期出血と判断された 。また脳卒中 217 名を前向きに検討した報告では，12 例の急性期
7）

脳内出血がみられ，単純 CT を参照基準とした急性期脳内出血に対する T2 強調像（T2 強調像が画質不良の
＊

＊

場合は拡散強調像の b＝0 画像）の感度は 83%，特異度は 100% であった 。
8）

発症 6 時間以内の脳卒中が疑われる患者 200 名を対象とした研究では，25 例で CT，MRI 共に急性期出血
を認めた。4 例は MRI のみで急性期出血を認め，いずれも虚血部の出血性変化であった。3 例は CT のみで急
性期出血が指摘され，MRI では古い血腫と診断された。1 例では CT にて少量のくも膜下出血が検出されたが，
MRI では指摘されなかった。52 例で MRI でのみ慢性期出血を認め，CT では指摘困難であった。急性期出血
の読影者間の一致率は CT の方が高かった 。
9）

発症 6 時間以内の急性脳出血 62 例の検出に対し，単純 CT を参照基準とした MRI の診断能は，脳卒中の画
像診断に習熟した医師による診断では感度および特異度ともに 100% であった 。しかし，出血の MRI 診断は経
5）

験により診断精度に差があるとされ，MRI による急性期脳出血の診断には習熟が必要である 。発症時期が不明
5）
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A
図

A

B

発症 3 時間の急性期視床出血
単純 CT B MRI T1 強調像 C

C

MRI T2 ＊強調像

な場合や MRI にて判断に迷う場合は，CT を撮影し確認することが大切である。
現在，急性期脳内出血の評価に MRI が CT より優れていると判断するエビデンスはなく，同等という報告が多い。
特に重症例では患者の体動抑制や検査中の生体モニターなどを考慮して行う必要がある 。
8）

検索式・参考にした二次資料
PubMed によりCT，MRI，imaging，stroke，hemorrhage，guideline，systematic review のキーワードを用
いて検索した。また，脳血管障害画像診断のガイドライン（http：//mrad.iwate-med.ac.jp/guideline/）
，ACR
Appropriateness Criteria on cerebrovascular disease，Magnetic resonance imaging versus computed
®

tomography for detection of acute vascular lesions in patients presenting with stroke symptoms. Cochrane
Database Syst Rev（4）
：CD007424，2009，Vo KD et al：Neuroimaging in acute ischemic stroke，
（in）Evidencebased Imaging. Springer，New York，2011を参考にした。
文

献

1） Paxton R，Ambrose J：The EMI scanner. A brief review of the first 650 patients. Br J Radiol 47：530-565，1974（レベル 4）
2）Jacobs L et al：Autopsy correlations of computerized tomography：experience with 6,000 CT scans. Neurology 26：1111-1118，
1976（レベル 4）
3）Tissue plasminogen activator for acute ischemic stroke. The National Institute of Neurological Disorders and Stroke rt-PA Stroke
Study Group. N Engl J Med 333：1581-1587，1995（レベルなし）
4）Hacke W et al：Randomised double-blind placebo-controlled trial of thrombolytic therapy with intravenous alteplase in acute
ischaemic stroke（ECASS II）. Second European-Australasian Acute Stroke Study Investigators. Lancet 352：1245-1251，1998
（レベル 2）
5）Fiebach JB et al：Stroke magnetic resonance imaging is accurate in hyperacute intracerebral hemorrhage：a multicenter study
on the validity of stroke imaging. Stroke 35：502-506，2004（レベル 2）
6）Latchaw RE et al：Recommendations for imaging of acute ischemic stroke：a scientific statement from the American Heart
Association. Stroke 40：3646-3678，2009（レベル 5）
7）Oppenheim C et al：Comparison of five MR sequences for the detection of acute intracranial hemorrhage. Cerebrovasc Dis 20：
388-394，2005（レベル 4）
8）Chalela JA et al：Magnetic resonance imaging and computed tomography in emergency assessment of patients with suspected
acute stroke：a prospective comparison. Lancet 369：293-298，2007（レベル 2）
9）Kidwell CS et al：Comparison of MRI and CT for detection of acute intracerebral hemorrhage. JAMA 292：1823-1830，2004（レ
ベル 2）
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4

急性期脳梗塞患者に対する再灌流療法の適応決定に有用
な画像検査は何か？
A 単純 CT，MRI
B CTA や MRA による脳血管の評価（血管内治療を考慮する場合）

推奨グレード

A

推奨グレード

B

単純 CT は出血の除外に有用であり，行うことを強く推奨する。
Alberta Stroke Program Early CT Score（ASPECTS）を用いた単純 CT での early
ischemic changes（EIC）の評価は血栓溶解療法の適応決定や予後予測に有用であり，
行うことを推奨する。
出血の評価において MRI でも CT に近い情報が得られる。拡散強調画像は CT に比べ虚
血病変の検出に鋭敏であり，EIC の評価も容易であり行うことを推奨する。必要最小限
の検査とし，治療開始時間が遅れないように留意する。
脳血管内治療を考慮する場合は，CTA もしくは MRA による血管閉塞部位を確認するこ
とを推奨する。

背景・目的
2005 年に本邦でも発症 3 時間以内の急性期脳梗塞に
対して，遺伝子組み換え組織プラスミノーゲンアクチベー
ター（rt-PA，アルテプラーゼ）の静注療法が保険適応と
なり，2012 年には発症 4.5 時間以内に適応が拡大された。
最近ではカテーテルを用いた脳血栓回収機器が承認され，
内頸動脈や近位部中大脳動脈閉塞例に対する血管内治
療の有効性が示された。本稿では rt-PA 静注による血
栓溶解療法の適応決定に対する画像診断の有効性につ
いて単純 CT，MRI を中心に検討し，血管内治療に関し
ても追記を行った。

解

説

2012 年に本邦での rt-PA 静注療法の適応が発症 4.5
時間以内に拡大され，rt-PA 静注療法適正治療指針も
改訂された 。（投与量は，日本での臨床試験に基づき
1）

2）

欧米人の 0.9mg/kg に相当する有効性，安全性が得ら
れることが示されていることから，引き続き 0.6mg/kg とさ
れている。）
血栓溶解療法による治療効果の予測には，治療により
血流再開することで救済される領域（虚血性ペナンブラ）
を評価することが重要である。以前の適正治療指針では，
画像診断は単純 CT での頭蓋内出血の除外と早期虚血
性変化（early ischemic changes：EIC）
（図 1）の有
無の確認が求められていたが，改訂にともない単純 CTも
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図 1 早 期 虚 血 性 変 化（early ischemic
change：EIC） 発症 2.5 時間後 CT

→：島皮質の不明瞭化，▲：皮髄境界の不明瞭
化を認める。EIC として，レンズ核の不明瞭化
（obscuration of the lentiform nucleus）
，
島 皮 質 の 不 明 瞭 化（loss of the insular
ribbon）
，皮 髄 境 界 の 不 明 瞭 化（loss of
gray-white differentiation）
，脳 溝 の 消 失
（effacement of the cortical sulci）が知られ
ている。
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図2

4

ASPECTS study form

（Lancet 355：1670-1674，

2000）
一 側の中 大 脳 動 脈 領 域を 10
個の領域に分け，各領域ごとに
早期虚血変化の有無を評価し，
減点方式でスコア化。EIC が全
くない場合は 10 点で，MCA 全
領域に認められた場合は 0 点と
なる。C：尾状核頭部，L：レン
ズ核，IC：内包後脚，I：島皮質，
M1 〜 M3：中大脳動脈領域
（基
底核レベル）
，M4 〜 M6：中大
脳動脈領域（放線冠レベル）
。

M4

M1
C
L
Ic

I
M5

M2
M3

M6

しくは MRI にてこれらの所見の有無を確認することが求められるようになった。
単純 CT は急性期の頭蓋内出血の検出に優れており，頭蓋内出血の除外診断には非常に有用である。CT
での EIC の評価には，従来では EIC の範囲が中大脳動脈（MCA）領域の 1/3 以下であるかどうかで判
定されていたが（1/3 MCA rule）

，EIC や領域判定には明確な定義がなく読影者間にばらつきがあるた

3）4）

め ，現在では米国心臓協会 / 米国脳卒中協会（AHA/ASA）ガイドライン にあるように，Alberta Stroke
5）

6）

Program Early CT Score（ASPECTS）を用いることが一般的となっている。ASPECTS（図 2）は MCA
領域を 10 領域に区分し，それぞれの領域の EIC を評価して 10 点満点から減点する方法で ，比較的簡便であ
7）

り1/3 MCA rule より評価者間での一致率が高い 。PROACT-II や NINDS trial
8）

9）

では，初回 CT において

10）

ASPECTS>7 であれば rt-PA 投与 90 日後の機能予後はコントロール群より良好であり ，rt-PA 投与による死亡
9）

率は低下すると報告されている 。しかしいずれの方法も MCA 領域に限局した評価法であり，脳機能の局在に
10）

関係なく同じ点数配分であるなどスコアについての検討が十分なされていないのが現状である。MCA 以外の領域
についての評価法は確立されていない。またこれらの評価法自体が治療選択に有用ではないとする報告もあり

，

10）11）

単純 CT のみで血栓溶解療法の適応判定における虚血性ペナンブラを評価することには限界がある。
一方，MRI を撮像するメリットの 1 つは拡散強調画像（diffusion weighted image：DWI）が得られることに
ある（図 3）。DWI での淡い高信号域は可逆的な場合があり，その意義はまだ確立されてはいないものの，梗塞
巣を早期から鮮明に描出でき，読影者間でもばらつきが少ない。また脳幹や小脳，皮質・皮質下の小病変の検出
にも優れることから，DWI での急性期脳梗塞の診断能は高いとされている。EIC の評価については，DWI での
高信号域を ASPECTS にあてはめて（DWI-ASPECTS）評価する方法が利用されており，DWI-ASPECTS は
CT による評価よりも約 1 点低く，治療後の症候性脳出血と 3 カ月後の機能予後の予測因子としては両スコアとも良
好であるものの，DWI-ASPECTS のほうがより良好であったとの報告がある 。
12）

また MRI でも急性期頭蓋内出血の検出能は高い（詳細は脳出血の項目参照）
。 なかでもT2 強調画像（T2
＊

＊

WI）などの磁化率強調画像（susceptibility weighted image）は微小出血（microbleeds；MBs）の検出に
優れているが，MBs の存在によって血栓溶解療法後の急性期脳出血リスクが高まるという根拠はない 。
1）

MRI における虚血性ペナンブラは，DWI と灌流画像
（perfusion weighted image：PWI）
による虚血域の差
（い
わゆる DWI/PWI ミスマッチ）として評価されることが多い。この DWI/PWI ミスマッチについては多くの報告が
あるものの，PWI の撮像法，評価項目に様々な方法が用いられ一定したものがないのが問題である。PWI には造
影剤を使用せずに行う arterial spin labeling（ASL）法や造影剤を急速静注して行う dynamic susceptibility
contrast（DSC）法が知られているが，ASL 法は利用できる施設が限られていたこともあり，普及が遅れている。
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図 3 症例

1 急性期脳梗塞

心 不 全 に て 入 院 中， 意 識 障
害，左片麻痺にて発症（発症時

A

NIHSS 29 点）
A CT 発症 50 分後 CT B
DWI 発症 1 時間 10 分後 MRI
初 回 CT，DWI ともに 右 半 球 に
広くEIC を認めるが，DWI がより
明瞭に虚血の範囲が指摘できる。
CT，DWI ともに ASPECTS は 3
点。rt-PA 治療適応外のため経過
観察となり，翌日の CT では同領
域に明瞭な低吸収域を認めた。

B

DSC 法を用いて発症 3 〜 6 時間の脳梗塞患者に対して rt-PA の治療効果を比較した 2 つの大規模研究では，
ミスマッチを PWI 低下域（Tmax ≧ 8s）が 10ml 以上，かつ DWI 高信号域の 120％以上と定義し，早期に再
開通が得られた場合はミスマッチのない症例よりも予後良好であり（オッズ比 5.4：p ＝ 0.039） ，プラセボ群と比較
13）

して 90 日後の梗塞巣の拡大は rt-PA 群でより小さく，再開通はより高頻度に認められたと報告されている 。
14）

しかしながら，本邦で DSC-PWI を積極的に行っている施設は多いとはいえず，ミスマッチで適応を判定するには
手技や評価法の標準化などが問題である。PWI 以外のペナンブラ評価法として，DWI-MRA ミスマッチや DWIクリニカルミスマッチ，DWI-FLAIR ミスマッチを用いてペナンブラを推定する試みもあるが，いずれも明確なエビデン
スは得られていない。DWI-FLAIR ミスマッチについては，ミスマッチがある場合，発症 4.5 時間以内の虚血である
ことを特定する感度は低いが，特異度や陽性的中率が高いとの報告があり ，今後は PWI 以外のモダリティでペ
15）

ナンブラの評価が行われていく可能性がある。
血管内治療は，米国では ICAもしくは MCA 近位（M1）部の急性閉塞による脳梗塞で，中等度以上の神経
症状（NIHSS 6 点以上）を有し，頭部 CT または DWI で ASPECTS ≧ 6 の例では，rt-PA 静注療法に加えて
発症 6 時間以内に血栓回収療法による血管内治療を行うことが推奨されており ，本邦では，原則として発症 8
16）

時間以内の主幹動脈閉塞による急性期脳梗塞において，rt-PA 静注療法が適応外，又は rt-PA 静注療法により
血流再開が得られなかった患者を対象として，経動脈的血栓回収機器が承認されている 。
17）

rt-PA 静注療法において血管病変の確認は必須ではないものの，血管内治療を考慮する場合は CTA もしく
は MRA による頭蓋内血管評価が必要となる。しかしながら，rt-PA 静注療法の適応患者はまず静注療法が優
先されるべきであり，追加検査によりその治療開始時間を遅らせてはならない。今後 CTA/CTP や MRI（DWI/
PWI）を用いての虚血性ペナンブラ評価は，発症 4.5 時間以降の症例や発症時間不明症例への再灌流療法の
適応決定の指標としての有用性が期待されるが，今後の研究成果が望まれる領域である。

検索式・参考にした二次資料
PubMed により，acute ischemia，thrombolysis，brain，CT，MRI のキーワードを用いて検索した。また，日
本脳卒中学会医療向上・社会保険委員会，rt-PA（アルテプラーゼ）静注療法指針部会編：rt-PA（アルテ
プラーゼ）静注療法適応治療指針，脳卒中合同ガイドライン委員会編：脳卒中治療ガイドライン 2015，AHA/
ASA guidelines for the early management of patients with ischemic stroke，THE COCHRANE
COLLABORATION を参考にした。
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献

1）日本脳卒中学会医療向上・社会保険委員会，rt-PA（アルテプラーゼ）静注療法指針部会：rt-PA（アルテプラーゼ）静注療法適正治療指
針 第二版（2012 年 10 月）
．脳卒中 34：443-480，2012（レベルなし）
2）Yamaguchi et al：Japan Alteplase Clinical Trial（J-ACT）Group．Alteplase at 0.6 mg/kg for acute ischemic stroke within 3
hours of onset：Japan Alteplase Clinical Trial（J-ACT）
．Stroke 37：1810-1815，2006（レベル 2）
3）von Kummer R et al：Acute stroke：usefulness of early CT findings before thrombolytic therapy．Radiology 205：327-333，1997
（レベル 2）
4）Hacke W et al：Randomised double-blind placebo-controlled trial of thrombolytic therapy with intravenous alteplase in acute
ischaemic stroke（ECASS II）
．Second European-Australasian Acute Stroke Study Investigators．Lancet 352：1245-1251，
1998（レベル 2）
5）Grotta JC et al：Agreement and Variability in the Interpretation of Early CT Changes in Stroke Patients Qualifying for Intravenous
rtPA Therapy．Stroke 30：1528-1533，1999（レベル 3）
6）Adams H et al：Guidelines for the Early Management of Patients With Ischemic Stroke 2005 Guidelines Update．A Scientific
Statement From the Stroke Council of the American Heart Association/American Stroke Association．Stroke 36：916-923，
2005（レベルなし）
7）Barber PA et al：Validity and reliability of a quantitative computed tomography score in predicting outcome of hyperacute stroke
before thrombolytic therapy．ASPECTS Study Group．Alberta Stroke Programme Early CT Score．Lancet 355：1670-1674，
2000（レベル 2）
8）Pexman JH et al：Use of the Alberta Stroke Program Early CT Score（ASPECTS）for assessing CT scans in patients with
acute stroke．AJNR 22：1534-1542，2001（レベル 3）
9）Hill MD et al：Selection of acute ischemic stroke patients for intra-arterial thrombolysis with pro-urokinase by using ASPECTS．
Stroke 34：1925-1931，2003（レベル 2）
10）Demchuk AM et al：Importance of early ischemic computed tomography changes using ASPECTS in NINDS rtPA Stroke
Study．Stroke 36：2110-2115，2005（レベル 2）
11）Patel SC et al：Lack of clinical significance of early ischemic changes on computed tomography in acute stroke．JAMA 286：
2830-2838，2001（レベル 2）
12）Nezu T et al：Early ischemic change on CT versus diffusion-weighted imaging for patientswith stroke receiving intravenous
recombinant tissue-type plasminogen activator therapy：stroke acute management with urgent risk-factor assessment and
improvement（SAMURAI）rt-PA registry．Stroke 42：2196-2200，2011（レベル 2）
13）Albers GW et al：Magnetic resonance imaging profiles predict clinical response to early reperfusion：the diffusion and perfusion
imaging evaluation for understanding stroke evolution（DEFUSE）study．Ann Neurol 60：508-517，2006（レベル 2）
14）Davis SM et al：Effects of alteplase beyond 3 h after stroke in the Echoplanar Imaging Thrombolytic Evaluation Trial
（EPITHET）
：a placebo-controlled randomised trial．Lancet Neurol 7：299-309，2008（レベル 2）
15）Thomalla G et al：DWI-FLAIR mismatch for the identification of patients with acute ischaemic stroke within 4·5 h of symptom
onset（PRE-FLAIR）
：a multicentre observational study. Lancet Neurol 10：978-986，2011（レベル 2）
16）Powers WJ et al：2015 AHA/ASA Focused Update of the 2013 Guidelines for the Early Management of Patients With Acute
Ischemic Stroke Regarding Endovascular Treatment：A Guideline for Healthcare Professionals From the American Heart
Association/American Stroke Association．Stroke 46：3020-3035，2015（レベルなし）
17）日本脳卒中学会，日本脳神経外科学会，日本脳神経血管内治療学会：経皮経管的脳血栓回収用機器 適正使用指針 第２版．脳卒中 37：
259-279，2015（レベルなし）
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5

軽度の頭部損傷を有する小児患者において CT を推奨す
るか？

推奨グレード

小児の軽度の頭部損傷においては，CHALICE rule，PECARN rule などの基準を使用し
て頭蓋内損傷のリスクを評価し，リスクが低い場合には CT を行うべきではない。

D

背景・目的
小児の頭部損傷は救急外来ではよくみられる疾患であり，そのほとんどは経過観察のみで対応可能な軽症例で
ある。CT で異常所見があるものは少なく，手術に至る症例はさらに少ない。軽度の頭部損傷に CT は必要である
か，もし必要であるとすればどのようなケースかを検討した。

解

説

軽度の頭部損傷において，頭蓋内損傷のリスクを予測し CT の適応を絞ろうとする研究は以前より行われてきた
が，結果は様々であり，どのような症例に対して CT を行うべきか統一された見解は示されてこなかった

。近年い

1-8）

くつかの大規模な研究が行われ，エピデンスレベルの高い基準が発表されている。
Dunning らは 2 〜 16 歳の頭部損傷患者 22,772 人を対象としたコホート研究を行い，CHALICE（children’
s
head injury algorithm for the prediction of important clinical events）rule を作成した （表 1）。CHALICE
9）

rule は感度 98%，特異度 87%とともに高い。米国の画像診断ガイドラインや英国の診療ガイドラインのもとになって
おり，臨床的に広く活用されている。
このほか，近年発表された Kuppermann らによる PECARN（pediatric emergency care applied research
network）rule

10）

や Osmond らによる CATCH（canadian assessment of tomography for childhood head

injury）rule も，大規模多施設コホート研究による感度の高い基準として評価されている。PECARN rule では
11）

表1

CHALICE rule

・5 分以上の意識消失
・5 分以上の健忘
・傾眠傾向
・3 回以上の嘔吐
・虐待の疑い
・てんかんの既往のない患者での痙攣
・GCS < 14。 1 歳未満では GCS < 15
・開放骨折，陥没骨折の疑い，または大泉門膨隆
・頭蓋底骨折の所見（耳出血，パンダの目徴候，髄液漏，バトル徴候）
・神経学的異常
・1 歳未満では 5cm 以上の皮下血腫や打撲痕
・高エネルギー外傷（ある程度のスピード（時速 64 ㎞）以上での交通
事故，3m 以上の高さからの落下，スピードの早い外傷）などの危険
な受傷機転
※ 上記の 1 項目でも該当する場合には CT による精査が必要である。
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表2

5

〈2 歳未満〉
・GCS=14，意識変容，もしくは頭蓋骨骨折の触知
・前頭部以外の皮下血腫，5 秒以上の意識消失，危険な受傷機転，
もしくは両親からみて普段と様子が違う
〈2 歳以上〉
・GCS=14，意識変容，もしくは頭蓋底骨折の所見
・意識消失，嘔吐，危険な受傷機転，もしくは激しい頭痛
※ 上記該当しない場合 CT は推奨されない。

頭蓋内損傷のリスクが低い群を 2 歳未満と2 歳以上に分けて示し，CT が推奨されない基準を示している（表 2）
。
PECARN rule では 2 歳未満の基準が設定されたことが特徴的であり，高い感度と陰性適中率が示された

。

12）13）

小児の軽度の頭部損傷においては，上述したような基準を使用した場合において頭蓋内損傷のリスクが高い場
合に CT の適応となり，該当しない軽症例では被曝や医療コストの面から CT は推奨されない。ただし，実際の臨
床では，担当医の判断や家族の希望，日本の臨床現場における実情も十分考慮し，適応を判断する必要がある。

検索式・参考にした二次資料
Pub Med により children，minor head injury，trauma，CT のキーワードを用いて検索した。また Springer
社 Evidence-based imaging 2011，Evidence-based imaging in Pediatrics 2010 を参考にした。
文

献

1）Greenes DS et al：Clinical indicators of intracranial injury in head-injured infants．Pediatrics 104：861-867，1999（レベル 2）
2）Palchak MJ et al：A decision rule for identifying children at low risk for brain injuries after blunt head trauma．Ann Emerg Med
42：492-506，2003（レベル 2）
3）Haydel MJ et al：Prediction of intracranial injury in children aged five years and older with loss of consciousness after minor
head injury due to nontrivial mechanisms．Ann Emerg Med 42：507-514，2003（レベル 2）
4）Oman JA et al：Performance of a decision rule to predict need for computed tomography among children with blunt head trauma．
Pediatrics 117：e238-246，2006（レベル 2）
5）Boran BO et al：Evaluation of mild head injury in a pediatric population．Pediatr Neurosurg 42：203-207，2006（レベル 2）
6）Atabaki SM et al：A clinical decision rule for cranial computed tomography in minor pediatric head trauma．Arch Pediatr Adolesc
Med 162：439-445，2008（レベル 2）
7）Dunning J et al：A meta-analysis of variables that predict significant intracranial injury in minor head trauma．Arch Dis Child 89：
653-659，2004（レベル 1）
8）Maguire JL et al：Should a head-injured child receive a head CT scan? A systematic review of clinical prediction rules．
Pediatrics 124：e145-154，2009（レベル 1）
9）Dunning J et al：Derivation of the children's head injury algorithm for the prediction of important clinical events decision rule for
head injury in children．Arch Dis Child 91：885-891，2006（レベル 2）
10）Kuppermann N et al：Identification of children at very low risk of clinically-important brain injuries after head trauma：a prospective cohort study．Lancet 374：1160-1170，2009（レベル 2）
11）Osmond MH et al：CATCH：a clinical decision rule for the use of computed tomography in children with minor head injury．
CMAJ 182：341-348，2010（レベル 2）
12）Pickering A et al：Clinical decision rules for children with minor head injury：a systematic review．Arch Dis Child 96：414-421，
2011（レベル 1）
13）Mihindu E et al：Computed tomography of the head in children with mild traumatic brain injury．Am Surg 80：841-843，
2014（レベル 4）
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遷延する意識障害を有する頭部外傷において MRI を推奨
するか？

推奨グレード

B

推奨グレード

C1

B 頭部外傷後の脳挫傷やびまん性軸索損傷の検出
C1 頭部外傷後の神経学的予後予測
MRI は 頭 部 外 傷 後 の 脳 挫 傷 や び ま ん 性 軸 索 損 傷 の 検 出 に 優 れ る た め， 推 奨 す る。
MRI は頭部外傷後の神経学的予後予測に対して有用な場合があり，行うことを考慮して
もよい。

背景・目的
頭部外傷後において意識障害が遷延するわりに CT 所見が乏しいときがある。このように神経症状とCT 所見
の間で乖離があるときは MRI で精査が行われることが多い。その MRI での評価において様々な撮像法の有用性
が報告されてきた。頭部外傷における MRI による病変検出能がどの程度あるか，また神経学的予後評価に有用
か否かを検討する。

解 説
₁ CTとMRI
頭部外傷における脳出血，脳挫傷やびまん性軸索損傷（diffuse axonal injury：DAI）の診断は MRI の方
が CT よりコントラスト分解能が高く検出能に優れる

。ただし，DAI は CT や T1 強調像，T2 強調像などの通常

1-5）

MRI 撮像では検出されないことが多く注意が必要である

。Dionei らは頭部外傷 55 例において CTとMRI を

3-5）

比較し，急性硬膜下血腫，外傷性くも膜下出血，脳挫傷や DAI は MRI の T2 強調像，T2 強調像とFLAIR 像
＊

が有意に病変検出に優れていた 。
1）

拡散強調像
2 FLAIR像，

一般的な MRI 撮像法のなかでは，FLAIR 像や拡散強調像が非出血性の DAI などの病変検出に優れる。
Ashikaga らは 56 例の後ろ向き検討で FLAIR 像とT2 強調像との画像評価において，DAI，脳挫傷や硬膜下血
腫の検出は全例で FLAIR 像が同等あるいはそれ以上の検出能で有意に優れていた 。また，Kinoshita らは 36
6）

例の後ろ向き検討で FLAIR 像と拡散強調像による DAI の検出能の比較において同等の評価であり，FLAIR 像
および拡散強調像の有用性が示唆される 。
7）

磁化率強調像
3 T2 強調像，
＊

DAI は微細な出血病変であることが多く，磁化率の違いを強く反映する T2 強調像や磁化率強調像が撮像
＊

されることがある。T2 強調像は他の撮像法に比べ，高い DAI 検出能を有し微細な病変の検出に優れる
＊

。

8）9）

Scheid らは 66 例の頭部外傷例で通常の T2 強調像が全部で 233 カ所の DAI を検出したのに対して，T2 強調
＊

像は 608 カ所の DAI を検出し，有意に検出能が高いと報告している 。さらに，Tong らは 7 例の重症頭部外傷
9）

例における T2 強調像と磁化率強調像との DAI 検出数の比較で，一例当たりの DAI 検出数が T2 強調像で
＊

＊

平均 28±8 カ所に対して，磁化率強調像は平均 134±27 カ所と有意に高い検出能を報告している（図） 。また，
10）

磁化率強調像はボクサーのような常習的に軽微な頭部外傷を受けている人でも脳実質内に微細な点状出血を検出
することがあり，頭部外傷の診断においても磁化率強調像が微細 DAI を検出し得ることが示唆される 。
11）

4 神経学的予後の評価

DAIとGlasgow Coma Scale による神経学的予後に関しては，T2 強調像による検出病変数はその予後と相
＊
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図 交通外傷後の遷延する
意識障害 MRI

磁化率強調像では脳梁膨大部
に多発の点状低信号を認め，び
まん性軸索損傷と診断された。

関しないが ，磁化率強調像では検出病変数の増加とともに意識障害が遷延するなど予後と相関する報告があ
9）

る

。可能なら磁化率強調像を撮像することが推奨される。

12）13）

検索式・参考にした二次資料
PubMed によりbrain contusion，diffuse axonal injury，hemorrhage，MRI のキーワードを用いて検索した。
文

献

1）Dionei FS et al：Clinical application of magnetic resonance in acute traumatic brain injury. Arq Neuropsiquiatr 66：53-58，
2008（レベル 2）
2）Yokota H et al：Significance of magnetic resonance imaging in acute head injury. J Trauma 31：351-357，1991（レベル 3）
3）Mittl RL et al：Prevalence of MR evidence of diffuse axonal injury in patients with mild head injury and normal head CT findings.
AJNR 15：1583-1589，1994（レベル 2）
4）Paterakis K et al：Outcome of patients with diffuse axonal injury：The significance and prognostic value of MRI in the acute
phase. J Trauma 49：1071-1075，2000（レベル 2）
5）Chelly H et al：Diffuse axonal injury in patients with head injuries：an epidemiologic and prognosis study of 124 cases. J
Trauma 71：838-846，2011（レベル 2）
6）Ashikaga R et al：MRI of head injury using FLAIR. Neuroradiology 39：239-242，1997（レベル 2）
7）Kinoshita T et al：Conspicuity of diffuse axonal injury lesions on diffusion-weighted MR imaging. Eur J Radiol 56：5-11，
2005（レベル 3）
8）Scheid R et al：Comparative magnetic resonance imaging at 1.5 and 3 tesla for the evaluation of traumatic microbleeds. J
Neurotrauma 24：1811-1816，2007（レベル 2）
9）Scheid R et al：Diffuse axonal injury associated with chronic traumatic brain injury：evidence from T2*-weighted gradient-echo
imaging at 3T. AJNR 24：1049-1056，2003（レベル 2）
10）Tong KA et al：Hemorrhagic shearing lesions in children and adolecents with posttraumatic diffuse axonal injury：improved
detection and initial results. Radiology 227：332-339，2003（レベル 3）
11）Hasiloglu ZI et al：Cerebral microhemorrhages detected by susceptibility-weighted imaging in amateur boxers. AJNR 32：
99-102，2011（レベル 3）
12）Tong KA et al：Diffuse axonal injury in children：clinical correlation with hemorrhgic lesions. Ann Neurol 56：36-50，2004（レ
ベル 2）
13）Jing Z et al：Hemorrhagic shearing lesions associated with diffuse axonal injury：application of T2 star-angiography sequence
in the detection and clinical correlation. Br J Neurosurg 25：596-605，2011（レベル 2）
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熱性痙攣が疑われる患者に神経画像診断検査は必要か？

推奨グレード

C1

推奨グレード

C2

C1 複雑型熱性痙攣や頻回発作，神経脱落症状を伴う場合
画像検査としては，被曝がないこと，CT よりも病変の検出能が高いことから MRI が推
奨される。ただし，鎮静が必要な患者ではそのリスクを考慮して判断する。
C2 単純型熱性痙攣の場合
単純型熱性痙攣と臨床的に確実に診断されるの場合には，画像診断（CT・MRI）の必要
性は少ない。しかし，背景に基礎疾患先天代謝異常や自己免疫性疾患が関与している可
能性もあるため，複雑型熱性痙攣の可能性が残される場合や，頻回発作，神経脱落症状
を伴う場合には，精密検査として頭部 MRI を考慮してもよい。腰椎穿刺前検査として頭
部 CT の意義があり，施行を考慮してもよい。

背景・目的
熱性痙攣の指導ガイドライン

および日本小児神経学会による熱性痙攣診療ガイドライン 2015 によれば，熱性

1）2）

痙攣すなわち febrile seizureとは主に生後 6 〜 60 カ月までの乳幼児におこる，通常 38℃以上の発熱に伴なう発
作性疾患（痙攣，非痙攣性発作を含む）で，髄膜炎などの中枢神経感染症，代謝疾患，その他明らかな発作の
原因疾患のみられないものを指す。てんかんの既往のあるものは除外される。
熱性痙攣の既往がある小児の９０％以上がその後てんかんはきたさない。基本的には一過性の良性疾患と考え
られるが，速やかな積極的治療を要する脳症・脳炎等との鑑別が重要であり，発作を繰り返す場合には器質的異
常の除外も必要である。熱性痙攣が疑われる場合に画像診断を行うべきか否か，および鑑別すべき重要な疾患に
ついて検討した。

解

説

熱性痙攣は小児期の痙攣性疾患では最も遭遇頻度は高いとされる。本邦における有病率は 7 〜 8%との報告
があり，欧米（2 〜 5%）に比してやや高い。熱性痙攣に伴う痙攣発作は典型的には全身性強間代痙攣など全身
痙攣発作である。熱性痙攣のうち，持続時間が 15 分未満の全般性の発作で，24 時間以内に複数回反復しない
ものを単純型熱性痙攣（simple febrile seizure）
，①焦点性発作（部分発作）の要素，② 15 分以上持続する
発作，③一発熱機会内の，通常は 24 時間以内に複数反復する発作，の 3 項目の一つ以上をもつものを複雑型熱
性痙攣（complex febrile seizure）とよぶ。
熱性痙攣の再発率は 30% 前後とされている。危険因子は，①両親いずれかの熱性痙攣，② 1 歳未満の発症，
③短時間の発熱発作間隔（概ね 1 時間以内）
，④発作時体温が 39 度以下，である。その後のてんかん発症率
は低いが，危険因子としては，①熱性痙攣発症前の神経学的異常，②両親・同胞におけるてんかんの家族歴，③
複雑型熱性痙攣，④短時間の発熱発作間隔（概ね 1 時間以内）があげられる。複雑型熱性痙攣は，てんかん
発症の危険因子とされる。
単純型熱性痙攣を呈する場合の熱性痙攣患児に画像診断（CT・MRI）を推奨する高いエビデンスレベルの
報告は見当たらない。米国小児科学会（American Academy of Pediatrics：AAP）からも単純型熱性痙攣を
呈する熱性痙攣に対しては，CT や MRI 検査の施行を推奨しないという勧告が出されている 。一方，複雑型熱
3）

性痙攣では画像に異常所見を認めることがある

。

4）5）

熱性痙攣との鑑別が必要な疾患としては，細菌性・ウイルス性脳炎 / 髄膜炎，結核性髄膜炎などの脳炎・髄膜
炎や硬膜下・硬膜外蓄膿 / 膿瘍，脳膿瘍および急性脳症などが挙げられる。対象が小児であることから，臨床所
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疾患の診断・治療の遅れは生命予後や機能予後の低下に繋がり，早期の診断・治療が重要である。
先に挙げたガイドラインには，腰椎穿刺はルーチンに行うものではないが，脳炎・髄膜炎が疑わしい場合には腰椎
穿刺を積極的に行うべきと記載されており，腰椎穿刺が禁忌となる頭蓋内占拠性病変の除外目的としても画像診断
は一定の意義がある。
画像検査としては，MRI が被曝が無いこと，CT よりも病変の感度も高いことから推奨される。ただし，鎮静が必
要な患者ではそのリスクを考慮し，MRI 鎮静のための共同提言を参考として十分な体制で施行することが望まし
い 。また，頭蓋内占拠性病変や頭蓋内圧亢進の否定を簡便に行う方法として，急性期の CT は有用である。
6）

急性脳症

は，高熱を伴うウイルス感染症の急性期に痙攣や急激な意識障害を呈する疾患である。感染ウイル

6）

スの病原体と臨床病理学的分類は 1 対 1 対応をしていない。つまり，特定のウイルス感染が様々な臨床病理像を
惹起し，逆に様々なウイルスが同じ臨床病理学像を呈しうる。また，急性脳症は先天代謝異常，細菌感染や猫ひっ
かき病や Q 熱など非ウイルス性感染，自己免疫疾患などの感染症以外の疾患でもおこることがある

。初発で意

7-11）

識障害がない場合 ，痙攣重積型（二相性）急性脳症（acute encephalopathy with biphasic seizures and
late reduced diffusion：AESD）と熱性痙攣との鑑別は困難であり，第 4 〜 5 病日に続発する反復性部分痙攣
の前に，拡散強調像で皮質下白質高信号（bright tree appearance）を捉えることが重要である 。いわゆる
10）

可逆性脳梁膨大部病変は，薬剤投与後を含めて様々な病態で出現し，急性脳症においては脳梁膨大部とローラン
ド野に至る白質に限局する病変分布であれば可逆性であることが知られている

。

12）13）

また，慢性期においては，エビデンスレベルは高くないものの，複雑型熱性痙攣を呈した熱性痙攣患者 15 例中 6
例で MRI にて海馬の萎縮を見出したとの報告もある 。熱性痙攣患者でてんかん発症のリスクが高いとの報告も
14）

あり，発作を繰り返すなど慢性期の精査としても画像診断に一定の役割があると思われる 。
15）

検索式・参考にした二次資料
PubMed によりfebrile seizure，CT，MRI のキーワードを用いて検索した。また，下記文献 1）
，2）のガイドラ
インおよび 3）の勧告を参考にした。
文

献

1）福山幸夫ほか：熱性けいれんの指導ガイドライン．小児科臨床 49：207-215，1996（レベル 5）
2）関 亨：熱性けいれん：最近の知見と新しい指導ガイドライン．小児神経学の進歩第 26 集，日本小児神経学会卒後教育委員会編：139-152，
1997（レベル 5）
3）Subcommittee on Febrile Seizures：American Academy of Pediatrics．Neurodiagnostic evaluation of the child with a simple
febrile seizure．Pediatrics 127：389-394，2011（レベル 5）
4）Takanashi J et al：Diffusion MRI abnormalities after prolonged febrile seizures with encephalopathy．Neurology 66：1304-1309，
2006（レベル 3）
5）Rasool A et al：Role of electroencephalogram and neuroimaging in first onset afebrile and complex febrile seizures in children
from Kashmir．J Pediatr Neurosci 7：9-15，2012（レベル 2a）
6）MRI 鎮静のための共同提言 https://www.jpeds.or.jp/modules/guidelines/index.php?content_id=33（レベル 5）
7）Kubota H et al：Q fever encephalitis with cytokine profiles in serum and cerebrospinal fluid．Pedatr Infect Dis J 20：318-319，
2001（レベル 4）
8）Ogura K et al：MR signal changes in a child with cat scratch disease encephalopathy and status epilepticls．Eur Neurol 51：
109-110，2004（レベル 4）
9）Mizuguchi M：Acute necrotizing encephalopathy of childhood：a novel form of acute encephalopathy prevalent in Japan and
Taiwan．Brain Dev 19：81-92，1997（レベル 4）
10）Takanashi J et al：Excitotoxicity in acute encephalopathy with biphasic seizures and late reduced diffusion．AJNR 30：132135，2009（レベル 4）
11）Tada H et al：Clinically mild encephalitis/encephalopathy with a reversible splenial lesion．
Neurology 63：1854-1858，
2004
（レベル 3）
12）Maeda M et al：Reversible splenial lesion with restricted diffusion in a wide spectrum of diseases and conditions．J Neuroradiol
33：229-236，2006（レベル 4）
13）Takanashi J et al：Differences in the time course of splenial and white matter lesions in clinically mild encephalitis /encephalopathy with a reversible splenial lesion（MERS）
．J Neurol Sci 292：24-27，2010（レベル 4）
14）VanLandingham KE et al：Magnetic resonance imaging evidence of hippocampal injury after prolonged focal febrile convulsions．Ann Neurol 43：413-426，1998（レベル 3）
15）Neligan A et al：Long-term risk of developing epilepsy after febrile seizures：a prospective cohort study．Neurology 78：11661170，2012（レベル 3）
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見の取りにくいことも間々あり画像診断の果たす役割は少なくない。頻度は熱性痙攣に比して低いものの，これらの

❶ 脳神経

8

側頭葉てんかんの診断にはどのような画像検査が有用か？

推奨グレード

B MRI，SPECT
C1 CT

B

推奨グレード

C1

側頭葉てんかんの画像検査には MRI が第一選択であり，推奨する。
てんかん焦点の同定には発作時 SPECT を推奨する。
CT は責任病変の検出については MRI より感度は劣るが，石灰化の検出には有用であり，
行うことを考慮してもよい。

背景・目的
側頭葉てんかんにおけるてんかん原性病変は，硬化性病変（神経細胞脱落とグリオーシス）
，限局性皮質異型
性（FCD）
，腫瘍，血管奇形，皮質形成異常・脳奇形，外傷後のグリオーシス，辺縁系脳炎，ヘルペス脳炎など
の炎症性病変などに大別される。画像診断の意義はこれらてんかん原性病変の局在診断や質的診断を行うことに
ある。側頭葉てんかんの診断において CT，MRI，SPECT/PET の有用性について様々な報告がなされてきており，
それらの有効性について検討した。

解
CT
₁

説

てんかん原性病変検出における CT の有用性を評価した報告は少ない。MRIとの比較を含めた小児における
後ろ向き研究の報告では，責任病変の検出に関して CT の感度は 31%とMRI（感度 64%）より劣る 。ただし
1）

腫瘍や海綿状血管腫など組織内石灰化を伴う病変が疑われた場合は，CT での検索追加は有用と考えられる。そ
の他患者の状態が不良な場合やペースメーカーなどの装着のため MRI が施行できない場合，また，頭蓋内出血な
ど頭蓋内圧亢進を疑わせる所見があり，可及的外科治療の適応が考慮される場合には CT が選択される。

2 MRI

てんかん診療における MRI は，脳波と共にルーチン検査として推奨されている。側頭葉てんかんにおいては，背
景・目的の項で列記した疾患を正しく診断するために，高空間分解能かつ高コントラストの適切な撮像をすることが
大切である。標準的なシークエンスとしては T1 強調矢状断，T2 強調水平断，FLAIR 冠状断，STIR 冠状断といっ
たところが挙げられる。冠状断は海馬長軸に平行な断面とそれと直行する断面で撮像し，側頭葉先端部まで入れ
る必要がある。またてんかんの精査の場合は，３D の T1 強調像を撮像して，1mm 以下の薄いスライスで大脳皮
質の形態を隅々まで細かくチェックすることが大切である。また３D の T2 強調像や FLAIR 画像，DIR（double
inversion recovery）なども有用である。海綿状血管腫などを疑えば T2 強調像や SWI，腫瘍が疑われれば造
＊

影など適宜必要なシークエンスをさらに追加する。
側頭葉てんかんの中で最も重要となる疾患は海馬硬化症（内側側頭葉硬化症）である。海馬硬化症を示唆す
る所見として，①海馬の萎縮や信号異常，②海馬内部構造の描出低下，③海馬頭部の海馬指の消失，④海馬体
部の回転異常が様々な磁場強度の MRI を用いて報告されてきた （図）。これらの所見のなかで海馬体部の回転
2）

異常に関しては健常者でもしばしば観察され，注意が必要である 。海馬萎縮の有無については対側海馬と比較
3）

した上での視覚的評価が基本となる。ただし，両側海馬硬化症の症例もあり注意が必要である。まれながら腫大
するとの報告もある。
FCDも側頭葉てんかんの重要な原因の一つである。FCD は皮質の構築の乱れや balloon cell などの異常細
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B

C

図 幼少期よりみられる難治性てんかん
Ａ FLAIR 冠状断像 Ｂ，Ｃ T2 強調冠状断像 FLAIR 冠状断像
にて左海馬は対側より高信号を示し，軽度の萎縮を伴っている（Ａ）
。
T2 強調冠状断像で，右海馬（健側，Ｂ）は左海馬（患側，Ｃ）と比
べて内部構造（→）が明瞭である。

A

胞を伴うことがある先天性の皮質形成異常であるが，大きく
Ⅰ，Ⅱ，Ⅲの３つのタイプに分類される。所見としては皮質
白質境界不明瞭，白質のわずかな T2/FLAIR 信号上昇，皮質から皮質下白質にかけての T2 での異常高信号，
脳室に向かう線状の異常信号（transmantle sign）など様々である。中には MR で異常を指摘できないものもあ
その他のタイプで特徴的な画像は認めない。
る 。transmantle sign を伴うものは FCDtype IIb が多いとされるが，
4）

Ⅲは FCDと腫瘍など他疾患を伴うもので，例えば海馬硬化症を合併したものは FCD type Ⅲ a である。また最近
扁桃体が腫大する FCD などの良性病変が報告されており，後述の腫瘍と鑑別が問題となる。
側頭葉てんかんの原因として脳腫瘍を指摘，診断することも重要な役割で，病理的には ganglioglioma，
dysembryoplastic neuroepithelial tumor（DNET）
，astrocytoma などが多く報告されている。腫瘍を疑う場合，
造影が必要である。ganglioglioma は嚢包や石灰化を伴いやすく，DNET は充実成分が著明な T2 高信号を示
すことが多い。

3 SPECT/PET
側頭葉てんかんにおいて，薬物治療に反応しない場合や副作用により治療ができない場合，外科的切除が考
慮される。MRI にて原因疾患となる病変が見えない，多数あって同定ができない，あるいは形態異常の領域と脳
波所見が不一致である場合に PET あるいは SPECT 検査が推奨される。側頭葉てんかんの焦点診断に FDGPET は古くから活用されている 。やや古い報告にはなるが，2007 年のメタアナリシス では MRI 正常の 28 症
5）

6）

例の 80% にて PET での焦点同定が可能であったと報告されている。このほか，中枢性ベンゾジアゼピン受容体
PET の有用性が病理組織所見との対比にて報告されている 。保険診療にて施行可能な中枢性ベンゾジアゼピ
7）

ン受容体 SPECT 検査（イオマゼニル）でも，有用性が報告されている 。
8）

検索式・参考にした二次資料
PubMed によりCT，MRI，temporal lobe epilepsy のキーワードを用いて検索した。
文

献

1）Sinclair DB et al：Pathology and neuroimaging in pediatric temporal lobectomy for intractable epilepsy．Pediatric Neurosurgery
35：239-246，2001（レベル 3）
2）Henry TR et al：Hippocampal sclerosis in temporal lobe epilepsy：findings at 7T. Radiology 261：199-209，2011（レベル 4）
3）Bajic D et al：Incomplete inversion of the hippocampus：a common developmental anomaly．Eur Radiol 18：138-142，2008（レ
ベル 4）

81

❶ 脳神経
4）Carne RP et al：MRI-negative PET-positive temporal lobe epilepsy：a distinct surgically remediable syndrome．Brain 127：22762285，2004（レベル 3）
5）Engel J Jr et al：Presurgical evaluation for partial epilepsy：relative contributions of chronic depth-electrode recordings versus
FDG-PET and scalp-sphenoidal ictal EEG．Neurology 40：1670-1677，1990（レベル 2）
6）Willmann O et al：The contribution of 18F-FDG PET in preoperative epilepsy surgery evaluation for patients with temporal lobe
epilepsy A meta-analysis．Seizure：the journal of the British Epilepsy Association 16：509-520，2007（レベル 3）
7）Lamusuo S et al：
［11C］Flumazenil binding in the medial temporal lobe in patients with temporal lobe epilepsy：correlation with
hippocampal MR volumetry，T2 relaxometry，and neuropathology．Neurology 54：2252-2260，2000（レベル 3）
8）Fujitani S et al：Statistical parametric mapping of interictal 123I-iomazenil SPECT in temporal lobe epilepsy surgery．Epilepsy
research 106：173-180，2013（レベル 4）

82

CQ

9
❶ 脳神経

誘因のない初発の痙攣を有する患者に CT・MRI を推奨
するか？

9
推奨グレード

CT・MRI（局所的神経脱落症状や意識障害が痙攣後に長時間持続する患者）
局所的神経脱落症状や意識障害が痙攣後に長時間持続する患者では CT・MRI による画
像検査を行うことを考慮してもよい。特に小児では，CT が放射線被曝を伴うことを考慮
すると，可能であればより MRI が勧められる。

C1

MRI（誘因のない初発の痙攣を有する患者）
誘因のない初発の痙攣を有する患者に対しルーチンで画像検査を推奨する科学的根拠は
不十分であるが，MRI が有用な場合もあり，行うことを考慮してもよい。

背景・目的
痙攣は全身または一部の筋肉の不随意かつ発作的収縮を示す症候名であり，てんかんは脳の神経細胞が過剰
に興奮して痙攣などを生じる疾患名である。本稿では初発の痙攣は，過去にてんかんの既往や，頭部損傷，脳卒中，
薬物中毒，電解質異常などの急性の病態を認めず，痙攣後に神経機能が正常に回復するものと定義する 。誘
1）

因がない痙攣は，その後の精査で 40 〜 50% がてんかんに分類される 。誘因のない初発の痙攣を有する患者に
1）

対し，どのような画像検査を推奨するかを検討した。

解

説

画像検査を検討する際には「病変の検出率」と「治療方針への影響」を考慮する必要がある。Shinnar らの
誘因のない初発の痙攣を呈した小児 411 例のうち218 例に画像検査（CT 159 例，MRI 59 例）
コホート研究 では，
2）

が行われ，45 例（21%）に異常を認めた。異常の検出率は CT（22%）よりもMRI（34%）で高かったが，急性
期治療が変更されたのは 4 例（1.8%）のみであった。
アメリカ神経学会が行った小児の無熱性初発痙攣の EBM に基づいたレビュー
（多くは CT のみ）では，0 〜 7%
3）

の小児で治療法が変更になる CT での異常を認めた。CT での異常は成人で多く（18 〜 34%）
，画像検査の治
療上の有効性は成人に比べ小児で低かった

。このレビュー中で MRI を用いた検討では King らの成人と小

2）4-8）

児の症例シリーズ研究 4）
があり，
原因不明の初発の痙攣を呈した 300 例中 277 例（92%）
に画像検査（MRI 263 例，
CT のみ 14 例）が行われ，病変が 38 例〔MRI 36 例（14%）
，CT 2 例（14%）〕で検出された。このうち 17 例
は腫瘍で治療法が変更された。有病変患者 38 例のうち 28 例で CT が行われ，MRIと一致した病変は 12 例の
みであった。また，アメリカ神経学会は成人の誘因のない初発の痙攣についてもEBM に基づいたレビューを報告
しており ，CT では 1 〜 57%（平均 15%）で異常があり，1 〜 47%（平均 10%）で治療方針に影響があった
1）

。

9-15）

特に高齢者では小児に比べて異常が見つかる可能性が高く，画像検査は十分検討に値するとされた 。
1）

CT と MRI の比較では Kollar らの後方視的研究がある 。誘因のない初発の痙攣を有する 84 例のうち 21
16）

例で CT のみ，6 例で MRI のみが行われ，それぞれ 16 例（76%）
，4 例（67%）に異常があった。57 例では
CT と MRI の両方が行われ，CT で異常がなくMRI で異常が発見されたのは 12 例（21%）であった。CT と
MRI の両方で異常があったのは 17 例
（30%）
で，
診断的価値は MRI の方が CTよりも有意に高かった
（p ＜0.0001）。
可能ならば MRI を行う方が望ましい。特に小児では，CT が放射線被曝を伴うことを考慮すると，可能であれば
検査時間は長いが被曝がなく，異常所見の検出率が高い MRI がより勧められる。さらに，説明がつかない認知機
能障害や運動障害，部分発作，小児良性てんかんと一致しない脳波所見，原発性全般性てんかん，1 歳未満の
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小児では，緊急性はないが MRI での精査を検討するべきである 。
17）

MRI を行う場合は，2013 年に日本小児科学会・日本小児麻酔学会・日本小児放射線学会から出され，2015 年
に一部修正された「MRI 検査時の鎮静に関する共同提言」を考慮する 。
18）

検索式・参考にした二次資料
PubMed によりCT，MRI，first unprovoked seizure のキーワードを用いて検索した。
文

献

1）Krumholz A et al：Practice parameter：evaluating an apparent unprovoked first seizure in adults（an evidence-based review）
．
Neurology 69：1996-2007，2007（レベル 3）
2）Shinnar S et al：Neuroimaging abnormalities in children with an apparent first unprovoked seizure．Eplepsy Res 43：261-269，
2001（レベル 2）
3）Hirtz D et al：Practice parameter：evaluating a first nonfebrile seizure in children．Neurology 55：616-623，2000（レベル 3）
4）King MA et al：Epileptology of the first-seizure presentation：a clinical，electroencephalographic，and magnetic resonance imaging study of 300 consecutive patients．Lancet 352：1007-1011，1998（レベル 3）
5）Garvey MA et al：Emergency brain computed tomography in children with seizures：who is most likely benefit? J Pediatr 133：
664-669，1998（レベル 4）
6）Stroink H et al：The first unprovoked，untreated seizure in childhood：a hospital based study of the accuracy of diagnosis，rate
of recurrence，and long term outcome after recurrence：dutch study of epilepsy in childhood．J Neurol Neurosurg Psychiatry 64：
595-600，1998（レベル 3）
7）Berg AT et al：Status epilepticus in children with newly diagnosed epilepsy．Ann Neurol 45：618-623，1999（レベル 2）
8）McAbee GN et al：Results of computed tomography in“neurologically normal”children after initial onset of seizures．Pediatr
Neurol 5：102-106，1989（レベル 4）
9）Hopkins A et al：The first seizure in adult life：value of clinical features，electroencephalography，and computerised tomographic scanning in prediction of seizure recurrence．Lancet 1：721-726，1988（レベル 2）
10）Schoeneberger RA et al：Indication for computed tomography of the brain in patients with first uncomplicated generalized seizure．BMJ 309：986-989，1994（レベル 4）
11）Das CP et al：Risk of recurrence of seizures following a single unprovoked idiopathic seizure．Neurol India 48：357-360，
2000（レベル 4）
12）Edmondstone WM：How do we manage the first seizure in adults？ J R Coll Physicians Lond 29：289-294，1995（レベル 4）
13）Forsgren L et al：Electroencephalographic and neuroradiological findings in adults with newly diagnosed unprovoked seizures．
Eur Neurol 31：61-67，1991（レベル 3）
14）Hui ACF et al：Recurrence after a first untreated seizure in the Hong Kong Chinese population．Epilepsia 42：94-97，2001（レ
ベル 4）
15）van Donselaar CA et al：Value of the electroencephalogram in adult patients with untreated idiopathic first seizure．Arch
Neurol 49：231-237，1992（レベル 4）
16）Kollar B et al：Solotaly epileptic seizures in the clinical practice：Part 2：findings of various modifications of EEG examination
and imaging methods in patients who experienced solitary unprovoked epileptic seizure．Neuroendocrinol Lett 30：487-490，
2009（レベル 4）
17）Byron B et al：Neuroimaging of Seizures，Evidence-based Imaging：Improving the Quality of Imaging in Patient Care．p245259，Revised ed，Springer，2011（レベル 2）
18）MRI 検査時の鎮静に関する共同提言．https://www.jpeds.or.jp/uploads/files/20150129.pdf（レベルなし）
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推奨グレード

MRI を推奨する。

B

緊急を要する場合は，CT を推奨する。

背景・目的
頭蓋内占拠性病変の画像診断では一般に CTとMRI が広く用いられているが，どちらの検査を優先的に行うか
についての指標は必ずしも明確ではない。脳卒中や外傷性病変を除いた，亜急性・慢性の経過を示す頭蓋内占
拠性病変における CTとMRI の有用性について検討した。なお頭蓋内占拠性病変を疑わせる臨床症状は多岐に
わたるが，頭痛，痙攣，認知機能障害などに代表される全般的症状と，局所の脱力や知覚障害，視力視野障害な
どに代表される局所神経症状が含まれる 。
1）

解

説

ほとんどの頭蓋内異常所見に関して，MRI の感度は CTと同等か，もしくは CT 以上である

。

1-6）

MRI は CT よりもコントラスト分解能と細部の描出に優れ，任意方向の断面の撮像が可能である。また臨床症状
のない病変の検出にも優れている

。さらに，MRI では骨に囲まれた領域の描出に優れ，後頭蓋窩，脳幹や

1）2）5-8）

中頭蓋窩の病変について CT よりも正確な評価が可能である

（図）。トルコ鞍部や鞍上部の病変については，

2）9-11）

MRI は特に視神経，視交叉や内頚動脈などの周囲構造の状態の評価について，CT よりも優れている
病変内の石灰化の検出や，付随した骨変化の評価については，CT が優れている

。一方，

7）8）

。

1）10）12）

Kent らは MRIと，CT を含む他のモダリティを比較したレビューを行い，いくつかの研究で MRI による治療方針
への影響が示されたが，QOL への大きな影響は見られなかったと報告している 。CTとMRI のハードウェアはと
2）

もに，過去 20 年間にわたって飛躍的に進歩してきたが，現在でもCT は MRIと比較して短時間で撮像できる場合
がほとんどである。また MRI のコストは CT よりも高く，さらに各施設の状況によっては迅速に検査できない場合も少
なくない。即座の介入を要するような大きな頭蓋内腫瘤や出血の検出は CT で充分である

。また，MRI はペー

1-3）

スメーカーに代表される体内金属製品の一部で禁忌であることに留意する必要がある。一方，CT では X 線被曝
があり，不要な検査を行うことは控えるべきである。
CT におけるヨード造影剤，ならびに MRI におけるガドリニウム造影剤の使用はともに，頭蓋内腫瘍の検出能向
上と，病変の全体像の把握に有用である

。一般に，造影 MRI は造影 CTと比較して病変の検出能と描出

1）13-16）

能に優れる。神経膠腫に代表される原発性脳内腫瘍および転移性腫瘍，髄膜腫や神経鞘腫など，頭蓋内腫瘍の
多くにおいて，造影 MRI では造影 CTと比較して増強効果がより明瞭に観察され，病変の進展範囲の評価に有用
である
い

（図）
。特に脳転移や髄膜転移では，多くの報告で，造影 MRI のほうが造影 CT よりも検出率が高

1）2）16-20）

3）16-18）20）

。よって造影剤を用いた頭蓋内腫瘤の精査では，造影 MRI が勧められる。

ただし，粗大な髄膜腫や神経鞘腫は単純 MRI でも評価できることが多い

。また頭蓋内腫瘍の全てが造影効

13）

果を示すわけではない点に留意する必要がある。
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亜急性・慢性の経過で頭蓋内占拠性病変が疑われる患者
にはどのような画像検査を推奨するか？

❶ 脳神経

A

B

C

D

図 左聴神経鞘腫
A 単純 CT B 単純 CT 骨条件 C MRI T2 強調像 D MRI 造影 T1 強調像
CT，MRI ともに腫瘤の存在診断は可能だが，病変の全体像は造影 MRI で最も明瞭に描
出されている。内耳道の拡大は骨条件 CT で明瞭に認められる。

検索式・参考にした二次資料
PubMed に より brain，intracranial，central nervous system，tumor or neoplasm or mass or occupying，
CT，MR，sensitivity or specificity などのキーワードを用いて検索し，症例数が多いもの，エビデンスレベルが高いも
のを優先的に採用した。また Evidence-Based Imaging：Optimizing Imaging in Patient Care. Medina LS and
Blackmore C（eds）
，Springer，2011 を参考にした。
文

献

1）Hutter A et al：Brain neoplasms：epidemiology，diagnosis，and prospects for cost-effective imaging. Neuroimaging Clin N Am
13：237-250，2003（レベル 2）
2）Kent DL et al：The clinical efficacy of magnetic resonance imaging in neuroimaging. Ann Intern Med 120：856-871，1994（レ
ベル 2）
3）Medina LS et al：Adults and children with headache：evidence-based diagnostic evaluation. Neuroimaging Clin N Am 13：225235，2003（レベル 2）
4）Kucharczyk W et al：Central nervous system tumors in children：detection by magnetic resonance imaging. Radiology 155：131-
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136，1985（レベル 4）
5）Runge Price AC et al：Primary glioma：diagnosis with magnetic resonance imaging. J Comput Tomogr 10：325-334，1986（レ
ベル 3）
6）Orrison WW et al：Comparison of CT，low-field-strength MR imaging，and high-field-strength MR imaging. Work in progress.
Radiology 181：121-127，1991（レベル 3）
7）Lee BC et al：Sellar and juxtasellar lesion detection with MR. Radiology 157：143-147，1985（レベル 4）
8）Karnaze MG et al：Suprasellar lesions：evaluation with MR imaging. Radiology 161：77-82，1986（レベル 3）
9）Lee BC et al：MR imaging of brainstem tumors. AJNR 6：159-163，1985（レベル 4）
10）Barloon TJ et al：Lesions involving the fourth ventricle evaluated by CT and MR：a comparative study. Magn Reson Imaging 7：
635-642，1989（レベル 3）
11）Loneragan R et al：Magnetic resonance imaging evaluation of cerebellopontine angle tumours. Australas Radiol 33：47-55，
1989（レベル 4）
12）Schubeus P et al：Intracranial meningiomas：how frequent are indicative findings in CT and MRI？ Neuroradiology 32：467473，1990（レベル 3）
13）Felix R et al：Brain tumors：MR imaging with gadolinium-DTPA. Radiology 156：681-688，1985（レベル 3）
14）Haughton VM et al：Sensitivity of Gd-DTPA-enhanced MR Imaging of Benign Extraaxial Tumors. Radiology 166：829-833，
1988（レベル 3）
15）Elster AD et al：Is Gd-DTPA required for routine cranial MR imaging？ Radiology 173：231-238，1989（レベル 3）
16）Sze G et al：Detection of brain metastases：comparison of contrast-enhanced MR with unenhanced MR and enhanced CT.
AJNR 11：785-791，1990（レベル 3）
17）Sze G et al：MR imaging of the cranial meninges with emphasis on contrast enhancement and meningeal carcinomatosis. AJR
153：1039-1049，1989（レベル 3）
18）Chamberlain MC et al：Leptomeningeal metastasis：a comparison of gadolinium-enhanced MR and contrast-enhanced CT of
the brain. Neurology 40：435-438，1990（レベル 3）
19）Schörner W et al：Intracranial meningiomas. Comparison of plain and contrast-enhanced examinations in CT and MRI.
Neuroradiology 32：12-18，1990（レベル 4）
20）Davis P et al：Diagnosis of cerebral metastases：doubIe-dose deIayed CT vs contrast‐enhanced MR imaging. AJNR 12：293300，1991（レベル 3）
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11 成人の一次性頭痛に対し，CT・MRI 撮影は必要か？
推奨グレード
推奨グレード

C1

C1 非典型的な病型の頭痛，定義に当てはまらない頭痛，三叉神経・自律神経性頭痛の場合
C2 神経脱落症状を伴わない一次性頭痛を強く疑う場合

C2

非典型的な病型の頭痛，定義に当てはまらない頭痛，三叉神経・自律神経性頭痛の場合は，
CT や MRI が有用な場合があり，行うことを考慮してもよい。
推奨しない。
神経脱落症状を伴わない一次性頭痛を強く疑う場合は CT や MRI の有用性は低く，

背景・目的
国際頭痛学会（International Headache Society：IHS）が公表した国際頭痛分類第 2 版（ICHD-Ⅱ）によ
り，頭痛は一次性頭痛と二次性頭痛，そして頭部神経痛，中枢性・一次性顔面痛およびその他の頭痛に大別され
る。一次性頭痛は片頭痛，緊張型頭痛，群発頭痛およびその他の三叉神経・自律神経性頭痛，その他の頭痛に
分類され，二次性頭痛には外傷，血管障害，非血管性頭蓋内疾患，感染症，精神疾患など様々な疾患に伴う頭
痛がある。一般的に一次性頭痛と慢性頭痛は同義で扱われるが，その診断には病歴と神経診察所見の詳細な検
討が中心で，神経画像検査の役割は少ないとされる。しかし実際の臨床の現場では，頭痛の病型分類が行われる
前に CT や MRI が施行されることが少なくなく，一次性頭痛に対するアセスメントが浸透しているとは言い難い。本
稿では一次性頭痛に対する神経画像診断の有効性について検討した。

解

説

一次性頭痛に対する神経画像検査の有用性を検討した報告は，コホート研究や症例対照研究といった観察研
究のみであるため，これらの結果から有用性を推定する。
1985 年，Joseph ら は頭痛にて CT ないし MRI が施行された 48 例を検討し，5 例に脳腫瘍，1 例に動静脈
1）

奇形を認めたと報告した。これら画像上の異常所見を認めた患者のうち 5 例は神経学的異常所見を，1 例は労
作時の頭痛という分類不能な頭痛を呈していた。また，Weingerten ら は 100,800 人の成人片頭痛患者を検討
2）

し，慢性頭痛を呈するも神経脱落症状を呈さない患者で，CT によって外科的治療が必要であった患者の検出率
は約 0.01％であったと報告した。
1994 年，合衆国神経学会は神経脱落症状を伴わない頭痛患者の神経画像診断ガイドライン を発表した。こ
3）

の提唱は，同年に報告された Fishberg の検討を基にしている。彼らは 1974 〜 1991 年に発表された 17 編の報
4）

告の review を行い，片頭痛患者に施行された計 897 回の CT・MRI 所見を検討した。その結果，治療を要する
異常を呈した症例は脳腫瘍 3 例，動静脈瘻 1 例の計 4 例（0.4％）のみであった。この結果を受け，ガイドラインは
「典型的な片頭痛症例に対する神経画像検査の必要性は少ない」と評している。しかし，実際に治療を要する
器質的疾患も存在しうることに触れ，
「非典型的な頭痛，痙攣の既往，神経脱落症状を有する患者の場合は，CT
や MRI が適応となりうる」としている。
2004 年，Sandrini ら は過去の文献の検討を基に，非急性頭痛患者に対する神経検査や神経画像検査の
5）

有用性に関するガイドラインを発表した。これは 2010 年に改訂され，第 2 版が発表されている 。この改訂では，
6）

Sempere ら による非急性発症の頭痛 1,876 例の前向き検討が引用された。全例で CT または MRI が施行され
7）

ていたが，重要な器質的疾患を認めたのは 1.2% のみで，さらに神経脱落症状を伴わない頭痛患者で頭蓋内疾患
を認めたのは 0.9% のみであった。著者らはこの検討で，頭痛患者で頭蓋内疾患を伴っている頻度は少なく，その
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2005 年，Tsushimaら は神経脱落症状を伴わない慢性頭痛患者 306 名のMRI 画像について検討を行い，169
8）

名には異常所見は認められず，135 名に軽度の異常を認め，重要な器質的疾患を認めたのは下垂体腺腫 1 例と
慢性硬膜下血腫 1 例の計 2 名（0.7％）のみであったと報告した。
このように神経脱落症状を伴わない慢性頭痛に対する画像の有用性はどの報告も共通して否定的であるが，非
典型的な病型の頭痛，定義に当てはまらない頭痛に関しては一定の必要性を認めている。
近年，片頭痛患者の集団ベース研究にて女性の片頭痛は深部白質病変のリスク因子で，予兆を伴う片頭痛は
無症候性の脳虚血性病変のリスクを増加させる，との報告がある

。しかし発見された病変と頭痛との因果関連

9）10）

は示されておらず，さらなる検討が必要である。
Willbrink ら

は顔面の偏側性自律神経症候を伴い頻発する短時間持続の頭痛発作を特徴とする三叉神経・

11）

自律神経性頭痛の症例報告 56 編を検討し，多くの症例にて脳腫瘍や血管性病変などの器質的病変に伴う二次
性の原因が認められた。このことから，適切なアセスメントによって三叉神経・自律神経性頭痛が疑われる場合は
神経画像検査の適応になると報告している。また撮影の際にはルーチンの頭部 MRI だけではなく，必要に応じて
頸部血管，傍鞍部や副鼻腔領域の評価目的の撮像を追加することが望ましい。一般に一次性頭痛の診断は必ず
しも容易ではない。雷鳴頭痛は一次性頭痛でも，
くも膜下出血などの二次性頭痛でも生じるが，
雷鳴頭痛に対しては，
CT や MRI が必要である。
なお，日本神経学会 ･ 日本頭痛学会により2013 年に発行された慢性頭痛の診療ガイドラインでは，以下の項目
①突然の頭痛，②今まで経験したことがない頭痛，③いつもと様子の異なる頭痛，④頻度と程度が増していく頭痛，
⑤ 50 歳以降に初発の頭痛，⑥神経脱落症状を有する頭痛，⑦癌や免疫不全の病態を有する患者の頭痛，⑧精
神症状を有する患者の頭痛，⑨発熱・項部硬直・髄膜刺激症状を有する頭痛，の症状がある時は，二次性頭痛
を疑い積極的に検索するように勧告されている。

検索式・参考にした二次資料
PubMed によりchronic headache，diagnostic imaging，guideline，migraine，cephalgia のキーワードを用
いて検索した。また，国際頭痛学会・頭痛分類委員会編：国際頭痛分類第 2 版（ICHD-Ⅱ）
，慢性頭痛の診療
ガイドライン 2013 年版（日本神経学会 ･ 日本頭痛学会編）を参考にした。
文

献

1）Joseph R et al：Intracranial space-occupying lesions in attending a migraine clinic．Practitioner 229：477-481，1985（レベル 4）
2）Weingarten S et al：The effectiveness of cerebral imaging in the diagnosis of chronic headache．Arch Intern Med 152：24572462，1992（レベル 3）
3）Practice parameter：the utility of neuroimaging in the evaluation of headache in patients with normal neurologic examinations
（summary statement）
：report of the quality standards subcommittee of the American Academy of Neurology．Neurology 44：
1353-1354，1994（レベル 2）
4）Fishberg BM：The utility of neuroimaging in the evaluation of headache in patients with normal neurologic examinations．
Neurology 44：1191-1197，1994（レベル 2）
5）Sandrini G et al：Neurophysiological tests and neuroimaging procedures in non-acute headache：guidelines and recommendations．Eur J Neurol 11：217-224，2004（レベル 3）
6）Sandrini G et al：Neurophysiological tests and neuroimaging procedures in non-acute headache，2nd ed．Eur J Neurol 18：373381，2011（レベル 3）
7）Sempere AP et al：Neuroimaging in the evaluation of patients with non-acute headache．Cephalgia 25：30-35，2005（レベル 2）
8）Tsushima Y et al：MR imaging in the evaluation of chronic or recurrent headache．Radiology 235：575-579，2005（レベル 2）
9）Swartz RH：Migraine is associated with magnetic resonance imaging white matter abnormalities：a meta-analysis．Arch Neurol
61：1366-1368，2004（レベル 2）
10）Etminan M et al：Risk of ischemic stroke in people with migraine：systematic review and meta-analysis of observational studies．Bmj 330：63，2005（レベル 2）
11）Wilbrink LA et al：Neuroimaging in trigeminal autonomic cephalgias：when，how，and of what？ Curr Opin Neurol 22：247253，2009（レベル 3）
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ような症例を予見しうる因子は神経診察所見と臨床経過，現病歴であると結論づけている。

❶ 脳神経

転移性脳腫瘍の検出においてどのような画像検査を推奨
するか？

12
推奨グレード

B

転移性脳腫瘍が疑われる場合，造影 MRI を推奨する。

背景・目的
担癌患者では，脳転移の有無は治療方針の決定に重要であり，その治療選択においては脳転移巣の有無の検
出に加え，正確な数，大きさ，部位の把握が必要である。その評価には CTとMRI がよく用いられているが，施設
により優先する画像検査が異なる可能性がある。本稿では担癌患者において脳転移が疑われるとき転移性脳腫瘍
の検出において第一選択とすべき画像検査について検討した。

解

説

転移性脳腫瘍に対する画像検査の有用性を検討した報告は，コホート研究や症例対照研究といった観察研究
のみであるため，これらの結果から有用性を推定する。
転移性脳腫瘍の検出に関する CTとMRI の比較研究は，1980 年代後半から多くなされている

。脳実質

1-3）4）

転移が疑われる連続した 50 症例で，造影 CTと造影前後の MRI で比較検討した報告では，造影 MRI は転移
巣を認めた 27 例中 8 例で造影 CT より多くの転移巣を検出し，特に後頭蓋窩や皮質の転移巣の検出に優れてい
た 。二倍量の造影 CTとT2 強調像および通常量の造影 MRI で，23 例の転移性脳腫瘍を疑う患者に対し転
2）

移巣の検出能を比較した報告では，二倍量の造影 CT で 37 個，T2 強調像で 40 個，造影 MRI で 67 個の転移
巣が検出された 。造影 CTとT1 強調像，T2 強調像，通常量と三倍量の造影 MRI で脳転移巣の検出能を比
3）

較検討した報告では，転移巣の検出数は三倍量造影 MRI，通常量造影 MRI，造影 CT，T2 強調像，造影前 T1
強調像の順に多く，三倍量造影 MRI が他のものよりも有意に優れ，特に 5mm 以下の転移巣の検出でその差が
顕著であった 。これらの報告は一貫して造影 MRI の優位性を示しており，転移性脳腫瘍の検出のための画像
4）

検査は造影 MRI を第一選択にすべきと推奨される。
造影 MRI での病変の検出に影響を与える要因として，造影剤の量，撮像タイミング，転移巣の大きさ，磁場強度，
撮像法が検討されてきた。Gd 造影剤の通常量投与より三倍量投与の方が転移巣検出の感度が上昇するという報
告が複数ある

。転移性脳腫瘍患者 45 例に対して，1.5T 装置で造影剤の量，造影剤投与から撮像までの時間，

4-6）

および転移巣の大きさについて描出能への影響を検討した報告では，10mm 以下の転移巣では造影剤の量，造
影剤投与から撮像までの時間は以下のように描出能に影響した。①造影剤投与後 20 分の画像は投与直後と比
べて，5mm 未満の小さな転移巣を約 2 倍多く検出。②投与直後の画像の比較では，三倍量投与では通常量の
約 3 倍の数の転移巣を検出。③三倍量投与では，投与直後の画像でも，通常量投与後 20 分の画像に比べて多
くの転移巣を検出。以上から，
小さな病変の検出に最も影響を与えるのは造影剤の量であるとしている 。3Tと1.5T
5）

の装置で，三倍量と通常量投与および転移巣の検出能を比較検討した報告では，3T で三倍量投与したものが最
も検出能が高く，また，5mm 未満の転移巣では三倍量投与は両磁場強度とも通常量投与より有意に検出能が優
れていた 。
6）

一方，転移性脳腫瘍が疑われる 136 例の連続症例を前向きに 1.5T で検討した報告では，三倍量投与では疑
陽性が増加して全ての症例においては有用ではなく，通常量投与では不明確な症例や単発の転移に限って三倍
量投与を行うべきとしている 。本邦では，gadoteridol に関しては，転移性脳腫瘍が疑われて単量投与では描出
7）
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常量投与では不明確な症例や単発の転移では gadoteridol の二倍量までの追加投与を行うことが望ましいと考え
られる。なお，二倍量 gadoteridol の単回投与は追加分割投与と比較して描出能の改善が得られるとする報告が
あるが ，本邦で認可されているのは追加分割投与である。ガドリニウム造影剤の投与に関して，腎性全身性線維
8）

症（nephrogenic systemic fibrosis：NSF）は既に広く認知されるようになった重篤な副作用であるが ，造影剤
9）

使用においては単量投与であっても腎機能評価を行い慎重な投与が望まれる。
転移性脳腫瘍の描出に関する撮像法については，3D 撮像法の有用性が報告されている

。特に小さな転

10-13）

移巣の検出においては，血管の信号との鑑別が問題となることが多いが，可変フリップ角を用いた 3D 高速 SE 法
（VISTA，CUBE，SPACE）では，血管の信号が低くなることが多く，転移巣の検出および診断がより容易とな
る

。造影 FLAIR は単独使用では転移巣検出の感度は低いが，血管の信号が低いことから，他の撮像法の

11）13）

造影 MRI に追加することで小さな転移巣と血管との鑑別が容易となるほか

，軟膜への転移の描出にすぐれると

14）

する報告がある 。軟膜病変の有無は定位放射線治療等の方針決定にも重要な情報となる。
15）

検索式・参考にした二次資料
PubMed により brain metastasis，CT，MRI の キ ーワードを 用 い て 検 索した。また，Evidence-Based
Imaging：Improving the Quality of Imaging in Patient Care，Springer，2011 を参考にした。
文

献

1）Russell EJ et al：Multiple cerebral metastases：detectability with Gd-DTPA-enhanced MR imaging. Radiology 165：609-617，
1987（レベル 3）
2）Sze G et al：Detection of brain metastases：comparison of contrast-enhanced MR with unenhanced MR and enhanced CT.
AJNR 11：785-791，1990（レベル 3）
3）Davis PC et al：Diagnosis of cerebral metastases：double-dose delayed CT vs contrast-enhanced MR imaging. AJNR 12：293300，1991（ レベル 3）
4）Akeson P et al：Brain metastases--comparison of gadodiamide injection-enhanced MR imaging at standard and high dose，contrast-enhanced CT and non-contrast-enhanced MR imaging. Acta radiologica 36：300-306，1995（レベル 4）
5）Yuh WT et al：The effect of contrast dose，imaging time，and lesion size in the MR detection of intracerebral metastasis．AJNR
16：373-380，1995（レベル 2）
6）Ba-Ssalamah A et al：Effect of contrast dose and field strength in the magnetic resonance detection of brain metastases．
Investigative radiology 38：415-422，2003（レベル 3）
7）Sze G et al：Comparison of single-and triple-dose contrast material in the MR screening of brain metastases．AJNR 19：821828，1998（レベル 2）
8）Ochi T et al：Comparison between two separate injections and a single injection of double-dose contrast medium for contrastenhanced MR imaging of metastatic brain tumors．Magn Reson Med Sci 13：221-229，2014（レベル 2）
9）Wang Y et al：Incidence of nephrogenic systemic fibrosis after adoption of restrictive gadolinium-based contrast agent guidelines．
Radiology 260：105-111，2011（レベル 2）
10）Kakeda S et al：Detection of brain metastasis at 3T：comparison among SE，IR-FSE and 3D-GRE sequences．European radiology 17：2345-2351，2007（レベル 2）
11）Kato Y et al：Usefulness of contrast-enhanced T1-weighted sampling perfection with application-optimized contrasts by using
different flip angle evolutions in detection of small brain metastasis at 3T MR imaging：comparison with magnetization-prepared
rapid acquisition of gradient echo imaging．AJNR 30：923-929，2009（レベル 2）
12）Nagao E et al：3D turbo spin-echo sequence with motion-sensitized driven-equilibrium preparation for detection of brain metastases on 3T MR imaging．AJNR 32：664-670，2011（レベル 2）
13）Komada T et al：Contrast-enhanced MR imaging of metastatic brain tumor at 3 tesla：utility of（1）-weighted SPACE compared with 2D spin echo and 3D gradient echo sequence．Magn Reson Med Sci 7：13-21，2008（レベル 2）
14）Terae S et al：Contrast-enhanced FLAIR imaging in combination with pre- and postcontrast magnetization transfer T1-weighted
imaging：usefulness in the evaluation of brain metastases．JMRI 25：479-487，2007（レベル 2）
15）Fukuoka H et al：Comparison of the added value of contrast-enhanced 3D fluid-attenuated inversion recovery and magnetization-prepared rapid acquisition of gradient echo sequences in relation to conventional postcontrast T1-weighted images for the
evaluation of leptomeningeal diseases at 3T．AJNR 31：868-873，2010（レベル 3）
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能が不足であると判断される症例に対して二倍までの追加投与まで認められている。以上から，本邦においては通
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原発性脳実質腫瘍が疑われる患者の MRI においてどのよ
うな撮像法を推奨するか？

13
推奨グレード

A

推奨グレード

B

推奨グレード

C1

A 造影 MRI
B 拡散強調像
C1 灌流画像，MR スペクトロスコピー
造影 MRI は原発性脳実質腫瘍の部位・性状の把握，悪性度診断や鑑別診断に有用な情報
を提供するため，行うことを強く推奨する。
拡散強調像は原発性脳実質腫瘍の性状の把握，悪性度診断や鑑別診断などに有用であり，
行うことを推奨する。
灌流画像，MR スペクトロスコピーなどの先進的画像を用いることで通常の MRI 画像で
は得られない有用な知見が得られることがあり，行うことを考慮してもよい。

背景・目的
神経膠腫などの原発性脳実質腫瘍の一般的な MR 撮像法として通常の T1 強調像，T2 強調像，FLAIR 像
の他に，
造影 MRI，
拡散強調像，
灌流画像，MR スペクトロスコピー（MR spectroscopy：MRS）などがある（図）
。
これらの撮像法の有用性に関する様々な報告がなされてきたが，通常撮像に造影 MRI，拡散強調像，先進的画
像を追加する意義について検討した。

解

説

CT や通常の MRI で原発性脳腫瘍が疑われるときに，ガドリニウム製剤を用いた造影 MRI は病変の部位・性
状の把握，悪性度診断，鑑別診断に重要である

。具体的には，神経膠腫において増強領域の存在やリング状

1）2）

増強域の含有は高悪性度神経膠腫を示唆する所見として有用である。また，造影 MRI は生検部位や手術の切
除部位の決定や放射線治療の計画に必要である。造影 MRI での増強病変が複数認められるときは，原発性脳
実質内腫瘍よりもむしろ転移性脳腫瘍，脳膿瘍，多発性硬化症等の可能性を示唆する。リング状増強域で一部灰
白質の部分でリングが途切れる所見がみられた場合には腫瘍より脱髄性病変が疑われる。
ガドリニウム造影剤の有害事象は 0.4 〜 0.76%と非常に低いが

，腎障害患者において重篤な副作用である

3）4）

腎性全身性線維症（NSF）が報告され，本邦でも発生がみられる 。長期透析が行われている終末期腎障害，
5）

eGFR（estimated glomerular filtration rate：推算糸球体ろ過値）が 30 ml/min/1.73 m 未満の慢性腎障害，
2

急性腎不全の患者においてはガドリニウム造影剤の投与は禁忌であり，そのほか不必要なガドリニウム造影剤投与
も避けることが肝要である 。
5）

拡散強調像は 1 分程度の撮像時間で，定量評価も簡便に行えることから広く普及し，脳腫瘍の評価にも有用で
ある。拡散強調像から算出されるみかけの拡散係数（apparent diffusion coefficient：ADC）値は，脳膿瘍と
壊死を伴う腫瘍性病変との鑑別 ，神経膠腫瘍における悪性度の推定
6）

度神経膠腫，悪性リンパ腫と転移性脳腫瘍の 3 種の脳腫瘍における鑑別
予後予測

，原発性脳腫瘍の鑑別

7）8）

，高悪性

9）10）

，悪性リンパ腫や星細胞腫瘍での

11）12）

に有用である。

13）14）

灌流画像では相対的脳血液量（relative cerebral blood volume：rCBV）値が脳腫瘍の評価にしばしば使
われる。灌流解析では対側正常脳の rCBV に対する腫瘍部の rCBV の比をとり，半定量的に標準化された腫瘍
血液量（normalized CBV）を用いることが多い。神経膠腫においては腫瘍における rCBV 値が腫瘍の血管床
と正の相関を示し，悪性度評価に有用である
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。そのほか，他の脳腫瘍や脳腫瘍類似病変との鑑別診断

15-19）

，

20-22）
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A

Cho

B

Lac

Cr
NAA

C

D

E

図 膠芽腫
A T2 強調像 B 造影後 T1 強調像 C ADC マップ D 灌流強調像（相対的 CBV マップ） E MR スペクトロスコピー
T2 強調像では脳梁膨大部左側に嚢胞性腫瘤を認め（A）
，造影後 T1 強調像では著明な被膜増強および充実成分の増
強効果を認める（B）
。ADC マップでは被膜よりも充実成分の ADC 値が低い（C）
。灌流強調像では増強領域に一致して
rCBV 上昇を認める（D）
。MR スペクトロスコピーではクレアチン（Cr）を基準としてコリン（Cho）上昇，N アセチルアスパ
ラギン酸（NAA）低下，乳酸（Lac）上昇を認め，典型的な悪性神経膠腫の所見である（E）
。

グリオーマ治療後の効果判定や予後診断

へ有用とされる。

23）24）

MR スペクトロスコピーは通常プロトンをターゲットとして，脳腫瘍では N- アセチルアスパラギン酸（NAA）
，コリン
（Cho）
，クレアチン（Cr）
，乳酸（Lac）が主に観察される。NAA は神経細胞のみに存在する代謝物で，種々の
疾患で低下する。Cho は細胞膜代謝に必要なリン脂質の材料となる代謝物であり，細胞膜代謝の破壊や亢進と相
関すると考えられ，神経膠腫においては悪性度が高いほど Cho が高値を示す。MRS は神経膠腫における悪性度
の推定

，膠芽腫と脳膿瘍との鑑別に有用である。また増強効果のない腫瘍周辺領域で Cho/Cr 比の上昇を

25）26）

認めるときは浸潤性悪性腫瘍が疑われ，転移性脳腫瘍との鑑別に有用である 。
27）

検索式・参考にした二次資料
PubMed によりglioma，contrast enhanced MRI，diffusion-weighted，perfusion MRI，MR spectroscopy の
キーワードを用いて検索した。また，CT/MR 灌流画像実践ガイドライン合同策定委員会編：CT/MR 灌流画像実
践ガイドライン 2006，日本磁気共鳴医学会スタディグループ Proton MRS の臨床有用性検討会編：Proton MRS の
臨床有用性コンセンサスガイドライン 2009 年度版，Medina L eds.：Evidence-Based Imaging：Improving the
Quality of Imaging in Patient Care：2011 を参考にした。
文

献

1）Runge VM et al：Central nervous system：review of clinical use of contrast media. Top Magn Reson Imaging 12：231-263，2001
（レベル 5）
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2）Essig M et al：MR imaging of neoplastic central nervous system lesions：review and recommendations for current practice.
AJNR 33：803-817，2011（レベル 5）
3）Forsting M，Palkowitsch P：Prevalence of acute adverse reactions to gadobutrol--a highly concentrated macrocyclic gadolinium
chelate：review of 14,299 patients from observational trials. Eur J Radiol 74：e186-192，2010（レベル 3）
4）Morgan DE et al：Assessment of adverse reaction rates during gadoteridol-enhanced MR imaging in 28，078 patients.
Radiology 259：109-116，2011（レベル 3）
5）厚生労働省医薬食品局：医薬品・医療機器等安全性情報 No.285：http：//www1.mhlw.go.jp/kinkyu/iyaku_j/iyaku_j/anzenseijyouhou/285.pdf，2011（レベル 5）
6）Desprechins B et al：Use of diffusion-weighted MR imaging in differential diagnosis between intracerebral necrotic tumors and
cerebral abscesses. AJNR 20：1252-1257，1999（レベル 4）
7）Lee EJ et al：Preoperative grading of presumptive low-grade astrocytomas on MR imaging：diagnostic value of minimum apparent diffusion coefficient. AJNR 29：1872-1877，2008（レベル 3）
8）Murakami R et al：Grading astrocytic tumors by using apparent diffusion coefficient parameters：superiority of a one- versus
two-parameter pilot method. Radiology 251：838-845，2009（レベル 3）
9）Yamasaki F et al：Apparent diffusion coefficient of human brain tumors at MR imaging. Radiology 235：985-991，2005（レベ
ル 3）
10）Rumboldt Z et al：Apparent diffusion coefficients for differentiation of cerebellar tumors in children. AJNR 27：1362-1369，
2006（レベル 3）
11） Kitis O et al：Minimum apparent diffusion coefficients in the evaluation of brain tumors. Eur J Radiol 55：393-400，
2005（レベル 3）
12）Toh CH et al：Primary cerebral lymphoma and glioblastoma multiforme：differences in diffusion characteristics evaluated with
diffusion tensor imaging. AJNR 29：471-475，2008（レベル 3）
13）Barajas RF et al：Diffusion-weighted MR imaging derived apparent diffusion coefficient is predictive of clinical outcome in primary central nervous system lymphoma. AJNR 31：60-66，2010（レベル 3）
14）Murakami R et al：Malignant supratentorial astrocytoma treated with postoperative radiation therapy：prognostic value of pretreatment quantitative diffusion-weighted MR imaging. Radiology 243：493-499，2007（レベル 3）
15）Maeda M et al：Tumor vascularity in the brain：evaluation with dynamic susceptibility-contrast MR imaging. Radiology 189：
233-238，1993（レベル 3）
16）Aronen HJ et al：Cerebral blood volume maps of gliomas：comparison with tumor grade and histologic findings. Radiology 191：
41-51，1994（レベル 3）
17）Sugahara T et al：Correlation of MR imaging blood volume maps with histologic and angiographic determination of vascularity
of gliomas. AJR 171：1479-1486，1998（レベル 3）
18）Knopp EA et al：Glial neoplasms：dynamic contrast-enhanced T2*-weighted MR imaging. Radiology 211：791-798，1999（レ
ベル 3）
19）Law M et al：Glioma grading：sensitivity，specificity，and predictive values of perfusion MR imaging and proton MR spectroscopic imaging compared with conventional MR imaging. AJNR 24：1989-1998，2003（レベル 3）
20）Cha S et al：Dynamic contrast-enhanced T2*-weighted MR imaging of tumefactive demyelinating lesions. AJNR 22：11091116，2001（レベル 3）
21）Law M et al：High-grade gliomas and solitary metastases：differentiation by using perfusion and proton spectroscopic MR imaging. Radiology 222：715-721，2002（レベル 3）
22）Hakyemez B et al：Evaluation of different cerebral mass lesions by perfusion-weighted MR imaging. J Magn Reson Imaging 24：
817-824，2006（レベル 3）
23）Law M et al：Low-grade gliomas：dynamic susceptibility-weighted contrast-enhanced perfusion MR imaging--prediction of
patient clinical response. Radiology 238：658-667，2006（レベル 3）
24）Hirai T et al：Prognostic value of perfusion MR imaging of high-grade astrocytomas：long-term follow-up study. AJNR 29：
1505-1510，2008（レベル 3）
25）Stadlbauer A et al：Preoperative grading of gliomas by using metabolite quantification with high spatial resolution proton MR
spectroscopic imaging. Radiology 238：958-969，2006（レベル 3）
26）Zonari P et al：Multimodal MRI in the characterization of glial neoplasms：the combined role of single-voxel MR spectroscopy，
diffusion imaging and echo-planar perfusion imaging. Neuroradiology 49：795-803，2007（レベル 3）
27）Lai PH et al：In vivo differentiation of aerobic brain abscesses and necrotic glioblastomas multiforme using proton MR spectroscopic imaging. AJNR 29：1511-1518，2008（レベル 3）
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推奨グレード

MRI，SPECT を推奨する。
MRI はアルツハイマー病に特徴的な側頭葉内側の脳萎縮の検出が可能であり，アルツハ

B

イマー病以外の認知機能障害を来す疾患の診断にも役立つため，推奨する。
脳血流 SPECT ではアルツハイマー病に特徴的な両側側頭頭頂葉と後部帯状回の血流低
下を描出することが可能であり，推奨する。

背景・目的
認知症の有病率は世界的に増加傾向にあり，本邦でも人口の高齢化に伴って軽症の認知症，特にアルツハイ
マー病（Alzheimer disease：AD）の増加は社会的問題となっている。本稿では AD 診断における MRI，脳血
流 SPECT，PET の有用性について検討する。

解

説

画像診断技術の発達により認知症に生じる軽微な脳萎縮や血流・代謝低下が検出可能となり，AD 診療におけ
る画像診断の役割は以前の AD 以外の認知症疾患の除外という補助的な役割から，AD の早期診断を支える重
要な手段へと変化してきている。さらに，脳容積，脳血流，糖代謝に関する画像統計解析やアミロイド PET は軽度
認知障害（mild cognitive impairment：MCI）から AD へのコンバート予測に関しても高い診断精度を有すると
されており，今後の臨床分野への貢献が期待される。

₁ MRI

AD では早期から側頭葉内側領域に神経細胞減少を認め，その結果脳実質の萎縮を生じる（図 1）。MRI を
用いて側頭葉内側領域萎縮を評価した 12 論文のメタアナリシスにおいて，ADと健常者の鑑別は感度 85%，特異
度 88％であった 。voxel-based morphometry（VBM）を用い
1）

た画像統計解析によれば，AD では側頭葉内側（海馬，嗅内野）
以外にも後部帯状回，頭頂葉（楔前部）
，紡錘回，前頭葉の内
側・下方などにも萎縮が認められるが ，発症年齢により萎縮部位
2）

に差がある（若年発症では側頭葉内側の萎縮は軽度）ため注意
が必要である。VBM 解析には特殊なソフトウェアでの動作が必要
とされていたが，国内では 2006 年から簡便にデータ解析の可能な
voxel-based specific regional analysis system for Alzheimer’s
disease（VSRAD）が利用可能となっている。海馬・嗅内野を関
心領域とする同手法の正診率は 87.8％であった 。形態診断以外
3）

の MR 検査法としては，AD における脳の組織変化を反映する H1

MR スペクトロスコピーや拡散テンソル画像の有用性が報告されて
いる。 前 者による AD と健 常 者の鑑 別は myo-inositol/N-acetyl
aspartate（MI/NAA）比により感度 83%，特異度 98% ，また後
4）

者では，辺縁系，鈎状束における拡散異方性の低下が特徴的であ

A

Alzheimer 型認知症
MRI FLAIR 冠状断像 両側側頭葉内側
（海馬・海馬傍回）の萎縮。
図1

ると報告されている が，日常臨床で使用されるには至っていない。
5）

また arterial spin labeling（ASL）法を用いることにより，MRI にて
非造影の脳血流画像を得て鑑別診断に応用がこころみられている 。
6）
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アルツハイマー病の診断にどのような画像検査を推奨す
るか？
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図 2 Alzheimer 型認知症
脳血流 SPECT（99mTc- ECD）統計解析画像：eZIS（easy Z-score imaging
system） 疾患特異領域（後帯状回 , 楔前部 , 頭頂連合野）での血流低下。

2 脳血流SPECT
AD では同年代の健常者と比較して側頭葉・頭頂葉や楔前部から後部帯状回にかけての血流が低下しており，
脳血流 SPECT はこれを検出可能である（図 2）
。大規模な前方視的研究で脳血流 SPECT の ADと健常者の
鑑別は感度 89%，特異度 80% であった 。脳血流 SPECT を標準的臨床診断と比較した場合，感度では劣るが
7）

（74% vs 81%）
，特異度では優れる（91% vs 70%）
。さらに脳血流 SPECT は ADと他の認知症疾患（前頭側
頭葉型認知症，血管性認知症）との鑑別に 70 〜 79% の感度，特異度があり，脳血流 SPECT は ADとAD 以
外の認知症疾患の鑑別にも役立つ 。
8）

3 PET（ F-FDG PET・アミロイドPET）
18

本邦では両者は AD への施行が保険適応外（FDG-PET は先進医療 B で施行可）であるが AD 診断，他の
変性性認知症との鑑別

の有用性が報告されているので付記する。

9）10）

5

PET は AD における後部帯状回，楔前部，頭頂側頭連合野の糖代謝の低下を捉えることができる。PET に
よる AD と健常者の鑑別は感度 86 〜 96％，特異度 80 〜 90％と，脳血流 SPECT よりも診断能に優れる

。

11-13）

three dimensional stereotactic surface projection（3D-SSP）などの画像統計解析を使用すればさらに診断
精度が向上する（感度 95 〜 97％，特異度 100%） 。アミロイド PET は AD におけるアミロイドβ蛋白の脳内蓄
14）

積（老人斑形成）
を画像化する技術であり， C-PiB による報告が多い。その診断感度は 89％と高いが
11

， C-PiB

15） 11

の集積は健常高齢者の一部（10 〜 30%）やレビー小体型認知症など AD 以外の変性性認知症，アミロイドアン
ギオパチーでも認めることがあり，特異度では SPECT や MRI，FDG-PET にやや劣る 。 C は半減期が 20 分
16）

11

半減期の長い F
ときわめて短いことから現状では C-PiB によるアミロイドPET が施行可能な施設は限定的であり，
11

で標識された診断薬

が日常臨床で利用ができるように保険適応に向けて進められている。またタウ蛋白の沈着

9）10）

を示すタウ PETも開発されており臨床応用が期待される

96

18

。

9）10）

C Q 14

PubMed によりAlzheimer disease，diagnosis，MRI or SPECT or PET のキーワードを用い，human，
metaanalysis，practice guideline，randomized controlled trial，review で制限をかけ検索した。また，日本
神経学会「認知症疾患治療ガイドライン」作成合同委員会編：認知症疾患治療ガイドライン 2010 を参考にした。
文

献

1）Scheltens P et al：Structural magnetic resonance imaging in the practical-assessment of dementia：beyond exclusion．Lancet
Neurol 1：13-21，2002（レベル 3）
2）Karas GB et al：A comprehensive study of gray matter loss in patients with Alzheimer's disease using optimized voxel-based
morphometry．Neuroimage 18：895-907，2003（レベル 4）
3）Hirata Y et al：Voxel-based morphometry to discriminate early Alzheimer’
s disease from controls．Neurosci Lett 15：269-274，
2005（レベル 4）
4）Shonk TK et al：Probable Alzheimer disease：diagnosis with proton MR spectroscopy．Radiology 195：65-72，1995（レベル 4）
5）Nakata Y et al：Tract-specific analysis for investigation of Alzheimer disease：a brief review．Jpn J Radiol 28：494-501，
2010（レ
ベル 4）
6）Wolk DA et al：Arterial spin labeling MRI：an emerging biomarker for Alzheimer's disease and other neurodegenerative conditions．Curr Opin Neurol 25：421-428，201２（レベル 4）
7）Jobst KA et al：Accurate prediction of histologically confirmed Alzheimer’
s disease and the differential diagnosis of dementia：
the use of NINCDS-ADRDA and DSM-III-R criteria，SPECT，X-ray CT，and Apo E4 in medial temporal lobe dementias：Oxford
Project to Investigate Memory and Aging．Int Psychogeriatr 10：271-302，1998（レベル 3）
8）Dougall NJ et al：Systematic review of the diagnostic accuracy of 99mTc-HMPAO-SPECT in dementia．Am J Geriatr Psychiatry
12：554-570，2004（レベル 3）
9）Nasrallah IM et al：Multimodality imaging of Alzheimer disease and other neurodegenerative dementias．J Nucl Med 55：20032011，2014（レベル 4）
10）Ishii K：PET Approaches for diagnosis of dementia．AJNR 35：2030-2038，2014（レベル 4）
11）Zakzanis KK et al：A meta-analysis of structural and functional brain imaging in dementia of the Alzheimer’
s type：a neuroimaging profile．Neuropsychol Rev 13：1-18，2003（レベル 3）
12）Patwardhan MB et al：Alzheimer disease：operating characteristics of PET-a meta-analysis．Radiology 231：73-80，2004（レ
ベル 3）
13）Bohnen NI：Effectiveness and safety of 18F-FDG PET in the evaluation of dementia：a review of the recent literature．J Nucl
Med 53：59-71，2012（レベル 3）
14）Minoshima S et al：A diagnostic approach in Alzheimer’
s disease using three dimensional-stereotactic surface projections of
fluorine-18-FDG PET．J Nucl Med 36：1238-1248，1995（レベル 4）
15）Edison P et al：Amyloid，hypometabolism，and cognition in Alzheimer disease：an [11C]PIB and [18F]FDG PET study．
Neurology 13：501-508，2007（レベル 3）
16）Jack CR Jr et al：Alzheimer’
s Disease Neuroimaging Initiative：serial PIB-MRI in normal，mild cognitive impairment and
Alzheimer’
s disease：implications for sequence of pathological events in Alzheimer’
s disease．Brain 132（Pt 5）
：1355-1365，
2009（レベル 4）
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15 特発性正常圧水頭症にはどのような画像検査が有用か？
推奨グレード

B

推奨グレード

C1

B CT，MRI
C1 脳血流 SPECT
形態画像診断である CT，MRI，特に MRI は特発性正常圧水頭症に特徴的な形態異常を
描出することが可能で，アルツハイマー病をはじめとした認知機能障害を呈するその他
の疾患との鑑別に有用であり，推奨する。
脳血流 SPECT も他疾患との鑑別において有用であり，行うことを考慮してもよい。

背景・目的
特発性正常圧水頭症（iNPH）は髄液シャント術によって症状改善が得られる“ 治療可能な認知症”であるが，
治療適応の決定には類似する症状を呈するその他の疾患との鑑別が前提となる。この iNPH の神経画像診断に
関して様々な報告がみられる。本稿では iNPH の診断における神経画像検査の有用性について検討した。

解 説
1 iNPH の基本的な形態変化
iNPH では形態的特徴である“くも膜下腔の不均衡な拡大を伴う水頭症（disproportionately enlarged
subarachnoid-space hydrocephalus：DESH）
”がみられ，その他の疾患による“脳萎縮に伴う脳室拡大”との
鑑別に有用である。これは Evans index（両側側脳室前角間最大幅 / そのレベルの横断像における頭蓋内腔
最大幅）が 0．3 を超える脳室拡大に加えて，くも膜下腔の高位円蓋部や正中部における狭小化およびシルビウス
裂や脳底槽における拡大という不均一な分布を呈することを意味する（図）。その臨床的意義を明らかにする目的
で行われた本邦の前向きコホート研究（study of idiopathic normal pressure hydrocephalus on neurological
improvement：SINPHONI）では，80% の VP シャント奏功率により，同所見の妥当性が確認されている 。なお，
1）

本邦の疫学研究にて無症候ながらもDESHと同様の形態変化を呈する高齢者群が存在することが明らかになって
おり（asymptomatic ventriculomegaly with features of iNPH on MRI：AVIM）
，診断時に留意を要する 。
2）

2 CT

一般的に MRIと比較して優れる点は少ないが，検出器の多列化に伴う空間分解能の上昇を生かした多断面再
構成を用いた冠状断像，
矢状断像作成にて，MRIと同様に DESH やその他の形態異常である局所性の脳溝拡大，
帯状溝後半部の狭小化 ，急峻な脳梁角
3）

3 MRI

の形態評価を行うことは可能である。

4）

DESH 所見を間接的に示す所見として帯状溝後半部の狭小化 ，急峻な脳梁角
3）

があげられる。

4）

脳室周囲および深部白質変化は iNPH の診断に必須所見ではなく，その他疾患でも同様に認められる

。

1）3）5）

中脳水道の flow void 現象は iNPH に高頻度に認められるが，その他認知機能障害を呈する疾患でも認められる
非特異的な所見である
いと報告されているが

。位相コントラスト法による脳脊髄液流速の計測は，iNPH の診断において感度が高

3）5）6）

，診断的価値は定まっていない。拡散テンソル画像，拡散強調像における大脳白質の拡

7）8）

散の異方性比率や拡散係数の変化，H-MRS における N-acetyl aspartate/Creatine（NAA/Cr）比低下は正
1

常群との鑑別に有用であるが，その他の認知症を呈する疾患でも認められるため

，診断的価値は定まってい

5）9）10）

ない。画像統計解析により，DESH を反映した所見である側脳室，シルビウス裂の拡大，高位円蓋部・正中部のく
も膜下腔の狭小化を客観的に評価することが可能である

98

。また画像統計解析の手法により脳室拡大，シルビ

11）12）

C Q 15
❶ 脳神経

ウス裂の拡大，高位円蓋部・正中部のクモ膜下腔狭小化を
定量解析することが可能である

4 脳血流SPECT

。

13）14）

脳血流 SPECT では，脳梁周囲，シルビウス裂周囲の低下
に加え，前方優位，後方優位，びまん性と様々なパターンの大
脳皮質の血流低下を呈する 。画像統計解析では，低下所
13）

見に加え，高位円蓋部，正中部では相対的な血流上昇が認
められ，DESH によるくも膜下腔減少，灰白質密度上昇を反映
していると考えられている 。このような所見はアルツハイマー
15）

病など他の認知症との鑑別に有用と報告されている

。

15）16）

検索式・参考にした二次資料
PubMed によりidiopathic normal pressure hydrocephalus，
CT，MRI，SPECT，scintigraphy，cisternography，cerebral
blood flow，MR spectroscopy，imaging のキーワードを用い
て検索した。また，日本正常圧水頭症学会

特発性正常圧

図 正常圧水頭症 T2 強調冠状断像
脳室拡大，高位円蓋脳溝狭小化とシルビウス裂拡大，
脳梁角の減少を認める。

水頭症診療ガイドライン作成委員会編：特発性正常圧水頭
症診療ガイドライン第 2 版を参考にした。
文

献

1）Hashimoto M et al：Study of INPH on neurological improvement（SINPHONI）
：diagnosis of idiopathic normal pressure hydrocephalus is supported by MRI-based scheme：a prospective cohort study．Cerebrospinal Fluid Res 7：18，2010（レベル 4）
2）Iseki C et al：Asymptomatic ventriculomegaly with features of idiopathic normal pressure hydrocephalus on MRI（AVIM）in the
elderly：a prospective study in a Japanese population．J Neurol Sci 277：54-57，2009（レベル 4）
3）Ishii K et al：Clinical impact of the callosal angle in the diagnosis of idiopathic normal pressure hydrocephalus．Eur Radiol 18：
2678-2683，2008（レベル 3）
4）Adachi M et al：Upper midbrain profile sign and cingulate sulcus sign：MRI findings on sagittal images in idiopathic normal-pressure hydrocephalus，Alzheimer's disease，and progressive supranuclear palsy．Radiat Med 24：568-572，2006（レベル 4）
5）Algin O et al：Proton MR spectroscopy and white matter hyperintensities in idiopathic normal pressure hydrocephalus and other
dementias．Br J Radiol 83：747-752，2010（レベル 3）
6）Algin O et al：Morphologic features and flow void phenomenon in normal pressure hydrocephalus and other dementias．Are they
really significant？ Acad Radiol 16：1373-1380，2009（レベル 3）
7）Luetmer PH et al：Measurement of cerebrospinal fluid flow at the cerebral aqueduct by use of phase-contrast magnetic resonance
imaging：technique validation and utility in diagnosing idiopathic normal pressure hydrocephalus．Neurosurgery 50：534-542，
2002（レベル 3）
8）Al-Zain FT et al：The role of cerebrospinal fluid flow study using phase contrast MR imaging in diagnosing idiopathic normal pressure hydrocephalus．Acta Neurochir Suppl 102：119-123，2008（レベル 3）
9）Hattingen E et al：Diffusion tensor imaging in patients with adult chronic idiopathic hydrocephalus．Neurosurgery 66：917-924，
2010（レベル 4）
10） Tullberg M et al：White matter diffusion is higher in Binswanger disease than in idiopathic normal pressure hydrocephalus．Acta
Neurol Scand 120：226-234，2009（レベル 4）
11） Ishii K et al：Voxel-based analysis of gray matter and CSF space in idiopathic normal pressure hydrocephalus．Dement Geriatr
Cogn Disord 25：329-335，2008（レベル 3）
12）Yamashita F et al：Detection of changes in cerebrospinal fluid space in idiopathic normal pressure hydrocephalus using voxelbased morphometry．Neuroradiology 52：381-386，2010（レベル 3）
13）Ishii K et al：Automatic volumetry of the cerebrospinal fluid space in idiopathic normal pressure hydrocephalus．Dement Geriatr
Cogn Dis Extra 3：489-496，2013（レベル 3）
14）Yamashita F et al：Voxel-based morphometry of disproportionate cerebrospinal fluid space distribution for the differential diagnosis
of idiopathic normal pressure hydrocephalus．J Neuroimaging 24：359-365，2014（レベル 3）
15）Sasaki H et al：Cerebral perfusion pattern of idiopathic normal pressure hydrocephalus studied by SPECT and statistical brain
mapping．Ann Nucl Med 21：39-45，2007（レベル 3）
16）Kobayashi S et al：Two-layer appearance on brain perfusion SPECT in idiopathic normal pressure hydrocephalus．A qualitative
analysis by using easy Z-score Imaging System，eZIS．Dement Geriatr Cogn Disord 28：330-337，2009（レベル 3）
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16 虐待による頭部損傷が疑われる時に MRI を推奨するか？
推奨グレード

B

MRI は小児虐待による頭部損傷後の病変検出に優れているため，推奨する。

背景・目的
2 歳以下の小児被虐待児の死因で最も頻度が高い原因は頭部損傷である。虐待による乳幼児頭部損傷
（abusive head trauma：AHT）に対して，初回の画像検査は，単純 CT を行うことが推奨されている 。頭部
1）

画像評価には MRIもあり，CT よりも組織分解能に優れ病変検出能は高い。ただし，CTと比べて検査時間が長く，
十分な鎮静が必要であり，鎮静によるリスクも伴う。AHT の評価において，MRI が有用であるか検討した。

解

説

AHT が疑われた場合，MRI は初回に選択される画像検査ではない。これは CTと比較して，MRI は検査時
間が長く，体動を抑制できない乳幼児では鎮静が必要とされ，また，鎮静中は十分なモニタリングが必要とされるか
らである。
AHT で，最も頻度が高い異常は硬膜下血腫である。また，硬膜下血腫以外の所見には，脳挫傷，びまん性軸
索損傷（diffuse axonal injury：DAI）
，硬膜外血腫，脳浮腫，くも膜下出血および低酸素性虚血性傷害などが
ある 。頭部損傷において MRI は CT より優れた病変検出能を有し，AHT の初回 CT で異常があった症例に
2）

MRI を施行したところ，25％で新しい所見を認めたとする報告がある 。よって，CT で異常を認めた症例や CT
3）

所見で異常がなくとも神経症状を有する症例には，MRI 施行を考慮するべきとされる 。
4）

Rubin らは，高リスク群（肋骨骨折，多発骨折や顔面外傷を認める 2 歳以下の幼児または月齢 6 カ月以下の乳
児）で神経症状を有しない被虐待児に，頭部 CT ないしは MRI を施行したところ，37% に異常を認めたと報告し
ている 。Laskey らは，全身骨撮影を受けた 4 歳以下の被虐待児で，神経所見を有しない症例でも頭部画像検
5）

査で 29％に異常が認められたとしている 。これらの報告が示すように，頭部損傷を受けていても，年少児，特に 12
6）

カ月以下の乳児では，神経症状を認めない場合がある。また，虐待による頭部損傷を疑う身体所見として網膜出
血が重視されるが，網膜出血がなくとも頭部損傷を認めることが報告されており，身体所見で頭部画像検査の必要
性の有無を判断するべきではないとされる

。

5）6）

以上から被虐待児に頭部画像検査は必須であり，病変の検出能の高さならびに放射線被曝が不要であることを
考慮すると，AHT の評価に MRI を施行することは有用であり，推奨される。MRI は，AHT における神経予後評
価にも有効とされ，Bonnier らによれば，3 カ月以内に施行された MRI で脳実質病変が認められた場合神経発達
障害と強い関連性を持ち，実質病変の範囲は運動発達障害ならびに認知機能障害の重症度と相関するとしてい
る 。よって，AHT に対する MRI 施行は，病変の検出だけではなく，神経予後評価にも有効と考えられる。
7）

MRI のプロトコールには，T2 強調像，T1 強調像，FLAIR 画像，T2 強調像，拡散強調像が含まれるべきで
＊

ある。2 歳未満の髄鞘化が未完成な時期での FLAIR 画像は，脳実質の信号評価が難しい場合があるが，急性
期くも膜下出血について CTと同等ないしはそれ以上の検出感度があり，時期の異なる硬膜下血腫および少量の
くも膜下出血の検出に有用とされる

。DAI は微細な出血病変であることが多く，T2 強調像や磁化率強調像

8）9）

＊

（susceptibility-weighted imaging：SWI）が検出に有用である。SWI は通常の T2 強調像と比べて，微細な
＊

出血病変に対して 4-6 倍の検出能があり，出血病変検出数の増加は神経学的長期予後と相関するとの報告があ
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。よって，可能なら SWI を撮像することが推奨される。拡散強調像は急性期の低酸素性虚血性病変の検

10）11）

出に優れている。また，AHT において，早期に施行された MRI の検討で，拡散強調像は通常の撮像画像よりも
病変の検出能が高く，実質障害の重傷度が神経学的予後と相関するとの報告があり，拡散強調像を撮像すること
が推奨される 。
12）

検索式・参考にした二次資料
Pubmedよりchild abuse［MeSH］
，craniocerebral trauma［MeSH］
，neuroimaging［MeSH］
，magnetic resonance
imaging［MeSH］のキーワードを用いて検索した。また Springer 社 Evidence-based imaging in Pediatrics 2010，
American colleage of Radiology ACR Appropriateness Criteria suspected physical abuse-child（available at:
®

http://www.acr.org/~/media/300cc40d9d3e4e498bd77074af814c68）を参考にした。
文

献

1）Meyer JS et al：ACR Appropriateness Criteria® on suspected physical abuse-child．J Am Coll Radiol 8：87-94，2011（レベル 5）
2）Sato Y et al：Head injury in child abuse：evaluation with MR imaging．Radiology 173：653-657，1989（レベル 2）
3）Kemp AM et al：Neuroimaging：what neuroradiological features distinguish abusive from non-abusive head trauma? A systematic
review．Arch Dis Child 96：1103-1112，2011（レベル 3）
4）Hedlund GL et al：Neuroimaging of abusive head trauma．Forensic Sci Med Pathol 5：280-290，2009（レベル 5）
5）Rubin DM et al：Occult head injury in high-risk abused children．Pediatrics 111：1382-1386，2003（レベル 2）
6）Laskey AL et al：Occult head trauma in young suspected victims of physical abuse．J Pediatr 144：719-722，2004（レベル 2）
7）Bonnier C et al：Neuroimaging of intraparenchymal lesions predicts outcome in shaken baby syndrome．Pediatrics 112：808814，2003（レベル 2）
8）Noguchi K et al：Acute subarachnoid hemorrhage：MR imaging with fluid-attenuated inversion recovery pulse sequences．
Radiology 196：773-777，1995（レベル 2）
9）Bradford R et al：Serial neuroimaging in infants with abusive head trauma：timing abusive injuries．J Neurosurg Pediatr 12：110119，2013（レベル 2）
10）Tong KA et al：Diffuse axonal injury in children：clinical correlation with hemorrhagic lesions．Ann Neurol 56：36-50，2004（レ
ベル 2）
11）Colbert CA et al：Value of cerebral microhemorrhages detected with susceptibility-weighted MR Imaging for prediction of longterm outcome in children with nonaccidental trauma．Radiology 256：898-905，2010（レベル 2）
12）Suh DY et al：Nonaccidental pediatric head injury：diffusion-weighted imaging findings．Neurosurgery 49：309-318：discussion 318-320，2001（レベル 3）
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17 パーキンソン症候群 * の鑑別診断に核医学検査を推奨するか？

（* パーキンソン症候群はパーキンソン病を含まないとする概念もあるが本稿では「含む」概念として用いられる。）

推奨グレード

イオフルパン SPECT：パーキンソン症状を示す患者において，原因が変性疾患である
かどうかを判別するために推奨する。

B

MIBG 心交感神経シンチグラフィ：アルツハイマー型認知症とレビー小体型認知症の判
別，あるいは，変性疾患によるパーキンソン症候群において，レビー小体病を背景とす
るかどうか判別するために推奨する。

背

景

パーキンソン病の頻度は，1,000 人に 1 人〜 1.5 人であるが，加齢とともに増加し，60 〜 70 歳以上では 100 人に
約 1 人となる。高齢化に伴い増加しているが，Lドーパによる薬物療法が導入されてから余命は大きく改善しており，
早期における他の変性疾患との鑑別は重要である。
保険査収されているパーキンソン症候群に用いられる核医学検査としては，黒質線条体のドパミントランスポーター
（DAT）密度を評価するイオフルパン SPECT 検査と，MIBG（meta-[ I]iodobenzylguanidine）による心交感
123

神経シンチグラフィ検査がある。

解

説

₁ イオフルパンSPECT検査（図1）
N-ω- フルオロプロピル -2β- カルボメトキシ -3β-（4- I- ヨードフェニル）ノルトロ（ I- イオフルパン： I-FP-CIT，
123

123

123

以下「イオフルパン」）
。商品名はダットスキャン 静注。黒質線条体のドパミン神経細胞の終末におけるドパミント
®

ランスポーター（DAT）の密度を評価する。すなわち，ドパミン神経線維の投射先である線条体にてシナプス前

図 1 イオフルパン SPECT/CT 画像
左：正常パターン（本態性振戦） 右：パーキンソン病（右優位，背側優位の異常集積
低下）
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ナプス前ドパミン障害のないパーキンソン症候群，すなわち本態性振戦やジストニアあるいは SWEDDs（scans
without evidence of dopaminergic deficits）
との鑑別や，
レビー小体型認知症（DLB）
とアルツハイマー病（AD）
との鑑別に有用である。SWEDDs は臨床診断で PD と診断されたにも関わらず，本剤による検査で異常のない
症例で 5 〜 20% 程度あると報告されている。DLBとAD の鑑別では感度 78%，特異度 94% の精度が報告され
ており ，Federation of European Neuroscience Societies のガイドラインにおいてはグレード A が推奨されてい
1）

る

。本ガイドラインでは，パーキンソン症候群に対する全般的な推奨グレードを考慮し，グレード Bとした。

2）3）

シナプス前ドパミン障害をきたす，イオフルパン SPECT 検査で異常所見をきたす疾患にはパーキンソン病（PD）
や DLB の他，進行性核状麻痺（PSP）
，多系統委縮症（MSA）
，皮質基底核変性症（CBD）などがあり，これ
らすべての疾患ではイオフルパン SPECT において異常集積低下をきたす。通常，パーキンソン病において運動
障害を発症するとき，
ドパミン神経細胞は 40 〜 60％減少しているといわれているが，画像では 20％以上の低下をと
らえることができ，発症前診断に期待が寄せられている 。PDとこれらその他の変性疾患の判別は困難であるが，
4）

血管性パーキンソン症候群ではイオフルパン SPECT では軽度異常もしくは正常に近い。また，薬剤性パーキンソン
症候群でも正常範囲を示すが，患者情報として投与中の薬剤を知っておくべきである。
加齢変化では年 0.5 〜 2.5％の低下を示すが，PD では年 6 〜 13％の低下を示すと報告されており

，2 年の経

5-7）

過観察で 87.5% の割合で診断できるといわれているので，不確かな症例は繰り返しの撮像が望ましい 。
8）

2 MIBG心交感神経シンチグラフィ検査（図2，3）

PD にて MIBG 集積が低下することを初めて報告した論文は本邦からである 。以後多数の追試がされている。
9）

PD や DLB などのレビー小体病において高度の集積低下あるいは集積欠損を呈するが，他のパーキンソン症候群
では基本的には集積は保たれる。特に ADとDLBとの鑑別における有用性が高いとされており，臨床診断基準で
は支持的特徴とされている 。レビー小体病患者の剖検結果から，心への MIBG 集積は，交感神経のシナプスに
10）

おける軸索の数と比例することも示されている 。ただし，心交感神経の障害に乏しい PD 患者では正常像を呈す
11）

heart
mediastinum

113.3 count/pixel
39.0 count/pixel
H/M

標準 ME

3.26

施設条件

2.90

heart
mediastinum

標準 ME

正常参考値
2.2
1.9 以上
核医学会（LE）

79.6 count/pixel
27.7 count/pixel
H/M
3.22

施設条件
2.87
		

正常参考値
2.2
1.9 以上
核医学会（LE）

図 2 皮質基底核変性症における MIBG 心交感神経シンチグラフィ

上：早期像 下：3 時間後像 いずれも正常集積
赤字は施設間補正後の標準心縦隔比。
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の DAT 密度を測定することにより，変性疾患によるシナプス前パーキンソン症候群の早期診断が可能となる。シ

❶ 脳神経
heart

65.5 count/pixel

mediastinum

32.7 count/pixel

H/M
標準 ME

2.19

施設条件

2.00

heart
mediastinum
H/M
標準 ME

1.94

施設条件

1.79

正常参考値
2.2 以上
2.0 以上
核医学会（LE）

35.2 count/pixel
19.7 count/pixel
正常参考値
2.2 以上
2.0 以上
核医学会（LE）

図 3 パーキンソン病における MIBG 心交感神経シンチグラフィ

上：早期像 下：3 時間後像 いずれも異常集積低下
赤字は施設間補正後の標準心縦隔比。

ることもある。
近年，多施設共同研究により，ファントム撮像を行って変換係数を用いることで汎用性の高い低エネルギーコリメー
タでも感度の高い評価を行う手法が開発されている 。
12）

3 所見のまとめ

パーキンソン症候群において，進行性の変性疾患による PD，DLB，PSP，CBD，MSA はイオフルパン SPECT
において集積低下がみられる。本態性振戦やジストニア，SWEDDs，薬剤性パーキンソン症候群，血管性パーキ
ンソン症候群では集積は保たれ，判別に有用である。MIBG 心交感神経シンチグラフィ検査では PD，DLB にて，
集積低下あるいは欠損を示す場合が多く，他の変性疾患によるパーキンソン症候群や AD では集積は保たれる。

検索式・二次資料
検索式： I and dopamine，SPECT and DAT，MIBG and Lewy
123

イオフルパン診療ガイドライン 第 1 版（2014 年）
，日本核医学会 日本脳神経核医学研究会 編（http://www.
jsnm.org/guideline/ioflupane）
認知症疾患治療ガイドライン 2010

第7章

Lewy 小体型認知症（Parkinson 病も含む）
，
日本神経学会 監修

（http://www.neurology-jp.org/guidelinem/degl/sinkei_degl_2010_08.pdf）
文

献

1）O'Brien J T et al：Dopamine transporter loss visualized with FP-CIT SPECT in the differential diagnosis of dementia with Lewy
bodies．Arch Neurol 61：919-925，2004（レベル 3）
2）Hort J et al：EFNS guidelines for the diagnosis and management of Alzheimer's disease．Eur J Neurol 17：1236-1248，
2010（レ
ベルなし）
3）Waldemar G et al：Recommendations for the diagnosis and management of Alzheimer's disease and other disorders associated
with dementia：EFNS guideline．Eur J Neurol 14：e1-26，2007（レベルなし）
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4）Jennings D et al：Imaging prodromal Parkinson disease：the Parkinson Associated Risk Syndrome Study．Neurology 83：17391746，2014（レベル 2）
5）Benamer HT et al：Correlation of Parkinson's disease severity and duration with 123I-FP-CIT SPECT striatal uptake．Mov Disord
15：692-698，2000（レベル 3）
6）Kägi G et ai：The role of DAT-SPECT in movement disorders．J Neurol Neurosurg Psychiatry 81：5-12，2010（レベル 2）
7）Lavalaye J et al：Effect of age and gender on dopamine transporter imaging with［123I］FP-CIT SPET in healthy volunteers．Eur
J Nucl Med 27：867-869，2000（レベル 2）
8）Tolosa E et al：Accuracy of DaTSCAN（123I-Ioflupane）SPECT in diagnosis of patients with clinically uncertain parkinsonism：
2-year follow-up of an open-label study．Mov Disord 22：2346-2351，2007（レベル 2）
9）Hakusui S et al：A radiological analysis of heart sympathetic functions with meta-［123I］iodobenzylguanidine in neurological
patients with autonomic failure．J Auton Nerv Syst 49：81-84，1994（レベル 3）
10）McKeith IG et al：Diagnosis and management of dementia with Lewy bodies：third report of the DLB Consortium．Neurology
65：1863-1872，2005（レベル 2）
11）Takahashi M et al：Quantitative correlation between cardiac MIBG uptake and remaining axons in the cardiac sympathetic
nerve in Lewy body disease．J Neurol Neurosurg Psychiatry 86：939-944，2015（レベル 2）
12）Nakajima K et al：Standardization of metaiodobenzylguanidine heart to mediastinum ratio using a calibration phantom：effects
of correction on normal databases and a multicentre study．Eur J Nucl Med Mol Imaging 39：113-119，2012（レベル 3）

❷ 頭頸部

◆ 主な改訂ポイント ◆
●新たな CQ の追加（34，35，36，37 は核医学関連）
CQ22

頭頸部扁平上皮癌リンパ節転移の被膜外浸潤の判定に MRI を勧めるか？

CQ31

耳下腺腫瘍の質的診断における MRI での造影剤使用を勧めるか？

CQ34

神経芽腫のフォローアップに MIBG シンチグラフィは有用か？

CQ35

甲状腺癌の若年症例に

CQ36

悪性リンパ腫の病期判定や再発診断に PET は有用か？

CQ37

悪性リンパ腫の治療効果判定に PET は有用か？

I 内用療法は有用か？

131

●推奨グレードの変更
CQ24

頭頸部扁平上皮癌の放射線治療や化学放射線療法の効果判定としてどのような画像検査が有用か？
PET の推奨グレードを B → C1 に変更した。

CQ27

副鼻腔疾患における CT での造影剤使用を勧めるか？ B，C2，D → C1，D

●新規論文を参考に，推奨文，背景・目的，解説文を再考し，必要に応じて改訂した CQ
特に CQ32，33 に関しては小児放射線の観点からの検証を加えた
CQ18

口腔癌の T 因子の評価に MRI を勧めるか？

CQ19

喉頭癌の T 因子の評価に MRI を勧めるか？

CQ20

下咽頭癌の T 因子の評価に MRI を勧めるか？

CQ21

頭頸部扁平上皮癌における頸部リンパ節転移の診断に MRI は有用か？

CQ23

頭頸部扁平上皮癌の病期診断に PET を勧めるか？

CQ25

頭頸部扁平上皮癌の術後の経過観察としてどのような画像検査が有用か？

CQ26

成人副鼻腔疾患の診断に単純 X 線撮影は有用か？

CQ28

腫瘍以外の副鼻腔疾患に MRI を勧めるか？

CQ29

良性副鼻腔疾患の経過観察に CT を施行すべきか？

CQ30

耳下腺腫瘍の画像診断において CT は必要か？

CQ32

感音難聴の原因検索に MRI を勧めるか？

CQ33

眼球内腫瘍にはどのような画像診断法が有用か？

❷ 頭頸部

頭頸部領域の標準的撮像法
はじめに
特に記載がなければ以下を頭頸部の CT，MRI の共通項とする。
① CT のスライス厚は条件にかかわらず 3mm 以下を基本とする。
② CTでは軟部組織条件・骨条件での横断，
必要に応じ冠状断および /または矢状断の再構成画像を作成する。
③ 造影 CT では 240 〜 300mgI/ml の非イオン性造影剤を 100ml または体重（kg）×2ml，2 〜 3ml/ 秒で静
脈内注射し，投与開始から 50 〜 70 秒後に撮像する。
④ MRI のスライス厚は 3mm，スライスギャップは 1mm で，field of view（FOV）は 160 〜 180mm が基本だ
が，signal to noise ratio（SNR）の低下に注意し，装置ごとに最適な撮像条件を適応するべきである。
⑤ 造影 MRI ではガドリニウム造影剤を体重（kg）×0.1mmol 静脈内投与し撮像する。
⑥ 頭頸部癌の局所の評価には MRI が適している。
⑦ 脂肪抑制法には多彩な撮像法があり，装置・撮像法により抑制効果に差異がある。それぞれの長所・短所
を踏まえ必要に応じ活用することが大切である 。
＊

眼窩 ･ 視神経
CT は眼球突出，眼球運動障害，複視，視力障害，外傷や異物，炎症，腫瘍などのスクリーニングに適している。
MRI は眼球の小病変，出血，悪性黒色腫に伴うメラニン色素の検出などに鋭敏である。視神経や眼窩の腫瘍 ･
炎症は造影 MRI のよい適応である。視神経脊髄炎などで視神経と頭蓋内に病変が疑われる場合，これらを一度
の検査で評価しうる点でも MRI の有用性は高い（図 1）。金属以外の眼窩内異物の検出にも MRI が役立つ

₁ CT

。

1-3）

① 基本は単純検査だが，炎症 ･ 腫瘍では造影する。静脈奇形や網膜芽細胞腫などの石灰化を伴う病変は単
純 CT も有用である。
② 撮像範囲は眼窩を十分に含むこと。
③ 異物や眼窩骨折では 1mm 程度の薄いスライス厚での観察を試みるとよい。

A
図 1 視神経脊髄炎

MRI

A 眼窩 MRI 脂肪抑制造影 T1 強調冠状断像
B 同時に撮像された頭部 MRI T2 強調横断像
A では左視神経に造影剤増強効果がみられる
（→）
。B では中脳水道周囲に淡い高信号域が
見られ（▲）
，視神経脊髄炎に一致する。
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B

頭頸部領域の標準的撮像法
表 1 眼窩シーケンス例（1.5T 装置，頭部用コイル）

撮像法

シーケンス

TR /TE

スライス厚

FSE 法

4000 /120 ms

3 mm

② T2 強調冠状断

FSE 法

4000 /120 ms

3 mm

③ T1 強調横断

SE 法

360 /12 ms

3 mm

④ T1 強調冠状断

SE 法

360 /12 ms

3 mm

SE 法

360 /12 ms

3 mm

⑤造影 T1 強調冠状断

視神経脊髄炎などの脱髄疾患
疑いは脳全体を撮像

❷ 頭頸部

① T2 強調横断

その他

注）安静閉眼にて撮像 する， ：必要に応じ脂肪抑制を検討（108 頁⑦ ）
＊

＊

＊

2 MRI（表1）
① 撮像には頭部用コイルを用い，眼窩 ･ 海綿静脈洞を含む範囲を撮像する。
② 眼球運動によるアーチファクトに注意が必要で，安静閉眼での撮像が基本である。
③ 腫瘍や炎症では造影する。造影できない場合は脂肪抑制 T2 強調像や short tau inversion recovery
（STIR）像，拡散強調像なども参考になることがある。
④ 脂肪抑制 T2 強調像で歯性補綴物などによるアーチファクトが目立ち，STIR 像を代用するときは SNR の低
下に注意する。
⑤ アートメークはときにアーチファクトを生じ，画像診断の妨げとなることに留意する。

鼻副鼻腔
鼻副鼻腔には含気腔，骨，軟部組織が複雑に混在し，CT ではこれらが良好な組織コントラストを示す。CT は
MRI に比べ空間分解能が高く，含気腔の小さな軟部組織病変や軽微な骨浸食の描出にも優れる。慢性副鼻腔
炎の内視鏡手術（endoscopic sinus surgery：ESS）にあたり，CT は罹患部位や鼻副鼻腔の正常破格，副鼻
腔炎に伴う合併症などを良好に示し，術式決定に重要な役割を果たす。好酸球性副鼻腔炎，アレルギー性真菌
性鼻副鼻腔炎などにおける，罹患洞内のアレルギー性ムチンは CT で高吸収を示す。CT におけるポリープ，嚢胞，
粘膜肥厚，腫瘍などは類似の軟部組織濃度を示す。MRI はこれらの軟部組織病変の鑑別に役立ち，特に鼻副
鼻腔の肉芽腫性病変，真菌感染症，腫瘍などはよい適応である（図 2）。造影 MRI は腫瘍や炎症の局在と頭
蓋内への進展を良好に示す。鼻副鼻腔を含む骨折に対する第一選択の画像検査は CT である

₁ CT（表2）

。

3-5）

① スクリーニング目的は単純検査とする。腫瘍は造影する。
② 撮像範囲は鼻副鼻腔を十分に含む。
③ 冠状断像と横断像での観察が基本である。
④ 副鼻腔の排泄路や正常破格，前 ･ 後篩骨動脈走行部などの観察に，矢状断像の追加が有用なこともある。
⑤ 鼻副鼻腔では骨と含気腔が複雑に隣接し，部分容積効果によるアーチファクトを生じやすい。このためスライ
ス厚は 2mm 以下とする。

2 MRI（表3）

① 頭部用コイルを用い，鼻副鼻腔を十分に含む範囲を撮像する。
② 含気腔の近くでは磁化率アーチファクトが生じやすい。脂肪抑制法の画質低下には，特に注意が必要である。
③ 腫瘍や炎症では造影する。単純 ･ 動脈相 ･ 静脈相での造影効果の経時変化が診断に役立つこともある。
④ 脂肪抑制 T2 強調像で歯性補綴物などによるアーチファクトが目立ち，STIR 像で代用するときは SNR の低
下に注意する。
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❷ 頭頸部

＊

A

B

図 2 内反性乳頭腫

CT，MRI

A 単純 CT･ 骨条件冠状断像 B 同 ･MRI 脂肪抑制造影 T1 強調冠状断像
A では右上顎洞内に軟部組織濃度がみられ（＊）
，上顎漏斗が開大している（→）
。B では右上顎洞〜
中鼻道に脳回状の充実性腫瘤がみられ（▲）
，内反性乳頭腫に典型的である。
表 2 鼻副鼻腔（単純）シーケンス例（16 列

表示法

スライス厚

MDCT 装置）

スライス間隔

FOV

備

WW /WL

考

① 軟部組織条件
横断・冠状断

1 ～ 2 mm

←

160 mm

350 /30

必要に応じ矢状断を追加

② 骨条件
横断・冠状断

1 ～ 2 mm

←

160 mm

4000 /500

必要に応じ矢状断を追加

注）全副鼻腔を含む範囲を撮像
表 3 鼻副鼻腔シーケンス例（1.5T 装置，頭部用コイル）

撮像法

シーケンス

TR /TE

スライス厚

① T2 強調横断

FSE 法

4000 /85 ms

3 mm

② T1 強調横断

SE 法

460 /10 ms

3 mm

③ T2 強調冠状断

FSE 法

4000 /85 ms

3 mm

④ T1 強調冠状断

SE 法

420 /10 ms

3 mm

7.6 /4.2 ms

3 mm

460 /10 ms

3 mm

⑤造影 T1 強調横断または
3D FSPGR 法
＊
冠状断（ダイナミック）
⑥ 造影 T1 強調横断

SE 法

その他

病変が側方主体なら冠状断，正
中なら横断を選択

注）＊ 必要に応じ脂肪抑制を検討（108 頁⑦ ）
＊

口

腔

この領域では舌癌に代表される口腔癌および膿瘍，骨髄炎などの炎症性疾患が重要である。CT は口腔癌の
腫瘍進展や骨浸潤，リンパ節転移などの評価に有用だが，歯科治療による金属アーチファクトが診断の妨げとなるこ
とも多い。金はわが国でもっとも頻用される歯性金属物で，MRI でのアーチファクトは CT に比べはるかに少ない 。
6）

造影 MRI は口腔癌の進展範囲をよく示し，第一選択の画像検査である。MRI の禁忌に該当すれば造影 CT で
評価する。口腔領域の炎症性疾患の画像診断には，造影 CT がよい適応である 。 F-fluorodeoxyglucose
7）

18

positron emission tomography： F-FDG-PET（以下 PET）は口腔癌および転移リンパ節の検出に鋭敏で，
18

遠隔転移の検索にも有用である。術後の再発や転移が疑われるが，CT や MRI で病変がはっきりしない場合は
PET の施行が望まれる。しかし，その適応に関しては，CT・MRI 所見を元にした慎重な判断が必要となる
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。

8-11）

頭頸部領域の標準的撮像法
表 4 口腔シーケンス例（1.5T 装置，頭部用コイル）

撮像法

シーケンス

TR /TE

スライス厚

FSE 法

4000 /85 ms

3 mm

② T1 強調横断

SE 法

460 /10 ms

3 mm

③ T2 強調冠状断

FSE 法

4000 /85 ms

3 mm

④ T1 強調冠状断

SE 法

420 /10 ms

3 mm

⑤造影 T1 強調横断または
3D FSPGR 法
＊
冠状断（ダイナミック）

7.6 /4.2 ms

3 mm

⑥造影 T1 強調横断

460 /10 ms

3 mm

SE 法

❷ 頭頸部

① T2 強調横断

その他

撮像方向は病変の局在
により適宜選択する

注）呼吸は小さく，舌はできるだけ動かさず，嚥下は適宜我慢する，＊必要に応じ脂肪抑制の追加を検討
（108 頁⑦ ）
＊

A
図 3 舌癌

B

MRI

A MRI T1 強調像 B 同・造影 T1 強調像
A では舌左縁に辺縁不整な筋とほぼ等信号の腫瘤が見られる（→）
。B では腫瘤の辺縁に強い造
影増強効果がみられる（▲）
。

₁ 炎症が疑われる場合のCTの標準的撮像法
① 造影 CT を行う。
② 膿瘍が上下方向に広く進展していることがある。頭蓋底〜大動脈弓まで撮像する。
③ 齲蝕や骨髄炎では骨条件も必ず追加する。

2 腫瘍が疑われる場合の標準的撮像法
❶ CT

CT は口腔癌の腫瘍進展や顎骨浸潤，頸部リンパ節転移の評価に適している。
① 造影 CT を行う。
② CT は口腔癌の腫瘍進展や顎骨浸潤，頸部リンパ節転移の評価に適している。

❷ MRI（表 4）

① MRI は腫瘍と舌深筋との関連などをよく示し，正しい T 因子の診断に寄与する。
② 頭部用コイルを用い，軟口蓋〜口腔底を十分に含む範囲を撮像する。
③ 撮像時の舌の動きや嚥下により画質が劣化する。これらの動きを抑えるよう被検者に十分理解してもらう。
④ 口腔癌の進展範囲は T1 強調像，T2 強調像，造影 T1 強調像と相関する。
⑤ 特に造影 T1 強調像では腫瘍周囲の炎症も造影されることがあり，T 因子を過大評価しやすいことに留意する（図 3）
。
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❷ 頭頸部

側 頭 骨
CT は伝音難聴，慢性中耳炎，乳様突起炎，真珠腫，先天性聴覚障害，骨折による顔面神経麻痺や中耳 ･ 内
。
耳障害などのため施行されることが多い。CT は側頭骨の骨構造，病変による骨変化を良好に示す （図 4A）
12）

MRI は精査目的に CT に続き行われることがあり，軟部組織病変の性状評価，顔面神経や聴神経などの観察が
可能である。

₁ CT（表5）
① 基本は単純 CT でよい。腫瘍では造影する。
② 骨条件で 1mm 厚以下の断層像を作成する。
③ 硬口蓋に平行な断層面を横断像とし，これと直交する冠状断像とともに表示する。

2 MRI（図4）

① T1，T2 強調横断像を撮像する。腫瘍では造影検査も必要である。
② スライス厚は 2mm が理想だが，SNR の低下が診断の妨げとなることに注意し，機器ごとに撮像条件を最適
化する。
③ steady state free precession（SSFP）imaging（例：FIESTA-C，CISS，ballanced TFE）では，内耳
を高い空間分解能で観察できる。
④ 真珠腫の検出には拡散強調像が有用である（図 4B）
。

唾 液 腺
臨床的に唾石が疑われる場合は CT のよい適応である。唾液腺の炎症は CT に比べ MRI が鋭敏である。唾
液腺腫瘍においては，病変の存在診断 ･ 質的診断のいずれにおいてもMRI は CT に勝る。特に造影 MRI は
腫瘍の局在と進展範囲，神経周囲進展を良好に示し，脂肪抑制法の追加が有用なこともある。耳下腺腫瘍のダ
イナミック MRI における造影増強効果の経時変化，拡散強調像および ADC 値の計測は多形腺腫とワルチン腫瘍
（図 5）の鑑別に寄与し，耳下腺腫瘤の良悪性鑑別の一助ともなりうる

表 5 側頭骨（単純）シーケンス例（16 列

表示法
①骨条件

スライス厚

横断・冠状断 0.5 ～ 0.625 mm

。

13）14）

MDCT 装置）
スライス間隔
←

FOV

WW /WL

100 mm 4000 /500

備

注）錘体骨稜～乳様突起レベルを撮像

＊

A
図 4 右真珠腫

B

CT，MRI

A 単純 CT 骨条件 B MRI 拡散強調像
A では右乳突蜂巣の骨性隔壁はみられず，軟部組織濃度が充満し辺縁部での骨浸食を
伴う（＊）
。B で病変は著明な高信号を示し真珠腫に一致する。
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考

必要に応じ軟部組織条件
を追加

頭頸部領域の標準的撮像法

❷ 頭頸部

B

A
図 5 左耳下腺ワルチン腫瘍

MRI

A MRI 脂肪抑制造影 T1 強調像 B 拡散強調像
A では左耳下腺下背側部に境界明瞭で性状均一な腫瘤がみられる
（→）
。B で腫瘤は高信号を示し
（→）
，ADC 値は 0.80×10-3 mm2/s であった。ワルチン腫瘍が示唆されるが，悪性との鑑別に注
意が必要である。

表 6 唾液腺シーケンス例（1.5T 装置，頭部用コイル）

撮像法

シーケンス

スライス厚

TR /TE

その他

① T2 強調横断

FSE 法

4000 /85 ms

3 mm

② T1 強調横断

SE 法

460 /10 ms

3 mm

③ T2 強調冠状断

FSE 法

4000 /85 ms

3 mm

適宜，STIR 冠状断を追加

④拡散強調像

DW-EPI 法

7200 /74.2 ms

3 mm

STIR・ADC map を作成

⑤造影 T1 強調横断または
3D FSPGR 法
＊
冠状断（ダイナミック）

7.6 /4.2 ms

3 mm

Pre，20，50 秒で撮像
撮像方向は病変の局在に
より適宜選択する

⑥造影 T1 強調横断

460 /10 ms

＊＊

SE 法

3 mm

注）＊ 必要とする場合，＊＊必要に応じ脂肪抑制を検討（108 頁⑦ ）
＊

₁ CT
① 唾石を疑えば単純 CT を施行する。
② 歯性補綴物から生じるアーチファクトで唾液腺管内の唾石を観察できないことがある。
③ 単純 X 線写真の追加が有用である。

2 MRI（表6）

① 撮像には頭部用コイルを用いる。
② 腫瘍や炎症では造影する。
③ 脂肪抑制 T2 強調像や STIR 像も診断の参考になることがある。

上中咽頭
上中咽頭の炎症性疾患には造影 CT がよい適応である。
MRI は上咽頭腫瘍に対する第一選択の画像検査で，悪性リンパ腫やアデノイド肥大との鑑別に役立ち，腫瘍の
進展範囲を詳細に把握することが可能である。CT は腫瘍浸潤による骨皮質の微細な変化に鋭敏である。MRI
で骨浸潤が疑われれば，CTと対比し診断することも大切である（図 6）。中咽頭癌では歯性補綴物によるアーチ
ファクトが診断の妨げとなりやすい（図 7）
。舌骨上頸部リンパ節転移の検出もしばしば困難なため MRI が第一選
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❷ 頭頸部

＊

B

A
図 6 上咽頭癌の頭蓋底浸潤

CT，MRI

A 単純 CT 骨条件 B MRI T1 強調像
A では腫瘍性部分（＊）に隣接する斜台前縁の骨皮質が断裂している（→）
。B では斜台の骨髄
が低信号を示し（▲）広範な骨髄浸潤の所見である。

＊

A
図 7 右中咽頭癌とリンパ節転移

B

CT，MRI

A 造影 CT B MRI 造影 T1 強調像
A では歯性補綴物により口腔を中心に広範なアーチファクトが生じ，腫瘍は同定できな
い。B では右口蓋扁桃の腫瘍性病変（＊）
，転移リンパ節（▲）が周囲軟部組織ととも
に良好に観察される。

択である。治療後の再発や転移が疑われるが，CT や MRI で病変がはっきりしない場合は PET の追加が推奨さ
れる

。

10）11）15）

₁ CT

① 頭蓋底〜上縦隔までの造影 CT を撮像する。
② 頭蓋底の評価には骨条件冠状断像が，咽頭後間隙の観察には矢状断像が役立つ。

2 MRI（表7）

① 撮像には頭部用コイルを用いる。
② 腫瘍や炎症では造影する。
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頭頸部領域の標準的撮像法
表 7 上中咽頭シーケンス例（1.5T 装置，頭部用コイル）

撮像法

シーケンス

TR /TE

スライス厚

その他

FSE 法

4000 /85 ms

3 mm

② T1 強調横断

SE 法

460 /10 ms

3 mm

③ T1 強調冠状断

FSE 法

749 /8.7 ms

3 mm

海綿静脈洞 ･V3 走行部を
含む範囲を撮像

④造影 T1 強調横断

SE 法

460 /10 ms

3 mm

適宜冠状断を追加

❷ 頭頸部

① T2 強調横断

＊

注）呼吸は小さく，舌はできるだけ動かさず，嚥下は適宜我慢する。＊ V3：三叉神経第 3 枝，必要に応じ脂肪抑
＊
制の追加を検討（108 頁⑦ ）

③ 良質な画像を得るため，咳や嚥下を抑え舌はできるだけ動かさないよう被験者に説明する。
④ MRI は腫瘍の軟部組織浸潤，骨髄浸潤，神経周囲進展などを良好に描出する。

下咽頭 ･ 喉頭 ･ 甲状腺
魚骨などの異物の検出には単純 CT が適している。急性喉頭蓋炎や咽後膿瘍などの耳鼻科的緊急症には造
影 CT がよい適応である

。喉頭，下咽頭癌では，大多数は画像診断に先立ち臨床診断がすんでいる。この

1）7）

ため画像診断の主な役割は病変の進展範囲とリンパ節転移の判定にある。MRI は呼吸 ･ 嚥下などによるアーチ
ファクトで評価不良となることもあるので，
造影 CT を優先すべきである（図 8）。甲状腺腫瘍に対する CT，MRI は，
腺外へ浸潤する病変の広がり診断，気管 ･ 食道 ･ 血管などの周囲臓器浸潤やリンパ節転移の有無を評価するた
めに行う

。

16）17）

₁ CT（表8）

① 基本は単純検査だが，炎症 ･ 腫瘍では造影が必須である。
② 撮像範囲は頭蓋底〜上縦隔までとする。

A
図 8 下咽頭癌

B

CT，MRI

A 造影 CT B MRI T2 強調横断像
A では左梨状陥凹〜後壁に軟部組織腫瘤がみられ，甲状軟骨側板外側の軟部組織へ進展してい
る。内側では腫瘤の傍声帯間隙への浸潤がみられる（→）
。B では腫瘍性部分は筋と脂肪の中間
程度の不均一な信号を示す。腫瘍の咽頭収縮筋を越えた背側への浸潤や甲状軟骨側板内外への
広がりなど，CT に比べ腫瘍の局在を良好に示す（▲）
。
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表 8 喉頭・下咽頭精査（造影）シーケンス例（16 列

表示法

スライス厚

MDCT 装置）

スライス間隔

FOV

備

WW /WL

考

① 軟部組織条件 * 横断

1 ～ 2 mm

←

160 mm

350 /30

必要に応じ矢状断および
/ または冠状断，骨条件
を追加

② 軟部組織条件 ** 横断

2.5 ～ 3 mm

←

200 ～ 250 mm

350 /30

必要に応じ矢状断および
/ または冠状断を追加

注）* 舌骨～輪状軟骨レベルを再構成，** 頭蓋底～上縦隔レベルまで表示
造影剤を 2 ～ 3 ml/ 秒で注入し，投与開始から 50 ～ 70 秒後に撮像

③ 撮像時の息止めは不要である。

2 MRI

① 頸部用コイルを用い，眼窩〜海綿静脈洞を含む範囲を撮像する。
② ほとんどの MRI は，CT ではわからない腫瘍の局所進展の評価を目的に施行される。
③ 撮像範囲を関心領域に限定し，FOV をより小さく設定することも大切である。
④ 腫瘍の大動脈や食道への浸潤が疑われる場合は MRI による精査が有用である。

頸部リンパ節腫瘤
中高年者の原因不明の頸部腫瘤は，扁平上皮癌や悪性リンパ腫による腫大リンパ節が最多で，小児では炎症
や先天性疾患の頻度が高い

。CT，MRI において正常の頸部リンパ節はレベル IB（顎下リンパ節）
，
レベルⅡ
（上

18）

内深頸リンパ節）では最大径 <15mm，最小径 <11mm，他は <10mm で，
より大きなものは腫大リンパ節として扱う。
MRI でのリンパ門の脂肪織を由来する高信号域の不明瞭化，中心壊死による節内の吸収値や信号の変化があれ
ば，大きさにかかわらず病的所見か検討する

。CT では造影が不可欠で，造影検査を行えない場合は MRI

19）20）

や超音波検査などの代替検査を考慮する。MRIも造影が原則で，拡散強調像とADC map を作成すると，良悪
性の鑑別に役立つことがある

₁ CT

。原因不明の頸部腫瘤があれば，
生検結果などを参考に PET の追加も考慮する。

21）
22）

① 基本は単純検査だが，炎症 ･ 腫瘍では造影が必須である。
② CT の撮像範囲は頭蓋底〜大動脈弓とする。
③ 軟部条件，骨条件，多断面再構成法による冠状断像を作成し，矢状断像を必要に応じ追加する。

2 MRI

① 撮像には頸部用コイルを用いる。
② T1，T2 強調像，造影 T1 強調像が基本である。
③ 脂肪抑制 T2 強調像はリンパ節内部の性状評価，特に融解壊死の検出に有用である。
④ 撮像断層面は横断像を基本に適宜冠状断像を追加する。
⑤ 脂肪抑制造影 T1 強調像を撮像するときは，
磁化率アーチファクトの影響を考慮し，
脂肪抑制なしの非造影 T1
強調像も撮像する。
⑥ 拡散強調像を撮像する場合は ADC map を作成し，真の拡散制限と T2 shine-through を識別する。

PET 撮影法

23）

₁ 検査の流れ

F-FDG を静脈内に投与する。使用量は撮像に用いる機種，年齢，体重により適宜増減する。検査直前に血

18

糖値を測定しておく。投与 60 分後に PET あるいは PET/CT 装置にて全身エミッションスキャンとトランスミッション
スキャン（PET の場合）あるいは CT（PET/CT の場合）を撮像する。必要に応じて 2 時間以降に後期像を追
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加する。

2 検査の注意点
① 前処置として 4 時間以上の絶食を行う。血糖値が高い場合や一部の糖尿病患者では F-FDG の腫瘍集積
18

などバックグランド集積が高くなる。
② F-FDG 投与前後，特に投与後に運動（筋肉の緊張や収縮）をすると骨格筋への集積が増加するため，
18

投与後は安静待機とする。
③ F-FDG は尿中排泄が主であるので検査直前に排尿させる。また，飲水・利尿を促すとバックグランドが低下
18

し，被曝が低減される。
④ 集積程度の評価は視覚的評価とともに，単位体重あたりの投与量に対する集積比である standarlized
uptake value（SUV）値による半定量的評価が用いられる。
⑤ エミッションデータのみの再構成画像でも視覚的評価はある程度可能であるが，より精度の高い診断のために
はトランスミッションデータあるいは CT データで吸収補正をした再構成画像が必須である。
文

献

1）Capps EF et al：Emergency imaging assessment of acute，nontraumatic conditions of the head and neck．Radiographics 30：13351352，2010
2）Winegar BA et al：Imaging of Orbital Trauma and Emergent Non-traumatic Conditions．Neuroimaging Clin N Am 25：439-456，2015
3）Mafee MF et al：Imaging of rhinosinusitis and its complications：plain film，CT，and MRI．Clin Rev Allergy Immunol 30：165-186，
2006
4）Hähnel S et al：Relative value of MR imaging as compared with CT in the diagnosis of inflammatory paranasal sinus disease．
Radiology 210：171-176，1999
5）Aribandi M et al：Imaging features of invasive and noninvasive fungal sinusitis：a review．Radiographics 27：1283-1296，2007
6）Kaneda T et al：Dental bur fragments causing metal artifacts on MR images．AJNR 19：317-319，1998
7）McKellop JA et al：Emergency head & neck imaging：infections and inflammatory processes．Neuroimaging Clin N Am 20：651-661，
2010
8）Lam P et al：Correlating MRI and histologic tumor thickness in the assessment of oral tongue cancer．AJR 182：803-808，2004
9）Tomura N et al：Irradiated carcinoma of the tongue：correlation of MR imaging findings with pathology．AJR 178：705-710，2002
10）Dammann F et al：Rational diagnosis of squamous cell carcinoma of the head and neck region：comparative evaluation of CT，MRI，
and 18FDG PET．AJR 184：1326-1331，2005
11）Yoon DY et al：CT，MR，US，18F-FDG PET/CT，and their combined use for the assessment of cervical lymph node metastases in
squamous cell carcinoma of the head and neck．Eur Radiol 19：634-642，2009
12）Jager L et al：CT of the normal temporal bone：Comparison of multi– and single–detector row CT．Radiology 23：133-141，2005
13）Yabuuchi H et al：Salivary Gland Tumors：Diagnostic Value of Gadolinium-enhanced Dynamic MR Imaging with Histopathologic
Correlation．Radiology 226：345-354，2003
14）Eida S et al：Apparent diffusion coefficient mapping of salivary gland tumors：prediction of the benignancy and malignancy．AJNR
28：116-121，2007
15）Khalek AA et al：MRI and CT of Nasopharyngeal Carcinoma．American Journal of Roentgenology 198：11-18，2012
16）Becker M et al：Neoplastic invasion of the laryngeal cartilage：comparison of MR imaging and CT with histopathologic correlation．
Radiology 194：661-669，1995
17）Weber AL et al：The thyroid and parathyroid glands. CT and MR imaging and correlation with pathology and clinical findings．Radiol
Clin North Am 38：1105-1129，2000
18）Gleeson M et al：Management of lateral neck masses in adults．BMJ 320：1521-1524，2000
19）Curtin HD et al：Comparison of CT and MR imaging in staging of neck metastases．Radiology 207：123-130，1998
20）Sumi M et al：Diagnostic performance of MRI relative to CT for metastatic nodes of head and neck squamous cell carcinomas．J
Magn Reson Imaging 26：1626-1633，2007
21）Nakamura T et al：Nodal imaging in the neck：recent advances in US，CT and MR imaging of metastatic nodes．Eur Radiol 17：
1235-1241，2007
22）Wang J et al：Head and neck lesions：characterization with diffusion-weighted echo-planar MR imaging．Radiology 220：621-630，
2001
23）日本核医学会編：FDG-PET，PET/CT 診療ガイドライン 2012 改訂版
http://www.jsnm.org/files/pdf/guideline/2012/fdgpet_guideline2012_120912.pdf
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口腔癌の T 因子の評価に MRI を勧めるか？

推奨グレード

C1

MRI は浸潤範囲の評価に有用であり，軟部組織浸潤・骨髄浸潤の診断において MRI は
有用な検査と考えられており，施行を考慮してよいが，CT との比較試験による有意差は
示されていない。骨皮質浸潤の評価には CT が有用と考えられている。

背景・目的
口腔癌の治療前病期診断は，まず，問診・視診・触診によって判定され，深部や周囲組織への浸潤を客観的に
評価し，記録するために画像診断が用いられる

。CT では歯科補綴物によるアーチファクトが評価の妨げとなり，

1）2）

MRI では呼吸や嚥下など動きによるアーチファクトが問題となる

。治療前 T 因子決定における画像評価の推奨

1-3）

度に関して，MRIと他のモダリティを比較した論文を検索した。

解

説

T 因子診断に関する CTとの比較試験において，MRI は感度および正診率に優れているが，統計学的有意差
は示されていない

。一般に，MRI は軟部組織の描出に優れ，浸潤範囲の画像評価として推奨される

3）4）

。ま

2-4）

た，PET を加えた比較試験でも，口腔癌の術前評価における MRI の有用性が示されており，T 因子診断につい
て PET による付加情報は少ないとする報告もある

。

5）6）

部位別の評価として，舌癌では，舌内および周囲組織への浸潤を判定する必要がある。早期舌癌における深達
度の評価では，腫瘍の厚さや粘膜面からの深さを指標として，MRI による計測と組織学的所見の相関が示されて
いる

。MRI による深達度と頸部リンパ節転移の関連も報告されている

7-11）

。

7-10）

口腔底癌や下顎歯肉癌は初期から下顎骨に浸潤し，上顎歯肉癌や硬口蓋癌では上顎骨および上顎洞や鼻腔
への浸潤を評価する必要がある。歯肉を原発とし，骨および歯槽のみに表在性びらんが認められる症例は T4と
しない（図）。口腔癌診療ガイドライン 2013 年度版では，下顎歯肉癌の深達度に関して下顎管分類を採用してお
り，下顎骨浸潤の評価が必要である。この評価に関する比較試験

では，CTとMRI の感度はそれぞれ 42

4）12）13）

〜 79%，58 〜 100%，特異度は 82 〜 100%，73 〜 97%，正診率は 74 〜 92%，86 〜 94%とされ，検討結果には
症例，撮像機器や撮像方法などの違いによる変動が見られる 。しかしながら，MRI は感度に優れ
14）

度に劣る

，特異

4）12）13）

との報告が多い。また，下顎骨浸潤の正診率は cone beam CT（CBCT）
（95.7%）が最も高く，

4）12）14）

PET（87.0%）
，CT（85.7 〜 86.7%）
，MRI（85.7 〜 87.0%）が同等であり，パノラマ撮影（73.9%）が最も低い
と報告した systematic review がある 。なお，再構成画像を加えることによって，CT による下顎骨浸潤の感度，
15）

特異度，正診率は，MRI による評価を上回るとする報告がある 。
16）

口腔内の深部浸潤に関して，軟部組織や下顎骨の評価に冠状断像が有用な場合がある
浸潤の評価は CT，骨髄質には MRI が有用とされる

。一般に骨皮質

2）17）

。

1）2）

検索式・参考にした二次資料
PubMed によりoral，tongue，gingival，mandibular，squamous cell carcinoma，MRI，CT のキーワードを
用いて検索した。また，頭頸部癌診療ガイドライン 2013 年版，日本口腔腫瘍学会・日本口腔外科学会編：口腔癌
診療ガイドライン 2013 年版を参考にした。
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図 T3 期下顎歯肉癌（T1 強調像）
歯肉癌の TNM 分類では，骨皮質や歯槽部への表層浸
潤を T4 期としない。本症例は，歯槽部への浸潤（→）
が示唆されるが，下顎管への明らかな到達は見られない。
粘膜面の最大径 4 cm 以上によってT3 期と診断された。

文

献

1）Beil CM et al：Oral and oropharyngeal tumors．Eur J Radiol 66：448-459，2008（レベル 5）
2）Sigal R et al：CT and MR imaging of squamous cell carcinoma of the tongue and floor of the mouth．Radiographics 16：787-810，1996（レ
ベル 5）
3）Leslie A et al：Staging of squamous cell carcinoma of the oral cavity and oropharynx：a comparison of MRI and CT in T- and N-staging．J
Comput Assist Tomogr 23：43-49，1999（レベル 3）
4）Wiener E et al：Comparison of 16-slice MSCT and MRI in the assessment of squamous cell carcinoma of the oral cavity．Eur J Radiol 58：
113-118，2006（レベル 4）
5）Dammann F et al：Rational diagnosis of squamous cell carcinoma of the head and neck region：comparative evaluation of CT，MRI，and
18FDG PET．AJR 184：1326-1331，2005（レベル 3）
6）Seitz O et al：18F-Fluorodeoxyglucose-PET/CT to evaluate tumor，nodal disease，and gross tumor volume of oropharyngeal and oral cavity
cancer：comparison with MR imaging and validation with surgical specimen．Neuroradiology 51：677-686，2009（レベル 3）
7）Iwai H et al：Magnetic resonance determination of tumor thickness as predictive factor of cervical metastasis in oral tongue carcinoma．
Laryngoscope 112：457-461，2002（レベル 3）
8）Jung J et al：Significant invasion depth of early oral tongue cancer originated from the lateral border to predict regional metastases and prognosis．Int J Oral Maxillofac Surg 38：653-660，2009（レベル 4）
9）Park JO et al：Diagnostic accuracy of magnetic resonance imaging（MRI）in the assessment of tumor invasion depth in oral/oropharyngeal
cancer．Oral Oncol 47：381-386，2011（レベル 2）
10）Preda L et al：Relationship between histologic thickness of tongue carcinoma and thickness estimated from preoperative MRI．Eur Radiol 16：
2242-2248，2006（レベル 3）
11）Yesuratnam A et al：Preoperative evaluation of oral tongue squamous cell carcinoma with intraoral ultrasound and magnetic resonance imaging-comparison with histopathological tumour thickness and accuracy in guiding patient management．Int J Oral Maxillofac Surg 43：787794，2014（レベル 3）
12）van den Brekel MW et al：Assessment of tumour invasion into the mandible：the value of different imaging techniques．Eur Radiol 8：15521557，1998（レベル 4）
13）Vidiri A et al：Multi-detector row computed tomography（MDCT）and magnetic resonance imaging（MRI）in the evaluation of the mandibular invasion by squamous cell carcinomas（SCC）of the oral cavity．Correlation with pathological data．J Exp Clin Cancer Res 29：73，2010（レベル 3）
14）Gu DH et al：CT，dMR，
（18）F-FDG PET/CT，and their combined use for the assessment of mandibular invasion by squamous cell carcinomas of the oral cavity．Acta Radiol 51：1111-1119，2010（レベル 2）
15）Uribe S et al：Accuracy of imaging methods for detection of bone tissue invasion in patients with oral squamous cell carcinoma．
Dentomaxillofac Radiol 42：20120346，2013（レベル 1）
16）Imaizumi A et al：A potential pitfall of MR imaging for assessing mandibular invasion of squamous cell carcinoma in the oral cavity．AJNR
27：114-122，2006（レベル 4）
17）Murakami R et al：MR imaging of squamous cell carcinoma of the floor of the mouth．Appearance of the sublingual and submandibular
glands．Acta Radiol 40：276-281，1999（レベル 4）
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喉頭癌の T 因子の評価に MRI を勧めるか？

推奨グレード

MRI は深部浸潤の評価に有用と考えられ，施行を考慮してもよいが，CT との比較試験
による有用性は示されていない。

C1

背景・目的
喉頭癌の治療前病期診断は，従来，問診・視診・触診に内視鏡検査を加えて決定されてきたが，腫瘍の大き
さや深部浸潤を客観的に評価するためには CT や MRI などの画像診断が必要である。さらに，声門癌に関して，
UICC 第 6 版以降，傍声帯間隙への浸潤，および / または甲状軟骨のわずかなびらんを T3 に分類するようになり
（図）
，より詳細な画像評価が求められる 。治療前 T 因子決定における CTとMRI の有用性を比較した。
1）

解

説

軟骨浸潤の評価について術前 CTとMRI を比較した 1990 年代の検討

では，
感度はそれぞれ 66 〜 67％，89

2）
3）

〜 94％，特異度は 87 〜 94％，74 〜 84％であり，MRI は感度に優れているが，炎症性変化による過大評価のた
め特異度は CT に劣っていた。最近の比較試験はなく，CT および MRI の有用性は個別に検討されている。CT
による軟骨浸潤の再検討

では，従来の軟骨外側部への腫瘍進展にびらんや溶解像を加えた診断基準によって，

4）

感度は改善するが，同時に特異度の低下も報告されている。MDCT はシングルスライス CTと比べて正診率に明
らかな改善は得られていない 。また，CT の診断基準とされている披裂軟骨の硬化像は，正常例や二次的変化
5）

でもみられ，非特異的所見とする報告もある 。一方，MRI 所見を再検討した 2008 年の報告
6）

では，軟骨が T2

7）

強調像および造影後 T1 強調像において腫瘍よりも高信号を呈する場合を炎症性変化，等信号の場合は腫瘍浸
潤と判定することによって，検出の感度を下げることなく，74% から 84%と特異度の改善を得ている。軟骨浸潤の
MRI 評価では，異常信号を指摘するだけでなく，炎症性変化との鑑別を考慮した診断基準が必要である。
喉頭蓋前間隙や傍声帯間隙への浸潤の評価に関しては，MRI・CTともに高い感度および特異度が報告されて
いる

が，早期声門癌の検討では MRI は CTと比較して感度が高く，overstagingとなる傾向がある 。また，

3）8）

9）

MRI は傍声帯間隙浸潤の評価で，炎症性変化による過大評価を指摘する報告もある

。

10）11）

MRI において甲状腺浸潤は偽陽性が多く，信頼性に欠ける 。椎前間隙浸潤は MRI・CTとも同等に陰性適
12）

中率が高く，術前評価に寄与する 。
13）

治療前画像診断の有用性について，手術例では病理標本と対比されるが，放射線治療（±化学療法）対象
例では治療効果によって評価される。放射線治療前 MRI 所見の検討では，T3 に相当する声門癌の傍声帯間隙
への浸潤

，あるいは声門上癌における喉頭蓋前間隙浸潤

1）14）

が局所制御に関する予後因子として確認されて

15）

いる。また，T3（わずかなびらん）や T4（破って浸潤）に相当する甲状軟骨の異常信号も治療効果予測因子で
ある

。さらに，前述した T2 強調像での軟骨浸潤の診断基準も予後因子と考えられている 。予後因子に関

15）16）

17）

して MRIとCT の優劣を評価した報告はないが，CT 所見も予後と関連する 。放射線治療による局所制御が
17）

困難と予測される症例，すなわち進行例に対しては治療方針の変更を検討するべきであるが，MRI 所見の過大評
価によって喉頭温存の可能性を失う危険性に注意する必要がある

。

5）9）

検索式・参考にした二次資料
PubMed によりlaryngeal，glottic，squamous cell carcinoma，MRI，CT のキーワードを用いて，1990 年以
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図 T3 期声門癌（造影 T1 強調像）
声帯固定がなくても声門周囲腔への浸潤
（→）があれば，T3 期と診断される。ま
た，甲状軟骨への表層浸潤は T3 期であ
り，甲状軟骨を破って T4 期となる。

降の文献を検索した。
文

献

1）Murakami R et al：Prognostic factors of glottic carcinomas treated with radiation therapy：value of the adjacent sign on radiological examinations in the sixth edition of the UICC TNM staging system．Int J Radiat Oncol Biol Phys 61：471-475，
2005（レ
ベル 3）
2）Becker M et al：Neoplastic invasion of the laryngeal cartilage：comparison of MR imaging and CT with histopathologic correlation．Radiology 194：661-669，1995（レベル 2）
3）Zbaren P et al：Pretherapeutic staging of laryngeal carcinoma．Clinical findings，computed tomography，and magnetic resonance imaging compared with histopathology．Cancer 77：1263-1273，1996（レベル 3）
4）Becker M et al：Neoplastic invasion of the laryngeal cartilage：reassessment of criteria for diagnosis at CT．Radiology 203：
521-532，1997（レベル 2）
5）Li B et al：Overstaging of cartilage invasion by multidetector CT scan for laryngeal cancer and its potential effect on the use of
organ preservation with chemoradiation．Br J Radiol 84：64-69，2011（レベル 2）
6）Agada FO et al：Computerised tomography vs．pathological staging of laryngeal cancer：a 6-year completed audit cycle．Int J
Clin Pract 58：714-716，2004（レベル 4）
7）Becker M et al：Neoplastic invasion of laryngeal cartilage：reassessment of criteria for diagnosis at MR imaging．Radiology
249：551-559，2008（レベル 2）
8）Loevner LA et al：Can radiologists accurately predict preepiglottic space invasion with MR imaging？AJR 169：1681-1687，
1997（レベル 4）
9）Allegra E et al：Early glottic cancer：role of MRI in the preoperative staging．Biomed Res Int．2014，890385（レベル 3）
10）Banko B et al：Diagnostic significance of magnetic resonance imaging in preoperative evaluation of patients with laryngeal
tumors．Eur Arch Otorhinolaryngol 268：1617-1623，2011（レベル 4）
11）Banko B et al：MRI in evaluation of neoplastic invasion into preepiglottic and paraglottic space．Auris Nasus Larynx 41：471–
474，2014（レベル 3）
12）Kinshuck AJ et al：Accuracy of magnetic resonance imaging in diagnosing thyroid cartilage and thyroid gland invasion by squamous cell carcinoma in laryngectomy patients．J Laryngol Otol 126：302–306，2012（レベル 3）
13）Imre A et al：Prevertebral space invasion in head and neck cancer：negative predictive value of imaging techniques．Ann Otol
Rhinol Laryngol 124：378–383，2015（レベル 3）
14）Murakami R et al：Early glottic squamous cell carcinoma．Predictive value of MR imaging for the rate of 5-year local control
with radiation therapy．Acta Radiol 41：38-44，2000（レベル 3）
15）Ljumanovic R et al：Supraglottic carcinoma treated with curative radiation therapy：identification of prognostic groups with MR
imaging．Radiology 232：440-448，2004（レベル 3）
16）Castelijns JA et al：Predictive value of MR imaging-dependent and non-MR imaging-dependent parameters for recurrence of
laryngeal cancer after radiation therapy．Radiology 196：735-739，1995（レベル 3）
17）Ljumanovic R et al：MR imaging predictors of local control of glottic squamous cell carcinoma treated with radiation alone．
Radiology 244：205-212，2007（レベル 3）
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下咽頭癌の T 因子の評価に MRI を勧めるか？

推奨グレード

C1

MRI は軟骨や頸部食道，頸動脈など周囲構造への浸潤の評価に有用であり，施行するこ
とを考慮してもよい。しかし，CT と比較して有用性は証明されておらず，両者を相補的

に評価する必要がある。

背景・目的
下咽頭癌の T 分類に関しては UICC 第 7 版で，甲状軟骨や輪状軟骨，舌骨，甲状腺，食道，頸部正中軟部
組織への浸潤が T4a，椎前筋膜や縦隔への浸潤，または頸動脈を全周性に囲む浸潤が T4bとして分類されてお
り，画像での正確な評価が重要である（UICC 第 7 版，AJCC 第 7 版，頭頸部癌取扱い規約第 5 版では食道へ
の進展は T3としており，UICC 第７版では T4a にも食道浸潤が表記されている）。治療前 T 因子決定における画
像評価の MRI が推奨されるか，CT や PETと比較した。

解

説

下咽頭癌の術前画像評価は，費用対効果の面や簡便性，軟骨浸潤の評価などの点で，CT が第一選択とな
る

。治療前病期決定（T 因子）の診断に関して，
下咽頭癌単独でエビデンスレベルの高い研究はほとんどないが，

1）2）

解剖学的に近く，軟骨浸潤の有無が予後に大きく影響する喉頭癌を含めた症例での研究が多く発表されている。
軟骨浸潤の評価に関して，喉頭癌を対象に術前 CTとMRI を比較した研究では，MRI は CT に比べて感度に
優れるが，炎症性変化による過大評価のため特異度は CT に劣る

。また，従来の軟骨外側部への腫瘍進展

3）4）

に軟骨のびらんや融解像を CT の診断基準に加えることで，感度は向上するが特異度は低下する 。MDCT は
5）

シングルヘリカル CTと比べて，正診率に有意な改善傾向は認められなかった 。MRI で軟骨浸潤を評価する場
6）

合に，軟骨の異常信号変化と異常造影効果を全て腫瘍浸潤と見なす従来の評価法と比較して，T2 強調像および
造影後 T1 強調像で，腫瘍よりも高信号を示す所見を炎症性変化，腫瘍と等信号を腫瘍浸潤とみなす評価法では，
特異度が 74% から 84% へ向上したと報告している 。したがって，軟骨浸潤の正確な評価に関して，MRI は CT
7）

に劣らない検査モダリティとなる可能性を示している。
MRI は CT と比較し，輪状後部から頸部食道の描出

1）

や長軸方向への進展の評価に有用である（図）が，

側壁や咽頭後壁側への浸潤の評価に劣る 。MRI，CTともに椎前間隙浸潤に関しては同等に陰性適中率が高く，
8）

術前評価に寄与する が，両者とも喉頭や頸部食道領域への浸潤に関しては炎症性変化により腫瘍体積を過大
9）

評価する傾向がある 。MRI において甲状腺浸潤は偽陽性が多く，信頼性に欠ける 。
10）

11）

なお，PET は原発病変評価において，CT，MRI に対する有用性はなく，これらよりも腫瘍体積を過小評価する
傾向にある 。
12）

以上，下咽頭癌の術前画像評価は，耳鼻科的診察による理学的所見，内視鏡所見に加え，CT，MRI 所見を
相補的に判定材料として用い，病変の進展範囲の評価を総合的に行うのが肝要と思われる。

検索式・参考にした二次資料
PubMed によりlarynx，hypopharynx，head and neck，carcinoma，MRI，CT のキーワードを用いて，1982
年以降の文献を検索した。また，UICC（Union for International Cancer Control）第 7 版，AJCC（American
Joint Committee on Cancer）第 7 版，頭頸部癌取扱い規約第 5 版を参考とした。
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A

B

C

図 下咽頭癌（T4a N2b M0）
A MRI T2 強調像 B MRI STIR 冠状断 C 造影 CT T2 強調像では左梨状陥凹から発生したと考えられる筋肉よりもやや
高信号の腫瘍が見られる（→）
。冠状断では，中咽頭から声門上腔への進展が明らかである。左内深頸レベルには腫大したリンパ
節が集簇して見られる（▲）
。CT では甲状軟骨への浸潤は見られなかった。

文

献

1）Schmaluss IM et al：Postcrinoid region and cervical esophagus：Nomal appearance at CT and MR imaging．Radiology 214：
237-246，2000（レベル 4）
2）Becker M et al：Imaging of the larynx，hypopharynx．Eur J Radiol 66：460-479，2008（レベル 5）
3）Becker M et al：Neoplastic invasion of the laryngeal cartilage：comparison of MR imaging and CT with histopathologic correlation．Radiology 194：661-669，1995（レベル 2）
4）Zbären P et al：Pretherapeutic staging of laryngeal carcinoma．Clinical findings，computed tomography，and magnetic resonance imaging compared with histopathology．Cancer 77：1263-1273，1996（レベル 3）
5）Becker M et al：Neoplastic invasion of the laryngeal cartilage：reassessment of criteria for diagnosis at CT．Radiology 203：
521-532，1997（レベル 2）
6）Li B et al：Overstaging of cartilage invasion by multidetector CT scan for laryngeal cancer and its potential effect on the use of
organ preservation with chemoradiation．Br J Radiol 84：64-69，2011（レベル 2）
7）Becker M et al：Neoplastic invasion of laryngeal cartilage：reassessment of criteria for diagnosis at MR imaging．Radiology
249：551-559，2008（レベル 2）
8）Srinivasan A et al：Utility of pretreatment mean apparent diffusion coefficient and apparent diffusion coefficient histograms in
prediction of outcome to chemoradiation in head and neck squamous cell carcinoma．J Comput Assist Tomogr 36：131-137，
2012（レベル 4）
9）Imre A et al：Prevertebral space invasion in head and neck cancer：negative predictive value of imaging techniques．Ann Otol
Rhinol Laryngol 124：378–383，2015（レベル 3）
10）Banko B et al：Diagnostic significance of magnetic resonance imaging in preoperative evaluation of patients with laryngeal
tumors．Eur Arch Otorhinolaryngol 268：1617-1623，2011（レベル 4）
11）Kinshuck AJ et al：Accuracy of magnetic resonance imaging in diagnosing thyroid cartilage and thyroid gland invasion by squamous cell carcinoma in laryngectomy patients．J Laryngol Otol 126：302–306，2012（レベル 3）
12）Daisne JF et al：Tumor volume in pharyngolaryngeal squamous cell carcinoma：comparison at CT，MR imaging，and FDG PET
and validation with surgical specimen．Radiology 233：93-100，2004（レベル 4）
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頭頸部扁平上皮癌における頸部リンパ節転移の診断に
MRI は有用か？

推奨グレード

C1

頸部リンパ節転移の診断において，MRI は造影 CT とほぼ同等の診断能を持ち，有用で
あるが，造影 CT 検査施行例では必ずしも追加して施行する必要はない。

背景・目的
頸部リンパ節腫大の良悪性の評価は，頭頸部癌の N 病期診断を決定する上で不可欠である。頸部リンパ節
転移の診断は，リンパ節の大きさや形状，内部性状，辺縁性状で評価され，CT や超音波で行われる機会が多く，
MRI が第一選択となることは比較的少ない。組織コントラストに優れる MRI が，頸部リンパ節転移の診断に有用で
あるか検討した。

解

説

頸部リンパ節転移の画像検査には超音波や CT，MRI，PET などがある。頭頸部扁平上皮癌におけるリンパ
節転移診断のメタアナリシスでは，MRI の感度は 76%，特異度は 86% であった 。MRI と CT との比較では感
1）

度が 67.4% 対 64.2%，特異度が 78.7% 対 75.4%，MRIとPETとの比較では感度が 66.5% 対 66.2%，特異度
が 76.6% 対 81.4% で，CT，PET いずれの比較においても統計学的有意差は認められなかったとの報告がある 。
1）

頸部リンパ節転移の診断は，
「リンパ節の大きさや形状」，
「内部性状」，
「辺縁性状」で評価される。リンパ節腫
大には様々な大きさの基準があるが，最大径が上内深頸リンパ節，顎下リンパ節で 15 mm，その他リンパ節で 10
mm 以上を腫大とするものや，短径が上内深頸リンパ節で 11 mm，その他リンパ節で 10 mm 以上を腫大とするも
のが一般的である。MRI を用いた頸部リンパ節転移診断の報告では，短径 10 mm を基準とした場合の感度は 42
〜 43%，特異度は 92% で，これにリンパ節の形状や内部性状を追加すると感度や ROC 曲線下の面積が上昇す
る 。このようにリンパ節の大きさのみでは，感度や診断能が低く，大きさに辺縁性状や内部性状を組み合わせた
2）

評価が重要になる。
リンパ節内壊死などの内部不均一性は最も特異性の高い画像所見で，その検出に MRI を用いた多くの論文が
ある。King らは頭頸部扁平上皮癌のリンパ節転移におけるリンパ節内壊死の検出能について，MRI は造影 CT
に匹敵すると報告している 。さらに，Sumi らは頭頸部扁平上皮癌の頸部リンパ節転移において，転移巣にみら
3）

れる癌巣や壊死，角化などの内部性状により転移の有無を評価する場合，短径 10 mm 未満の小さいリンパ節転
移の検出能は MRI のほうが造影 CT に比し有意に高いと報告している 。
4）

頸部リンパ節転移の診断に有用な MRI 撮像シーケンスは，脂肪抑制を用いた T2 強調像や STIR（short tau
inversion recovery） ，造影前・後 T1 強調像，拡散強調像である。頸部リンパ節は脂肪組織に囲まれている
5）

ため，T2 強調像や造影 T1 強調像では脂肪抑制を併用することによりリンパ節が明瞭に描出される。脂肪抑制 T2
強調像はリンパ節内部の性状診断にも優れる。転移リンパ節内の癌巣は癌細胞，壊死，角化などから成り，壊死の
うち融解壊死は脂肪抑制 T2 強調像で高信号域として描出される。凝固壊死や角化は脂肪抑制 T2 強調像で低
〜中間信号を示す場合がある

。このように脂肪抑制 T2 強調像はリンパ節転移内部の組織像を反映した信号

4）6）

を示す。T2 強調像と造影 T1 強調像でのリンパ節内不均一性によるリンパ節転移の診断能の比較では，造影 T1
強調像のほうが僅かに高いのみであった 。したがって，造影剤を使用できない場合でもT2 強調像は造影 T1 強
2）

調像と同等にリンパ節内壊死を検出できる可能性がある。
造影前・後 T1 強調像は，浸潤した腫瘍を反映したリンパ門の脂肪の消失の評価に優れている。さらに，リンパ
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節転移における被膜外浸潤の診断には，脂肪抑制 T2 強調像や STIR でリンパ節周囲に広がる高信号域（flare
sign）や，造影 T1 強調像での辺縁不整像（shaggy margin）が有用との報告がある

。

7）8）

近年，リンパ節の良悪性と，拡散強調像で得られる腫大リンパ節の ADC 値（見かけ拡散係数）との間には有
たがって，拡散強調像を加えることにより，リンパ節の内部性状をより正確に評価できる可能性がある

。し

9）10）

。

1）10）

検索式・参考にした二次資料
医中誌により，頸部リンパ節転移，MRI のキーワードを，PubMed によりneck，nodes，MRI のキーワードを用い
て検索した。
文

献

1）Wu LM et al：Value of magnetic resonance imaging for nodal staging in patients with head and neck squamous cell carcinoma：
a meta-analysis．Acad Radiol 19：331–340，2012（レベル 3）
2）de Bondt RB et al：Morphological MRI criteria improve the detection of lymph node metastases in head and neck squamous cell carcinoma：multivariate logistic regression analysis of MRI features of cervical lymph nodes．Eur Radiol 19：626–633，2009（レベル 2）
3）King AD et al：Necrosis in metastatic neck nodes：diagnostic accuracy of CT，MR imaging，and US．Radiology 230：720-726，
2004（レベル 3）
4）Sumi M et al：Diagnostic performances of MRI relative to CT for metastatic nodes of head and neck squamous cell carcinomas．
J Magn Reson Imaging 26：1626-1633，2007（レベル 2）
5）Kawai Y et al：Turbo short τ inversion recovery imaging for metastatic node screening in patients with head and neck cancer．
Am J Neuroradiol 27：1283-1287，2006（レベル 2）
6）Nakamura T et al：Nodal imaging in the neck：recent advances in US，CT and MR imaging of metastatic nodes．Eur Radiol 17：
1235-1241，2007（レベル 4）
7）小島和行ほか：頸部リンパ節転移における被膜外浸潤の MRI 所見．頭頸部腫瘍 27：713-716，2001（レベル 3）
8）Kimura Y et al：MR imaging criteria for the prediction of extranodal spread of metastatic cancer in the neck．Am J Neuroradiol
29：1355-1359，2008（レベル 4）
9）Srinivasan A et al：Differentiation of benign and malignant pathology in head and neck using 3T apparent diffusion coefficient
values：early experience．Am J Neuroradiol 29：40-44，2008（レベル 4）
10）Vandecaveye V et al：Head and neck squamous cell carcinoma：value of diffusion-weighted MR imaging for nodal staging．
Radiology 251：134-146，2009（レベル 2）
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意な相関関係があり，転移リンパ節の ADC 値は良性リンパ節の ADC 値より有意に低いと報告されている
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頭頸部扁平上皮癌リンパ節転移の被膜外浸潤の判定に
MRI を勧めるか？

推奨グレード

MRI は，造影 CT と同等以上の診断能をもつとされ，施行を考慮してよい。
ただし造影 CT との比較での統計学的優位性はなく，造影 CT 施行例に MRI を追加で施

C1

行する必然性はない。

背景・目的
頭頸部扁平上皮癌のリンパ節転移における被膜外浸潤（節外浸潤）の存在は，生命予後を半減させる重要な
予後規定因子である。このため手術適応決定や後療法の要否など，治療計画決定に大きく関与する。近年，原
発巣の進展範囲判定について組織コントラストの高い MRI の有用性が報告されているが，リンパ節転移の被膜外
浸潤の判定についてもMRI が寄与しうるか，造影 CTとの比較において検討した。

解

説

従来からの造影 CT では，リンパ節転移の被膜外浸潤を予見する所見として，被膜の不整な造影効果，不明
瞭な境界，周囲脂肪組織や筋肉への浸潤等が挙げられている
特異度 54 〜 98%，正診率 61 〜 87%と幅があり

。これらの所見による診断能は感度 44 〜 76%，

1-5）

，信頼性に乏しいと結論する報告もある 。さらに概して低い

1-5）

4）

感度が示すように，造影 CT では軽微な（顕微鏡的を含む）被膜外浸潤での偽陰性が問題である思われる。CT
による被膜外浸潤診断に関する報告は，すべて造影後での評価であるため，CT では造影剤の使用が推奨される。
近年は頸部リンパ節転移もMRI で評価される事が多く，MRI での被膜外浸潤を予見する所見として，不明瞭な
境界（脂肪抑制 T2 強調像や造影 T1 強調像）や STIR や脂肪抑制 T2 強調像でのリンパ節周囲に拡がる高信
号域の存在
（flare sign）
が報告されている
正診率 75 〜 88% であり

。これらの所見による診断能は感度 50 〜 89%，
特異度 81 〜 100%，

3）6-9）

，造影 CT による診断能より若干高い傾向にある。ただし MRIとCT による比較試

3）6-9）

験では，有意差がないと報告されている 。造影 MRI の必要性に関しては，STIR や脂肪抑制 T2 強調像 での
3）

診断能は，造影 T1 強調像での診断能と同等以上と報告されているため

，MRI では造影剤投与の科学的根

3）7-8）

拠はない。留意すべき事項として，これらの報告はすべて治療歴のない頭頸部扁平上皮癌のリンパ節転移を対象
としている事である。換言すれば，治療後のリンパ節転移における被膜外浸潤の診断基準になるか否かは不明で
ある。またリンパ節炎もしばしば不明瞭な境界を示す事の認知は必要である（図）
。
上述の直接的な辺縁性状の評価以外では，サイズの大きなリンパ節（長径 20mm 超や 30mm 超，短径 14mm
以上や 16mm 以上等）
，内部壊死の存在，PET/CT における FDG の高集積も被膜外浸潤を予見すると報告さ
れており

，被膜外浸潤診断の参考になりうる。ただし MRI でのサイズによる診断と辺縁性状による診断の比

1）6-13）

較では，後者の診断能が高いと報告されている
較でも後者の診断能が高いと報告されている
トオフ値は 2.3 から 3.9と幅があり

。MRI での内部壊死による診断と辺縁性状による診断の比

6）8）9）

。
FDG 集積の程度による診断では，
提唱されているSUVmaxのカッ

6）
9）

，他の診断基準との比較試験がないため，今後のさらなる検証を待つべきで

11-13）

あろう。

検索式・参考にした二次資料
Pub Med により computed tomography，MR，FDG-PET，extranodal or extracapsular spread，neck の
キーワードを用いて検索し，2000 年 1 月 1 日〜 2014 年 12 月 31 日までの期間の論文を採択した。
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図 中咽頭扁平上皮癌 リンパ節転移
STIR 横断像 左レベルⅢリンパ節の辺縁（→）
は，不明瞭で毛羽立ち状である。 被膜外浸潤を
強く疑う所見である。

文

献

1）Prabhu RS et al：Accuracy of computed tomography for predicting pathologic nodal extracapsular extension in patients with
head-and-neck cancer undergoing initial surgical resection．Int J Radiat Oncol Biol Phys 88：122-129，2014（レベル 4）
2）Url C et al：Radiological detection of extracapsular spread in head and neck squamous cell carcinoma（HNSCC）cervical
metastases．Eur J Radiol 82：1783-1787，2013（レベル 3）
3）King AD et al：Comparison of CT and MR imaging for the detection of extranodal neoplastic spread in metastatic neck nodes．
Eur J Radiol 52：264-270，2004（レベル 3）
4）Chai RL et al：Accuracy of computed tomography in the prediction of extracapsular spread of lymph node metastases in squamous cell carcinoma of the head and neck．JAMA Otolaryngol Head Neck Surg 139：1187-1194，2013（レベル 2）
5）Souter MA et al：Sensitivity and specificity of computed tomography for detection of extranodal spread from metastatic head and
neck squamous cell carcinoma．The Journal of Laryngology & Otology 123：778-782，2009（レベル 3）
6）Lodder WL et al：Can extranodal spread in head and neck cancer be detected on MR imaging．Oral Oncology 49：626-633，
2013（レベル 3）
7）Katayama I et al：Comparison between ultrasonography and MR imaging for discriminating squamous cell carcinoma nodes with
extranodal spread in the neck．Eur J Radiol 81：3326-3331，2012（レベル 4）
8）Kimura Y et al：MR imaging criteria for the prediction of extranodal spread of metastatic cancer in the neck．AJNR 29：13551359，2008（レベル 4）
9）小島和行ほか：頸部リンパ節転移における被膜外浸潤の MRI 所見. 頭頸部腫瘍 27：713-716，2001（レベル 3）
10）Zoumalan RA et al：Lymph node central necrosis on computed tomography as predictor of extracapsular spread in metastatic
head and neck squamous cell carcinoma：pilot study．J Laryngol Otol 124：1284–1288，2010（レベル 3）
11）Joo YH et al：Extracapsular spread in hypopharyngeal squamous cell carcinoma：Diagnostic value of FDG PET/CT．Head
Neck 35：1771–1776，2013（レベル 4）
12）Joo YH et al：Relationship between extracapsular spread and FDG PET/CT in oropharyngeal squamous cell carcinoma．Acta
Oto-Laryngologica 133：1073-1079，2013（レベル 4）
13）Joo YH et al：Extracapsular spread and FDG PET/CT correlations in oral squamous cell carcinoma．Int J Oral Maxillofac Surg
42：156-158，2013（レベル 4）
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頭頸部扁平上皮癌の病期診断に PET を勧めるか？

推奨グレード

PET は頭頸部扁平上皮癌の N，M 因子の診断に有用で，特に III 期，IV 期が疑われる場
合において推奨する。

B

背景・目的
頭頸部扁平上皮癌の治療前病期診断に PET を導入する施設が増加し，今日ではより精度の高い病期診断に
不可欠な検査モダリティとして確立されつつある。頭頸部扁平上皮癌の治療前病期診断における PET の有用性
について，CT や MRI などの検査モダリティと比較，検討した。

解

説

頭頸部扁平上皮癌の病期診断では，原発巣（T 因子）は視診や内視鏡，CT，MRI で診断されるため，PET
は主にリンパ節転移（N 因子）や遠隔転移（M 因子）の診断目的に施行される。
本邦の頭頸部癌診療ガイドラインでは，PET は頭頸部癌の病期診断に有用である（グレード B）と記述されて
いる。2014 年版 NCCN の頭頸部癌のガイドラインでは，III 期，IV 期が疑われる口腔癌，咽喉頭癌や，上咽頭癌
の non keratinizing histology や endemic phenotype，N2 〜 3，III 期，IV 期が疑われる場合では，病期が上
がり治療方針が変わる可能があるため，PET は考慮すべき検査としている。
頭頸部扁平上皮癌患者に関する PET のリンパ節転移診断能を検討した研究論文のメタアナリシスでは，感
度 79%，特異度 86%，陽性尤度比 5.84，陰性尤度比 0.24 で，PETとCTとの比較では感度が 80% 対 75%，特
異度が 86% 対 79% であった 。頬粘膜癌のリンパ節転移検出における PET と CT/MRI との比較では，ROC
1）

曲線下面積が 0.939 対 0.837（P=0.02） で，PET は従来の診断法に比べ高い診断能を有し，CT や MRI 所
2）

見で境界病変とされた病変に関して高い精度で正確な診断が可能であった 。しかし，臨床的にリンパ節転移が
3）

同定できない患者（clinical N0）においてのリンパ節転移検出率は約 50%と低く ，その診断能は CT，MRIと
2）

有意差がないと報告されている 。
4）

遠隔転移に関しては，PET の感度は 84.8 〜 87.5%，特異度は 95.0 〜 95.2% であった 。PET 対従来の診断
5）

法の比較検討では，感度は上咽頭癌で 82% 対 30%，上咽頭癌以外で 85% 対 62% で ，頭頸部癌の遠隔転移
6）

における PET の診断能は評価されている。
PET 検査で得られる SUV 値を用いた検討では，原発巣の SUVmax 6.5 を境に無病生存期間に差があったと
する報告

や，リンパ節の被膜外浸潤陽性群（P<0.01）や遠隔転移陽性群（P<0.05）でリンパ節の SUV 値が

7）

有意に高く，原発巣の SUVmax が 8.0 以上を全生存率の増悪因子とする報告 ，また リンパ節の SUVmax にリ
8）

ンパ節のサイズに基づくカットオフ値を追加した場合，有意にリンパ節転移の診断精度が向上した（感度 79%，特
。
異度は 99%） などの報告がある（図）
9）

検索式・参考にした二次資料
PubMed によりhead and neck cancer，PET，MRI，CT のキーワードを用いて，2000 年以降の文献を検索し
た。また，日本頭頸部癌学会編：頭頸部癌診療ガイドライン 2013 年版，NCCN Clinical Practice Guidelines in
Oncology（NCCN Guidelines）Head and Neck Cancers，Version 2，2014 を参考にした。
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A
図

B
下咽頭癌（右梨状窩癌）T4a N2c

CT（A）では患側の右側でのみ転移リンパ節が指摘され（→）
，N2b との診断であったが，PET（B）
では両側のリンパ節転移が疑われた（→）
。手術では両側に転移が認められ，N2c であった。

文

献

1）Kyzas PA et al：18F-Fluorodeoxyglucose positron emission tomography to evaluate cervical node metastases in patients with
head and neck squamous cell carcinoma：a meta-analysis．J Natl Cancer Inst 100：712–720，2008（レベル 1）
2）Yen T et al：Staging of untreated squamous cell carcinoma of buccal mucosa with 18F-FDG PET：comparison with head and
neck CT/MRI and histopathology．J Nucl Med 46：775–781，2005（レベル 3）
3）Dammann F et al：Rational diagnosis of squamous cell carcinoma of the head and neck region：comparative evaluation of CT，
MRI，and 18FDG PET．AJR 184：1326–1331，2005（レベル 3）
4）Liao LJ et al：Detection of cervical lymph node metastasis in head and neck cancer patients with clinically N0 neck-a metaanalysis comparing different imaging modalities．BMC Cancer 12：236，2012（レベル 1）
5）Xu GZ et al：Accuracy of whole-body PET and PET-CT in initial M staging of head and neck cancer：a meta-analysis．Head
and Neck 33：87-94，2011（レベル 1）
6）Xu G et al：Comparison of whole body positron emission tomography（PET）/PET-computed tomography and conventional anatomic imaging for detecting distant malignancies in patients with head and neck cancer：a meta-analysis．Laryngoscope 122：
1974-1978，2012（レベル 1）
7）Scott AM et al：PET changes management and improves prognostic stratification in patients with head and neck cancer：results
of a multicenter prospective study．J Nucl Med 49：1593–1600，2008（レベル 3）
8）Kubicek GJ et al：FDG-PET staging and importance of lymph node SUV in head and neck cancer．Head & Neck Oncology 2：
1-19，2010（レベル 4）
9）Murakami R et al：Impact of FDG-PET/CT imaging on nodal staging for head-and-neck squamous cell carcinoma．Int．J．Radiat
Oncol Biol Phys 68：377–382，2007（レベル 3）
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頭頸部扁平上皮癌の放射線治療や化学放射線療法後の効
果判定としてどのような画像検査が有用か？

推奨グレード

B CT，MRI
C1 PET

B

推奨グレード

C1

造影 CT・造影 MRI を推奨する。
PET は残存腫瘍や再発の診断に有用で，CT や MRI で診断が困難な場合には PET を施
行することを考慮してもよい。

背景・目的
頭頸部扁平上皮癌は放射線治療や化学放射線療法にて根治が得られる場合もあり，外科的手術と並んで重要
な治療法であるが，その効果判定や経過観察方法は各施設で異なり，選ばれる画像診断法も様々である。本稿で
は，効率的で望ましい経過観察の画像診断につき考察した。

解

説

放射線治療や化学放射線療法の治療中または治療後に抗癌剤感受性や放射線感受性をみる場合には，視診
や触診，鼻咽腔・喉頭鏡，内視鏡によりまず判断される。確認できない深部の所見や腫瘍サイズの客観的計測に
は CT や MRI が用いられる

。固形がんの治療効果判定のためのガイドライン（RECIST ガイドライン 1.1 ）で

1-4）

5）

は CT を推奨しているが，MRI の方がより明瞭に病変を描出している場合には，MRI での判断でもよいとしている。
治療後のベースライン画像は，残存腫瘍の継時的評価や再発腫瘍を早期に診断することに役立つ 。造影 CT
1）

（以下 CT）や造影 MRI（以下 MRI）が施行されることが多く，その検査時期は浮腫や炎症などの治療後反応
が治まり，再発を認めない時期が望ましく，約 6 〜 8 週間後の施行が一般的に行われている。2014 年版 NCCN
の頭頸部癌のガイドラインでは，経過観察画像検査については，T3 〜 4 または N2 〜 3 の咽喉頭癌で，ベースライ
ン検査を治療後 6ヶ月以内に施行することを推奨している（カテゴリー 2B）
。その後の画像検査は，再発を疑った
ときに施行すべきとされ，定期的な画像検査を推奨していない。EHNS–ESMO–ESTRO の上咽頭癌のガイドライ
ンでは，T3 〜 4 の上咽頭癌の化学放射線療法後では，2，3 年間は 6 〜 12 カ月ごとの MRI 検査を推奨している。
このように，経過観察における画像診断については各ガイドラインで異なり，保険制度の違いなどにより本邦の現状
と異なっている。また，検査時期，間隔についてはいまだ十分な検証は成されていない。
頭頸部扁平上皮癌の放射線治療や化学放射線療法後の効果判定の重要な目的の 1 つに，頸部リンパ節転移
の治療反応性を評価し，頸部郭清術を行うか否かの判断がある。NCCN のガイドラインでは，放射線治療や化学
放射線療法後の頸部リンパ節転移の評価について，治療後 4 〜 8 週に診察を行い，頸部リンパ節転移の増大や
残存が疑われた場合には，CT または MRI，もしくは PET の施行を考慮するとしている。また，治療反応性を認め
た場合には，8 〜 12 週での CT または MRI，もしくは 12 週以降の PET を推奨している。これらにより頸部リンパ
節転移の残存を認めた場合には，頸部郭清術を施行すべきとしている。PET 陰性が得られれば，腫瘍残存の可
能性が低いとして，その後の画像検査は推奨していない。EHNS–ESMO–ESTRO の頭頸部扁平上皮癌のガイド
ラインでは，
治療前画像に準じた CTまたは MRIを推奨している。PETも治療効果判定目的に施行されることがあり，
頸部郭清術を行うか判断する際や，CT や MRI で診断が困難な場合に有用なことがあるとしている。
放射線治療や化学放射線療法後の残存腫瘍や再発腫瘍の診断では，報告により検査時期は異なるが，CT の
感度，
特異度は 75 〜 92.3%，46.7 〜 58.8%
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，MRI の感度，
特異度は 80 〜 100%，41.2 〜 88.2%

6）
7）

，PET の感度，

7）
8）

C Q 24
特異度は 70 〜 100%，82 〜 93.3%

で，PET は CT や MRIと同等の感度で，高い特異度を有している。また，

6-10）

PET は高い陰性的中率のため，PET 陰性の場合は，局所，リンパ節ともに残存腫瘍がないことを示唆するよい指
標と考えられている。6 カ月以内に 2 回連続して PET 陰性が得られた場合の陰性的中率は，91% から 98%とさら
に高くなり，無症状の患者では以後の画像検査は必要ないとの報告もある 。PET は，治療終了後早期では治療
11）

。施行時期は文献により若

6）7）10）12）

検査適応，
時期，
干の差があるが，
治療後 12 週以降の施行が望ましいとされる 。PET による経過観察についても，
9）

間隔，費用対効果，被曝などの様々な問題があり，いまだ十分な検証は成されていない。

検索式・参考にした二次資料
PubMed によりhead and neck squamous cell carcinoma，evaluation after treatment，diagnostic imaging，
MRI，CT のキーワードを用 いて 検 索した。NCCN Guidelines Head and Neck Cancers，Version 2，2014，
Squamous cell carcinoma of the head and neck：EHNS–ESMO–ESTRO Clinical Practice Guidelines for
diagnosis，treatment and follow-up，2010，Nasopharyngeal cancer：EHNS–ESMO–ESTRO Clinical Practice
Guidelines for diagnosis，treatment and follow-up，2012 を参照した。
文

献

1）Manikantan K et al：Making sense of post –treatment surveillance in head and neck cancer：when and what of follow-up．
Cancer Treat Rev 35：744-753，2009（レベル 1）
2）van den Broek GB et al：Response measurement after intraarterial chemoradiation in advanced head and neck carcinoma：magnetic resonance imaging and evaluation under general anesthesia? Cancer 106：1722-1799，2006（レベル 3）
3） Mukherji SK et al：Evaluation of head and neck squamous cell carcinoma after treatment．
AJNR．
24：1743-1746，
2003
（レベル 5）
4）Lell M et al：Head and neck tumor：imaging recurrent tumor and post-therapeutic change with CT and MRI．Eur J Radiol 33：
239-247，2000（レベル 3）
5）Eisenhauer EA et al：New response evaluation criteria in solid tumours：revised RECIST guideline（version 1.1）
．J Natl Cancer
Inst 45：228-247，2009（レベル 5）
6）Andrade RS et al：Posttreatment assessment of response using FDG-PET/CT for patients treated with definitive radiation therapy for head and neck cancers．Int J Radiat Oncol Biol Phys 65：1315–1322，2006（レベル 3）
7）Kitagawa Y et al：Prospective comparison of 18F-FDG PET with conventional imaging modalities（MRI，CT，and 67Ga scintigraphy）in assessment of combined intraarterial chemotherapy and radiotherapy for head and neck carcinoma．J Nucl Med 44：198206，2003（レベル 3）
8）Guenzel T et al：The Value of PET Compared to MRI in Malignant Head and Neck Tumors．Anticancer Res 33：1141-1116，
2013（レベル 4）
9）Gupta T et al：Diagnostic performance of post-treatment FDG PET or FDG PET/CT imaging in head and neck cancer：a systematic review and meta-analysis．Eur J Nucl Med Mol Imaging 38：2083-2095，2011（レベル 1）
10）Abqral R et al：Dose 18F-FDG PET/CT improve the detection of posttreatment recurrence of head and neck squamous cell carcinoma in patients negative for disease on clinical follow-up? J Nucl Med 50：24-29，2009（レベル 4）
11）McDermott M et al：Negative Predictive Value of Surveillance PET/CT in Head and Neck Squamous Cell Cancer．AJNR 34：
1632–1636，2013（レベル 3）
12）Horiuchi C et al：Early assessment of clinical response to concurrent chemoradiotherapy in head and neck carcinoma using
fluoro-2-deoxy-d-glucose positron emission tomography．Auris Nasus Larynx 35：103-108，2008（レベル 2）
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頭頸部扁平上皮癌の術後の経過観察としてどのような画
像検査が有用か？

推奨グレード

B

推奨グレード

C1

B CT，MRI
C1 PET
ベースライン画像は再発腫瘍を早期に診断することに役立ち，造影 CT・造影 MRI を推
奨する。PET も再発診断に有用であるが，経過観察について，適応，時期，間隔，費用
対効果，被曝などの問題があり，CT や MRI で診断が困難な場合には PET を施行するこ
とを考慮してもよい。

背景・目的
頭頸部扁平上皮癌は化学放射線療法にて根治が得られる場合もあるが，切除可能な進行癌（T4a）や化学
放射線療法の効果不良例を含めて，原則として根治的外科手術が施行される。外科手術後の再発を早期に発見
することは予後因子として重要であるが，その経過観察方法は各施設で異なり，選ばれる画像診断法も様々である。
効率的で望ましい経過観察の画像診断につき考察した。

解

説

頭頸部扁平上皮癌の術後の経過観察では，問診や視診，触診を行い，原発巣に応じて鼻咽腔・喉頭鏡，内視鏡，
超音波，CT，MRI，PET などが施行される。皮弁や筋皮弁などによる再建術後では，視診や内視鏡検査だけで
は術後の状態を十分に把握することが困難な場合が多く，再発の早期発見には CT や MRI などの画像診断が必
要となる。
頭頸部扁平上皮癌の治療後再発は，治療後 1 年以内に 47 〜 86.3%，2 年以内に 68 〜 90.7% が出現すると
報告され，治療後 2 年以内の再発がほとんどである

。2014 年版 NCCN の頭頸部癌のガイドラインでは，治療

1）2）

後 1 年目は 1 〜 3 カ月に 1 回，2 年目は 2 〜 6 カ月に 1 回，3 〜 5 年目は 4 〜 8 カ月に 1 回，その後は 1 年に 1 回
の定期的診察を推奨している。経過観察画像検査については，T3 〜 4 または N2 〜 3 の咽喉頭癌でのみ，ベー
スライン検査を治療後 6 カ月以内に施行することを推奨している（カテゴリー 2B）。その後の画像検査については，
再発を疑ったときに施行すべきとされ，定期的な画像検査を推奨していない。検査モダリティについても言及されて
おらず，保険制度の違いなどにより本邦の現状と異なっている。その他のガイドライン（頭頸部癌診療ガイドライン，
ACR，ASCO，ESMO のガイドライン）においても，経過観察における画像診断についての具体的な推奨はほとん
どなく，治療後経過観察の画像検査の時期，間隔，その有用性についてはいまだ十分な検証は成されていない。
ベースライン画像は，術前と大きく異なった術後状態から再発腫瘍や治療後合併症を早期に診断することに役立
つ

。ベースライン検査は，造影 CT が一般的だが，上咽頭や副鼻腔など頭蓋底近傍の腫瘍や唾液腺腫瘍，

1）3-5）

神経周囲進展や頭蓋底，頭蓋内浸潤を疑う腫瘍では，造影 MRI が有用である

。ベースライン検査の時期は，

1）5）

浮腫や炎症などの術後反応が治まり，再発を認めない時期が望ましく，CT，MRI では約 6 〜 8 週間後の施行が
一般的に行われている

（図）
。

1）6）

PET は治療後の再発診断に優れた検査法で，その感度は 73 〜 100%，特異度は 57 〜 100%と報告されてい
る 。治療終了後早期では浮腫や炎症などにより，疑陽性率が高く，感度，陽性的中率が低くなると報告されている。
7）

施行時期は文献により若干の差があるが，治療後 12 週以降の施行が望ましいとされる 。しかし，PET による経
8）

過観察についても検査適応，時期，間隔，費用対効果，被曝など様々な問題があり，いまだ十分な検証は成されて
いない。
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A

B

図 舌癌術後
舌癌に対し，舌可動部亜全摘出術，大腿筋皮弁（→）による再建術が施行されている。
図は術後 6 週の造影 CT（A：横断像，B：冠状断再構成画像）で，これが今後の経過
観察のベースライン画像となる。

検索式・参考にした二次資料
PubMed によりhead and neck squamous cell carcinoma，post surgical operation，surveillance，follow
up，diagnostic imaging，CT，MRI，PET のキーワードを用いて検索した。
NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology（NCCN Guidelines）Head and Neck Cancers，
Version 2．2014 を参考にした。
文

献

1）Manikantan K et al：Making sense of post –treatment surveillance in head and neck cancer：when and what of follow-up．
Cancer Treat Rev 35：744-753，2009（レベル 1）
2）Liu G et al： Post-therapeutic surveillance schedule for oral cancer： Is there agreement? oral maxillofac surg 16：327–340，
2012（レベル 5）
3）Abqral R et al：Dose 18F-FDG PET/CT improve the detection of posttreatment recurrence of head and neck squamous cell carcinoma in patients negative for disease on clinical follow-up? J Nucl Med 50：24-29，2009（レベル 4）
4）Hermans R：Posttreatment imaging in head and neck cancer．Eur J Radiol 66：501-611，2008（レベル 5）
5）Mukherji SK et al：Evaluation of head and neck squamous cell carcinoma after treatment．AJNR 24：1743-1746，2003（レ
ベル 5）
6）Lell M et al：Head and neck tumor：imaging recurrent tumor and post-therapeutic change with CT and MRI．Eur J Radiol 33：
239-247，2000（レベル 3）
7）Fletcher JW et al：Recommendations on the use of 18F-FDG PET in oncology．J Nucl Med 49：480–508，2008（レベル 1）
8）Gupta T et al：Diagnostic performance of post-treatment FDG PET or FDG PET/CT imaging in head and neck cancer：a systematic review and meta-analysis．Eur J Nucl Med Mol Imaging 38：2083-2095，2011（レベル 1）
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成人副鼻腔疾患の診断に単純 X 線撮影は有用か？

推奨グレード

C1

単純 X 線撮影の施行を考慮してもよいが，診断に有用という科学的根拠は示されていない。

背景・目的
外来診療で副鼻腔関連の愁訴を訴える患者がいた場合に，Waters 法や Caldwell 法などの副鼻腔単純 X 線
撮影が最初に施行される機会は減少したが，CT 装置のない施設では最初の画像検査として行われていることも
少なくない。施行された単純 X 線撮影の所見に応じて，CT，MRI のいずれかまたは両方が施行されることになる。
しかし，単純 X 線撮影の診断能には限界があり，①比較的症状の強い例，②保存的治療に抵抗性を示す例，③
いったん軽快した後の再発例，④合併症を有する例，などでは CT まで施行される場合が少なくない。また，CT
所見によってはさらに MRI まで追加されることもある。
このような検査の手順は時間的にも経済的にも非効率的であり，放射線被曝の問題もある。そこで副鼻腔疾患
における単純 X 線撮影の有用性について検討した。

解

説

合併症のない急性副鼻腔炎は通常，症状と経過および鼻内所見で診断され，抗生剤投与や充血除去などの保
存的治療が行われる。Berger らの内視鏡検査と単純 X 線写真を比較した報告では両者の診断能は同等で，内
視鏡検査を診断の第一選択として推奨しており ，通常は画像診断の必要性はない。しかし，内視鏡検査が陰性
1）

の場合や症状の強い場合は単純 X 線撮影の適応ともなり得る。ただ，その場合篩骨洞は病変が見逃される可能
性を考慮すべきである

。

2-8）

外来での検査はスクリーニング検査であり，高い感度が求められるが，単純 X 線撮影は感度が低く，急性副鼻
腔炎が疑われる場合にはルーチンで行われるべきものではない
慢性副鼻腔炎においても単純 X 線撮影の感度は低い

。

8）9）

。急性副鼻腔炎と同様に症状の強さ，合併症の有無

10）

により画像診断の役割は異なる。診断のみであれば臨床所見，鼻内所見と単純 X 線撮影のみで十分とする報告
がある。しかし，症状が強い，糖尿病などの合併症がある，保存的治療に抵抗性であるなど，内視鏡手術の適応
が考えられる場合は単純 X 線撮影を省略し，最初から CT を考慮すべきである 。
11）

ただし，このような場合でもすぐに CT が施行できる環境ではない場合や，CT の設備がない場合もある。また
CTと単純 X 線撮影の医療経済的な問題を指摘する論文もある。なお，内視鏡が慢性副鼻腔炎や再発副鼻腔炎
の患者のスクリーニングとして単純 X 線撮影にとって代わられている施設もある。
単純 X 線撮影が腫瘍性病変の診断に有用とするエビデンスはなかった。
単 純 X 線 撮 影を省 略して CT を施 行 する場 合，CT の被 曝 線 量は考 慮 す べきである。Abul-Kasim ら
は 通 常 の CT，低 線 量 CT，単 純 X 線 写 真（3 方 向 ） の 線 量を比 較した 研 究 で，実 効 線 量 はそれ ぞ
れ 0.371mSv，0.045mSv，0.098mSv であり，低線量 CT の有用性を報告している 。しかし，線量低減技術は
12）

機種ごとに異なり，線量を低くしても内視鏡手術を前提とした十分な診断能（空間分解能）を維持できるように撮影
条件を最適化する必要がある。
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検索式・参考にした二次資料
PubMed によりplain radiography，paranasal sinus のキーワードを用いて検索した。
文

献

6）Iinuma T et al：Radio-opacity of the paranasal sinuses．Conventional views and CT．Rhinology 32：134-136，1994（レベル 3）
7）Laranne JE et al：Diagnostic value of plain radiographs in chronic maxillary sinusitis：a comparison between radiological and
endoscopic findings in 75 patients．Rhinology 30：205-215，1992（レベル 3）
8）Burke TF et al：Comparison of sinus x-rays with computed tomography scans in acute sinusitis．Acad Emerg Med 1：235-239，
1994（レベル 3）
9）Yousem DM：Imaging of sinonasal inflammatory disease．Radiology 188：303-314，1993，Review（レベル 5）
10）Kolo ES：The role of plain radiographs in the diagnosis of chronic maxillary rhinosinusitis in adults．Afr Health Sci 12：459–
463，2012（レベル 3）
11）Kaluskar SK et al：The role of CT in functional endoscopic sinus surgery．Rhinology 31：49-52，1993（レベル 3）
12）Abul-Kasim K et al：Low-dose computed tomography of the paranasal sinuses：radiation doses and reliability analysis．Am J
Otolaryngol 32：47-51，2011（レベル 3）
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1）Berger G et al：Endoscopy versus radiography for the diagnosis of acute bacterial rhinosinusitis．Eur Arch otorhinolaryngol 262：
416–422，2005（レベル 2）
2）Aalokken TM et al：Conventional sinus radiography compared with CT in the diagnosis of acute sinusitis．Dentomaxillofac
Radiol 32：60-62，2003（レベル 2）
3）Okuyemi KS，Tsue TT：Radiologic imaging in the management of sinusitis． Am Fam Physician 66：1882-1886，
2002（レベル 5）
4）Lund VJ et al：Imaging for endoscopic sinus surgery in adults．J Laryngol Otol 114：395-397，2000（レベル 5）
5）Roberts DN et al：The diagnosis of inflammatory sinonasal disease．J Laryngol Otol 109：27-30，1995（レベル 3）
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副鼻腔疾患における CT での造影剤使用を勧めるか？

推奨グレード

C1

C1 腫瘍性病変が疑われる副鼻腔疾患の CT 診断において，造影剤使用が有用と考えら

推奨グレード

れている疾患もあり，使用を考慮してもよい。

D

D

慢性副鼻腔炎の検査として CT を施行する場合，造影剤の使用は必要なく，推奨し
ない。

背景・目的
副鼻腔疾患診療において，内視鏡検査の後に CT，MRIといった画像診断が行われる。今日では，慢性副鼻
腔炎のスクリーニングとして CT が行われることが多い。
慢性副鼻腔炎に対する内視鏡手術（endoscopic sinus surgery：ESS）の術前検査において，単純 CT の冠
状断はロードマッピングとして有用で，
この場合には，造影剤使用の有用性はなく，特に問題とならない
ピング以外には，粘液（膿）瘤，膿瘍，真菌感染，腫瘍性病変などの合併の診断を目的とする

。ロードマッ

1-3）

。また，急性増

4）5）

悪や術後合併症および再発の診断も目的となる。
腫瘍に関しては進展範囲の診断，術後の経過観察で残存や再発の診断目的で CT が施行される。
慢性副鼻腔炎のスクリーニング，ESS 前の検査，腫瘍性病変の診断の場合に，単純 CT のみでなく，
「造影剤
の使用が，診断能を向上させるかどうか？」という問題を検討した。

解

説

副鼻腔疾患における CT での造影剤使用の必要性または有用性について，造影 CTと単純 CT で診断能を比
較した研究はなく，十分なエビデンスがあるとはいえない。副鼻腔疾患の画像診断において，骨の詳細な解剖学
的構造や，占拠性病変による骨構造の変化の把握が重要であり，一般的に CT はこの点で単純 X 線写真や MRI
に比べて優れている。特に ESS における冠状断 CT の有用性は報告され，推奨される 。しかし，骨の形態診断
6）

を目的として造影剤を使用する有用性を指摘した報告はなく，造影剤の使用は必要ないものと考えられる（図）
。
副鼻腔疾患の鑑別において，単純 CT は専ら骨構造の破壊の有無や形態の把握に優れること ，真菌性副鼻
7）

腔炎に見られる石灰化の検出に優れること ，などで，有用性を論じられている。造影剤の使用の有用性にまで言
4）

及した論文も散見される

。疾患別に見ると，内反性乳頭腫の鑑別で造影 CT が有用であったとする報告

8-10）

8）

鼻

副鼻腔器質化血腫は造影 CT にて，不整結節型，葉状の造影効果が見られ，特徴的であるとの報告がある 。ま
9）

た炎症性ポリープ，コレステロール肉芽腫，真菌球は造影されないため，除外のために造影剤が有用と論じる報告
もある 。いずれも十分なエビデンスではないが，腫瘍の除外もしくは腫瘍の鑑別を目的として CT を施行する場合
10）

には，造影剤を使用することは妥当と思われる。

検索式・参考にした二次資料
PubMed によりparanasal sinus，maxillary sinus，CT，contrast media，contrast enhanced CT のキーワー
ドを用いて検索した。
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慢性上顎洞炎
臨床的に症状が軽く，単純な慢性副鼻腔炎が疑われる本例のような症例では造影 CT は必要ない。
慢性副鼻腔炎の機能的内視鏡治療術前検査として CT を施行する場合は，冠状断再構成像まで
必要である。
図

文

献

1）Maroldi R et al：Paranasal sinus imaging．Eur J Radiol 66：372-386，2008（レベル 5）
2）Ide C et al：Chronic sinusitis：the role of imaging．Acta Otorhinolaryngol Belg 51：247-258，1997（レベル 5）
3）Baum U al：Imaging of head and neck tumors--methods：CT，spiral-CT，multislice-spiral-CT．Eur J Radiol 33：153-160，
2000（レベル 5）
4）Seo YJ et al：Radiologic characteristics of sinonasal fungus ball：an analysis of 119 cases．Acta Radiol 52：790-795，2011（レ
ベル 4）
5）Lanzieri CF et al：Use of gadolinium-enhanced MR imaging for differentiating mucoceles from neoplasms in the paranasal sinuses．Radiology 178：425-428，1991（レベル 3）
6）Hahnel S et al：Relative value of MR imaging as compared with CT in the diagnosis of inflammatory paranasal sinus disease．
Radiology 210：171-176，1999（レベル 4）
7）Han MH et al：Cystic expansile masses of the maxilla：differential diagnosis with CT and MR．
AJNR 16：333-338，
1995
（レベル 4）
8）Dammann F et al：Inverted papilloma of the nasal cavity and the paranasal sinuses：using CT for primary diagnosis and followup．AJR 172：543-548，1999（レベル 3）
9）Hur J et al：Imaging characteristics of sinonasal organized hematoma．Acta Radiol 56：955-959，2015（レベル 4）
10）Zou J et al：CT and MR imaging findings of sinonasal angiomatous polyps．Eur J Radiol 83：545-551，2014（レベル 3）
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腫瘍以外の副鼻腔疾患に MRI を勧めるか？

推奨グレード

B

推奨グレード

C2

頭蓋内合併症の疑われる例では，まず MRI を勧める。CT にて診断できる歯性上顎
洞炎や菌球を除く，病因の明らかでない片側性副鼻腔炎では MRI を勧める。
C2 通常の副鼻腔炎例では，CT と比較して MRI の有用性を示す明らかな根拠はなく，
推奨しない。

B

背景・目的
副鼻腔疾患の画像評価には従来，CT がその中心的役割を担ってきた。最近ではより高い組織コントラストを有
する MRIも評価に用いられ，様々な副鼻腔疾患における MRI 所見の報告もなされているが，その適応は明確で
はない。腫瘍以外の副鼻腔疾患における MRI 適応につき，副鼻腔炎を中心として検討した。

解

説

副鼻腔疾患全体における MRI 検査の適応を検証した報告はほとんどない。これは副鼻腔疾患が炎症性，腫瘍
性，その他様々な病態を含み，各々が複数の重要な評価項目を有しており，総括的に MRI の適応を評価するのが
困難なことによる。実際の診療において，病歴と症状，鼻内所見により，急性・慢性副鼻腔炎が診断される例では，
画像検査も施行されない場合も多い。従来，保存的治療に抵抗性の場合，合併症が疑われる場合，手術が必要
と考えられる場合などが CT の適応とされてきた。CT は微細な骨構造や解剖学的変異の描出を含め，内視鏡手
術（ESS）の術前検査において，MRI より優れている 。以下に各代表的な病態における，MRI の有用性および
1）

適応について，CTとの比較を中心に解説する。
急性副鼻腔炎では病歴と理学的所見によるアプローチが必要で，画像診断の有用性に関する根拠を示す報告
はないが，症状の持続する症例，眼窩・頭蓋内・軟部組織におよぶ合併症（疑いを含む）
，手術例の術前評価は
一般に画像診断の適応となり，主に CT が用いられる 。MRI は鼻副鼻腔外への炎症波及の評価に用いられ ，
2）

3）

副鼻腔炎の頭蓋内合併症の正診率は CT が 87％，MRI が 97％とMRI の有用性を示す報告がある 。したがって，
4）

臨床経過やそれまでの画像を含めた診断で頭蓋内合併症が疑われる場合は MRI の適応と考えられる。
診断の確認やその範囲・
慢性副鼻腔炎の CT の適応，CT 所見と臨床症状との関連に関しては議論があるが ，
5）

程度の把握において CT が用いられる

。通常の慢性副鼻腔炎に対し，CT よりMRI が優れるというエビデン

3）6-8）

スはなく，検査効率や医療経済的観点からも第一選択の画像診断として MRI は勧められない。
臨床上，重要とされる片側性副鼻腔炎において，歯性上顎洞炎は CT で診断可能である。また，CT は炎症と
腫瘍性病変の区別は困難で，より高い組織コントラストを有する MRI では潜在性腫瘍の評価が可能である 。そ
9）

の他にも，粘液瘤を原因とする片側性副鼻腔炎の術前画像診断としての正診率は，CT が 85％，MRI が 100%と
MRI の有用性が報告されている 。
9）

真菌性副鼻腔炎は浸潤性と非浸潤性に区分される。浸潤性は免疫不全の有無により急性，慢性の病型に区分
されるが，両者の画像所見は類似する。CT において，眼窩や上顎洞周囲の脂肪層の浸潤性変化として認められ
るが，頸動脈浸潤，頭蓋内炎症波及の評価には MRI が優れるとされる

（図）
。非浸潤性は菌球とアレルギー

10）11）

性真菌性副鼻腔炎（AFRS）を含む。菌球は CT では高度の炎症軟部濃度を容れる副鼻腔内腔に見られる石
灰化に類似する結節様，集簇性の高濃度として診断されるのが典型的であるが，ときに高濃度が明らかでなく診断
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非浸潤性真菌性副

鼻腔炎

❷ 頭頸部

A 単純 CT B T2 強調像
単純 CT にて右上顎洞に
低〜等吸収を呈する領域
を認める。 石灰化ははっ
きりしないが，T2 強調像
では洞内に低信号を呈す
る領域を認め，非浸潤性
真菌性副鼻腔炎の菌球
が示唆される。このような
A
例ではMRIも有用である。

B

困難な場合がある。MRI の T2 強調像では著明な低信号から無信号の結節として認められ，CT よりも特異性は
。AFRS は通常，片側の孤立性あるいは複数の副
高く，特に CT で診断が困難な例に対して有用である （図）
12）

鼻腔において，びまん性の粘膜肥厚や内腔にアレルギー性ムチンを反映する淡い高濃度を認める。T2 強調像では，
副鼻腔の壁に沿った著明な高信号としてみられる高度浮腫性肥厚粘膜とともに，内腔のアレルギー性ムチンは著明
な低信号（ほぼ無信号）を呈するのが典型的である。しかし，CT に対して MRI が有用であることを示すエビデ
ンスはなく，必ずしもMRI を必要としない

。

13）

多発血管炎性肉芽腫症などの肉芽腫性疾患において，CT は鼻副鼻腔の軟部組織肥厚，骨破壊（鼻中隔穿
孔など）や早期の眼窩病変の同定に有用である。一方，MRI は鼻副鼻腔では T2 強調像において高信号を示す
通常粘膜と異なり，低信号を呈する肉芽腫の同定や広がり（炎症部との区別）の評価に有用と思われ

，頭蓋内

14）

での肥厚性硬膜炎合併の評価にも優れる 。CTとは相補的な役割をなしている。
15）

検索式・参考にした二次資料
PubMed で paranasal sinusitis，non-neoplastic disease，complication，MRI のキーワードを用いて検索した。
文

献

1）Hähnel S et al：Relative value of MR imaging as compared with CT in the diagnosis of inflammatory paranasal sinus disease．Radiology
210：171-176，1999（レベル 4）
2）Reider JM et al：Clinical inquiries．Do imaging studies aid diagnosis of acute sinusitis？ J Fam Pract 52：565-567，2003（レベル 5）
3） Mafee MF et al：Imaging of rhinosinusitis and its complications：plain film，CT，and MRI．
Clin Rev Allergy Immunol 30：165-186，2006（レベル5）
4）Younis RT et al：The role of computed tomography and magnetic resonance imaging in patients with sinusitis with complications．
Laryngoscope 112：224-229，2002（レベル 3）
5）Mossa-Basha M et al：Imaging of the paranasal sinuses．Semin Roentgenol．48：14-34，2013（レベル 5）
6） Fatterpekar GM et al：Imaging the paranasal sinuses：where we are and where we are going．Anat Rec（Hoboken）291：1564-1572，2008（レ
ベル 5）
7）Toyoda K：Imaging of the paranasal sinus．Nihon Igaku Hoshasen Gakkai Zasshi 65：197-206，2005（レベル 5）
8） Bhattacharyya N：Clinical and symptom criteria for the accurate diagnosis of chronic rhinosinusitis．Laryngoscope 116：1-22，2006（レ
ベル 2）
9）Ikeda K et al：Unilateral sinonasal disease without bone destruction．Differential diagnosis using diagnostic imaging and endonasal
endoscopic biopsy．Arch Otolaryngol Head Neck Surg 123：198-200，1997（レベル 3）
10）Groppo ER et al：Computed tomography and magnetic resonance imaging characteristics of acute invasive fungal sinusitis．Arch
Otolaryngol Head Neck Surg 137：1005-1010，2011（レベル 4）
11） Aribandi M et al：Imaging features of invasive and noninvasive fungal sinusitis：a review．Radiographics 27：1283-1296，2007（レベル 5）
12）Seo YJ et al：Radiologic characteristics of sinonasal fungus ball：an analysis of 119 cases．Acta Radiol 52：790-795，2011（レベル 3）
13）Reddy CE et al：Imaging of granulomatous and chronic invasive fungal sinusitis：comparison with allergic fungal sinusitis．Otolaryngol
Head Neck Surg 143：294-300，2010（レベル 3）
14） Muhle C et al：MRI of the nasal cavity，the paranasal sinuses and orbits in Wegener's granulomatosis．Eur Radiol 7：566-570，1997（レベル 3）
15）Razek AA et al：Imaging appearance of granulomatous lesions of head and neck．Eur J Radiol 76：52-60，2010（レベル 5）
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29

良性副鼻腔疾患の経過観察に CT を施行すべきか？
（また，CT を施行する場合，施行時期や間隔はどれくら
いが適切か？）

推奨グレード

C1

副鼻腔炎，粘液瘤の経過観察に CT の施行を考慮してもよい。画像診断による経過観察
の施行時期および間隔については，現在のところはっきりした結論は得られていない。
ただし，小児や若年例では経過観察の頻度に関しては被曝を考慮し，慎重に判断される
べきである。乳頭腫の経過観察では CT を考慮してもいいが，鼻内所見で再発が疑われ
る例や手術所見として再発の可能性が高いと推察される例では MRI も勧められる。

背景・目的
副鼻腔疾患は良性が多く，手術となっても内視鏡手術（ESS）により良好な転帰が得られる。ただし，一部再発
を示すものもある。経過観察を要する炎症性病変として多いのは慢性副鼻腔炎，これに合併するポリープ，粘液瘤，
さらに良性腫瘍では，しばしば再発する乳頭腫（内反性乳頭腫を含む）があげられる。これらの疾患群の経過観
察における画像診断の有用性や，CT，MRI のいずれの画像診断が有用か，またその施行時期はいつが適当か，
に関して文献を検索，検討した。

解 説
₁ 慢性副鼻腔炎
実際の診療において，多くは病歴と症状，鼻内所見により，診断され，画像検査を施行されない場合も少なくない。
従来，保存的治療の経過観察において，治療抵抗性の場合，合併症が疑われる場合，手術が必要と考えられる
等の場合に，CT が用いられる 。慢性副鼻腔炎では，CT 所見と臨床症状との相関に関して議論があるが
1）

，

2）3）

現病歴や身体所見を加えることにより，Lund-Mackay システムでの CT スコアは高い感度を示し，より正確な診断
に寄与するとの報告がある

。さらに，CT は再現性 ，経過観察での客観性にも優れる 。

4）5）

6）

1）

内視鏡手術は治療抵抗性の慢性副鼻腔炎や鼻腔ポリープに用いられる。一般的に，術後 CT は症状の持続
や再発する症例に用いられ，必ずしも全症例に必要とはしない。術後 CT は，特に症状が持続する症例などで
ostiomeatal complex（中鼻道自然口ルート）閉塞の有無の検討や術前 CTとの比較において施行の意義がある。
術後の経過観察 CTでは，
症状の改善を示す例であっても，
術前 CTとの比較におけるCTスコアの改善は小さいが，
ostiomeatal complex の開存率の有意な増加が報告されている

。

7）8）

内視鏡手術後の経過観察における CT を術後平均 3 カ月，6 カ月，12 カ月で行ったとする報告はあるが，施行時
期や間隔に明確な根拠は示されていない

。一方で明確な根拠は示されていないが，再発治療を行う時に術後

7-9）

のベースライン CTとして，術後 4 〜 6 カ月，またルーチンの 12 カ月おきの評価を勧める報告もある 。
7）

内視鏡手術後の副鼻腔炎再発率は 3 〜 20％で，再度の手術が行われる場合がある。再手術前の CT は病変
の広がり，鼻副鼻腔解剖の評価に用いられ，Lund-Mackay システムも補助診断として使われる 。
10）

2 粘液瘤

粘液瘤は副鼻腔病変の精査や副鼻腔手術の経過観察において，画像検査や内視鏡により，診断される。CT
や MRI は，病変の広がり，眼窩尖部への圧排や頭蓋内合併症の評価に用いられる。可能な限り，内視鏡的に開
放される。術後は主に内視鏡検査で経過観察され，CT は 2，3 年毎あるいは臨床的に再発が疑われる場合に施
行される 。粘液瘤の再発率は高く，特に多数回手術の既往や鼻腔ポリープを有する慢性副鼻腔炎に多い
11）

3乳頭腫

。

11）

鼻副鼻腔乳頭腫は良性腫瘍であるが，局所再発や悪性の合併が知られており，経過観察が重要である。術
後経過観察は，症状の変化と内視鏡所見の把握に加えて画像診断が行われる
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12-15）

C Q 29
時期や間隔について，検討した報告はないが，再発の多くは術後 2 年以内に生じ，5 〜 10 年以降にもみられる 。
16）

臨床的に再発を疑う場合や，内視鏡で観察困難な領域の評価を目的として，CT や MRI が用いられる

。CT

15）17）

は微細な骨の変化の描出に優れるが，より高い組織コントラストを有する MRI では周囲の炎症や液体貯留と区別し
推察される症例に対して，MRI の施行も勧められる 。
15）

検索式・参考にした二次資料
PubMed によりparanasal sinus，inflammation，benign tumor，follow up，MRI のキーワードを用いて検索
した。
文

献

1）Rosenfeld RM et al：Clinical practice guideline：adult sinusitis．Otolaryngol Head Neck Surg 137：1-31，2007（レベル 5）
2）Bhattacharyya T et al：Relationship between patient-based descriptions of sinusitis and paranasal sinus computed tomographic
findings．Arch Otolaryngol Head Neck Surg 123：1189-1192，1997（レベル 3）
3）Kenny TJ et al：Prospective analysis of sinus symptoms and correlation with paranasal computed tomography scan．Otolaryngol
Head Neck Surg 125：40-43，2001（レベル 4）
4）Bhattacharyya N et al：The accuracy of computed tomography in the diagnosis of chronic rhinosinusitis．Laryngoscope 113：
125-129，2003（レベル 3）
5）Arango P et al：Significance of computed tomography pathology in chronic rhinosinusitis．Laryngoscope 111：1779-1782，
2001（レベル 3）
6）Bhattacharyya N：Test-retest reliability of computed tomography in the assessment of chronic rhinosinusitis．Laryngoscope 109：
1055-1058，1999（レベル 3）
7）Franzen G et al：Post-operative evaluation of functional endoscopic sinus surgery with computed tomography．Clin Otolaryngol
Allied Sci 19：332-339，1994（レベル 3）
8）Mantoni M et al：Coronal CT of the paranasal sinuses before and after functional endoscopic sinus surgery．Eur Radiol 6：920924，1996（レベル 3）
9） Danielsen A et al：Endoscopic endonasal sinus surgery：a long term sinus surgery．Acta Otolaryngol 116：611-619，1996
（レベル 4）
10）Bhattacharyya N：Computed tomographic staging and the fate of the dependent sinuses in revision endoscopic sinus surgery．
Arch Otolaryngol Head Neck Surg 125：994-999，1999（レベル 3）
11）Devars du Mayne M et al：Sinus mucocele：natural history and long-term recurrence rate．Eur Ann Otorhinolaryngol Head Neck
Dis ;129：125-130，2012（レベル 4）
12）Lee TJ et al：Endoscopic surgery for recurrent inverted papilloma．Laryngoscope 114：106-112，2004（レベル 3）
13）Tomenzoli D et al：Different endoscopic surgical strategies in the management of inverted papilloma of the sinonasal tract：
experience with 47 patients．Laryngoscope 114：193-200，2004（レベル 4）
14）Kraft M et al：Long-term results of endonasal sinus surgery in sinonasal papilloma．Laryngoscope 113：1541-1547，2003（レ
ベル 4）
15）Petit P et al：Radiological follow-up of inverted papilloma．Eur Radiol 10：1184-1189，2000（レベル 5）
16）Mirza S et al：Sinonasal inverted papillomas：recurrence，and synchronous and metachronous malignancy．J Laryngol Otol
121：857-864，2007（レベル 5）
17）Dammann F et al：Inverted papilloma of the nasal cavity and the paranasal sinuses：using CT for primary diagnosis and followup．AJR 172：543-548，1999（レベル 3）
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30

耳下腺腫瘍の画像診断において CT は必要か？

推奨グレード

C1

CT は悪性腫瘍が疑われる場合には，骨浸潤やリンパ節転移・遠隔転移の評価に有用であ
る。しかし，撮像時に歯の補綴物によるアーチファクトの影響を受けやすく，腫瘍の性
状評価は MRI に劣る。

背景・目的
耳下腺の代表的な画像的検索手段としては，
「超音波」，
「CT」，
「MRI」が挙げられる。昨今は CT の多列化
が進み，より薄いスライス，短時間での撮影や再構成による多断面での観察が容易になった。しかし CT の問題点
として，①耳下部は歯の補綴物によるアーチファクトを受けやすい部位であること，②コントラストがつきにくく腫瘍が
描出されにくいこと，③組織コントラストが低く腫瘍の良悪性の鑑別がつきにくいこと，④被曝が生じること，などが挙
げられる。これらの点を鑑み，耳下腺腫瘍の術前評価に CT は有用かを検討した。

解

説

耳下腺領域は視触診や細胞診，生検が比較的容易に施行できる領域である。視触診で腫瘍性病変が疑われ
た場合，画像検査としては，超音波検査，CT あるいは MRI が選択される。超音波検査は簡便で被曝もなく有用
な検査であるが，術者の能力への依存性が高く，客観性・再現性に問題がある。詳細な評価目的に CT あるいは
MRI を選択することが多いが，腫瘍の内部性状や進展範囲の評価に優れた検査を選択するべきであると考える。
1980 年代以降，耳下腺腫瘍の描出には CT に比し MRI が優れている，という報告がなされている。その理由
に，MRI が高い組織コントラストを有することが挙げられている

。MRI は高い組織コントラストにより，耳下腺腫瘍

1-3）

と腫瘍周囲の耳下腺実質，また周囲構造の描出が可能であり ，CT で境界不明瞭な腫瘍の場合でも腫瘍辺縁
4）

。Barsotti らは，術前の造影 CT で腫瘍の形態が描出されなかった多形腺腫の症例
を描出できるとされる （図）
5）

を報告しており ，腫瘍と周囲耳下腺の吸収値が近いことを腫瘍が描出されなかった理由としている。造影 CT 早
6）

期相では，多形腺腫の増強効果が弱く，周囲耳下腺実質との吸収値が近いため検出が難しい 。特に耳下腺実
7）

質の脂肪置換が進行していない，若年者でその傾向が強い。小児において CT は，良悪性の鑑別に有用でない
との報告もある 。Chiriste らは，唾液腺腫瘍の評価における CT の有用性には限界があると述べている 。
8）

9）

耳下腺腫瘍の多くを占める多形腺腫は，MRI にて分葉状で全周性被膜を有する形態を呈する場合が多く，悪
性腫瘍では被膜はあっても全周性ではないとされる

。またダイナミック MRI では，時間信号強度曲線を用いて

10）11）

のワルチン腫瘍とそのほか腫瘍の鑑別が，また ADC 値を用いての多形腺腫や悪性リンパ腫とそのほかの腫瘍の
鑑別が，それぞれ可能とされる。以上，MRI ではある程度腫瘍の組織の推定も可能であり，この点もCT に比し
優れていると考える。
Ginsberg は，腫瘍の神経周囲進展の検出は CT よりMRI が優れているとしている 。歯の補綴物によるアー
12）

チファクトが生じた場合，CT は耳下部にアーチファクトおよび画質の劣化が避けられないが，MRI ではアーチファク
トが生じる範囲が歯槽突起や口腔内など CT に比し狭い範囲にとどまっており，耳下腺の評価の妨げになりにくい 。
1）

しかし MRI の骨破壊や石灰化の描出能は，CT に比し低い。MRI で骨破壊が明らかな場合，指摘が可能で
あるが，局所的な骨破壊や，腫瘍内部の微小石灰化の描出には適していない。これらの評価は CT でなされるべ
きである

。また，悪性腫瘍である場合には，リンパ節転移や遠隔転移の評価に CT が必要である。

2）5）7）13）

このように耳下腺腫瘍そのものの質的診断には，MRI の有用性が高いが，石灰化や骨破壊・リンパ節転移・多
臓器転移の評価には CT が必要である。
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A

B

右耳下腺深葉の多形腺腫
T1 強調像（A）では腫瘍は明瞭であるが，造影 CT（B）では歯の補綴物からのアーチファ
クトのため腫瘍の性状が不明瞭である。
図

検索式・参考にした二次資料
医中誌により，
耳下腺腫瘍，
術前，CT のキーワードを，PubMed によりsuperior，MRI，CT，parotid のキーワー
ドを用いて検索した。
文

献

1）Mandelblatt SM et al：Parotid masses：MR imaging．Radiology 163：411-414，1987（レベル 3）
2）Cassleman JW et al：Major salivary gland masses：comparison of MR imaging and CT．Radiology 165：183-189，
1987（レ
ベル 2）
3）Mirich DR et al：Benign pleomorphic adenomas of the salivary glands：surface coil MR imaging versus CT．J Comput Assist
Tomogr 11：620-623，1987（レベル 5）
4）Som PM et al：Benign and malignant parotid pleomorphic adenomas．CT and MR studies．J Comput Assist Tomogr 12：65-69，
1988（レベル 5）
5）Som PM et al：Anatomy and pathology of the salivary glands．Head and Neck Imaging，Vol2，5th ed．p2449-2609，Mosby，
2011（レベル 5）
6）Barsotti JB et al：Superiority of magnetic resonance over computed tomography for imaging parotid gland．Ann Otol Rhino
Laryngol 103：737-740，1994（レベル 5）
7）Kei PL et al：CT“invisible”lesion of the major salivary glands a diagnostic pitfall of contrast-enhanced CT．Clin Radiol 64：
744-746，2009（レベル 4）
8）Mamlouk MD et al：Paediatric parotid neoplasms：a 10year retrospective imaging and pathology review of these rare tumours．
Clin Radiol 70：270–277，2015（レベル 4）
9）Christe A et al：MR imaging of parotid tumors：typical lesion characteristics in MR imaging improve discrimination between
benign and malignant disease．AJNR 32：1202-1207，2011（レベル 2）
10）田中宏子ほか：耳下腺腫瘍の画像診断．頭頸部癌 34：365-371，2008（レベル 3）
11）田中宏子：唾液腺腫瘍の良悪性鑑別診断における MRI の有用性の検討．画像医学誌 25：179-193，2006（レベル 3）
12）Ginsberg LE：MR imaging of perineural tumor spread．Neuroimaging Clin N Am 14：663-677，2004（レベル 5）
13）Branstter Ⅳ BF：Parotid space．Diagnositic imaging．Head and Neck，2nd ed．Ⅰ-5-2 - Ⅰ5-5，Amirsys，2011（レベル 5）
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31

耳下腺腫瘍の質的診断における MRI での造影剤使用を
勧めるか？

推奨グレード

C1

拡散強調像を含めた単純 MRI で耳下腺腫瘍の良悪性診断や質的診断はある程度可能であり，
耳下腺腫瘍の質的診断において造影剤使用は必ずしも必要としない。ただし，ダイナミッ
ク MRI の造影パターンを参考にすると質的診断に寄与するとの報告があり，また質的診断
に必要な充実成分の同定には造影 MRI が有用であるため，造影剤使用を考慮してもよい。

背景・目的
耳下腺腫瘍はしばしば超音波ガイド下の穿刺吸引細胞診（fine needle aspiration cytology：FNAC）の対象
となるが，FNAC の診断能には限界があるため，画像診断が行われる場合が多い。MRI は耳下腺腫瘍の術前
診断において超音波や FNACとともに重要な検査法として位置づけられている。
MRI は病理組織像を正確に反映した画像所見を示すため，耳下腺腫瘍の信号強度，辺縁性状，被膜所見など
を評価する形態診断が行われてきた。近年，日常臨床でも拡散強調像による拡散情報，ダイナミック MRI による血
流情報が得られるようになり，より精度の高い画像診断が可能となりつつある。
耳下腺腫瘍の良悪性診断，質的診断における MRI の有用性は数多く報告されているが，耳下腺 MRI におけ
る造影検査率は施設によって差があると思われ，日常臨床でも検査依頼医が造影剤使用の必要性に迷う場合が多
い。そこで耳下腺腫瘍の MRI での質的診断において造影剤使用が必要かどうかを検討した。

解

説

従来の MRI 画像から耳下腺腫瘍を診断する場合には，T2 強調像における充実成分の信号強度が良悪性診
断に有用である 。多形腺腫は豊富な粘液腫様基質や軟骨腫様基質を反映して T2 強調像で強い高信号を示す
1）

ことが特徴とされ，多形腺腫の発生頻度が高いことと相まって，良性耳下腺腫瘍の多くは T2 強調像で高信号を示
す（図）
。これに対し，悪性腫瘍は高細胞密度を反映して T2 強調像で信号が低い。ただし T2 強調像の信号強
度による評価法には例外が多く，上皮成分に富んだ多形腺腫やワルチン腫瘍の充実成分は悪性腫瘍に類似した低
い信号を示す一方で，粘液が豊富な粘表皮癌や低細胞密度の低悪性度腫瘍は高い信号を示す。もう一つの評
価項目は辺縁性状であり，不整な辺縁が悪性腫瘍を診断するのに有用な所見である 。辺縁性状による良悪性診
1）

断では，単純 MRI でも診断可能な場合が多いが，単純 MRI より造影 MRI の診断能が高い 。辺縁性状による
1）

評価法にも例外があり，低悪性度腫瘍は境界明瞭であることが多い。この他にも多形腺腫の分葉状形態，ワルチ
ン腫瘍の下極に好発する局在など，各々の腫瘍の画像的特徴を理解して画像診断することが重要であるが，患者
情報（年齢，性別，喫煙歴）
，理学的所見，病歴を考慮に入れることで診断精度が向上する。
拡散強調像やダイナミック MRI を含まない従来の MRI による画像診断とFNAC の間で耳下腺腫瘍の良悪性
診断能を比較すると，単純 MRI（感度 87％，特異度 94％，正診率 93％） および単純＋造影 MRI（感度 81
2）

〜 96％，特異度 80 〜 92％，正診率 89 〜 100％）

は FNAC（感度 81 〜 95％，特異度 75 〜 95％，正診率 92

3）4）

〜 100％） とほぼ同等の診断能を示す。ただしMRI の診断能は評価項目と評価者の診断能に依存すると思われる。
2-4）

拡散強調像は多形腺腫の診断に有用であり，粘液腫様基質が豊富な多形腺腫は高 ADC 値を示す

。多形

5-7）

腺腫の ADC 値が高いため，耳下腺腫瘍の ADC 値をヒストグラム解析すると，良性腫瘍では ADC 値が非常に高
い領域が多い 。一方，同じ良性腫瘍でもリンパ組織性間質が豊富なワルチン腫瘍は低 ADC 値を示すため，拡
8）

散強調像はワルチン腫瘍の診断にも有用である 。ただし，ワルチン腫瘍と悪性腫瘍の ADC 値がオーバーラップ
9）

することが最大の問題点であり，拡散強調像の ADC 値だけで耳下腺腫瘍の良悪性を診断することは困難である。
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従来の MRI に拡散強調像を加えることによって，良悪性診断に
おける診断精度は上昇しないが，良性腫瘍の組織型の診断には
役立つ 。
3）

❷ 頭頸部

ダイナミック MRI の 時 間 信 号 強 度 曲 線（time-signal
intensity curve：TIC）の解析は耳下腺腫瘍を含めた唾液腺
腫瘍の質的診断に寄与する

が，従来の MRIと比較したダ

10）11）

イナミックMRI の有用性は示されていない。ダイナミックMRI では，
TIC からピーク時間と洗い出し率（washout ratio）を算出して
評価項目にすることが多く，一般的には，多形腺腫の多くは漸増性
（遅延性）
，ワルチン腫瘍は急増急減型，悪性腫瘍は急増漸減
型の造影パターンを示す

。この診断法にも例外はあり，上皮

10）11）

成分の多い多形腺腫は漸増性を示さないことがあり，粘液成分や
線維成分を多く含む悪性腫瘍は漸増性を示すことがある。拡散
強調像とダイナミック MRI の短所を補完するため，拡散強調像と
ダイナミック MRI を組み合わせることが耳下腺腫瘍の診断に有用
であると報告されている

図 耳下腺多形腺腫 T2 強調像
左耳下腺に境界明瞭で強い高信号を示す腫
瘤を認める（→）
。腫瘤の辺縁には線維性被
膜を示す低信号帯を認める。

。

12）13）

検索式・参考にした二次資料
PubMed によりparotid gland tumor，MRI のキーワードを用いて検索した。
文

献

1）Christe A et al：MR imaging of parotid tumors：typical lesion characteristics in MR imaging improve discrimination between
benign and malignant disease．AJNR 32：1202-1207，2011（レベル 2）
2）Paris J et al：Preoperative diagnostic values of fine-needle cytology and MRI in parotid gland tumors．Eur Arch Otorhinolaryngol
262：27-31，2005（レベル 4）
3）Yerli H et al： Diagnosing common parotid tumours with magnetic resonance imaging including diffusion-weighted imaging vs
fine-needle aspiration cytology：a comparative study．Dentomaxillofac Radiol 39：349-355，2010（レベル 3）
4）Inohara H et al：The role of fine-needle aspiration cytology and magnetic resonance imaging in the management of parotid mass
lesions．Acta Otolaryngol 128：1152-1158，2008（レベル 3）
5）Celebi I et al： Quantitative diffusion-weighted magnetic resonance imaging in the evaluation of parotid gland masses：a study
with histopathological correlation．Clin Imaging 37：232-238，2013（レベル 4）
6）Habermann CR et al： Diffusion-weighted echo-planar MR imaging of primary parotid gland tumors：is a prediction of different
histologic subtypes possible? AJNR 30：591-596，2009（レベル 3）
7）Yerli H et al：Value of apparent diffusion coefficient calculation in the differential diagnosis of parotid gland tumors．Acta Radiol
48：980-987，2007（レベル 4）
8）Eida S et al：Apparent diffusion coefficient mapping of salivary gland tumors：prediction of the benignancy and malignancy．
AJNR 28：116-121，2007（レベル 4）
9）Fruehwald-Pallamar J et al：Texture-based and diffusion-weighted discrimination of parotid gland lesions on MR images at 3.0
Tesla．NMR Biomed 26：1372-1379，2013（レベル 4）
10）Hisatomi M et al：Diagnostic value of dynamic contrast-enhanced MRI in the salivary gland tumors．Oral Oncol 43：940-947，
2007（レベル 4）
11）Tsushima Y et al：Parotid and parapharyngeal tumours：tissue characterization with dynamic magnetic resonance imaging．Br
J Radiol 67：342-345，1994（レベル 4）
12）Lechner Goyault J et al：Interest of diffusion-weighted and gadolinium-enhanced dynamic MR sequences for the diagnosis of
parotid gland tumors．J Neuroradiol 38：77-89，2011（レベル 3）
13）Yabuuchi H et al：Parotid gland tumors：can addition of diffusion-weighted MR imaging to dynamic contrast-enhanced MR
imaging improve diagnostic accuracy in characterization? Radiology 249：909-916，2008（レベル 3）
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感音難聴の原因検索に MRI を勧めるか？

推奨グレード

MRI は聴神経腫瘍の診断能が高く，聴神経腫瘍の診断あるいは否定を目的とする画像診
断として有用である。聴神経腫瘍のスクリーニングや経過観察は，非造影 MRI のみの評
価で十分であり，必ずしも造影剤投与を必要としない。MRI は感音難聴の原因となる他

B

の迷路，内耳道・小脳橋角部，脳病変の診断能も高いため，感音難聴の原因検索が必要
な場合には MRI を推奨する。また小児難聴の原因検索や人工内耳の適応決定の検査とし
ても MRI は有用であり，推奨する。

背景・目的
感音難聴は様々な迷路，内耳道・小脳橋角部，脳病変が原因となり，聴神経腫瘍などの画像で描出可能な病
変と描出困難な病変が含まれる。感音難聴の原因検索における MRI の有用性とともに，適切なプロトコルおよび
診断の対象となる病態について検討した。
人工内耳普及に伴い，
（感音難聴の原因の精査目的のみならず）人工内耳の適応を判断する目的での画像検
査を行う機会も増加しており，CTとともに MRI の術前の役割および有用性を検討した。

解

説

感音難聴の原因として，聴神経腫瘍（前庭神経鞘腫が多い）
，内耳奇形，迷路炎，側頭骨骨折，膜迷路出
血，耳硬化症，脳腫瘍，脳血管障害，多発性硬化症，脳表ヘモジデリン沈着症などの様々な病態が含まれる。感
音難聴に対する検査では，オージオグラム，ABR（auditory brainstem response）などの耳鼻科学的検査ととも
に，画像診断も重要な役割を担っており，主に CT，MRI が施行される。CT は（特に安静が必要な小児における）
内耳奇形，骨化性迷路炎，側頭骨骨折，耳硬化症等の診断において有用であるが，その他の原因疾患に対して
は CT よりMRI による評価が優れ

，聴神経腫瘍の診断および否定において MRI は特に重要な役割を果たす。

1）2）

聴神経腫瘍の診断（あるいは否定）を目的とする場合，造影 MRI の感度は 100% に近く，従来のスタンダード
と考えられる 。ただし，近年の MRI 機器や撮像法の進歩により，造影 T1 強調像の結果を基準とした場合の非
3）

聴神経腫瘍のスクリー
造影高分解能 T2 強調像による検出の感度は 86.6 〜 100％，
特異度は 94 〜 99.7％ と高く，
4-6）

ニング

および経過観察

7-10）

影剤投与を必要としない

に関しては，高分解能 T2 強調像を用いた非造影 MRI で十分であり，必ずしも造

9）11）

。これらの非造影シーケンスでの評価は医療経済的観点からも優れる。ただし，非造

8）11）

影高分解能 T2 強調像（図）による診断能は，画質，放射線科医の経験や知識，腫瘍の大きさなどに依存すると
される

。

6-8）

ABR のみでは検出困難な 1cm 以下の病変や，スクリーニングを目的としたオージオグラムのプロトコルでは検出
されない 10％の聴神経腫瘍病変に対しても

MRI は有用であるが，オージオグラムや ABR などの耳鼻科学

7）12）13）

的検査によって，不必要な MRI 検査を減少させる可能性があり，耳鼻科学的検査の臨床的意義は小さくない

。

13）

聴神経腫瘍の 10 〜 20％は突発性難聴と類似した発症形式をとる 。一方で突発性難聴と診断される例の 2.7
10）

〜 10.2％に聴神経腫瘍が含まれるとされ ，非典型発症や治療抵抗性の突発性難聴に対しては MRI による聴神
8）

経腫瘍の検索，否定が重要である 。
10）

蝸牛など迷路内にも神経鞘腫が生じることが知られているが，病変が小さいことから高分解能 T2 強調像では偽
陰性，造影 MRI では迷路炎などの疾患と類似することによる偽陽性が問題となる

。しかしながら，高分解

8）14）15）

能造影 T1 強調像において，最小 2mm まで，96% の迷路内神経鞘腫が診断可能とされる 。一方，迷路炎の
16）

診断を目的とする場合，一般に造影剤投与は必要であるが，高分解能 T2 強調像での初期の迷路の信号低下の
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図 前庭神経鞘腫 高分解能 T2 強調像
左内耳道に腫瘤（→）を認める。

大きい例では聴力回復が不良との報告がある

。また，特発性の急性発症感音難聴で，3D FLAIR（three-

17）18）

dimensional fluid-attenuated inversion recovery）において内耳が高信号を示す症例は，初期の難聴が重度
であるとともに聴力回復が乏しい傾向を示すと報告されている 。
19）

新生児聴覚スクリーニングで 1000 人に 1 人と高頻度で発見される両側性の小児難聴では，良好な言語発達を
得るために可及的速やかな治療開始が望まれ，感音難聴をさらに内耳性，後迷路性（蝸牛神経低形成を含む
auditory neuropathy disorder など）に分類する正確な病型の診断や人工内耳の適応決定に画像診断が必要
である。小児の感音難聴の 41% に CT で，30% に MRI で異常が認められ，一方のみで発見される臨床的に意
義のある異常が 31% あり，両者は相補的診断手法といえる 。
20）

CT では蝸牛異形成など骨迷路や中耳の異常の描出が可能で，片側性感音難聴や混合性難聴で第一選択とな
る。後迷路性難聴では，
蝸牛神経，
聴覚伝導路，
脳の評価が可能な MRI が第一選択となる。人工内耳の対象者は，
原因検索，手術計画，予後予測に CT，MRI 両方が必要である 。
21）

検索式・参考にした二次資料
PubMed によりsensorineural hearing loss，hearing loss，vestibular schwannoma，acoustic neurinoma，
acoustic neuroma，MRI のキーワードを用いて，1990 年以降の文献を検索した。
文

献

1）Swartz JD et al：Sensorineural hearing deficits：a systematic approach based on imaging findings．Radiographics 16：561-574，
1996（レベル 5）
2）Wu X et al：Magnetic resonance imaging-detected inner ear hemorrhage as a potential cause of sudden sensorineural hearing
loss．Am J Otolaryngol 35：318-323，2014（レベル 5）
3）Curtin HD et al：Rule out eighth nerve tumor：contrast-enhanced T1-weighted or high-resolution T2-weighted MR? AJNR 18：
1834-1838，1997（レベル 5）
4）Naganawa S et al：MR imaging of the inner ear：comparison of a three-dimensional fast spin-echo sequence with use of a dedicated quadrature-surface coil with gadolinium-enhanced spoiled gradient-recalled sequence．Radiology 208：679-685，1998（レ
ベル 3）
5）Hermans R et al：MRI screening for acoustic neuroma without gadolinium：value of 3DFT-CISS sequence．Neuroradiology 39：
593-598，1997（レベル 4）
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6）Goebell E et al：Screening for cerebellopontine angle tumors：is a CISS sufficient? Eur Radiol 15：286-291，2005（レベル 3）
7）Fortnum H et al：The role of magnetic resonance imaging in the identification of suspected acoustic neuroma：a systematic
review of clinical and cost-effectiveness and natural history．Health Technol Assess 13：1-154，2009（レベル 1）
8）Ryan M et al：Is gadolinium contrast enhancement necessary in screening MRI for asymmetric sensorineural hearing loss?
Laryngoscope 125：783-784，2014（レベル 3）
9）Schmalbrock P et al：Assessment of internal auditory canal tumors：a comparison of contrast-enhanced T1-weighted and steady
state T2-weighted gradient echo MR imaging．AJNR 20：1207-1213，1999（レベル 3）
10）Stachler RJ et al：Clinical practice guideline：sudden hearing loss．Otolaryngol Head Neck Surg 146：S1-35，2012（レベル 5）
11）Soulie D et al：MR imaging of acoustic neuroma with high resolution fast spin echo T2-weighted sequence．Eur J Radiol 24：
61-65，1997（レベル 3）
12）Cueva RA：Auditory brainstem response versus magnetic resonance imaging for the evaluation of asymmetric sensorineural
hearing loss．Laryngoscope 114；1686-1692，2004（レベル 3）
13）Newton JR et al：Magnetic resonance imaging screening in acoustic neuroma．Am J Otolaryngol 31：217-220，
2010（ レベル 3）
14）Salzman KL et al：Intralabyrinthine scwannomas：imaging diagnosis and classification．AJNR 33：104-109，2012（レベル 5）
15）Tieleman A et al：Imaging of intralabyrinthine schwannomas：a retrospective study of 52 cases with emphasis on lesion
growth．AJNR 29：898-905，2008（レベル 3）
16）Kennedy RJ et al：Intralabyrinthine schwannomas：diagnosis，management，and a new classification system．Otol Neurotol
25：160-167，2004（レベル 4）
17）Hegarty JL et al：The value of enhanced magnetic resonance imaging in the evaluation of endocochlear disease．Laryngoscope
112：8-17，2002（レベル 5）
18）Dubrulle F et al：Differential diagnosis and prognosis of T1-weighted post-gadolinium intralabyrinthine hyperintensities．Eur
Radiol 20：2628-2636，2010（レベル 5）
19）Gao Z et al：The clinical value of three-dimensional fluid-attenuated inversion recovery magnetic resonance imaging in patients
with idiopathic sudden sensorineural hearing loss：a meta-analysis．Otol Neurotol 35：1730-1735，2014（レベル 3）
20）Simons JP et al：Computed tomography and magnetic resonance imaging in pediatric unilateral and asymmetric sensorineural
hearing loss．Arch Otolaryngol Head Neck Surg 132：186-192，2006（レベル 3）
21）Licameli G et al：Is computed tomography（CT）or magnetic resonance imaging（MRI）more useful in the evaluation of pediatric sensorineural hearing loss? Laryngoscope 120：2358-2359，2010（レベル 5）
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眼球内腫瘍にはどのような画像診断法が有用か？
❷ 頭頸部

推奨グレード

B MRI
C1 CT

B

推奨グレード

C1

MRI は CT よりも組織コントラストが高く，MRI を推奨する。
CT は石灰化の検出能が高く，網膜芽細胞腫の診断に有用であるため，網膜芽細胞腫を

疑う場合には初回診断に施行することを考慮してもよい。しかし被曝を伴うため小児を
対象として治療後の経過観察として定期的または頻回に CT を行うことは推奨しない。

背景・目的
眼窩・眼球疾患では，眼窩外傷や鎮静の保てない患者に CT が行われることが多い。現在では X 線被曝がな
く組織コントラストに優れることから，眼球内腫瘍に対しては MRI が行われることが多くなっている。今回は，代表
的な眼球内腫瘍（小児に頻度の高い網膜芽細胞腫，成人に頻度の高い悪性黒色腫）を対象とし，どのような画
像診断法を行うべきか，CTとMRI を比較した。

解

説

1 網膜芽細胞腫
網膜芽細胞腫は小児の眼球内腫瘍で最も多く，小児悪性腫瘍でも全体の 3% を占める。60% を占める片側性
の平均発症年齢は 2 歳，
両側性は 1 歳であり ，95% は 5 歳までに診断される
1）

。両側性の全例と片側性の 15%

1）
2）

に，遺伝性または新規の RB-1 遺伝子異常を有し，二次癌の危険性と放射線感受性の増大が認められる 。CT
1）

の適応に際し考慮すべき要因である。
初期診断は，主に眼底検査と眼球超音波検査により行われ，MRIとCT は，網膜芽細胞腫であるかどうかの確
認，局所進展の評価，転移の検索を目的として行われる

。網膜芽細胞腫は組織学的には 95% 以上に石灰化

1）3）

が存在し，他の小児眼窩内腫瘍との鑑別点となる 。CT の網膜芽細胞腫の石灰化の検出能は 96% であり，今日
4）

なお初回診断に利用される場合がある 。しかし超音波検査でも95%，MRI でもT2 シーケンスなどを加えること
4）

＊

で 89% に石灰化を描出でき，超音波検査とMRI で石灰化が検出された場合は，CT を追加する利益はない 。
3）

網膜芽細胞腫の治療は，視力の保護を期待して，まずは全身あるいは局所化学療法による眼球温存療法が考
慮される。視力が期待できない巨大腫瘍，視神経浸潤，前房浸潤，緑内障，大量の眼球内出血などを伴う場合は，
眼球摘出が行われるため

，画像診断による局所進展範囲の診断が非常に重要である。

1）3）

European Retinoblastoma Imaging Collaboration によるメタアナリシスでは，MRI による強膜篩板を超える視
神経浸潤，脈絡膜浸潤，強膜浸潤があり，それぞれの感度は，59%，74%，88%，特異度は 94%，72%，99% であっ
た。MRI は網膜芽細胞腫の進展範囲の重要な診断手法であるが，感度に改善の余地を残していると結論づけら
れ ，CT についてはデータが古く報告されている診断精度も低く，メタアナリシスに耐えるデータがなかったと判断さ
3）

れている 。両側性網膜芽細胞腫の 5 〜 13％，遺伝性網膜芽細胞腫の 5 〜 15％は，後に松果体や鞍上部に原
3）

始神経外胚葉性腫瘍（主に pineoblastoma）が発生し，三側性網膜芽細胞腫（trilateral retinoblastoma）と
呼ばれ，予後不良な病態である 。網膜芽細胞腫では頭蓋内腫瘍が発生するまでの中央値は 21 カ月であり，両
5）

側性，遺伝性の網膜芽細胞腫では MRI による経過観察を 6 カ月毎に 5 年間繰り返すことが推奨される 。
5）

白色瞳孔を呈する小児の約半数が網膜芽細胞腫であり，鑑別すべき疾患は persistent hyperplastic primary
vitreous（PHPV）や Coats 病がある。これらとの鑑別は，組織コントラストの高い MRI が有用である 。
2）
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図 眼球腫瘍（悪性黒色腫）T2 強調像
右眼球内側域に周囲硝子体よりも，低信号
の腫瘤を認める（→）
。 脈絡膜の悪性黒色
腫であった。

2 脈絡膜悪性黒色腫
脈絡膜黒色腫は CT では高吸収を示す傾向があり，造影にて軽度―中等度の増強効果を示す

。CT でも腫

6-8）

瘍の描出は可能であるが，
組織コントラストの高い MRI が CTより優れており，MRI ではメラニン色素を反映した T1
強調像での高信号，T2 強調像での低信号が特徴的である

膜剥離と腫瘍との鑑別には，CT よりMRI や超音波が優れる
出が難しいとされている

（図）。腫瘍の眼球外進展の評価や随伴する網

2）7）8）

。2mm 以下の黒色腫は CT や MRI での描

2）7）9）

。また PET では大きな結節型の病変は検出しやすいものの，薄い浸潤型の病変は検

6）8）

出困難とされている 。脈絡膜黒色腫が疑われる場合に，CT を第一選択の画像検査として推奨するエビデンス
10）

はなかった。

検索式・参考にした二次資料
PubMed によりretinoblastoma，uveal melanoma，ocular tumor，CT，MRI のキーワードを用いて検索した。
文

献

1）de Graaf P et al：Guidelines for imaging retinoblastoma：imaging principles and MRI standardization．Pediatr Radiol 42：2-14，
2012（レベル 5）
2）Chung EM et al：From the archives of the AFIP：Pediatric orbit tumors and tumorlike lesions：neuroepithelial lesions of the ocular globe and optic nerve．Radiographics 27：1159-1186，2007（レベル 5）
3）Marcus CJ et al：Diagnostic performance of magnetic resonance imaging and computed tomography for advanced retinoblastoma：a systematic review and meta-analysis．Ophthalmology 121：1109-1118，2014（レベル 1）
4）Galluzzi P et al：Is CT still useful in the study protocol of retinoblastoma? AJNR 30：1760-1765，2009（レベル 4）
5）Kivelä T：Trilateral retinoblastoma：a meta-analysis of hereditary retinoblastoma associated with primary ectopic intracranial retinoblastoma．J Clin Oncol 17：1829-1837，1999（レベル 1）
6）Mafee MF et al：Malignant uveal melanoma and similar lesions studied by computed tomography．Radiology 156：403-408，
1985（レベル 4）
7）Mafee MF et al：Malignant uveal melanoma and simulating lesions：MR imaging evaluation．Radiology 160：773-780，1986（レ
ベル 4）
8）Matsumoto S et al：MR imaging of intraocular lesions：a comparison with CT．Nihon Igaku Hoshasen Gakkai Zasshi 52：721728，1992（レベル 4）
9）Scott IU et al：Evaluation of imaging techniques for detection of extraocular extension of choroidal melanoma．Arch Ophthalmol
116：897-899，1998（レベル 4）
10）Matsuo T et al：Clinicopathological correlation for the role of fluorodeoxyglucose positron emission tomography computed
tomography in detection of choroidal malignant melanoma．Int J Clin Oncol 19：230-239，2014（レベル 3）
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神経芽腫のフォローアップに MIBG シンチグラフィは
有用か？

34

❷ 頭頸部

推奨グレード

C1

神経芽腫のフォローアップに MIBG シンチグラフィを使用しても良い。

背景・目的
神経芽腫は交感神経系由来の胎児性腫瘍であり，頭蓋底から骨盤内のどこにでも生じうる。神経芽腫は 1 歳か
ら 4 歳までの頭蓋外腫瘍において最多であり，
小児期における癌死の原因の約 15% を占める。小児癌の 7 〜 10%
に相当し，
ピークは 2 歳未満，90% は 5 歳までに診断される。神経芽腫症例の約 70% は診断時に転移が見られるが，
予後は診断時年齢，臨床病期，生物学的因子と強く相関する

。メタヨードベンジルグアニジン（MIBG）を用い

1-3）

たシンチグラフィによる遠隔転移の評価は，神経芽腫の予後と相関すると報告されている 。すでに本邦においても
4）

神経芽腫症例に MIBG シンチグラフィが広く用いられているが，治療後のフォローアップにおける有用性を検討した。

解

説

Okuyamaらは 40 症例の治療後フォローアップにおいて I-MIBGによる平面像および SPECTを用い，8 症例 11
123

病変のうち，10 病変（91%）の再発腫瘤を描出し得た。そのうち 3 例では腫瘍マーカーの上昇は見られなかった 。
5）

Rozovsky らは 11 例の神経芽腫症例を検討し，全身像とSPECT により5 例で再発を検出したが，診断用 CT で
検出し得たのは 2 例であったとし，MIBG による SPECT/CT で所見が無い場合は造影 CT を省略し得ると言及し
ている 。
6）

検索式・参考にした二次資料
Pubmed で，neuroblastoma，MIBG，scintigraphy，follow のキーワードを用いて，本テーマに関連する文献
を選択した
文

。

5）7-9）

献

1）Brodeur GM et al：Revisions of the international criteria for neuroblastoma diagnosis, staging, and response to treatment．J Clin
Oncol 11：1466-1477，1993（レベル 5）
2）Shimada H et al：International neuroblastoma pathology classification for prognostic evaluation of patients with peripheral neuroblastic tumors：a report from the Children's Cancer Group．Cancer 92：2451-2461，2001（レベル 3）
3）Bown N et al：Gain of chromosome arm 17q and adverse outcome in patients with neuroblastoma．N Engl J Med 340：19541961，1999（レベル 3）
4）Schmidt M et al：The prognostic impact of functional imaging with (123）I-mIBG in patients with stage 4 neuroblastoma >1 year
of age on a high-risk treatment protocol：results of the German Neuroblastoma Trial NB97．Eur J Cancer 44：1552-1558，2008
（レベル 3）
5）Okuyama C et al：Utility of follow-up studies using meta-[123 I]iodobenzylguanidine scintigraphy for detecting recurrent neuroblastoma．Nucl Med Commun 23：663-672，2002（レベル 4）
6）Rozovsky K et al：Added value of SPECT/CT for correlation of MIBG scintigraphy and diagnostic CT in neuroblastoma and
pheochromocytoma．AJR 190：1085-1090，2008（レベル 4）
7）Sano Y et al：New semi-quantitative 123I-MIBG estimation method compared with scoring system in follow-up of advanced neuroblastoma：utility of total MIBG retention ratio versus scoring method．Ann Nucl Med 26：462-470，2012（レベル 4）
8）Boubaker A et al：MIBG scintigraphy for the diagnosis and follow-up of children with neuroblastoma．Q J Nucl Med Mol Imaging
52：388-402，2008（レベル 5）
9）Reuland P et al：Follow-up in neuroblastoma：comparison of metaiodobenzylguanidine and a chimeric anti-GD2 antibody for
detection of tumor relapse and therapy response．J Pediatr Hematol Oncol 23：437-442，2001（レベル 4）
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甲状腺癌の若年症例に

I 内用療法は有用か？

131

推奨グレード

甲状腺癌の若年症例に対する甲状腺全摘後の
高いため，推奨する。

B

I 内用療法は，比較的安全かつ有用性が

131

背景・目的
高分化型甲状腺癌の 15％弱が 18 歳以下で発症する。青年期に比して思春期前の症例では進行していること
が多く，成人症例に比して再発率も高い。甲状腺癌若年症例における I 内用療法の有用性を検討した。
131

解

説

甲状腺全摘後の

I 内用療法は若年症例に対しても広く行われており，残存腫瘍や甲状腺床の ablation に有

131

用とされる。特に径１cm までの病変に対し，6 〜 12 カ月の間隔で計 18.5 〜 37GBq（500 〜 1,000mCi）までの内
用療法は，悪心・嘔吐や軽度の骨髄抑制といった副作用はあり得るものの，比較的安全な治療と考えられる。ただ
し内照射を施行しない群と比較した報告はほとんど無い。また放射線被曝による二次発癌のリスクが考えられるた
め，定期的な経過観察が必要とされる。

検索式・参考にした二次資料
Pubmed で，differentiated thyroid cancer，radioiodine therapy，children，のキーワードを用いて本テーマに
関連する 5 文献を選択した
文

。

1-5）

献

1）Gao YC et al：Outcome after high-dose radioiodine therapy for advanced differentiated thyroid carcinoma in childhood．Endocr
Res 34：121-129，2009（レベル 4）
2）Kumagai A et al：Childhood thyroid cancers and radioactive iodine therapy: necessity of precautious radiation health risk management．Endocr J 54：839-847，2007（レベル 3）
3）Handkiewicz-Junak D et al：Total thyroidectomy and adjuvant radioiodine treatment independently decrease locoregional recurrence risk in childhood and adolescent differentiated thyroid cancer．J Nucl Med 48：879-888，2007（レベル 4）
4）Jarzab B et al：Juvenile differentiated thyroid carcinoma and the role of radioiodine in its treatment: a qualitative review．Endocr
Relat Cancer 12：773-803，2005（レベル 2）
5）Chow SM et al：Differentiated thyroid carcinoma in childhood and adolescence-clinical course and role of radioiodine．Pediatr
Blood Cancer 42：176-183，2004（レベル 4）
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36

悪性リンパ腫の病期判定や再発診断に PET は有用か？

A

悪性リンパ腫で FDG の取り込みが強い組織型においては，PET での病変の検出能
が高く，病期判定に PET は有用であり，推奨する。

推奨グレード

C1

C1 悪性リンパ腫の FDG の取り込みが低い組織型においては，病期判定に PET を実施
することは推奨しない。

C1 悪性リンパ腫の再発検索に PET を行うことは十分な科学的根拠がなく推奨しない。

背景・目的
悪性リンパ腫は全身に発生する性質を持つ。悪性リンパ腫の病変の広がりを診断し，病期を決定することは，治
療方針の決定並びに予後予測に必要である。以前は全身精査に Ga citrate シンチグラフィが用いられていた
67

が，近年，感度，特異度ともに勝る PET がガリウムシンチグラフィに代わる検査となった。また，CT 装置と融合した
PET/CT 装置の開発，進歩により，診断精度が飛躍的に向上し，PET/CT 検査が主流になっている。悪性リン
パ腫の病期判定並びに再発診断における PET 検査（PET または PET/CT）の有用性について検討した。

解

説

悪性リンパ腫はホジキンリンパ腫（HL）と非ホジキンリンパ腫（NHL）に分類され，さらに NHL は高悪性度リンパ
腫（aggressive lymphoma）と低悪性度リンパ腫（indolent lymphoma）に分類される。悪性リンパ腫の病期
分類には，横隔膜上下の病変の広がりや節外病変を重視した Ann Arbor 分類がよく用いられる

。消化管原

1）2）

発の悪性リンパ腫は節外病変が主病変であるため，Ann Arbor 分類と乖離することが多く，Ann Arbor 分類に
加えて国際悪性リンパ腫会議で作成された消化管用の分類が用いられる 。病変の広がりを正確に評価すること
3）

は治療戦略上重要である。
悪性リンパ腫は組織型によりFDG 集積が多彩であるが，HL や aggressive lymphoma は FDG 集積が高
度（FDG-avid）であり，節性病変および節外病変ともに PET での病変の検出能が高く，国際ワークショップ規準
（International Workshop Criteria：IWC）では PET/CT による病期診断が推奨されている 。FDG-avid の
4）

悪性リンパ腫においては，PET 診断は感度が 90% 以上と高く

，PET 診断により10 〜 30% の患者で病期決

5）6）

定が変更される 。PET/CT 検査と造影 CT 検査を比較した study では，節性病変の感度は 94% vs 88%，特
7）

異度は 100% vs 86% であり，一方，節外病変の感度は 88% vs 50%，特異度は 100% vs 90%と報告がある 。
8）

IWC では，節性病変の正確なサイズを評価したい場合や放射線治療計画を行う際は造影 CT の施行を推奨して
いる 。
7）

PET/CT 診断は，悪性転化が疑われる症例において最も適する生検病変がどこなのかを検出できる利点もあ
る 。また，びまん性大細胞型 B 細胞性リンパ腫や HL においては，FDG の取り込みが盛んなため，PET での骨
9）

髄浸潤の検出能が高く，PET が施行されておれば骨髄穿刺を省略してもよいことになっている 。
7）

FDG 集積が低い組織型（B 細胞性慢性リンパ性白血病，小リンパ球性リンパ腫，リンパ形質細胞性リンパ腫，
菌状息肉腫，節性辺縁帯 B 細胞リンパ腫）については，病期判定における PET の有用性は定かではなく，PET
の施行は推奨されず ，造影 CT の施行が推奨されている 。また，中枢神経原発リンパ腫（primary central
7）

10）

nervous system lymphoma：PCNSL）は，MRI 評価が推奨されている 。
9）

悪性リンパ腫の治療後の追跡や評価は，通常は，問診や身体所見，血球算定，生化学検査や画像検査が適切
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推奨グレード

A

❷ 頭頸部
に行われ，臨床的に判断がなされる。治療後の追跡中に，臨床兆候を示す患者の 50 〜 80% は再発と関連があ
る 。また，再発の約 80% は最初に病変があった部位に生じる 。悪性リンパ腫の再発検索において，画像検
11）

10）

査では CT を実施する施設が多いものと思われるが，PET や PET/CT を含めて画像検査を定期的に行うことの
有用性には一定した見解が得られていない。
悪性リンパ腫の first-line therapy 後の残存病変の PET の診断能を調べた 19 論文のメタアナリシス（HL：474
患者，aggressive lymphoma：254 患者）では，病期が進行している HL では感度，特異度は 50 〜 100%，67
〜 100%，一方，病期が進行している aggressive lymphoma では感度，特異度は 33 〜 77%，82 〜 100%，と示
されている 。また，残存腫瘤を持たない無症候性の患者や病期が早期の患者においては，定期的な PET/CT
12）

での経過観察は必要ないと示されている 。悪性リンパ腫の再発検索における PET の有用性については，現時
13）

点では十分なエビデンスが得られていない。

検索式・参考にした二次資料
悪性リンパ腫の病期判定においては，PubMed によりmalignant lymphoma，PET，staging のキーワードを用
いて検索した。また，日本血液学会，造血器腫瘍診療ガイドライン，国際ワークショップ規準（IWC：International
Workshop Criteria）を参 考 にした。 悪 性リンパ 腫 の 再 発 診 断 においては，PubMed により malignant
lymphoma，PET，relapse，surveillance のキーワードを用いて検索した。
文

献

1）Carbone PP et al：Report of the committee on Hodgkin's disease staging classification．Cancer Res 31：1860-1861，1971（レ
ベル 2）
2）Rosenberg SA：Validity of the ann arbor staging classification for the non-Hodgkin’
s lymphomas．Cancer Treat Rep 61：10231027，1977（レベル 2）
3）Rohatiner A et al：Report on a workshop convened to discuss the pathological and staging classifications of gastrointestinal
tract lymphoma．Ann Oncol 5：397-400，1994（レベル 2）
4）Cheson BD：Role of functional imaging in the management of lymphoma．J Clin Oncol 29：1844-1854，2011（レベル 2）
5）Weiler-Sagie M et al：18F-FDG avidity in lymphoma readdressed：a study of 766 patients．J Nucl Med 51：25-30，2010
（レベル 3）
6）Isasi CR et al：A metaanalysis of 18F-2-deoxy-2-fluoro-D-glucosepositron emission tomography in the staging and restaging of
patients with lymphoma．Cancer 104：1066–1074，2005（レベル 3）
7）Cheson BD et al：Recommendations for initial evaluation，staging，and response assessment of Hodgkin and non-Hodgkin lymphoma：the Lugano classification．J Clin Oncol 20：3059-3068，2014（レベルなし）
8）Schaefer et al：Non-Hodgkin lymphoma and Hodgkin disease：coregistered FDG PET and CT at staging and restaging–do we
need contrast-enhanced CT? Radiology 232：823–829，2004（レベル 4）
9）Barrington SF et al：Role of imaging in the staging and response assessment of lymphoma：consensus of the International
Conference on Malignant Lymphomas Imaging Working Group．J Clin Oncol 20：3048-3058，2014（レベルなし）
10）Kostakoglu L et al：Current role of FDG PET/CT in lymphoma．Eur J Nucl Med Mol Imaging 41：1004-1027，2014（レベル 2）
11）Weeks JC et al：Value of follow-up procedures in patients with large-cell lymphoma who achieve a complete remission．J Clin
Oncol 9：1196–1203，1991（レベル 4）
12）Terasawa T et al：18F-FDG PET for posttherapy assessment of Hodgkin’
s disease and aggressive non-Hodgkin’
s lymphoma：a
systematic review．J Nucl Med 49：13–21，2008（レベル 3）
13）Petrausch U et al：Hodgkin’
s lymphoma in remission after first-line therapy：which patients need FDG-PET/CT for follow-up?
Ann Oncol 21：1053–1057，2010（レベル 4）
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C Q 37

37

悪性リンパ腫の治療効果判定に PET は有用か？

背景・目的
悪性リンパ腫の治療には，主として化学療法が選択され，状況により手術や放射線療法，放射免疫療法が行わ
れている。
病変活動性の評価を得意とする PET が治療効果判定に用いられているが，
近年この有用性に関して，
蓄積デー
タをもとにコンセンサスが発表された。

解

説

悪性リンパ腫の治療効果判定では，病変サイズの観察を目的とした CT に加え，病変活動性の評価のために，
以前はガリウムシンチグラフィが用いられていた。2000 年代初頭よりPET（PET/CT）がこれに替わって用いられ
るようになり，その有用性に関する報告も多数行われた。
2007 年に Cheson らによってまとめられた International Harmonization Project criteria では

，治療効

1）2）

果判定における PET の役割が明確化され，以来 PET は，悪性リンパ腫の治療効果判定に際して中心的な役
割を果たすようになっている。その後も様々な検討が重ねられ
Lugano 分類が発表された

，2014 年には 2007 年判定基準の改訂版である

3-9）

。

10）11）

Lugano 分類では，視覚的な５段階評価を採用し，病変部での FDG 集積が肝臓と同等以下（スコア 3 以下）
であれば，通常治療においては悪性リンパ腫の活動性病変はなし（陰性）と規定している。現時点ではこの視覚
的評価を用いるのが望ましい。2007 年判定基準では縦隔の血管プールをバックグラウンドと設定していたが，治療
後の偽陽性所見が多くなってしまうことを踏まえ，2009 年の国際会議を経て変更された

。FDG 集積を示す

7）8）12-15）

組織型の悪性リンパ腫（びまん性大細胞型 B 細胞性リンパ腫や濾胞性リンパ腫，
ホジキンリンパ腫等多くのリンパ腫）
においては，治療終了時の効果判定にこの分類を用いるが，治療前に FDG 集積を示さない場合には，CT を治療
効果判定に用いる 。
10）

standardized uptake value（SUV）などの定量的指標を用いた効果判定は，蓄積データがいまだ不十分であ
ることや，装置・施設間のばらつきも大きいことから，必ずしも必要ではない

。

11）

治療効果判定は，治療に伴う炎症を考慮して，少なくとも治療終了 3 週間以降に行うことが望ましいとされてい
る

。PET の病変活動性に関する鋭敏さを利用して，治療開始後早期，多くは化学療法 2 サイクル後に効果判

1）2）

定を行って，その後の方針を決定する interim PET に関する研究が，近年ヨーロッパを中心に盛んに行われている。
この interim PET の有用性に関しても報告があるものの，現時点では一定の評価は定まっておらず，日常診療レ
ベルで行うべきものではない。Lugano 分類では，interim PET 時に明らかな増悪がある場合のみ，治療を変更し
て良いとしている 。
11）
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推奨グレード

FDG 集積を示す組織型の悪性リンパ腫（びまん性大細胞型 B 細胞性リンパ腫や濾胞性
リンパ腫，ホジキンリンパ腫等）において，治療終了時の効果判定に PET を推奨する。

A

❷ 頭頸部

検索式・参考にした二次資料
Pubmed によりlymphoma，PET，response のキーワードを用いて検索した。

文

献

1）Cheson BD et al：Revised response criteria for malignant lymphoma．J Clin Oncol 25：579–586，2007（レベル 1）
2）Juweid ME et al：Use of positron emission tomography for response assessment of lymphoma：consensus of the Imaging
Subcommittee of International Harmonization Project in Lymphoma．J Clin Oncol 25：571–578，2007（レベル 1）
3）Cerci JJ et al：Cost effectiveness of positron emission tomography in patients with Hodgkin's lymphoma in unconfirmed complete remission or partial remission after first-line therapy．J Clin Oncol 28：1415–1421，2010（レベル 3）
4）Barnes JA et al：End-of-treatment but not interim PET scan predicts outcome in nonbulky limited-stage Hodgkin's lymphoma．
Ann Oncol 22：910–915，2011（レベル 3）
5）Spaepen K et al：Prognostic value of positron emission tomography（PET）with fluorine-18 fluorodeoxyglucose（
［18F］FDG）
after first-line chemotherapy in non-Hodgkin's lymphoma：is［18F］FDG-PET a valid alternative to conventional diagnostic methods? J Clin Oncol 19：414–419，2001（レベル 3）
6）Micallef IN et al：Epratuzumab with rituximab，cyclophosphamide，doxorubicin，vincristine，and prednisone chemotherapy in
patients with previously untreated diffuse large B-cell lymphoma．Blood 118：4053–4061，2011（レベル 3）
7）Pregno P et al：Interim 18-FDG-PET/CT failed to predict the outcome in diffuse large B-cell lymphoma patients treated at the
diagnosis with rituximab-CHOP．Blood 119：2066–2073，2012（レベル 2）
8）Trotman J et al：Positron emission tomography–computed tomography（PET-CT）after induction therapy is highly predictive of
patient outcome in follicular lymphoma：analysis of PET-CT in a subset of PRIMA trial participants．J Clin Oncol 29：3194–
3200，2011（レベル 2）
9）Dupuis J et al：Impact of［18F］fluorodeoxyglucose positron emission tomography response evaluation in patients with high-tumor
burden follicular lymphoma treated with immunochemotherapy：a prospective study from the Groupe d'Etudes des Lymphomes
de l'Adulte and GOELAMS．J Clin Oncol 30：4317–4322，2012（レベル 2）
10）Cheson BD et al：Recommendations for initial evaluation，staging，and response assessment of Hodgkin and non-Hodgkin lymphoma：the Lugano classification．J Clin Oncol 32：3059–3068，2014（レベルなし）
11）Barrington SF et al：Role of imaging in the staging and response assessment of lymphoma：consensus of the International
Conference on Malignant Lymphomas Imaging Working Group．J Clin Oncol 32：3048–3058，2014（レベルなし）
12）Meignan M et al：Report on the First International Workshop on Interim-PET-Scan in Lymphoma．Leuk Lymphoma 50：1257–
1260，2009（レベル 3）
13）Mamot C et al：Final Results of a Prospective Evaluation of the Predictive Value of Interim Positron Emission Tomography in
Patients With Diffuse Large B-Cell Lymphoma Treated With R-CHOP-14（SAKK 38/07）
．J Clin Oncol 33：2523-2529，2015
（レベル 2）
14）Martelli M et al：
［18F］fluorodeoxyglucose positron emission tomography predicts survival after chemoimmunotherapy for primary mediastinal large B-cell lymphoma：results of the International Extranodal Lymphoma Study Group IELSG-26 Study．J Clin
Oncol 32：1769-1775，2014（レベル 2）
15）Biggi A et al：International validation study for interim PET in ABVD-treated，advanced-stage Hodgkin lymphoma：interpretation
criteria and concordance rate among reviewers．J Nucl Med 54：683–690，2013（レベル 3）
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◆ 主な改訂ポイント ◆
●新たな CQ の追加
CQ57

悪性胸膜中皮腫において PET/CT は有用か？

CQ58

肺癌の再発診断に PET は有用か？

●推奨グレードの変更
CQ41

COPD の重症度診断に CT は有用か ?

C1 → B
CQ49

膠原病の種類によって HRCT 所見に違いはあるか？

該当なし→ C1
追加文献により「最近の論文では，RA においては，UIP pattern を示す例が最多であると報告されてい
る

。」と，解説内容の変更があった。

6）7）

●タイトルの変更，本文，文献，検索式，図等に一部軽微な変更，追加があった CQ
CQ38

成人市中肺炎と非感染性疾患の鑑別に CT は有用か？

CQ39

細菌性肺炎と非定型肺炎との鑑別に CT は有用か？

CQ42

胸部単純 X 線写真による肺癌検診は有用か？

CQ46

特発性肺線維症（IPF）の診断に HRCT は有用か？

CQ47

ALI/ARDS の診断に CT は有用か？→ ARDS の診断に CT は有用か？

CQ50

縦隔腫瘍の診断に MRI は有用か？

CQ52

肺癌の T 因子診断に CT・MRI は有用か？

CQ53

肺癌のリンパ節転移の診断に CT・MRI を推奨するか？

CQ54

肺癌の脳転移診断に頭部造影 MRI は造影 CT よりも推奨されるか？

CQ56

肺癌の N 因子・M 因子病期診断に PET は有用か？

❸胸
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胸部領域の標準的撮像法
胸部単純 X 線撮影

₁ 撮影方法

現在ほとんどの施設で使用されている平面検出器や computed radiography（CR）等のデジタル撮影装置で
は，ヒストグラム解析が行われるため，撮影線量がそのままフィルムの黒化度に影響を与えず，撮影線量の多寡は画
質に影響する。また，ある程度までの線量の低下によるノイズの増加は画質の低下は来すものの，診断能へ影響を
ほとんど与えないことが報告されている。よって，従来のフィルム・スクリーン系の撮影とほぼ同等かそれ以下に，撮
影条件（撮影線量）を設定することが妥当と判断できる。

2 画像処理

デジタル撮影装置で撮影された胸部単純 X 線撮影では，階調，周波数ダイナミックレンジ圧縮ノイズ除去などの
画像処理を適切に施し，診断的価値の高い画質を得なければならない。

3 ソフトコピーの表示条件

デジタル画像取り扱いガイドライン第 2 版では，日本画像医療システム工業会の医用画像表示用モニタの品質管
理に関するガイドライン（JESRAX-0093-2005）でいう管理グレード 1 を満たす液晶モニターで，解像度は 1 メガピ
クセル以上であれば可とされている。

CT

₁ 撮像方法
現胸部疾患の診断に必要な CT 装置の性能は，造影剤のボーラス投与による早期相の撮影が可能で，臨床的
実用性に耐える高分解能 CT（HRCT）が撮影可能であり，
かつ，
多列検出器を装備する MDCT（multidetector
CT）であることが望ましい。撮影方法は使用する CT 装置の性能に大きく依存する。一般的には胸部では肺尖か
ら肺底部までの連続スキャンを行うべきである。スライス厚は 5 〜 10mm で必要に応じて 3 〜 5mm 程度の中層厚
CT を併用する（図 1A）
。検査時に十分な呼吸停止をすることが必要である。

2 高分解能CT（HRCT）

HRCT の撮像は薄い collimation を用いる。「薄い」とは通常 2mm 以下とする。再構成は，高周波成分を
強調した関数を用いる（図 1B）。通常，撮影後に必要な部位だけ再撮影を行う方法と，あらかじめ全肺野を
MDCT により連続薄層 CT で撮影しておき，逆に，厚，中層厚を再構成にて作成する方法がある。
【びまん性肺疾患に対する撮影法】肺気腫，COPD に対する撮影法は，Goddard 法に準じた方法が広く利用さ
れている。すなわち，大動脈弓レベル，気管分岐部レベル，左右どちらかの高位の横隔膜から上方 1 〜 2cm レベ
ルのスライスを HRCT にて撮影し，肉眼的に評価する方法である 。また，肺線維症の評価には collimation 厚 1
1）

〜 2mm，1 〜 2cm 間隔での評価がよく用いられる。最近は 16 列以上のヘリカル CT を用いて 1 〜 2mm 厚で全
肺野を撮影し，肺気腫の volumetry に利用する方法が報告されている（CQ41 参照） 。
2）

【肺結節に対する撮像法】通常撮影後，
結節の部位だけの薄層連続ヘリカルスキャンを行うことが多い。あるいは，
追加撮影を低線量で全肺野を撮影する。結節の質的評価だけでなく，volumetry を行うことで，その後の経過で
結節の増大の有無を調べることができる（CQ43 参照） 。
3）

また，通常，深吸気で撮影するが，閉塞性肺疾患の質的診断などにおいては，呼気時 CT が有用である（CQ45
参照） 。
4）

3 患者被曝量低減
従来 CT にはフィルターバックプロジェクション（FBP）法が画像再構成に用いられてきたが，近年ノイズの低減
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❸胸 部

A

B

図 1 肺胞上皮癌
A 通常 CT 肺野条件（5 mm スライス厚） B HRCT（1 mm スライス厚） CT にて，左の下葉背側に
淡い陰影はを認める。高分解能 CT では，淡い陰影は，明瞭にすりガラス状陰影として描出され，血管の集
束や葉間胸膜の引きつれも明らかである。

A

B

図 2 肺癌の肺門，縦隔リンパ節転移

c-T2N3M0

stage Ⅲ B

C

A 単純 CT（縦隔条件） B 造影 CT C PET/CT
気管の背側，大動脈前方にリンパ節腫大を認める（→）
。
造影することによって，血管とリンパ節の関係が明らかと
なる。また，左の肺門部にも，リンパ節腫大が見られる 。
PET/CT では，リンパ節腫大に一致して，FDG の取り込
みを認める。

に優れた逐次近似法の再構成が可能な機種が登場している。低線量撮影と逐次近似法の再構成により，従来
では不可能と思われた撮影線量での CT 検査が可能となってきている（総論 7 参照）。胸部領域でも，FBP 法
の 120mA の通常撮影と逐次近似法による 60mA の撮影が同等の描出能力であることが発表されている 。今後，
5）
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A

B

C

D

図 3 気管支原性嚢胞
A 単純 CT B MRI T1 強調像 C MRI T2 強調像 D MRI 拡散強調像
単純 CT では気管分岐部より右背側に壁に一部石灰化を伴った腫瘤を認める（A →）
。T1 強
調像では軽度の高信号，T2 強調像で高信号を呈する嚢胞性腫瘤を認める（B，C：→）
。拡
散強調像では拡散制限も見られ，粘稠な内容物であることが示唆される（D →）
。

この逐次近似法の再構成を装備する機種を用い，低線量撮影が積極的に行われることが望まれる。
現在，
高危険群（男女 50 歳以上で，
喫煙指数 600 以上）に対する肺がん検診用低被曝 CT が推奨レベル C1
ではあるが，推奨されている。画質は低下するものの，正常者に対する放射線被曝を鑑み，撮影条件の線量は管
電流 50mAs 超に押さえなければならない（CQ48 参照） 。
6）

4 表示条件

縦隔などの軟部組織を観察する目的では，
ウインドウレベル（WL）30 〜 50HU，
ウインドウ幅（WW）250 〜 400HU
程度（縦隔条件）
，
肺を観察する場合には WL − 500 〜− 700HU，WW1000 〜 2000HU 程度（肺野（肺）条件）
の表示条件が適している。特殊な例を除いて，縦隔条件と肺条件の 2 組の表示を行う。また再構成関数は，縦隔
条件では通常の再構成を行い，肺条件では高周波成分を強調した再構成を行うことが一般的である。

5造 影

現在では自動注入機を用いたボーラス注入法が広く一般的に用いられ，造影剤総量 100cc 以下を秒間 1 〜 5cc
程度の注入速度で注入する（図 2） 。広い範囲にわたって良好な造影効果を得るためには，自動注入器と
7）

MDCT を併用し，実質的時間分解能の改善を図る必要がある。
肺結節のダイナミックスタディによる良悪性の鑑別が，有用であると報告されている（CQ35 参照）。MDCT を用
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A

B

図 4 37 歳，男性，胸腺過形成
A in phase 画像（GRE T1WI TR/163，TE/4.6，FA75）
B out of phase 画像（GRE T1WI TR/163，TE/2.3，FA75）
前縦隔の腫瘤は GRE T1 強調画像の out of phase で，in phase と比較
し均一な信号低下を示している。

いた撮像法についての報告は少ないが，一例を挙げれば，まず造影前に結節部位を中心に 2.5mm 厚で 13 画像
を連続的に撮影し，その後，同じ画像を 20 秒間隔で 3 分間撮影する方法が紹介されている。結節の最大造影効
果が 30HU 以上であれば，悪性の可能性が高いと報告されている。

MRI

₁ 撮像方法
高性能の高磁場強度の装置を使用しての撮像が望ましいが，磁化率の差異によって生じるアーチファクトが肺で
は常に問題となる。胸部は心拍動や大血管の血流ならびに呼吸によるアーチファクトが生じやすく，MRI 検査に不
利な部位である。しかし，心電図・脈波同期下や呼吸同期・呼吸停止下で検査したり，presaturation pulse の
印加によりこれらアーチファクトは低減可能である。
T1 強調像とT2 強調像が基本で，通常は横断像を撮像する。しかし肺尖部病変（上肺溝腫瘍など）や肺底
部病変（悪性腫瘍の横隔膜浸潤など）では，冠状断像や矢状断像を撮像する（図 3）
。スライス厚は 5 〜 8mm
とすることが多い。マトリックスサイズは 256 × 192 以上が望ましい。高速スピンエコー法と呼ばれる撮像時間の短
い方法が一般的に用いられ，グラジエントエコー法（GRE）は，MRA やシネ画像に使用される。近年，拡散強調
像を肺癌や縦隔腫瘍での良悪性鑑別や，縦隔リンパ節転移診断へ適応することが検討されているが，MRI 装置
間の見かけの拡散係数（apparent diffusion coefacient：ADC）によるカットオフ値の決定には，再現性が乏しく
今後の課題である（図 3D）
。
造影後の Tl 強調像では，病変の血流状態や進展範囲が評価できるが，部位によっては脂肪抑制画像を併
用するとさらに有用である。また，胸腺過形成と胸腺腫の鑑別に chemical shift imaging が有効と報告されて
いる。これは水と脂肪のプロトンが異なった周波数で共鳴するため，信号が増強しあう相（in-phase）と打ち消
しあう相（out-of-phase）を作成し，信号強度の変化を観察するもので，脂肪巣を多く含む過形成では，out-of
phase imaging で信号の低下が見られる。撮像法は主に GRE を用い，エコー時間を増減させることで得られる
（図 4，5） 。
8）
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A

B

図 5 60 歳，男性，胸腺腫
A in phase 画像（GRE T1WI TR/22，TE/4.6，FA70）
B out of phase 画像（GRE T1WI TR/22，TE/2.3，FA70）
前縦隔の腫瘤は GRET1 強調画像の in phaase と out of phase で，信号の
変化を示さない。

核医学検査

₁ 肺血流シンチグラフィ（

Tc-大凝集アルブミン：99mTc-MAA）撮影方法

99m

一般的には体位は安静仰臥位とし，静注直前に注射筒を振った後，患者にゆっくりと2 〜 3 回深呼吸させなが
ら 111 〜 185MBq の

Tc-MAA を静注する。撮像は静注 5 分以降から低エネルギー用汎用
（または高分解能）

99m

コリメータを装着したガンマカメラを用いて，正面，後面，左右側面，左右後斜位の 6 方向（または左右前斜位を
加えて 8 方向）を撮像する。SPECT を併用してもよい。

133
81m
（ Xe， Kr）撮影方法
2 換気シンチグラフィ

一般的には，低エネルギー用汎用（または高分解能）コリメータを装着したガンマカメラを背に患者を座位とし，
最初の放射性不活性ガス吸入時にできる限り大きく1 回吸入させたのち，できる限り長く吸気の状態（30 秒程度）
で呼吸を停止させたまま胸部を撮像する（1 回吸入相）。
次に

Xe ガスを閉鎖回路で約 5 分間呼吸をさせた後，胸部を撮像する（平衡相）
。さらに，閉鎖回路に通常

133

の空気を供給している状態で，胸部の動画像を撮像する（洗い出し相）。

Kr ガスは物理学的半減期が 13 秒

81m

と短いので，特別な装置は必要としないが，洗い出し相は撮れない。逆に繰り返し行うことで多方向の撮像が可能
となる。急性肺血栓塞栓症に，肺血流・換気シンチグラフィを同時期に撮影し，血流シンチグラフィのみが欠損像と
して描出されることを用いる診断法が適用されるが，臨床的有用性は高い（図 6）
（CQ59 参照） 。
9）

（
3 エアロゾル肺吸入シンチグラフィ

Tcガス）撮影方法

99m

一般的には座位で鼻栓をして，マウスピースを用いて安静呼吸をさせながら，約 370MBq 程度の放射性核種を
含む薬液数エアロゾルとして数分間に吸入させ，37MBq 程度が肺・気管支に入るようにする。撮像は直ちに低エ
ネルギー用汎用（または高分解能）コリメータを装着したガンマカメラを用いて，正面，後面，左右側面，左右後
斜位の 6 方向（または左右前斜位を加えて 8 方向）の撮像を行い，それに続いて換気分布を数十分間経時的
に撮像し，粘膜の線毛機能などの評価を行う。

4 18F-FDG（18F-フルオロデオキシグルコース）PET・PET/CT撮影方法
2D データ収集では，185 〜 444MBq（3 〜 7MBq/kg）
，3D データ収集では 111 〜 259MBq（2 〜 5MBq/
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A

B

C
図 6 肺血栓塞栓症
A 造影 CT（縦隔条件）B 肺換気シンチグラフィ（133Xe）
C 肺血流シンチグラフィ（99mTc-MAA）
造影 CT では左肺動脈舌区枝に造影欠損を認める（→）
。肺血流シンチグラフィでは同部位に集積
欠損を認めるが，肺換気シンチグラフィでは集積欠損を認めない。

kg）の FDG を静脈内に投与する。使用量は撮像に用いる機種，年齢，体重により適宜増減する。投与 60 分後
に PET あるいは PET/CT 装置にて，全身エミッションスキャンとトランスミッションスキャン（PET の場合）あるいは
CT（PET/CT の場合）を撮像する（図 2C）
。必要に応じて 2 時間以降に後期像を追加する。
文

献

1）Nishimura M et al：Annual change in pulmonary function and clinical phenotype in chronic obstructive pulmonary
disease．Am J Respir Crit Care Med 185：44-52，2012
2）Akira M et al：Quantitative CT in chronic obstructive pulmonary disease：inspiratory and expiratory assessment．AJR
192：267-272，2009
3）van Klaveren RJ et al：Management of lung nodules detected by volume CT scanning．N Engl J Med 361：22212229，2009
4）Matsuoka S et al：Quantitative assessment of air trapping in chronic obstructive pulmonary disease using inspiratory
and expiratory volumetric MDCT．AJR 190：762-769，2008
5）Yamashiro T et al： Adaptive Iterative Dose Reduction Using Three Dimensional Processing（AIDR3D）improves
chest CT image quality and reduces radiation exposure．PLoS One 9：e105735，2014
6）The National Lung Screening Trial Research Team：Reduced lung cancer mortality with low-dose computer tomographic screening．N Engl J Med 365：395-409，2011
7）Yi CA et al：Efficacy of helical dynamic CT versus integrated PET/CT for detection of mediastinal nodal metastasis
in non-small cell lung cancer．AJR 188：318-325，2007
8）Inaoka T et al：Thymic hyperplasia and thymus gland tumors：differentiation with chemical shift MR imaging．
Radiology 243：869-876，2007
9）Bajc M et al：EANM guidelines for ventilation/perfusion scintigraphy ：Part 1．Pulmonary imaging with ventilation/
perfusion single photon emission tomography．Eur J Nucl Med Mol Imaging 36：1356-1370，2009
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部

成人市中肺炎と非感染性疾患の鑑別に CT は有用か？

推奨グレード

C1

CT が有効であるという十分な科学的根拠はないが，感染症および非感染性疾患に比較的
特徴的な HRCT 所見が存在し，ある程度の鑑別が可能である。

背景・目的
市中肺炎と鑑別を要する肺疾患には種々のものが含まれる。免疫能正常者では肺水腫，好酸球性肺炎，過敏
性肺臓炎，特発性間質性肺炎，薬剤性肺障害などが挙げられる 。免疫不全者では，これらに加え日和見感染症，
1）

悪性腫瘍による変化など多数の病態が考えられる 。市中肺炎とこれら非感染性疾患，特にびまん性陰影を呈す
2）

る急性呼吸器疾患との鑑別診断に HRCT の果たす役割を評価した。

解

説

市中肺炎と種々のびまん性肺疾患の胸部単純写真の所見はオーバーラップが多く，疾患特異性がある所見はな
いが，CT，特に HRCT を加えることで，新たな情報を得られる可能性があることが報告されている
入院が必要となった市中肺炎患者に CT を施行した報告

（図 1，2）
。

3）4）

では，胸部単純写真では分からなかった病変内空

3）

洞や腫瘤の発見，胸部単純写真で疑われた腫瘤の否定などの有用性が確認されており，感染性肺炎との鑑別とま
ではいえないが，ある程度の除外診断ないし重要な所見の拾い上げの有用性が指摘されている。びまん性肺疾患
における HRCT の使用状況・有用性などの調査のため呼吸器内科医に行ったアンケート調査がある 。230 人か
4）

らの有効回答のうち 67％〜 89％で，特発性間質性肺炎，好酸球性肺炎，ランゲルハンス細胞組織球症，リンパ脈
管筋腫症，気管支拡張症といった疾患の診断に HRCT が有用であった。
HRCT による感染症と非感染性疾患の鑑別を検討した論文のなかで，5 つの報告
上の鑑別点が認められる。免疫能正常者に発症した急性肺実質病変に関する検討

からは，共通する画像

2）5-8）

では，感染性疾患と非感染

5）

性疾患の鑑別において最も重要な所見は小葉中心性結節で，非感染性疾患では通常認めなかった。その他，区
域性分布，区域気管支を中心とした楔状コンソリデーションの存在は感染症に特異的な所見であった 。胸部単純
5）

写真で多発性のコンソリデーションを認めた群の検討

でも，感染症を非感染性疾患から鑑別する重要な HRCT

6）

所見は，小葉中心性結節や細気管支内粘液栓による小葉中心性分岐状構造であった。小葉中心性分岐状構造
ないし tree-in-bud appearance は過敏性肺臓炎，肺気腫，閉塞性細気管支炎，特発性器質化肺炎などの非感
染性肺疾患ではみられない
症した群の報告

。後天性免疫不全症候群以外の免疫不全患者で感染症を含む急性肺障害を発

7）8）

では，各疾患の診断率は，感度 0.27 〜 1.0，陽性的中度 0.25 〜 1.0 であり，疾患によりばらつき

2）

が見られた。HRCT 所見としては小葉中心性病変，二次小葉単位の病変などは細菌性肺炎で頻度が高く，CT
halo sign や空洞は真菌症や結核で多い傾向が認められた。悪性腫瘍は，白血病，悪性リンパ腫，癌性リンパ管
症が含まれていたが，これらでは気管支血管束の肥厚，結節，リンパ節腫大の頻度が高かった。また，免疫不全
患者に発症した急性肺疾患の検討

では，結節が主たる所見の場合，炎症性疾患（特に感染症）が疑われると

9）

報告されている。感染性肺炎と肺炎型の腺癌（浸潤性粘液腺癌：旧名称 BAC）の鑑別に関する検討

では，

10）

病変より中枢側の気管支壁肥厚と病変に接する胸膜肥厚が，感染性肺炎を示唆する所見であった。
画像上の鑑別ではないが，CT 施行の目的一つとして，肺胞洗浄液採取，経気管支肺生検，外科的生検部位
の決定，確認に有用であることがあげられ，肺炎と非感染性疾患の鑑別に寄与する可能性がある。
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50 歳代男性 過敏性肺炎
左肺にびまん性に，細葉性から小葉性のす
りガラス影が分布している。 小葉中心性の
分岐状影は認められない。 腹内側には，air
trapping による境界明瞭は低吸収域がみられ
る（→）
。
図2

図1

40 歳代男性 マイコプラズマ肺炎

右上葉と下葉の一部に小葉中心性の分岐状影・粒
状影（→），細葉性から小葉性のすりガラス影・浸潤
影（▲）が認められる。気管支血管束の肥厚も目立つ。

検索式・参考にした二次資料
PubMed で，Pneumonia，Computed tomography のキーワードを用いて，2012 年 1 月1日〜 2014 年 12 月31
日までの 3 年間に，再度 2005 年からの 7 年間を加えて検索した。
文

献

1）Shorr AF et al：Pulmonary infiltrates in the non-HIV-infected immunocompromised patient：etiologies，diagnostic strategies，and
outcomes．Chest 125：260-271，2004（レベル 4）
2）Emoto T et al：HRCT findings of pulmonary complications in non-AIDS immunocompromised patients：are they useful in differential diagnosis? Radiat Med 21：7-15，2003（レベル 4）
3）Beall DP et al：Utilization of computed tomography in patients hospitalized with community-acquired pneumonia．Maryland Med
J 47：182-187，1998（レベル 4）
4）Scatarige JC et al：Utility of high-resolution CT for management of diffuse lung disease：results of a survey of U.S．pulmonary
physicians．Acad Radiol 10：167-175，2003（レベル 4）
5）Tomiyama N et al：Acute parenchymal lung disease in immunocompetent patients：diagnostic accuracy of high-resolution CT．
AJR 174：1745-1750，2000（レベル 4）
6）Johkoh T et al：Usefulness of high-resolution CT for differential diagnosis of multi-focal pulmonary consolidation．Radiat Med
14：139-146，1996（レベル 4）
7）Aquino SL et al：Tree-in-bud pattern：frequency and significance on thin-section CT．J Comput Assist Tomogr 20：594-599，
1996（レベル 4）
8）Okada F et al：Clinical/pathological correlations in 533 patients with primary centrilobular findings on high-resolution CT scan
of the thorax．Chest 132：1939-1948，2007（レベル 4）
9）Brown MJ et al：Acute lung disease in the immunocompromised host：CT and pathologic examination findings．Radiology 190：
247-254，1994（レベル 4）
10）Kim TH et al：Differential CT features of infectious pneumonia versus bronchioloalveolar carcinoma（BAC）mimicking pneumonia．Eur Radiol 16：1763-1768，2006（レベル 4）
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部

細菌性肺炎と非定型肺炎との鑑別に CT は有用か？

推奨グレード

C1

肺炎球菌とマイコプラズマ肺炎との鑑別に CT は有用であるが，その他の起炎微生
物においては有用性のエビデンスは限られる。

背景・目的
日本呼吸器学会によるガイドラインでは，市中肺炎のなかで非定型肺炎を選別して初期治療を行うように推奨され
ている。成人における細菌性肺炎と非定型肺炎の鑑別のために，CT が有用か否かを検討した。

解

説

細菌性肺炎のなかで最も頻度が高い肺炎球菌肺炎（図 1）と，頻度の高い非定型肺炎（マイコプラズマ肺炎，
クラミドフィラ肺炎，インフルエンザウイルス肺炎）
（図 2）の CT 所見を主に比較検討した。肺炎球菌肺炎，マイコ
プラズマ肺炎およびインフルエンザウイルス肺炎については，その特徴がある程度確立されている。CT を用いた細
菌性肺炎と非定型肺炎の鑑別に関する後ろ向きの比較検討報告が 9 件認められた。
Tanaka らは 18 例の細菌性肺炎と14 例の非定型肺炎の CT を比較している 。非定型肺炎では細菌性肺炎
1）

と比較して，小葉単位のすりガラス影とconsolidation，および小葉中心性粒状影を高頻度で認めた。Nambu らに
よる報告（クラミドフィラ肺炎 24 例，マイコプラズマ肺炎 30 例，肺炎球菌肺炎 41 例）によると，気管支血管束肥
厚や小葉中心性粒状影の所見は，肺炎球菌肺炎と比較して，マイコプラズマ肺炎およびクラミドフィラ肺炎で高頻度
で認められている 。
2）

Reittner らの細菌性肺炎 35 例，マイコプラズマ肺炎 28 例，ウイルス肺炎 9 例を含む計 114 例の CT 所見の検
討では，マイコプラズマ肺炎とウイルス肺炎では，細菌性肺炎と比較して小葉中心性粒状影を高頻度で認め，ウイ
ルス肺炎では consolidation が認められなかった 。Ito らは 94 例の細菌性肺炎（肺炎球菌 65 例を含む）と31
3）

例の非定型肺炎
（マイコプラズマ肺炎 20 例，
クラミドフィラ肺炎 7 例を含む）
について CT 所見を比較検討している 。
4）

小葉中心性粒状影，気管支血管束肥厚，小葉性すりガラス影は非定型肺炎で有意に高頻度に認められ，細菌性
肺炎との鑑別に有用であった。しかしながら，クラミドフィラ肺炎と細菌性肺炎との区別は困難であった。
（36 例のマイコプラズマ肺炎と36
Miyashita ら
（マイコプラズマ肺炎 64 例と肺炎球菌肺炎 68 例） および Nei ら
5）

例と，肺炎球菌肺炎 20 例を含む 52 例の市中肺炎） の報告でも，マイコプラズマ肺炎では気管支壁肥厚と小葉
6）

中心性粒状影が有意に高頻度で認められた。 肺炎球菌肺炎やマイコプラズマ肺炎の CT 所見について，他にも
同様な報告があり，気管支壁肥厚および小葉中心性粒状影の所見は両者を鑑別する上で有用であると思われる。
クラミドフィラ肺炎の画像所見については，まとまった報告が少ない。マイコプラズマ肺炎と比較して，気管支壁肥
厚と小葉中心性粒状影を認める頻度は低く，小葉性すりガラス影および小葉性 consolidation は高頻度で認める 。
7）

しかし，肺炎球菌肺炎との鑑別は困難であると思われる 。
4）

インフルエンザウイルス性肺炎について，季節性および新型インフルエンザ肺炎のまとまった報告によると，高頻度
で小葉内網状影を認めている

。Ono らは季節性インフルエンザウイルス肺炎（30 例）と肺炎球菌肺炎（71 例）

8-10）

の CT 所見を比較検討している 。インフルエンザウイルス肺炎ではすりガラス影と網状影を高頻度で認め，肺炎
11）

球菌肺炎でもconsolidationと粘液栓および小葉中心性粒状影を高頻度で認め，それぞれに有意差が認められた。
Fujita らは 12 例のウイルス関 連 肺 炎の CT 所 見を報 告し，細 菌 性 肺 炎との混 合 感 染 例では区 域 性の
consolidation を認め，純ウイルス肺炎と区別された 。Miller らのウイルス肺炎 93 例と細菌性肺炎 22 例の CT
8）
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60 歳代男性

両肺に consolidation を認める。気管支壁肥厚は
目立たない。

図 2 マイコプラズマ肺炎

60 歳代女性

右肺 S に気管支壁肥厚（→）と小葉中心性粒
状影を認める。
2

所見の検討では，細菌性肺炎ではびまん性のすりガラス影あるいは consolidation を高頻度で認められた

。

12）

アデノウイルス肺炎など他のウイルス肺炎でも，インフルエンザウイルス肺炎と同様な所見を呈する報告が多い。ウ
イルス肺炎と細菌性肺炎との鑑別に CT が役立つ可能性はある

。

3）8）

検索式・参考にした二次資料
PubMed で，pneumonia, computed tomography の キ ーワードを 用 い て 検 索し た（ 期 間 は 1985.1.12014.12.31）
。また，
成人市中肺炎の画像診断ガイドライン 2007 年版（日本医学放射線学会および日本放射線科専
門医会・医会）
，成人市中肺炎診療ガイドライン 2007 年版（日本呼吸器学会）
，および下記文献を参考にした。
（1）村山貞之：肺感染症の CT 診断．結核 77：79-86，2002
（2）村田喜代史 他：気道感染症の CT 像．日本医放会誌 59：371-379，1999
（3）芦澤和人 他：細菌性肺炎．日本臨床 28：231-234，2007
（4）田中裕士 他：マイコプラズマ肺病変の CT 像．臨放 30：979-986，1985
文

献

1）Tanaka N et al：High resolution CT findings in community-acquired pneumonia．J Comput Assist Tomogr 20：600-608，
1996
（レベル 3）
2）Nambu A et al：Chlamydia pneumoniae：comparison with findings of Mycoplasma pneumoniae and Streptococcus pneumoniae
at thin-section CT．Radiology 238：330-338，2006（レベル 3）
3）Reittner P et al：Pneumonia：high-resolution CT findings in 114 patients．Eur Radiol 13：515-521，2003（レベル 3）
4）Ito I et al：Differentiation of bacterial and non-bacterial community-acquired pneumonia by thin-section computed tomography．
Eur J Radiol 72：388-395，2009（レベル 3）
5）Miyashita N et al：Radiographic features of Mycoplasma pneumoniae pneumonia：differential diagnosis and performance timing．
BMC Med Imaging 9：7，2009（レベル 3）
6）Nei T et al：Mycoplasma pneumoniae pneumonia：differential diagnosis by computerized tomography．Intern Med 46：10831087，2007（レベル 3）
7）Okada F et al：Chlamydia pneumoniae pneumonia Mycoplasma pneumoniae pneumonia：comparison of clinical findings and CT
findings．J Comput Assist Tomogr 29：626-632，2005（レベル 4）
8）Fujita J et al：Chest CT findings of influenza virus-associated pneumonia in 12 adult patients．Influenza Other Respi Viruses 1：
183-187，2007（レベル 3）
9）Agarwal PP et al：Chest radiographic and CT findings in novel swine-origin influenza A（H1N1）virus（S-OIV）infection．AJR
193：1488-1493，2009（レベル 3）
10）Marchiori E et al：High-resolution computed tomography findings from adult patient with influenza A（H1N1）virus-associated
pneumonia．Eur J Radiol 74：93-98，2010（レベル 4）
11）Ono A et al：A comparative study of thin-section CT findings between seasonal influenza virus pneumonia and Streptococcus
pneumoniae pneumonia．Br J Radiol 87：20140051，2014（レベル 3）
12）Miller WT Jr et al：CT of viral lower respiratory tract infections in adults：comparison among viral organisms and between viral
and bacterial infections．AJR 197：1088-1109，2011（レベル 3）
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図 1 肺炎球菌肺炎

❸胸

部

40 じん肺の診断に CT は有用か？
推奨グレード

B

CT はじん肺病変の存在，分布，程度さらに合併症の診断に有用であり，推奨する。

背景・目的
じん肺法上，塵肺診断において中心的役割を果たすのは胸部単純 X 線写真であり，じん肺の重症度は胸部単
純 X 線写真における PR 分類によって規定される。ただし，実際の臨床の場では，CT 所見を相補的に用いて診
断が行われている。

解

説

珪肺においては CT を施行することによって，癒合傾向や大陰影の検出に優れるとする報告がある

。CT を

1）2）

施行することで，読影者間での所見一致率の向上が得られるとの報告もある 。胸部単純 X 線写真で type pと
3）

しているような小粒状影を呈する例において，HRCT を追加することによって，粒状影自体の検出率の向上や ，
4）

実際に粒状影が存在するか，呼吸細気管支周囲の線維化所見のみかの鑑別が可能となり ，より正確な PR 分類
5）

が可能となる。
石綿肺に関しては，胸膜プラークが高度な場合，肺病変全般に胸部単純 X 線写真のみでの診断が困難と
なるため，CT との併用が望ましい 。CT における石綿肺に特徴的な所見としては，subplreural curvilinear
6）

。このような軽度線維化所見は HRCT を含めた CT でなければ描出
shadow があり，高頻度に認められる （図）
7）

不可能である。
また，珪肺，石綿肺ともに肺癌，中皮腫，結核など合併症の診断も臨床的に重要となる 。合併症診断に際して，
8）

じん肺関連の粒状影，不整形影や胸膜プラークなどが存在することで，単純 X 線写真のみでは診断能が低下す

図 石綿肺
上背側胸膜直下に，胸膜に沿った線
状陰影を認め，一部粒状影が集簇し
たような所見を呈している。 石綿肺で
認められる Subpleural Curvilinear
Shadow（SCLS）の典型像である。
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る場合もある 。これら合併症診断に CT を用いることでより早期の診断が可能となる。
9）

検索式・参考にした二次資料
PubMed によりpnumoconiosis，silicosis，asbestosis，CT のキーワードを用いて検索した。
文

献
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1）Remy-Jardin M et al：Coal worker's pneumoconiosis：CT assessment in exposed workers and correlation with radiographic findings. Radiology 177：363-371，1990（レベル 3）
2）Begin R et al：CT assessment of silicosis in exposed workers. AJR 148：509-514，1987（レベル 4）
3）Antao VC et al：High-resolution CT in silicosis：correlation with radiographic findings and functional impairment. J Comput
Assist Tomogr 29：350-356，2005（レベル 4）
4）Begin R et al：Computed tomography scan in the early detection of silicosis. Am Rev Respir Dis 144：697-705，1991（レベル 4）
5）Akira M et al：Radiographic type p pneumoconiosis：high-resolution CT. Radiology 171：117-123，1989（レベル 4）
6）Friedman AC et al：Asbestos-related pleural disease and asbestosis：a comparison of CT and chest radiography. AJR 150：269275，1988（レベル 4）
7）Akira M et al：Early asbestosis：evaluation with high-resolution CT. Radiology 178：409-416，1991（レベル 4）
8）Westerholm P et al：Silicosis and risk of lung cancer or lung tuberculosis：a cohort study. Environ Res 41：339-350，1986（レ
ベル 3）
9）Tiitola M et al：Computed tomography screening for lung cancer in asbestos-exposed workers. Lung Cancer 35：17-22，
2002（レ
ベル 4）
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COPD の重症度診断に CT は有用か？

推奨グレード

CT での各種の定量評価は，低線量 CT でも評価可能で，また COPD の病型分類に有用
であり，行うことが勧められる。

B

背景・目的
COPD は 1 秒率が 70% 以下として定義される疾患で，疾患の重症度は呼吸機能に加え，呼吸困難などの症
状や併存症の有無などにより総合的に判断する。国際的なドキュメントの Global Strategy for the Diagnosis，
Management，and Prevention of Chronic Obstructive Lung Disease（GOLD）では，CT は補助的診断と
いう位置づけである。ただし近年，CT のコンピュータ解析による大規模研究の結果，CT は COPD の病型分類に
有用とされている。日本呼吸器学会のガイドラインでもCT は診断に有用とされている。

解

説

COPD を肺の病理的側面からみた場合，
「肺気腫による肺実質の破壊」，
「末梢気道の狭小化」，
「肺血管床の
減少」という３つの要素が複合している。CT は個々の要素を評価できるため，気腫型，非気腫型の分類に有用で
ある。これらの病型は遺伝子との関連も報告され，注目されている 。
1）

特に肺気腫については，CT は気腫性病変の早期検出が可能で，小葉中心性など肺気腫のパターン分類も可能
である 。CT で低吸収域を示す領域と，病理の肺気腫とが対応するという報告が複数あり ，肺気腫の評価には
2）

3）

CT を行うことが推奨される。ただし低吸収領域の単独評価では，非気腫型の COPD が充分評価できないことに
注意する 。
4）

CT での気腫性病変の評価法には，肉眼によるスコア（Goddard 分類） ，LAA%，肺全体のＣＴ値の平均な
5）

どがある。LAA% はある閾値以下（1mm 厚の CT では− 950HUとすることが多い）の領域を，気腫性病変とし
て定量する方法で広く普及している（図 1）
。さらに COPD の病期を決定する 1 秒量との高い相関がある 。実
6）

際に測定する場合には，CT 値が撮影装置や撮像条件（スライス厚，再構成関数等）などに左右されることに注
意する 。
7）

（WA%）
CT での気道壁の評価方法としては，
肉眼的評価法 ，CT で気道壁面積を気道全面積で補正した％
8）

9）

などがある（図 2）
。WA% は，1 秒量との相関が認められ ，外科切除標本の所見とも相関する 。CT および
9）

マイクロ CT を用いた研究で，末梢気管支の消失は肺気腫の進行に先行することが確認された

10）

。

11）

最後に血管病変については，小血管の断面積の割合（total cross-sectional area of small pulmonary
vessels；%CSA<5）を用いる方法が提案されている 。
12）

検索式・参考にした二次資料
Pubmed で，CT，lung，COPD， お よ び CT，lung，emphysema の キ ー ワ ー ド を 用 い て 検 索 し た。
GOLD のドキュメント http://www.goldcopd.org/，日本呼吸器学会のガイドラインを参考にした。
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図 1 ＣＴを用いた肺気腫の定量
評価（ＬＡＡ％の解析）
黄色で示すＣＴ値− 950HU 以下
の領域が肺全体の容積に占める
割合を LAA% とする。

文

図 2 ＣＴにおける気道定量評価
気管支を三次元的に抽出し，その直行断面で，
気道壁の厚み，気道壁面積 (wall area:WA) や
気道壁面積を気道全面積で補正した面積百分
率 (WA%) を計測する。

献

1）Dijkstra AE et al：Novel genes for airway wall thickness identified with combined genome-wide association and expression analyses．Am J Respir Crit Care Med 191：547-556，2015（レベル 2）
2）Castaldi PJ et al：Distinct quantitative computed tomography emphysema patterns are associated with physiology and function
in smokers．Am J Respir Crit Care Med 188：1083-1090，2013（レベル 2）
3）Gevenois PA et al：Comparison of computed density and microscopic morphometry in pulmonary emphysema．Am J Respir Crit
Care Med 154：187-192，1996（レベル 2）
4）Mets OM et al：Identification of chronic obstructive pulmonary disease in lung cancer screening computed tomographic scans．
JAMA 306：1775-1781，2011（レベル 2）
5）Goddard PR et al：Computed tomography in pulmonary emphysema．Clin Radiol 33：379-387，1982（レベル 3）
6）Sakai N et al：An automated method to assess the distribution of low attenuation areas on chest CT scans in chronic pulmonary
emphysema patients．Chest 106：1319-1325，1994（レベル 3）
7）Yamashiro T et al：Iterative reconstruction for quantitative computed tomography analysis of emphysema：consistent results
using different tube currents. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis 10：321-327，2015（レベル 2）
8）Okazawa M et al：Human airway narrowing measured using high resolution computed tomography．Am J Respir Crit Care Med
154：1557-1562，1996（レベル 4）
9）Nakano Y et al：Computed tomographic measurements of airway dimensions and emphysema in smokers．Correlation with lung
function．Am J Respir Crit Care Med162：1102-1108，2000（レベル 2）
10）Nakano Y et al：The prediction of small airway dimensions using computed tomography．Am J Respir Crit Care Med 171：142146，2005（レベル 2）
11）McDonough JE et al：Small-airway obstruction and emphysema in chronic obstructive pulmonary disease．N Engl J Med 365：
1567-1575，2011（レベル 3）
12）Matsuoka S et al：Pulmonary hypertension and computed tomography measurement of small pulmonary vessels in severe
emphysema．Am J Respir Crit Care Med 181：218-225，2010（レベル 2）
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胸部単純 X 線写真による肺癌検診は有用か？

推奨グレード

C1

十分な科学的根拠はないが，現在わが国で広く施行されており，十分な精度管理下であ
れば施行することを考慮してもよい。

背景・目的
わが国では肺癌による死亡率は増加しており，1990 年代後半から男性の第１位となった。男女合わせると2013
年の統計では 72,734 人であり，さらに増加傾向であることが指摘されている。

解

説

欧米では，1970 年代に喫煙者における胸部 X 線単純写真と喀痰細胞診を併用した肺癌死亡率減少効果に関
する大規模なランダム化比較試験が２つ行われたが，
いずれにおいても有意な死亡率低下は示さなかった

。また，

1）2）

それに続いて長期予後を調査した結果，検診群において良好な予後を得た例があるものの死亡率の低下を示した
ものではないとした 。
3）

一方，日本では，これまでにランダム化比較試験は行われていないが，結核に対する胸部単純 X 線写真による検
診を肺癌検診にも応用した結果，症例対照研究による肺癌死が 20 〜 60% 低下したことが報告された

。

4-7）

Mayo Lung Project に関しては，検診に介在した群として，胸部単純 X 線写真と喀痰細胞診を 4 カ月ごとに施
行したのに対し，非介在群は 1 年ごとに施行するなど，対照群や研究方法に議論があった。一方，2004 年のメタ
アナリシスでは，日本からの報告は症例対照研究であることにより検討から除外され，ランダム化比較試験による解
析を重視し，死亡率低下を否定された 。
8）

このような状況のなかで，肺癌など４つの癌検診の死亡率減少効果を検討した prostate，lung colorectal，and
ovarian（PLCO）の研究結果では，介在群は年１回の胸部単純 X 線写真を４回撮影したのに対し，非介在群は
全く行わず 13 年間を追跡した結果，両群には死亡率に差がなかったとした 。この結果に対し，検診の方法と結
9）

論を新たに解析すると有効性があることや，当初の観察期間の設定や途中での追跡期間の変更などに対する疑
問も挙げられている 。また，検診におけるランダム化比較試験は，コンプライアンス（検診受診を勧められた人が
10）

本当に検診を受けた率）や，コンタミネーション（検診を勧められなかった人が検診を別の場所で受けてしまう）も
高いなど，常に高い精度管理下で行われるとは限らいとの指摘もある 。欧米からも，Mayo Lung Project や
11）

PLCO を含むこれまでのランダム化比較試験に対して，種々の問題を指摘した論文も見られる 。
12）

検索式・参考にした二次資料
2013 年版での検索結果に加え，PubMed で，lung cancer，screening，chest radiograph のキーワードを用
いて検索した。
文

献

1）Fontana RS et al：Lung cancer screening：the Mayo Program．J Occup Med 28：746-750，1986（レベル 2）
2）Kubik A et al：Lung cancer detection．Results of a randomized prospective study in Czechoslovakia．Cancer 57：2427-2437，
1986（レベル 2）
3）Marcus PM et al：Lung cancer mortality in the Mayo lung project：impact of extended follow-up．J Nati Cancer lnst 92：13081316，2000（レベル 2）
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4）Nishii K et al：A case-control study of lung cancer screening in Okayama prefecture，Japan．Lung Cancer 34：325-332，2001
（レベル 2）
5）Nakayama T et al：An evaluation of chest X-ray screening for lung cancer in Gunma prefecture，Japan：a population-based
case-control study．Eur J Cancer 38：1380-1387，2002（レベル 2）
6）Tsukada H et al：An evaluation of screening for lung cancer in Niigata prefecture，Japan：a population-based case-control study．
Br J Cancer85：1326-1331，2001（レベル 2）
7）Sagawa M et al：A case–control study for evaluating the efficacy of mass screening program for lung cancer in Miyagi prefecture，Japan．Cancer 92：588-594，2001（レベル 2）
8）Manser RL et al：Screening for lung cancer．The Cochrane Collaboration 1-18，2004（レベル 1）
9）Oken MM et al：Screening by chest radiograph and lung cancer mortality：the prostate，lung colorectal，and ovarian（PLCO）

11）Sagawa M et al：Revised recommendation（2010 edition）on lung cancer screening in“lung cancer clinical practice guidelines”of the Japanese lung cancer society．JJLC 52：938-942，2012（レベル 4）
12）Strauss GM et al：Chest X-ray screening for lung cancer：overdiagnosis，endpoints，and randomized population trials．J Surg
Oncol 108：294-300，2013（レベル 4）
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randomized trial．JAMA 306：1865-1873，2011（レベル 2）
10）祖父江友孝：肺がん検診の新たなエビデンスとその解釈：PLCO．日がん検診会誌 20：156-159，2012（レベル 4）
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43 肺結節の良悪性の鑑別診断に次の方法は有用か？
推奨グレード

A HRCT
C1 造影 CT，PET

A

推奨グレード

C1

HRCT による肺結節の良悪性の鑑別診断は，微細形態評価が可能であり強く推奨する。
結節の良悪性の鑑別診断のために造影 CT を施行することを考慮してもよい。
PET が実施可能な施設では，施行することを考慮してもよい。

背景・目的
肺癌検診や他の疾患の経過観察中に，胸部単純 X 線撮影や CT にて発見された肺結節の取扱いに関しては，
まず HRCT を行い，結節のサイズ，辺縁の性状，増強の程度，内部の構造，周囲肺の状態などを総合して，気管
支鏡検査や経皮生検などの侵襲的検査を行うかどうかの判断を行っているのが現状である。しかし，形態の解釈
のための客観的基準が明確でなく，診断する医師による個人差が生じることが否めない。また，侵襲的検査が行わ
れない場合も経過観察にて，経時的変化をみることが行われる。近年肺結節の倍加時間の測定による悪性度の判
断も臨床応用が行われるようになってきている。
CT や MRI の造影による鑑別診断は，造影前後で造影の程度やダイナミックスタディによる増強のパターン解析も
行われている。さらに多くの施設で施行が可能となった PET/CT では，standardized uptake value（SUV）を
用いるため，CT による形態の解釈に加え結節の代謝情報が得られることから，その付加情報を加えることで，良悪
性の鑑別の精度の向上が期待されている。

解

説

₁ 高分解能 CT
過去に多くの HRCTと病理所見を対比した研究が多く行われ

，HRCT による肺結節の辺縁や内部性状に

1）2）

関する組織学的背景が理解されつつある（図 1）
。しかし，HRCT 所見の解釈は，読影者による主観的判断基
準により行われ，良悪性における客観的基準の確立がなされていないため，それぞれの研究でも判断基準がことな
る問題も指摘される。このことにより，研究に含まれる結節の組織型，性状，周囲肺の状態によって感度や特異度
に大きなばらつきがみられる

。現在の見解では，孤立性肺結節の非侵襲的鑑別診断は，サイズを考慮した上で，

3-6）

まず HRCT により行われ，
径 5 mm 未満のものは 1 年後の経過観察として，5 mm 以上で 10 mm 未満のものは，3
カ月後の短期の経過観察とし，増大傾向がみられれば侵襲的検査に移行する。10 mm 以上の結節では，PET を
併用しその結果から，侵襲性の高い検査に進むことが勧められる

7）8）

。

無症状の患者に偶然肺結節が検出された場合，HRCT のヘリカルスキャンにより，結節の容積を測定すること
も可能となった。これにより，経時的に撮影された 2 回の CT の間隔から，結節の倍加時間を算出することも可能
である。視覚的に変化がないと思われる短期の経過観察でも，このような定量的手法による倍加時間算出が行わ
れ，400 日をカットオフ値として，倍加時間が短い時は悪性の可能性を考えることも行われはじめている 。
9）

2 造影CT・MRI

悪性結節は良性結節に比較して造影効果がより強いとして，非石灰化肺結節の良性悪性の鑑別をヨード造影剤
投与前後の CT で，肺結節の CT 値の差にカットオフ値を定め，良悪性を鑑別する方法も検討された。この多施
設研究では，15 HU 以上の造影効果がみられた結節を悪性とし，未満のものを良性とした場合の感度は 98％，特
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A

B

図 1 肺腺癌

A FOV は両肺を含め，スライス厚 5 mm の通常 CT 右肺下葉背側に嚢胞性病変辺縁にわずかな
充実性病変の存在が疑われるが，性状の診断は難しい。 B FOV を片肺に絞り，スライス厚 1.3 mm
の HRCT 右肺下葉背側の嚢胞性病変辺縁の病変は，正常肺との境界が明瞭であり（→）
，肺癌を
疑わせる所見である。切除にて腺癌と診断された。

A

B
図 2 肺扁平上皮癌
A スライス厚 0.6 mm の HRCT 左肺底部に辺縁明瞭な結節がみられる。分葉
傾向やスピキュラは伴わず，良悪性の診断は難しい。 B A の 10 日後に撮影され
た PET/CT 左肺底部の結節は SUVmax 2.43 であり，HRCT と総合的に診断
を行い，悪性をより疑った。切除の結果，扁平上皮癌と診断された。
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異度は 58％という結果が得られた

。この結果から，造影 CT で造影効果が 15 HU 未満の場合，強く良性が示

10）

唆されるが，15 HU 以上造影された場合は，器質化肺炎などの場合も考えられ，良性を否定できない。また造影
ダイナミック CT を用いた良悪性の鑑別に関する研究のメタアナリシスによると，肺結節の良悪性鑑別の感度は 98
〜 89％で，特異度は 88 〜 43％と造影 CTとほぼ同等であり，診断能の向上は期待できない。一方，造影ダイナミッ
ク MRI の結果は，感度 99 〜 95％で，特異度は 79 〜 64％とやはり造影 CTとほぼ同等であった

11）

3 PET

。

肺結節の良悪性をグルコース代謝の程度によって診断する PET は，多くの研究によって，CT より高い診断能を
もつことが示された

（図 2）。さらに半定量的指標として用いられている SUV に関しては，PET 装置の機種

11-14）

や撮影方法，患者の血糖値，病変の局在（肺尖部か肺底部か）などにより左右される値であるため，良悪性鑑
別を行うカットオフ値を固定して用いることに限界がある。よって日常診療において，SUV のみを用いて良悪性を
鑑別診断することは勧められない。また，PET は比較的小さな腫瘍において容積効果が強く働き，特に直径 10
mm 未満の結節では診断能が著しく低下することが知られており，10 mm 以上の結節に対し良悪性の鑑別に応
用するよう勧められる。また，組織学的特徴では，中間悪性群の腫瘍や，肺胞上皮置換型発育の腫瘍，ムチン産
生腫瘍，中心瘢痕が強い腫瘍などは，径 10 mm 以上でも偽陰性となることが知られている。一方，結核腫やクリ
プトコッカス症のような肉芽形成性の炎症性結節の一部では偽陽性となることが知られている

。よって，あくま

15）16）

でも HRCT による形態診断に PET によるグルコース代謝の情報を付加的に適用して総合的に診断することが勧
められる。

検索式・参考にした二次資料
PubMedにより，lung nodule, differential diagnosisのキーワードを用いて検索した。
また，
日本肺癌学会ほか編：
肺癌診療ガイドライン 2005 年版を参考にした。
文

献

1）Aoki T et al：Evolution of peripheral lung adenocarcinomas：CT findings correlated with histology and tumor doubling time. AJR
174：763-768，2000（レベル 2）
2）Furuya K et al：New classification of small pulmonary nodules by margin characteristics on high-resolution CT. Acta Radiol 40：
496-504，1999（レベル 2）
3）Zwirewich CV et al：Solitary pulmonary nodule：high-resolution CT and radiologic-pathologic correlation. Radiology 179：469476，1991（レベル 2）
4）Seemann MD et al：Usefulness of morphological characteristics for the differentiation of benign from malignant solitary pulmonary lesions using HRCT. Eur Radiol 9：409-417，1999（レベル 2）
5）Takanashi N et al：The diagnostic accuracy of a solitary pulmonary nodule,using thin-section high resolution CT. Lung Cancer
13：105-112，1995（レベル 3）
6）Sakai S et al：Lung cancer associated with diffuse pulmonary fibrosis：CT-pathologic correlation. J Thorac Imaging 18：67-71，
2003（レベル 2）
7）Winer-Muram HT et al：The solitary pulmonary nodule. Radiology 239：34-49，2006（レベル 1）
8）MacMahon H et al：Guidelines for management of small pulmonary nodules detected on CT scans：a statement from the
Fleischner Society. Radiology 237：395-400，2005（レベル 1）
9）van Klaveren RJ et al：Management of lung nodules detected by volume CT scanning. N Engl J Med 361：2221-2229，2009
（レベル 1）
10）Swensen SJ et al：Lung nodule enhancement at CT：multicenter study. Radiology 214：73-80，2000（レベル 1）
11）Cronin P et al：Solitary pulmonary nodules：meta-analytic comparison of cross-sectional imaging modalities for diagnosis of
malignancy. Radiology 246：772-782，2008（レベル 1）
12）Lowe VJ et al：Prospective investigation of PET in lung nodules. J Clin Oncol 16：1075-1084，1998（レベル 2）
13）Gould MK et al：Accuracy of positron emissioon tomography for diagnosis of pulmonary nodules and mass lesions：a metaanalysis. JAMA 285：914-924，2001（レベル 1）
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14）Fletcher JW et al：A comparison of the diagnostic accuracy of 18F-FDG PET and CT in the characterization of solitary pulmonary nodules. J Nucl Med 49：179-185，2008（レベル 2）
15）Kim SK et al：Accuracy of PET/CT in characterization of solitary pulmonary lesions. J Nucl Med 48：214-220，
2007（レベル 2）
16）Nomori H et al：Evaluation of 18F fluorodeoxyglucose（FDG）PET scanning for pulmonary nodules less than 3 cm in diameter，with special reference to the CT images. Lung Cancer 45：19-27，2004（レベル 2）
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44 薬剤性肺障害の診断に HRCT は有用か？
推奨グレード

C1

十分な科学的根拠はないが，行うことを考慮してよい。

背景・目的
信頼にたる非侵襲的臨床診断法がない。臨床診断基準は，被疑薬剤で肺障害発生の報告があることや薬剤
投与後に肺障害が発症，再投与が行われた場合に肺障害が再発するなどであるが，原疾患の進行や感染症など
の除外が必須である。

解

説

薬剤性肺障害の画像所見は非特異的であり，画像診断のみによる確定診断はできないが，いくつかの有用性が
ある。薬剤性肺障害の画像所見はきわめて多彩であり，その診断には，病歴，経過などの臨床，画像，検査，病
理所見などを総合するべきである。既存の慢性線維化性間質性肺炎は，薬剤性肺障害の発症リスク因子であり，
また薬剤性肺障害発生時の生命予後不良のリスク因子でもある 。
1）

発症時画像所見は，両側性の広範なすりガラス陰影あるいは浸潤影で，小葉間隔壁の肥厚や小葉内網状陰影
一側肺が障害されている場合は，
健常側に優位な陰影を形成しやすい。どの特発
を伴う 。特徴的所見はないが，
2）

性疾患に画像が類似するかによって , 過敏性肺炎類似，好酸球性肺炎類似，器質化肺炎類似などの画像パターン
分類が行われるが，画像パターン分類の妥当性および再現性や正確な画像病理相関は十分に検討されておらず ，
3）

画像パターン分類の使用にあたっては，限界をわきまえて使用すべきである。最も重篤な肺障害は，diffuse
alveolar damage（DAD）型の肺障害であり予後不良を示唆する

（図）。CT 画像上の牽引性気管支拡張な

4）5）

図 pemertrexed による肺障害
広範なすりガラス陰影がみられる。すりガラス陰影内部の網状陰影や牽引性気管支拡張を認め，
DAD パターンを示す。
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どの構造改変所見（図）は DAD 型肺障害を意味し，予後不良を示唆するが，DAD の早期である浸出期では，
牽引性気管支拡張などの構造改変所見が認められず，画像による診断には限界がある点も重要である。
薬剤性肺障害診療における画像診断の役割は，
（1）既存の慢性間質肺炎の有無や程度の評価，
（2）肺障害
発症時期の確認，
（3）発症時の鑑別診断の一助，
（4）予後の推定，
（5）治療効果の判定などにある。発症時
における画像診断の役割に関しては，画像所見は客観的な肺障害発症の所見であり，薬剤投与歴との時間的関
係を解析する上で重要である。

PubMedによりdrug，lung injury，CT あるいはimagingのキーワードを用いて検索した。
また，
日本呼吸器学会編：
薬剤性肺障害診療の手引き第 2 版を参考とした。
文

献

1）Kudoh S et al：Interstitial lung disease in Japanese patients with lung cancer：a cohort and nested case-control study. Am J
Respir Crit Care Med 177：1348-1357，2008（レベル 2）
2）Akira M et al：Drug-induced pneumonitis：thin-section CT findings in 60 patients. Radiology 224：852-860，2002 （レベル 4）
3）Cleverley JR et al：Drug-induced lung disease：high-resolution CT and histological findings. Clin Radiol 57：292-299，2002（レ
ベル 4）
4）Inoue A et al：Severe acute interstitial pneumonia and gefitinib. Lancet 361：137-139，2003（レベル 4）
5）Sakai F et al：Leflunomide-related lung injury in patients with rheumatoid arthritis：imaging features. Mod Rheumatol 15：173179，2005（レベル 4）
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45 呼気 CT は閉塞性肺疾患の診断に有用か？
推奨グレード

C1

十分な科学的根拠はないが，行うことを考慮してもよい。

背景・目的
呼気 CT は呼吸機能イメージングとして，気管支喘息や慢性閉塞性肺疾患（COPD）における，狭窄した末梢
気道が呼気時に閉塞する結果生じる air trapping や気管・気管支の虚脱の評価など基本的に研究目的にて使用
されているが，呼気 CT が閉塞性肺疾患の“診断”に有用か検討した。

解

説

閉塞性肺疾患の“診断”においては GOLD ドキュメントや日本呼吸器学会の COPD 診断と治療のガイドラインな
どにみられるように，CT 検査は必須とされていない。閉塞性肺疾患の診断の基本は呼吸機能検査である。すな
わち，各種閉塞性肺疾患の“診断”自体には CT 検査は必要がないといえる。しかしながら，これらのドキュメント
やガイドラインにおいても形態的に他疾患との鑑別が必要な場合，あるいは軽微な気腫性病変の検出などには有用
であるとも記載されている。呼気 CT に関しても，各種閉塞性肺疾患の“診断”自体に必要との報告はない。しか
しながら呼気 CT は，閉塞性肺疾患における air trapping や気管・気管支の虚脱等の呼吸機能イメージングとして，
臨床現場においても治療計画や治療効果判定に使用される可能性はある。したがって，呼気 CT は目的に応じて
撮像する必要がある。
閉塞性肺疾患における代表的な呼気 CT の使用については，① air trapping の評価，② 気道系の虚脱の評
価，③ 気腫性病変の定量的評価，④ 吸気 CT が正常で呼気 CT で異常を認める閉塞性疾患の診断等に適応さ
れている（図）。
【呼気 CT による air trapping と肺機能評価】呼気 CT における air trapping の評価方法としては，肺野
閾値や肺野吸収値の平均値等を使用した方法があるが，いずれの方法でも種々の閉塞性肺疾患における air
trapping の程度は呼吸機能検査での閉塞性換気障害と相関すると報告されている

。ただし air trapping は

1-3）

正常者でも認められるため ，その解釈は慎重を要する。
4）

【呼気 CT による気管・気管支虚脱と肺機能評価】区域・亜区域・亜々区域気管支の内腔面積の変化を吸気
CTと比べて，気管支の虚脱を評価する方法である。吸気・呼気時の内腔比は COPD 患者において閉塞性換気
障害と相関し，この傾向はより末梢の亜々区域気管支で最も高いと報告されている 。
5）

【呼気 CT による気腫性病変の評価】呼気 CT では肺気腫を過小評価する傾向が指摘されており ，気腫性
6）

病変の定量的評価には，呼気 CT より吸気 CT が優れると 報告されている。
7）

【吸気 CT が正常で，呼気 CT において異常を認める閉塞性疾患】吸気 CT が正常で，呼気 CT において異
常を認める閉塞性疾患としては，閉塞性細気管支炎，気管支喘息などが代表的である。これらの疾患では，呼
気 CT はより軽度の異常を早期に発見できる可能性があると示唆されている 。特に移植肺に生じる bronchiolitis
6）

obliterance syndrome に対しては，感度 83％，特異度 89％と診断に有用と報告されている 。
8）

なお，呼気 CT の撮像方法にはいつくかあり，① end-expiratory scan，② continuous expiratory scan，③
dynamic scan などが報告されている。一般的には残気量で息止めして撮像する end-expiratory scan が一般的
である。dynamic scan は気管・気管支軟化症における気道虚脱の検出に優れていると報告されているが ，被
9）
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曝の観点からは特殊な目的以外には臨床現場では行う利点は少ない。また呼気 CT の撮像プロトコールに関して
も，
被曝量を低減する必要がある。管電流を減らすほど読影者間の一致率や画像評価の確信度が低下するが，20
mAs までは問題とならないとも報告されている 。
10）

検索式・参考にした二次資料
PubMed によりCT，expiratory OR expiration のキーワードを用いて，1985 年１月～ 2014 年 12 月までの期
間で検索した。また，Global Strategy for Diagnosis，Management，and Prevention of COPD（Updated
December 2016）
，
および，
日本呼吸器学会編：COPD（慢性閉塞性肺疾患）診断と治療のためのガイドライン第 4
版，2013 を参考にした。
文

献

1）Lamers RJ et al：Chronic obstructive pulmonary disease：evaluation with spirometrically controlled CT lung densitometry.
Radiology 193：109-113，1994（レベル 2）
2）Arakawa H et al：Air trapping on expiratory high-resolution CT scans in the absence of inspiratory scan abnormalities：correlation with pulmonary function tests and differential diagnosis. AJR 170：1349-1353，1998（レベル 4）
3）Matsuoka S et al：Quantitative assessment of air trapping in chronic obstructive pulmonary disease using inspiratory and expiratory volumetric MDCT. AJR 190：762-769，2008（レベル 4）
4）Tanaka N et al：Air trapping at CT：high prevalence in asymptomatic subjects with normal pulmonary function. Radiology 227：
776-785，2003（レベル 2）
5）Matsuoka S et al：Airway dimensions at inspiratory and expiratory multisection CT in chronic obstructive pulmonary disease：
correlation with airflow limitation. Radiology 248：1042-1049，2008（レベル 4）
6）Nishimura K et al：Comparison of different computed tomography scanning methods for quantifying emphysema. J Thorac
Imaging 13：193-198，1998（レベル 4）
7）Gevenois PA et al：Pulmonary emphysema：quantitative CT during expiration. Radiology 199：825-829，1996（レベル 3）
8）Bankier AA et al：Bronchiolitis obliterans syndrome in heart-lung transplant recipients：diagnosis with expiratory CT. Radiology
218：533-539，2001（レベル 3）
9）Baroni RH et al：Tracheobronchomalacia：comparison between end-expiratory and dynamic expiratory CT for evaluation of central airway collapse. Radiology 235：635-641，2005（レベル 4）
10）Bankier AA et al：Air trapping：comparison of standard-dose and simulated low-dose thin-section CT techniques. Radiology
242：898-906，2007（レベル 3）
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46 特発性肺線維症（IPF）の診断に HRCT は有用か？
推奨グレード

必ずしも HRCT で診断可能ではないが，UIP パターン（通常型間質性肺炎）に対しては
高い陽性的中率があり，施行することを強く推奨する。

A

背景・目的
特発性肺線維症（idiopathic pulmonary fibrosis：IPF）の約半分が非典型的な HRCT 像を呈する が，典
1）

型的な HRCT 所見の UIP パターンにおける高い正診率のために ATS/ERS の特発性間質性肺炎の診断基準には，
HRCT 所見が重視されている。HRCT を特発性肺線維症の診断にいかに用いるかを解説した。

解

説

IPF は典型的には UIP パターンの画像パターンを呈し，これらにはそれぞれ特徴的な HRCT 所見がある（図）
。
IPF において，病理診断や HRCT 診断では特発性であるかどうかを診断することはできず，臨床的に原因の
ある間質性肺炎をすべて除外されていることが必要である。しかしながら HRCT は，IPF の診断において非侵襲
的検査のなかで最も重要な位置を占めている。特発性間質性肺炎の ATS/ERS のガイドライン （2002 年）に
2）

は，HRCT は特発性間質性肺炎の評価に不可欠であり，臨床画像病理を総合した診断が必要であることが記載
されている。さらに，HRCT の読影ではまず，典型的な UIP パターンが存在するか否かを判断すべきであることが
述べられている 。それは，IPF に典型的な HRCT 像の時の診断の正診率が 90% 以上であり，IPF が他の間
2）

質性肺炎より予後不良で治療方法が異なるからである。2002 年ガイドライン時での基準を用いた研究ではあるが，
慢性の特発性間質性肺炎の HRCT 診断の正確さを検討した文献では，79% が HRCT で正しく診断され，その
内，IPF/UIP の正診率は 62% ，NSIP86% ，RB-ILD ないし DIP は 83% ，LIP は 79% であった 。同じくIPF
3）

が疑われた症例における検討

では，胸部放射線科のエキスパートは約 60% に正しくUIP を診断し，陽性的中率

4）

は 96% であった。HRCT での特発性間質性肺炎の正診率は対象と診断基準により大きな違いが生じる。肺気腫
を合併している時は正診率が有意に低下する 。98 例の病理的に UIP パターンを持ち，臨床的に IPFと診断し
5）

た症例における HRCT 所見の検討

では，definite UIP は 34%，30% は HRCT で suggestive of alternative

6）

diagnosis であった。
2011 年の IPF に関する ATS/ERS のガイドラインでは，IPF の画像診断に関してさらに詳細に基準が決めら
れた。HRCT 所見が definite UIP パターンの症例では病理診断は必要なく，possible UIP パターンであれば
病理所見が possible や nonclassifiable fibrosis であっても IPF と診断され，HRCT 所見が inconsistent with
UIP パターンであれば病理所見が UIP でも IPF の診断は possible とされている 。definite UIP パターンと診
7）

断するためには蜂巣肺の存在と肺底部胸膜下優位の分布，inconsistent with UIP パターンの所見（上中肺野
優位，気管支血管束周囲優位，広範なすりガラス影，微細粒状影，嚢胞，モザイクパターン / エアートラッピング，
consolidation）がないことが必要である 。2013 年には特発性間質性肺炎に関するガイドラインの改訂版が出さ
7）

れたが，IPF に関しては 2011 年の分類を踏襲している 。
8）

間質性肺炎において retrospective study で HRCT 所見は，内科医の最初の診断を 50% 以上で変えること
が報告されている 。別の報告では，複数の臨床医の診断の一致率は，臨床医が HRCT のみで診断した場合κ
9）

値 0.41 であったものが，HRCT に臨床情報が加わると0.51 に上昇し，放射線科医が加わると0.67 に上昇，病理
診断が加わると0.75となり，さらに臨床医，放射線科医および病理医の consensus diagnosis では 0.85となったこ
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図

IPF の HRCT 像

両側下肺野胸膜下優位に網状影，蜂巣肺が認められる。

とが述べられている 。
10）

HRCT は診断に加えて予後評価に用いられる。IPF では牽引性気管支拡張像の程度が予後に関係することが
報告されている 。また，病理診断と同様に HRCT 診断での UIP パターンとNSIP パターンの生存率に有意差が
6）

認められ，病理組織診断が UIP パターンで HRCT 診断が蜂巣肺を呈する UIP パターンにと，典型例と非典型例
で予後の差が報告されている 。
11）

検索式・参考にした二次資料
PubMed によりHRCT，interstitial pneumonias，sensitivity，specificity のキーワードを用いて検索した。ま
た，the ATS/ERS/JRS/ALAT Committee on Idiopathic Pulmonary Fibrosis 編：ATS/ERS のガイドライ
ン，2002 年，2011 年，2013 年と関連資料を参考にした。
文

献

1）Souza CA et al：ldiopathic pulmonary fibrosis：spectrum of high-resolution CT findings．AJR 185：1531-1539，2005（レベル 4）
2）American Thoracic Society Documents：American Thoracic Society DocumentsAmerican Thoracic Society/European
Respiratory Society international multidisciplinary consensus classification of the idiopathic interstitial pneumonias．Am J Respir
Crit Care Med 165：277-304，2002（レベル 3）
3）Sumikawa H et al：Usual interstitial pneumonia and chronic idiopathic interstitial pneumonia：analysis of CT appearance in 92
patients．Radiology 241：258-266，2006（レベル 4）
4）Hunninghake GW et al：Utility of a lung biopsy for the diagnosis of idiopathic pulmonary fibrosis．Am J Respir Crit Care Med
164：193-196，2001（レベル 4）
5）Akira M et al：Usual interstitial pneumonia and nonspecific interstitial pneumonia with and without concurrent emphysema：thinsection CT findings．Radiobgy 251：271-279，2009（レベル 4）
6）Sumikawa H et al：Computed tomography findings in pathological usual interstitial pneumonia：relationship to survival．Am J
Respir Crit Care Med 177：433-439，2008（レベル 4）
7）An Official ATS/ERS/JRS/ALAT Statement：idiopathic pulmonary fibrosis：evidence- based guidelines for diagnosis and management．Am J Respir Crit Care Med 183：788-824，2011（レベル 3）
8）Travis WD et al：An official American Thoracic Society/European Respiratory Society statement：update of the international
multidisciplinary classification of the idiopathic interstitial pneumonias．Am J Respir Crit Care Med 188：733-748，2013（レベ
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47 ARDS の診断に CT は有用か？
推奨グレード

ARDS の診断に CT は必須ではないが補助診断として認められており，また病勢把握に

C1

は有用であり施行することを考慮してもよい。

背景・目的
ARDS（acute respiratory distress syndrome，急性呼吸窮迫症候群）は胸部 X 線所見がその診断に重要
な役割を持つ症候群である。ARDS 診断に対する CT の有用性を検討した。

解

説

ARDS は 1967 年に Ashbaugh らが報告したのが始まりであるが，当初より胸部 X 線で両肺びまん性浸潤影を
認める事が記されていた（図 1） 。1994 年にその定義と診断基準がまとめられ ARDS は世界共通の概念とな
1）

。以前まで定義に含まれ
り ，2012 年にはベルリン定義 と呼ばれる新たな診断基準に改訂されるに至った（表）
2）

3）

ていた ALI（acute lung injury）は廃止され，代わりに PaO2/FiO2（動脈血酸素分圧／吸気酸素分画）の値
により軽症，中等症，重症の三段階に区分されている。胸部 X 線は診断の必須項目となっており，両側性肺野陰
影の存在と胸水や無気肺，結節等の除外が診断基準となっている。しかしながら，胸部 X 線は同時に問題点も指
摘されている。21 名のエキスパートによる X 線の読影実験では一致率がκ=0.55と中等度の一致率であり，ARDSと
判定した割合は 36 〜 71% まで読影者間で差があった 。また，CT を用いて診断した ARDS 症例の X 線を検討し
4）

た研究では，感度が 0.73，特異度が 0.70とCT より劣る結果となっている 。
5）

一方，CT に関しては今回のベルリン定義でも検討されたが，最終的には補助診断として用いるとの位置付けで
診断基準に加えることは見送られた。その理由として，撮影のために重症患者を移動させるというリスクがあること，
また日本と異なり世界的には CT をどこでもとれる環境にないといった点が挙げられている 。しかしながら，CT で
6）

は X 線にはない利点がある。HRCT の所見は，ARDS の病理所見である diffuse alveolar damage（DAD）
の進行期をよく反映しており，牽引性気管支拡張像のないすりガラス状陰影や浸潤影は病理で滲出期もしくは早期
の増殖期を示し（図 2）
，牽引性気管支拡張像を伴うすりガラス状陰影や浸潤影は，増殖期や線維化期を示して
いた（図 3） 。また，ARDS の原因が直接肺損傷（肺炎，誤嚥，肺損傷等）か間接肺損傷（敗血症，胸部
7）

以外の外傷等）かの鑑別には，CT が有用だと報告されている 。ARDS 患者 29 名に対する研究によると，直接
8）

肺損傷は間接肺損傷に比べて CT での異常の範囲が広く，ICU 滞在期間も中央値が 21 日と12 日とより長かった 。
9）

他にもHRCT での所見は，ARDS/ALI 患者での予後を反映すると言われている。HRCT でスコア化した研究では，
線維性増殖を示す牽引性気管支拡張像の様な所見が，予後不良を予測する因子だと報告している 。また，他
10）

の研究では CT で肺野の 80% 以上をしめる異常影，RA/LA ratio が１以上，静脈瘤様気管支拡張像が ARDS
での予後不良因子と報告している 。以上のように診断に必須ではないが，CTもまた臨床上重要であると考えら
11）

れる。

検索式・参考にした二次資料
PubMed によりacute respiratory distress syndrome，CT，Berlin definition で検索した。また，肺癌診療
ガイドライン 2014 年版，社団法人日本呼吸器学会 ARDS ガイドライン作成委員会編集：ALI ／ ARDS 診療のた
めのガイドライン（第 2 版）
，2010 を参照した。
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図 1 ARDS 胸部単純 X 線像
両側肺野に浸潤影・すりガラス状陰影が認められる。
表

ARDS の診断基準（ベルリン定義）

経過

既知の臨床病態による侵襲もしくは呼吸器症状の
増悪や出現から 1 週間以内

胸部 X 線

両側肺野陰影：胸水や無気肺，結節等では説明で
きないもの

肺水腫の原因

心不全や輸液付加では説明しきれない呼吸不全
危険因子がはっきりしない場合は客観的評価（心
エコー等）による静水圧性肺水腫の除外を要する
【 軽 症 】200mmHg < PaO2/FiO2 ≦ 300mmHg
with PEEP/CPAP ≧ 5cmH2O
【中等症】100mmHg < PaO2/FiO2 ≦ 200mmHg
with PEEP ≧ 5cmH2O
【重症】PaO2/FiO2 ≦ 100mmHg with PEEP ≧

酸素化

図 3 ARDS 発症後 1 カ月後
両肺にすりガラス状陰影・浸潤影を認め，牽引性
気管支拡張像を伴っている。

5cmH2O

文

献

1）Ashbaugh DG et al：Acute respiratory distress in adults．Lancet 2：319-323，1967（レベル 4）
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図 2 ARDS 発症 6 日後の胸部 CT 像
両側肺野に浸潤影・すりガラス状陰影が斑状に
分布している。気管支拡張像は見られない。

❸胸

48

部

低線量 CT による肺がん検診は有用か？

推奨グレード

C1

推奨グレード

C2

C1 高危険群（男女 50 歳以上で，喫煙指数 600 以上）
C2 非高危険群
高危険群に対して，十分な科学的根拠はないが，対策型検診として施行することを考慮
してもよい。
非高危険群に対しては科学的根拠がないので , 対策型検診としては勧められない。任意
型検診としては，効果が不明なことや，過剰診断や被曝などの不利益について適切に説
明したうえで行うことはよい。

背景・目的
低線量 CT 肺がん検診は，死亡率減少効果の十分な根拠が得られていなかったため，対策型検診ではなく任
意型検診として限定的に行われてきたが（図）
，近年有効性を認める報告が出された。

解

説

₁ 間接的証拠（発見率，5年生存率）
低線量 CT 検診によるⅠ期肺癌の発見率は，本邦での Sobue ら ，Sone ら ，Nawa ら ，吉村ら による報告，
1）

2）

3）

4）

および International Early Lung Cancer Action Program（I-ELCAP） による報告では初回検診 75 〜 100％，
5）

繰り返し検診 79 〜 100％と高い割合である。
発見肺がんの 5 年生存率について，Sobue ら は，初回検診発見者で 76.2％，繰り返し検診発見者で 64.9％と
1）

報告している。また，Nawa ら は，初回 91％，繰り返し 84％であり，女性・非喫煙・腫瘍径が小さい・non-solid
6）

の形態であることを生存率が高い要因と分析している。

2 直接的証拠

2011 年に無作為化比較試験の National Lung Screening Traial（NLST） は，高危険群における低線
7）

量 CT 検診での肺癌死亡率減効果は 2.47/1,000 人年であり，胸部単純 X 線検診群の 3.09 /1,000 人年と比較し
て 20.0％（95％ CI 6.8 〜 26.7，P＝0.004）低下したと報告した。
一方で，非高危険群に対する有効性の証明は，今後の結果報告が待たれる。

3備 考

非低線量の撮像条件（管電流 50 mAs 超）では，健常者への検診として行うべきではない。 また，低線量Ｃ
Ｔ肺癌検診を適切に運用するためには，検診対象者，撮影条件と放射線被曝管理，判定基準，精度管理，検診
受診の利益・不利益についてのインフォームド・コンセント，検診提供者の条件についても熟考することが重要であり，
日本ＣＴ検診学会ではその考え方を提示している。

検索式・参考にした二次資料
PubMed お よ び MEDLINE に よ り，lung cancer，screening，low-dose，CT，sensitivity，specificity，
mortality で検索した。また，平成 18 年度 厚生労働省がん研究助成金「がん検診の適切な方法とその評価法
の確立に関する研究」班編：有効性評価に基づく肺がん検診ガイドライン，2006（http://canscreen.ncc.go.jp/
pdf/guideline/guide_lung070111.pdf）
，
「低線量ＣＴによる肺癌検診の手引き」および肺がん CT 検診ガイドラ
イン「日本における低線量 CT による肺がん検診の考え方」（http://www.jscts.org/pdf/guideline/ct130726.
pdf）を参照した。
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A

B
高分化腺癌

pT1N0M0，Stage Ⅰ A

低線量 CT 画像

B

HRCT 画像
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3）Nawa T et al：Lung cancer screening using low-dose spiral CT：results of baseline and 1-year follow-up studies. Chest 122：
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49 膠原病の種類によって HRCT 所見に違いはあるか？
推奨グレード

C1

各膠原病における肺病変の HRCT 所見にはオーバーラップが多く，明確な所見の違いが
見いだしにくいが，特徴的所見を呈した場合にはある程度の鑑別は可能である。

背景・目的
膠原病肺病変は膠原病の種類により治療方針，予後が異なり，また，肺病変先行型の膠原病もある程度の頻度
で存在し，初期には膠原病の特定が困難であることもある。肺病変の HRCT 所見により，膠原病の種類が類推で
きるかどうかを検討した。

解

説

一つの論 文において，膠 原 病の種 類〔 関 節リウマチ（rheumatoid arthritis：RA）
，強 皮 症（systemic
sclerosis：SSc）
，
多発筋炎・皮膚筋炎（polymyositis/dermatomyositis：PM/DM）
，
混合性結合組織病（mixed
connective tissue disease：MCTD）
，原発性シェーグレン症候群（primary Sjögren syndrome：pSjS）
，全身
性エリテマトーデス（systemic lupus erythematosus：SLE）〕による HRCT 所見の相違を検討した論文は存在
しない。外科的生検にて NSIP であると判明した 49 例の膠原病肺病変について，HRCT 所見から，膠原病の種
類の推定が可能かどうかを検討した論文がある 。それによると，膠原病の推定は 45 例中 22 例（45%）で可能
1）

であった。各膠原病では RA 47%，SSc 38%，PM/DM 61%，pSjS 25%，MCTD 0%と膠原病の種類により，正
診率に幅がある 。筆者らは SSc における小葉内網状影，PM/DM における胸膜直下線状影などの，典型的な
1）

所見を呈した場合にはある程度診断可能であると結論づけている。各膠原病における CT 所見の特徴については，
各膠原病についての CT 所見の報告

を解析して，以下の知見が得られた。

2-13）

RA においては気道病変が高頻度で，気管支拡張，閉塞性細気管支炎，濾胞性細気管支炎が比較的高頻度
それらを反映して mosaic perfusion，
小葉中心性陰影，air trapping が見られる
に見られ ，
2）

UIP，NSIP パターンがほぼ等頻度で ，OP パターンも時に見られる
4）

ンを示す例が最多であると報告されている

。間質性肺炎では，

2）
3）

。最近の論文では，RA は UIP パター

2）5）6）

。これらを反映して，HRCT ではスリガラス様高吸収域（ground-glass

6）
7）

attenuation：GGA）
，網状影，コンソリデーションがみられ，蜂窩肺が他の膠原病より目立つ

。

2）5）

SSc では病理学的に NSIP パターンが最多であることを反映して，背側，胸膜直下の GGA 内に微細網状影が
重積することが特徴的で，牽引性気管支拡張を伴う。IPF/UIP よりも特発性 NSIP により似た所見を呈する

。

2）8）

PM/DM では，高頻度な病理所見である NSIPとOP パターンを反映して，胸膜直下の線状影あるいは帯状影
に加えて，融合する GGA およびコンソリデーションが重積する所見が下肺野優位に見られる
比し，コンソリデーションが高頻度，かつ，蜂窩肺の頻度は低いのが特徴である

。他の膠原病に

9）10）

（図）。また，筋症状を呈さな

2）9）10）

い DM 例（amyopathic DM：ADM）には急速に進行する間質性肺炎を呈する事があり ，上記の所見を呈し
11）

た場合には，臨床的に，ADM の存在に注意する必要がある。
MCTD においては，病理学的には UIP あるいは NSIP パターンの報告があり

，GGA，コンソリデーション，

2）12）

蜂窩肺，小葉中心性結節影などが報告されている 。
12）

pSjS では，RAと並んで FB などの気道病変が高頻度であり，小葉中心性陰影，tree-in-bud を呈する 。間
13）

質性肺炎では，LIP，NSIP，UIP の報告があり，LIP では小葉中心性陰影および嚢胞形成が特徴的である

。

2）13）

SLE においては，急性ループス肺炎，びまん性肺胞出血が重要な合併症で ，いずれもびまん性あるいは斑状
2）
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パターン + OP パターン）
80 歳代女性。両側下肺野に胸膜直下，およ
び，気管支に沿って GGA が見られ，内部の
気管支は拡張している（牽引性気管支拡張）
。
Consolidation も混在しており，また，胸膜に
平行に帯状影も見られる。

の GGA あるいは consolidation を呈する。
膠原病の肺病変は多彩であり，また，NSIP パターンが最も高頻度であることから，HRCT 所見としては GGA が
高頻度で，膠原病間での差を見いだしにくい。しかし，気道病変を呈した場合には，RA，pSjS，蜂窩肺が目立つ
場合は RA，内部に網状影を有する GGA が主体の場合には SSc，末梢あるいは気管支に沿った consolidation
が主体の場合には PM/DM が，それぞれ考えやすく，膠原病の種類の推定が可能となる場合がある。

検索式・参考にした二次資料
PubMed および，医学中央雑誌において，collagen disease，connective tissue disease，および個々の膠原病
（rheumatoid arthritis，systemic sclerosis，dermatomyositis，polymyositis，lupus erythematosus, systemic，
mixed connective tissue disease，Sjögren's Syndrome）
，tomography, X-ray computed，lung のキーワードを
用いて検索した。2013 年からの変更点として，各膠原病を overviewした１論文を新たに加えた。さらに RA 肺病変
において，UIP パターンが NSIP パターンより優勢であることが記された 2 論文を加えた。
文

献
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Thorac Imaging 16：94-98，2001（レベル 3）
13）Taouli B et al：Thin-section chest CT findings of primary Sjögren's syndrome：correlation with pulmonary function．Eur Radiol
12：1504-1511，2002（レベル 2）
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50 縦隔腫瘍の診断に MRI は有用か？
推奨グレード

MRI は縦隔嚢胞性病変の診断に有用であり，縦隔充実性腫瘍においても付加的な情報が

B

得られることがある。後縦隔腫瘍の診断にも有用性が高く，推奨する。

背景・目的
通常，縦隔腫瘍の画像診断には，はじめに CT が用いられる。続いて MRI が撮像されることもあるが（図）
，そ
の必要性や有用性について，十分検討されているとはいい難い。縦隔腫瘍の診断における MRI の有効性につい
て検討した。

解

説

縦隔腫瘍の発生部位は，2009 年の取扱い規約では縦隔上部，前縦隔，
中縦隔，後縦隔に分類されている。また，
内部性状により嚢胞性病変と充実性病変に大別される。MRI の有用性を述べる際には，これらの発生部位と内部
性状を考慮する必要がある。
縦隔腫瘍における CTとMRI の有用性を直接比較した報告はほとんどない。前縦隔腫瘍を対象とした CTと
MRI による診断能の比較報告

によると，胸腺腫では CT 83%，MRI 84%，胸腺癌で CT 38%，MRI 13%，奇

1）

形腫で CT 58%，MRI 38%，悪性胚細胞性腫瘍で CT 35%，MRI 27%，悪性リンパ腫では CT 55%，MRI 43%
である。これらの前縦隔充実性腫瘍では，CT は MRI に比し同等以上の診断能である。特に，奇形腫の診断に
おいては，CT が MRI に有意に勝る。胸腺嚢胞，気管支嚢胞，食道嚢胞などの縦隔嚢胞性病変は出血や蛋白
の含有により，単純 CT や MRI Tl 強調像で多彩な吸収値や信号を呈することが知られており

2）3）

診断に苦慮す

ることもあるが，前述の報告では胸腺嚢胞の診断において CT 46%，MRI 71%とMRI の診断能が有意に高い 。
1）

胸腺上皮性腫瘍を対象として CTとMRI の各所見の描出能を比較した報告

によると腫瘍周囲被膜は CT 18%，

4）

MRI 75%，腫瘍内隔壁は CT 13%，MRI 43%，腫瘍内出血は CT 5%，MRI 17%と，MRI の描出能が有意に
優れており，MRI で腫瘍を分割する線維性の隔壁や腫瘍を取り囲む被膜が描出された場合には，低悪性度の胸
腺腫を示唆すると報告されている。ダイナミック MRI を用いて Stage Ⅲの胸腺腫を鑑別可能という報告もある 。
5）

胸腺上皮性腫瘍の MRI 所見とWHO 組織分類の関連を検討した報告

では，被膜を伴う境界明瞭平滑な円形

6）

の腫瘍は Type A 胸腺腫を示唆し，T2 強調像での腫瘍内低信号域や縦隔リンパ節腫大を伴う腫瘍は胸腺癌を
示唆すると報告されている。この他のタイプでは MRI 所見から WHO 組織分類を類推することは困難である。胸
腺腫と胸腺過形成の鑑別には，MRI の chemical shift imaging が有用であると報告されている 。 胸腺上皮性
7）

腫瘍の大血管浸潤評価に関しては，CTとMRI は同程度

であることから，ヨードアレルギーなどのため CT で造

4）

影剤が使用できない場合に，MRI を用いて浸潤性評価が可能なことがある。
後縦隔に発生する腫瘍は，ほとんど神経鞘腫，神経線維腫，神経節細胞腫，傍神経節腫，神経芽細胞腫など
の神経原性腫瘍であり，腫瘍と神経や椎間孔などとの関連の検討に MRI が有用である （図）。近年，CT により
8）

ボリュームデータを用いて MPR 画像が容易に作成でき，横断像以外の画像再構成が可能である。MRI の優位
性が薄れつつあるが，後縦隔腫瘍に関して CTとMRI の有用性を比較した報告はない。
また近年，縦隔腫瘍の拡散強調像に関する論文がいくつかみられる。充実性腫瘍の拡散強調像の検討

では，

9）

悪性腫瘍は良性腫瘍に比べて，見かけ上の拡散係数（apparent diffusion coefficient：ADC）の値が低いと報
告されている。胸腺上皮性腫瘍の拡散強調像の検討
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A

B

図 神経節細胞腫
A 造影 CT 後縦隔（右傍椎体）に腫瘍が認められる。造影効果は中等度で，内部はほぼ
均一である。 B MRI 造影 T1 強調冠状断像 MRI では腫瘍の上下方向の広がりを把握しやす
い。数椎体にまたがって広基性に進展する長細い腫瘍であることがわかる。

りもADC 値が低く，進行した Stage Ⅲ，Ⅳの腫瘍は Stage Ⅰ，ⅡのものよりもADC 値が低いと報告されている。非
造影で縦隔腫瘍の内部性状に関して付加的な情報が得られる可能性がある。

検索式・参考にした二次資料
PubMed によりMRI，thymoma，thymic epithelial tumor，lymphoma，mediastinum，mediastinal tumor
のキーワードを用いて検索した。また縦隔腫瘍取扱い規約（第 1 版，2009 年）を参考にした。
文

献

1）Tomiyama N et al：Anterior mediastinal tumors：diagnostic accuracy of CT and MRI．Eur J Radiol 69：280-288，2009（レベル 4）
2）Murayama S et al：Signal intensity characteristics of mediastinal cystic masses on T1-weighted MRI．J Comput Assist Tomogr
19：188-191，1995（レベル 4）
3）Jeung MY et al：Imaging of cystic masses of the mediastinum．Radiographics 22：S79-93，2002（レベル 4）
4）Sadohara J et al：Thymic epithelial tumors：comparison of CT and MR imaging findings of low-risk thymomas，highrisk thymomas，and thymic carcinomas．Eur J Radiol 60：70-79，2006（レベル 4）
5）Sakai S et al：Differential diagnosis between thymoma and non-thymoma by dynamic MR imaging．Acta Radiol 43：262-268，
2002（レベル 4）
6）Inoue A et al：MR imaging of thymic epithelial tumors：correlation with World Health Organization classification．Radiat Med
24：171-181，2006（レベル 4）
7）Inaoka T et al：Thymic hyperplasia and thymus gland tumors：differentiation with chemical shift MR imaging．Radiology 243：
869-876，2007（レベル 4）
8）Sakai F et al：Intrathoracic neurogenic tumors：MR-pathologic correlation．AJR 159：279-283，1992（レベル 4）
9）Razak AA et al：Assessment of mediastinal tumors with diffusion-weighted single-shot echo-planar MRI．J Magn Reson Imaging
30：535-540，2009（レベル 4）
10）Razak AA et al：Diffusion-weighted MR imaging in thymic epithelial tumors：correlation with World Health Organization classification and clinical staging. Radiology 273：268-275，2014（レベル 4）
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51 胸膜病変の良悪性の鑑別に CT は有用か？
推奨グレード

B

胸膜病変の良悪性の鑑別に有用であり，CT を推奨する。

背景・目的
胸膜病変はしばしば無症状で，画像診断による検出が重要であるが，胸部単純 X 線写真による診断は限界が
ある。CT 所見の良悪性の鑑別診断の有用性について検討した。

解

説

胸部単純 X 線写真での胸膜病変と肺内病変との鑑別は必ずしも容易ではなく，胸膜病変の診断に対しては CT
が行われる。CT では胸膜病変の広がりと形態・胸腔内発育の程度・骨破壊の有無・胸壁浸潤の有無などを把
握できる。
胸膜病変の良悪の鑑別は CT によって大多数で可能とされている。1989 年の 74 例のびまん性胸膜疾患症例（39
症例の悪性疾患，35 症例の良性疾患）に CT（石綿曝露症例を除いて造影剤を使用）を用いた後向き研究で
は，①取り囲むような胸膜肥厚（circumferential pleural involvement/pleural rind）
，②結節性胸膜肥厚，③ 1
cm 以上の壁側胸膜肥厚，④縦隔胸膜病変を用いることで，特異度がそれぞれ 100％，94％，94％，88％，感度は
それぞれ 41％，51％，36％，56％とされ，この 4 項目の 1 つ以上の存在で，悪性腫瘍 39 例中，28 例の診断が可能
であったとされる 。
1）

2001 年の同様の診断基準を用いた 40 症例の胸水貯留患者に胸部造影 CT を用いた前向き研究では，胸膜表
面の評価（結節状あるいは不整）により悪性疾患の 32 症例中 28 症例，
良性疾患の 8 例すべての診断が可能（感
度 84％，特異度 100％）であったとされる。この研究では取り囲むような胸膜肥厚は良性と悪性にほぼ等しくみられ
る信頼性に低い所見であることが示されている 。
2）

2001 年の胸膜疾患 215 症例（99 例の悪性中皮腫，39 例の胸膜転移性腫瘍，77 例の良性胸膜疾患）に造
影 CT を用いた後ろ向き研究では，取り囲むような胸膜肥厚は悪性中皮腫の 70％にみられたが，胸膜転移性腫瘍
の 15％，結核性胸膜炎の 9％，進行性良性胸膜疾患の 5％にみられ，膿胸にはみられなかったとされる。結節性胸
膜肥厚は悪性中皮腫の 48％，胸膜転移性腫瘍の 13％，結核性胸膜炎と膿胸にはみられず，進行性良性胸膜疾
患の 16％で結節に類似した肥厚を認めたとされる。1cm 以上の壁側胸膜肥厚は悪性中皮腫の 59％，胸膜転移
性腫瘍の 17％，結核性胸膜炎の 75％，膿胸の 61％，進行性良性胸膜疾患の 53％にみられ，信頼性が低いとされ
ている。縦隔胸膜病変は悪性中皮腫の 85％，胸膜転移性腫瘍の 33％，結核性胸膜炎の 22％，膿胸の 12％，進
。
行性良性胸膜疾患の 16％にみられたとされる （図 1，2）
3）

胸膜表面の評価（結節状あるいは不整）
，縦隔胸膜病変の存在が特に信頼性の高い所見であり，取り囲むよう
な胸膜肥厚と1cm 以上の壁側胸膜肥厚については状況に応じて参考所見となると考えられる。造影剤は使用され
るべきである。

検索式・参考にした二次資料
PubMed によりplaural tumor，CT のキーワードを用いて検索した。また，日本肺癌学会編：悪性胸膜中皮腫診
療ガイドライン，2007も参考にした。
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図 1 結核性胸膜炎
右胸水貯留があり，壁側胸膜に造影される表面
整な 2 〜 3 mm 厚の胸膜肥厚を認める。結核性
胸膜炎であった。

文

図 2 悪性中皮腫

右胸水貯留があり，壁側胸膜に造影される表面不整
な胸膜肥厚を認め，横隔膜上部外側では 1 cm 程
度の厚み（▲）である。悪性中皮腫であった。

献

1）Leung AN et al：CT in differential diagnosis of diffuse pleural disease. AJR 154：487-492，1990（レベル 3）
2）Traill ZC et al：Thoracic computed tomography in patients with suspected malignant pleural effusions. Clin Radiol 56：193-196,
2001（レベル 2）
3）Metintas M et al：Computed tomography features in malignant pleural mesothelioma and other commonly seen pleural diseases.
Eur J Radiol 41：1-9，2002（レベル 3）
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肺癌の T 因子診断に CT・MRI は有用か？

推奨グレード

A CT
C1 MRI

A

推奨グレード

C1

CT は強い科学的根拠があり，強く推奨する
CT で胸壁，椎体，腕神経叢，横隔膜浸潤が不確定の場合は，MRI を施行することを考

慮してもよい。

背景・目的
肺癌の治療前 T 因子診断について，CT・MRI の有用性について検討した。

解

説

T 因子のうち，腫瘍径の正確な測定に CT は必須である。特に頭尾側方向に長い腫瘍の場合，再構成冠状
断，矢状断像が有用である（図 1）
。この他，無気肺や閉塞性肺炎の有無，隣接する構造への浸潤の有無，中
枢側気管支への浸潤範囲の診断にも有用である

。T0 〜 2とT3 〜 4 の鑑別には CT・MRI の感度・特異度

1-3）

に有意差はないが（CT：63％ 84％，MRI：56％ 80％）
，縦隔浸潤については MRI が優れると報告されている 。
1）

MRI は胸壁，椎体，腕神経叢，鎖骨下動静脈，横隔膜浸潤，縦隔浸潤の有無や拡がりの診断において，CT より
も優れると報告されており

，特に肺尖部腫瘍（パンコースト腫瘍）で有用との報告が多い

1）4-6）

。CT で胸壁に

4）5）

明らかな腫瘤の存在や肋骨の骨破壊がなく，診断が不確定の場合は MRI が推奨される（図 2）
。
しかし，MDCT で得られた等方性データによる矢状断，冠状断の再構成 CTとMRI による前向き研究での比
較は行われていない。1.25mm 厚の再構成矢状断像は葉間胸膜，胸壁，縦隔浸潤の正診率が 5mm 厚 CT より
も有意に高かったと報告されているが ，MRIとの比較はなく必ずしもMRI が優れるとは断定できない。また，胸
7）

壁や縦隔浸潤の診断において，呼吸性移動を利用した cine-MRI による診断が有用との報告があり，腫瘍と胸壁
が別々に動くことを観察できれば胸壁浸潤を否定できる 。CT で腫瘍と胸壁や大血管などの縦隔構造が広く接し，
8）

浸潤が疑われる場合に適応となる。

検索式・参考にした二次資料
PubMed によりlung cancer，T-factor，invasion，CT のキーワードを用いて検索した。また，NCCN（NSCLC
ver7．2015，SCLC ver1. 2016）
，ACCP（3rd Edition）ガイドライン，ATS/ERS 公式見解も参考にした。
文

献

1）Webb WR et al：CT and MR imaging in staging non-small cell bronchogenic carcinoma：report of the Radiologic Diagnostic
Oncology Group．Radiology 178：705-713，1991（レベル 3）
2）White PG et al：Preoperative staging of carcinoma of the bronchus：can computed tomographic scanning reliably identify stage
III tumours? Thorax 49：951-957，1994（レベル 4）
3）Herman SJ et al：Mediastinal invasion by bronchogenic carcinoma：CT signs．Radiology 190：841-846，1994（レベル 4）
4）Rapoport S et al：Brachial plexus：correlation of MR imaging with CT and pathologic findings．Radiology 167：161-165，
1988（レ
ベル 4）
5）Laissy JP et al：Assessment of vascular involvement with magnetic resonance angiography（MRA）in Pancoast syndrome．
Magn Reson Imaging 13：523，1995（レベル 4）
6）Tang W et al：The presurgical T staging of non-small cell lung cancer：efficacy comparison of 64-MDCT and 3.0 T MRI．Cancer
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A

B

図 1 原発性肺癌（pT2aN0M0，stage ⅠB）

A HRCT 横断像では，最大径は 28 mm である（2 cm ＜，≦ 3 cm，cT1b）
。 B 冠状断再構成
像 腫瘍は上下に長い形態を示し，最大径 48 mm（3 cm ＜，≦ 5 cm）で，cT2a と判定される。

A

B

図 2 肺癌（cT3N2M0，stage Ⅲ A）肋骨浸潤
A 造影 CT 右肺上葉腹側に不整形腫瘤を認め，右第 1 肋骨と接しているが，明らかな骨破壊や胸壁腫
瘤は認めない。 B 造影後 T1 強調像 右第 1 肋骨および周囲の軟部組織に増強域（→）を認め，胸壁
浸潤と考えられる。

Imaging 15：14，2015（レベル 4）
7）Higashino T et al：Thin-section multiplanar reformats from multidetector-row CT data：utility for assessment of regional tumor
extent in non-small cell lung cancer．Eur J Radiol 56：48-55，2005（レベル 3）
8）Sakai S et al：Bronchogenic carcinoma invasion of the chest wall：evaluation with dynamic cine MRI during breathing．J Comput
Assist Tomogr 21：595-600，1997（レベル 4）
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53 肺癌のリンパ節転移の診断に CT・MRI を推奨するか？
推奨グレード

C1

CT・MRI とも十分な科学的根拠はないが，行うことを考慮してもよい。

背景・目的
CT は T 因子診断のみならず，N 因子診断においてもリンパ節の解剖学的な局在診断（リンパ節マップ）には
必須の検査である。しかし，転移の有無（N0 or N1/2/3）の診断能は PET が CT より高く，広く使われている。
一方，MRI の撮像技術の進歩によりN 因子診断にも有用との報告がみられる。CT，MRI，PET/CT のリンパ節
転移の診断能を比較検討した。

解

説

CT では短径 1cm 以上を腫大とする基準が用いられることが多く，感度 52 〜 75％，特異度 66 〜 88％で
あり，PET の 83 〜 91％，86 〜 92％に比べて劣る

。同じ短径 1cm 以上の基準での CT と MRI の比較で

1-3）

は，診断能はほぼ同等で有意差はない 。PET/CT の，胸腔内リンパ節の診断能は感度・特異度・正診率
4）

が 54.2%，91.9%，80.5% で，N2，N3 の正診率は 84.9％と報告されている 。従って，N 因子診断には PET/CT
5）

が推奨される（図１）
。
近年では MRI の STIR turbo spin-echo（SE）
，拡散強調像を N 因子診断に応用し，STIR の診断能は
PET/CT を上回り，PET/CT と拡散強調像は同等との報告が見られる 。2004 〜 2011 年に報告された MRI
6）

の非小細胞肺癌 N 因子診断能に関する 9 論文によるメタアナリシスでは，定量的 STIRと拡散強調像の pooled
sensitivity/specificity/ 診断オッズ比はそれぞれ 84% /91%/56.29，69%/93%/27.2と両者とも特異度が高く，診
断オッズ比は定量的 STIR で有意に高値を示している 。しかしながら，これらを標準的な検査法として用いるため
7）

には，撮像法や cut-off 値の標準化も必要であり，多施設での研究が望まれる（図 2）
。

検索式・参考にした二次資料
PubMed によりlung cancer，lymph node，metastasis，CT，MR，PET のキーワードを用いて検索した。また，
NCCN（NSCLC ver7．2015，SCLC ver1，2016）
，ACCP（3rd Edition）ガイドライン，ATS/ERS 公式見解も
参考にした。
文

献

1）McLuod TC et al：Bronchogenic carcinoma：analysis of staging in the mediastinum with CT by correlative lymph node mapping
and sampling．Radiology 182：319-323，1992（レベル 4）
2）Birim O et al：Meta-analysis of positron emission tomographic and computed tomographic imaging in detecting mediastinal
lymph node metastases in nonsmall cell lung cancer．Ann Thorac Surg 79：375-382，2005（レベル 3）
3）van Tinteren H et al：Effectiveness of positron emission tomography in the preoperative assessment of patients with suspected
non-small-cell lung cancer：the PLUS multicentre randomised trial．Lancet 359：1388-1393，2002（レベル 3）
4）Webb WR et al：CT and MR imaging in staging non-small cell bronchogenic carcinoma：report of the Radiologic Diagnostic
Oncology Group．Radiology 178：705-713，1991（レベル 3）
5）Billé A et al：Preoperative intrathoracic lymph node staging in patients with non-small-cell lung cancer：accuracy of integrated
positron emission tomography and computed tomography．Eur J Cardiothorac Surg 36：440-445，2009（レベル 3）
6）Ohno Y et al：N stage disease in patients with non–small cell lung cancer：efficacy of quantitative and qualitative assessment
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A

B

図 1 肺癌（cT1bN2M1b，stage Ⅳ）
A 下部気管傍右側（#4R）に短径 1cm 未満のリンパ節を 2 個認める。 B
ンパ節に FDG の高集積を認める。

A

PET/CT

#4Rリ

B

図 2 肺癌（cT2aN3M1b，stage Ⅳ）

A 造影 CT 下部気管傍右側（#4R）に短径 1 cm 超のリンパ節腫大を認める（太→）他，下
部気管傍左側（#4L）にも短径 1 cm 未満のリンパ節を認める（細→）
。
B 拡散強調 MRI（b ＝ 1000 s/mm2） 右肺上葉の原発巣（▲）
，#4R（太→）
，#4Lリンパ節（細
→）
，ともに高信号を示す。
with STIR turbo spin-echo imaging，diffusion-weighted MR imaging，and Fluorodeoxyglucose PET/CT．Radiology 261：605615，2011（レベル 2）
7）Zhang Y et al：Magnetic resonance imaging for N staging in non-small cell lung cancer：a systematic review and meta-analysis．
Thoracic Cancer 6：123–132，2015（レベル 1）
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肺癌の脳転移診断に頭部造影 MRI は造影 CT よりも推奨
されるか？

推奨グレード

A

頭部造影 MRI は科学的根拠があり施行することを強く推奨する。

背景・目的
脳は肺癌の遠隔転移として最も多い臓器であり，その診断は重要である。造影 MRI の脳転移の診断能を，造
影 CTと比較検討した。

解

説

造影 MRI は，単純 MRI，造影 CT，単純 CTと比べて，脳病変の検出において高い感度を示し，
より多くの転移，
より小さな転移を検出すると報告されている

。これは造影 MRI が CTと比較して，濃度分解能が高い，造影

1）2）

剤の増強効果が高い，骨のアーチファクトがない等が要因と考えられる（図）。しかし，造影 MRI は造影 CT よりも
検出率が高く，
より小さな転移を検出できたが，平均生存期間や 2 年生存率では有意差がなかったとの報告もある 。
3）

1830 例の非小細胞肺癌患者の脳転移に関する臨床評価とCTとの比較研究の 18 論文のメタアナリシスによる
と，臨床症状陰性の患者に限定した 9 つの研究の検討では，脳転移有病率の中央値が 3％，陰性的中率の中央
値が 97％であった。臨床症状陰性・陽性の両方を含めた 9 つの研究の検討では，
脳転移の中央値 14％，
感度 76％，
特異度 82％である 。一方，小細胞肺癌を対象とした脳転移検索の報告では，MRI の検出率（24％）が CT
4）

（10％）よりも高く，さらに CT で発見された脳転移症例は全例で症状を伴っていたが，MRI で発見された脳転移
症例の 11％が無症状であったとしている 。
5）

ACCP 3 ガイドラインによると，非小細胞肺癌では臨床評価陰性群での脳転移陽性率が 3％と低く，陰性的中
rd

率も非常に高いため，臨床病期 I，II では，費用対効果からも臨床的に中枢神経症状・兆候のある場合に脳 MRI
を推奨している 。しかし，無症状の脳転移が有症状の脳転移よりも予後が良好との報告があり ，無症状の脳転
4）

6）

移を検出して早期に治療を行うとの観点から，NCCN ガイドライン（NSCLC ver7. 2015）では，症状に関わらず，
非小細胞肺癌では I B 期以上に頭部 MRI を推奨している。小細胞肺癌では無症状での脳転移有病率が高いこ
とを考慮し，限局型・進展型に関わらず全例に推奨している（SCLC ver1. 2016）。しかしながら，術前の病期診
断の段階では組織診断が得られていないことも多く，すべての肺癌の病期診断に頭部造影 MRI が推奨される。
一方，3cm 以下の bronchiolo-alveolar carcinoma に限定すると，25 例全例が T1N0M0 であったとする報告
があり ，CT 上 pure ground glass opacity（GGO）を示す症例については今後の研究が必要である。腎機能
7）

低下，体内電子機器，体内金属などにより造影 MRI ができない場合は，造影 CTも妥当と考えられる。

検索式・参考にした二次資料
PubMed によりlung cancer，brain metastasis，MR，CT のキーワードを用いて検 索した。また，NCCN
（NSCLC ver7. 2015，SCLC ver1. 2016）
，ACCP（3rd Edition）ガイドライン，ATS/ERS 公式見解も参考にした。
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A

B

図 肺癌多発脳転移（cT2aN2M1b，stage Ⅳ）
A 造影 MRI 左前頭葉と左側頭葉の 2 カ所に増強結節（→）を認める。 B 造影 CT 左側
頭葉の増強域は指摘できるが（→）
，左前頭葉の病変は CT 単独では，ほぼ指摘困難である。

文

献

1）Davis PC et al：Diagnosis of cerebral metastases：double-dose delayed CT vs contrast-enhanced MR imaging．AJNR 12：293300，1991（レベル 3）
2）Akeson P et al：Brain metastases--comparison of gadodiamide injection-enhanced MR imaging at standard and high dose，contrast-enhanced CT and non-contrast-enhanced MR imaging．Acta Radiol 36：300-306．1995（レベル 4）
3）Yokoi K et al：Detection of Brain Metastasis in Potentially Operable Non-small Cell Lung Cancer．Chest 115：714-719，
1999（レベル 3）
4）Silvestri GA et al：Methods for staging non-small cell lung cancer：diagnosis and management of lung cancer，3rd ed：American
College of Chest Physicians evidence-based clinical practice guidelines．Chest 143：e211S-250S，2013（レベル 3）
5）Seute T et al：Detection of brain metastases from small cell lung cancer：consequences of changing imaging techniques（CT
versus MRI）
．Cancer 112：1827-1834，2008（レベル 4）
6）Sánchez de Cos J et al：Non-small cell lung cancer and silent brain metastasis．Survival and prognostic factors．Lung Cancer
63：140-145，2009（レベル 4）
7）Sakurai H et al：Bronchioloalveolar carcinoma of the lung 3 centimeters or less in diameter：a prognostic assessment．Ann
Thorac Surg 78：1728-1733，2004（レベル 4）
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55 肺癌の骨転移診断に骨シンチグラフィは有用か？
推奨グレード

C1

十分な科学的根拠はないが，施行することを考慮してもよい。特に PET を施行できない
場合で臨床的に骨転移が疑われる場合に考慮する。

背景・目的
原発性肺がんの初診時に，骨転移は 10 〜 30％の患者に認められ，骨転移の診断は予後の推定や治療選択に
重要である。以前は骨転移の検索は骨シンチグラフィにて行われていたが，最近では多くは PET に置き換わって
いる。その理由は，PET は骨シンチグラフィと感度が同等で特異度が優れる点であり

，骨シンチグラフィは外傷，

1-3）

感染，関節症でも集積が亢進するため，特異度が低くなるためである。逆に骨シンチグラフィの利点は 検査時間
が短い，造骨性骨転移に対する偽陰性が PET に比べて少ない点である。原発性肺癌の骨転移の診断において，
骨シンチグラフィとPET で診断能を比較した。

解

説

8 論文のメタアナリシス（723 患者）では，平均有病率 20％の原発性肺癌患者において，骨シンチグラフィの骨
転移に対する感度・特異度は 82％・62％であり，特異度がやや低いことが報告されている 。一方，PET/CT
1）

の 9 論文，PET の 6 論文，MRI の 6 論文，骨シンチグラフィの 16 論文からなる 17 論文のメタアナリシス（2,940
患者）では，PET/CT，PET，MRI，骨シンチグラフィの感度と特異度は，それぞれ 92％，87％，77％，86％
と98％，94％，92％，88％であり，オッズ比は PET/CT（449.17）とPET（118.25）が MRI（38.27）や骨シンチ
グラフィ（63.37）より有意に高いと報告されている （図）。これらのメタアナリシスに含まれていない論文でも，PET
2）

は骨シンチグラフィよりも診断能が高いと報告されている 。
3）

ACCP ガイドラインや ATS/ERS 公式見解では，
臨床症状を有する患者にのみ骨シンチグラフィを推奨しているが，
Schirrmeister らの研究では無症状患者の 27％に骨転移が発見され，骨シンチグラフィの感度は 87％で，骨シンチ
グラフィを使用しなかった場合，14 〜 22％の患者が骨転移を見落とされ，不要な手術や術前化学療法を受けること
になったと報告している 。
4）

最新の NCCN ガイドラインでは，全病期に PET を推奨しており，無症候性の骨転移の否定を目的とした骨シンチ
グラフィを全例に施行することは推奨されないとしている。PET には縦隔リンパ節転移と遠隔転移の両方の目的が
あり，まず第 1 選択と考えられ，骨シンチグラフィは PET が施行できない施設において有症状患者にのみ推奨され
ると考えられる。

検索式・参考にした二次資料
PubMed によりlung cancer，bone metastasis，bone scintigraphy のキーワードを用いて検索した。また，肺癌
診療ガイドライン 2014 年版，NCCN（ver.2. 2013）
，ACCP（2nd ed）ガイドライン，ATS/ERS 公式見解も参考にした。
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A

B

図 肺癌（cT1bN2M1b，stage Ⅳ）
A 骨シンチフラフィ 正面像 下部腰椎に高集積を認め転移が疑われるが，その他の部位には明
らかな異常集積を認めない。 B PET 胸腰椎および左腸骨に多数の高集積を認める（→）
。い
ずれも経過観察 CT で増大し，多発骨転移と診断した。

文

献

1）Silvestri GA et al：Noninvasive Staging of Non-small Cell Lung Cancer：ACCP Evidence-Based Clinical Practive Guidelines，
2nd ed. Chest 132（3 suppl）
：178S-201S，2007（レベル 2）
2）Qu X et al：A meta-analysis of（18）FDG-PET-CT，
（18）FDG-PET，MRI and bone scintigraphy for diagnosis of bone metastases in patients with lung cancer. Eur J Radiol 81：1007-1015，2012（レベル 3）
3）Marom EM et al：Staging non-small cell lung cancer with whole-body PET. Radiology 212：803-809，1999（レベル 3）
4）Schirrmeister H et al：Omission of bone scanning according to staging guidelines leads to futile therapy in non-small cell lung
cancer. Eur J Nucl Med Mol Imaging 31：964-968，2004（レベル 3）
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肺癌の N 因子・M 因子病期診断に PET は有用か？

推奨グレード

B

肺癌の N 因子・M 因子病期診断に PET は有効であり，推奨する。

背景・目的
PET は陽電子（positron）を放出するアイソトープを投与し，その体内分布を画像化してトレーサーの分布・動
態から診断を行うモダリティである。PET の特徴には，①検出感度が高い，②解像度良好，③体内吸収の補正可
能といった点があり，CTとともに肺癌の病期診断で利用されてきた（図 1，2）
。

解 説
₁ N因子の診断
肺癌の病期診断上，特に術前病期診断において最も重要なファクターは縦隔リンパ節（N2）因子の診断である。
PET の特徴には，①検出感度が高い，②解像度良好，③体内吸収の補正可能という利点が知られているものの，
縦隔リンパ節（N2）因子の診断では，
①半定量的指標による診断カットオフ値の欠如，
②分解能限界が 7 〜 10mm
であること，③高分化，低悪性度腫瘍には集積が弱い，④炎症の偽陽性の 4 点が大きなピットフォールとなっている。
PET による（N2）因子診断の報告は多い

。

1-3）

Silvestri らは，1994 〜 2006 年までに掲載された縦隔リンパ節（N2）因子診断に関する 44 試験のレビューを
，特異度 85%
報告した 。2865 例の肺癌患者データよりsROC 解析を実施し，感度 74%（95%CI，69 〜 79%）
4）

（95%CI，82 〜 88%）であった。PET は，CT による縦隔リンパ節（N2）因子診断よりも正確であるが完全では
ない結果といえる。特に臨床病期ⅠB 〜Ⅲ B が予想される症例では，PET による縦隔リンパ節（N2）因子診断は
意義深く，もし PET により異常所見がみられた場合には，術前に EBUS，胸腔鏡，縦隔鏡などによるリンパ節診断
の精査を実施することが推奨される。
Gould らは PET の分解能限界が 7 〜 10mm であることを加味し，10mm 以上に腫大したリンパ節病変のみで
メタアナリシスを実施した 。PET による感度は 100%，特異度は 78% であった。一方，10mm 未満のリンパ節で
5）

同様の解析をしたところ，感度 82%，特異度 93%となり，PET では約 2 割の患者が偽陰性となることを示した。
PET/CT を用いた多施設のランダム化比較試験の結果では，Fischer らは，感度 95%，特異度 85%と報告し
ており，PET のデータよりも改善が認められる 。
6）

2 M因子の診断

PET による肺癌の M 因子診断では，想定外の転移が 10 〜 20% の患者に認められることが知られている 。こ
4）

の事実は臨床的インパクトが高いものの，多くのデータは単施設小規模の前向き試験で得られている。M 因子診断
における PET の問題点としては，①統一化されていない評価方法，②脳転移の扱い，③ PET 陰性時の確証方法，
④患者予後への寄与があげられる。
Li らは 9 試験のメタアナリシスにて，PET による肺癌の M 因子診断の感度は 93％，特異度は 96%と報告して
いる 。転移臓器別でみると，脳転移の場合，PET による診断感度は 60% に留まり，小病変や腫瘍の存在範囲
7）

については MRI の精度が最も高い 。肝転移の診断精度は 92 〜 100% であるが，データ量は不十分と思われる。
4）

骨転移に関しては PET の感度，特異度ともに 90% 以上であるが，乳癌や前立腺癌の特徴的な硬化型骨転移で
は，偽陰性になることが知られている。副腎転移の診断精度は 100% であるが，データ量は不十分である。肺およ
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図 1 肺癌取扱い規約の縦隔リンパ節診断
（許可を得て転載）

び胸膜転移については，数 mm の小さな結節病変の集積は過小評価されるため，診断用の胸部 CT で確認する
必要がある。

検索式・参考にした二次資料
PubMed，The Cochrane Library，National Guideline Clearing House に より，lung cancer，bronchogenic
carcinoma，staging，PET，PET/CT，FDG のキーワードを用いて診療上のエビデンスレベルが高い重要な文献を
検索した。
文

献

1）De Wever W et al：Integrated PET/CT in the staging of nonsmall cell lung cancer：technical aspects and clinical integration．
Eur Respir J 33：201-212，2009（レベル 1）
2）Antoch G et al：Non-small cell lung cancer：dual –modality PET/CT in preoperative staging．Radiology 229：526-533，2003（レ
ベル 3）
3）Lardinois D et al：Staging of non-small-cell lung cancer with integrated positron-emission tomography and computed tomography．
N Engl J Med 348：2500-2507，2003（レベル 3）
4）Silvestri GA et al：Noninvasive staging of non-small cell lung cancer：ACCP evidenced-based clinical practice guidelines，2nd
ed．Chest 132：178S-201S，2007（レベル 2）
5）Gould MK et al：Test performance of positron emission tomography and computed tomography for mediastinal staging in patients
with non-small-cell lung cancer：a meta-analysis．Ann Intern Med 139：879-892，2003（レベル 1）
6）Fischer BM et al：Preoperative staging of lung cancer with combined PET-CT．N Engl J Med 361：32-39，2009（レベル 2）
7）Li J et al：Meta-analysis：accuracy of 18FDG PET-CT for distant metastasis staging in lung cancer patients．Surg Oncol 22：
151-155，2013（レベル 1）
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悪性胸膜中皮腫において PET/CT は有用か？

推奨グレード

PET/CT は原発巣の進展度診断には限界があるものの，リンパ節転移や遠隔転移診断に

C1

有用で，外科的切除が適応となる患者や治療後の転移・再発が疑われる患者に施行する
ことを考慮してもよい。

背景・目的
悪性胸膜中皮腫はアスベスト曝露と密接な関係が証明されており，わが国では今後患者の増加が危惧されてい
る極めて予後不良な悪性腫瘍である。予後不良の原因として早期発見や標準治療の手法が確立していないことな
どが挙げられる。
今日，悪性腫瘍の臨床病期診断や転移・再発診断に対する PET/CT の有用性は確立されたものとなっている。
一方で悪性胸膜中皮腫は比較的まれな疾患とされており，PET/CT の有用性に関する報告の多くは単施設研究
であり，システマテックレビューやメタアナリシスの報告は少ない

。悪性胸膜中皮腫の臨床病期診断や転移・再

1）2）

発診断における PET/CT の有用性について検討した。

解

説

悪性胸膜中皮腫の診断や治療効果判定における画像診断の役割は大きく，そのなかでも臨床病期診断は治療
方針を大きく左右するために重要で，現在では International Mesothelioma Interest Group による TNM 病期
分類がもっともよく使用されている。
臨床病期の決定には画像診断として CT，MRI，PET/CT などが適宜使用されている。CT は胸壁浸潤や縦
隔リンパ節転移などにおいて過小評価することがあるが，普及率が高く費用対効果に優れているため，悪性胸膜中
皮腫の画像診断では第一選択とされることが多い。一方で，PET/CT は通常画像診断では指摘できない予期せ
ぬ遠隔転移の検出などに有効とされ，適切な治療法の選択にもつながる。

₁ 臨床病期診断におけるPET/CTの有用性について
① T 因子

T 因子の診断を正確に行うことは腫瘍の外科的切除を遂行するうえで肝要である。特に局所進行状態でも切
除可能な T3と局所進行状態で切除不能な T4との鑑別は重要であるが，腫瘍は経横隔膜的に腹腔内へ微小浸
潤することがあり，CT，PET/CT のいずれのモダリティにおいても正確に進展度診断を行うことは難しいとされる 。
3）

PET/CT による T4 診断の感度は 67 〜 78％で，経横隔膜的腹腔内浸潤や心膜浸潤の指摘が困難であったと報
告されている

。画像診断において対側胸腔内や腹腔内へ病変の進展が疑われる場合は，胸腔鏡や腹腔鏡検

4）5）

査を考慮することが望ましい。
② N 因子
悪性胸膜中皮腫の縦隔リンパ節転移は予後不良因子の一つである。CT を用いた肺門，縦隔リンパ節転移の
評価には，リンパ節の短径 1cm 以上を陽性とすることが多い。縦隔リンパ節転移における CT の診断能は，感
度 60%，特異度 71%とされ，MRI による縦隔リンパ節診断についてもCT の診断能と同等とされる。
PET/CT の縦隔リンパ節診断（N2）では，感度 11 〜 50%，特異度 78 〜 93%，正診率 59 〜 66%と報告され，
微小転移による偽陰性や炎症による擬陽性などが一因となり肺門，縦隔リンパ節転移診断には一定の限界が存在
する

。一方で Plathow らは手術可能（Ⅱ，Ⅲ期）な悪性胸膜中皮腫を対象として CT，PET，PET/CT，MRI

4-6）

において比較検討を行い，PET/CT の正診率が最も高いと報告している 。
7）
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Sørensen らは PET/CT を行うことで 29％の患者に非根治
手術の回避が可能で，縦隔リンパ節診断（N2，N3）が不明
確であった患者に縦隔鏡下リンパ節生検を追加することで，さら
に 14％の患者で回避が可能であったとしている 。このように，
5）

手術を考慮する際に PET/CT で縦隔リンパ節転移が不明確な
場合は，縦隔鏡下または超音波気管支鏡ガイド下吸引生検を
考慮することが望ましい。
図

悪性胸膜中皮腫

PET/CT 横断像 左胸膜病変に一致した FDG
集積を認める。また，腹部リンパ節に FDG 集積を
認め（→），リンパ節転移が示唆される。

悪性胸膜中皮腫による遠隔転移は，脳，肺，肝臓，副腎，腹
部リンパ節，骨などに単発もしくは多発性に認められることがある
（図）。Erasmus らは PET/CT により通常の画像診断では指
摘できない胸郭外転移を 24% の患者で検出可能であったと報
告している 。このように PET/CT は遠隔転移診断の正診率
4）

の向上に有用で，手術適応患者の選定や術後の早期再発の抑制に寄与する可能性がある。

2 治療後の転移・再発診断におけるPET/CTの有用性について

治療後に生じる局所再発や遠隔転移における PET/CT の診断能は，感度 94 〜 98%，特異度 75 〜 100%と
される。悪性胸膜中皮腫の再発の兆候があり他の画像診断で再発・転移の確定が出来ない場合には，PET/CT
の有用性は高い

。

8-9）

検索式・参考にした二次資料
PubMed によりmesothelioma，PET，CT のキーワードを用いて検索した。また，NCCN（ver.1 2014）ガイド
ラインも参考にした。
文

献

1）Basu S et al：Current evidence base of FDG-PET/CT imaging in the clinical management of malignant pleural mesothelioma：
emerging significance of image segmentation and global disease assessment．Mol Imaging Biol 13：801-811，2011（レベル 5）
2）Zahid I et al：What is the best way to diagnose and stage malignant pleural mesothelioma? Interact Cardiovasc Thorac Surg 12：
254-259，2011（レベル 5）
3）Wilcox BE et al：Utility of integrated computed tomography-positron emission tomography for selection of operable malignant
pleural mesothelioma．Clin Lung Cancer 10：244-248，2009（レベル 3）
4）Erasmus JJ et al：Integrated computed tomography-positron emission tomography in patients with potentially resectable malignant pleural mesothelioma：Staging implications．Thorac Cardiovasc Surg 129：1364-1370，2005（レベル 3）
5）Sørensen JB et al：Preoperative staging of mesothelioma by 18F-fluoro-2-deoxy-D-glucose positron emission tomography/
computed tomography fused imaging and mediastinoscopy compared to pathological findings after extrapleural pneumonectomy．
Nordic Mesothelioma Group．Eur J Cardiothorac Surg 34：1090-1096，2008（レベル 3）
6）Pilling J et al：Integrated positron emission tomography-computed tomography does not accurately stage intrathoracic disease of
patients undergoing trimodality therapy for malignant pleural mesothelioma．
Thorac Cardiovasc Surg 58：215-219，
2010
（レベル 3）
7）Plathow C et al：Computed tomography，positron emission tomography，positron emission tomography/computed tomography，
and magnetic resonance imaging for staging of limited pleural mesothelioma：initial results．Invest Radiol 43：737-744，
2008（レ
ベル 4）
8）Tan C1 et al：Role of integrated 18-fluorodeoxyglucose position emission tomography-computed tomography in patients surveillance after multimodality therapy of malignant pleural mesothelioma．J Thorac Oncol 5：385-388，2010（レベル 5 ）
9）Gerbaudo VH et al：FDG PET/CT patterns of treatment failure of malignant pleural mesothelioma：relationship to histologic type，
treatment algorithm，and survival．Eur J Nucl Med Mol Imaging 38：810-821，2011（レベル 3）
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肺癌の再発診断に PET は有用か？

推奨グレード

B

肺癌の再発診断に PET は有用であり，推奨する。特に腫瘍マーカーが上昇しているが，
CT，MRI などの形態画像診断で再発部位の特定が困難な症例において，有用性が高い。

背景・目的
肺癌の再発診断は，
通常は CT や MRI などの形態画像を用いて行われている。FDG（フルオロデオキシグルコー
ス）を用いた PET 検査は糖代謝を画像化する機能画像法であり，従来の形態診断に基づいた画像診断よりも有
用である可能性がある。肺癌の再発診断において，PET を施行することの有用性について検証した。

解

説

肺癌の再発診断には，主に定期的な形態画像診断と腫瘍マーカーの推移が用いられている。しかし，胸部 CT
で術後変化と局所再発の鑑別が困難な場合がある（図）
。また，腫瘍マーカー上昇のみでは，再発部位の特定が
困難な場合や，偽陽性により診断に難渋する場合がある。
非小細胞肺癌の治療後再発において，PET/CT あるいは PET の診断精度は，感度 81 〜 100%，特異度 77
〜 98%，正診率 88 〜 97%と報告されており，再発診断に有用である

。特に腫瘍マーカーである CEA 上昇や

1-11）

他の検査所見で再発が疑われる患者を対象とした検討では，PET および PET/CT の正診率は 90 〜 95% であ
り

，CT の正診率（50%）より高く，確信度も向上する 。一方で，無症候性の非小細胞癌術後患者を対象に

2-6）

3）

した検討でも，PET/CT により18 〜 38% の症例で再発が指摘されている

。

7）8）

定位放射線治療後は肺線維症が生じるため，CT による形態画像診断では局所再発の確認や鑑別が困難な場
合もあるが，PET/CT では集積の強さや集積の形状から，肺線維症による炎症との鑑別が可能である

。

12-14）

また，PET/CT を用いて，非小細胞癌治療後の再発および遺残腫瘍の評価を行った検討では，20% で治療再
開，6% で治療の変更，2% で治療中止と，PET/CT により，全体の 28% で治療方針の変更となった

。

15）

小細胞癌の再発診断において，PET の有用性を検討した報告は非常に少ないが，感度 100％，特異度 80%，
正診率 92% で，非小細胞癌と同様の成績である 。治療後の再発および遺残腫瘍を PET で評価した検討では，
16）

約半数の症例で治療内容の変更や治療再開など，治療方針が変更された

。

17）

肺癌の再発病変は 1 か所と限らず，複数の臓器に存在する可能性もあるため，全身の評価を可能とする PET
の有用性は高い。また PET は特異度も高いため，PET で陰性であれば，再発の可能性が低いと判断して，その
他の検査を省略し，フォローアップすることも可能であると考えられる。

検索式・参考にした二次資料
Pubmed により，FDG，PET，lung cancer，recurrence のキーワードを用いて検索した。また，日本核医学会
分科会
文

呼吸器核医学研究会編：呼吸器核医学診断（診療）ガイドライン第 2 版（2015 年）を参考にした。
献

1）He YQ et al：Diagnostic efficacy of PET and PET/CT for recurrent lung cancer：a meta-analysis．Acta Radiol 55：309-317，
2014（レベル 1）
2）Opoka L et al：Assessment of recurrence of non-small cell lung cancer after therapy using CT and Integrated PET/CT．
Pneumonol Alergol Pol 81：214-220，2013 （レベル 4）
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A
右肺癌術後
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図

B

CEA 上昇のため，再発検索

A 造影 CT B 10 日後の PET/CT 融合像 造影 CT では右肺門に小リンパ節を認めるのみだが，
FDG 高集積であり（→），再発疑いにて，化学療法が開始された。フォローアップの画像でリンパ節の
縮小，集積低下を認めた（非呈示）
。

3）Jiménez-Bonilla JF et al：Diagnosis of recurrence and assessment of post-recurrence survival in patients with extracranial nonsmall cell lung cancer evaluated by 18F-FDG PET/CT．Lung Cancer 81：71-76，2013 （レベル 4）
4）Isobe K et al：Usefulness of fluoro-2-deoxyglucose positron emission tomography for investigating unexplained rising carcinoembryonic antigen levels that occur during the postoperative surveillance of lung cancer patients．Int J Clin Oncol 14：497-501，
2009（レベル 3）
5）Keider Z et al：PET/CT using 18F-FDG in suspected lung cancer recurrence：diagnostic value and impact on patient management．J Nucl Med 45：1640-1646，2004（レベル 3）
6）Hellwig D et al：Diagnostic performance and prognostic impact of FDG-PET in suspected recurrence of surgically treated nonsmall cell lung cancer．Eur J Nucl Med Mol Imaging 33：13-21，2006（レベル 3）
7）Toba H et al：18F-fluorodeoxyglucose positron emission tomography/computed tomography is useful in postoperative follow-up of
asymptomatic non-small-cell lung cancer patients．Interact Cardiovasc Thorac Surg 15：859-864，2012（レベル 3）
8）Cho S et al：A follow-up of integrated positron emission tomography/computed tomography after curative resection of non-smallcell lung cancer in asymptomatic patients．J Thorac Cardiovasc Surg 139：1447-1451，2010（レベル 3）
9）Takenaka D et al：Integrated FDG-PET/CT vs．standard radiological examinations：comparison of capability for assessment of
postoperative recurrence in non-small cell lung cancer patients．Eur J Radiol 74：458-464，2010（レベル 3）
10）Kanzaki R et al：Clinical value of F18-fluorodeoxyglucose positron emission tomography-computed tomography in patients with
non-small cell lung cancer after potentially curative surgery：experience with 241 patients．Interact Cardiovasc Thorac Surg
10：1009-1014，2010（レベル 3）
11）Onishi Y et al：Non-small cell carcinoma：comparison of postoperative intra- and extrathoracic recurrence assessment capability of qualitatively and/or quantitatively assessed FDG-PET/CT and standard radiological examinations．Eur J Radiol 79：473479，2011（レベル 3）
12）Takeda A et al：Evaluation for local failure by 18F-FDG PET/CT in comparison with CT findings after stereotactic body radiotherapy（SBRT）for localized non-small-cell lung cancer．Lung Cancer 79：248-253，2013（レベル 3）
13）Zhang X et al：Positron emission tomography for assessing local failure after stereotactic body radiotherapy for non-small-cell
lung cancer．Int J Radiat Oncol Biol Phys 83：1558-1565，2012（レベル 4）
14）Nakajima N et al：Differentiation of tumor recurrence from radiation-induced pulmonary fibrosis after stereotactic ablative radiotherapy for lung cancer：characterization of 18F-FDG PET/CT findings．Ann Nucl Med 27：261-270，2013（レベル 4）
15）Marcus C et al：18F-FDG PET/CT and lung cancer：value of fourth and subsequent posttherapy follow-up scans for patient
management．J Nucl Med 56：204-208，2015（レベル 4）
16）Zhao DS et al：18F-fluorodeoxyglucose positron emission tomography in small-cell lung cancer．Semin Nucl Med 32：272-275，
2002（レベル 4）
17）Blum R et al：Impact of positron emission tomography on the management of patients with small-cell lung cancer：preliminary
experience．Am J Clin Oncol 27：164-171，2004（レベル 3）
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◆ 主な改訂ポイント ◆
●新たな CQ の追加
CQ70

慢性心不全患者の診断と病態解明に核医学検査は有用か？

●推奨グレードの変更
CQ59

急性肺血栓塞栓症の診断においてどのような画像診断法を勧められるか？

グレードを変更し，本文には妊娠中における記載などが追加された。
（C2：胸部 MRA を追加）

●本文，文献，検索式，図等に一部軽微な変更，追加があった CQ
CQ60

冠動脈病変の診断において冠動脈（心臓）造影 CT を推奨するか？

CQ61

虚血性心疾患の診断において核医学検査は有用か？

N- アンモニア PET の記載が追加された他，軽微な本文・文献の変更がなされた。

13

CQ63

非虚血性心筋疾患の診断に MRI・CT は有用か？

背景・目的で心筋症が一次性，二次性に分けて記載される変更があった。遅延造影の記載に若干の変更
があり，心筋 T1 値についての記載が追加された。
CQ65

大動脈解離の診断において CT・MRI を推奨するか？

CQ66

高安動脈炎の診断において CT・MRI を推奨するか？

CQ67

大動脈疾患に対するステントグラフト留置術後の画像評価法として造影 CT は有用か？

CQ69

閉塞性動脈硬化症に対するステント留置後の評価に，CT・MRI を推奨するか？

❹ 心血管

心血管領域の標準的撮像法
A CT
総

論

心臓 CT 検査に対応した装置の進歩は著しく，64 〜 320 列 MDCT（MSCT）装置，
ガントリー 1 回転 0.35 〜 0.27
秒の CT 装置や 2 管球の CT 装置が登場し，撮影法も変化している

。ここでは最も普及している 64 列 MDCT

1-8）

装置を用いた心臓 CT 検査法を中心に解説する。
心臓の CT 検査では時間分解能の高い CT 装置を使用し，心電図 R 波に同期して心拍の動きの少ない最適な
心位相で撮影することが必要である。心電図同期法には，プロスペクティブ心電図同期法とレトロスペクティブ心電
図同期法がある。プロスペクティブ心電図同期法では，洞調律で心拍数が低い（標準的には 60 〜 65bpm 未満）
場合に，目的の心位相のみ（データ収集ウインドウ幅を最小に設定）に曝射し，アキシャルスキャンを行うことで放射
線被曝量を軽減できる。ただし，撮影前に最適な心位相を決定する必要があり，低心拍数では拡張中期位相（RR
間隔 70 〜 80％）に，高心拍数では収縮末期位相（RR 間隔 35 〜 50％）に設定する。それに対してレトロスペク
ティブ心電図同期法は，不規則な心拍または / および高心拍数のためにプロスペクティブ心電図同期法が使用でき
ない場合に，ヘリカル（スパイラル）スキャンを行う。この方法は異なる心位相も収集できるため，左室の容積変化
や壁運動を捕らえることができる。その反面，放射線被曝が増加するため心電図同期管電流変調法を組み合わせ
る必要がある。
時間分解能（心位相分解能）を改善するためには，
装置のもつ最短のガントリー回転時間（s/rot）で使用すること，
再構成法としては240 （
ﾟ 180 ﾟ +ファン角 60 ﾟ）
のハーフデータで再構成
（ハーフ再構成法）
する方法，
数心拍のデー
タから分割再構成法（セグメント再構成法，マルチセクター再構成法）を用いる方法がある。しかし，得られる時
間分解能は，患者の心拍数とガントリー回転時間の組み合わせに依存するため注意が必要である。また，2 管球
型 CT 装置では，ガントリー回転時間の半分の時間分解能が変動無く得られる。
管電圧と管電流の設定では，患者の年齢と体重に応じて，常に被曝線量の低減を考え，低管電圧や心電図管
電流変調法が用いられている

。しかし，管電圧を下げることによって，造影剤コントラストの上昇の反面，高度

9）10）

肥満，冠動脈の高度石灰化，ステント術後では，画質の問題が残る。また，経時的に冠動脈プラークの CT 値を
評価

11）

する場合には管電圧を一定にすべきである。さらに，不整脈や心拍変動が大きい場合には心電図同期管

電流変調法の使用が困難となる。近年，逐次近似再構成法

が各社 CT 装置に導入されはじめており，放射線

12）

被曝低減に大きく貢献する。
検査手技では，仰臥位で両腕を頭上に挙上させて，息止め下で撮影する。検査前に息止めの練習を十二分に
行う。これは，撮影範囲のズレを防ぎ，呼吸運動によるぶれを無くすだけではなく，息止め中の心拍数変動を把握す
るためである。高心拍数の症例や冠動脈石灰化やステント術後症例では，モーションアーチファクトを極力減らす必
要がある。そのためには，分割再構成法を用いるか，または心拍数を下げるβ1 選択性遮断薬を投与する。しかし，
分割再構成法は放射線被曝が増加する欠点があるので，検査 1 〜 2 時間前のβ1 選択性遮断薬の経口投与ま
たは / および短時間作用型β1 選択性遮断薬（ランジオロール塩酸塩）の静脈投与を推奨する。硝酸剤は，冠
動脈を拡張させて末梢冠動脈の評価を容易とし，冠動脈血管造影検査でも使用されるため評価基準を揃えるため
に，可能なら検査直前に舌下錠または口腔内舌下スプレーを使用する。収縮期血圧の低下がないことを確認し，ま
た投与直後に心拍数が変動するためスキャン直前ではなく血管確保直後に投与しておくとよい。
造影 CT 検査では，通常右上腕の正中皮静脈に留置針（20G）で血管を確保し，延長チューブと三方活栓を
生理食塩水入りシリンジでセットし，造影剤を急速注入する。高濃度非イオン性ヨード造影剤（350 〜 370mgI/ml）
を使用し，造影剤（0.7 〜 1.0 ml/kg）投与と生理食塩水（20 〜 30 ml）の後押しができるデュアルヘッド型自動
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注入器を用いて造影剤をボーラス注入（注入速度：2 〜 5 ml/s）することによって造影剤の量を必要最小限にで
きる。さらに装置の進歩と共にスキャン時間の短縮に応じて造影剤量を減らすこともできる。
スキャン開始のタイミングを計る方法は，造影剤 10 〜 20 ml をボーラス注入し，一断面のダイナミックスキャンを行
い，
造影剤到達時間を計るタイミングボーラス法（テストインジェクション法）と，
本スキャンを開始する直前にダイナミッ
クスキャンを行い，リアルタイムに血管内 CT 値を計測して，造影剤到達をトリガーにスキャンを開始するボーラストラッ
キング法がある。注意点として，造影剤濃度と投与量は，装置のスキャン時間と患者の体重に依存し，装置毎に最
適化する必要がある。その際，左心室内腔から冠動脈の血中 CT 値を一定（300 〜 400 HU）に維持すること
が重要である。これは得られた画像データから冠動脈の正確な自動トレースや自動解析をさせるために有用である。

心臓全般を評価する場合
単純 CT 検査は，心臓や血管の位置と大きさ，心筋の脂肪変性，心臓腫瘍，弁，心室壁，心膜，心外膜液貯
画素以上の ROI を設定し計測する。心臓周囲脂肪層（心外膜脂肪を含む）の診断や心筋の脂肪変性や沈着
の診断，心内腔の血栓と腫瘍の鑑別診断において，単純 CT 画像と造影 CT 画像を比較することが重要である。
造影 CT 検査は，心内血栓・心臓腫瘍の評価，心外膜病変（炎症性の肥厚，腫瘍）
・心臓周囲の病変（腫瘍）
の評価，石灰化病巣の検出，先天性心疾患（複雑心奇形，肺動静脈病変）の評価などがよい適応となる。また，
心房・心室の容積の算出，心室心筋重量の算出，心筋性状や心筋血流の評価も適応となる。造影 CT 検査でも
主にプロスペクティブ心電図同期法を用いるが，レトロスペクティブ心電図同期法では 1 心位相の連続画像が得ら
れ，心機能，壁運動，弁の動態評価なども可能である（図 1）
。

Wall Motion

A

B

C

％ Wall Thickening

図 1 拡張末期（A）
，収縮末期（B）像と心機能解析（C）
心尖部前壁の心内膜虚血部と同部の wall motion 低下，％ wall thickening 低下を認める。
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留などの性状診断に用いられる。これらの CT 値測定には，標準的な再構成関数で得られた画像を用いて，十数

❹ 心血管
lipid core

short axis

short axis

図 2 狭心症

RCA 50％狭窄

#1

#2

positive remodeling

A

B

A curved MPR
右 冠 動 脈（#1） に
50 ％ 狭 窄を認 め，そ
の 壁 周 囲 へ positive
remodeling（+）を認
める。 B color map
プラーク全体が緑色で，
その内 部に赤 色の部
分（ 脂 肪 成 分：Lipid
core）が散在する。

冠動脈病変を評価する場合
単純 CT 検査は，冠動脈石灰化指数（Agatston score）の評価に用いられる。プロスペクティブ心電図同期
法のアキシャルスキャンで得られた画像を用いて評価する（図 2）。撮影条件は 120 kV の管電圧，患者体系に応
じた管電流，
再構成幅スライス厚 3 mm が可能な最大幅のビームコリメーションとする。経時的に評価するためには，
これらの撮影条件を一定にすることが重要である。
造影 CT 検査は，虚血性心疾患における冠動脈狭窄や閉塞，川崎病に伴う冠動脈瘤，冠動脈バイパス術やス
テント術後の評価に用いられる（図 3，4）
。
形態診断が主体の冠動脈のプラーク評価や冠動脈ステントの内腔評価などを行うためには，最小の再構成スライ
ス厚を使用して，部分容積効果の少ない画像で評価する。特にプラークの CT 値の計測には実画素数を理解した
上で，精度を保って行う必要がある。また，画像再構成関数や左心室内腔の造影，周囲の骨構造が各種アーチファ
クトにて CT 値に影響を与えることを理解していなければならない。

心筋虚血を評価する場合
心筋虚血を疑う場合には，薬剤（アデノシン）負荷にて造影 CT 検査が行われる。放射線被曝の観点から撮
影は負荷時のみとされてきたが，プロスペクティブ心電図同期法と面検出器 CT 装置の登場で，負荷時と安静時の
撮影も可能となっている
文

。
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short axis

図 3 狭心症 ステント術後（#6）

LAD（#6）に ステント（φ3.5 mm
× 20 mm）を挿入，ステント外側に
石灰化（→）とステント内腔壁在に
新生内膜の肥厚（▲）を認める。

LAD
（CPR2）

LAD
（CPR1）
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#6 ステント
（φ3.5 mm×20 mm）

curved MPR

RITA → LAD（#7）

A

GEA → RCA（#4pd）
GastroEpiploicA CE（＋）

B

図 4 狭心症

冠動脈バイパス術後
A GEA → RCA（#4pd） B RITA → LAD（#7）各冠動脈へ吻合されている部分
の描出とその前後の狭窄の有無をみる必要がある。GEA のグラフトは，他のグラフトよ
り造影が遅れるため，撮影タイミングを遅らせる必要がある。
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B MRI
心臓 MRI
₁総 論
心臓 MRI 検査は，心機能，心筋血流，心筋 viability，あるいは冠動脈形態などの多種多様な情報を非侵襲
的に得ることができる優れた診断手法である。これらの必要な情報全てを一回の検査で取得することも可能であり，
本検査の特長の一つであるが，検査時間が長く被検者の負担が少なくないため，実際には対象疾患や検査目的
に応じて適切な撮像法を選択して行う場合も多い

。心拍動や呼吸運動の影響を抑えるために常に高い時間分

1）2）

解能が必要とされる領域であり，撮像装置はある程度高い性能を有した機種を用いる必要がある。コイルは心臓
用の phased array coil が適しており，最近では多チャンネル化が進み，パラレルイメージングによる時間分解能向
上に寄与している。現在は 1.5T 装置が標準で用いられている。3T 装置は signal-to-noise ratio（SNR）が高
いため，パーフュージョン MRI などの幾つかの検査法でその有用性が明らかとなっており臨床応用が進んでいるが，
磁場の不均一やアーチファクトに対する最適化に配慮が必要である 。撮像時には心電同期法を併用し，通常は
3）

retrospective gating が用いられる。最近ではベクトル心電計による同期法により，三次元的に電気信号を採取す
ることも可能となっている。
実際の検査では，いくつかの基準断面に従って撮像される（図 1，2）
。これらの基準断面は，心臓超音波検
査など他の断層画像法と同様であり，共通な断面を用いる事で得られる結果の対比も容易となる。左室の評価を主
目的とする場合は，二腔長軸像（垂直長軸像）
，水平長軸像，左室短軸像，および四腔長軸像が基本となり，場
合により左室流出路を通る三腔長軸像（左室三腔像）を追加する。短軸像では，
少なくとも心基部，
左室腔中央部，
心尖部の 3 断面が必要であるが，心機能の定量的解析を行う場合には，心基部から心尖部までの全範囲を連続
して等間隔で撮像する必要がある。
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A

C

B

図 1 正常例

A

心臓シネ MRI：SSFP 法
二腔長軸像（垂直長軸像） B 左室短軸像

C

四腔長軸像

心臓 MRI には非常に多くの撮像法があるが，ここでは代表的な撮像法であるシネ MRI，パーフュージョン MRI，
遅延造影 MRI，および冠動脈 MRA について述べる。この他，比較的多く用いられる撮像法に，心筋性状評価
を目的とした black blood T2 強調画像や壁運動評価を目的としたタギング MRI などがある。また最近では T1
mapping や T2 mapping などの心筋信号の定量評価が可能な手法も普及してきている 。
3）

❶ シネ MRI（図 1）
多数の心時相のデータを連続して収集し，ある断面の動画を得る手法である。心臓の壁運動や機能評価おいて，
現在最も正確で再現性が高い手法とされている 。撮像法は steady state free precession（SSFP）法が標準
4）

であり，非常に短い TR でも信号飽和の影響が少なく高い MR 信号を得ることができる。血液が高信号として描出
され，流入効果に依存しないため，壁運動の低下した心不全症例においても良好なコントラストを保つことができる。
得られたデータを基に詳細な機能解析が可能であり，ディスク総和法を用いることで，左室変形があっても正確な容
積を求めることができる。
❷ パーフュージョン MRI
造影剤（Gd-DTPA）を急速静注して，その初回循環動態から心筋血流を評価する方法で，虚血の診断に用
いられる 。撮像法は SSFP 法が主流で，通常はアデノシンなどの薬物負荷を併用する。従来 SPECT で診断が
5）

困難であった心内膜下虚血や重症 3 枝病変の診断に優れ，高い虚血検出能を有する 。また SPECTと比較し
6）

て放射線被曝がなく，低コストである利点もある。問題点として，アーチファクトにより内膜下虚血との鑑別に苦慮す
ることや検査手技が煩雑なことが挙げられる。また今後は簡便で精度の高い定量解析法の実用化も必要と考えら
れる。
❸ 遅延造影 MRI（図 2）
造影剤（Gd-DTPA）を静注し，血液と細胞外液の造影剤濃度が平衡状態に達した 10 〜 15 分後に撮像する
ことにより，心筋梗塞における細胞容積減少や心筋症などによる線維化を鋭敏に捉えることができる 。撮像法は，
7）

inversion recovery（IR）法を併用した gradient echo（GRE）法ないし SSFP 法が用いられる。適切な反転
時間（inversion time：TI）を設定することで正常心筋の信号を無信号化し，病変部を明瞭な高信号として描出
する。本法は心筋の病変を高い再現性を持って描出することが可能で，検査が比較的簡便な事もあり，現在広く
用いられている。虚血性心疾患をはじめ，心筋症や心筋炎などさまざまな心筋疾患における鑑別診断や予後判定
において有用性が示されている 。
8）

❹ 冠動脈 MRA
心臓全体を一度に撮像する whole heart 3D-coronary MRA が用いられている。高精度の呼吸同期法
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A

B

図 2 陳旧性心筋梗塞

A

左室短軸像

B

心筋遅延造影 MRI：IR 併用 GRE 法
四腔長軸像 左室側壁の梗塞部に増強効果を認める（→）
。

（navigator echo 法）を用いながら，3D-SSFP 法で撮像を行う 。パラレルイメージングを用い撮像時間の短縮
9）

化を図っており，一回 10 分程度で冠動脈全体を描出できる 。現時点での空間分解能は X 線冠動脈造影や冠
10）

動脈 CTA におよばないが，造影剤や放射線被曝を伴わずに検査を行える利点がある。ただし得られる画質や成
功率が撮像者や装置により異なり，常時実施している施設は限られているのが現状である。

大動脈および末梢血管の MRI・MRA

₁総 論

拡張や狭窄，あるいは解離などの血管内腔の評価を主目的とした方法，血流動態の評価を主目的とした方法，さ
らには血管壁の評価を合わせて行う方法がある 。内腔評価を行う方法としては，造影剤を使用する造影 MRA
11）

と造影剤を使用しない非造影 MRA に大別される 。血流動態の評価には，シネ MRI や造影剤を急速静注する
12）

手法が用いられる。壁の評価を同時に行う場合には，spin echo（SE）法などの撮像法が用いられる。いずれも
CTと比較して空間分解能や簡便性などで劣るものの，放射線被曝がない利点がある。従来は血管描出能に優
れ，再現性も高い造影 MRA が中心的役割を担っていたが，高度腎機能障害例における nephrogenic systemic
fibrosis（NSF）の危険性が認識されており，また最近における非造影 MRA 撮像法の急速な進歩と相まって，非
造影 MRA の役割が高まっている。

2各 論

❶ 造影 MRA（図 3）
ガドリニウム造影剤による血液の T1 短縮効果を利用して血管腔を高信号として描出する方法で，通常は GRE
系の 3D 高速撮像法が使用される。血流の速度や方向，または乱流の影響に左右されにくいことや比較的短時間
で広範囲の撮像が可能である特長がある 。造影剤の急速静注後に，時間分解能を高めた撮像法により連続し
13）

て多時相のデータを収集することで，血流動態を観察する方法もある。
❷ 非造影 MRA（図 4A）
血液流入（inflow）効果を利用した time-of-flight（TOF）法と血流のスピン位相差を反映させる phase
contrast（PC）法が代表的な撮像法であるが，PC 法は位相情報を反映した機能画像としての目的のみに用途が
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限定されている。最近では心電同期を併用した 3D fast
advanced spin echo（FASE）を用いて血液を高信号
に描出する fresh blood imaging（FBI）法や T2/T1 コ
ントラストを反映し血液を高信号に描出する SSFP 法も用
いられる 。
14）

❸ シネ MRI
短時間で高コントラストの血流情報が得られる SSFP 法
が多用されている。
❹ MRI（図 4B）
SE 法や高速 SE 法を用いることが多い。造影剤を用
いずに内腔の血流状態や壁の性状を明瞭に描出すること

❹ 心血管

が可能である。一般的に撮像時間は長く，乱流や遅延血
流による信号や呼吸によるアーチファクトの影響を受けや
すい。血液信号を抑制しアーチファクトを防止するために，
double inversion recovery（IR）パルスを用いた black
blood 法も利用される 。
15）

文

献

図 3 正常例 骨盤部～大腿部動脈の造
1）循環器病の診断と治療に関するガイドライン（2007-2008 年度合
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JCS2010

B
図 4 腹部大動脈瘤

腹部大動脈の非造影 MRA および

MRI
A

A 非造影 MRA：FBI 法 B MRI：black blood 法
非造影 MRA では瘤内腔（A →）の評価が，また MRI では
壁在血栓（B →）の評価が可能である。
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C 血管造影
総

論

心・血管領域における血管造影は CT，MRI，超音波検査等の低侵襲検査法が発達したため，確定診断の検
査として使用されることは少なくなっている。冠動脈では心臓カテーテル検査（冠動脈造影検査）がゴールドスタン
ダードだが，大血管や末梢血管領域では治療補助の検査法へと役割を移しつつある。しかし，血管造影検査は他
のモダリティにはない利点を有しており，特徴を理解し活用することが重要である。

血管造影の特徴
血管造影は造影剤を目的とする血管に選択的に投与することで，精細な血管構造や血管支配を画像化する。
他の検査法と比較し空間分解能や時間分解能は一般的に高いが，選択的撮影にはカテーテルを血管内に挿入す
る必要があるため侵襲性は高い。経静脈的な造影剤の投与で撮影を行うこともあるが，低濃度域のコントラスト分
解能は不良なため，通常は経動脈的かつ選択的に造影が行われる撮。
影フレームレートは機種に依存するが最速で 15 〜 30fps 程度まで選択可能である。被曝に配慮し病態に応じた
必要最小限のフレームレートでの撮影が推奨される。
血管造影では動画として観察することで血流の方向や速度を定性的に評価できる。一方で造影剤に満たされな
い部分は評価しがたい。

撮影方法による分類
アナログフィルムからデジタルのシステムに多くが移行している。最終的にフィルムに出力する際にも，撮像ではデ
ジタル処理で行われることが多く，受像体はフィルムからイメージ・インテンシファイアを介した CCD による撮影や X
線フラットパネル・センサーへと移行している。
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₁ デジタル・アンギオグラフィ（digital angiography：DA）（図1）
X 線透視画像と同様の投影画像として提供される。X 線の吸収コントラストを投影するため，造影剤だけでなく，
骨などの高吸収体や肺などの低吸収体も同時に描出される。アナログではハレーションや線量不足で描出が不良と
なっていた部分もデジタル処理により救うことができ，被曝低減が可能である。心血管領域では冠動脈造影検査が
DA の典型例で造影剤の流れを追いかけて寝台を移動させながら撮影することが可能である。
撮影条件は症例の体格や撮影部，検査目的で異なるが，小児以外の撮影では撮影フレーム数は 15fps 以下で行
われることが多い。

（図2）
2 デジタル・サブトラクション・アンギオグラフィ（digital subtraction angiography：DSA）
造影剤投与前後の画像の差分をとり造影された部分を選択的に表示する方法である 。造影されない部位は描
1）

出されないため，背景の X 線透過性が不均一であっても，良好なコントラストをもって病変の描出が可能となる。また，
軽微なコントラスト変化を描出可能で，精密な診断を行うのに適している。一方で被写体の動きはアーチファクトとし
撮影条件は DA 同様に症例や目的に依存するが，一般に DA より被曝は多く，適切な撮影条件を選択することが
肝要である。
❶ 寝台固定による DSA
一般的な撮影方法で，大血管撮影の場合は広い視野を選択し，選択的造影の場合は狭い視野で撮影対象臓
器や病変を拡大して撮影する。選択できる視野の大きさは機種に依存するため，検査目的に応じた機種の選択も
重要である。
❷ 寝台移動による DSA
や bolus chase DSA と呼ばれる。1

主に下肢動脈など長い範囲を撮影するための方法で，stepping DSA

2）3）

4）

回の造影剤投与で長区域を撮影するため，造影剤投与量や被曝の低減が可能であるが，すべての機種で可能な
撮影方法ではないことに注意が必要である。
❸ 回転 angiography

5-7）

寝台は固定され，被検者を中心にアームを回転させ多方向からの連続撮影を行うことで，立体的な血管構造を
把握することが可能である。再構成画像を用いることで投影角度の制限無く観察が可能なため，たとえば蛇行血
管に生じた動脈瘤のネックを観察する場合などに適している。応用範囲は様々だが，脳血管で使用される頻度が高
い。精度を上げるためにサブトラクションで処理することも多い。

心臓・大血管領域の血管造影の適応
血管造影を単なる検査として行うことは少なく，侵襲性の観点から適応は限定される。冠動脈疾患の診断では血
管造影がゴールドスタンダードだが，疾患の有病リスクを十分に検討した上で各種検査の適応を考えることが推奨さ
れている。大血管領域では診断に冠動脈ほどの空間分解能は不要で，血管壁や血栓などの情報が病態把握に
重要なため，血管造影が果たすべき役割は限定的である。ただし，直ちに血管内治療を施行する場合など，症例
や疾患の状態によっては血管の選択的描出や空間分解能に優れる血管造影での評価が必要なこともある。

血管造影が施行される代表的疾患

₁ 大動脈瘤

CT や超音波検査 ，MRI による非侵襲的評価が普及しており，ステントグラフト内挿術前の評価などに適応が
8）

9）

限定される。

2 大動脈解離
急性期には超音波検査や CT で初期診断が行われることが多く

，カテーテル挿入や造影剤の急速注入に

10）11）

よる病態悪化のリスクがあるため，診断を目的として血管造影の適応となることは少ない。
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て描出され，心拍動や消化管蠕動，あるいは不十分な息止めが問題となることがある。
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図 1 閉塞性動脈硬化症

図 2 閉塞性動脈硬化症

digital angiography

DSA

ステントグラフト内挿術によるエントリー閉鎖や真腔狭窄，分枝狭窄の解除など限定された場合に適応とされる。

3 血管炎

高安動脈炎，炎症性大動脈瘤などの血管炎関連疾患でもCT や MRI による診断が主体となる

。血管炎に

12-16）

おいては血管壁の状態を確認することが特に重要で，血管造影は初期診断に不向きである。また，血管ベーチェッ
ト病など血管炎類縁疾患では血管壁の脆弱性がみられることも多く，カテーテル挿入による侵襲が病態を悪化させ
るリスクもあるため，適応は慎重に考える必要がある。

4 肺血栓塞栓症

他疾患と同様に造影 CT 等により診断され

血管造影を診断に用いることは少ないが径カテーテル的血栓吸引・

17）

溶解術や慢性肺血栓塞栓症における術前評価あるいは経皮的肺動脈形成術

5 閉塞性動脈硬化症

で用いられることがある。

18）

手術や血管内治療を前提として血管造影が施行される。疾患の診断自体は他の血管病変同様に CT や MRI
にて行われることが多いが動脈壁の石灰化が高度な場合や病変が高度な場合，側副路や下腿動脈以下の開存性
を確認することが重要であり，血管造影が選択されることがある。

6 急性動脈閉塞

超音波検査や CT を用いる機会が増えているが，塞栓子の存在部位や閉塞の範囲，末梢血管の開存性を確
実に診断するために血管造影が選択されることも少なくない。また，術中に血管造影が行われることもある。施設の
診療体制や病状によっては径カテーテル的血栓吸引や血栓溶解術が行われることもあり，この場合にも血管造影が
併用される。

7 閉塞性血栓性血管炎（バージャー病）
推定発症年齢が 30 〜 40 歳代で，男性の喫煙者に多いとされるが

，近年，患者の中心は 45 〜 55 歳であり，

19）

患者の高齢化が示唆されている。末梢血管閉塞に伴い生じる側副路に特徴的な蛇行所見が
あり，corkscrew 状の側副路が生じたり

，standing wave sign

20）21）

など特徴的所見が血管造影上みられ診断

20）

的価値が高いが，CT や MRI でもこれらの所見が確認できる場合も多く，血管造影が診断の目的で使用されること
は少なくなっている。
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文

献

D 心臓核医学
心臓専用 SPECT 装置によるイメージング
最近，半導体検出器を装備した心臓専用の SPECT 装置が開発され，臨床に導入されている。代表的なものと
して，検出器に CdZnTe（CZT）を用い，固定配置された複数のコリメータにより，従来の体軸中心と異なり，心
臓中心にデータ収集が行われる

。従って，各検出器には心臓全体の投影データが同時に得られ，SPECT 像

１）２）

の画質は収集時間に依存する。しかし，データ収集が心臓中心に行なわれるので計数感度が従来の方法に比
べ５倍程度高く ，短時間撮像を可能とした。臨床的には高速撮像法であるダイナミック心筋血流 SPECT 検
2）

査

や被曝低減のための投与量減量による心筋 SPECT 検査

3）

の有用性が検討されている。現在，D-SPECT

4）

（Spectrum Dynamins 社製）と Discovery NM530c（GE 社製）の２機種が国内では稼働している。再構成
法には通常のフィルターバックプロジェクション（FBP）法は適応でないので 3D 逐次近似法が用いられている。

₁ 心筋血流イメージングの撮像法
❶ 心筋血流製剤の特徴
Tl は 1 価の陽イオンで，カリウムと同様に，Na-K ポンプにより能動輸送で心筋に摂取される 。 Tl は経時的

201

5）

201
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心筋虚血

心筋梗塞

負荷時像

遅延像

図 1 心筋虚血と梗塞

に心筋より洗い出され，虚血と梗塞の鑑別には両者の洗い出しの差を利用する。具体的には負荷後，虚血では洗
い出しが遅く遅延像で再分布を認めるが，梗塞では洗い出しが正常で再分布を認めない（図 1）
。
Tc 製剤は，脂溶性のため受動拡散で心筋内に摂取され，心筋内では 1 価の陽イオンとしてミトコンドリア内膜に

99m

捕捉される 。これらには，経時的な洗い出しがなく，虚血と梗塞の鑑別には負荷時と安静時の 2 回投与が必要で
5）

ある。
❷ 負荷法
運動負荷にはトレッドミルや自転車エルゴメータによる多段階負荷が施行され，負荷量が不足すると診断能が低下
するため，負荷量として最大予測心拍数の 85％以上が目標となる。心筋血流製剤は最大負荷時に投与し，投与
後 60 〜 90 秒後に負荷を中止する。薬剤負荷には，原則としてアデノシンを用いる。アデノシンは，0.12 mg/kg/
分を 6 分間で持続投与し 3 分後に心筋血流製剤を投与する。新しく選択的 A2A アデノシン受容体作動薬としてレ
ガデノソンが開発された。これにより一回静注でアデノシンと同様の負荷が可能となった 。カフェインはアデノシンと
5）

拮抗するため負荷 12 時間前より摂取を禁止する。
❸

Tl の撮像法（表 1）

201

1）6）

Tl は複数のエネルギーピークをもつのが特徴である。主なピークは 70 keV と低く，半減期も73 時間と長く投

201

与量も制限されるため，撮像には低エネルギー用汎用（LEGP）コリメータが使用される。また，収集カウントを増
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やす目的で 70 keV および 167 keV の 2 ピークでの収集も行われる。投与量は 74 〜 111MBq である。データ
収集は右前斜位 45°
から左後斜位 45°
の 180°
収集が一般的であるが，360°
収集される場合もある。2 検出型で
は直交配列での撮像が施行される。収集マトリクスは 64×64 で，32 方向，一方向 20 〜 30 秒で収集されている。
SPECT 撮像は投与後 10 〜 15 分の負荷時像と，負荷時像撮像後 3 〜 4 時間の遅延像を撮像する。
❹

Tc 製剤の撮像法（表 2）

99m

1）6）

Tc-MIBI および mTc-tetrofosmin 共に半減期が 6 時間で，エネルギーピークも140 keV と検出器に最適

99m

99

なので大量投与が可能である。また，
撮像には低エネルギー高分解能（LEHR）
コリメータが使用される。1 日法と2
日法があり，1 日法には負荷・安静と安静・負荷の 2 法がある。1 日法では，1 回目 300 〜 370MBq 投与し，2 回
目は倍量の 600 〜 740 MBq 投与する。2 日法では，それぞれ 600 〜 740 MBq 投与する。撮像は， Tc-MIBI
99m

では投与後 30 〜 60 分以降， Tc-tetrofosmin は投与後 15 〜 30 分以降に施行する。データ収集法は
299m

Tl

201

撮像法と同様である。心筋壁運動あるいは機能指標を算出するために心電図同期心筋血流イメージングが施行さ
❺ 画像再構成

6）

FBP 法では，前フィルターに Butterworth フィルター，再構成フィルターに ramp フィルターが使用されることが
多い。最近は逐次近似法である OSEM 法も用いられ，SPECT/CT 装置では，減弱補正，散乱線補正および分
解能補正も可能となっている。再構成は，短軸断層像，垂直長軸断層像，水平長軸断層像を作成し，読影は短
軸断層像と垂直長軸断層像あるいは極座標表示で 17 あるいは 20 セグメントモデルによりスコアリングで評価する。

心筋代謝イメージング
心筋のエネルギー代謝は，空腹時は脂肪酸が主だが，食後あるいは虚血時にはぶどう糖が主となる 。脂肪酸
6）

代謝の評価には， I 標識脂肪酸製剤である I-BMIPP が利用され，糖代謝の評価には F-FDG が利用されて
123

123

18

いる 。 I-BMIPP は脂肪酸として心筋に取り込まれるが，β 酸化を受けず，中性脂肪プールに捕捉され，脂肪酸
6）

123

一方， F-FDG は，
能動輸送で心筋内に摂取されヘキソカイネー
利用状態と中性脂肪プールの大きさを反映する 。
6）

18

スにより F-FDG-phosphate となるが，それ以降の代謝を受けないので心筋内に捕捉される。臨床的には， I18

123

BMIPP は急性冠症候群（不安定狭心症）の診断，末期腎障害（CKD）例の心事故の予測，心筋血流イメー
ジング検査を合わせた心筋生存性の評価，肥大型心筋症の心筋障害などに利用され， F-FDG は心筋生存性の
18

評価に利用されている 。
6）

₁ 123I- BMIPPの撮像法
前日の夕食から絶食とし，空腹状態で

I-BMIPP を 74 〜 148 MBq 静脈注射後，20 〜 30 分後に早期像を

123

SPECT で撮像する。
また，2 〜 3 時間後に遅延像を同様に撮像する。 I のメインエネルギーは159keV だが，529
123

keV のガンマ線も放出しているため，メインエネルギーウインドウに 529 keV のコリメータを通過した下方散乱が混
入する。そのため，撮像に使用するコリメータの選択には注意が必要である。現在，専用コリメータもあるが，専用
コリメータ以外では LEGP または中エネルギー用汎用（MEGP）コリメータを使用する。SPECT 撮像は基本的に
は心筋血流 SPECT 撮像と同様な条件で，エネルギーピークは 159keV，エネルギーウインドウ 20％，180°
収集，32
方向，一方向 30 秒程度で撮像する。画像診断は通常血流シンチグラフィ所見と合わせて行われる

。虚血部

6）7）

は安静時心筋血流 SPECT の血流低下に比べ集積の程度および範囲が広範（ミスマッチ）で，梗塞部では同程
度の集積を示す

。

6）7）

2 18F-FDGの撮像法
GLUT4 は，インスリン依存性のため ，心筋の生存性の評価には糖負荷やインスリンを併用するインスリンクラン
8）

プが行われている 。PET 装置で撮像されるが，データ収集方法が同時計数で行われるため SPECT 装置と異な
6）

りコリメータを必要としない。一般的には，185（74 〜 370）MBq の F-FDG 投与後，45 〜 60 分後に撮像を行う。
18
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れる。この場合，データ収集は RR 間隔を 8 〜 16 分割し，1 方向 30 〜 60 秒で収集される。

❹ 心血管
表1

201

Tl の撮像条件

撮像パラメータ

負荷像

遅延像

投与量

74 〜 111 MBq

不要

撮像体位

仰臥位，背臥位など

仰臥位，背臥位など

撮像開始時間

投与後 10 〜 15 分

負荷時像撮像から 3 〜 4 時間後

エネルギーピーク

70 keV，167 keV

負荷時と同様

エネルギーウインドウ

30%（70 keV），20%（167 keV）

負荷時と同様

コリメータ

LEGP

負荷時と同様

収集角度

180°（45° RAO から 45° LPO）

負荷時と同様

収集軌道

円軌道，近接軌道

負荷時と同様

ピクセルサイズ

6.4±0.4 mm

負荷時と同様

収集方法

ステップアンドシュート

負荷時と同様

投影数

32

負荷時と同様

マトリクス

64×64

負荷時と同様

収集時間

1 方向 20 〜 30 秒負荷時と同様

収集条件

表2

99m

Tc 製剤の撮像条件（1 日法）

撮像パラメータ

1 回目

2 回目

投与量

300 〜 370 MBq

600 〜 740 MBq

撮像体位

仰臥位，背臥位など

仰臥位，背臥位など

撮開始時間投与後

15 〜 60 分

1 回目から 30 分〜 4 時間後

エネルギーピーク

140 keV

1 回目と同様

エネルギーウインドウ

15 〜 20%

1 回目と同様

コリメータ

LEHR，LEGP

1 回目と同様

収集角度

180°（45° RAO から 45° LPO）

1 回目と同様

収集軌道

円軌道，近接軌道

1 回目と同様

ピクセルサイズ

6.4±0.4 mm

1 回目と同様

収集方法

ステップアンドシュート

1 回目と同様

投影数

32

1 回目と同様

マトリクス

64×64

1 回目と同様

収集時間

1 方向 20 〜 30 秒

1 回目と同様

心電図同期

オプション

標準

RR 分割

8 〜 16

1 回目と同様

収集時間（心電同期）

1 方向 30 〜 60 秒

1 回目と同様

収集条件
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心血管領域の標準的撮像法

データは収集モード3D モード，
撮像時間 10 〜 30 分で収集する。再構成には，
逐次近似法を使用し，
スライス厚は2
〜 5 mm で再構成される。心筋生存性は，
心筋血流イメージングと合わせ評価する。心筋血流の低下部で F-FDG
18

の集積を認める場合は心筋生存性ありと診断する 。
7）

心臓交感神経イメージング
心臓交感神経のイメージングには
前神経に取り込まれる

I-MIBG 使用される。これはノルアドレナリンと同様に uptake-1 よりシナプス

123

。ノルアドレナリンとは異なり，モノアミンオキシターゼなどの代謝を受けないため，その心

5）7）

臓交感神経への集積を画像化できる 。主に，心不全の評価に利用され，正面プラナー像で，心臓（H）および
5）

縦隔（M）に関心領域を設定し，心臓縦隔比（H/M ratio）および洗い出し率が算出される

。H/M ratio

5）7）9）

は使用コリメータにより異なることに注意が必要である 。心不全時には初期に洗い出し率が亢進し，進行すると
7）

H/M ratio の低下が起こる

。SPECT 像においては，正常でも集積に個人的なばらつきが大きく，特に加齢に

5）7）

7）

で集積低下がより広範な場合（ミスマッチ）
，この部位を“dennervated but viable”と呼び，神経過敏や不整脈
の発生源となりやすい 。
7）

■

I- MIBGの撮像法

123

撮像前処置として， I-MIBG の集積に影響する抗うつ剤，抗精神薬やカルシウムチャンネルブロッカーを 24 時
123

間休薬する。撮像は，111 MBq を投与し，
投与後 15 分頃（早期像）と3 〜 6 時間後（後期像）に正面プラナー
像および心筋 SPECT 像を撮像する。コリメータの選択は
はマトリクス 128×128 で 10 分程度のデータ収集を行う
文

I-BMIPPと同様注意が必要である。正面プラナー像

123

。SPECT 撮像条件は

5）9）

I-BMIPPと同様である。

123

献

1）Holly TA et al：ASNC imaging guidelines for nuclear cardiology：Single photon-emission computed tomography．J Nucl cardiol
17：941-973，2010
2）Verbeme HJ et al：EANM procedural guidelines for radionuclide myocardial perfusion imaging with SPECT and SPECT/CT：
2015 revision．Eur J Nucl Med Mol Imaging 42：1929-1940，2015
3）Petretta M et al：Quantitative Assessment of myocardial blood flow with SPECT．Prog Cardiovasc Dis 57：607-614，2015
4）Mouden M et al：Impact of new ultrafast CZT SPECT camera for myocardial imaging：fewer equivocal results and lower radiation dose．Eur J Nucle Med Mol Imaging 39：1048-1055，2012
5）Helzlova MJ et al：ASNC imaging guidelines for SPECT nuclear cardiology procedures：Stress，protocols，and tracers．J Nucl
Cardiol 23：606-639，2016
6）山岸正和ほか：慢性虚血性心疾患の診断と病態把握のための検査法の選択基準に関するガイドライン（2010 年改訂版）
．JCS 2010
7）玉木長良ほか：心臓核医学検査ガイドライン（2010 年改訂版）
．JCS 2010
8）Ghosh N et al：Assessment of myocardial ischemia and viability：role of positron emission tomography．Eur Heart J 31：29842995，2010
9）Nakajima K et al：Cardiac 123I-MIBG imaging for clinical decision making：22-year experience in Japan．J Nucl Med Suppl 4：
11-19，2015
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伴いまた男性では下壁の集積が低く，読影に注意が必要である 。心筋血流との同時評価において，血流低下部

❹ 心血管

59

急性肺血栓塞栓症の診断においてどのような画像診断法
が勧められるか？

推奨グレード

A

推奨グレード

B

推奨グレード

C2

A 胸部造影 CT
B 肺血流シンチグラフィ，下肢静脈エコー，下肢静脈 CT
C2 胸部 MRA
CT の有用性については強い根拠があり，推奨する。肺血流シンチグラフィも有用であ
り，
推奨する。下肢静脈エコーまたは下肢静脈 CT は深部静脈血栓症の診断に有用であり，
推奨する。MRA は現時点で有用性は確立していない。

背景・目的
急性肺血栓塞栓症の診断を効率よく行うためには，適切な検査法の選択と評価が必要である。欧米では多くの
検討結果を基に診断の手順がほぼ確立され

，疾患可能性（clinical probability）の評価に基づく検査法の選

1-3）

択が勧められているが，日本ではこの方法がいまだ十分に普及しているとはいえない 。ここでは，診断手順のなか
4）

での造影 CT（胸部・下肢）
，肺血流シンチグラフィ，MRA，下肢静脈エコーの位置づけについて検討する。

解

説

急性肺血栓塞栓症は治療が遅れると重症化あるいは死亡に至ることがある一方で，治療には出血などのリスクを
伴うため，速やかでかつ正確な診断が要求される。検査法の選択や評価は，患者の状態によって変わる（図 1）
。
急性肺血栓塞栓症が疑われる患者が循環虚脱状態の場合は，緊急 CT を施行し，診断確定後に治療を開始
する。鑑別が必要な大動脈解離や心嚢液貯留など他の胸部疾患も評価できる。緊急 CT が施行できない状況では，
経胸壁心エコーで右心負荷を確認し，臨床的に急性肺血栓塞栓症が疑われれば抗凝固療法が検討される。この
場合も診断確定のために可能な限り早期に CT を施行すべきである。循環動態が安定している場合は，患者の臨
床情報から疾患可能性を評価する。評価は臨床医によってなされるが，放射線診断医も把握しておく必要がある。
評価には Wells スコア ，改訂ジュネーブスコア などが用いられる。疾患可能性が中等度あるいは低い場合は，
5）

6）

まず D ダイマーの測定を行う。正常範囲であれば肺血栓塞栓症は除外でき，それ以上の検査や治療は必要としな
い。このような患者に CT を行うことは偽陽性診断が増え，不要な被曝やヨード造影剤によるリスクを増すことになる
ので避けるべきであるということが近年強調されている 。D ダイマーが正常域を超えた場合には CT を，場合によ
7）

り肺血流シンチグラフィを行う。どちらの検査でも陰性であれば治療は必要ない。
一方，疾患可能性が高い場合は，D ダイマーは陰性適中率が低く有用性は低いため CT を行い，場合により肺
血流シンチグラフィを行う。2006 年に報告された多施設前向き調査（prospective investigation of pulmonary
embolism diagnosis II：PIOPED II） では，疾患可能性が高い場合は CT の陰性適中率が 60%と低いので，
8）

CT で血栓が確認できない時にはさらに追加の検査（肺血流シンチグラフィ，下肢静脈エコー）の施行を考慮すべ
きとされている。
CTと肺血流シンチグラフィのどちらを用いるかの議論はあるが，最大の CT の優位点は availability が高い点で
ある 。緊急に肺血流シンチグラフィを行える施設は少ない。また，CT は血栓自体を描出できること（図 2）や大
9）

動脈や肺・胸郭病変を診断できるなど優位点は多く，通常は CT が第一選択となる。一方，近年の CT 装置は被
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陰性

CTまたは
肺血流シンチ

陽性
治療

追加検査

（文献4より改変）

図 1 急性肺血栓塞栓症疑い患者の診断手順

A

B

図 2 急性肺血栓塞栓症 胸部造影 CT
両側肺動脈内に非造影の血栓（→）が多発している（A）
。血栓が肺動脈内に浮遊しているように
描出されるのは急性肺血栓塞栓症の所見。 右心室の拡大を認め，左心室は圧排されている（B）
。
右心負荷の所見。

曝低減が進んでいるものの，
現時点では被曝量は肺血流シンチグラフィの方が低い 。このため若年者への検査や，
10）

経過観察のための複数回検査については，肺血流シンチグラフィを考慮することが望ましい。また，造影剤副作用
歴例や腎機能低下例でも，肺血流シンチグラフィの施行が勧められている。また，肺血流シンチグラフィは陰性適中
率が高いため，疾患可能性が低くかつ胸部単純Ｘ線写真が正常の例では，より侵襲の少ない肺血流シンチグラフィ
の施行が望ましい。肺血流シンチグラフィは SPECT を用いることにより診断能は上昇する 。
11）

MRA による肺動脈血栓の診断については，最近になって報告されている。現時点では，特異度は高いものの，
感度は低く，診断不可率も高く，緊急時に検査できる可能性は低いことから，現状では急性肺血栓塞栓症の除外
に MRA を用いるべきではない

。

11）
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肺血栓塞栓症の塞栓源の 90% 以上は下肢静脈血栓であり，下大静脈フィルターの要否など，治療方針の決定
には下肢静脈の評価が必要である。下肢静脈血栓の検索法としては下肢静脈エコーと胸部造影 CT の遅延相
に骨盤・下肢を撮影する CT venography がある。PIOPED II では，CT venography を組み合わせると肺血
8）

栓塞栓症診断の感度が 83％から 90％に上昇するとされている。一方で，CT venography を組み合わせると有意
に被曝量が増えることを念頭に置かねばならない。特に若い女性では注意が必要である。下肢静脈エコーとCT
venography の診断率はほぼ同等とされるので，可能ならば下肢静脈エコーの施行が望ましい 。
1）

妊娠中は凝固機能が亢進し，下肢静脈のうっ滞も加わって，急性肺血栓塞栓症発症のリスクが高まる。検査時
の胎児と妊婦の乳腺に対する被曝が問題になる。胎児の被曝量は CT より肺血流シンチグラフィのほうが少ない。
胸部単純 X 線写真が正常ならば肺血流シンチグラフィを選択し，胸部単純 X 線写真に異常があれば CT を選択
することが勧められる。妊娠時期にもよるが，心拍出量増加などの循環動態の変化のために CT では肺動脈の造
影能が不良になることがある。CT 撮影時には，高濃度造影剤を用い高流量で注入すること，被曝低減のために
体型によっては低管電圧を用いる，可能な範囲の低線量を用いる，撮影範囲を厳密にするなど，特に気を付ける必
要がある。ただし，CTも肺血流シンチグラフィも胎児の被曝量は胎児死亡，知能低下，発育遅延などを引き起こす
値にはならないため必要な場合には検査することをためらってはならない

。

12）13）

検索式・参考にした二次資料
2013 年度版の文献に加えて 2014 年末までに発表された文献を追加した。2013 年度版の文献も含め，妊娠時
の急性肺血栓塞栓症の診断について再度検討し加筆した。
文

献

1）Torbicki A et al：Guidelines on the diagnosis and management of acute pulmonary embolism：the Task Force for the Diagnosis
and Management of Acute Pulmonary Embolism of the European Society of Cardiology（ESC）
．Eur Heart J 29：2276-2315，
2008（レベル５）
2）British Thoracic Society Standards of Care Committee Pulmonary Embolism Guideline Development Group：British Thoracic Society
guidelines for the management of suspected acute pulmonary embolism．Thorax 58：470-483，2003（レベル５）
3）American College of Emergency Physicians Clinical Policies Subcommittee on Critical Issues in the Evaluation and Management of
Adult Patients Presenting to the Emergency Department With Suspected Pulmonary Embolism：Critical issues in the evaluation and
management of adult patients presenting to the emergency department with suspected pulmonary embolism．Ann Emerg Med．57：
628-652，2011（レベル５）
4）JCS Joint Working Group：Guidelines for the diagnosis，treatment and prevention of pulmonary thromboembolism and deep vein
thrombosis（JCS 2009）
．Circ J 75：1258-1281，2011（レベル５）
5）Wells PS et al：Derivation of a simple clinical model to categorize patients probability of pulmonary embolism：Increasing the models
utility with the SimpliRED D-dimer．Thromb Haemost 83：416-420，2000（レベル２）
6）Le Gal G et al：Prediction of pulmonary embolism in the emergency department：the revised Geneva score．Ann Intern Med 144：
165-171，2006（レベル２）
7）Adams DM et al：Adherence to PIOPED II investigators’
recommendations for computed tomography pulmonary angiography．Am J
Med 126：36-42，2013（レベル２）
8）Stein PD et al：Multidetector computed tomography for acute pulmonary embolism．N Engl J Med 354：2317-2327，2006（レベル３）
9）Bajc M et al：EANM guidelines for ventilation/perfusion scintigraphy：Part 2．Algorithms and clinical considerations for diagnosis of pulmonary emboli with V/P（SPECT）and MDCT．Eur J Nucl Med Mol Imaging 36：1528-1538，2009（レベル５）
10）Bajc M et al：EANM guidelines for ventilation/perfusion scintigraphy ：Part 1．Pulmonary imaging with ventilation/perfusion
single photon emission tomography．Eur J Nucl Med Mol Imaging 36：1356-1370，2009（レベル５）
11）The task force for the diagnosis and management of acute pulmonary embolism of the European Society of Cardiology：2014
ESC guidelines on the diagnosis and management of acute pulmonary embolism．European Heart Journal 35：3033-3080，
2014（レベル５）
12）Leung AN et al：An official American Thoracic Society/ Society of Thoracic Radiology clinical practice guideline：evaluation of
suspected pulmonary embolism in pregnancy．Am J Respir Crit Care Med 184; 1200-1208，2011（レベル５）
13）Conti E et al：Pulmonary embolism in pregnancy．J Thromb Thrombolysis 37：251-270，2014（レベル５）
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冠動脈病変の診断において冠動脈（心臓）造影 CT を推奨
するか？

推奨グレード

B

B

臨床像から虚血性心疾患が疑われる患者（運動負荷心電図で中リスク群もしくは運
動負荷心電図が施行できない場合），不安定心症 / 非 ST 上昇型心筋梗塞（中リスク
群，低リスク群）
，冠動脈奇形の評価，冠動脈バイパス術後の評価，川崎病

推奨グレード

C2

推奨グレード

D

上記 B の項目に関しては有用性を示す根拠があり，推奨する。PCI 後のフォローアップ
および心不全の原因としての冠動脈病変検索においては十分な根拠はないが，施行する
ことを考慮してもよい。無症状のハイリスク症例においては有用性を示す根拠が無く，
推奨しない。ST 上昇型急性心筋梗塞においては直ちにカテーテル検査をすべきであり，
冠動脈 CTA を施行すべきではない。また健診でのスクリーニング検査においては被曝や
造影剤のリスクが検査による利益を上回ると考えられ，施行すべきではない。

背景・目的
MDCT の登場により，冠動脈を非侵襲的に画像化することが可能になった。16 スライス CT で冠動脈 CTA が
臨床で使われるようになり，64 スライス CT で日常臨床の場に急速に普及している。冠動脈 CT は，冠動脈の解
剖学的走行，冠動脈狭窄の診断，冠動脈壁評価，などに関する情報を提供することができる。特に，冠動脈狭窄
の診断能は 64 スライス CT では感度は 95％を超え（図）
，陰性的中率は 97 〜 99％程度の高い値が報告されてい
る

。有病率が高い場合には陰性的中率がそれほど高くならないとの報告もあるが ，一般的に狭窄の除外診

1）2）

3）

断に有用とみなされてきている。しかし，冠動脈病変の評価の gold standard は冠動脈造影である。このため，ど
のような場合に冠動脈 CTA を用いれば有効であるかを明確にする必要がある。

解

説

₁ 推奨グレードB
1）臨床像から虚血性心疾患が疑われる場合（運動負荷心電図で中リスク群もしくは運動負荷心電図が施
行できない場合）
虚血性心疾患が疑われる患者は，年齢，性別，症状，危険因子（収縮期血圧，喫煙習慣，総コレステロール値，
糖尿病の有無）の程度から層別化を行い，中等度のリスクを持つと思われる場合には運動負荷心電図が推奨され
る。運動負荷心電図で中等度のリスクがあるとみなされた場合，もしくは運動負荷心電図が施行できない場合には
冠動脈 CTA を施行することが推奨される（グレード B）

。運動負荷心電図で高度のリスクがあるとみなされた

4）5）

場合には，冠動脈造影が推奨される。
2）不安定心症 / 非 ST 上昇型心筋梗塞（中リスク群，低リスク群）
ACS のリスク層別化は年齢・性別などの臨床像，既往歴，新たな心電図変化，血液生化学検査（トロポニンな
どの心筋障害マーカー）などによって行い，中または低リスク群の場合には，冠動脈 CTA が早期の診断あるいは
除外診断に有用であり推奨される

。

6-9）

3）冠動脈奇形の評価
冠動脈先天奇形では，異常血管の有無や走行，大動脈・肺動脈との位置関係の把握が重要であり，これらの
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推奨グレード

C1

C1 PCI 後のフォローアップ，心不全の原因としての冠動脈病変検索
C2 無症状のハイリスク症例
D ST 上昇型急性心筋梗塞，健診でのスクリーニング検査

❹ 心血管

A

B

図 冠動脈狭窄
冠動脈 CT（A）にて，左前下行枝と対角枝に狭窄を認め，血管造影（B）の所見とよく一致している。

評価において冠動脈 CT は血管造影と同様に正確な評価ができる。このため，冠動脈奇形の評価において冠動
脈 CT は強く勧められる

。ただし，小児・若年者では放射線被曝低減に努め，また高心拍・安静呼吸下での

10-12）

motion artifact が予想される場合は，代替検査として冠動脈 MRA を考慮する。
4）冠動脈バイパス術後の評価
冠動脈バイパス術後評価は，グラフトおよびその吻合部の診断，そして新たな冠動脈病変の検索が冠動脈 CTA
のような非侵襲的な手法で評価できれば患者にとってメリットは大きく，推奨される

。

13）14）

5）川崎病
川崎病においては，心エコーが第一に行われる検査であるが，動脈瘤や狭窄病変，壁の石灰化の評価，側副
路といった冠動脈病変の全貌が描出できる点で冠動脈 CTA は優れている。なお，小児では被曝に対する感受性
が高いので，経時的に繰り返し検査を行う場合には心臓 MRI を用いる方が好ましい

2 推奨グレードC1

。

15）16）

1）PCI 後のフォローアップ
ステント径が 3 mm 以上であれば多くの場合は評価可能である。しかし，径 3 mm 未満での正診率は低く，適
応とならない。したがって，CT を用いたステント内開存の評価は，現在のところかなり限定される

。特に有症

17）18）

状の場合に CT を施行する意義は高くない。ただし，左主幹動脈に置かれた 3 mm 以上のステントに関しては無
症状の場合に施行することは推奨される（グレード B）
。
2）心不全の原因としての冠動脈病変検索
心不全患者に対する冠動脈 CTA の有効性に関して検討した報告は少ないが，非侵襲的に冠動脈病変を評価
できることの意義は大きく，臨床的有用性は高いと思われる。しかし，心不全患者では，冠動脈造影能が低下する
こともしばしばみられ，また多量の造影剤投与も容量負荷になるので，検査にあたっては十分配慮する必要がある。

3 推奨グレードC2

無症状のハイリスク症例
現状では，糖尿病のような無症候性高リスク症例に造影 CTA を施行することの有効性を示すエビデンスはない。
また，放射線被曝および造影剤腎症のリスクをこえる有用性も証明されていない。さらに，高度石灰化例では冠動
脈評価が困難になる。一方，石灰化スコアは簡便な検査であり，40 歳以上の無症状の高リスク症例に有効とする
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データが日本人においても出始めている 。しかし，本邦での石灰化スコアの検討は少なく，欧米人のデータベー
19）

スを日本人にそのまま適応可能かの検証は十分になされていない。

4 推奨グレードD

1）不安定心症 / 非 ST 上昇型心筋梗塞（高リスク群）
急性心筋梗塞の可能性が高いと評価されれば集中治療室に入院し，冠動脈造影による速やかな血行再建術が
優先される。
2）ST 上昇型急性心筋梗塞
ST 上昇型急性心筋梗塞の急性期治療として侵襲的な再灌流療法が確立され，診断をより迅速に行うことが求
められている。心電図および心エコー検査で診断を確定し，冠動脈造影を行うため，冠動脈 CTA の適応は原則
的にない。
3）健診でのスクリーニング検査

伴う費用（cost）とのバランスを考慮すると，現状では，健診に導入する根拠はない。

検索式・参考にした二次資料
PubMed によりcoronary computed tomography，64，multicenter computed tomography，angiography，
coronary anomalous artery，coronary artery bypass graft，in-stent restenosis，heart failure，calcium
score，diagnostic accuracy，metaanalysis のキーワードを用いて検 索した。また，日本 循 環 器 学 会 編：循
環器病の診断と治療に関するガイドライン（2007-2008 年度合同研究班報告）。冠動脈病変の非侵襲的診断
法に関 するガイドライン 2009 年 版，European Society of Cardiology のガイドライン（Cardiac computed
tomography：indications，applications，limitations，and training requirements．Eur Heart J 29：531556，2008）
，American Heart Association のガイドライン（ACCF/SCCT/ACR/AHA/ASE/ASNC/NASCI/
SCAI/SCMR 2010 Appropriate Use Criteria for Cardiac Computed Tomography．Circulation 23：525555，2010，2013 ACCF/ACR/ASE/ASNC/SCCT/SCMR Appropriate Utilization of Cardiovascular
Imaging in Heart Failure．J Am Coll Cardiol 61：2207-2231，2013）を参考にした。
文

献

1）Budoff MJ et al：Diagnostic performance of 64-multidetector row coronary computed tomographic angiography for evaluation of coronary artery stenosis in individuals without known coronary artery disease：results from the prospective multicenter
ACCURACY（Assessment by Coronary Computed Tomographic Angiography of Individuals Undergoing Invasive Coronary
Angiography）trial．J Am Coll Cardiol 52：1724-1732，2008（レベル 2）
2）Meijboom WB et al：Diagnostic accuracy of 64-slice computed tomography coronary angiography：a prospective，multicenter，
multivendor study．J Am Coll Cardiol 52：2135-2144，2008（レベル 2）
3）Miller JM et al：Diagnostic performance of coronary angiography by 64-row CT．N Engl J Med 359：2324-2336，
2008（レベル 2）
4）Leber AW et al：Diagnostic accuracy of dual-source multi-slice CT-coronary angiography in patients with an intermediate pretest
likelihood for coronary artery disease．Eur Heart J 28：2354-2360，2007（レベル 3）
5）Meijboom WB et al：64-slice computed tomography coronary angiography in patients with high，intermediate，or low pretest
probability of significant coronary artery disease．J Am Coll Cardiol 50：1469-1475，2007（レベル 3）
6）Hoffmann U et al：Coronary multidetector computed tomography in the assessment of patients with acute chest pain．Circulation
114：2251-2260，2006（レベル 2）
7）Nasis A et al：Acute chest pain investigation：utility of cardiac CT angiography in guiding troponin measurement．Radiology
260：381-389，2011（レベル 3）
8）Litt HI et al：CT angiography for safe discharge of patients with possible acute coronary syndromes．N Engl J Med 366：13931403，2012（レベル 2）
9）Rubinshtein R et al：Usefulness of 64-slice cardiac computed tomographic angiography for diagnosing acute coronary syndromes and predicting clinical outcome in emergency department patients with chest pain of uncertain origin．Circulation 115：
1762-1768，2007（レベル 2）

231

❹ 心血管

健診で冠動脈 CTA を行うことの有効性は示されていない。放射線被曝と造影剤使用のリスクがある状況にお
いて，無作為にリスクの低い対象だとしても冠動脈 CT を行うべきでない。もたらされる便益（benefit）と，検査に

❹ 心血管
10）Datta J et al：Anomalous coronary arteries in adults：depiction at multi-detector row CT angiography．Radiology 235：812818，2005（レベル 3）
11）Shi H et al：Multislice CT imaging of anomalous coronary arteries．Eur Radiol 14：2172-2181，2004（レベル 3）
12）Schmid M et al：Visualization of coronary artery anomalies by contrast-enhanced multi-detector row spiral computed tomography．International journal of cardiology 111：430-435，2006（レベル 3）
13）Jones CM et al：Multi-detector computed tomography in coronary artery bypass graft assessment：a meta-analysis．The Annals
of thoracic surgery 83：341-348，2007（レベル 1）
14）Hamon M et al：Diagnostic performance of 16- and 64-section spiral CT for coronary artery bypass graft assessment：metaanalysis．Radiology 247：679-686，2008（レベル 1）
15）Arnold R et al：Visualization of coronary arteries in patients after childhood Kawasaki syndrome：value of multidetector CT and
MR imaging in comparison to conventional coronary catheterization．Pediatr Radiol 37：998-1006，2007（レベル 3）
16）Sato Y et al：Detection of coronary artery aneurysms，stenoses and occlusions by multislice spiral computed tomography in
adolescents with kawasaki disease．Circ J 67：427-430，2003（レベル 4）
17）Vanhoenacker PK et al：Multidetector computed tomography angiography for assessment of in-stent restenosis：meta-analysis
of diagnostic performance．BMC medical imaging 8：14，2008（レベル 1）
18）Sun Z et al：Diagnostic accuracy of 64 multislice CT angiography in the assessment of coronary in-stent restenosis：a metaanalysis．Eur J Radiol 73：266-273，2010（レベル 1）
19）Yamamoto H et al：Clinical implications of the coronary artery calcium score in Japanese patients．Journal of atherosclerosis
and thrombosis 21：1101-1108，2014（該当なし）
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61 虚血性心疾患の診断において核医学検査は有用か？
推奨グレード

冠動脈疾患の可能性や心事故リスクが中等度の症例に対し，治療法の選択，リスクの層
別化および予後予測に関しての有用性が高い。

B

背景・目的
心臓画像診断において，多列 CT や MRI などが長足の進歩を遂げている。モダリティが多岐に渡るなかで，心

解

説

急性冠症候群に関しては，胸痛を主訴に外来受診した症例を CCU に入院させるべきか否かを決定する際，院
内で薬剤調整が可能な

Tc 標識血流製剤を用いた安静時心筋血流イメージの有用性が報告されている 。心

99m

1）

筋逸脱酵素の上昇を含め臨床的に急性心筋梗塞と診断された症例における急性期の心筋血流イメージでは，血
流低下の程度と範囲から梗塞サイズの推定が可能である 。また急性心筋梗塞の各種治療効果判定指標として
2）

も使用されており，急性期の SPECT 所見から慢性期における左室拡張末期容量の推定が可能であると報告され
ている 。また急性心筋梗塞症例を長期間経過観察した際にみられる心事故の発生や生命予後は，急性期の安
3）

静時血流 SPECT 所見と相関し ，予後予測における有用性が示唆される。本邦では心筋脂肪酸代謝を反映す
4）

る I-BMIPP の臨床使用が行われている。BMIPP による ST 上昇型心筋梗塞の診断精度は心筋血流イメージ
123

と同等であるが，非 ST 上昇型心筋梗塞や不安定狭心症の診断では優っている（図１） 。また一過性の壁運
5）

動低下を呈している気絶心筋における BMIPP イメージングの診断的価値は高い。気絶心筋では心筋生存性を認
めるが，脂肪酸代謝障害が存在するため，血流・代謝の乖離領域として同定される。脂肪酸集積は数週間〜数
カ月の経過で壁運動とともに回復するため，心機能の改善予測も可能である 。
6）

慢性冠動脈疾患の重症度・リスク評価は，治療法の選択，侵襲的手法選択の根拠，予後の推定上不可欠であ

Tc-sestamibi

99m

I-BMIPP

123

短軸像

Tc-sestamibi

99m

I-BMIPP

123

垂直
長軸像

図1 非

ST 上昇型心筋梗塞例における 123I-BMIPP 心筋 SPECT

前壁の非 ST 上昇型心筋梗塞例において，99mTc-sestamibi を用いた心筋血流 SPECT では明らか
な集積低下を認めないのに対して，123I-BMIPP 心筋 SPECT では前壁から心尖部に及ぶ脂肪酸代謝
低下が明瞭に把握できる（→）
。
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臓核医学検査の役割とは何か。その有用性につき検討する。

❹ 心血管
る。冠動脈疾患の可能性や心事故リスクが中等度ある症例
に関して，核医学の適応が最も高い。他の臨床所見や非侵
襲的検査から高リスクあるいは低リスクであることが既に判明
している場合には，リスク層別化の目的で行う核医学検査の

左回旋枝

価値は低くなる。他方，高リスクの患者群において，費用対
効果の点からは冠動脈造影を選択的に行う目的としての心
臓核医学検査は推奨されている 。負荷心筋血流 SPECT
7）

は，基本的に機能イメージングとして負荷誘発時の内皮機能
を含めた冠血流予備能（CFR）の障害と，これに伴う心筋

左前下行枝

細胞レベルでの血流分布の異常を評価する（図２）。安静

中間枝

時心筋血流イメージングから梗塞合併の有無や心筋梗塞量
を評価し，負荷心筋血流イメージングからは可逆的虚血心筋
量とその虚血重症度を評価する。これらは心事故（心筋梗

対角枝

塞症，心臓死）や冠血行再建術（CABG，PCI）の必要性
に関して優れた予測因子になることが多くの臨床研究から実
証されている 。
8）

本邦では 2012 年に心筋血流 PET 製剤である N- アンモ
13

ニアが保険適用となり，負荷検査を用いた多枝病変の検出
が有用視され，定量的に算出される CFRと予後との関連性
も注目されている。

図 2 負荷心筋血流

SPECT と冠動脈 CT を用
いた融合像による多枝病変例の心筋虚血評価
冠動脈 CT では多枝に高度狭窄を認めるが，負荷
心筋血流 SPECT と融合することにより，虚血の
責任冠動脈は中間枝であると指摘できる。

検索式・参考にした二次資料
Pubmed で Ischemic heart disease，Myocardial SPECT，Humans，English のキーワードを用いて検索し
た。また 2003 年度版 AHA/ACC/ASNC 心臓核医学検査のガイドライン（ACC 2004）および 2010 年度版心
臓核医学検査ガイドライン（JCS 2010）を参考にした。
文

献

1）Heller GV et al：Clinical value of acute rest technetium-99m tetrofosmin tomographic myocardial perfusion imaging in patients with
acute chest pain and nondiagnostic electrocardiograms．J Am Coll Cardiol 31：1011-1017，1998（レベル 2）
2）Christian TF et al：Determinants of infarct size in reperfusion therapy for acute myocardial infarction．Circulation 86：81-90，
1992（レベル 2）
3）Choi JY et al：Prediction of left ventricular dilatation with thallium-201 SPET imaging after primary angioplasty in patients with
acute myocardial infarction．Eur J Nucl Med Mol Imaging 29：728-734，2002（レベル 3）
4）Suzuki A et al：Prognostic implications of cardiac scintigraphic parameters obtained in the early phase of acute myocardial
infarction．Clin Cardiol 11：370-376，1988（レベル 3）
5）Fukushima Y et al：Usefulness of 201TlCl/ 123I-BMIPP dual-myocardial SPECT for patients with non-ST segment elevation myocardial infarction．Ann Nucl Med 22：363-369，2008（レベル 3）
6）Hashimoto A et al：Postischemic functional recovery and BMIPP uptake after primary percutaneous transluminal coronary
angioplasty in acute myocardial infarction．Am J Cardiol 77：25-30，1996（レベル 3）
7）Mowatt G et al：Systematic review of the prognostic effectiveness of SPECT myocardial perfusion scintigraphy in patients with
suspected or known coronary artery disease and following myocardial infarction．Nucl Med Commun 26：217-229，2005（レベ
ル 2）
8）Hachamovitch R et al：Incremental prognostic value of myocardial perfusion single photon emission computed tomography for
the prediction of cardiac death：differential stratification for risk of cardiac death and myocardial infarction．Circulation 97：535543，1998（レベル 2）
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62 虚血性心疾患の診断において MRI を推奨するか？
推奨グレード

B 遅延造影 MRI，負荷心筋血流 MRI
C1 冠動脈 MRA

B

推奨グレード

C1

虚血性心疾患のうち安定狭心症と陳旧性心筋梗塞患者の虚血，梗塞の診断について，遅
延造影 MRI と負荷心筋血流 MRI は心臓核医学と同等以上の診断能を示す根拠があり推
奨する。冠動脈 MRA は放射線被曝を伴わず非造影検査が可能であり，若年者や腎不全
症例，冠動脈高度石灰化症例では施行することを考慮してもよい。

心臓 MRI による虚血性心疾患の診断法としては，負荷心筋血流 MRI による心筋虚血の評価，遅延造影 MRI
による心筋梗塞の評価，冠動脈 MRA による冠動脈狭窄の評価がある。心臓 MRI が救急外来における緊急検
査として急性冠症候群の診断に用いられることは現時点でまれであるので，ここでは虚血性心疾患のうち安定狭心
症と陳旧性心筋梗塞における心臓 MR の有用性について検討した。

解

説

心筋梗塞の MRI 診断には遅延造影 MRI が用いられる。遅延造影 MRI は核医学検査よりも解像度が高く，
。心筋梗塞後患者の心筋バイ
SPECT 検査で検出できない心内膜下梗塞や右室梗塞も明瞭に診断できる （図）
1）

アビリティ診断にも遅延造影 MRI は有用であり，梗塞心筋の心内膜側から外膜側への広がりから機能回復の可能
性を予測できる 。また，虚血性心疾患疑い患者に遅延造影 MRI を行って予後を追跡した研究では，MRI にお
2）

ける遅延造影の有無が将来の心臓死や主要心事故発生の予後評価に高い有用性を示すことが明らかになってお
り ，特に糖尿病など冠動脈疾患の有病率の高い群において遅延造影 MRI によるリスク予測の意義は高い 。
3）

4）

狭心症患者における冠動脈ステントやバイパスグラフト手術の目的は , 狭窄によって生じる心筋虚血を解消するこ
とにあるが，冠動脈造影や冠動脈 CT による形態的な狭窄度は血流に対する機能的な狭窄度とは必ずしも一致
せず，予後改善を得るためには , 心筋虚血の有無と範囲を診断することが重要である。負荷心筋血流 MRI の冠
動脈狭窄を有する患者に対する診断能についてはすでに多くの単施設研究が行われており，1,516 例を対象とし
たメタアナリシスの結果では，感度 91％，特異度 81％と高い診断能が示されている 。また，心筋血流 SPECT，
5）

心筋血流 MRI，心筋血流 PET の診断能のメタアナリシスでは，それぞれの感度は 88％，89％，84％，特異度
は 61％，76％，81％と報告されており，MRI は被曝を伴わず PET に近い診断能を持つことが示されている 。冠
6）

動脈狭窄が虚血を生じる機能的に有意な病変で冠動脈ステントの適応となるかについては，fractional flow
reserve を測定することにより判定できる。負荷心筋血流 MRI による FFR ＜ 0.75 の機能的有意狭窄病変の診断
感度は 82 〜 91％，特異度 91 〜 94％と報告されており，負荷心筋血流 MRI は治療適応判定にも役立つ

。

7-8）

冠動脈 MRA は放射線被曝を伴わない，造影剤の投与が不要，冠動脈高度石灰化の影響を受けないなど，冠
動脈 CT にはない特長を持つが，空間解像度が CT よりも低い，撮影時間が 5 〜 10 分と長い，実施できる医療機
関が限られる弱点をもつ。5 チャンネルコイルを用いた多施設共同研究では，冠動脈 MRA の感度は 88％，特異
度は 72％ ，32 チャンネルコイルを用いた単施設研究では感度が 87％，86％となっており ，冠動脈 MRA は腎不
8）

9）

全症例や冠動脈高度石灰化症例の冠動脈狭窄診断に有効と思われる。
心臓 MRI はシネ MRI，負荷心筋血流 MRI，遅延造影 MRIと冠動脈 MRA を一連の検査として行い，心機能，
虚血，梗塞と冠動脈狭窄を総合的に評価できる特徴をもつ。最近のランダム化試験の結果では，こうした総合的な
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A
図

A

B
遅延造影 MRI
前壁の内膜下梗塞（→） B

前壁中隔の貫壁性梗塞（→）

心臓 MRI 検査の診断能は SPECT よりも有意に高いことが明らかになっている 。
10）

検索式・参考にした二次資料
PubMed によりcoronary artery disease，magnetic resonanc，sensitivity，specificity のキーワードを用いて検
索した。また，循環器病の診断と治療に関するガイドライン合同研究班編：冠動脈病変の非侵襲的診断法に関する
ガイドライン（JCS 2009）を参考にした。
文

献

1）Wagner A：Contrast-enhanced MRI and Routine Single Photon Emission Computed Tomography（SPECT）perfusion imaging for
detecting of subendocardial myocardial Infarcts：an imaging study. Lancet 361：374-379，2003（レベル 2）
2）Kim RJ：The use of contrast-enhanced magnetic resonance imaging to identify reversible myocardial dysfunction. N Engl J Med
343：1445-1453，2000（レベル 2）
3）Kwong RY：Impact of unrecognized myocardial scar detected by cardiac magnetic resonance imaging on event-free survival in
patients presenting with signs or symptoms of coronary artery disease. Circulation 113：2733-2743，2006（レベル 2）
4）Kwong RY：Incidence and prognostic implication of unrecognized myocardial scar characterized by cardiac magnetic resonance
in diabetic patients without clinical evidence of myocardial infarction. Circulation 118：1011-1020，2008（レベル 2）
5）Nandalur KR：Diagnostic performance of stress cardiac magnetic resonance imaging in the detection of coronary artery disease：
a meta-analysis. J Am Coll Cardiol 50：1343-1353，2007（レベル 1）
6）Jaarsma C：Diagnostic performance of noninvasive myocardial perfusion imaging using single-photon emission computed tomography，cardiac magnetic resonance，and positron emission tomography imaging for the detection of obstructive coronary artery
disease：a meta-analysis. J Am Coll Cardiol 59：1719-1728，2012（レベル 1）
7）Watkins S：Validation of magnetic resonance myocardial perfusion imaging with fractional flow reserve for the detection of significant coronary heart disease. Circulation 120：2207-2213，2009（レベル 2）
8）Lockie T：High-resolution magnetic resonance myocardial perfusion imaging at 3.0-Tesla to detect hemodynamically significant coronary stenoses as determined by fractional flow reserve. J Am Coll Cardiol 57：70-75，2011（レベル 2）
9）Kato S：Assessment of coronary artery disease using magnetic resonance coronary angiography：a national multicenter trial. J
Am Coll Cardiol 56：983-991，2010（レベル 2）
10）Greenwood JP：Cardiovascular magnetic resonance and single-photon emission computed tomography for diagnosis of coronary heart disease（CE-MARC）
：a prospective trial. Lancet 379：453-460，2012（レベル 2）
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63 非虚血性心筋疾患の診断に MRI・CT は有用か？
推奨グレード

B

推奨グレード

C1

B MRI
C1 CT
非虚血性心筋疾患の診断には造影 MRI が有用であり，推奨する。MRI が施行できない
場合は CT も有用な場合もあり，施行することを考慮してもよい。

非虚血性心筋疾患は異常な心筋壁肥厚や菲薄化を呈し，機械的もしくは電気的な機能障害をもたらす心筋疾
患の総称である。心筋に病変が限られる一次性（肥大型心筋症，拡張型心筋症，不整脈原性右室心筋症等）
と全身疾患の一部として心筋が含まれる二次性（アミロイドーシス，サルコイドーシス等）がある。非虚血性心筋疾
患は不整脈や突然死などの重篤な心臓イベントの原因となりうることが知られており，その診断に MRI・CT が有効
であるかどうかについて検討する。

解

説

非虚血性心筋疾患は心不全の原因の約 1/3 を占め，突然死のリスクもある予後不良な疾患である。突然死を
予防するうえで植込み型除細動器の有効性が示されているが，コストや合併症の危険も考えなくてはならない。し
たがって非虚血性心筋疾患の診断とリスク層別化は早期の治療介入を実施し，予後および生活の質を向上させる
ために重要である。
非虚血性心疾患では心筋の線維化が起こり，コンプライアンスの低下，拡張障害および心房負荷の進行・増悪をも
たらす。また，心筋線維化による伝導障害が起こり，重篤な不整脈の発生や頻脈，左室同期障害（dyssynchrony）
から心不全を惹起する。従って非侵襲的に，心機能と心筋線維化の評価を行うことが重要といえる。
心臓 MRI は心室容量や心室機能評価のスタンダード・ツールであるとともに，遅延造影（late gadolinium
enhancement：LGE）により心筋壁の線維化を高いコントラスト分解能で描出できる。線維化の分布が虚血性心
筋疾患と異なっていることから，虚血性心筋疾患との鑑別が可能であり，非虚血性心筋疾患のなかでも各疾患に
おいて分布の違いが報告されている

（図 1，2）。Society of Cardiovascular Magnetic Resonance およ

1）2）

び European Society of Cardiology の Cardiovascular Magnetic Resonance Working Group に承認された
Consensus Panel report においても，心臓 MRI は非虚血性心筋疾患の評価において適切かつ有用な検査であ
ると報告されている 。また Wuらは，左室駆出率＜ 35％の非虚血性心筋疾患患者において前向きコホート研究を行
3）

い，42％の患者に LGE が認められ，LGE のみられた患者では LGE のみられなかった患者に比べて心臓イベントのリ
スクが約 8 倍高いことを示した 。Adabagらの横断的研究では，代表的な非虚血性心筋疾患である肥大型心筋症
4）

の患者において LGE のみられた患者では，心室頻拍のリスクが約 7 倍高いことを示した 。また，Gulatiらは拡張型
5）

心筋症の患者における前向き縦断研究において，左室心筋中間層の LGE は独立した予後因子であることを示した 。
6）

このように，心臓 MRI は非虚血性心筋疾患の診断およびリスク評価において重要な情報を提供できることから，
非虚血性心筋疾患の診断に MRI の施行を推奨する。近年では造影剤投与前の心筋 T1 値（native T1 値）
が非虚血性心筋症の診断において有用であり，特に LGE での評価が難しいびまん性に広がる心筋病変の検出に優
れるとされる 。ただし，その撮像手法についてはまだ最適化されているとは言えない。そのため native T1 値の測
7）
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図 1 肥大型心筋症

肥大型心筋症患者においては非対称性に肥厚した
前壁中隔の右室接合部に LGE が認められる（→）
。

図 2 拡張型心筋症

拡張型心筋症では心筋壁は菲薄化し，前壁〜中隔の中
間層を中心に線状の LGE が認められる（→）
。

定は臨床的に有用と考えるが，
非虚血性心筋症を評価するための心臓 MRIにはLGE 画像が必要と考えるべきである。
心臓 CT は冠動脈疾患において高い診断能を有し，retrospective ECG gating 法は正確な心機能評価を可能とする。
その一方で心筋線維化の評価に関する役割は症例報告が主体であり，明確な有用性が示されているとはいえない

。

8）9）

検索式・参考にした二次資料
PubMed により，CT に関しては nonischemic cardiomyopathy，computed tomography のキーワードを，MRI
に関しては nonischemic cardiomyopathy，magnetic resonance imaging，ﬁbrosis のキーワードを用いて検索し
た。また，SCMR/ESC-CMR Working Group に承 認された Consensus Panel report，および ACCF/SCCT/
ACR/AHA/ASE/ASNC/NASCI/SCAI/SCMR による 2010 Appropriate Use Criteria for Cardiac Computed
Tomography を二次資料として参考にした。
文

献

1）Vogel-Claussen J et al：Delayed enhancement MR imaging：utility in myocardial assessment. Radiographics 26：795-810，2006（レベル 4）
2）O'Donnell DH et al：Cardiac MR imaging of nonischemic cardiomyopathies：imaging protocols and spectra of appearances.
Radiology 262：403-422，2012（レベル 4）
3）Pennell DJ et al：Clinical indications for cardiovascular magnetic resonance（CMR）
：consensus panel report. Eur Heart J 25：
1940-1965，2004（レベル 5）
4）Wu KC et al：Late gadolinium enhancement by cardiovascular magnetic resonance heralds an adverse prognosis in nonischemic
cardiomyopathy. J Am Coll Cardiol 51：2414-2421，2008（レベル 3）
5）Adabag AS et al：Occurrence and frequency of arrhythmias in hypertrophic cardiomyopathy in relation to delayed enhancement
on cardiovascular magnetic resonance. J Am Coll Cardiol 51：1369-1374，2008（レベル 3）
6）Gulati A et al : Association of fibrosis with mortality and sudden cardiac death in patients with nonischemic dilated cardiomyopathy. JAMA 309：896-908，2013（レベル３）
7）Puntmann VO et al : Native T1 mapping in differentiation of normal myocardium from diffuse disease in hypertrophic and dilated
cardiomyopathy. JACC Cardiovasc Imaging 6：475-484，2013（レベル４）
8）Taylor AJ et al：ACCF/SCCT/ACR/AHA/ASE/ASNC/NASCI/SCAI/SCMR 2010 Appropriate Use Criteria for Cardiac Computed
Tomography. A Report of the American College of Cardiology Foundation Appropriate Use Criteria Task Force，the Society of
Cardiovascular Computed Tomography，the American College of Radiology，the American Heart Association，the American Society
of Echocardiography，the American Society of Nuclear Cardiology，the North American Society for Cardiovascular Imaging，the
Society for Cardiovascular Angiography and Interventions，and the Society for Cardiovascular Magnetic Resonance. J Cardiovasc
Comput Tomogr 407：e1-33，2010（レベル 5）
9）Kanao S et al：Demonstration of cardiac involvement of sarcoidosis by contrast-enhanced multislice computed tomography and
delayed-enhanced magnetic resonance imaging. J Comput Assist Tomogr 29：745-748，2005 （レベル 4）
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64 大動脈瘤の診断において CT・MRI を推奨するか？
推奨グレード

A

推奨グレード

A 造影 CT
B 造影 MRI
C1 非造影 MRA

B

胸部・腹部動脈瘤の初期診断および経過観察に造影 CT および，その 3D/MPR 再構成を
用いた造影 CTA は有用性を示す強い根拠があり，推奨する。ヨード造影剤のアレルギー
する非造影 MRA は，有用性を示す十分な根拠はないが，造影 CTA の有用な代替検査で
あり，施行することを考慮してもよい。

背景・目的
MDCT の臨床現場への導入から 10 年が経過し，CTA は大動脈イメージングにおける第 1 選択の検査として
不動の地位を確立している。一方で，分解能・簡便性などで CTA より一歩劣るものの，MRAも独自の発展を遂
げてきた。特に非造影 MRA は造影剤を用いずに血管評価が可能であるという特徴がある。大動脈瘤の診断に
おける CT・MRI の適応・両者の選択・診断時の評価事項について検討する。

解

説

₁ 大動脈瘤に対するCT/MRAの役割
大動脈瘤は「大動脈壁一部の全周，
または局所が拡張した状態」であり，
大動脈の直径が正常径の 1.5 倍（胸
部で 4.5 cm，腹部で 3 cm）を越えた（紡錘状に拡大した）場合に「瘤（aneurysm）」と称している。大動脈
瘤に対する血管イメージングには，大きく3 つの役割がある。1 つ目のタスクは，急性大動脈疾患の診断であり，他
の急性大動脈疾患（偽腔開存型 / 閉鎖型大動脈解離・penetrating atherosclerotic ulcer などの急性大動脈
症候群）との鑑別，また肺血栓塞栓症など非大動脈疾患の除外が，治療方針決定に重要な意義をもつ 。
1）

大動脈瘤の診断後は，経過観察による破裂リスクの予測が 2 つ目の重要なタスクとなる。経過観察時における
大動脈径のサイズのモニタリングは，大動脈瘤が最も拡大した部分の短径（最大短径）の計測にて行う。胸部大
動脈瘤では，瘤径（外径）が 55 mm を越えていた場合破裂のリスクが高く，手術治療を考慮する必要がある 。
2）

女性患者ではより小さな径でも破裂のリスクがあり，45 〜 50 mm においても手術適応を考慮する 。また瘤径 55
3）

mm 以下の場合でも年間の増大率が 5 mm/ 年を越えた場合は破裂のリスクが高い

。胸部大動脈瘤の経過

1）4）

観察時における検査の間隔は，
瘤径 50 mm 以上であれば 6カ月毎，50 mm 未満であれば初回は 6カ月後，
以後 1
年毎に経過観察を行う

。一方，
腹部大動脈瘤は，
年間の破裂リスクは瘤径と相関があり40 mm 未満で 0.3％，40

1）
5）

〜 49 mm で 1.5％，50 〜 59 mm で 6.5％，さらに 6.0 cm 以上では急激に破裂リスクが増大する 。腹部大動脈
6）

の場合，
瘤径が 40 mm 以下では初回は 6カ月後，
変化が無ければ以後 1 年毎の経過観察を，40 〜 50 mm では 6
カ月毎の経過観察を行う

。一般健常人を対象に無症状大動脈瘤に対する，画像スクリーニングの有効性を示

1）5）

した報告はなく，推奨しない

。

5）7）

近年では，古典的な手術治療に加えて，ステントグラフト治療という新たな治療オプションが加わり，より小さな瘤径
での早期治療が考慮されるとともに，CTA・MRA に対して治療前の定量的計測プラニングという3 つ目の新たな
課題が与えられるようになった

。

8）9）
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C1

患者においては造影 MRA は有用性を示す根拠があり，推奨する。腎機能低下患者に対
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A
図 1 腎動脈下腹部大動脈瘤（AAA）
CTA 再構成による volume rendering 像。
腎動脈分岐部下から大動脈分岐部にかけて
大動脈の著明な拡大（最大短径 45 mm）
が見られる。

B

図 2 下行大動脈・胸腹部大動脈瘤（TAAA）

CTA 再構成による MPR 矢状断像（A）
・volume rendering 像（B）
。
下行大動脈・胸腹移行部にかけて大動脈の拡大（最大短径それぞれ 43
mm・50 mm）が見られる。

2 CTA・MRAの選択
CTA・MRA のいずれを選択するかという適応の決定は，全身状態・腎機能・造影剤に対するアレルギーという
患者側因子と，施設における各モダリティのアクセスのしやすさという施設因子の 2 つが関係する。
MDCT の臨床現場への導入から 10 年が経過し，CTA はその高い診断能・短い検査時間・広範囲撮影・汎
用性という利点によって，第 1 選択の検査方法として不動の地位を確立している

（図 1，2）。近年では心臓

1）7）10）

領域で広く臨床応用されている ECG-gated CTA が胸部領域にも適応され，特に上行大動脈の病変に対しての
有用性が示唆されている 。腎機能低下患者においては造影剤腎症のリスクが問題となるが，過剰の懸念により
11）

本来必要な検査を必要以上に制限することは避けるべきである。造影剤腎症の発生は基礎疾患の有無・腎毒性
を持つ薬剤投与の有無・eGFR の値に基づいてある程度予測が可能である。予測されるリスクに基づいて造影可
否の判断を行い，可能と判断される場合は補液・薬剤の一時的中止・造影剤の減量などの適正な予防措置を行っ
た上で造影検査を行う 。CT による大動脈瘤の経過観察では造影検査が望ましいが，非造影 CT により動脈径
12）

の経過観察で十分な場合もある。
MRA は，分解能・簡便性などで CTA より一歩劣るものの，機器の発達に伴う高速化 / 高分解能により独自の
発展を遂げている。これまで大動脈の MRA は主に血管描出能の観点からガドリニウム造影剤を用いた造影検査
を主体として発展し，大動脈瘤評価における重要な画像診断のオプションと考えられている
造影剤アレルギーのある患者に対しての代替検査として行われ
いては MRA が好まれてきた

。MRA は，ヨード

1）5）

，また被曝の問題を考慮し小児や若年患者にお

13）

。一方，近年では nephrogenic systemic fibrosis（NSF）の問題から，腎機能

13）

低下患者に対するガドリニウム造影検査の適応には，留意が必要となった

。透析まで至った慢性腎不全患者

14）15）

においては，NSF のリスクにより造影 MRA は禁忌であるが，CTA でのヨード造影剤の投与は検査後速やかに透
析が行われる場合には禁忌とはならない

。CT・MRI の造影剤が使用できない造影剤腎症のリスクが高い患

14）15）

者においては，近年盛んに臨床応用が進められている非造影 MRA が大きな優位性をもつ可能性がある 。
16）
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検索式・参考にした二次資料
PubMed によりaortic aneurysm，diagnosis，computed tomography and/or magnetic resonance imaging の
キーワードを用いて検索した。また，循環器病の診断と治療に関するガイドライン合同研究班編：大動脈瘤・大動脈
解離診療ガイドライン 2011 年改訂版を参考にした 。
1）

文

献
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1）循環器病の診断と治療に関するガイドライン（2010 年度合同研究班報告）. 大動脈瘤・大動脈解離診療ガイドライン（2011 年改訂版）
（レ
ベル 5）
2）Davies RR et al：Yearly rupture or dissection rates for thoracic aortic aneurysms：simple prediction based on size. Ann Thorac
Surg 73：17-27，2002（レベル 2）
3）Brewster DC et al：Guidelines for the treatment of abdominal aortic aneurysms. Report of a subcommittee of the Joint Council of
the American Association for Vascular Surgery and Society for Vascular Surgery. J Vasc Surg 37：1106-1117，2003（レベル 5）
4）Elefteriades JA：Natural history of thoracic aortic aneurysms：indications for surgery，and sugical versus nonsurgical risks. Ann
Thorac Surg 74：S1877-1880，2002（レベル 2）
5）Isselbacher EM：Thoracic and abdominal aortic aneurysms. Circulation 111：816-828，2005（レベル 5）
6）Brown PM et al：Selective management of abdominal aortic aneurysms in a prospective measurement program. J Vasc Surg 23：
213-220，1996（レベル 3）
7）Hiratzka LF et al：2010 ACCF/AHA/AATS/ACR/ASA/SCA/SCAI/SIR/STS/SVM guidelines for the diagnosis and management of patients with Thoracic Aortic Disease：a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart
Association Task Force on Practice Guidelines，American Association for Thoracic Surgery，American College of Radiology，
American Stroke Association，Society of Cardiovascular Anesthesiologists，Society for Cardiovascular Angiography and
Interventions，Society of Interventional Radiology，So. Circulation 121：e266-369，2010（レベルなし）
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65 大動脈解離の診断において CT・MRI を推奨するか？
推奨グレード

A CT
B MRA

A

推奨グレード

大動脈解離の初期診断および経過観察には，造影 CT（CTA）は第一選択の画像診断法として有
用性について強い根拠があり，推奨する。ヨード造影剤アレルギーがある場合は造影 MRA が有
用である。また腎機能低下症例の慢性期大動脈解離の経過観察に，被曝がなく造影剤負荷を要し
ないスピンエコー法，シネ MRI，非造影 MRA は CT の代替診断法として有用であり，推奨する。

B

背景・目的
日本循環器学会を始め 7 主要学会による大動脈解離診療ガイドライン 2000 年

が発刊され，大動脈瘤・大動

1）

脈解離診療ガイドライン（2006 年改定） を経て，2011 年に改定 されている。それらに準拠しつつ，大動脈解
2）

3）

離の診断に CT・MRI が有用かどうか検討した

解

説

2000 年のガイドラインで，
「大動脈解離とは，大動脈壁が中膜のレベルで 2 層に剥離し，大動脈の走行に沿いあ
る長さをもち 2 腔になった状態であり，大動脈壁内には血流もしくは血腫が存在する動的な病態である」という定義
慢性化して一部径が拡大して瘤化した場合にのみ「解
が用いられるようになった 。本態は「大動脈解離」であり，
1）

離性大動脈瘤（dissecting aneurysm of the aorta）」という名称が使用される。

₁ 大動脈解離の CT 診断
2006 年改訂版

では，
「大動脈解離の臨床的病型は，3 つの視点から分類されている。すなわち，①解離の

2）

範囲から見た分類，②病期による分類，③偽腔の血流状態による分類である。病態を把握し，治療方針を決定す
るためには，これら 3 つの要素を組み込んで病型を表現する必要がある。
解離の範囲から見た分類には，Stanford 分類とDeBakey 分類がある。前者は入口部（内膜亀裂）の位置に
かかわらず解離が上行大動脈に及んでいるか否かで A 型とB 型とに分類され，臨床的に広く用いられている。後
者は解離の範囲と入口部の位置によりⅠ型，Ⅱ型，Ⅲ型（a，b）と分類されている。
病期による分類では，発症 2 週間以内を急性期，2 週間以降を慢性期とする。発症 48 時間以内を超急性期と
称する場合もある。
偽腔の血流状態から見た分類として，
偽腔開存型（図 1）
，
偽腔閉鎖型（図 2）
，ulcer-like projection（ULP）
型がある。解離形態から，解離腔に血流のある開存型（偽腔開存型，communicating aortic dissection）と
血流のない非開存型（non-communicating aortic dissection，いわゆる従来の血栓閉鎖型 thrombosed と同
義：後述）とに分類される 。前者は，tear やフラップの明瞭な大動脈解離を古典的大動脈解離（classic aortic
2）

dissection＝double barrel type）とも称される。
偽腔開存型では，造影 CT で偽腔に血流がみられる。非開存型の偽腔は，単純 CT で偽腔内の三日月状の高
吸収域が，造影 CT 後期相で偽腔に造影効果の認められることがあるが，これは偽腔が器質化する前の不安定で
流動性である血液，凝血塊，血腫などを反映しているものとの考えもあるため，十分な経過観察が必要である

。

4-9）

いわゆる壁内血腫には，自然消退をするものがある一方，明らかな大動脈解離や大動脈瘤へと進展するものがあ
る

。内膜裂口（tear）がみられず解離腔が血栓で満たされているものを壁内血腫（intramural hematoma；

4-13）

IMH）とする欧米の論文
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が見受けられるが，画像上小さな内膜亀裂（ULP）が同定されない場合もあり

10）12）13）
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F
T

図 1 偽腔開存型大動脈解離

図 3 大動脈解離
スピンエコー法：真腔（T）は後方の解離
腔で著明に圧排されている。 剥離内膜の
断裂（intimal tear）から速い血流が流れ
込み，解離腔の近位部は signal voild と
なっている。 解離腔の遠位部は，遅い血
流のため，信号強度が上昇している。
T：True lumen，F：False lumen

Stanford A 型
造影 CT 大動脈沿った MPR 像

うると思われる。壁内血腫と偽腔閉鎖型との間には何か本質的な違いがあるのか，今後も検討を要するが，2011
年改訂版では，
「本来，壁内血腫は病理学的な診断に基づくものであることから，この用語を臨床では用いないこと
とする」に変更となっている 。また，破裂をする危険性があるとの報告もあることから ，大動脈解離の variant
3）

13）

もしくは亜型として扱うのが妥当である

。

3）14）15）

Stanson らが 報 告した 大 動 脈 の 粥 状 硬 化 性 病 巣 が 潰 瘍 化して中 膜 以 下にまで 達 する penetrating
atherosclerotic ulcer（PAU）を

，ULPと混同されている論文が多数あり，いまだ問題点も多く，その語句

16）17）

の使用にあたっては細心の注意が必要である。

2 大動脈解離の MRI 診断

全身状態が不良な急性期大動脈解離の診断には，検査時間が長く患者モニタリングに制約のある MRI は推
奨されない。しかし慢性期における画像評価に MRI は有用である。基本は心電図下のスピンエコー法あるいは
高速スピンエコー法で（図 3）
，血流動態の評価が可能なシネ MRI，非造影 time-of-flight（TOF）法，phasecontrast（PC）法，fresh blood imaging 法と，造影 MR angiography が追加される 。
18）

一般に大動脈解離診断の要点は存在診断，病型分類，合併症診断に集約されるが，慢性期では形態変化の
評価ならびに合併症診断が重要である。
一般には造影 MRA が行われる。ヨード造影剤アレルギー，腎機能低下症例の慢性期大動脈解離の経過観察
に，非造影 MR angiography（MRA）は代替診断法として用いられる。ただし高度腎機能障害がある場合にガ
ドリニウム造影剤を使用するとnephrogenic systemic fibrosis（NSF）を発症する危険性があり，腎機能を確認
する必要がある。
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図 2 血栓閉鎖型大動脈解離
単純 CT で，上行大動脈の偽腔に三日月
状の高吸収域が見られる。 心膜液貯留も
伴っている。
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検索式・参考にした二次資料
PubMed によりaortic dissection，diagnosis，guideline，human，practice guideline のキーワードを用いて文献
検索をした。また，循環器病の診断と治療に関するガイドライン
文

を参考にした。

1-3）

献

1）循環器病の診断と治療に関するガイドライン（1998-1999 年度合同研究班報告）
：大動脈解離診療ガイドライン . Circ J 64：1249-1283，
2000（レベルなし）
2）循環器病の診断と治療に関するガイドライン（2004-2005 年度合同研究班報告）
：大動脈瘤・大動脈解離診療ガイドライン（2006 年改訂版）.
Circ J 70：1569-1646，2006（レベルなし）
3）循環器病の診断と治療に関するガイドライン（2010 年度合同研究班報告）大動脈瘤・大動脈解離診療ガイドライン（2011 年改訂版）http：
//www.j-circ.or.jp/guideline/pdf/JCS2011_takamoto_h.pdf（レベル 5）
4）尾川紀子，小林 剛：急性期大動脈解離の CT 診断：とくに解離腔非造影型大動脈解離の臨床的意義 . 日医放会誌 49：270-280，
1989（レベル 4）
5）松岡陽治郎；解離腔非造影型上行大動脈解離の急性期症例の検討 逆行性解離と再解離の臨床的意義について . 日医放会誌 52：979992，1992（レベル 4）
6）川俣博志，隈崎達夫：血栓閉鎖型大動脈解離における ulcer-like projection の検討：発生頻度発生部位，および経時的変化を中心として.
脈管学 34：1017-1032，1994（レベル 4）
7）林 宏光ほか：血栓閉鎖型から偽腔開存型へと移行した大動脈解離の臨床的検討. 日医放会誌 54：1217-1224，1994（レベル 4）
8）林 宏光ほか：血栓閉鎖型大動脈解離の造影 CT 後期相の検討 . 日医放会誌 55：845-854，1995（レベル 4）
9）松岡陽治郎ほか：Stanford A 型偽腔非開存型大動脈解離の検討：初回 CT，MRI による予後規定因子の解析 . 日医放会誌 57：572-580，
1997（レベル 4）
10）Vilacosta I et al：Natural history and serial morphology of aortic intramural hematoma：a novel variant of aortic dissection. Am
Heart J 134：495-507，1997（レベル 4）
11）Nishigami K et al：Disappearance of aortic intramural hematoma and its significance to the prognosis. Circulation 102：III 243247，2000（レベル 4）
12）Evangelista A et al：Long-term follow-up of aortic intramural hematoma. Predictors of outcome. Circulation 108：583-586，
2003（レベル 4）
13）von Kodolitsch Y et al：Intramural hematoma of the aorta：predictors of progression to dissection and rupture. Circulation 107：
1158-1163，2003（レベル 4）
14）Hiratzka LF et al：2010ACCF/AHA/AATS/ACR/ASA/SCA/SCAI/SIR/STS/ SVM guidelines for the diagnosis and management of patients with thoracic aortic disease：a report of the American College of Cardiology Foundation/American
Heart Association Task Force on Practice Guidelines，American Association for Thoracic Surgery，American College of
Radiology，American Stroke Association，Society of Cardiovascular Anesthesiologists，Society for Cardiovascular Angiography
and Interventions，Society of Interventiona Radiology，Society of Thoracic Surgeons，and Society for Vascular Medicine.
Circulation 121：1544-1579，2010（レベルなし）
15）Erbel R et al：Diagnosis and management of aortic dissection，Recommendation of the task force on aortic dissection.
European Society of Cardiology. Eur Heart J 22：1642-1681，2001. pdf（レベル 4）
16）Stanson AW et al：Penetrating atherosclerotic ulcers of the thoracic aorta：natural history and clinicopathologic correlations.
Ann Vasc Surg 1：15-23，1986（レベル 4）
17）Hayashi H et al：Penetrating atherosclerotic ulcers of the aorta：imaging features and disease concept. Radiographics 20：
995-1005，2000（レベル 5）
18）Matsunaga N et al：Magnetic resonance imaging features of aortic disease. Top Magn Reson Imaging 14：253-266，2003
（レベル 5）
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66 高安動脈炎の診断において CT・MRI を推奨するか？
推奨グレード

造影 CT は有用であり，推奨する。造影 CT の施行が困難な場合には，MRI もほぼ同等
の診断能を有すると考えられ，推奨する。長期的な経過観察は被曝を伴わない MRI で行
うのが望ましい。

B

背景・目的
高安動脈炎の確定診断は病理学的に行われることはまれであり，一般的には画像所見，臨床経過，検査所見な
早期診断と適切な治療開始が可能と考える。

解

説

高安動脈炎は大動脈とその主要分枝，肺動脈などの弾性血管を侵す原因不明の非特異的血管炎である。日本
をはじめとするアジア諸国に多く，若年〜中年の女性に好発する。本症は不明熱の患者群のなかに含まれているこ
とが多く，若年女性が発熱や倦怠感を訴えて来院した場合には，本症を鑑別疾患の一つとして常に念頭に置くこと
が大切である。

₁ 診断のポイント
本邦における診断基準（高安動脈炎の認定基準，難病情報センターホームページ http://www.nanbyou.
or.jp/pdf/065_s.pdf）では，確定診断は画像診断（DSA，CT，MRA）によって行うことが明記されている。す

なわち，
若年者で本症に特徴的な画像所見（大動脈およびその一次分枝の多発性の閉塞性あるいは拡張性病変）
が認められた場合には，炎症反応が陰性でも本症を第一に疑い，陽性であれば確定診断としてよい。ただし，確
定診断に際しては，①動脈硬化症，②炎症性腹部大動脈瘤，③血管型べーチェット病，④梅毒性中膜炎，⑤巨
細胞性動脈炎，⑥先天性血管異常，⑦細菌性（感染性）動脈瘤を否定しておく必要がある。

2 急性期におけるCT・MRIの有用性

以前は本症の画像診断において，DSA が gold standard であった 。しかし，DSA は狭窄や拡張などの血
1）

管内腔の評価には優れているが，急性期でみられる内腔の変化を伴わない壁肥厚の評価が困難である。したがっ
て，現在では CT・MRI を用いて本症の初期診断が行われている場合がほとんどある。急性期では全周性の大
動脈壁肥厚が特徴的であり，単純 CT では肥厚した大動脈壁が高吸収域として認められることがある。造影 CT
の後期相では肥厚した壁にほぼ均一な造影効果が認められるが，注意深く観察すると二重のリング状の染まりがみ
られることがある

。このような二重の染まりは double ring-like signと呼ばれ，造影効果のある外側の層は中膜

2-6）

と外膜の血管新生を伴う炎症性変化を，造影効果の乏しい内側の層は内膜のムチン様・ゼラチン様浮腫に相当す
ると考えられている 。本症において肺動脈病変のみられる頻度は 70 〜 80％程度と比較的高く，本症と他の疾患
6）

との鑑別が困難な場合に，肺動脈病変の有無が診断の決め手になることもあるので，急性期における肺動脈壁肥
厚や造影効果にも注意を払う必要がある 。急性期の壁肥厚および壁の造影効果は造影 MRI でも同様に認めら
6）

れ，放射線被曝を伴わない MRI は治療効果判定や長期の経過観察に有用である

。この時期に診断され，ステ

7-9）

ロイド治療が開始されると動脈壁肥厚の改善が期待できるが，臨床的には不明熱などの非特異的な炎症所見しか
認められない場合が多く，
適切な診断がなされていない例も少なくない。近年，
高安動脈炎などの大動脈炎において，
炎症の活動性や病変の広がりの評価に PET が有用であるとの報告が散見されるが

，本邦では保険適応外であ

10）

る（図 1）。
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どを総合的に判断して行われる。特に，本症の診断における画像診断の役割は重要であり，的確な画像診断により，
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図 2 高安動脈炎（慢性期：50 歳代，女性）

左鎖骨下動脈は近位部で閉塞し，胸部下行
大動脈遠位部には高度狭窄を認める。上行
大動脈には軽度拡張がみられる。
図 1 高安動脈炎（急性期：30 歳代，女性）
造影 CT 後期相で大動脈弓部および右腕頭動脈の壁
肥厚と造影効果が認められる。肥厚した壁の外側部分
には造影効果がみられるが , 内側部の造影効果は乏し
く二重のリング状の形態（double ring-like sign）を
呈している。

3 慢性期におけるCT・MRIの有用性
慢性期の血管病変としては，反応性内膜肥厚による狭窄・閉塞性病変が多いが，中膜平滑筋細胞の壊死や弾
性線維層の破壊が高度で瘢痕化が軽度の場合には拡張性病変や動脈瘤を生じる。狭窄性病変は左鎖骨下動脈，
左総頸動脈，胸部下行大動脈，腹部大動脈などにみられることが多い。一方，拡張性病変は上行大動脈，大動
脈弓部，腕頭動脈に多く認められる。大動脈や分枝の拡張あるいは狭窄・閉塞性病変は，CTA や MRA で良好
に描出することが可能であり，現在は DSA で評価される場合は少ない

。DSA を gold standardとした場合，

2）11-13）

MRA の感度および特異度はともに 100%，CT の感度 95%，特異度 100%と報告されている

。また，肺動脈

5）13）

の狭窄や閉塞に関しても，CTA や MRA で評価可能であることが報告されており，肺血流シンチグラムに代わり得
る可能性が示唆されている 。高安動脈炎の予後を規定する病変としては，①腎動脈や異型大動脈縮窄による
14）

高血圧，②大動脈弁閉鎖不全によるうっ血性心不全，③冠動脈病変による虚血性心疾患，④動脈瘤破裂などが
考えられている。したがって患者の生命予後の改善には，
これらの病変に対して早期から適切な内科的治療を行い，
重症例に対しては適切な外科治療を行う必要がある。最近では，本症における冠動脈病変の評価にもCT が有用
であるとの報告も散見される
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15）16）
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検索式・参考にした二次資料
PubMed によりTakayasu arteritis，CT，MRI のキーワードを用いて検索した。また，循環器病の診断と治療に
関するガイドライン合同研究班編：血管炎症候群の診療ガイドライン（2006 〜 2007 年度）を参考にした。
文

献
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1）Yamato M et al：Takayasu arteritis：radiographic and angiographic findings in 59 patients. Radiology 161：329-334，1986（レ
ベル 4）
：S165-S171，
1996（レ
2） Park JH：Conventional and CT angiographic diagnosis of Takayasu arteritis. Int J Cardiol 54（suppl）
ベル 4）
3）Park JH et：Takayasu arteritis：evaluation of mural changes in the aorta and pulmonary artery with CT angiography. Radiology
196：89-93，1995（レベル 4）
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大動脈疾患に対するステントグラフト留置術後の画像
評価法として造影 CT は有用か？

推奨グレード

B

造影 CT は有用であり，推奨する。

背景・目的
現在，胸・腹部大動脈瘤の治療方針決定には造影 CT が使用されることがほとんどである。これは造影剤を用
いて血行動態がダイナミックに評価できるという利点に加えて，近年発達した画像解析用ワークステーションによる詳
細な治療計画作成に thin-slice CT の volume data が不可欠であることにも起因している。少なくとも，大動脈瘤
と主要血管分枝との関係を客観的に記録するためには CT 画像が最適であることは論をまたない。MRIも利用さ
れることもあるが，機種による画質の差も大きく，一般的に推奨されるものとはいい難い。本稿では，胸・腹部大動
脈瘤に対するステントグラフト留置術（以下 T/EVARと記述する）後の画像評価法としてもCT が有用であるか
否かを文献的にレビューした。

解

説

T/EVAR 後の画像評価法として挙げられるモダリティとしては，血管造影，造影 CT，造影 MRI，カラードプラー
超音波（color doppler ultrasound：CDU）ならびに造影超音波がある。このうち，血管造影は侵襲度の高い検
査法であり，通常選択されることはない。MRI は先に述べた理由で，主要な臨床試験の画像評価方法として採用
されたことはない。
一方，これまでに行われた大規模な臨床試験（英国 EVAR，オランダ DREAM および米国 OVER）のすべて
において，術前・術後評価には造影 CT が用いられている

。この事実に基づき，2011 ACCF/AHA Focused

1）2）

update of the guideline for the management of patients with peripheral artery disease（updating the
「T/EVAR を施行された患者は，術後 1 カ月，6 カ月および以後 1 年ごとに CT（また
2005 guideline） では，
3）

は MRI）で，グラフトの位置移動・エンドリークならびに瘤径拡大に関する評価を受ける必要がある」と明記されて
いる 。したがって本稿でも，大動脈疾患に対するステントグラフト留置術後の画像評価法として CT は有用である，
3）

と結論づけられる（図）
。
なお参考知見として以下の点に言及しておきたい。近年，発達の著しい CDU および造影超音波による評価も
EVAR 後のエンドリークの評価に用いられ，優れた成績が発表されている。しかしピッツバーグ大学から，CTとの
比較試験において，これに代わる経過観察のモダリティとはなり得ないとの結論が出されている 。ただし，その一
4）

方で動脈瘤径が縮小し安定期に入った（stable）と判断される症例で，かつ体型などの問題がなく，瘤径計測や
エンドリークの描出が容易な例においては，CT よりも安価でヨード造影剤や放射線被曝もない CDU を推奨するとい
う文献が発表されている 。
5）

検索式・参考にした二次資料
PubMed によりaortic aneurysm，MeSH，x ray computed tomography，endovascular procedures，clinical
trial，meta-analysis，practice guideline，randomized controlled trial のキーワードを用いて検索した。また，2011
ACCF/AHA Focused update of the guideline for the management of patients with peripheral artery disease
（updating the 2005 guideline）を参考にした。
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A

図

大動脈瘤ステントグラフト留置術後

造影 CT

ステントグラフト治療 8 カ月後（A）で下腸間膜動脈からの type Ⅱエンドリーク
がみられる。NBCA による塞栓術後（B）でエンドリークは消失し，NBCA の
残存がみられる。塞栓術前（C）と比較して，1 年後（D）で瘤径の縮小が
みられる。

文

献

1）The United Kingdom EVAR Trial Investigator：Endovascular versus open repair of abdominal aortic aneurysm．N Engl J Med
362：1863-1871，2010（レベル 3）
2）DREAM Study Group：Long-term outcome of open or endovascular repair of abdominal aortic aneurysm. N Engl J Med 362：
1881-1889，2010（レベル 3）
3）2011 ACCF/AHA Focused update of the guideline for the management of patients with peripheral artery disease（updating
the 2005 guideline）
：a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on
Practice Guidelines：developed in collaboration with the Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, Society of
Interventional Radiology, Society for Vascular Medicine, and Society for Vascular Surgery. J Vasc Surg 54：e32-58，2011（レベ
ル 5）
4）Raman KG et al：Color-flow duplex ultrasounds scan versus computed tomographic scan in the surveillance of endovascular
aneurysm repair. J Vasc Surg 38：645-651，2003（レベル 4）
5）Chaer RA et al：Duplex ultrasound as the sole long-term surveillance method post-endovascular aneurysm repair：a safe alternative for stable aneurysms. J Vasc Surg 49：845-850，2009（レベル 4）
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68 閉塞性動脈硬化症の診断において CT・MRI を推奨するか？
推奨グレード

B CTA，造影 MRA
C1 非造影 MRA

B

推奨グレード

C1

閉塞性動脈硬化症の診断に CTA および造影 MRA は有用性を示す根拠があり，推奨する。
非造影 MRA は，腎機能低下症例に対し造影 MRA の代替検査として行うことを考慮し
てもよい。

背景・目的
閉塞性動脈硬化症 arteriosclerosis obliterans（ASO）の画像診断における標準検査法は経動脈性の
digital subtraction angiography（DSA）であったが，MDCT の発 達や MRI 装 置の高 性 能 化により，CT
angiography（CTA）や MR angiography（MRA）が普及している。閉塞性動脈硬化症の診断における
CTA，MRA の有効性を検討する。

解

説

ASO の診断は症状や足関節上腕血圧比 ankle-brachial index（ABI）などにより臨床的に疑われ，その解剖
学的異常は画像診断によりなされる。ASO は最近では末梢動脈疾患（peripheral arterial disease，PAD）と
呼称される。
ASO における DSA の 50％以上の狭窄・閉塞に対する CTA の診断能を検討したメタアナリシスにおいては，大
動脈・腸骨領域で感度 96％，特異度 98％，大腿膝窩は感度 97％，特異度 94％，下腿領域は感度 95％，特異度 91％
と報告されている 。4 列以下の MDCT では感度 92％，特異度 93％，16 列・64 列の MDCT では感度 97％，特
1）

異度 98％であり，有意に 16 列・64 列が優れていた。64 列 MDCT による最近の報告では，大動脈・腸骨領域と
大腿・膝窩領域で感度 100％，特異度 99％，下腿領域で感度 97％，特異度 99％であり ，血管内治療や手術の
2）

，
治療方針決定にも有用であったとされる 。CTA での画像評価は，体軸断像，multiplanar reformation（MPR）
3）

curved multi-planar reformation（CPR）
，maximum intensity projection（MIP）
，volume rendering（VR）
を用いて行う（図 1，2）

。CTA における過大評価の原因として，石灰化病変における blooming artifacts

2）3）

が挙げられるが ，DSA では開存している区域が閉塞として描出されることも原因となる。一方 DSA の偽陽性とし
4）

て考えられるものとして，motion artifacts，下腿血管における描出時相の相違，閉塞区域より末梢の造影不良が挙
げられる 。また多方向で撮像していない場合は DSA における偽陰性（過小評価）の原因となる。
2）

ASO の症状は，間欠性跛行と安静時痛・潰瘍を来す重症虚血肢に分けられる。CTA の報告の多くは間欠
性跛行を対象としているが，重症虚血肢症例に対しても CTA が治療方針決定に寄与したとする報告がある 。
5）

CTAにおける吸収線量は，16 列 MDCTで男性 3.0 mSv・女性 2.3 mSv ，64 列 MDCTで男性 7.0 mSv・女性 4.7
6）

mSv と報告されている。
3）

DSA における 50％以上の狭窄・閉塞に対する造影 MRA の診断能を検討したメタアナリシスにおいては，大
動脈・腸骨領域で感度 93.5％，特異度 96.3％，大腿膝窩は感度 95.3％，特異度 95.6％，下腿領域は感度 92.2
％，特異度 93.3％と報告されている 。部位ごとに造影剤を注入し撮像する方法では感度が 97.2％であり，単一注
7）

入の bolus-chase 方法の感度 93.3％に比べ有意に高かった。狭窄度評価は原画像，MIP，MPR で行われてい
る

。最近になり従来の time of flight 法ではない非造影 MRA の報告がみられ，DSAにおける狭窄・閉塞を70％

8）
9）
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図 2 右外腸骨動脈閉塞に
対しステント留置術

大腿動脈の閉塞 CTA

CTA

右外腸骨動脈から総大腿
動脈にかけての閉塞・浅
大腿動脈の狭窄を認める。

右大腿動脈−膝窩動脈バイ
パス術，大腿動脈−大腿動
脈バイパス術が施行された。

以上とした際の非造影 MRA の診断能は，大腿領域で感度 95.6％，特異度 97.4％，下腿領域で感度 95.2％，特
異度 87.5％と報告されている 。
10）

メタアナリシスを基に CTAとMRA の診断能を比較すると，両検査の感度・特異度は同等である。CT，MRI
では原画像や MPR により，血管外病変（外膜嚢腫や膝窩動脈捕捉症候群）との鑑別や，動脈瘤の血栓性閉塞
の診断が可能である。

検索式・参考にした二次資料
PubMed によりperipheral arterial disease，CT，MRI のキーワードを用いて検索した。また，Inter-Society
Consensus for the Management of Peripheral Arterial Disease（TASC Ⅱ）を参考にした。
文

献

1）Met R et al：Diagnostic performance of computed tomography angiography in peripheral arterial disease. A systematic review
and meta-analysis. JAMA 301：415-424，2009（レベル 1）
2）Shareghi S et al：Diagnostic accuracy of 64 multidetector computed tomographic angiography in peripheral vascular disease.
Catheter Cardiovasc Intervent 75：23-31，2010（レベル 2）
3）Napoli A et al：Peripheral arterial occlusive disease：diagnostic performance and effect on therapeutic management of 64-section CT angiograhy. Radiology 261：976-986，2011（レベル 2）
4）Sarwar A et al：Calcified plaque：measurement of area at thin-section flat-panel CT and 64-section Multidetector CT and comparison with histopathologic findings. Radiology 249：301-306，2008（レベル 3）
5）Schernthaner R et al：Value of MDCT angiography in developing treatment strategies for critical limb ischemia. AJR 192：14161142，2009（レベル 4）
6）Willmann JK et al：Aortoiliac and lower extremity arteries assessed with 16-detector row CT angiography：prospective comparison with digital subtraction angiography. Radiology 236：1083-1093，2005（レベル 2）
7）Menke J et al：Meta-analysis：accuracy of contrast-enhanced magnetic resonance angiography for assessing steno-occlusions
in peripheral arterial disease. Ann Intern Med 153：325-334，2010（レベル 1）
8）Sueyoshi E et al：Aortoiliac and lower extremity arteries：comparison of three-dimensional dynamic contrast-enhanced subtraction MR angiography and conventional angiography. Radiology 210：683-688，1999（レベル 4）
9）Huber A et al：dynamic contrast-enhanced MR angiography from the distal aorta to the ankle joint with a step-by-step technique.
AJR 175：1291-1298，2000（レベル 2）
10）Gutzeit A et al：ECG-triggered non-contrast-enhanced MR angiography（TRANCE）versus digital subtraction angiography（DSA）
in patients with peripheral arterial occlusive disease of the lower extremities. Eur Radiol 21：1979-1987，2011（レベル 3）
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閉 塞 性 動 脈 硬 化 症 に 対 す る ス テ ン ト 留 置 後 の 評 価 に，
CT・MRI を推奨するか？

推奨グレード

B

推奨グレード

C1

B CT，造影 MRI
C1 非造影 MRI
CT・MRI ともステント留置部にはアーチファクトを生じ，内腔の評価は困難であるが，
有用性を示す根拠があり，推奨する。CT と MRI のいずれを選択するかは，ステントの
種類により異なるが，タンタルステントを除き，CT の方が望ましい。非造影 MRI につ
いては十分な根拠はないが，造影 CT や MRI ができない場合は施行することを考慮して
もよい。

背景・目的
血行再建術として血管内治療を行う場合，ステントを留置することも多い，しかしながら，留置されたステントは
CT・MRIともアーチファクトを生じることが知られている。ステント留置後の閉塞動脈硬化症患者の評価に対しての
CT・MRI の有用性について検討する。

解

説

高齢化，生活様式の西欧化により，本邦においても閉塞性動脈硬化症の患者が増加している。
閉塞性動脈硬化症の治療として，薬物療法や運動療法といった内科的治療，ステント留置やバルーン拡張術な
どの血管内治療，内膜摘除術やバイパス術といった外科的治療があり，病変の分布や程度による治療法の選択が
推奨されている 。
1）

閉塞性動脈硬化症の非侵襲的な画像診断として，超音波検査，CT・MRI が挙げられる。CTとMRI を比較
した場合，CT は比較短時間で撮影でき，骨や石灰化の情報を同時に得ることができる。しかしながら，放射線
被曝の問題やヨード造影剤を使用する必要があり，高度石灰化病変では内腔の評価が困難な場合もある。一方
MRI は，放射線被曝がなく，高度石灰化病変でも診断可能であるが，MRI 非対応のペースメーカー，植え込み型
除細動器などを装着している患者では施行できない。また，腎性全身性線維症の危険性から，重篤な腎障害のあ
る患者に対して，ガドリニウム造影剤は禁忌となっている。
上記のような CT・MRI の特徴と施設における事情を考慮し，CT または MRI が選択されるが，ステント留置部
を評価するためには，ステントの材質等に応じた選択基準も必要となる。

₁ CT

閉塞性動脈硬化症の診断に CTA が行われている。ステント留置部位は，線質硬化（beam-hardening）によ
るアーチファクトのため，内腔の狭小化を生じ，内腔の CT 値が低下する。線質硬化は，ステントの材質，骨格の厚
さにより影響される。またステント径が小さい場合には，狭窄が過大評価される 。
2）

ファントムを用いた検討によると

，タンタルステントは高度のアーチファクトを生じ，内腔の評価が困難である。ナ

3）4）

イチノールステントやステンレスステントでは内腔の評価が可能である（図 1）。ステント端のマーカーが，高度のアー
チファクトを生じる場合もある。ファントム実験では，
ステント長軸を Z 軸方向と平行になるよう設定されることが多いが，
実臨床では，ステント長軸は Z 軸方向に対し斜めに向くことがほとんどであり，線質硬化によるアーチファクトはより高
度になる。また，動脈壁の石灰化によるアーチファクトもあり，これは内腔評価をさらに困難とする。
線質硬化によるアーチファクトを軽減しステント内腔を描出するために，高分解能の再構成関数を選択する方法が
ある 。高分解能の再構成関数では，空間分解能を向上させるが，ノイズは増加する。
5）
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図 1 右総腸骨動脈に対するステント留置

図2

MRA

右総腸骨動脈から外腸骨
動脈にナイチノール製ステン
トが留置されている。ステン
トに一致して信号が若干低
下しているが，開存は確認
できる（→）
。

2 MRI
閉塞性動脈硬化症に対して，
造影剤を用いた MRA が行われている 。ステントが留置された部位は，
磁化率アー
6）

チファクトの影響で内腔が狭く描出される。磁化率アーチファクトはステントの材質によって異なる

。タンタルス

3）7）8）

テントは，アーチファクトが少ない。多くのナイチノールステントでは，ステント内の開存性は判定できるものの，狭窄度
の評価は困難である（図 2）
。一部のナイチノールステントでは，内腔の信号が消失する（図 1C）
。ステンレスス
テントでは内腔の信号が消失し，評価はできない（図 1C）
。

検索式・参考にした二次資料
PubMed によりPAOD（peripheral arterial occlusive disease）
，stent，CT（computed tomography，CTA，
CT angiography）
，MRI（MRA，MR angiography）のキーワードを用いて検索した。J Vasc Surg のガイドラ
イン（Norgren L et al，the TASC II Working Group 編：Inter-Society Consensus for the Management of
Peripheral Arterial Disease（TASC II）
，2007）を参照した。
文

献

1）Norgren L et al：Inter-society consensus for the management of peripheral arterial disease（TASC II）. J Vasc Surg 45（suppl S）
：
S5-S67，2007（レベル 5）
2）Herzog C et al：Peripheral artery stent visualization and in-stent stenosis analysis in 16-row computed tomography：an in-vitro
evaluation. Eur Radiol 15：2276-2283，2005（レベルなし）
3）Maintz D et al：Revealing in-stent stenoses of the iliac arteries：comparison of multidetector CT with MR angiography and digital
radiographic angiography in a phantom model. AJR 179：1319-1322，2002（レベルなし）
4）Schernthaner MB et al：Perceptibility and quantification of in-stent stenosis with six peripheral arterial stent types in vitro：comparison of 16-MDCT angiography，64-MDCT angiography，and MR angiography. AJR 194：1346-1351，2010（レベルなし）
5）Heuschmid M et al：Evaluation of various image reconstruction parameters in lower extremity stents using multidetector-row CT
angiography：initial findings. Eur Radiol 17：265-271，2007（レベル 3）
6）Lakshminarayan R et al：Magnetic resonance angiography：current status in the planning and follow-up of endovascular treatment in lower-limb arterial disease. Cardiovasc Intervent Radiol 32：327-405，2009（レベル 5）
7）Link J et al：liofemoral arterial occlusive disease：contrast-enhanced MR angiography for preinterventional evaluation and followup after stent placement. Radiology 212：371-377，1999（レベル 3）
8）Hamer OW et al：In vivo evaluation of patency and in-stent stenoses after implantation of nitinol stents in iliac arteries using MR
angiography. AJR 185：1282-1288，2005（レベル 3）
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A CT による MIP 像 B CT による CPR 像 C MRA 右総腸骨動脈にステンレス製
ステント，左総腸骨動脈にナイチノール製ステントが留置されている。MIP ではステントや石灰
化が重なる領域は評価できず，CPR などの断面像が必要となる。MRA ではステンレス製ステ
ントが留置された部位は信号が消失している（C →）
。ナイチノール製ステントにおいても信号
が著明に低下している（C ▲）
。

❹ 心血管

70 慢性心不全患者の診断と病態解明に核医学検査は有用か？
推奨グレード

B

核医学検査は，慢性心不全患者の病因を非侵襲的に鑑別する精度が高いことが示され，
治療法を決定する根拠として十分なエビデンスがある。また，リスクの層別化および予
後予測に関する有用性を示す豊富なエビデンスがあり，推奨する。

背景・目的
慢性心不全を呈する代表的疾患として虚血性心疾患が上げられるが，その他，弁膜症，心筋症，高血圧性心
疾患，先天性心疾患などが心不全の原因となる。心奇形，弁膜疾患などの形態的異常については，心臓超音波
診断の有効性が従来から確立しているが，虚血心とその他の非虚血心の鑑別は時に困難を要する。冠動脈造影
は虚血性心疾患の診断に有用であるが侵襲的であり，非侵襲的な診断法が求められている。
また，
慢性心不全の重症度判定や予後予測については左室駆出率（LVEF）や左室拡張末期・収縮末期容量
（EDV，ESV）が用いられているが，少なくとも心筋症についてはその予測因子としての精度は低い。近年，右
室機能低下や肺高血圧の存在，心臓交感神経機能異常などが予後推定因子として注目されている。
本稿では前半は「慢性心不全の診断として負荷心筋シンチグラフィおよび安静時 BMIPP-TL 心筋シンチグラ
フィ」について解説し，後半に心臓交感神経のイメージングである「 I-metaiodobenzylguanidine（MIBG）シ
123

ンチグラフィによる予後評価」について解説する。

TL

BMIPP

A

TL

BMIPP

B
図1

BMIPP，TL 2 核種同時収集による虚血性心筋症と拡張型心筋症の鑑別

A 虚血性心筋症 B 拡張型心筋症
A では前壁から心尖部，下後壁にかけて BMIPP の高度な欠損があり，TL より
高度で広範な欠損を認める。本例は左室駆出率（LVEF）27％，冠動脈造影
で 3 枝病変を認めた。一方，B では両トレーサで明らかな集積欠損を認めない。
拡張型心筋症の典型的な所見である。
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図 2 拡張型心筋症患者の MIBG 心筋シンチグラフィ正面プラナー像
上段は薬物療法前で後期像の H/M 比は 1.53 で重症の心不全状態と考え
られた。β遮断薬，ＡＣＥ阻害剤等薬物療法を開始 6 ヶ月後，左室サイズは
減少，H/M 比は 2.20 まで改善した（→）
。

解 説
1 虚血性心筋症と非虚血性心筋症の鑑別
負荷心筋シンチグラフィによる心筋虚血評価の有効性は，高いエビデンスレベルとして広く知られている。このエ
ビデンスを利用して，心不全を伴ういわゆる虚血性心筋症を負荷心筋シンチグラフィにより他の不全心と鑑別する研
究がいくつか行われている。Danias らは 164 例の慢性心不全例で SPECT 上の負荷時総欠損スコアを用いた鑑
別を行い，診断能は感度 87％，特異度 63％と報告している 。感度は高いが特異度が低く，下壁の減弱などの
1）

SPECT 特有のアーチファクトなども原因である。また，心筋症のなかでも高度な欠損像や安静像で fill in する症例
も存在することから，その診断については画像所見以外の臨床的指標を組み合わせた診断が必要と考えられる。
わが国では
ている

I-BMIPP（BMIPP）心筋シンチグラフィが広く使用され，両疾患の診断能に関する研究が行われ

123

。虚血性心筋症と拡張型心筋症との鑑別においては近年，BMIPPと Tl（TL）集積の 2 核種シン

2）3）

201

チのミスマッチスコアを用いて鑑別が行われている
（図 1）。Abeらは 501 例の連続症例を検討したところ，
感度 84%
，特異度 83%と報告しており ，実臨床に充分耐えうるエビデンスを持つと考えられる。
3）

2 MIBG心筋シンチグラフィによる重症度および予後予測に関する評価

慢性心不全では心臓ポンプ機能低下の代償機構として，交感神経系および体液性因子が活性化する。しかし，
その過剰な活性化がカテコラミンによる心筋障害や致死性不整脈の誘因になり得る。従って，交感神経機能のモニ
タリングは心筋障害との関連や治療効果判定のために有効とされている。 I-MIBG（MIBG）はカテコラミンのア
123

ナログであり，交感神経末端におけるカテコラミンの動態をイメージングすることが可能である。通常，静注 15 分初
期像と4 時間後期像の撮像を行い，心臓縦隔比（H/M）
，4 時間の洗い出し率（WR）を算出しており，後期像
H/M が低いほど，WR が高いほど予後が不良であることがこれまので多くの論文により報告されている（図 2）
。
近年，欧米から多施設共同研究である ADMIRE 研究

や日本国内６施設の報告を解析したメタアナリシスも

4）

報告され ，いずれもMIBG の後期相 H/M が高い精度で予後を反映することが明らかとなっている。また，心不
5）

全患者のなかで臨床上，植込み型除細動器（ICD）の適応とされる 116 例を対象とした検討では，MIBG の後
期相 SPECT 像の欠損範囲が大きいと有意に ICD の適切作動や心臓死の割合が増加することが報告されている。
ICD を必要とする患者を高い精度で選択できれば医療経済的にも大変有意義であり，MIBG シンチグラフィによる
層別化の有効性が期待されている 。
6）
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検索式・参考にした二次資料
PubMed によりBMIPP，ischemic dilated cardiomyopathy および 2010 年 以 降 で MIBG，heart failure，
prognosis のキーワードを用いて検索した。また日本循環器学会ほか編：心臓核医学検査ガイドライン 2010 年版
（JCS2010）を参考にした。
文

献

1）Danias PG et al：Usefulness of electrocardiographic-gated stress technetium-99m sestamibi single-photon emission computed
tomography to differentiate ischemic from nonischemic cardiomyopathy．Am J Cardiol 94：14-19，2004（レベル３）
2）Ishida Y et al：Myocardial imaging with 123I-BMIPP in patients with congestive heart failure．Int J Card Imaging 15：71-77，
1999（レベル３）
3）Abe H et al：Non-invasive diagnosis of coronary artery disease by 123I-BMIPP/201TlCl dual myocardial SPECT in patients with
heart failure．Int J Cardiol 176：969-974，2014（レベル２）
4）Jacobson AF et al：Myocardial iodine-123 meta-iodobenzylguanidine imaging and cardiac events in heart failure．Results of
the prospective ADMIRE-HF（AdreView Myocardial Imaging for Risk Evaluation in Heart Failure）study．J Am Coll Cardiol 55：
2212-2221，2010（レベル１）
5）Nakata T et al：A pooled analysis of multicenter cohort studies of（123）I-mIBG imaging of sympathetic innervation for assessment of long-term prognosis in heart failure．JACC Cardiovasc Imaging 6：772-784，2013（レベル１）
6）Boogers MJ et al：Cardiac sympathetic denervation assessed with 123-iodine metaiodobenzylguanidine imaging predicts ventricular arrhythmias in implantable cardioverter-defibrillator patients．J Am Coll Cardiol 55：2769-2777，2010（レベル２）
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◆ 主な改訂ポイント ◆
肝・胆
●タイトル・推奨グレードの変更
CQ73

慢性肝疾患患者における早期肝細胞癌の検出において診断能が高い検査は何か？

新たな文献を加え整理し，背景，解説の文言を若干変更した。推奨グレードは C1 → B に変更した。
CQ74

タイトルを「慢性肝疾患患者において早期濃染を示さない結節にどのように対処すべきか？」→「慢

性肝疾患患者においてダイナミック CT・MRI で早期濃染を示さない結節にどのように対処すべきか？」
に変更した。
日本肝臓学会，日本肝癌研究会のガイドラインの更新を反映させるなど，新たな文献を加え，若干文言
を変更した。
CQ78

タイトルを「肝細胞癌の病期診断にどのような画像診断法が必要か？」→「肝細胞癌肝外転移検索

を要する状況，対象臓器，検査法は何か？」に変更した。
図以外，全差し替えした。
CQ79

肝細胞癌に対する TACE や RFA の治療効果判定にはどの検査法を選択すべきか？

検索式を変更した。新たな文献を加え整理し，文言を変更した。推奨グレード C1 であった「造影超音波」
を条件付きで推奨グレード B に追加した。
CQ85

限局性結節性過形成の確定診断にどの画像診断法を推奨するか？

「造影超音波」を推奨グレード B として追加した。新たな文献を加え整理し，若干文言を変更した。
CQ91

旧 CQ80：胆管癌が疑われた場合，CT は有用か？旧 CQ81：胆管癌が疑われた場合，MRI および

MRCP は有用か？の両者を統合し，タイトルを「胆管癌が疑われた場合，CT・MRI は有用か？」に変更。
新たな文献を加え整理し，若干文言を変更した。
CQ93 旧 CQ83：胆嚢癌が疑われた場合，CT は有用か？と旧 CQ84：胆嚢癌が疑われた場合，
MRI は有用か？
の両者を統合し，タイトルを「胆嚢癌が疑われた場合には CT・MRI は有用か？」に変更。新たな文献を
加え整理し，若干文言を変更した。

●本文，文献，検索式，図等に一部軽微な変更，追加があった CQ
CQ71

慢性肝障害の肝細胞癌のスクリーニングにおいて費用対効果が高い造影検査は何か？

新たな文献を追加した。また，費用効果比（cost eﬀectiveness ratio：CER）や増分費用効果比（incremental
cost eﬀectiveness rati：ICER）についての記載を追加するなど，若干の文言変更を行った。
CQ72

慢性肝疾患におけるスクリーニングの超音波で病変が疑われた場合，次に行うべき検査は何か？

新たな文献（5 〜 7，11，19 〜 25）を加え整理し，若干文言を変更した。推奨グレードに変化なし。
CQ75

古典的（多血性）肝細胞癌の診断に有用な検査法は何か？

新たな文献を加え，若干文言を変更した。
CQ76

肝細胞癌の切除術前検査として CTHA/CTAP や血管造影を推奨するか？

新たな文献を加え，若干文言を変更した。
検索式を変更した。新たな文献を加え整理し，文言を変更した。
CQ80

肝転移（転移性肝腫瘍）の診断に有用な画像検査は何か？

新たな文献を加え，若干文言を変更した。
CQ81

血管造影下 CT（CTAP，CTHA）や PET は肝転移の診断に勧められるか？

新たな文献を加え整理し，若干文言を変更した。
CQ82

肝内胆管細胞癌が疑われた場合，有用な画像検査は何か？

新たな文献を加え，若干文言を変更した。
CQ83

肝嚢胞性病変を見た場合，良悪性の鑑別に有用な画像検査は何か？

新たな文献を加え整理し，若干文言を変更した。
CQ86

腎機能および肝機能低下患者における肝腫瘍の診断にはどの検査法が有用か？

新たな文献を加え整理し，若干文言を変更した。
CQ89

胆嚢胆管結石の存在診断に有用な検査は何か？

解説で EUS に関する記載を追加した。

膵
●新たな CQ の追加
CQ97

自己免疫性膵炎（type 1）の診断に有用な画像診断は何か？を追加した。

●タイトル・推奨グレードの変更
CQ95

急性膵炎の診断および重症度判定に有用な画像診断は何か？に変更し，
推奨グレード A から「CT：

推奨グレード A」，「MRI：推奨グレード B」の２つに分けた。
CQ98

膵液瘻の診断および重症度評価に CT は有用か？に変更した。

CQ100

膵癌の進展度診断（病期診断）にはどのような画像診断を行うべきか ? に変更した。

CQ101

膵神経内分泌腫瘍の検出に有用な画像診断法は何か ? の推奨グレードを B → A に変更した。

CQ102

CT，MRI，EUS の中で，膵嚢胞性腫瘤の鑑別に最も有用な画像診断法はどれか？の推奨グレード

B →該当なしとした。
CQ103

CT，MRI，EUS の中で，膵管内乳頭粘液性腫瘍（IPMN）の悪性度診断に最も有用な画像診断法

はどれか ? の推奨グレードを B →該当なしとした。

●本文，文献，検索式，図等に一部軽微な変更，追加があった CQ
CQ96
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慢性膵炎の診断に CT を推奨するか？

CQ99

膵癌の検出に有用な画像診断法は何か？

CQ102 CT，MRI，EUS の中で，膵嚢胞性腫瘤の鑑別に最も有用な画像診断法はどれか？

消化管
●標準的撮影法を追加した
●推奨グレードの変更はなし
●本文，文献，検索式，図等に一部変更，追加があった CQ
CQ104

食道癌の術前検査としてどのような画像検査を推奨するか？

食道癌ダイナミック CT に関する文献を追加した。
CQ106

胃癌の術前検査としてどのような画像検査を行うべきか？

Results of an international RAND/UCLA expert panel の意見を二次資料に追加した。MRI に関する文
献と本文を追加した。
CQ108

大腸癌，直腸癌の術前検査としてどのような画像検査が有用か？

CTC，PET/CTC に関する文献と本文を追加した。
CQ109

大腸癌術後のフォローアップとしてどのような画像検査を行うべきか？

CTC に関して本文を改訂した。
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消化器領域の標準的撮像法
A 肝臓の撮像法
CT
造影剤を急速静注して動脈相を含んで多相性に撮像するダイナミック・スタディが肝腫瘍の鑑別，肝細胞癌など
の多血性腫瘍の検出，悪性腫瘍の病期診断に必須である

。悪性腫瘍患者の経過観察などには通常，門脈相

1-3）

の造影 CT が撮影される。CT 画像再構成スライス厚は 5 mm 以下で，コンピュータビューワーでの診断読影が推
奨される。

₁ 単純CT（図1A）
肝腫瘍の診断において単純 CT の診断能は限定的であるが，脂肪肝，ヘモジデローシスなどによる肝実質の
CT 値の変化や腫瘍内の脂肪や石灰化をとらえるためや，造影 CTとの比較による腫瘍の造影効果の評価のため

に撮影される。また，転移性肝腫瘍では造影後に不明瞭になり，造影前 CT でのみ同定できるものもある。読影時
には，ウインドウ幅 200 〜 250 HU，ウインドウレベル 30 〜 40 HUと狭めのウインドウ幅で観察すると，単純 CT で
は肝病変のコントラストがつきやすい。

2 造影CT

❶ 造影方法
① 造影剤量：総投与造影剤量は患者体重 1kg あたり520 〜 600 mgI（300 mgI/ml の濃度の造影剤であれ
ば体重 1kg あたり1.73 〜 2 ml）
。
② 造影剤注入法
多相性造影 CT：造影剤注入時間が 30 秒前後となるような注入速度の決定。
通常の造影 CT：2 ml/s 以上で造影剤を注入するのが一般的（肝臓の最大造影効果はヨード量に依存し，
注入速度には依存しない）
。
❷ 多相性造影 CT（図 1B 〜 D，図 2）
① 撮影時相：肝腫瘍の鑑別，肝細胞癌などの多血性腫瘍の診断のためには後期動脈相は必須で，後期動脈
相，門脈相，平衡相との組み合わせによる 2 〜 3 相の多相性撮影を行う。
② 各時相の撮影タイミング
後期動脈相：造影剤注入時間 + 5 〜 10 秒で撮影を開始する。または，造影剤の腹部への到達時間の個
人差の調節のためにボーラストラッキング法の使用を推奨し，大動脈の CT 値の上昇が 100HU に達してか
ら 20 〜 25 秒後に撮影を開始する。
門脈相：造影剤注入開始後 70 秒前後
平衡相：造影剤注入開始後 180 秒前後

3 通常の造影CT

上記の門脈相で撮影する（撮影タイミングは注入開始後 70 〜 90 秒）。
造影剤量については，門脈相撮影のための至適造影剤量が検討されてきた。門脈相における肝病変検出のた
めに必要な肝臓の造影効果を 50 HU の上昇とされることが多く，この 50 HU の上昇を得るための体重 1 kg 当た
り必要なヨード量は，慢性肝疾患がなければ 521 mgIと報告されている

。また，肝臓，門脈，膵臓，大動脈な

4）5）

どの十分な造影効果を得るためには体重 1 kg あたり600 mgI 以上のヨード量が必要とされている 。体脂肪率
6）

の高い肥満患者では，体重による造影剤量の決定ではヨード量が過剰になる傾向があることが指摘されており，除
脂肪体重による造影剤量の決定の有用性も報告されている

260

。

7）8）
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図 1 多相性造影 CT 中分化型肝細胞癌
A 造影前 B 後期動脈相 C 門脈相
平衡相では被膜の濃染がみられる。

30秒間の
造影剤注入

後期
動脈相
撮影

門脈相
撮影

注入開始
35～40秒後

注入開始
70秒前後

＊

＊

D

平衡相

肝 S2 の肝細胞癌（→）が動脈相で強く濃染し，

平衡相
撮影

注入開始
180秒前後

ボーラストラッキング法では
大動脈が100HUに達して
から20～25秒後

図 2 標準的多相性造影 CT 撮影法
・造影剤量は体重１kg あたり 520 〜 600 mgI（300 mgI/ml の製剤で 1.73 〜 2 ml/kg）
・後期動脈相は必須で，門脈相，平衡相との組み合わせによる２〜３相の多相性撮影を行う。
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造影剤の注入速度の決定には単位時間あたりの注入量（ml/s）が用いられてきた。速い注入速度で単位時
間内により多くのヨードを投与すると，動脈性の造影効果が上がり，多血性の腫瘍の描出にも有利であり ，高濃度
9）

造影剤（350 〜 370 mgI/ml）の使用でも同じように動脈性の造影効果の増強が期待できる。しかし，患者の体重
ごとに造影剤の注入時間が異なると，至適 CT 撮影タイミングも異なってくる。そこで注入速度を一定にするのでは
なく，注入時間を一定にする方が，撮影タイミングが一定にできるために合理的である 。
10）

肝臓の多相性 CT での撮影タイミングは，早期相として早期動脈相と後期動脈相，後期相として門脈相と平衡相
（遅延相）
に区分される。肝細胞癌の多くは多血性であり，
後期動脈相での濃染と後期相での低濃度化（washout）
と，被膜状の濃染をとらえるのが肝細胞癌の検出および質的診断において重要である 。後期相として，門脈相
11）

は腫瘍による門脈・肝静脈への浸潤の評価に役立ち，平衡相を追加することにより肝細胞癌の診断能が向上す
る 。
12）

後期動脈相の撮影タイミングは，造影剤注入時間 + 5 〜 10 秒に肝臓の撮影を開始する 。30 秒間で造影剤
13）

注入を行った場合は，肝臓を静注開始 35 〜 40 秒に撮影開始する。しかし，このように撮影タイミングを固定した
方法では，腹部動脈への造影剤の到達時間の個人差により撮影タイミングが不適当になってしまうことがあり，特に
心疾患により腹部への造影剤の到達が遅い患者では撮影を開始するタイミングが早すぎて，肝動脈からの造影剤
が十分肝腫瘍に到達していないタイミングでの撮影になってしまう。このような撮影タイミングの個人差の調節のため
には，造影剤静注開始後に腹部のモニタリング撮影を行い，腹部大動脈への造影剤の到達を確認後に肝臓の撮
影を開始するボーラストラッキング法が勧められる。ボーラストラッキング法を用いた場合，腹部大動脈の CT 値の上
昇が 100 HU に達してから 20 〜 25 秒後に肝臓の撮影を開始するのが一般的である。少量の造影剤のテスト注
入と腹部の連続撮影を行う試験注入法でも同様に，腹部大動脈への造影剤到達時間を計測できる。門脈相は造
影剤注入開始 70 秒前後，平衡相は 3 分前後に撮影する。
肝臓の造影効果が最大になる門脈相で，肝転移などの乏血性の肝腫瘍のコントラストが最大になる。この門脈
相における肝臓の最大造影効果は投与されたヨード量に依存し，造影剤の注入速度には依存しない。そのために
門脈相のみ撮影する場合には造影剤の高速注入は必要なく，2 ml/s 以上の注入速度を用いるのが一般的である。
読影診断については，5 mm 以下のスライス厚で再構成を行った CT 画像を ，コンピュータビューワーを用いて読
14）

影することが望ましい。

超音波（表 1，図 3，4）
超音波においては第二世代の超音波診断用造影剤であるペルフルブタン製剤（ソナゾイド）が 2007 年 1 月より
保険適用となっている。通常の超音波検査はスクリーニングとしては，コストや低侵襲性の面から非常に有用である
が，造影超音波検査も描出，鑑別，治療効果判定と非常に有用である。しかし，造影超音波検査は，検査時間や
表 1 超音波施行例

造影剤：ソナゾイド （第一三共）0.010 ml/kg，bolus injection
®

超音波診断装置：Logiq 7（GE メディカルシステム）
造影 mode：coded phase inversion（CPI）mode
使用探触子：4C，9L
使用周波数：4 MHz，6.5 MHz

MI 値：0.2
focus point：1 point（depth：およそ 10 cm）
フレームレート：10 ～ 14 Hz
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図 3 超音波像

中分化型

肝細胞癌
A B モード超音波像
B ソナゾイド造影（early
vascular phase 超音波像）
C ソナゾイド造 影（post
vascular phase 超音波像）
肝細胞癌（→）がソナゾイド
造影 early vascular phase
で 濃 染し，post vascular
phase では低エコーを呈して
いる。

A

❺
消 化 器

B

C

defect Re-perfusion Imaging

ソナゾイド
（0.010 ml/kg）
の
bolus injection

0

ソナゾイド
（0.010 ml/kg）
のbolus injection

3

1

6

vascular phase

early vascular phase

10

min.
post-vasccular phase

late vascular phase
real time scan
（MI 0.2前後）
burst
（MI 0.9～1.0）
：

図 4 ソナゾイド基本的撮像方法部長軸断像
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人手の面で負担が大きく，スクリーニングではなく，精査のための検査法とみなされる。
撮像プロトコルは，造影剤 0.010 ml/kg を静注後より腫瘍の動脈血流を評価するため，CT の動脈相に当たる
early vascular phase を撮像し，その後，門脈相に相当する late vascular phase を撮像する。造影 10 分後に
は造影剤は肝実質（クッパー細胞）に取り込まれて肝実質が高エコーとなる postvascular phase を撮像する。こ
の相では，肝細胞癌はクッパー細胞がないため，低エコーとして描出され，その描出能は高いとされている。このタ
イミングでさらに造影剤を追加投与することによって，postvascular phase で初めて描出された病変の動脈血流や
血行動態を評価でき，鑑別や治療効果判定に役立つ

。

15）

MRI
肝の MRI 診断には phased array coil を用いる。肝腫瘍の診断のためには単純 MRI 撮影と gadolinium
ethoxybenzyl diethylene triamine pentaacetic acid（Gd-EOB-DTPA：以下 EOB）
・プリモビスト 造影を
®

行うことが多いが，血流情報のみが必要な場合は細胞外液性ガドリニウム造影，ガドリニウム造影剤が禁忌の場合
には，リゾビスト （superparamagnetic iron oxide；以下 SPIO）造影剤での造影が行われる。スライス厚は 5
®

mm 以下で，コンピュータビューワーでの診断読影が推奨される。

₁ 単純MRI（図5）

以下のシーケンスを原則横断像で撮影するのが推奨。
① T1 強調像：呼吸停止下での in-phaseとout-of-phase（opposed phase）の gradient echo 像は必須。
② T2 強調像（必須）
：呼吸同期脂肪抑制 fast spin echo（FSE/TSE）T2 強調像と呼吸停止 single shot
fast spin echo（SSFSE/HASTE）T2 強調像の撮影が推奨。150 ms 以上の TE での heavy T2 強調
像の撮影を追加するとT2 値の長い嚢胞および血管腫と悪性腫瘍の鑑別に役立つ。
③ 拡散強調像（推奨）
：echo planar 法にて撮影する。b-factor は通常 400 s/mm 以上。
2

④ Steady-state coherent image（True FISP，balanced FFE，FIESTA，True SSFPというシーケンス名）
（推奨）
：脂肪抑制の併用が勧められる。

2 EOB造影MRI（EOB-MRI）（図6，7）
EOB 造影によるダイナミック・スタディと肝細胞相を撮影する。MRI 検査時間短縮のため，単純 MRI ① T1 強
調像撮影後に，EOB ダイナミック・スタディを行い，肝細胞相の撮影までの間に②〜④ T2 強調像，拡散強調像，
steady-state coherent image の撮影を行ってもよい

。

16）

❶ 造影方法
① 造影剤量：EOB

0.1 ml/kg

② 造影剤注入法：EOB は造影剤容量が少なく，高速で注入する必要は特にない

。CTと同様に注入時間

17）

が異なると至適撮影タイミングに個人差が生じるという観点から，注入時間の調節や希釈

により，CTと同

18）

様に注入時間一定法を用いてもよい。造影剤量が少ないから生理食塩水による後押しは必須である。
❷ 撮影方法
① 撮影シーケンス：脂肪抑制 T1 強調 3D グラジエントエコー法が推奨。
② スライス厚：5 mm 以下。
③ 撮影断面：横断像。肝細胞相では冠状断像，矢状断像の追加が推奨される。
④ 撮影タイミング：ダイナミック・スタディ
造影前
動脈相：撮影タイミングの決定にはボーラストラッキング法が推奨される。腹部または下行大動脈への造影剤の
到達をトリガーとし，
トリガーから 15 〜 20 秒後程度に k-space の中心が来るように動脈相を撮影する 。また，
19）

撮影タイミング固定法を使う場合には注入開始 30 秒後程度に k-space の中心が来るように撮影する。
門脈相：造影剤注入開始後 70 秒前後
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B

A
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C

D

E

F

図 5 単純 MRI 中分化型肝細胞癌症例
A Out-of-phase T1 強調グラジエントエコー像 B In-phase T1 強調グラジエントエコー像 C 呼吸停止 T2 強調
HASTE 像 D 呼吸同期 脂肪抑制 T2 強調 TSE 像 E 脂肪抑制 3D balanced FFE 像 F 拡散強調像
肝細胞癌は T1 強調像で低信号 T2 強調像 拡散強調で高信号として描出されている（→）
。

後期相：造影剤注入後：2 〜 3 分後
肝細胞相：造影剤注入後 20 分後以降。肝機能が良好で，肝実質の造影が良好な患者では，15 分後ぐらい
での撮影も可能。

3 細胞外液性ガドリニウム造影剤によるダイナミックMRI
単純 MRI 撮影後に，上記の EOB によるダイナミック MRI の撮影法と同様の手法で造影前，動脈相，門脈相，
平衡相の撮影を行う。造影剤量は 0.2 ml/kg
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B

A

D

C

図 6 中分化型肝細胞癌
EOB-MRI 脂肪抑制 T1 強調 3D グラジエントエコー像
（A 造影前，B 動脈相，C 門脈相，D 後期相，E 肝
細胞相）肝細胞癌が動脈相で濃染し，肝細胞相では造影剤
の取り込み低下により低信号として描出されている（→）
。

E

4 SPIO造影MRI（SPIO-MRI）
鉄として 0.45 mg/kg＝8 μmol/kgを静脈内投与 10 分後以降に撮影する。以下のシーケンスでの撮影を推奨する。
① Long TE gradient echo 像（8 ms 以上の TE。横断，矢状断，冠状断での撮影が推奨）
② 脂肪抑制呼吸同期 T2 強調 FSE（TSE）横断像
その他，拡散強調像，steady-state coherent image を追加してもよい。
肝細胞癌は一般的に T1 低信号を示すが，高分化型の肝細胞癌の一部は T1 強調像で高信号を示す。T1 強
調像としては，呼吸停止下で in-phaseとout-of-phase（opposed phase）の gradient echo 像を撮像する。組
織内の脂肪沈着は in-phase では高信号，out-of-phase では信号低下を示すため，肝細胞癌内の脂肪変性をとら
えることができる。また，腫瘍と限局性脂肪沈着との鑑別にも役立つ。
肝の悪性腫瘍は一般に T2 強調像で高信号を示す。肝細胞癌の約 95％は T2 強調像で高信号を示すとされて
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・造影剤量：EOB 0.1 ml/kg
・造影剤注入法：高速で注入する必要は特にない。1 ml/secの速度や，注入時間の
調節，希釈により注入時間一定法を用いてもよい。生理食塩水の後押しは必須。

EOB静注

動脈相
撮影＊

門脈相
撮影

後期相
撮影

肝細胞相
撮影

注入開始
70秒前後

注入開始
2～3分前後

注入開始
15～20分前後

消 化 器

図 7 標準的

❺

腹部または下行大動脈への造影剤の到達
＊：ボーラストラッキング法で，
から15～20秒後程度にK-spaceの中心が来るように動脈相を撮影

EOB-MRI 撮影法

いるが，
高分化型肝癌には等信号を示すものがある 。肝細胞癌の検出には呼吸同期脂肪抑制 FSE（TSE）T2
20）

強調像が有用である

。呼吸停止 SSFSE（HASTE）法は，肝細胞癌の T2 値がそれほど長くないために検

21）22）

出には劣るが，T2 値の長い嚢胞や血管腫を高信号に描出でき，鑑別に有用であり ，特に 150 ms 以上の長い
22）

TE で撮影する heavily T2 強調像も，血管腫や嚢胞と，悪性腫瘍の鑑別に有用である 。
23）

また，拡散強調像は転移性肝腫瘍の検出に有用といわれている 。肝細胞癌の検出には造影 MRI よりも劣り，
24）

その検出能は限定的である

が，造影検査が行えない場合には有用である。

25）

Steady-state coherent image は T2/T1 コントラストを反映した画像で，血流および静止液を高信号に描出でき，
門脈・肝静脈・胆管を非造影で描出できるために，肝細胞癌の脈管・胆管浸潤の診断に有用である。なお，脂肪
抑制法の併用が勧められる。
肝細胞癌の診断のための造影 MRI 検査としては，CTと同様に血流診断が可能な細胞外液性造影剤によるダ
イナミック・スタディとクッパー細胞に取り込まれる肝特異性造影剤の超常磁性体酸化鉄造影剤による造影検査が行
われてきたが，現在ではガドリニウム造影剤が使用できない場合以外は，EOB 造影によるダイナミック・スタディによ
る血流評価と肝細胞相の撮影による肝細胞機能からの評価が推奨される。
文

献

1）Fujita M et al：Comparison between conventional and spiral CT in patients with hypervascular hepatocellular carcinoma. Eur J Radiol
18：134-136，1994
2）Ito K et al：Multislice dynamic MRI of hepatic tumors. J Comput Assist Tomogr 17：390-396，1993
3）Kihara Y et al：Optimal timing for delineation of hepatocellular carcinoma in dynamic CT. J Comput Assist Tomogr 17：719-722，
1993
4）Heiken JP et al：dynamic incremental CT：effect of volume and concentration of contrast material and patient weight on hepatic
enhancement. Radiology 195：353-357，1995
5）Brink JA et al：Hepatic spiral CT：reduction of dose of intravenous contrast material. Radiology 197：83-88，1995
6）Yamashita Y et al：Abdominal helical CT：evaluation of optimal doses of intrasvenous contrast material—a prospective randomized
study. Radiology 216：718-723，2000

267

❺ 消化器
7）Kondo H et al：Aortic and hepatic enhancement at multidetector CT：evaluation of optimal iodine dose determined by lean body
weight. Eur J Radiol 80：e273-277，2011
8）Kondo H et al：Body size indexes for optimizing iodine dose for aortic and hepatic enhancement at multidetector CT：comparison of
total body weight，lean body weight，and blood volume. Radiology 254：163-169，2010
9）Kim T et al：Effects of injection rates of contrast material on arterial phase hepatic CT imaging. AJR 171：429-432，1998
10）Awai K，Hori S：Effect of contrast injection protocol with dose tailored to patient weight and fixed injection duration on aortic and
hepatic enhancement at multidetector-row helical CT. Eur Radiol 13：2155-2160，2003
11）Baron RL et al：Hepatocellular carcinoma：evaluation with biphasic，contrast-enhanced，helical CT. Radiology 199：505-511，
1996
12）Iannaccone R et al：Hepatocellular carcinoma：role of unenhanced and delayed phase multi-detector row helical CT in patients with
cirrhosis. Radiology 234：460-467，2005
13）Murakami T et al：Evaluation of optimal timing of arterial phase imaging for the detection of hypervascular hepatocellular carcinoma
by using triple arterial phase imaging with multidetector-row helical computed tomography. Invest Radiol 38：497-503，2003
14）Kawata S et al：Multidetector CT：diagnostic impact of slice thickness on detection of hypervascular hepatocellular carcinoma. AJR
179：61-66，2002
15）工藤正俊ほか：肝細胞癌治療支援における Sonazoid 造影エコー法の新技術の提唱：defect Re-perfusion Imaging の有用性 . 肝臓 48：
299-301，2007
16）Kim YK et al：Detection and characterization of focal hepatic tumors：a comparison of T2-weighted MR images before and after the
administration of gadoxectic acid. J Magn Reson Imaging 30：437-443，2009
17）Zech CJ et al：Vascular enhancement in early dynamic liver MR imaging in an animal model：comparison of two injection regimen
and two different doses Gd-EOB-DTPA（gadoxetic acid）with standard Gd-DTPA. Invest Radiol 44：305-310，2009
18）Motosugi U et al：Dilution method of gadolinium ethoxybenzyl diethylenetriaminepentaacetic acid（Gd-EOB-DTPA）-enhanced magnetic resonance imaging（MRI）. J Magn Reson Imaging 30：849-854，2009
19）Kagawa Y et al：Optimal scanning protocol of arterial dominant phase for hypervascular hepatocellular carcinoma with gadoliniumethoxybenzyl-diethylenetriamine pentaacetic acid-enhanced MR. J Magn Reson Imaging 33：864-872，2011
20）Kadoya M et al：Hepatocellular carcinoma：correlation of MR imaging and histopathologic findings. Radiology 183：819-825，1992
21）Kanematsu M et al：Focal hepatic lesion detection：comparison of four fat-suppressed T2-weighted MR imaging pulse sequences.
Radiology 211：363-371，1999
22）Hori M et al：Single breath-hold T2-weighted MR imaging of the liver：value of single-shot fast spin-echo and multishot spin-echo
echoplanar imaging. AJR 174：1423-1431，2000
23）McFarland EG et al：Hepatic hemangiomas and malignant tumors: improved differentiation with heavily T2-weighted conventional
spin-echo MR imaging. Radiology 193：43-47，1994
24）Nasu K et al：Hepatic metastases：diffusion-weighted sensitivity-encoding versus SPIO-enhanced MR imaging. Radiology 239：122130，2006
25）Park MS et al：Hepatocellular carcinoma：detection with diffusion-weighted versus contrast-enhanced magnetic resonance imaging
in pretransplant patients. Hepatology 56：140-148，2012

B 胆嚢・胆道の撮像法
はじめに
一般に胆道系の評価にはまずスクリーニングとして超音波検査がなされるが，どうしても可視化しにくい下部胆管
などの領域があるため，精査として CT または MRI が必要となる場合が少なくない。胆道系は解剖学的に小さな
領域であり，そこに発生する病変を評価するためには，自ずと高空間分解能であることが求められる。通常は空間
分解能に優れ，広範囲を短時間で撮像できる CT が第一のモダリティとなるが，胆管系全体の描出が重要な場合な
どにはコントラスト分解能に優れる MRIも有用な検査となる。

CT
肝よりもさらに薄いスライス厚（少なくとも2 mm 程度）が推奨される。肝のときと同様脈管の再構成を目的とした
場合にはさらに薄い（1 mm 以下）のスライス厚で撮像する。造影方法および撮像タイミングは肝プロトコルに準じる。
表 2 に撮像プロトコル例を示す。

₁ 結石が疑われる場合の撮像法
結石の存在診断には単純相が主たる役割を果たす （図 8A）。造影により淡い石灰化結石は周囲組織の濃染
1）
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と区別が困難になる場合があるからである（図 8B）
。随伴する炎症の範囲，程度，または膿瘍などの合併症を評
価するには門脈優位相が有用である。門脈相のみでも結石の診断に十分であるとの報告もある 。
2）

2 腫瘍が疑われる場合の撮像法

通常は質的診断もかねて，単純，動脈優位相，門脈相の 3 相を撮像することが多い。動脈優位相は病変の
vascularity の評価，血管解剖の把握に，門脈相は周囲血管ならびに関連組織の十分な増強が得られるので腫瘍
の範囲の評価に有用である。これに加え平衡相も腫瘍の性状診断（最も多い腺癌の遷延性・遅延性濃染）に有
用である

。胆管癌の長軸方向進展の評価には MPR（multiplanar reconstruction）もしくは CPR（curved

3）4）

planar reconstruction）による再構成画像が有用であり，積極的活用が勧められる 。
4）

・Drip-infusion-cholangioraphy（DIC）CT
Meglumine iotroxate 静注後 1 時間程度たってから全肝の単純 CT を施行する。胆道系の解剖を把握する
ために最大強度投影法（maximum intensity projection：MIP）もしくは容積透視法（volume rendering：
VR）で再構成することを前提としているので 1 mm 以下の薄いスライス厚で撮像・再構成する 。Meglumine
5）

iotroxate は DIC 用ヨード系造影剤であり，その副作用の多さから一時使用が途絶えていたが DIC-CT の登場で
その使用が一部で復活した。使用の際は通常のヨード系造影剤以上に副作用に留意すべきである。胆道拡張の
ない正常肝機能の患者では高空間分解能の胆道系解剖の把握が可能となる。肝機能障害があると胆道への造

❺

影剤排出が悪くなるので描出不良になるため注意を要する。

結石がありうる）や胆管の全体像を評価したい場合，嚢胞性病変の評価，ヨードアレルギーがある場合，などである。

₁ 結石が疑われる場合の撮像法

シーケンスとしては MR 胆管膵管撮影（MR cholangio-pancreatography：MRCP）が重要な役割をもつ。
MRCP には 4 〜 8 cm の厚いシングルスライスの 2D 撮像法（図 8C）とマルチスライスによる 2Dもしくは 3D 撮像
法がある。3D マルチスライス法は撮像時間が長いので，呼吸同期もしくは横隔膜ナビゲーションを用い，数分かけ
て行う 。3D マルチスライス法が成功すれば，MIP 画像により高画質の胆管の全体像が得られる（図 8D）うえ，
6）

元画像を検討すれば詳細な情報が得られる（図 8E）のでこれ単独で十分であるが，患者の呼吸状態により必ず
しも成功するとは限らないので，
「滑り止め」の意味で呼吸停止下に撮像する 2D 法（シングルもしくはマルチスライス）
も撮像することが推奨される。評価の際注意すべきは，
胆汁に完全に囲まれている小結石の場合，MIP 像（2D，3D

表2

CT プロトコル例（64 列 MDCT の場合）
管電圧：120 kVp，電流：auto mAs
画像 SD：10/5 mm 再構成
検出器：0.5 mm×64 または 1 mm×32
寝台移動速度：26.5 mm/rot
撮影タイミング：trigger は大動脈で 150HU（早期動脈相），動脈優位相は 20 秒後，門脈優位相は 60 秒後，
平衡相は 240 秒後に撮像
コリメーション：0.5 mm または 1 mm，再構成スライス厚：1 mm または 2 mm
造影剤濃度：300 ～ 370 mgl/ml（600 mgI/kg 相当量）
注入時間：30 秒，使用針：20G 留置針
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MRI の適応は MDCT によるダイナミック CT で診断に疑問が有る場合（まれではあるが，CT で全く等吸収の
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A

B

D

C

E

F

G

図 8 下部総胆管結石

A 単純 CT 小結石がかろうじて認識できる（→）
。 B 造影 CT 膵実質が濃染し，結石の指摘は困難である。 C 2D singleshot thick slice MRCP 結石が確認できる（→）
。 D 3D MRCP MIP 像 腸管内液体の重なりもあり，本画像のみでは，結石
は指摘しがたい。 E 3D MRCP 元画像 結石が確認できる（→）
。 F 3D T1 強調像横断像 結石は高信号域として明瞭に描
出されている（→）
。 G balanced シーケンス 結石が確認できる（→）
。

にかかわらず）では原理的にどの方向から観察しても表示されないので必ず元画像で確認することである。その
点厚いスライスの 2D 法では結石部は信号減弱域として観察されやすい。そのほか，通常の T1 強調像，T2 強調
像，可能なら偶発的腫瘍の存在を目的とした拡散強調像も加える。また，一部の結石（殊に肝内胆管結石）は T1
。
強調像で高信号を呈することがある ので，高分解能の脂肪抑制 3D T1 強調像も加えることが望ましい（図 8F）
7）

オプションとしてはバランスドシーケンスも短時間で高い信号雑音比の撮像が可能であるので息止め困難な場合など
に追加してもよい
（図 8G）
。造影検査は，
膿瘍などの合併症がない限り不要である。表 3 に撮像プロトコル例を示す。
・経口造影剤について
マンガンもしくは鉄製剤を用いた経口造影剤は，過多な消化管内液体貯留からの信号を抑制し MRCP 画質改
善に貢献する。しかし，胆管膵管合流異常などで乳頭部評価が必要な場合，十二指腸内に適量の液体があった
ほうが読影しやすいこともある。また，まれではあるが乳頭切開術後など Oddi 筋機能不全がある場合，造影剤が
胆道へ逆流し同部の評価ができなくなる場合もあるため注意を要する 。従って初めから全例に経口造影剤を投与
8）

して検査するのではなく，厚いスライスの 2D MRCP を 3 〜 5 方向で撮像した後に経口造影剤が必要か否かを判

270

消化器領域の標準的撮像法
表3

MRCP プロトコル例（1.5T 機器，phased array coil）
撮像法

シーケンス

① 2D MRCP
（冠状，斜冠状断）

呼吸停止脂肪抑制
FSE 法

② T1/T2 強調冠状断

呼吸停止 balanced
シーケンス

スライス厚 /
間隔など

TR/TE
∞ /800
（ETL 256 前後）

3.5/1.8

その他

4 ～ 8 cm

肝，膵を入れて 3 ～ 5 方向

6 ～ 4/0 mm

オプション

必要に応じて経口造影剤投与
③ T2 強調横断
④ T1 強調横断

⑤ T1 強調横断

FSE 法
呼吸停止 2D GRE 法
（dual-echo）
呼吸停止脂肪抑制
3D GRE 法または
呼吸同期脂肪抑制
2D SE 法

⑥ 3D MRCP（冠状
脂肪抑制 FSE 法
断）もしくは

範囲は肝～乳頭

250/2.3 & 4.2

5 ～ 6/0 mm

オプション
範囲は肝～乳頭

4.3/2.1

（フリップ角 15°）

250/5.5

4/ － 2 mm

範囲は肝～乳頭

（フリップ角 70 ～ 90°）

1300/650

（ETL 124 前後）
∞ /87
（ETL 128）

2/ － 1 mm
5 ～ 6/0 mm

肝，膵を入れて
MIP および元画像で評価

消 化 器
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5 ～ 6/0 mm

❺

2D MRCP

∞ /320
（ETL 93 前後）

胆道系造影 MRI プロトコル例（MRCP 含む）
撮像法

シーケンス

呼吸停止脂肪抑制
⑦ 2D MRCP
（冠状，斜冠状断） FSE 法
① T1/T2 冠状断

呼吸停止 balanced
シーケンス

② T2 強調横断

2D FSE 法

③ T1 強調横断

呼吸停止 2D GRE 法
（dual-echo）

TR/TE
∞ /800
（ETL 256 前後）

3.5/1.8
∞ /120
（ETL 80 前後）

150/2.3 & 4.2

（フリップ角 70 ～ 90°）

④ T1 強調横断

呼吸同期脂肪抑制
2D EPI 法

（フリップ角 70 ～ 90°）

⑤ DWI 横断

自由呼吸脂肪抑制
2D EPI 法

（b ＝ 0 & 800 ～ 1000）

呼吸停止脂肪抑制
⑥ ダ イ ナ ミック
3D GRE 法または
MRI 横断
呼吸停止脂肪抑制
または斜位
2D GE 法

250/5.5

スライス厚 /
間隔など

4 ～ 8 cm

肝，膵を入れて 3 ～ 5 方向

6 ～ 4/0 mm

オプション

5 ～ 6/0 mm

範囲は肝～乳頭

6/0 mm

範囲は肝～乳頭

6/0 mm

オプション
範囲は肝～乳頭

5000/65

5 ～ 6/0 mm

4.3/2.1

4/ － 2 mm

150/4

5 ～ 6/0 mm

（フリップ角 15°
）
（フリップ角 70 ～ 90°）

その他

範囲は肝～乳頭
断面は腫瘍に合わせて決定

必要に応じて経口造影剤投与
⑦ 3D MRCP
（冠状断）もしくは

2D MRCP

1300/650

脂肪抑制 3D FSE 法

（ETL 124 前後）
∞ /87
（ETL 128）

2/ － 1 mm
5 ～ 6/0 mm

肝，膵を入れて MIP および
元画像で評価
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断したうえで投与するプロトコルも提唱されている（表 3）
。

2 腫瘍が疑われる場合の撮像法

動脈優位相，
門脈相，
平衡相までダイナミック MRI を行う が，
その際高空間分解能（3 〜 4 mm 厚以下）の 3D
9）

T1 強調像を用いることが推奨される。もし 3D 法が使えない場合は，まず最初に single shot 2D MRCP などで大
まかな病変のオリエンテーションを付けた後，病変を描出するのに最適な方向での 2D T1 強調像によるマルチスラ
イスダイナミック撮像を行う。表 4 に撮像プロトコル例を示す。
・ダイナミック MRI 施行時の経口造影剤投与，MRCP とそのタイミングについて
経口造影剤は T1 短縮作用をもつため，ダイナミック MRI 撮像時に経口造影剤が存在すると腸管そのものの評
価が困難になるのみならずその蠕動による artifact が周囲にノイズとして影響を与え，胆道病変の増強効果判定を
困難にする場合がある。一方，ダナミック撮像に用いるガドリニウム製剤は静注後に背景の T2 短縮を来し MRCP
画質の向上に役立つため，MRCP はダイナミック撮像が終了後に必要に応じて経口造影剤を投与した後施行する
ことも提唱されている（表 4）
。
文
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C 膵臓の撮像法
はじめに
膵疾患が疑われた場合には，スクリーニングにはまず超音波検査が行われるが，CT 検査もほとんどの場合施行
される。CT は空間分解能にすぐれ，薄いスライス厚で撮像が可能であり膵疾患には最も有用な検査法と考えられ
る。膵の炎症性疾患や腫瘍性疾患が疑われる場合には，CT 検査は造影剤禁忌（ヨードアレルギーや造影剤で
副作用の既往ありなど）あるいは重症の腎障害を有する症例を除いてダイナミック CT が推奨される。MRI は濃度
分解能に優れており，超音波や CT に加えてあらたな情報が得られる場合がある。したがって，超音波検査や CT
検査で異常が疑われる場合には，MRI の施行が勧められる。

CT
膵の CT は胆道系と同様に肝よりも薄いスライス厚（1mm 〜 2.5mm）が推奨される。また，再構成画像や 3D
画像の作成を目的とする場合には，さらに薄いスライス厚（0.5mm 〜 1.25mm）のデータも撮像し，画像サーバー
に保存しておく。表 5 に膵腫瘍に対する多検出器 CT（multidetector CT：MDCT）撮像プロトコル例を示す。
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表 5 膵腫瘍

MDCT 撮像プロトコル
撮影部位

撮影開始時間

スライス厚

追加再構成

再構成画像（MPR，MIP，3D）

単純

肝～腎

早期動脈相

肝～腎

25 秒

2.5 mm

1.25 mm

3D，MIP

後期動脈相

肝～腎

40 秒

2.5 mm

1.25 mm

MPR（2 mm，1 mm space）

門脈相

肝～腎

70 秒

2.5 mm

1.25 mm

MPR（2 mm，1 mm space）

平衡相

肝～骨盤

180 秒

2.5 mm

2.5 mm

造影は注入時間一定法を採用。造影剤は高濃度造影剤（350 mgI）を使用
造影剤注入時間：30 秒，体重あたり注入量：1.8 ml/kg（60 kg なら 108 ml，70 kg なら 126 ml）
注入速度：注入量 /30 秒（60 kg なら 3.6 ml/s，70 kg なら 4.2 ml/s）
撮像範囲は単純から門脈相は肝～腎を，平衡相で骨盤まで撮像する。
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図 9 膵頭部癌 ダイナミック CT 画像の DICOM viewer 画面
A 単純 CT B ダイナミック CT 後期動脈相 C 門脈相 D 平衡相 E 後期動脈相 斜位冠状断 MPR 像
F 同 斜位矢状断 MPR 像 G 同 斜位横断 MPR 像 H 3D CT（volume rendering）乏血性の膵頭部癌（→）
はダイナミック CT 後期動脈相（膵実質相）で低吸収を示すが，平衡相（D）では遅延性に濃染し，周囲と等吸収を示して
いる。1.25 mm の薄い画像データから多方向の斜位再構成画像（MIP）
（E 〜 G）と 3D CT（volume rendering）を追
加し，膵癌の進展度診断や術前血管解剖の評価に利用している。

₁ 膵癌等の膵腫瘍が疑われる場合の撮像法（図9，10）
単純 CT，
ダイナミック CT の早期動脈相（25 秒）
，
後期動脈相（40 秒後）
，
門脈相（70 秒後）
，
平衡相（180 秒後）
の 5 相を撮像する。造影剤は高濃度造影剤（350mgI）を使用している 。造影剤注入時間を一定（30 秒）とし，
1）

注入量は体重あたり1.8ml/kg，注入速度は注入量 /30 秒で行っている 。撮像範囲は単純，動脈相，門脈相は
2）

肝〜腎，平衡相は腹膜播種などを見逃さないために肝〜骨盤まで撮影している。
早期動脈相は膵周囲動脈の volume rendering などの 3D 画像を作成する目的で撮像している 。後期動脈
3）

相は膵実質相とも呼ばれており，正常膵実質が最も造影される時期である。乏血性腫瘍である膵癌は低吸収域を
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T

T

SPA

CHA

CA

A

B
MCV

GEPV

C

D

図 10 膵体部癌

脾動脈浸潤，脾静脈浸潤に伴う静脈側副路形成
A 動脈相 2.5 mm B 動脈相 slab MIP 像 7 枚（17.5 mm）C 門脈相 2.5 mm D 門脈相 slab MI 像 7 枚
（17.5 mm）2.5 mm 厚の動脈相（A）ならびに門脈相（B）のデータを7 枚重ねて作成した slab MIP 像（B，D）
（17.5
mm 厚）では膵体部癌による脾動脈浸潤や脾静脈閉塞に伴う側副路の発達などの評価が容易となり，進展度診断に役
立つ。 T：膵体部癌，CA：腹腔動脈，CHA：総肝動脈，SPA：脾動脈，MCV：中結腸静脈，GEPV：胃大網静脈

示し。濃染する膵実質とのコントラストが明瞭となる。門脈相では膵周囲の静脈が明瞭となり，腫瘍の静脈浸潤の
評価を行う。平衡相では膵癌のような線維性間質が豊富な腫瘍は遅延性に濃染される。動脈相〜平衡相までの
造影パターンの評価は，膵腫瘍の鑑別や癌と炎症との鑑別に役立つ。膵癌の肝転移は時に AP shunt 様の濃染
を示すので，後期動脈相で肝実質の濃染異常の有無も評価することが重要である。
後期動脈相の薄いスライスの画像から任意の断面での再構成画像（MPR，MIP）を作成し，腫瘍の進展度診
断を行っている。3D 画像
（volume rendering）
は膵周囲の動脈や静脈解剖の術前評価には役立つ
（図 9）
。また，
動脈相および門脈相の 1.25 〜 2.5mm の薄い画像を重ねた slab MIP 画像は動脈や静脈が連続して描出される
ので，脈管の解剖学的評価が容易となり，腫瘍の進展度診断に役立つ（図 10） 。
4）

2 膵炎が疑われる場合の撮像法

単純 CT，ダイナミック CT の動脈相（40 秒後）
，門脈相（70 秒後）
，平衡相（180 秒後）の４相を撮像するこ
とが多い。単純 CT は膵の石灰化や脂肪壊死に合併する出血性変化，膵炎の原因となる総胆管結石などの診断
に必要である。ダイナミック CT は壊死性膵炎の診断には必須であり，急性膵炎の CT gade は造影 CT により決
定される 。動脈相は仮性嚢胞を伴う膵炎で時に認められる仮性動脈瘤の診断に有用である。また，膵癌などの
5）

膵腫瘍が原因で急性膵炎を発症する場合があるので，動脈相で腫瘍の有無も評価できる。門脈相は膵炎に伴う
静脈血栓症や静脈狭窄の診断に有用である。

MRI（図 11）
膵疾患の MRI の撮像プロトコルを表 6 に示す。T2 強調像，T1 強調像，
拡散強調像，MRCP（3D）
，
ダイナミッ
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低信号

高信号

A

膵体尾部萎縮

B

高信号

主膵管閉塞

D
乏血性

低信号

E

F

H
図 11 膵体部癌＋尾側随伴性膵炎

遅延性濃染

G
乏血性

低信号

I

消 化 器

C

❺

尾側拡張

遅延性濃染

J

MRI

A T2 強調像 B T1 強調像（in phase） C 拡散強調像（b ＝ 800） D 3D MRCP E 〜 G ダイナ
ミック MRI H 〜 J 同 冠状断 MIP 画像 膵体部の腫瘍は T2 強調像（A）で高信号，T1 強調像（B）で
は低信号，拡散強調像（反転画像）
（C）では高信号を呈する。MRCP（D）では腫瘍部で主膵管が閉塞し，尾
側膵管の拡張を認める。造影前の T1 強調像（E，H）では高信号を示す正常膵に比較して，腫瘍は低信号を示
す。ダイナミック MRI 動脈相（F，I）では腫瘍は乏血性であり，平衡相（G，J）にて遅延性に濃染している。
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表 6 膵腫瘍

MRI プロトコル

撮像法

シーケンス

TR/TE

スライス厚
/ 間隔など

その他

① T2 強調像

呼吸同期 FSE 法

8000/90

4mm

肝～腎
脂肪抑制を加えることもあり

② T1 強調像
in phase &out of phase

呼吸停止 2D GRE 法

TR 220
TE/4.4 & 2.2

4mm

肝～腎

③拡散強調像

自由呼吸脂肪抑制
2D EPI 法

6mm

肝～腎

④ MRCP

脂肪抑制
3D FSE 法

⑤ T2 強調像（single shot
呼吸同期 SSFSE 法
first spin echo）

8000/70

（b ＝ 0，800）

4600/400

MIP および元画像で評価
2/ － 1 mm 3D の画質不良例では呼吸同期
2D MRCP も追加

2500/90

4mm

膵頭部，膵体尾部で膵管の
走行にあわせて斜位で撮像

3mm

肝～腎

3mm

肝～腎

⑥ダイナミック MRI

呼吸停止脂肪抑制
3D GRE 法

（FA 12°）

⑦造影後冠状断 T1 強調像

呼吸停止脂肪抑制
3D GRE 法

（FA 12°）

3.4/1.6
3.4/1.6

ク MRI をルーチンとして撮像している。T2 強調像は通常は脂肪抑制なしで撮像しているが，急性膵炎など膵の
炎症の程度をみる目的には脂肪抑制を併用した方がよい場合がある。膵癌の浸潤については脂肪抑制なしを選択
している。T1 強調像は in phase とout of phase の両方を撮像している。膵腫瘍との鑑別が問題となる限局性
脂肪浸潤の診断には in/out of phase の T1 強調像が有用である。拡散強調像は b=0とb=800 の画像を撮像し，
ADC mapも作成している。
MRCP は通常は 3D で撮像し，MIP 像と元画像を診断に利用している 。3D の MRCP の画質が不良の場合
6）

には呼吸同期の 2D MRCP を追加撮像する場合もある。MRCP に引き続きsingle shot first spin echo の T2
強調像を膵頭部や膵体尾部の膵管の走向に平行となるように斜位の多断面撮像を行う。本法は膵管，胆管が明
瞭に描出されるだけでなく，肝臓や膵臓なの実質臓器や腫瘍なども同時に描出される利点がある。ただし，腫瘍の
コントラストは通常の T2 強調像より劣るので，腫瘍の診断の目的では通常の T2 強調像は省略できない。
造影前の脂肪抑制 T1 強調像では正常膵実質の信号は高信号となるので，腫瘍，線維化，炎症などがあると信
号が低下する。造影剤を使用しない場合には，
脂肪抑制 T1 強調像の膵の信号には注意を向けるべきである。また，
重症急性膵炎にともなう脂肪壊死の多くは出血を伴う。膵内および膵周囲の出血性脂肪壊死は脂肪抑制 T1 強調
像では高信号となるので診断が容易となる
Gd-DTPA を急速静注して行うダイナミック MRI は 3mm 程度の薄いスライスが得られ，空間分解能が向上する
ので 3DGRE 法を用いている。横断の画像データから冠状断や矢状断の再構成画像も作成することも可能である
（図 11）。ダイナミック MRI は脂肪抑制を併用した方が病変のコントラストが明瞭である。MRI は濃度分解能に
優れているので，膵腫瘤性病変が疑われる症例においてダイナミック CT で病変が不鮮明な場合には，ダイナミック
MRI が病変の検出に役立つ場合がある 。
7）

膵癌が疑われる症例では肝転移のスクリーニングも同時に行う目的で，Gd-DTPA に代えて EOB-DTPA を使用
することもある。EOB によるダイナミック MRI の動脈相はほとんど Gd-DTPAと遜色ない画質が得られるので，造
影剤を EOB に変えても大きな支障はないと考えられる 。
8）

文

献

1）Fukukura Y et al：Pancreatic adenocarcinoma： analysis of the effect of various concentration of contrast material. Radiation
Medicine. 26：355-361，2008
2）Yanaga Y et al：Pancreas： patient body weighted tailored contrast material injection protocol versus fixed dose protocol at
dynamic CT. Radiology 245：475-482，2007
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D 消化管の撮像法
はじめに
従来，本邦では消化管領域の画像診断はスクリーニングから術前検査にいたるまで硫酸バリウムを用いた造影検
査が広く用いられてきた。しかし，近年の内視鏡機器の進歩はめざましく発見，診断から治療にいたる領域で内視
鏡の役割が拡大している。現在，造影検査は治療前後の病変の位置，範囲の確認や狭窄，変形，瘻孔，運動の
評価が主たる役割となっている。小腸，大腸においても同様の傾向が見られる一方で CT 再構成画像作成の進歩

鏡検診の有効性が評価された。さらに，ピロリ菌感染とペプシノーゲン測定を組み合わせた方法での発癌リスク評
価の導入が検討されている。

造影検査
咽頭，食道から直腸，肛門にいたる消化管で，いずれの領域においても硫酸バリウムあるいは経口用水様性ヨー
ド剤を用いる。上部消化管では 200%W/V 前後の高濃度，低粘性硫酸バリウム使用が基本となり下部では半分以
下の濃度で凝固しにくいバリウムを使用する。管腔内を空虚にする前処置が必須であり運動評価以外は分泌，蠕動
抑制のための抗コリン剤やグルカゴンを使用する。造影剤単独では管腔の位置，変形，狭窄，瘻孔．運動が評価で
きるが同時に消化管を気体で拡張，伸展させて二重造影を行うことにより粘膜面の凹凸が表現される。管腔を気体
で伸展させるためには食道，胃，十二指腸では発疱剤（炭酸水素ナトリウム，酒石酸ナトリウム）経口投与あるいは
経鼻胃管からの送気，十二指腸から小腸造影ではバルーンゾンデからの送気，大腸では経肛門的送気が必要となる。

₁ 上部消化管造影検査

前処置：12 時間以上の絶飲食と検査直前の抗コリン剤あるいはグルカゴン注射にて行う。
中・下咽頭：胃管はチューブが安定しないため少量の造影剤の経口投与での観察がよい。誤嚥を考慮して造
影剤の希釈や量，飲用体位（下顎挙上しない）に注意する 。
1）

食道：主に腫瘍性病変の評価において，経鼻胃管を挿入し造影剤を注入後に送気し伸展状態で撮影する。病
変の正面像での凹凸，側面変形，所見の伸展性を観察し撮影して，部位，範囲と深達度の情報を得る。連続撮
影機能があればタイミングのよい撮影と同時に食道蠕動の観察ができる。
胃，十二指腸：胃ではその全域を二重造影法で撮影することを目的とした日本消化器がん検診学会
（文献 2〜6
と図 12）
の推奨する撮影法が本邦では広く行われている。この撮影法を基本として術前の腫瘍性病変の評価では，
病変の正面像での凹凸，側面変形，圧迫像に加え所見の送気時の伸展性を観察し撮影して部位，範囲と深達度
の情報を得る。特に術前検査では正確な病変描出のため胃液排泄，バリウム量と送気量を調節ができる胃管使用
が薦められる（図 13）
。

2 下部消化管造影検査
小腸：小腸の造影時には経口緩下剤を前日に経口投与する。

277

消 化 器

一回の CT 検査で得ることも可能となっている。また，胃癌検診の場においては造影検査による従来法に加え内視

❺

により大腸癌では CTC（CT colonography）を用いた仮想注腸造影，仮想内視鏡，CTA を用いて術前情報を

❺ 消化器

図 12 消化管造影の例（消化器がん検診学会

対策型基準撮影法８体位

200%W/V 低粘

性硫酸バリウム 150ml 使用）

A
図 13 経鼻胃管を用いた胃癌の描出
胃体上部後壁 0-IIc 型胃癌 T1a，tub1
A 病変正面像 B 病変側面像（→：胃癌）

B

発疱剤による送気では伸展が不確実なため，経口圧迫法あるいはバルーンゾンデ挿入下での造影剤注入，送気
での撮影を行う。バルーンゾンデ使用時は Treitz 靱帯より肛門側に先端を留置する。撮影は骨盤内での重なりを
避けるため圧迫や体位変換，経時的観察を行う。低緊張性十二指腸造影は十二指腸球部でバルーン固定し，鎮
痙剤静注下で造影剤注入と送気を行う。
大腸（注腸造影）
前処置：前日の低残渣食と緩下剤（ブラウン変法）
，あるいは前日低残渣食と当日の洗腸剤を組み合わせた方法にて
行う。検査直前に抗コリン剤あるいはグルカゴンを筋注する。造影剤注腸後に送気し二重造影での全大腸 2 方向以上
での描出をはかる。腫瘍性病変の評価では，病変の正面像での凹凸，側面変形，所見の送気時の伸展性を観察し撮
影して部位，範囲と深達度の情報を得る。穿孔の可能性がある場合は水溶性ヨード剤を使用し，送気を加減する。

CT
CT 検査は，主に消化管悪性腫瘍の術前検査として用いられ，病変の描出と他臓器浸潤，リンパ節転移，遠隔
転移の評価の目的となる。一般には造影１相で胸腹部撮影を行うが，病変と血管の描出を同時に行うためには残
渣処理，鎮痙剤投与の前処置に加え，上部では発疱剤，大腸では気体注腸をおこなった後，動脈相を含めた造
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A

B

❺
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＊

C

D

図 14 上行結腸癌術前

CTC

Type2 4.5cm 全周性 A 仮想注腸像 B 仮想内視鏡像 C 2DMIP
冠状断（動脈相） D CTC ＋ CTA（動脈相＋門脈相）
（＊，→：上行結腸癌）

影多相撮影が必要である。

■大腸癌術前の撮影例（図14）
前処置：鎮痙剤投与後，経肛門的に２〜３L の炭酸ガス注腸（圧，量モニター下）
撮像：造影 3 相（動脈層，門脈相，平衡相）再構成用データ取得
撮 影 条 件：管 電 圧 120K，管 電 流 AEC Rot time 0.5sec，スライス厚 0.5mm，高 速ピッチ使 用 1.0
列。CTC+CTA 造 影 剤 370mg/ml
CTC+CTAP
文

100

注 入 圧 4ml/sec（ 生 食 後 押し）care bolus で下 行 大 動 脈にセットし，

CTA 撮像後 30 秒後。

献

1）渋谷大助：間接胃 X 線検査による胃集検における偶発症．日消がん検診誌 44：251-257，2006
2）今村清子：新・胃 X 線間接標準撮影法の評価．日消がん検診誌 45：309-316，2007
3）清水建策ほか：新・胃 X 線撮影法移行期における検討―早期癌比率を中心に．日消がん検診誌 47：35-42，2009
4）東山佳代他：地域がん登録との照合による胃がん・大腸がん検診の精度評価―感度・特異度の測定．日消がん検診誌 48：429-435，2010
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慢性肝障害の肝細胞癌のスクリーニングにおいて費用対
効果が高い造影検査は何か？

推奨グレード

C1

費用対効果はソナゾイド造影超音波，ダイナミック CT，EOB-MRI に大きな差はない。
血管造影（CT を含む）は費用対効果が最も低い。

背景・目的
医療費抑制は社会的に望まれており，また患者の関心も高い場合がある。一方で，医療費を抑制することで医
療レベルが低下する可能性もある。こうした観点から，診断や治療の費用対効果を念頭に置いて診療することが望
ましい。肝細胞癌のスクリーニングで用いられる造影画像検査について，費用対効果の優劣を検討した。

解

説

肝細胞癌を対象にした費用対効果を直接に検討した研究は少ない。医療費は国・地域によって異なり，他国の
医療システムに基づいて分析された研究は，本邦での医療に直接適用できない。その上，診療報酬体系はたびた
び改訂されるため，現行体系下における各検査法の費用対効果を評価するためのエビデンスを示す研究成果は乏
しくなってしまう。超音波による肝細胞癌サーベイランスの本邦での費用対効果を示した研究はあるが ，他の画像
1）

診断法については皆無である。
費用対効果を考えるとき，
まず「費用」と「効果」を明確にし，
次いで費用対効果の指標を算出する。社会（政
府や医療保険）
，患者，医療施設経営のそれぞれの立場で「費用」は異なるので，それぞれの立場に対する費
用対効果が考えられる。診療報酬等の決定では，社会にとっての費用対効果分析を考慮することが検討されてい
る（厚生労働省中央社会保険医療協議会 中央社会保険医療協議会費用対効果評価専門部会 http://www.
mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-chuo.html?tid=128159［最新アクセス2015 年 9 月23日］）。立場が定まったとしても，
どのようなコストを「費用」として取り扱うのか曖昧な部分がある。例えば，単純に「検査のコスト」を「費用」と
考えることもできるが，もし受ける検査の種類によって今後の検査や治療に違いが生ずるのであれば，その後に生じ
るトータルの費用を考えるべきかもしれない。「効果」についても同様で，肝細胞癌を見つける能力が「効果」で
あると考えることもできるが，特定の検査法による予後改善を「効果」ととらえる方が医療技術の意義を評価する上
で適当とも考えられる。「費用」と「効果」を明確にした後に費用対効果の指標を算出するが，こうした指標のな
かで最も単純なものが，費用を効果で除した値である費用効果比（cost effectiveness ratio：CER）である。但し，
医薬経済学の立場では CER の高い技術が直ちに費用対効果に優れるとは考えられていない。従来よりも優れた
技術は，高い費用がかかるために CER が高くなる。こうした技術の意義を費用対効果の観点から適切に評価する
ために増分費用効果比（incremental cost effectiveness ratio：ICER）が用いられる。このように，費用対効果
の評価には考慮すべきことが多い。本稿では「肝細胞癌検出能と検査費用の比」
（CER）を費用対効果と考える
ことにする。これによって費用対効果の考えは単純化されるが，実際には上記に示した様々な状況が存在すること
に留意しておく必要がある。また，慢性肝障害患者に対するスクリーニングでは，ある間隔をもって検査が繰り返さ
れるのが通常であり，さらに異なるモダリティの検査を組み合わせた形でフォローアップされることが多い。本稿では
「検査頻度」や「モダリティの組み合わせ」を考慮していないことにも注意が必要である。
平成 26 年 4 月の医科診療報酬点数表に基づいて検査費用を考える。ソナゾイド造影超音波，ダイナミック CT，
EOB-MRI は外来でそれぞれ単独に施行した場合を考え，血管造影（CT を含む）について 2 泊 3 日入院で施行
した場合を考えるとおおよそ次のようになる：ソナゾイド造影超音波約 2,000 点，ダイナミック CT 約 3,000 点，EOB-
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MRI 約 4,700 点，血管造影（CT を含む）約 13,000 点（注：正確な診療報酬は，施設，装置，造影剤等によっ
て異なる）
。従って，
ソナゾイド造影超音波を 1とした場合の相対的費用は，
ダイナミックCT が 1.5，EOB-MRI が 2.4，
血管造影（CT を含む）が 6.5となる。
あるシステマティックレビューは，超音波検査の感度 60％（95％ CI44 〜 76％）
，特異度 97％（95 〜 98％）
，CT
の感度 68％（55 〜 80％）
，
特異度 93％（89 〜 96％）
，MRI の感度 81％（70 〜 91％）
，
特異度 85％（77 〜 93％）
であったと報告しており，超音波検査は他の検査に比べて特異度は高く，感度は低いと結論している 。この報告
2）

では，ソナゾイド造影超音波および EOB-MRI は含まれていない。別のシステマティックレビューでは，超音波，CT，
MRI の診断能に大きな差はないと報告されている

。造影超音波については，
ソナゾイド造影超音波の感度（73

3）4）

〜 83％）は非造影超音波に（83 〜 84％）比べて同程度かやや低い値を示し，
特異度は高かった（97 〜 98％対 90
〜 94％）との報告がある 。またダイナミック CTとの診断能比較では，ソナゾイド造影超音波が優れていたとの報
5）

告がある

。以上より，ダイナミック CT の相対的費用が 1.5 であることを考慮して，ソナゾイド造影超音波は造影

6-8）

CT よりも費用対効果が高いと考える。ダイナミック CTとEOB-MRIとの比較では，EOB-MRI の方が高い診断能
を示したとする報告が多数ある

。一方，EOB-MRI の費用は造影 CT の 1.6 倍であることから，二者の優劣は

8-21）

明確でない（費用対効果は拮抗）と考えられる。なお，EOB-MRIとソナゾイド造影超音波を直接比較した研究は
少ないが，MRI の方がやや優れていたとの報告がある（有意差なし） 。しかし，乏血性高分化型肝細胞癌の場
8）

果が最も高いのはソナゾイド造影超音波であり，ダイナミック CTとEOB-MRI がこれに続くと考えられる。
血管造影下 CT（CTAP や CTHA）は，ダイナミック CT や EOB-MRI よりも高い検出感度を示したとの報告が
一方で EOB-MRI の方が血管造影下 CT よりも高い診断能を示したとの報告もある
あるが ，
8）

。血管造影（CT

12）
23）

を含む）の相対的費用 6.5 に相当する検出率や正診率の向上はないと考えられ，他の 3 種の検査に比べて費用
対効果は低いと考える。

検索式・参考にした二次資料
PubMed に より CT，MRI，sonography，US，liver，hepatocellular carcinoma，HCC，sensitivity，accuracy
のキーワードを用いて検索した。また，日本肝臓学会編：肝癌診療ガイドライン 2013 年版を参考にした。
文
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との報告もある。以上を総合して，費用対効

22）

❺

合は EOB-MRI の方がソナゾイド造影超音波よりも検出率が高い
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慢性肝疾患におけるスクリーニングの超音波で病変が疑
われた場合，次に行うべき検査は何か？

推奨グレード

施設の実情や検査目的を考慮し，EOB-MRI あるいはダイナミック CT，ソナゾイド造影
超音波を推奨する。

B

背景・目的
超音波検査は，その簡易性，低侵襲性，低コストから B または C 型慢性肝炎・肝硬変を有する肝細胞癌の高
危険度・超高危険度群における肝細胞癌のスクリーニングに広く用いられている。しかし超音波検査で肝腫瘍が
発見あるいは疑われた場合には，超音波検査だけでは確定診断は得られず，他のより診断能の高い検査が必要と
なる。検査法としては侵襲性の高くないソナゾイド造影超音波，ダイナミック CT，細胞外液性ガドリニウム造影剤を
用いた MRIと，肝細胞特異性造影剤である EOB を用いた MRI があげられる。肝細胞癌の高危険度・超高危
険度群において肝病変が発見された場合，主たる検査目的も異なる。例えば，肝細胞癌と良性病変（肝血管腫

❺

や dysplastic nodule）
，あるいは治療方針の異なる悪性病変（肝内胆管癌など）との鑑別が重要な場合や，肝

消化器（肝）

細胞癌の治療方針決定のための評価（局在・局所浸潤，血管侵襲，肝内転移の有無など）が主目的であること
もある。したがって，上述した各造影検査法の特性を理解し，適切に選択することが重要である。

解

説

超音波造影剤であるソナゾイド（perflubutane microbubble）は，現在本邦をはじめ，いまだ限られた国でし
か用いることができないが，ソナゾイドを用いた肝腫瘤性病変の診断能に関する報告数は，ここ数年で増加してきて
おり，次第にその特徴が明らかになってきている。初期の報告では，肝腫瘤性病変全体で見た場合，ソナゾイドの
感度・特異度は，
非造影超音波やダイナミック CT のそれらと比較し，
有意に優れているが

，
肝細胞癌（特に 2cm

1）2）

以下の小型肝細胞癌）に限ってみた場合，診断能については，ソナゾイド造影超音波，ダイナミック CT，EOBMRI 間で有意差はなく ，Goto らは，ソナゾイド造影超音波の postvascular phase は B-mode 超音波に比べて
3）

特異度は高いが，感度は上がらないと報告している 。これは主として，小型肝細胞癌中に多く含まれる早期肝細
4）

胞癌の検出においてソナゾイド造影超音波の検出能は高くなく，ダイナミック CT 同様，EOB-MRI に及ばないこと
に起因していると思われる。これに関して，Ohama らは，多段階発癌の過程でソナゾイドの取り込みは徐々に低下
するが，早期肝細胞癌におけるソナゾイドの取り込み低下は，EOB の取り込み低下より遅れることを報告している 。
5）

しかし一方で，Takahashi らは，ソナゾイド造影超音波の高分化型肝細胞癌における hypervascularization（多
血性）の診断能（Az：0.8316）は，EOB-MRI（Az：0.6659）に勝ると報告しており ，Numata らは，ソナゾイド
6）

造影超音波の早期肝癌の多血性の検出能（32.7%）は，ダイナミック CT（21.2%）に比較し有意に勝ると報告し
ている 。
7）

多血性肝細胞癌の診断におけるダイナミック CTと細胞外液性ガドリニウム造影剤によるダイナミック MRI の比較
検討では，その診断能に有意差は見られない 。最近では，肝細胞癌の診断目的で施行される造影 MRI は，ほ
8）

ぼ EOB-MRI に限定されているといっても過言ではない。肝細胞癌の検出能において，EOB-MRI とダイナミック
CT を比較した初期の頃の報告では，EOB-MRI とダイナミック CT で差がない
MRI の方が優れているという報告
優位性を示した報告が多い

という報告がある一方，EOB-

9-11）

もあり，その評価は確立していなかったが，最近の報告では，EOB-MRI の

12-18）

。また，EOB-MRI における造影相の検討では，造影 20 分後に撮影される肝細

19-23）

胞相（hepatocyte phase：HP）の有用性が報告されている。Di Martino らは，EOB-MRI の感度・特異度は，
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HP を加えるとともに改善するが，
ダイナミック phase のみでは超音波，
ダイナミック CTと変わらないと報告している

。

23）

肝細胞癌診断における EOB-MRI の優位性を強調した報告において，その優位性は，主として 2cm 以下の小
病変，早期（乏血性）肝細胞癌の検出において顕著であるとされている。特に，早期肝細胞癌の診断能に関して，
Sanoらは，HP での感度・特異度はそれぞれ，97%・100%

，Golfieri らは，
正診率 95 〜 100%と報告している 。

13）

24）

実際の臨床の場において，超音波で肝内病変が疑われた場合，次に行われている検査法は，ソナゾイド造影超
音波，ダイナミック CT，EOB-MRI である。MRI 検査において，EOB が使用可能になってからは，この目的のため
に SPIO および細胞外液性ガドリニウム造影 MRI が行われることはほぼなくなったといってよい。臨床上最も多く遭
遇する良性肝病変の肝血管腫の診断では，血管腫に特徴的な遷延性造影の見られる細胞外液性ガドリニウム造
影 MRI の方が EOB-MRI よりも有利と考えられているが，その両者を比較した報告は見当たらない。
各検査法による肝細胞癌の診断能に関する現在までの報告を総括すると，ソナゾイド造影超音波および EOBMRI の診断能は，ダイナミック CTと同等ないし優れる傾向があるという報告が優勢であるものの，2cm 以上の多
血性肝細胞癌の診断に限ってみた場合，三者に有意差はないと考えられる。
ソナゾイド造影超音波は，超音波検査の欠点（死角が多く全肝の評価が困難，所見の客観性に劣る）につい
ては非造影超音波と変わらないことに加え，熟練した術者が少ないこと，手技が煩雑であることなどにより，臨床的
に普及しているとはいいがたい。したがって，超音波で肝内病変が疑われた患者において次に行われるルーチン検
査法にはなりにくいが，
結節の微細な多血化診断には最も鋭敏であるという利点を考えれば，
高分化型肝細胞癌（早
期肝細胞癌を含む）のように，多血化診断が困難かつ重要な症例の診断に推奨される。
肝内病変が疑われた患者において次に行う検査法としては，欠点として X 線被曝と比較的頻度の高い造影剤
の副作用があるにも関わらず，検査処理能力の高さおよび所見の客観性の高さから，ダイナミック CT が最も広く用
いられている。ダイナミック CT は超音波の次に行う検査として推奨されうる診断能を有するが，外科手術を考慮す
る場合や多発結節が疑われるような場合には，小病変や早期肝細胞癌の診断能が最も優れる EOB-MRI を考慮
する必要がある。
MRI 検査の検査処理能力の低さを考慮すれば，EOB-MRI は多血性肝細胞癌診断のルーチン検査としてダイ
ナミック CT より推奨度が高いとはいえない。また，MRI はいまだ装置間の能力差が大きく，画質が十分でない古い
装置が全国にまだ多く存在しているという問題もある。検査適応においても，肝機能不良症例や閉塞性黄疸症例
では診断能が低下する可能性を考慮する必要がある。しかしながら，
最近の研究は総じて，
肝細胞癌診断において，
EOB-MRI は診断能が最も優れると報告している。上述したように，EOB-MRI の特徴は，早期肝細胞癌をはじめと
した小病変に対する卓越した診断能であるので，最近では Kudo らにより，EOB-MRI を，肝細胞癌の高危険度・
超高危険度群におけるスクリーニング検査として利用する診断アルゴリズムが提唱されている 。ただし，実際の運
25）

用に関する詳細に関しては，いまだエビデンスが不足しており，今後さらに検討される必要がある。
以上のように，肝細胞癌診断において，ソナゾイド造影超音波，ダイナミック CT，EOB-MRI は，いずれも推奨す
るに見合った十分な診断能を有するが，それぞれに利点と欠点を併せ持っており，肝細胞癌のスクリーニング超音
波で肝病変が疑われた場合，次に行うべき検査としては，各施設の検査熟練度や装置の性能，主たる検査目的を
考慮し，三者のいずれかを行うことを推奨する。

検索式・参考にした二次資料
PubMed に より CT，MRI，sonography，US，liver，hepatocellular carcinoma，HCC，sensitivity，accuracy
のキーワードを用いて検索した。また，日本肝臓学会編：肝癌診療ガイドライン 2013 年版を参考にした。
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慢性肝疾患患者における早期肝細胞癌の検出において
診断能が高い検査は何か？

推奨グレード

早期肝細胞癌の診断能は，EOB-MRI が高い。ソナゾイド造影超音波検査の早期肝細胞
癌の診断能に関する報告はほとんどない。

B

背景・目的
近年，超音波検査，CT，MRI の各画像診断装置の性能の向上と超音波検査用造影剤（ソナゾイド）および
肝細胞特異性 MRI 造影剤（Gd-EOB-DTPA）や拡散強調画像の普及により，血流以外の評価も可能となで，
慢性肝障害患者において小結節や乏血性結節が指摘されることも多い。20 mm 以下の不明確な結節型で乏血
性の高分化型肝細胞癌である早期肝細胞癌は，多段階発育の過程で，結節内の門脈および動脈血流が変化し，
様々な画像所見を呈する。一般的に dysplastic nodule（DN）より脱分化した早期肝細胞癌である乏血性高分
化型肝細胞癌と，さらに脱分化し多血化した高分化型肝細胞癌の段階で治療対象となることが多く，早期肝細胞
癌の造影超音波検査，ダイナミック MDCT，および EOB-MRI での各画像所見と診断能を認識しておくことは重要
である。

解

説

肝切除で診断された早期肝細胞癌 30 結節のダイナミックMDCTとEOB-MRI の診断能に関する ROC 解析で，
Az，Sensitivity，NPV において，EOB-MRI（0.98 〜 0.99，94 〜 97%，96.8 〜 98.1%）は，ダイナミック MDCT
（0.87，58 〜 68%，80.7 〜 84.4%）より有意に高く，specificity，PPV は 有意差は認めなかったが，EOB-MRI
。病理学的に肝細胞癌
の早期肝細胞癌の診断能はダイナミック MDCT より有意に高いと報告されていた （表）
1）

と dysplastic nodules（DNs）と診断された 86 結節を対象としたダイナミック MDCT と EOB-MRI の画像病理
比較研究では，2cm 以下の多血性肝細胞癌の診断能は，EOB-MRI が MDCT よりも有意に高かったとされ，乏
血性の結節の detection sensitivity でも，EOB-MRI（95%）は，MDCT（61%）よりも有意に高かったと報告さ
れている。ただし，EOB enhancement ratio に基づいた乏血性高分化肝細胞癌とDN を鑑別は困難であったと
付け加えられている 。一方，11 症例の全肝摘出標本において肝細胞癌と診断された 71 結節（中分化：49 結
2）

節，高分化：22 結節）に関する EOB-MRI の tumor by tumor での検出能に関する検討では，肝細胞癌の最
大検出率は 69% であったが，高分化肝細胞癌 22 結節の検出率は，41% で（早期増強され，肝細胞相で低信号
を呈したもの 2 結節，肝細胞相で低信号のみ 6 結節，早期増強のみ 1 結節）であった 。さらに，34 症例で，病
3）

理学的に早期肝細胞癌と診断された 29 結節，良性結節と診断された 31 結節に関する EOB-MRI の早期肝細胞
癌とDN 等の良性結節との鑑別能に関する検討では，肝細胞相での低信号を早期肝細胞癌の診断基準とした場
合の感度が最も高く93.1%（動脈増強 31%，遅延相 washout 62.1%，T1 低信号 20.7%，T2 高信号 20.7%，拡
散強調画像高信号 13.8%，結節 1.5cm 以上 58.6%）
，特異度は，肝細胞相での低信号を早期肝細胞癌の診断基
準とした場合の 83.9%（動脈増強 96.8%，遅延相 washout 83.9%，T1 低信号 100%，T2 高信号 100%，拡散強
調画像高信号 100%，結節 1.5cm 以上 87.1%）であった 。
4）

また，生検で診断された 15 結節の 2 cm 以下の高分化肝細胞癌のうち，肝細胞癌と診断（動脈相で増強，門
脈相で washuout される結節，あるいは動脈相で増強され，EOB-Gd-MRI の肝細胞相で低信号，ソナゾイド造影
超音波 Kupffer 相で低エコーを呈する結節）されたものは，ソナゾイド造影超音波 67%，ダイナミック MDCT 40%，
EOB-MRI 60% である。2 cm 以下の高分化肝細胞癌の診断能は，EOB-MRIとソナゾイド造影超音波はダイナミッ
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慢性肝障害患者における早期肝細胞癌＊の検出において診断能
─早期肝細胞癌 各画像所見と利点，欠点─
画像所見
単

純

ソナゾイド

造影早期相

点

欠

点

備

考

微細な血流変化

Kupffer 相低エコー

･ 簡便で低侵襲

･ 死角の存在

により，様々な

54 ～ 67%5）23）

･ 腎機能障害患者でも

･ 被験者の体格・術者

度固定されたダイナ

エコーパターン

DN と早期肝細胞癌

施行可能

の力量に検出力影響

ミック CT やダイナミッ

を呈する。 5）23）

造影超音波

利

造影遅延相

撮像タイミングある程

ク MRI より，肝結節の

では，肝実質と等エ

･ 被曝なし

コーであるが，脱分

･ リアルタイムで肝血

血流の検出能は，有意

化の過程で，病変の

流の評価可能

に高い 12）19）

Kupffer 細胞低下

ダイナミック

低吸収結節 : 43 早期増強：0 ～

低吸収結節 :

～ 47%

73%1）5）20）

1）5）20）

60%1）7）9）13）

40 ～

MDCT

･16 列以上の MDCT

･ 被曝

装置が普及

･ 腎機能障害患者で造

･ 質的診断や治療方針

影剤使用困難症例あり

決定に必須で，画像診
断の中心的役割
遅延相低信号 :41 ～

血流情報および肝細胞

･1.5T 以上の十分な診

～ 32%

1）7）9）13）14）

68%

の機能評価が可能で診

断能を有する MRI 装置 相の有意な有用性あり

小肝細胞癌での肝細胞

脂肪含有結節 :

肝細胞相 : 低信号 41 断能高い

の普及不十分

10）

26 ～ 53%

～ 92%

･ 体内金属患者・腎機

DN との鑑別に，EOB

，高分化肝細胞癌と

1）20）21）23）

1）5）7）9）13）20）21）

能障害患者で施行困難

uptake ratio が有用性

症例あり

あり 22）

この表における早期肝細胞癌は病理学的に間質浸潤を伴うもの以外に，小型肝細胞癌（≦ 2cm）も含まれている

ク MDCT より高い傾向との報告があるが，対象結節のうち，乏血性と考えられるものは 5 結節で，この結節の診
断能に関しては，MDCT 門脈相で，3 結節が低吸収，ソナゾイド造影超音波検査の Kupffer 相で 1 結節のみが
低エコー，EOB-MRI の肝細胞相では，4 結節が低信号であり，乏血性高分化肝細胞癌の診断能に関しては，そ
の優劣判定に十分なエビデンスを有しているとはいいがたい 。
5）

2 cm 以下の肝細胞癌の診断能に関する 15 施設による多施設共同研究で，肝細胞癌 279 結節を対象とし肝
結節単位の ROC 解析で，sensitivity は EOB-MRI（10 mm 以下：38 〜 55.4%，10 〜 20 m：71.1 〜 87.3%）
はダイナミック MDCT（10 mm 以下：26.1 〜 47.3%，10 〜 20 mm：65.7 〜 78.4%）より高い傾向である 。ほ
6）

か，2cm 以下の肝細胞癌の診断能に関する他の報告では，sensitivity は，MDCT（52.9%）よりソナゾイド造影
超音波（67.6%）
，EOB-MRI（76.5%）は高い傾向はあるが，
有意差なしとされている（表）
。しかしながら，
上記 2
報告では，高分化型肝細胞癌のみの評価は行われていない 。
7）

2014 年にソナゾイド造影超音波とEOB-MRI における病理学的に診断された進行性肝細胞癌 40 結節，乏血
性高分化肝細胞癌 33 結節，DN9 結節の検出能に関する報告が出された。報告では，ソナゾイド造影超音波
Kupffer 相で，低エコーを示した DN は 0%，乏血性高分化肝細胞癌は 9% であり，一方，EOB-MRI の肝細胞相
で低信号を呈するものは，DN33%，乏血性高分化肝細胞癌では 94% であり，乏血性高分化肝細胞癌の検出能
はソナゾイド造影超音波検査よりも，EOB-MRI が高いと報告されている 。
8）

以上より，早期肝細胞癌の診断能は，ダイナミック MDCT，ソナゾイド造影超音波検査よりEOB-MRI 検査が高
い。ソナゾイド造影超音波の診断能および MDCT および EOB-MRIとの診断能比較に関する十分なエビデンス
を有する報告は，現時点では認められない。
早期肝細胞癌は，20 mm 以下の不明確な結節型の高分化型肝細胞癌であり，腫瘍血管の増生も乏しく，いわ
ゆる乏血性であり，生物学的悪性度は低く，肝内転移や脈管浸潤も極めてまれで，予後も良好である

。肝細

9）10）

胞癌は多段階発育の過程において，結節内の門脈および動脈血流が変化する。早期肝細胞癌の動脈血流は乏
血性であり，脱分化の過程で動脈多血性となり，門脈血流は低下してくる。結節内に多血性部分が出現（nodule
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EOB-MRI

T2 高信号 : 10
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in nodule）したものは組織学的には高分化肝細胞癌であっても，生物学的には，小型進行肝細胞癌であり，近傍
の肝内転移や脈管浸潤を来しているもの存在しており，予後不良となりうる 。すなわち，乏血性の早期肝細胞癌
11）

の段階で診断することは，慢性肝障害患者の予後改善に寄与するものと考えられる。
動脈多血性の中分化型以上の肝細胞癌では，各画像診断間の診断能は，ほぼ同等かダイナミック MDCT より
EOB-MRI が高い傾向である 。動注 CT による結節の悪性度診断結果とEOB-MRI 肝細胞相の信号強度は
12）

境界病変の悪性度と相関し，DN 型に比べ早期肝癌型でより強い低信号を示し検出率が高かった。EOB-MRI の
肝細胞相は従来の診断法に比較して，DN から早期肝細胞癌などの多段階発癌の初期の段階での変化を極めて
鋭敏に描出し，早期肝細胞癌の極めて高い診断能を有する 。
13）

早期肝細胞癌では腫瘍内の門脈および動脈血は減少（中島

収：肝癌の形態発生と進展

）し，乏血性の

14）

ためソナゾイド造影超音波の血流イメージでは非腫瘍部と比較して低エコーとなるはずではるが，非常に微妙な血
流変化のため画像所見および診断能については一定の見解を得ていない。また，早期肝細胞癌では Kupffer 細
胞も非腫瘍部と同程度か軽度減少するのみで

，ソナゾイド造影超音波検査の Kupffer 相でも欠損域として描出

15）

されるものは多くはないため，ソナゾイド造影超音波検査の早期肝細胞の診断能および他のモダリティーとの診断
能比較について，エビデンスの高い報告は現時点では認められない。しかしながら，ソナゾイド造影を含む超音波
自体は，慢性肝障害患者において定期的に施行している場合もあり，早期肝細胞癌は，しばしば，その癌細胞の
脂肪化を反映し，高エコー結節としてとらえられる。その頻度は 10 〜 15 mm の小肝細胞癌において，40％との
報告もあり ，早期肝細胞癌の診断のきっかけになることは経験されることである。また，MDCT や Gd ダイナミッ
16）

ク MRI 自体は，動脈血流の検出感度は高いが，乏血性である早期肝細胞癌の診断には血流評価で微妙な評価
を要し困難な部分も多く，診断能も様々である。ソナゾイド造影超音波検査とEOB-MRI の画像所見と肝細胞癌の
組織学的 Grading の比較検討の報告では，66 症例病理学的に診断された 78 結節（高分化肝細胞癌 33 結節，
中分化 29 結節，低分化 11 結節，DN5 結節）での，ソナゾイド造影超音波検査の Kupffer-phase rating score
とEOB-MRI の hepatobiliary-phase scoring score は，高分化肝細胞癌とDN 間に有意差はなかったと報告さ
れている

。一方，ソナゾイド造影超音波検査では，リアルタイムに血流評価が可能であり，EOB-MRI で，乏血

17）

性結節でも，ソナゾイド造影超音波検査の動脈相において，多血性結節として描出されるものもある。慢性肝疾
患 43 症例で，病理学的に診断された早期肝細胞癌 52 結節においてのソナゾイド造影超音波において，周囲肝
実質と比較して，多血性結節 32.7%，等血流結節 17.3%，乏血性結節 50.0% であったと報告されている 。この
18）

ように，EOB-MRI 肝細胞相での低信号を呈する乏血性結節において，ソナゾイド造影超音波検査を併用すること
で多血性結節と判定され，DNと鑑別に有用で，肝細胞癌と診断される可能性もあり，ソナゾイド造影超音波検査は，
EOB-MRI の相補的画像診断として，有用とも考えられる。
本 CQ の採用論文ではソナゾイド造影超音波の診断能に関する一定の見解が得られておらず，EOB-MRI の早
期肝細胞癌に対する診断能は，ダイナミック MDCT，ソナゾイド造影超音波検査よりも高い傾向であるものの，本項
で採用した文献では，質の高いダイナミック・スタディが施行可能な MRI 装置が使用されおり，低磁場や十分な診
断能を有さない MRI 装置は早期肝細胞癌の診断には適していないことは認識しておく必要がある。このような質
の高いダイナミック・スタディが施行可能な MRI 装置は，超音波装置や MDCT 装置と比較して普及率は十分とは
いえず，慢性肝障害患者が多い本邦においては，経過観察の画像診断では超音波やダイナミック MDCT に頼ら
ざるを得ないのも現実もある。

検索式・参考にした二次資料
PubMed によりearly hepatocellular carcinoma，CT，EOB MRI，Sonazoid ultrasound のキーワードを用い
て検索した。また，日本肝臓学会編：肝癌診療ガイドライン 2009 年版を参考にした。
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慢性肝疾患患者においてダイナミック CT・MRI で早期
濃染を示さない結節にどのように対処すべきか？

推奨グレード

径 10 〜 15mm 以上の結節には造影画像検査（EOB-MRI，ダイナミック CT，ソナゾイ
ド造影超音波検査）による精査や生検を施行することを考慮してもよい。10mm 未満の

C1

結節は，3 〜 6 カ月ごとに超音波検査や造影画像検査による経過観察を行い，増大がみ
られた場合に生検や治療を考慮してもよい。特に経過観察中に早期濃染が出現すれば多
血性肝細胞癌として治療してもよい。

背景・目的
肝癌のハイリスクグループに対し行われる造影画像検査で，早期濃染を示さない結節（以下，乏血性結節）の
発見頻度は，近年の画像診断能の向上により増加していると考えられる。乏血性結節には過形成結節，再生結節
などの良性病変，早期肝細胞癌が含まれ，その取扱いが問題となる 。
1）

解

説

EOB-MRI の肝細胞相で低信号を呈した乏血性結節 130 個を対象とした後ろ向き検討

によると，古典的肝細

2）

胞癌への進展の 2 年累積発生率は 11.1%，3 年累積発生率は 15.9% であった。乏血性結節が短期間のうちに生
命予後を左右するとは考えにくいが，このように一定の割合で前癌病変ないし肝細胞癌を含むことから，慢性肝疾
患患者に乏血性結節が発見された場合，組織学的診断，または，その後の経過観察が必要であるといえる。
乏血性結節の診断方針に十分なエビデンスを与える検討は少なく，日本肝臓学会のほか，米国肝臓学会 ，ア
3）

ジア太平洋肝臓学会

など，国内外のガイドラインで示されている診断・治療アルゴリズムは専門家の意見を基に

4）

している。これらに共通して，造影 CT や MRI において，古典的肝細胞癌の所見である早期濃染とwashout が
検出されない場合は，短期間（本邦および米国肝臓学会のガイドラインでは 3 カ月）の後に画像検査（超音波検
査，ダイナミック CT・MRI）により経過観察を行うか，生検を行うよう推奨されている 。日本肝臓学会のガイドライ
5）

ンでは，
（1）腫瘍径 15mm 以下であれば，3 カ月毎の経過観察を行い，
（2）15mm を超える場合は，EOB-MRI，
造影超音波，血管造影下 CT，生検などを考慮する。
（3）
（1）の経過観察は，超音波で描出できる場合は超音
波にて行い，超音波で描出できない場合はダイナミック CT あるいはダイナミック MRI にて行う。
（4）超音波での経
過観察中，サイズアップを認めた場合は，ダイナミック CT あるいはダイナミック MRI を再施行するとしている 。そし
6）

て，各造影検査で早期濃染が出現すれば，肝細胞癌に進展したとみなし，生検を経ず治療対象としてよいとしてい
る。日本肝臓学会，日本肝癌研究会が発表したガイドラインの更新版（いずれも2014 年）

では，造影 CT や

7）8）

MRI で乏血性と診断された結節について，造影超音波でも早期濃染の有無を評価するよう勧めている。その理由
は，造影超音波がもつ，結節の血流の経時的変化を連続的に観察しうる利点から であるが，診断能や費用対効
7）

果，意志決定分析などの一次資料は付されていない。
生検の必要性は，ガイドラインにより異なる。米国肝臓学会によるガイドラインでは 1cm 以上の結節には定期的
に繰り返し生検を行うことも推奨されているが，本邦では，大きさに関わらず，生検を必ずしも必要としていないため，
生検の適否は各施設の方針に則り決定されているのが現状と思われる。
肝細胞癌のサーベイランスの一義的な目的は多血性結節の検出である。これを満足させながら，乏血性結節をよ
く描出し，かつ低侵襲である検査として，EOB-MRI

と2 世代低音圧性超音波造影剤ソナゾイドを用いた造影

11）12）

超音波検査

が考えられる。ただし，乏血性結節の検出能や良悪性の鑑別について異なる画像モダリティを比較

13）

した検討はない。
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は生検によって肝細胞癌が否定された症例の 115 症例を対象としており，画像

1）

検査で検出される乏血性結節の一部が相当すると思われる。結果，この 16 症例（14%）が，平均 107±46 カ月
の経過観察期間ののち肝細胞癌に進展した。さらに，慢性肝疾患の非癌病変から肝細胞癌に進展しやすい条件
は，年齢が 55 歳以上であること，肝硬変症例，結節の病理学的所見として異型細胞がみられることであった。個々
の乏血性結節の画像所見について，多血性肝細胞癌に変化しやすいものは，① EOB-MRI の肝細胞相で低信
号である，② MRI の T2 強調像あるいは拡散強調像で高信号である，③同じくT1 強調像で高信号である，④
脂肪成分を有する，⑤発見時の径が 10 〜 15mm 以上，⑥ Kupppfer 相で欠損像を呈する，などの報告があ
る

。これらの条件が，
乏血性結節の生検・加療の適否を判定する一助となるであろう。サイズアップに関しては，

9）
14-21）

Hyodo らの後ろ向き検討

で，乏血性結節の腫瘍容積倍加時間と多血化との関連が示され，その至適カットオフ

9）

値は 542 日（およそ，最大径 10 〜 14 mm の結節が 6 カ月後に 1mm 大きくなる）
，その陽性 / 陰性的中率はそれ
ぞれ 89%，63% であった。Willat らは，早期濃染が検出されず，大きさが 2 年以上変化しない結節は良性と考え
られると述べている 。ただし，高分化肝細胞癌の中には増大が非常に緩徐なものが存在するため
10）

，注意が必

10）

要である。また，Ichikawa らは，前述の①の存在は，肝の異なる部位の多血性肝細胞癌の出現に関連することを
示し ，乏血性結節の意義について新たな知見を加えた。
22）

❺

PubMed によりhypovascular，hepatocellular carcinoma のキーワードを用いて検索した。また，日本肝臓学
会編 肝癌診療ガイドライン 2013 年版を参考にした。
文

献
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75 古典的（多血性）肝細胞癌の診断に有用な検査法は何か？
推奨グレード

B ソナゾイド ® 造影超音波，ダイナミック CT，EOB-MRI
C2 CTAP および CTHA を含む血管造影

B

推奨グレード

ソナゾイド 造影超音波，EOB-MRI はいずれも古典的（多血性）肝細胞癌の診断に有
®

用であり，施行することが推奨される。特に EOB-MRI の診断能が高い。一方，血管造

C2

影（CTAP，CTHA）については診断の目的のみで施行すべきではなく，TACE などの治
療手技と併せて行うべきである。

背景・目的
古典的肝細胞癌は肉眼的に明瞭な境界を有する進行肝細胞癌とされており，画像上は多血性を示す。古典的

説

であるソナゾイド が 2007 年 1 月より保険適用となっている。また，MRI においては肝細胞特異性造影剤である
®

EOB・プリモビスト （ガドキセト酸ナトリウム製剤）が 2007 年 12 月より保険適用となっている。
®

多血性肝細胞癌を対象とした EOB-MRIとダイナミック CT の AFROC 解析を用いた比較検討において，MRI
による診断の方が有意に優れるという結果が報告されている 。また，古典的肝細胞癌に限らない肝細胞癌におけ
1）

る EOB-MRIとダイナミック CT の比較検討については，これまでに数多く報告されているが，MRI の方が有意に優
れているというものと

，両者で有意差がなかったとするものがある

2）3）

。

4-7）

一方でソナゾイド 造影超音波の診断能に関する報告はまだ数が限られており，エビデンスレベルもCT や MRI
®

に関するものと比べて低めである。肝細胞癌を対象としたソナゾイド 造影超音波とダイナミック CTとEOB-MRI
®

の比較検討において，正診率はそれぞれ 72％，74％，86％で有意差は認められなかった 。また，肝腫瘍を対象と
8）

したソナゾイド 造影超音波とダイナミック CT の比較検討において，肝細胞癌（古典的肝細胞癌に限らない）の
®

検出個数はそれぞれ 261，257，肝細胞癌の鑑別能は 92.6％，89.3％といずれも有意差はなかった 。他方，主に
9）

肝細胞癌を含む肝悪性腫瘍（108 結節中 90 結節が肝細胞癌）を対象とした比較において造影超音波，
ダイナミッ
ク CT の検出感度がそれぞれ 95.4％，85.2％，正診率が 94.7％，82.3％でいずれも有意に造影超音波が優れてい
たという報告もある 。一方で，ダイナミック CT で診断された 400 区域中 123 区域の 138 結節の肝細胞癌を対象
10）

とし，ソナゾイド 造影超音波のクッパーイメージングに限定した検討では，検出感度が 73.2 〜 83.1% で非造影の
®

B モード超音波（検出感度 83.7 〜 84.6%）より劣る傾向にあったと報告されている 。
11）

また，ソナゾイド 造影超音波とダイナミック CT，EOB-MRI の 3 つのモダリティのうち，2 つを組み合わせた場
®

合の比較検討では，それぞれの組み合わせの診断能に有意差は認められなかったとされている 。
8）

血管造影は初期の頃より肝細胞癌の診断に用いられてきたモダリティである。近年では平面検出器型血管撮影
装置に MDCT 装置が統合された IVR-CT システムも臨床で用いられている。4 チャンネルの MDCT 装置による
CTAPと2 相の CTHA による肝細胞癌の診断能は，検出感度 93％，特異度 97％と非常に優れている 。ただし，
12）

他のモダリティを比較した最近の報告は少ない

。シングルスライス CT を用いたダイナミック CTとの肝細胞癌にお

13）

ける比較検討では，CTAP+CTHA の検出感度
（99％）
はダイナミック CT（68％）
より優れていた

。一方で，4 チャ

13）

293

消化器（肝）

解

肝細胞癌の画像診断には，従来の造影 CT に加えて，超音波においては第 2 世代の超音波診断用造影剤

❺

肝細胞癌の診断におけるソナゾイド造影超音波，EOB-MRI，CTAP および CTHA を含む血管造影のそれぞれ
の有用性について最新の知見に基づいて検討する。

❺ 消化器（肝）
ンネルの MDCT 装置による CTAP+CTHA と EOB-MRI との比較検討では，治療前の肝細胞癌の診断能にお
いては MRI の方が CTAP+CTHA より優れていた

。また，16 チャンネルの MDCT 装置による CTAP+CTHA

14）

とEOB-MRI の比較検討では，両者の診断能には有意差を認めなかったとされている 。
15）

ダイナミック CT については，現在ほとんどの施設に MDCT が普及しており，MRIと比べて安定した画質が得ら
れ，検査時間も1 件あたり10 〜 15 分と短いなどの優位性がある。また，1 回のスキャンが数秒と短く，呼吸停止が
できない症例においても画質劣化の影響が少ない。診断能についても1cm 以上の古典的肝細胞癌の診断におい
ては十分なレベルにある 。
1）

EOB-MRI は，近年の MRI 装置の性能の飛躍的な向上も伴い，非常に優れた診断能をもたらす。一方で MRI
は 1 件あたり30 〜 45 分と検査に時間がかかるため，施設によっては肝細胞癌のハイリスク症例を全例 MRI で
検査することは難しいと思われる。ただし，アンケート調査において，大多数の施設が肝細胞癌のサーベイランスを
EOB-MRI で行うことが可能であると回答したとする報告もある 。
16）

造影超音波は，特に第二世代の造影剤が使用できるようになってからはさらに優れた診断能が得られるようになっ
ている。ただし，ソナゾイド 造影超音波の肝細胞癌の診断能に関する比較検討の報告は限られており，今後，さ
®

らなる検討が期待される。
CTAP および CTHA を含む血管造影は古典的肝細胞癌の診断において非常に有用な検査ではあるが，肝動
脈あるいは上腸間膜動脈への選択的カテーテル挿入が必要であるため他の検査法と比較して侵襲的である。そ
れゆえ，他の検査法による診断能の向上とともに診断の目的のみで CTHA および CTAP が施行されることは少なく
なってきており，近年では TACE などの治療手技と併せて施行される場合がほとんどである。
結論としては，ソナゾイド 造影超音波，ダイナミック CT，EOB-MRI いずれの検査法も古典的肝細胞癌の診断
®

に十分有用であり，施設の状況や患者の状態に応じて適切なものを選択することが求められる。

検索式・参考にした二次資料
PubMedによりhepatocellular carcinoma，sensitivity，contrast-enhanced，Sonazoid，US，contrast-enhanced，
multiphasic，MDCT，CT，gadoxetate，gadoxetic，Gd-EOB-DTPA，ethoxybenzy，Primovist，MR，magnetic
resonance，CTHA，CT，hepatic arteriography，transcatheter angiography のキーワードを用いて検索した。ま
た，日本肝臓学会編：科学的根拠に基づく肝癌診療ガイドライン 2013 年版を参考にした。
文

献

1）Onishi H et al：Hypervascular hepatocellular carcinomas：detection with gadoxetate disodium-enhanced MR imaging and multiphasic multidetector CT．Eur Radiol 22：845-854，2012（レベル 3）
2）Di Martino M et al：Intraindividual comparison of gadoxetate disodium-enhanced MR imaging and 64-section multidetector CT in
the Detection of hepatocellular carcinoma in patients with cirrhosis．Radiology 256：806-816，2010（レベル 3）
3）Di Martino M et al：Hepatocellular carcinoma in cirrhotic patients: prospective comparison of US，CT and MR imaging．Eur
Radiol 23：887-896，2013（レベル 3）
4）Kim SH et al：Gadoxetic acid-enhanced MRI versus triple-phase MDCT for the preoperative detection of hepatocellular carcinoma．AJR 192：1675-1681，2009（レベル 2）
5）Kim YK et al：Detection of hepatocellular carcinoma：gadoxetic acid-enhanced 3-dimensional magnetic resonance imaging versus multi-detector row computed tomography．J Comput Assist Tomogr 33：844-850，2009（レベル 4）
6）Akai H et al：Detection of hepatocellular carcinoma by Gd-EOB-DTPA-enhanced liver MRI：comparison with triple phase 64
detector row helical CT．Eur J Radiol 80：310-315，2011（レベル 2）
7）Baek CK et al：Hepatocellular carcinoma in patients with chronic liver disease：a comparison of gadoxetic acid-enhanced MRI
and multiphasic MDCT．Clin Radiol 67：148-156，2012（レベル 3）
8）Alaboudy A et al：Usefulness of combination of imaging modalities in the diagnosis of hepatocellular carcinoma using sonazoid®enhanced ultrasound，gadolinium diethylene-triamine-pentaacetic Acid-enhanced magnetic resonance imaging，and contrastenhanced computed tomography．Oncology 81（suppl 1）
：66-72，2011（レベル 4）
9）Moriyasu F et al：Efficacy of perflubutane microbubble-enhanced ultrasound in the characterization and detection of focal liver
lesions：phase 3 multicenter clinical trial．AJR 193：86-95，2009（レベル 4）
10）Hatanaka K et al：Sonazoid-enhanced ultrasonography for diagnosis of hepatic malignancies：comparison with contrastenhanced CT．Oncology 75（suppl 1）
：42-47，2008（レベル 4）
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12）Tsurusaki M et al：Combination of CT during arterial portography and double-phase CT hepatic arteriography with multi-detector row helical CT for evaluation of hypervascular hepatocellular carcinoma．Clin Radiol 62：1189-1197，2007（レベル 4）
13）Hori M et al：Sensitivity in detection of hypervascular hepatocellular carcinoma by helical CT with intra-arterial injection of
contrast medium，and by helical CT and MR imaging with intravenous injection of contrast medium．Acta Radiol 39：144-151，
1998（レベル 3）
14）Ooka Y et al： Gadoxetic acid-enhanced MRI compared with CT during angiography in the diagnosis of hepatocellular carcinoma．Magn Reson Imaging 31：748-754，2013（レベル 3）
15）Kakihara D et al：Performance of gadoxetic acid-enhanced MRI for detecting hepatocellular carcinoma in recipients of livingrelated-liver-transplantation: Comparison with dynamic multidetector row computed tomography and angiography-assisted computed tomography．J Magn Reson Imaging 40：1112-1120，2014（レベル 3）
16）Kudo M et al：Surveillance and diagnostic algorithm for hepatocellular carcinoma proposed by the Liver Cancer Study Group of
Japan: 2014 update．Oncology 87（suppl 1）
：7-21，2014（レベルなし）
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肝細胞癌の切除術前検査として CTHA/CTAP や血管造
影を推奨するか？

推奨グレード

C1 CTHA/CTAP
D 血管造影

C1

推奨グレード

CTHA/CTAP は，CT や MRI など非侵襲的検査では術前の評価が不十分と判断された場

D

合，行うことを考慮してもよい。
血管造影は検査に引き続き，肝切除前の血管造影下治療を行う場合に考慮されるべきである。

背景・目的
血 管 造 影 は か つて 肝 腫 瘍 術 前 の 標 準 的 検 査 であった。 肝 動 脈 造 影 下 CT（CT during hepatic
arteriography：CTHA）および経動脈性門脈造影下 CT（CT during arterial portography：CTAP）は，わ
が国を中心に発展した検査法であり，多発病変の評価，肝内転移の検出，門脈および肝静脈浸潤の診断などを目
的に行われた。CTHAとCTAP の組合せ（CTHA+CTAP）は肝腫瘍術前検査としてはもっとも精度の高いも
のとされてきたが，侵襲性が高く，放射線被曝を伴い，また，IVR-CT などの特殊な設備を必要とするなどの欠点
がある。近年の CT の造影手法の発展と検出器の多列化，肝特異性 MRI 用造影剤の出現により，血管造影や
CTHA/CTAP の位置付けは変化してきおり，これらの術前検査としての意義を検討したい。

解

説

血管造影は digital subtraction angiography（DSA）を含め侵襲的検査法であり，1980 年代には標準的
術前検査であったが，近年は多血性肝細胞癌に限っても診断能はダイナミック CT より劣り（98 結節での検出
（感度・特異度，CT：86.8％・92.8％，DSA：69％・91.5％） ，全肝摘出標本との
数，CT：92，DSA：53） ，
1）

2）

対比で感度 33％ と報告されている。また，感度は全肝摘出標本との対比で CTAP より劣り（CTAP：85％，
3）

DSA：67％） ，特に高分化型
4）

2）

や径 2cm 以下の病変の検出感度が低い。検査目的で単独に実施すること

は，American Association for the Study of Liver Diseases（AASLD）

5）

および European Association

for the Study of the Liver（EASL）and European Organization for Research and Treatment of Cancer
（EORTC） の肝細胞癌診療および治療に関するガイドライン，本邦の肝癌診療ガイドライン 2013 年版のいずれ
6）

においても推奨されていない。
一方，経動脈性造影下 CT（CTHA および CTAP）は，選択的血管造影下にカテーテルより造影剤を動脈
に注入しながら CT を撮影する方法である。動注 CT，angio-CTともいわれ，本邦を中心に発展した検査法であ
り，1980 年代〜 90 年代前半には欧米でもおもに転移性肝腫瘍に対する術前検査としてはもっとも精度の高いもの
とされていたが，非侵襲的検査法の進歩により最近ではほとんど用いられなくなった。肝細胞癌に対しては，肝癌
診療ガイドライン 2009 年版において option 検査として記載があるものの位置付けは不明確であり，海外のガイドラ
インにおいては術前検査として推奨されたことはないが，小病変の鑑別や肝細胞癌の分化度の推定に有用との報
告も多く

，本邦では実施する施設も多い。

7-10）

CTHA+CTAP の肝細胞癌に対する診断能は，ダイナミック CT より優れるとの報告が多いが

（感度，

11-15）

（感度・非担癌肝区域特異度，CTHA+CTAP：90.6％・97.4％，
CTHA+CTAP：99％，ダイナミック CT：68％） ，
9）

ダイナミック CT：75.4％・94.9％） ，同等とする報告（感度・特異度，CTHA+CTAP：60％・99.7％，ダイナミック
13）

CT：58％・98.8％） ，ダイナミック CT に付加不可する意義に乏しいとする報告（感度，ダイナミック CT：94％，ダ
14）
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図1

A①

肝細胞癌

A ①：総肝動脈造影早期
像，②：総肝動脈造影後期
像 右肝動脈後区域枝末
梢 に 腫 瘍 血 管 増 生と腫 瘍
濃 染を認める（ → ）
。B ①：
CTAP，②：CTHA 早期相，
③：CTHA 後期相 肝右葉
後区域に CTAP で perfusion
defect，CTHA 早期相で不
均一な腫瘍濃染，CTHA 後
期相で washout とコロナ様
濃 染 を 認 める。perfusion
defect 辺縁の範囲はコロナ
様濃染にほぼ一致する。

A②

❺
消化器（肝）

B②

B①

B③

イナミック CT+CTHA+CTAP：97％） もある。近年の CT 装置の多列化およびダイナミック CT における造影
15）

手法の発達などにより，診断能の差が縮小している可能性もあるが，検証に用いうるデータは乏しい。
細胞外液性のガドリニウム造影剤を用いたダイナミック MRI との比較では CTHA+CTAP が優れるとの報
告

（ 感 度・陽 性 的 中 率，CTHA+CTAP：99％・83％，ダイナミック MRI：76％・91％） ，
（担癌肝

11）12）16）

11）

区 域 感 度，CTHA+CTAP：89％，ダイナミック MRI：75％） ，同 等とする報 告（ 担 癌 肝 区 域 感 度・非 担
16）

癌 区 域 特 異 度，CTHA+CTAP：94％・92％，ダイナミック CT：90％・99％）

17）

がある。 肝 特 異 性 造 影 剤

である，超 常 磁 性 体 酸 化 鉄 粒 子（superparamagnetic iron oxide：SPIO） 造 影 下の MRI との比 較では
CTHA+CTAP が優れるとする報告（感度・非担癌肝区域特異度，CTHA+CTAP：90.6％・97.4％，SPIOMRI：77.2％・98.5％） ，同等とする報告（担癌肝区域感度・非担癌区域特異度，CTHA+CTAP：90.8％・96.2％，
13）

SPIO-MRI：89.7％・98.5％）

18）

がある。ダイナミック CT と SPIO-MRI を併用することで CTHA+CTAP の診断

能と匹敵するとする報告もある（感度・陽性的中率，CTHA+CTAP：95.5％・86.5％，SPIO-MRI+ ダイナミック
CT：92.4％・95.5％） 。CTAP 単独の診断能が SPIO-MRIと同等との報告もある 。細胞外液性のガドリニウ
19）

20）

ム造影剤を用いたダイナミック MRIとSPIO-MRI を併用することで CTHA+CTAP の診断能を凌駕するとする報
告もあるが

，本邦では保険請求上の問題が残る。

21）

近年，使用可能となった肝特異性造影剤である Gd-EOB-DTPとの比較に関しては，2cm 以下の肝細胞癌と異
型結節の鑑別において Gd-EOB-DTPA 造影 MRI が CTHA+CTAP の診断能を凌駕するとの報告もあるが

，

14）
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A

B②

B①

図2
肝細胞癌
A 総肝動脈造影 左葉外側区に病変は指摘困難である。 B ①：CTAP，②：CTHA
（→）
。CTHA 早期相では同部に明瞭な結節状の濃染を認める。

S2 に明瞭な perfusion defect を認める

現時点で検証に用いうるデータは乏しい。Gd-EOB-DTPA 造影 MRI では，おもに高分化型肝細胞癌の診断能
が向上するとされる。CTHA+CTAPとGd-EOB-DTPA 造影 MRI の比較には，今後のデータ集積が必要である。
CTHA および CTAP では 撮 影 技 術，読 影 で 施 設 間 および 読 影 者 間 の 習 熟 度を考 慮 する必 要 が
ある。CTAP 単 独 では 偽 陽 性 が 多くなることが 報 告され て おり（ 感 度・特 異 度，CTAP：75％・60％，
CTAP+DSA：84％・81％） ，CTHAとCTAP の両者を併用することで診断能が向上するとされる。血管造影
22）

装置とCT が一体となった IVR-CT での施行が望ましいが，施設の診断機器の状況によっては動脈造影とCTAP
の組合せも考慮される。また，CTAP では造影剤の注入直前に血管拡張剤を動注することで，正常肝実質の造
影効果が高まり，造影ムラが軽減し，腫瘍とのコントラストが向上するとされる。CTHA では早期と後期の 2 相を撮
像することで診断能が向上するとされる

。CTHAとCTAP のいずれにおいても，造影および撮像プロトコー

23）24）

ルの最適化や個別化に関する検証は不十分である。また，CTHAとCTAP のいずれにおいても，肝動脈，門脈，
肝静脈以外の脈管および肝以外の臓器では造影効果が不良である。リンパ節転移，下大静脈腫瘍塞栓，他臓
器転移，他の併存疾患の評価には不適であり，一般的な造影 CT，ダイナミック CT にて別途評価する必要がある。
術前の肝動脈解剖の把握に CTHA が有用とする報告もあり

，腫瘍診断以外の画像情報も有効に活用すべ

25）26）

きである。血管造影は検査に引き続き，血管造影下の治療を想定している場合に行うべきである。予後への影響
については，ラジオ波焼灼術症例での検討において治療前の CTAP および CTAP は長期生存に影響を与えない
との報告があるが

，術前については今後のデータ集積が必要である。

27）

近年，血管造影装置の面検出器（flat panel detector：FPD）を用いた cone-beam CT による CTAP および
CTHA が臨床応用されつつある。経動脈的カテーテル治療における手技および診断の補助，薬剤分布の確認法
としての有用性が報告されているが，肝細胞癌の手術前検査としての評価はなされていない。現時点では，肝細
胞癌の手術前検査としての有用性は不明である。

検索式・参考にした二次資料
PubMed で angiographically assisted CT，CT during arterial portography，CT during
arterioportography，CT during hepatic angiography，digital subtraction angiography，detection，EOB，
gadoxetic acid，hepatocellular carcinoma，preoperative，primovist，sensitivity，superparamagnetic iron
oxide，SPIO のキーワードを用いて検索した。
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AASLD，EASL-EORTC のガイドライン，肝癌診療ガイドライン 2013 年版（金原出版，日本肝臓学会編）を参
考にした。CTHA/CTAP を standard referenceとした論文は除外した。肝腫瘍全般の診断能を扱った論文は
エビデンスレベルを 1 下げた。肝細胞癌に関する論文であっても他の治療法を主に扱うものはエビデンスレベルを 1
下げた。
文

献
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肝細胞癌と動脈門脈短絡路による偽腫瘍の鑑別に施行
すべき検査法は何か？

推奨グレード

動脈門脈短絡路による偽腫瘍の診断に有用な検査として肝特異性造影剤を用いた SPIO

B

あるいは EOB-MRI を施行することを推奨する。

背景・目的
AP シャントは，動脈血流が門脈を介して類洞に流入する状態で，特発性あるいは肝硬変，肝切除後，生検後，
腫瘍（肝細胞癌，肝血管腫，転移性肝腫瘍など）などによって生じる。特に肝硬変症例に合併した AP シャントが
ダイナミック CT あるいは細胞外液性ガドリニウム造影剤を用いたダイナミック MRI 動脈相で早期濃染として検出さ
れた場合，肝細胞癌との鑑別を要する。よって AP シャントを低侵襲かつ高い精度で診断する検査法を選択するこ
とができれば，不必要な治療，過度の検査を回避することができる。

解

説

肝硬変に合併する AP シャントの典型的な所見は，B モード超音波検査で等エコー，単純 CT で等吸収，MRI
の T1，T2 強調像で等信号を呈し，ダイナミック CT あるいはダイナミック MRI 動脈相にて肝辺縁に楔状の早期濃
染として描出され，後期相で周囲肝実質と同等となる

。経動脈性門脈造影下 CT（CTAP）では周囲肝実質

1-3）

に比べ濃染不良，肝動脈造影下 CT（CTHA）では周囲肝実質に比べより濃染あるいは同等に濃染する領域
として描出される 。これらの特徴的な所見の場合は，AP シャントと容易に診断することができる。しかし，まれに
4）

AP シャントが T2 強調像にて高信号として描出されることがある

。さらに，AP シャントが肝実質内に結節状の

2）5）

早期濃染として描出された場合（図 A）あるいは肝細胞癌がダイナミック CT あるいは MRI 平衡相で wash out
が不明瞭な場合，AP シャントと肝細胞癌の鑑別が困難となる

。また慢性肝疾患に合併した多発性 AP シャ

1）3）6）7）

ント症例で，腫瘍マーカーである AFP 値が上昇することがあり，血液所見上からも鑑別困難な場合がある 。
8）

Takayasu らは慢性肝疾患に合併した多発性 AP シャントの多くは 4 カ月以内に消失すると述べ，経過観察の
重要性を報告している 。ダイナミック CT 動脈相にて早期濃染域内に門脈枝の早期描出を認めることは，AP シャ
8）

ントに特異的な所見と考えられるが，その描出率に関して最近のまとまった報告を認めない 。Kim らは，CTHA
1）

の早期濃染域内に門脈枝の早期描出を認めることが AP シャントに特異的な所見と述べているが，その描出率
は 34.6％と低い 。MRI 拡散強調像に関して，Motosugi らは，結節状の肝偽病変 32 例全例が周囲肝実質と等
4）

信号で，一方，肝細胞癌 123 例中 83 例（67％）が高信号として描出されたと報告している 。よって拡散強調像
7）

にて高信号として描出された場合は，AP シャントとは考え難いが，等信号として描出された場合，高分化型あるい
は乏血性肝細胞癌との鑑別を要する。さらに拡散強調像の欠点として，肺，腸管内の空気などによる磁化率アーチ
ファクト，心拍動によるモーションアーチファクトによって病変の検出が低下することがある。そこで，注目される検査
法として肝特異性造影剤を用いた SPIO あるいは EOB-MRI が挙げられる

。SPIO は超常磁性酸化鉄

3）6）7）9）10）

製剤で，正常肝実質，AP シャントのみられる領域などに含まれる Kupffer 細胞に取り込まれると，T2，T2 強調像
＊

で信号低下を示し Kupffer 細胞を有さない肝細胞癌は信号低下を示さず，相対的に高信号を示す。一方，EOB
は超常磁性ガドリウム製剤で，正常肝実質，AP シャントのみられる領域などに含まれる正常肝細胞に取り込まれ，
肝細胞相で等から高信号を示し（図 B）
，正常肝細胞を有さない肝細胞癌は低信号として描出される。Mori らは
肝硬変に合併したのみられる領域に対し，SPIO 造影 T2 強調像で，6 例中 5 例で周囲肝実質と同等な信号低下
＊

を示したと報告している 。また Motosugi らは，EOB-MRI 肝細胞相で，肝偽病変 32 例中 29 例（87％）が周
6）

300

C Q 77

A

B

図
肝細胞癌に対しラジオ波焼灼術後の AP シャント
EOB-MRI 動脈相（A）で早期濃染（→）を示すが，肝細胞相（B）で周囲肝実
質と等信号を呈し，AP シャントと診断できる。

7）

影剤を用いた SPIO あるいは EOB-MRI を推奨する。

検索式・参考にした二次資料
PubMed にて Liver，pseudolesion，arterioportal shunt，US，CT，MRI，CT angiography 等および医学
中央雑誌にて AP シャント，動脈門脈短絡，肝偽病変等のキーワードで検索した文献を参考に作成した。
文

献

1）Kim TK et al：Nontumorous arterioportal shunt mimicking hypervascular tumor in cirrhotic liver：two-phase spiral CT findings．
Radiology 208：597-603，1998（レベル 4）
2）Yu JS et al：Nontumorous hepatic arterial?portal venous shunts：MR imaging findings．Radiology 217：750-756，
2000（レベル 4）
3）Ahn JH et al：Nontumorous arterioportal shunts in the liver：CT and MRI findings considering mechanisms and fate．Eur Radiol
20：385-394，2010（レベル 5）
4）Kim HC et al：Preoperative evaluation of hepatocellular carcinoma：combined use of CT with arterial portography and hepatic
arteriography．AJR 180：1593-1599，2003（レベル 4）
5）Matsuo M et al：Arterioportal shunts mimicking hepatic tumors with hyperintensity on T2-weighted MR images．J Magn Reson
Imaging 15：330-333，2002（レベル 5）
6）Mori K et al：Arterioportal shunts in cirrhotic patients：evaluation of the difference between tumorous and nontumorous arterioportal shunts on MR Imaging with superparamagnetic iron oxide．AJR 175：1659-1664，2000（レベル 5）
7）Motosugi U et al：Distinguishing hypervascular pseudolesions of the liver from hypervascular hepatocellular carcinomas with
gadoxetic acid-enhanced MR imaging．Radiology 256：151-158，2010（レベル 4）
8）Takayasu K et al：Multiple non-tumorous arterioportal shunts due to chronic liver disease mimicking hepatocellular carcinoma：
outcomes and the associated elevation of alpha-fetoprotein．J Gastroenterol Hepatol 21：288-294，2006（レベル 4）
9）Scharf J et al：Pseudolesions at T1-weighted gradient-echo imaging after administration of superparamagnetic iron oxide：comparison with port al perfusion abnormalities at CT during arterial portography．Radiology 207：67-72，1998（レベル 4）
10）Akai H et al：Detection of hepatocellular carcinoma by Gd-EOB-DTPA-enhanced liver MRI：comparison with triple phase 64
detector row helical CT．Eur J Radiol 80：310-315，2011（レベル 2）
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肝細胞癌肝外転移検索を要する状況，対象臓器，検査法
は何か？

推奨グレード

B

推奨グレード

C1

B 肝細胞癌肝外転移危険因子（門脈内腫瘍栓，AFP>200 ng/ml，PIVKA-I ≧ 300
mAU/ml，血小板数≦ 1.3×105/μl，65 歳未満）陽性例に対して肺，リンパ節，骨，副
腎を対象に CT・骨シンチグラフィ・PET を推奨する。
C1 神経学的検査異常例あるいは肺転移陽性例に対して，脳転移検索に CT・MRI を考

慮してもよい。

背景・目的
肝細胞癌治療に際し，肝外転移検索を要する状況，検索対象臓器，検査法について検討した。

解

説

肝細胞癌の治療方針は肝外転移の有無に左右される。肝外転移陽性なら全身化学療法が，陰性なら局所治
療が推奨されている 。肝外転移検索は危険因子を判定後，陽性であれば肺，リンパ節，骨，副腎，脳を対象に
1）

進めると効率がよい。危険因子は，65 歳未満，
肝内病変増悪，
門脈内腫瘍栓，AFP>200 ng/ml，PIVKA-I≧300
mAU/ml，血小板数≦ 1.3×10 /μl
5

〜 10％，脳 0.2 〜 0.6％である
する

，転移先別頻度は，肺 6 〜 29%，リンパ節 5 〜 20%，骨 2 〜 10％，副腎 1

2）3）

。肝外転移頻度は初発時 1.0 〜 2.3%

2-5）

，その後経過観察中 2 〜 24％と増加

4）6）

。

2）3）

肺，リンパ節，副腎転移の標準的検索方法は CT である。胸部から骨盤まで CT の撮影範囲に含めると，大半
の肝外転移検索はカバーできる。
骨転移検索には骨シンチグラフィとPET の比較が不十分であるため，現時点では両者の併用が望ましい。骨シ
ンチグラフィの有用性は肝細胞癌例でも検証されている一方（図） ，低集積転移（偽陰性）が少なくないため，
7）

その補完に PET へ寄せられる期待は大きい

。大半の肝細胞癌骨転移は溶骨性で，
転移先の約半数は椎体

8）9）

6）

であるため，PET/CT を用いれば転移検索の精度は一層高まると思われる。加えて圧迫骨折や脊柱管狭窄のリス
クも評価できる可能性がある。同定済みの転移では説明の付かない腫瘍マーカー上昇時には，骨転移を含めた肝
細胞癌肝外転移診断能に優れる PET

は一考に値する。

10）

肝細胞癌脳転移は頻度が低く ，加えて陽性例は肺転移合併率が高い背景から ，脳転移検索目的の造影
2-5）

6）

CT・MRI は，症状，神経学的徴候，肺転移のある患者を対象とするのが妥当である。

検索式・参考にした二次資料
PubMed により，以下の keyword を用いて検索した。（
“Neoplasm Staging”
［MeSH Terms］OR“risk”
）
AND（
“neoplasm metastasis”
［MeSH］OR“metastasis”OR“metastases”
）AND（
“extrahepatic”OR“brain”
OR“cerebral”OR“cerebrum”OR“bone”OR“skeletal”
）AND（
“carcinoma，hepatocellular”
［MeSH
Terms］OR“hepatocellular carcinoma“OR”hepatocellular carcinomas”
）
（
“neoplasm metastasis”
［MeSH］
OR“metastasis”OR“metastases”
）AND（
“extrahepaticl”OR“brain”OR“cerebral”OR“cerebrum”
OR“bone”OR“skeletal”
）AND（
“carcinoma，hepatocellular”
［MeSH Terms］OR“hepatocellular
carcinoma”OR“hepatocellular carcinomas”
）AND（
“positron-emission tomography”
［MeSH Terms］
OR“positron emission tomography”
［All Fields］OR“bone scan”OR“scintigraphy”OR“scintigram”
）
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図

❺

HCC 骨転移 骨シンチグラフィ
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肝細胞癌切除後に低下した腫瘍マーカ
が再度上昇し，CT にて肝内病変や肺
転移が認められないため骨シンチグラフィ
を施行したところ，右肩甲骨と左大腿骨
に転移（→）が発見された。

および，科学的根拠に基づく肝癌診療ガイドライン 2009 年版，肝癌診療ガイドライン 2013 年版を参考にした。
文

献

1）Llovet JM et al：SHARP Investigators Study Group．Sorafenib in advanced hepatocellular carcinoma．N Engl J Med 359：378-390，
2008（レベル 1b）
2）Bae HM et al：Protein induced by vitamin K absence or antagonist-II production is a strong predictive marker for extrahepatic
metastases in early hepatocellular carcinoma：a prospective evaluation．BMC Cancer 11：435，2011（レベル 2）
3）Senthilnathan S et al：Extrahepatic metastases occur in a minority of hepatocellular carcinoma patients treated with locoregional
therapies：Analyzing patterns of progression in 285 patients．Hepatology 55：1432-1442，2012（レベル 2）
4）Uchino K et al：Hepatocellular carcinoma with extrahepatic metastasis：clinical features and prognostic factors．Cancer 117：
4475-4483，2011（レベル 2）
5）日本肝癌研究会追跡調査委員会：第 18 回全国原発性肝癌追跡調査報告（2004 〜 2005）
．肝臓 51：460-484，2010（レベル 4）
6）Natsuizaka M et al：Clinical features of hepatocellular carcinoma with extrahepatic metastases．J Gastroenterol Hepatol 20 ：
1781-1787，2005（レベル 2）
7）Lee KH et al：Bone scintigraphy of skeletal metastasis in hepatoma patients treated by TAE．Hepatogastroenterology 50：19831986，2003（レベル 3）
8）Kim YK et al：Usefulness 18F-FDG positron emission tomography/computed tomography for detecting recurrence of hepatocellular carcinoma in posttransplant patients．Liver Transpl 16：767-772，2010．
（レベル 4）
9）Sugiyama M et al：18F-FDG PET in the detection of extrahepatic metastases from hepatocellular carcinoma．J Gastroenterol 39：
961-968，2004（レベル 4）
10）Lin CY et al：18F-FDG PET or PET/CT for detecting extrahepatic metastases or recurrent hepatocellular carcinoma：a systematic review and meta-analysis．Eur J Radiol 81: 2417-2422，2012（レベル 3）

303

❺ 消化器（肝）

79

肝細胞癌に対する TACE や RFA の治療効果判定には
どの検査法を選択すべきか？

推奨グレード

肝細胞癌に対する TACE 後，RFA 後の治療効果判定にはダイナミック CT あるいはダイ
ナミック MRI が推奨されるが，治療された肝細胞癌が１つあるいは少数であれば造影超
音波もオプションとして効果判定に用いてもよい。

B

背景・目的
肝細胞癌に対する TACE や RFA の治療効果判定は，造影剤を用いて腫瘍部の血流の消失の有無を評価す
ることにより行われる場合が殆どであり，具体的には造影超音波，ダイナミック CT・MRI が使用されている。
本邦では超音波造影剤としてレボビストとソナゾイドが使用可能であるが，現在は主に第二世代の超音波造影
剤であるソナゾイドが使用されている。ソナゾイド造影超音波は空間分解能，時間分解能が CT や MRI より優れ，
単発ないし少数の肝細胞癌の血行動態の評価には非常に有用である。ただし超音波検査の特徴として死角が存
在する点や深部ではエコーが減衰し評価が難しい場合がある点，多数の病変を一回の検査ですべて観察すること
は造影剤量や検査時間の問題から難しいなどの欠点も有する。
ダイナミック CT は CT 装置と造影剤注入装置が必要であるが，超音波と比較して死角がない客観的な評価が
可能であり，MRIと比較すると検査時間が短くスループットがよいことから，肝細胞癌治療効果判定の中心的役割
を任っている。
ガドリニウム系細胞外液性造影剤や肝細胞性造影剤（ガドキセト酸ナトリウム：EOB）などの MRI 造影剤を使
用したダイナミック MRIも比較的高性能の MRI 装置を有する施設であれば施行可能であり，ダイナミック CTと同
様に治療部の血流評価が行える。現在，肝臓の造影 MRI は血流と肝細胞機能の両面から病変の評価ができる
EOB を使用して行われる場合が多い。
肝細胞癌に対する TACE や RFA の治療効果判定にはどの検査法を選択すべきかを検討した。

解

説

TACE 後は肝細胞癌に対する Lipiodol 集積程度を確認する目的で非造影 CT を施行する。IVR-CT やコーン
ビーム CT 搭載血管造影装置にて TACE 治療を行っている施設では治療直後に非造影 CT やコーンビーム CT
で肝細胞癌への Lipiodol 集積を確認可能であるが，一般的には Lipiodol TACE 後１カ月以内に Lipiodol 集積
程度の確認を行う。
肝細胞癌に Lipiodol 集積が欠損なく見られた場合には治療効果が期待される。ダイナミック CT では Lipiodol
の強い高吸収が遺残病巣による腫瘍濃染検出の妨げになることがあり，EOB などによるダイナミック MRI（EOBMRI）が推奨される。
TACE 後の経過観察で，Lipiodol が集積している肝細胞癌の径に均等な縮小が見られる際も治療効果が期
待されるため，CT で Lipiodol 集積を示す肝細胞癌の径の変化も調べた方がよい。De Santis らの研究によると
TACE 後の肝細胞癌への Lipiodol 集積は治療後数日で T1 強調画像にて高信号を示すが，3 カ月以降はダイナ
ミック MRI に影響を与えるような信号にはならない 。従って EOB あるいはガドリニウム系細胞外液性造影剤を用
1）

いたダイナミック MRI の T1 強調画像で，再発および残存病変の動脈相における濃染の有無や肝細胞相における
EOB の取り込み欠損（低下）ないし，
ガドリニウム系細胞外液性造影 MRI の平衡相における洗い出し（Wash-out）
を確認することが推奨される。ただし，Shinagawa らは TACE 後１カ月以内には腫瘍周囲の肝実質に EOB-MRI
で早期濃染を呈し，肝細胞相で低信号を呈する偽病変が見られうることを報告しており，TACE 後の肝細胞癌治
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療効果判定を EOB-MRI にて行う場合にはこれに留意し TACE１カ月後以降が望ましいと考えられる 。
2）

Hunt らや Murakami らは TACE 後の肝細胞癌の残存の把握にガドリニウム系細胞外液性造影剤を用いた造
影 MRI が造影 CT よりも優れると報告している

。また，肝細胞癌 TACE 後の効果判定にレボビスト造影エコー

3）4）

が有効であるという報告もある 。造影エコーもLipiodol 集積の影響を受けずに再発部の評価が可能であるため，
5）

TACE 後の効果判定の一つのオプションとして選択される。
現在，本邦では造影効果が長く持続する第二世代の超音波造影剤であるソナゾイド造影エコーが主に使用され
ているが，現時点では TACE 後にソナゾイド造影エコーで治療効果判定を行うことの有効性に関する大規模な検
討を行った報告は見出すことができない。
2014 年から本邦でも球状塞栓物質を用いた TACE が施行可能となった。球状塞栓物質を使用した TACE で
は Lipiodol を併用しないため，これまでの Lipiodol TACE の効果判定とは異なり，TACE 施行後早期からダイナ
ミック CT での残存血流の評価が可能である。今後症例の蓄積により球状塞栓物質を使用した TACE の治療効
果判定方法が定まってくると考えられる。
肝細胞癌 RFA 後の治療効果は十分な safety margin の確保によって担保される。Nakazawa らや Kim らの
，肝細胞癌の存在する部位（大きな血

6）7）

RFA 後の治療効果判定のための画像診断として造影超音波，ダイナミック CT，ダイナミック MRI（EOB あるいは
ガドリニウム系細胞外液性造影剤）のいずれでも評価は可能であるが，safety margin の評価における 3 次元 CT
（3D-CT）の有用性が Kim らの研究により ，RFA 前と RFA 後の CT のフュージョン画像の有用性が Makino
8）

らの研究により ，それぞれ報告されている。またケースシリーズの検討によるとCT は RFA 直後（1 週間後）で
9）

も肝細胞癌治療効果判定が可能である 。
10）

Ueda らの研究によると肝細胞癌のコロナ濃染は腫瘍血流の流出路を示している 。この事実は肝細胞癌の進
11）

展に重要な意味をもち，これを safety margin の範囲として考慮することは重要と考えられる。ケースコントロール
研究によるとRFA 後の肝細胞癌は焼灼効果で MRI の T1 強調画像において高信号を示す

。よって腫瘍残

12）13）

存を調べるためのダイナミック造影において，ガドリニウム系造影剤がもたらす T1 短縮効果（これも高信号を示す）
の程度が判定困難になることがある。別のケースコントロール研究によると肝細胞癌の RFA 後の焼灼域や残存腫
瘍の評価にソナゾイドを用いた造影 3D 超音波は 3D-CTとの比較でよく一致するとされるが

，CT や MRI の方

14）

が超音波に比べて術者依存性が少なく，客観的に腫瘍径の変化や safety margin の確保の有無判定を行いや
すい。現時点では EOB を用いた RFA 効果判定に関して大規模な検討を行った報告は見出すことができず，今
後の検討が必要である。

検索式・参考にした二次資料
英語論文に関して，Pubmed（キーワード：HCC，TACE ないし RFA，therapeutic effect，imaging）にて検
索を行い，検索結果の中から該当する論文を選択した。
文

献

1）De Santis M et al：Effects of lipiodol retention on MRI signal intensity from hepatocellular carcinoma and surrounding liver treated by chemoembolization．Eur Radiol 7：10-16，1997（レベル 3）
2）Shinagawa Y et al：Pseudolesion of the liver on Gadoxetete Disodium-enhanced MR images obtained after transarterial chemoembolization for hepatocellular carcinoma：Clinicopathologic correlation．AJR 199：1010-1017，2012（レベル 3）
3）Hunt SJ et al：Radiologic monitoring of hepatocellular carcinoma tumor viability after transhepatic arterial chemoembolization：
estimating the accuracy of contrast-enhanced cross-sectional imaging with histopathologic correlation．J Vasc Interv Radiol 20：
30-38，2009（レベル 2）
4）Murakami T et al：Treatment of hepatocellular carcinoma by chemoembolization：Evaluation with 3DFT MR imaging．AJR 160：
295-299，1993．
（レベル 3）
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管の近くや肝辺縁，ほか穿刺が困難な部位など）により，技術的に十分な safety margin を得られない場合がある。

❺

研究によるとsafety margin は約 5mm 以上確保されるべきであるが

❺ 消化器（肝）
5）Morimoto M et al：Contrast-enhanced harmonic gray-scale sonographic-histologic correlation of the therapeutic effects of transcatheter arterial chemoembolization in patients with hepatocellular carcinoma．AJR 181：65-69，2003（レベル 3）
6）Nakazawa T et al：Radiofrequency ablation of hepatocellular carcinoma：correlation between local tumor progression after ablation and ablative margin．AJR 188：480-488，2007（レベル 2）
7）Kim YS et al：The minimal ablative margin of radiofrequency ablation of hepatocellular carcinoma（> 2 and < 5 cm）needed to
prevent local tumor progression：3D quantitative assessment using CT image fusion．AJR 195：758-765，2010（レベル 2）
8）Kim KW et al：safety margin assessment after radiofrequency ablation of the liver using registration of preprocedure and postprocedure CT images．AJR 196：W565-572，2011（レベル 2）
9）Makino Y et al：Utility of computed tomography fusion imaging for the evaluation of the ablative margin of radiofrequency ablation for hepatocellular carcinoma and the correlation to local tumor progression．Hepatol Res 43：950-958，2013（レベル 3）
10）Ninomiya T et al：Evaluation of the therapeutic effect using MD-CT immediately after RFA for HCC．Hepatogastroenterology
53：558-660，2006（レベル 5）
11）Ueda K et al：Hypervascular hepatocellular carcinoma：evaluation of hemodynamics with dynamic CT during hepatic arteriography．Radiology 206：161-166，1998（レベル 2）
12）Shibata T et al：Small hepatocellular carcinoma：comparison of radio-frequency ablation and percutaneous microwave coagulation therapy．Radiology 223：331-337，2002（レベル 2）
13）Khankan AA et al：Hepatocellular carcinoma treated with radio frequency ablation：an early evaluation with magnetic resonance imaging．J Magn Reson Imaging 27：546-551，2008（レベル 2）
14）Luo W et al：Role of Sonazoid-enhanced three-dimensional ultrasonography in the evaluation of percutaneous radiofrequency
ablation of hepatocellular carcinoma．Eur J Radiol 75：91-97，2010（レベル 2）
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80 肝転移（転移性肝腫瘍）の診断に有用な画像検査は何か？
推奨グレード

A ダイナミック MRI（EOB-MRI）
B ダイナミック CT
C1 超音波

A

推奨グレード

B

推奨グレード

C1

下，肝転移と統一して記載する）は原発性肝癌より高頻度にみられ，悪性肝腫瘍の中で肝転移の頻度は最も高い。
現在，従来からの B モード超音波，造影 CT に加え，造影超音波，MDCT を用いたダイナミック CT，ダイナミック
MRI および superparamagnetic iron oxide（SPIO）
，Gd-EOB-DTPA（以下 EOB）といった肝特異性 MRI
造影剤を使用した MRI，PET，PET/CT など，肝腫瘤の診断のモダリティは多岐にわたっており，このような画像
診断技術の向上により，微小な肝腫瘤の検出が可能となり，肝転移に関しても原発巣の治療前後に診断されること
が以前より多くなっている。
なお，肝転移の診断において原発巣により肝切除の有用性が異なり，大腸癌のように原発巣を含めた可及的な
肝転移切除の有用性が確立されている癌腫と，膵癌や胆道癌のように肝転移の有無が原発巣の非切除適応とな
る癌腫では診断の意味合いは異なる。ゆえに画像診断に求められるものが，肝転移の有無の正確な診断か，個数
や広がりといった切除を前提とした情報かは癌腫によって異なることに留意が必要である。

解

説

2000 年以降に出されたメタアナリシスは 5 報告があった。Niekel ら は，大腸癌肝転移の診断能を検討した 39
1）

文献（3391 例）のメタアナリシス において CT，MRI，PET（PET/CT）
を比較し CT，MRI の感度はそれぞれ 74.4
（68.7 〜 79.3）%，80.3（74.6 〜 85.0）%と有意差はないが，
特に肝特異性造影剤使用による感度に関して 84.9（79.3
〜 89.2）％とその有用性に言及している。また，10mm 未満の病変においてそれぞれ 47.3（40.1 〜 54.5）％，60.2
（54.4 〜 65.7）％と有意に CT よりMRI が優れていたと報告している。Bipats ら は，同様のメタアナリシスに
2）

おいて，患者ごとの感度では，PET（94.6%）が優れているものの，腫瘍ごとの感度では造影ヘリカル CT，1.5TMRI が 63.8%，64.4%と有意差はないが，造影 MRI および SPIO-MRI の感度は，非造影 MRI および 45g 以下
のヨード造影剤を用いた造影 CT より有意に優れ，1cm 以上の腫瘍の感度は SPIO-MRI が有意に優れていたと
報告している。また，Kinkel ら も，食道癌，胃癌，大腸癌を含む消化器癌におけるメタアナリシスで肝転移の感
3）

度は US で 55%（95% CI：41，68）
，造影 CT で 72%（95% CI：63，80）
，造影または非造影 MRI で 76%（95%
CI：57，91）と報告しており，造影 CTとMRI で感度に有意差はなかったと報告している。
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背景・目的
肝臓は主に消化器癌からの経門脈性転移を含めた血行性転移をきたしやすい。肝転移（＝転移性肝腫瘍：以

❺

肝特異性造影剤を用いた MRI は超音波や造影 CT と比べ診断能が優れるとのエビデンス
があり，行うことを強く推奨する。特に最近は EOB-MRI が使用されることが多い。造
影 CT は肝特異性造影剤を用いた MRI に次いで高い診断能を有し行うことを推奨する
EOB-MRI が施行可能であれば追加することで利益があり行うことも推奨する。一方，
が，
肝転移の検出において，B モード超音波，造影超音波とも造影 CT，MRI に比べ診断能
に優れるかどうかについては十分な科学的根拠に乏しい。よって施行することを考慮し
てもよいが，超音波のみで肝転移を診断することは推奨されず，他の画像診断と組み合
わせて施行するべきである。

❺ 消化器（肝）

A
図

B

C

D

60 歳代 男性 膵癌肝転移

A，B 造影 CT S5 にリング状の造影効果を有する肝転移が同定できる。S7 の結節は造影効果なく嚢胞と考えられた。
C EOB-MRI 動脈相 S5 の腫瘍は同様に明瞭なリング状の造影効果を呈する。S7 の結節は造影効果はない。 D EOBMRI 肝細胞相 さらに，S5 の末梢側に 4 mm 大の EOB の取り込みのない結節が描出され，
これも肝転移と考えられた（→）
。

最近の報告では，Floriani ら

4）

は超音波，造影 CT，肝特異性造影剤を使用を含む MRI，PET の患者ご

との感 度は 63.0% ，74.8%，81.1%，93.8% で，特 異 度は 97.6%，95.6%，97.2，98.7% であり，腫 瘍ごとの感 度
は 86.3%，82.6%，86.3%，86.0% で，肝特異性造影剤を使用した MRI は造影 CT よりも腫瘍ごとの感度が有意に
優れていたと報告しており，Chen ら は肝転移の診断能に言及した EOB-MRI の 13 論文のメタアナリシスで，感
5）

度 93%，特異度は 95%と高い診断能を報告している。ゆえに肝特異性造影剤を用いた MRI は肝転移の診断に
おいて優れているエビデンスがある。特に最近の報告では EOB-MRI の報告が多い。
過去の報告では総じて，超音波の感度は造影 CT，MRIと比べ低く，有用性は示されていない。造影超音波で
は，CT によって見られる病変 97% が描出されたとの Bernatik らの報告

や，肝転移の感度とROC 解析におい

6）

て，B モード超音波と造影超音波の組み合わせが，B モード単独よりも有意に高かった（72% vs 42%，Az=0.44
vs 0.76）との報告もあり ，肝転移の診断には B モードよりも造影超音波が有用な可能性があるものの，MRI に造
7）

影超音波を加える意義はないとの報告もある。一般的に超音波は走査に熟練を要し，個体差が大きいなどの欠点
がある一方，簡便性，医療経済の観点から利点も存在するが，現時点では肝転移の診断を超音波単独で行うこと
はエビデンスに乏しい。
MDCT は１回のスキャンで肝と全腹部および胸部を同時に評価できること，撮像時間が短くスループットが良好で
あることから，担癌患者において肝転移を含む病期診断または，フォローアップの中心的なモダリティと考えられてい
る。前述の 4 編のメタアナリシスでは，肝特異性造影剤を使用した MRIと比べ造影 CT の診断能は劣るとの報告
が多いが，肝特異性造影剤を使用した MRI に次ぐ診断能を有する。実臨床ですべての肝転移スクリーニングを
MRI でするのは現実的でないため，MDCT を用いた造影 CT による肝転移の診断は推奨される。Valls ら は，
8）

手術症例を用いた 247 結節の前向き研究で，造影 CT（肝実質相のみ）の感度 85.1%（95% CI：80.8 〜 89.3%）
，
陽性的中率 96.1%（同：92.9 〜 98.1%）
，偽陽性率 3.9%（同：1.9 〜 7.1%）と良好な診断能を示しており術前画
像診断の標準と位置付けている。撮像タイミングに関しては，
肝実質相（門脈優位相）の感度が高い（81 〜 91％）
との報告が多い

。肝実質相に動脈優位相を加える有用性の報告もあるが，肝転移の診断における多相撮像

9）10）

のエビデンスはまだ不明確である。
肝転移の診断における MRI の有用性については，超音波，造影 CT，PET などとの多数の比較研究が報告さ
れている。最近の報告では非造影 MRIと比べ，または非造影 MRI に造影 MRI を加えることによって診断能は向
上するとしている。MRI の造影剤としては，Gd-DTPA をはじめとした細胞外液性の造影剤と，網内系または肝細
胞に特異的に取り込まれる肝特異性造影剤のうち本邦で使用可能なものとして，SPIOとEOB がある。Wardら は，
11）

Gd-DTPA 造影 MRIとSPIO-MRI は CT には勝るものの差がなかったと報告しているが，前述のメタアナリシス

1-5）

においても，腫瘍ごとの診断能において特異度は有意差はないが，感度において肝特異性造影剤を用いた MRI
が有意に高い事をいずれも報告している。ゆえに肝特異性造影の使用が勧められる。SPIO-MRI の診断能に関し
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ては，
多数の報告

があり，
感度（80.6 〜 97.2%）といった高い診断能が報告されている。感度では差がないが，

11-14）

陽性的中率において CT（82%）よりSPIO-MRI（91%）が有意に優れていたとの報告もある 。
14）

一方，EOB-MRI の有用性に関しても多くの報告があり，SPIO-MRI と同様の高い診断能が報告されてお
り，1cm 以下の小病変においても高い検出感度（81% 〜 100%）が報告されている

。Muhi ら

13）15-20）

は 1cm

13）

以下の病変の感度は EOB-MRI（92%）が SPIO-MRI（63%）に勝り，双方とも造影 CT に勝ると報告している。
多くは大腸癌肝転移における研究であるが，膵癌肝転移においても感度で，EOB-MRI（92% 〜 94%）が造影
CT（74% 〜 76%）に勝るとの報告もある 。また，臨床的意義として造影 CT の代わりに EOB-MRI 検査を先行
16）

させることにより追加検査を必要とした症例はなかったという多施設共同研究（VALUE study）

の報告や，造

18）

影 CT に EOB-MRI を追加することにより33% 〜 37% の患者で治療方針の変更が行われたとの報告があり

，

19-20）

EOB-MRI の臨床的優位性が明らかとなってきている（図）
。

検索式・参考にした二次資料
検索式：PubMed にて，liver/hepatic metastasis & US & sensitivity & specificity &

English[language]

＝ 122，liver/hepatic metastasis & contrast-enhanced CT & sensitivity & specificity &
English[language] ＝ 28，liver/hepatic metastasis & EOB/Gadoxetic acid & MRI &

sensitivity & specificity & English[language]＝10，の検索文献のうち，人でのデータでないもの，診断能に言
及していないもの，統計学的処理がなされず診断能のデータが不明確なもの，
まれな癌腫や特殊な条件下での報告，
systematic でない review は除外した。
（検索対象期間：1993 〜 2012）。
文

献

1）Niekel MC et al：Diagnostic imaging of colorectal liver metastases with CT，MR imaging，FDG PET，and/or FDG PET/CT：a
meta-analysis of prospective studies including patients who have not previously undergone treatment．Radiology 257：674-684，
2010（レベル１）
2）Bipat S et al：Colorectal liver metastases：CT，MR imaging，and PET for diagnosis--meta-analysis．Radiology 237：123-131，
2005（レベル１）
3）Kinkel K et al：Detection of hepatic metastases from cancers of the gastrointestinal tract by using noninvasive imaging methods
（US，CT，MR imaging，PET）
：a meta-analysis．Radiology 224：748-756，2002（レベル１）
4）Floriani I et al：Performance of imaging modalities in diagnosis of liver metastases from colorectal cancer：a systematic review
and meta-analysis．J Magn Reson Imaging 31：19-31，2010（レベル１）
5）Chen L et al：Meta-analysis of gadoxetic acid disodium（Gd-EOB-DTPA）-enhanced magnetic resonance imaging for the detection of liver metastases．PLoS One 7：e48681，2012（レベル１）
6）Bernatik T et al：Detection of liver metastases：comparison of contrast-enhanced wide-band harmonic imaging with conventional
ultrasonography．J Ultrasound Med 20：509-515，2001（レベル３）
7）Sugimoto K et al：Improved detection of hepatic metastases with contrast-enhanced low mechanical-index pulse inversion ultrasonography during the liver-specific phase of sonazoid：observer performance study with JAFROC analysis．Acad Radiol 16：
798-809，2009（レベル 3）
8）Valls C et al：Hepatic metastases from colorectal cancer：preoperative detection and assessment of resectability with helical
CT．Radiology 218：55-60，2001（レベル 3）
9）Sheafor DH et al：Comparison of unenhanced，hepatic arterial-dominant，and portal venous-dominant phase helical CT for the
detection of liver metastases in women with breast carcinoma．Am J Roentgenol 172：961-968，1999（レベル２）
10）Soyer P et al：Detection of hypovascular hepatic metastases at triple-phase helical CT：sensitivity of phases and comparison
with surgical and histopathologic findings．Radiology 231：413-420，2004（レベル２）
11）Ward J et al：Liver metastases in candidates for hepatic resection：comparison of helical CT and gadolinium- and SPIOenhanced MR imaging．Radiology 237：170-180，2005（レベル２）
12）Kim YK et al：Detection and characterization of liver metastases：16-slice multidetector computed tomography versus superparamagnetic iron oxide-enhanced magnetic resonance imaging．Eur Radiol 16：1337-1345，2006（レベル 3）
13）Muhi A et al：Diagnosis of colorectal hepatic metastases：comparison of contrast-enhanced CT，contrast-enhanced US，superparamagnetic iron oxide-enhanced MRI，and gadoxetic acid-enhanced MRI．
J Magn Reson Imaging．
2011 34：326-335，
2011
（レ
ベル 3）
14）Motosugi U et al：Imaging of small hepatic metastases of colorectal carcinoma：how to use superparamagnetic iron oxide-
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specificity &

❺

English[language] ＝ 178，liver/hepatic metastasis & contrast-enhanced MRI & sensitivity &

❺ 消化器（肝）
enhanced magnetic resonance imaging in the multidetector-row computed tomography age? J Comput Assist Tomogr 33：266272，2009（レベル３）
15）Seo HJ et al：Gadoxetate disodium-enhanced magnetic resonance imaging versus contrast-enhanced 18F-fluorodeoxyglucose
positron emission tomography/computed tomography for the detection of colorectal liver metastases．Invest Radiol 46：548555，2011（レベル 3）
16）Motosugi U et al：Detection of pancreatic carcinoma and liver metastases with gadoxetic acid-enhanced MR imaging：comparison with contrast-enhanced multi-detector row CT．Radiology 260：446-453，2011（レベル 4）
17）Sofue K et al：Gd-EOB-DTPA-enhanced 3.0 T MR imaging：quantitative and qualitative comparison of hepatocyte-phase images obtained 10 min and 20 min after injection for the detection of liver metastases from colorectal carcinoma．Eur Radiol 21：
2336-2343，2011（レベル２）
18）Zech CJ et al：Randomized multicentre trial of gadoxetic acid-enhanced MRI versus conventional MRI or CT in the staging of
colorectal cancer liver metastases．Br J Surg 101：613-621，2014（レベル 2）
19）Patel S et al：MRI with gadoxetate disodium for colorectal liver metastasis：is it the new "imaging modality of choice"? J
Gastrointest Surg．201418：2130-2135，2014（レベル 4）
20）Sofue K et al：Does Gadoxetic acid-enhanced 3.0T MRI in addition to 64-detector-row contrast-enhanced CT provide better
diagnostic performance and change the therapeutic strategy for the preoperative evaluation of colorectal liver metastases? Eur
Radiol 24：2532-2539，2014（レベル２）
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81

血管造影下 CT（CTAP，CTHA）や PET は肝転移の
診断に勧められるか？

推奨グレード

C1

推奨グレード

C2

C1 PET（PET/CT）
C2 血管造影下 CT
患者ベースで PET は他の画像診断より高い診断能を有するという報告はあるが，他の画
像診断より優れるという根拠はまだ十分でない。ゆえに肝転移のみの診断目的で施行す
ることは推奨されないが，特異度が高いため他の画像診断で確診されない場合に考慮し
てもよい。一方血管造影下 CT は高い感度を有するが，肝特異性造影剤を用いた MRI と
同等かそれ以下との診断能の報告が多く，侵襲も考慮すると推奨されない。肝特異性造
影剤を用いた MRI が施行できない場合には考慮してもよい。

❺

肝腫瘍の診断に対して，超音波，CT，MRI が簡便で通常行われる検査であるのに対して，血管造影下 CT や
PET（以下，PET/CT）は侵襲の面や費用の面から標準的とは言えず，特殊検査としての位置づけである。さら
に肝転移の診断において血管造影下 CT や PET に言及したガイドラインは存在せずこれらの位置づけは不明確
である。よって，本項では肝転移の診断における PETと血管造影下 CT について推奨度を文献的資料に基づい
て検討した。

解

説

肝転移の診断能においては各モダリティの診断能に関してメタアナリシスから case control study まで多数の報
告がある。2000 年代に出された PET を含むメタアナリシスは 4 報告があり，そのうち，Niekel ら は，大腸癌肝
1）

転移の診断能を検討した 39 文献（3,391 例）のメタアナリシス において病変ごとの感度は CT，MRI，PET を比
較しそれぞれ 74.4%，80.3%，81.4%と有意差はないが，患者ごとの感度は CT，MRI，PET（PET/ CT）を比較
しそれぞれ 83.6%，88.2%，94.1%とPET が有意に高い結果であった。
同様のメタアナリシスにおいて，
患者ごとの感度では，PET（94.6%）
が CT や MRI（60.2% 〜 75.8%）
Bipatsら も，
2）

より優れていると報告しているが，同様に病変ごとの感度は CT，MRI よりやや高いものの有意差はなかったと報告
している。また 1cm 以上の腫瘍の感度は，SPIO-MRI が有意に優れていたと報告している。
Kinkel ら

3）

の 85% 以上の特異度を有した報告に絞った消化器癌におけるメタアナリシスでも，PET は 90%

（95%CI，80 〜 97%）と CT や MRI を凌 駕 する高 い 感 度 が 報 告されているが，MRI と比 べ 有 意 差 はな
かったと報告している。Floriani ら

4）

のメタアナリシスでも超音波，造影 CT，MRI，PET の患者ごとの感度

は 63.0% ，74.8%，81.1%，93.8% で，特異度は 97.6%，95.6%，97.2，98.7% と，PET で高いが，腫瘍ごとの感度
は 86.3%，82.6%，86.3%，86.0% であり，肝特異性造影剤を使用した MRIとの差は見られなかった。
以上をまとめると，PET による肝転移診断能は患者ベースでは高いが，腫瘍ごとの診断能は CT，MRI，特に肝
特異性造影剤（SPIO）を用いた MRI に勝るエビデンスは現在のところない。肝は FDG の生理的集積臓器であ
り，肝転移の感度は病変のサイズにより異なり，1.5cm 以下では造影 CT の方が高かったとの報告もあり，従来から
言われているように，肝転移の診断能は病変のサイズによるとの報告が多い

。Wiering ら のシステマチックな

5-9）

8）

レビューでも肝外病変の感度，特異度はそれぞれ 91.2%，98.4%と極めて良好であるが，肝転移に関してはそれぞ
れ 88.0%，96.1% であり，感度が劣るとしている。よって，肝転移の検出において最も感度が優れる SPIO を用いた
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A

B

図 70 歳代 男性 大腸癌肝転移
A 造影 CT S8 に淡い造影効果を有する腫瘤が同定できるが転移とは確信できない
（→）
。 B PET 同部位に高集積（SUV ＝ 8.8）を呈し，肝転移と診断された（→）
。

MRI よりさらに優れるというエビデンスは十分でない。PET は全身検索や，他のモダリティで肝転移が確診できない
場合の追加検査としては有用と考えられる（図）
。
血管造影下 CT の有用性に関して，造影 CT，SPIO を用いた MRIとの比較研究は多数報告がある
ビデンスレベルの高い報告はみられない。造影 CT

または SPIO を用いた MRI

10-12）

がエ

10-14）

と比べ同等以下であるとの

13-14）

報告が多く，少なくともSPIO を用いた MRI が施行されるならば，肝転移の診断のために血管造影下 CT を施行
することは費用や侵襲の面でも推奨されない。現在のところ，EOB-MRIと比較した報告はないが，EOB-MRI は
SPIO-MRIと同等以上の診断能を有する報告が多く，SPIO の代わりに EOB-MRI を用いてもよいと考えられる。

検索式・参考にした二次資料
liver/hepatic metastasis，CT arterial portography，CT hepatic arteriography，sensitivity，specificity，
PET，PET/CT などの検索語を用いて PubMed にて検索した。検索文献のうち，診断能に言及していないもの，統
計学的処理がなされず診断能のデータが不明確なもの，まれな癌腫や特殊な条件下での報告，systematic でない
review は除外した。
文

献

1）Niekel MC et al：Diagnostic imaging of colorectal liver metastases with CT，MR imaging，FDG PET，and/or FDG PET/CT：a
meta-analysis of prospective studies including patients who have not previously undergone treatment．Radiology 257：674-684，
2010（レベル１）
2）Bipat S et al：Colorectal liver metastases：CT，MR imaging，and PET for diagnosis--meta-analysis．Radiology 237：123-131，
2005（レベル１）
3）Kinkel K et al：Detection of hepatic metastases from cancers of the gastrointestinal tract by using noninvasive imaging methods
（US，CT，MR imaging，PET）
：a meta-analysis．Radiology 224：748-756，2002（レベル１）
4）Floriani I et al：Performance of imaging modalities in diagnosis of liver metastases from colorectal cancer：a systematic review
and meta-analysis．J Magn Reson Imaging 31：19-31，2010（レベル１）
5）Fong Y et al：Utility of 18F-FDG positron emission tomography scanning on selection of patients for resection of hepatic
colorectal metastases．Am J Surg 178：282–287，1999（レベル 3）
6）Coenegrachts K et al：Comparison of MRI（including SS SE-EPI and SPIO-enhanced MRI）and FDG-PET/CT for the detection
of colorectal liver metastases．Eur Radiol 19：370-379，2009（レベル２）
7）Mainenti PP et al：Detection of colo-rectal liver metastases：prospective comparison of contrast enhanced US，multidetector CT，
PET/CT，and 1.5 Tesla MR with extracellular and reticulo-endothelial cell specific contrast agents．Abdom Imaging 35：511521，2010（レベル 4）
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8）Wiering B et al：The impact of fluor-18-deoxyglucose-positron emission tomography in the management of colorectal liver metastases．Cancer 104：2658-16570，2005（レベル４）
9） Fröhlich A et al：Detection of liver metastases from pancreatic cancer using FDG PET．J Nucl Med 40：250-255，
1999
（レベル２）
10）Valls C et al：Helical CT versus CT arterial portography in the detection of hepatic metastasis of colorectal carcinoma．Am J
Roentgenol．1998 M170：1341-1347，1998（レベル 2）
11）Schwartz L et al：Prospective，blinded comparison of helical CT and CT arterial portography in the assessment of hepatic
metastasis from colorectal carcinoma．World J Surg 30：1892-1899，2006（レベル 3）
12）Kouwenhoven ST et al：The pre-operative stratification of patients with colorectal liver metastases：computed tomography arterial portography（CTAP）has no added value．Eur J Surg Oncol 36：36-42，2010（レベル 3）
13）Vogl TJ et al：Preoperative evaluation of malignant liver tumors：comparison of unenhanced and SPIO（Resovist）-enhanced
MR imaging with biphasic CTAP and intraoperative US．Eur Radiol 13：262-272，2003（レベル 3）
14）Tanimoto A et al：Superparamagnetic iron oxide-enhanced MR imaging for focal hepatic lesions：a comparison with CT during
arterioportography plus CT during hepatic arteriography．J Gastroenterol 40：371-380，2005（レベル 2）
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82 肝内胆管細胞癌が疑われた場合，有用な画像検査は何か？
推奨グレード

A ダイナミック CT
B ダイナミック MRI（含む EOB）
C1 超音波

A

推奨グレード

B

推奨グレード

C1

ダイナミック CT は高い診断能を有し，行うことを強く推奨する。
細胞外液性造影剤でのダイナミック MRI は血流情報が得られ，さらに EOB-MRI では胆
管細部癌に特徴的な遅延性濃染が得られないことがあるものの，病期診断などに有用で
あり，推奨する。
超音波は CT や MRI に比べて診断能に優れる十分な科学的根拠に乏しいが，造影超音波
を行った場合，診断能は高いとされており，他の画像診断と組み合わせて施行するべき
である。

背景・目的
肝内胆管細胞癌は原発性肝癌の 3.6％を占め，肝細胞癌に次いで 2 番目に多い 。肉眼分類は，腫瘤形成型，
1）

胆管浸潤型，胆管内発育型に分類される。腫瘤形成型は，明瞭な類円形の腫瘤を形成し，境界は明瞭で，典型
像では不正な辺縁がリング状に濃染する。遅延相では腫瘍内部が濃染する。胆管浸潤型は，胆管周囲の血管・
結合組織を巻き込みつつ，長軸方向への樹枝状進展を示す。画像で捕らえられている進展範囲より組織学的進
展範囲の方が広いことがあり，注意が必要である。
胆管内発育型は，内腔へ乳頭状・顆粒状発育を示すが，ときに表層拡大進展，胆管内腫瘍栓の形態を示す 。
2）

解
₁ US

説

超音波は低侵襲で簡便に任意の断面を観察でき，まず行うべき検査である。一般的に，腫瘤形成型は腫瘤とし
て認識できるが，胆管浸潤型はしばしば見落とされ，進展度診断には適していないとされている。一方，造影超音
波では，動脈相から門脈相でのリング状濃染，実質相での抜け像が腫瘤形成型胆管細胞癌や転移性肝癌の所見
であり，感度 90%，特異度 95%，陽性的中率 88%と高い診断能を有しており，質的診断に有用であると報告され
ている 。
3）

2 CT

CT は病変の局在診断に有用であり，動脈，門脈浸潤の有無，肝内胆管拡張の評価にも有用である。腫瘤形
成型では，辺縁のリング状濃染と遅延相での濃染が特徴であるが，中には早期濃染を示すパターンもある（図 1）
。
遅延性濃染を示すパターンは線維性間質が豊富で，周囲神経浸潤の頻度も高く，早期濃染を示すタイプよりも予後
が悪いと報告されている

。胆管浸潤型（図 2）は，一般的に胆管内進展の評価が難しいとされているが，16

4）5）

列の MDCT を用いた報告では，水平方向進展の正診率が 80.9%，垂直方向進展の正診率が 100% であり，N2
リンパ節転移の診断には限界があったとの報告もある 。ENBD（endoscopic nasobiliary drainage）や胆管ス
6）

テントなどの減黄術後の CT では，炎症による濃染も加わり，正確な評価には限界があり。減黄術を施行する前に
評価することが重要と考えられる。

3 MRI

MRI は病変の局在診断に有用であり，動脈，門脈浸潤の有無，肝内胆管拡張の程度や狭窄部位の判定も可
能である。T1 強調画像では低信号，T2 強調画像では高信号を示す。内部の低信号は線維化を反映している。
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A

B

図 1 肝内胆管細胞癌（腫瘤形成型）

A 造影 CT（肝動脈優位相） 肝 S8 に肝動脈優位相で辺縁が不整に
リング状濃染する腫瘤を認め，腫瘤形成型の胆管細胞癌の所見である。
B 造影 CT（平衡相） 平衡相で，遅延性濃染をみとめる。

図 2 肝内胆管細胞癌（胆管浸潤型）
左葉外側域の肝内胆管拡張を認める。その中
枢側に境界不明瞭な遅延性濃染を示す領域が
あり，胆管浸潤型の胆管細胞癌の所見である。

辺縁のリング状濃染と遅延相での濃染は腫瘤形成型の胆管細胞癌を示唆する所見である。肝腫瘍の正確な診断
には造影 CT や非造影 MRI よりもEOB-MRI の方が診断能は高いと報告されている 。また，末梢型胆管細胞
7）

8）

また，MRCP（magnetic resonance cholangiopancreatography）は非侵襲的に胆管解剖が把握でき，悪性腫
瘍における進展度の感度は 96%と高く，撮像すべきと考えられる 。
9）

検索式・参考にした二次資料
PubMed で，
（Intrahepatic cholangiocarcinoma［Title/Abstract］）OR cholangiocellular carcinoma
[Title/Abstract] ）AND（MRI [Title/Abstract] OR CT［Title/Abstract］OR US［Title/Abstract］）の
Key Word を用いて検索した。
文

献

1）工藤正俊ほか：第 17 回全国原発性肝癌追跡調査報告（2002 〜 2003）日本肝癌研究会．肝臓 48：117-140，2007（レベルなし）
2）日本肝癌研究会 編：臨床・病理 原発性肝癌取扱い規約（第 5 版補訂版）
．金原出版，2009（レベルなし）
3）Tanaka S et al：Dynamic sonography of hepatic tumors．AJR 177：799-805，2001（レベル 3）
4）Asayama Y et al：Delayed-phase dynamic CT enhancement as a prognostic factor for mass-forming intrahepatic cholangiocarcinoma．Radiology 238：150-155，2006（レベル 2）
5）Kim SA et al：Intrahepatic mass-forming cholangiocarcinomas：enhancement patterns at multiphasic CT，with special emphasis
on arterial enhancement pattern--correlation with clinicopathologic findings．Radiology 260：148-157，2011（レベル 3）
6）Unno M et al：Preoperative assessment of hilar cholangiocarcinoma by multidetector row computed tomography．J Hepatobiliary
Pancreat Surg 14：434-440，2007（レベル 4）
7）Raman SS et al：Improved characterization of focal liver lesions with liver-specific gadoxetic acid disodium-enhanced magnetic
resonance imaging：a multicenter phase 3 clinical trial．J Comput Assist Tomogr 34：163-172，2010（レベル２）
8）Asayama Y et al：Distinguishing intrahepatic cholangiocarcinoma from poorly differentiated hepatocellular carcinoma using precontrast and gadoxetic acid-enhanced MRI．Diagn Interv Radiol 21：96-104，2015（レベル２）
9）Lopera JE et al：Malignant hilar and perihilar biliary obstruction：use of MR cholangiography to define the extent of biliary ductal
involvement and plan percutaneous interventions．Radiology 220：90-96，2001（レベル 4）tion of liver metastases in women
with breast carcinoma．AJR 172：961-968，1999（レベル２）
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肝嚢胞性病変を見た場合，良悪性の鑑別に有用な画像検
査は何か？

推奨グレード

C1

超音波，
造影 CT，
造影 MRI（EOB-MRI），いずれの検査法も肝嚢胞性病変の良悪性鑑別は，
十分な科学的根拠はなく，鑑別能には限界があるが，一定の有用性はあるため，施行す
ることを考慮してもよい。

背景・目的
肝嚢胞性病変の良悪性の鑑別目的に有用とされるモダリティは超音波，造影 CT，造影 MRI と様々な報告があ
る。それぞれのモダリティにおける肝嚢胞性病変の良悪性鑑別能について検討した。

解

説

肝嚢胞性病変は，単純性肝嚢胞などの肝実質由来のものや Caroli 病などの胆管由来のものを含めた先天性肝
嚢胞，炎症性由来や腫瘍性の嚢胞性腫瘍など多岐にわたる。悪性の肝嚢胞性腫瘍は腫瘍性の嚢胞性病変由来
のものが多いが，他の嚢胞性病変から発症した悪性病変も多数報告が見られ，悪性の肝嚢胞性病変を一括りに
できない。今回はこれらの嚢胞性病変のうち，悪性の頻度が高い intraductal papillary neoplasm of bile duct，
mucinous cystic neoplasm の良悪性鑑別を中心にまとめる。
超音波，造影 CT，造影 MRI はいずれも隔壁や充実部の検出に有用である。隔壁や隔壁の造影効果，壁在
結節は良性，悪性のいずれにも認められるが，乳頭状の充実腫瘍像や隔壁の結節状肥厚像は悪性を示唆する所
。そのほかに，MCN と IPNB を包括して mucin-producing cystic
見である（感度として 67 〜 100%） （図）
1-6）

neoplasmと定義し，mucin-produciong cystic neoplasmと肝嚢胞の鑑別において，隔壁の存在，嚢胞の中心
に存在する隔壁，壁在結節，病変部より上流胆管の拡張，下流胆管の拡張が両者の鑑別に有用な所見であり，こ
れら 5 つの所見のうち 3 つ以上の所見が認められれば肝嚢胞の可能性は非常に低くなり，mucin-produciong
cystic neoplasm の診断に有用であるという報告もある 。これらの所見は造影 CT あるいは造影 MRI で捉えら
7）

れるであろう。しかし，いずれのモダリティにおいても小さな充実部や壁に沿った腫瘍の検出には限界がある 。造
8）

影 CT の特徴としては，空間分解能に優れ，サイズ評価や解剖学的な位置関係の把握，胆管や血管侵襲などの
評価に有用である

。また，石灰化の有無では良悪性の鑑別はできず，出血については悪性の可能性が

1）3）5）9）

高いものの，悪性に特異的な所見ではないとされている

。一方 MRI の特徴は，CT 同様にサイズや脈管侵襲，

4）6）

肝浸潤の評価に有用であり，出血などの内部性状の把握に有用である

。また，ガドキセト酸ナトリウム造影 MRI

5）6）

についての報告はほとんどない。
超音波検査についてはその特徴として，粘液や隔壁などの嚢胞内の性状把握には最適な検査である

。肝

1）3）5）

嚢胞性疾患の壁在結節の有無の判断に造影超音波が有用であるという報告もある 。また，未分化肉腫などの
10）

CT や MRI 上で嚢胞性病変に見える充実性腫瘍の診断に有用である 。しかし，超音波では胆泥や粘液栓，石
11）

灰化巣は充実部との鑑別が困難である場合があり，CT の方が充実部の描出能が優れているとの報告もある

。

12-14）

各モダリティとも充分なエビデンスはなく鑑別能に限界はあるものの，それぞれ異なった特性の診断能を持っている
ので，組み合わせて診断することが望ましい。

検索式・参考にした二次資料
PubMed で以下のキーワードを用いて，次の 5 種類の検索を行った。
1）liver，cyst，diagnosis，malignant，2）biliary cystadenocarcinoma，imaging，3）intraductal
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A
図

B

80 歳男性 intraductal papillary neoplasm of the bile duct

❺

A 造影 CT（肝実質相）横断像 B 造影 CT（肝実質相）冠状断像
肝尾状葉には長径 3.5 cm の嚢胞性腫瘤を認める。腫瘤内の右側部分では壁に沿った乳頭状
の充実部を認め，造影効果を伴っている（→）
。悪性を示唆する所見である。

liver
文

献

1）Choi BI et al：Biliary cystadenoma and cystadenocarcinoma：CT and sonographic findings．Radiology 171：57-61，1989（レ
ベル 4）
2）Vogt DP et al：Cystadenoma and cystadenocarcinoma of the liver：a single center experience．J Am Coll Surg 200：727-733，
2005（レベル 3）
3）Korobkin M et al：Biliary cystadenoma and cystadenocarcinoma：CT and sonographic findings．AJR 153：507-511，1989（レベ
ル 3）
4）Buetow PC et al：Biliary cystadenoma and cystadenocarcinoma：clinical-imaging-pathologic correlations with emphasis on the
importance of ovarian stroma．Radiology．196：805-810，1995（レベル 3）
5）Lee JH et al：Biliary cystadenoma and cystadenocarcinoma of the liver：10 cases of a single center experience．Hepatogastroenterology 56：844-849，2009（レベル 3）
6）Lewin M et al：Assessment of MRI and MRCP in diagnosis of biliary cystadenoma and cystadenocarcinoma．Eur Radiol 16：
407-413，2006（レベル 3）
7）Kim HJ et al：CT Differentiation of Mucin-Producing Cystic Neoplasms of the Liver From Solitary Bile Duct Cysts．AJR 202：
83-91，2014（レベル 3）
8）Kokubo T et al：Mucin-hypersecreting intrahepatic biliary neoplasms．Radiology 168：609-614，1988（レベル 4）
9）Lee JW et al：CT features of intraductal intrahepatic cholangiocarcinoma．AJR 175：721-725，2000（レベル 3）
10）Xu HX et al：Imaging features of intrahepatic biliary cystadenoma and cystadenocarcinoma on B-mode and contrast-enhanced
ultrasound．Ultraschall Med 33：E241-249，2012（レベル 3）
11）Buetow PC et al：Undifferentiated（embryonal）sarcoma of the liver：pathologic basis of imaging findings in 28 cases．
Radiology 203：779-783，1997（レベル 3）
12）Lim JH et al：Radiological spectrum of intraductal papillary tumors of the bile ducts．Korean J Radiol 3：57-63，
2002（レベル 5）
13）Han JK et al：Intrahepatic intraductal cholangiocarcinoma．Abdom imaging 29：558-564，2004（レベル 5）
14）Lim JH et al：Intraductal papillary mucinous tumor of the bile ducts．Radiographics 24：53-66，2004（レベル 5）
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肝血管腫の診断に最も信頼性の高い画像検査としてどの
ような検査を推奨するか？

推奨グレード

推奨グレード

C1 AB
A

細胞外液性ガドリニウム造影ダイナミック MRI

EOB-MRI，ダイナミック CT

推奨グレード

B

推奨グレード

C1 超音波および造影超音波

C1

細胞外液性ガドリニウム造影ダイナミック検査を含む MRI 検査の信頼性が最も高く，強
く推奨する。EOB-MRI やダイナミック CT でも診断能は十分高く，施行することを推
奨する。超音波は造影剤を使用することによって診断能が向上しており，施行すること
を考慮してもよい。

背景・目的
海綿状血管腫は肝において最も頻度の高い良性腫瘍である。慢性肝疾患患者における原発性肝癌や担癌患
者における肝転移との鑑別が時折問題となる。健常者においても偶発的に発見されることが多い。破裂や悪性転
化の頻度は極めて低いため，低侵襲で診断精度の高い検査を選択し，確定診断が得られれば，不適切な治療を
回避でき，さらに，不要な追加検査，経過観察検査による侵襲やコストを低減することができる。

解

説

肝血管腫の大半が海綿状血管腫であり，大小の血管腔の腫瘍性増殖により限局性肝腫瘤を形成する良性肝疾
患であり，血管腔には扁平化した内皮細胞が配列する。血管腔内部には，新旧の血栓形成，壊死，瘢痕，線維化，
石灰化などの変性が伴う。変性が高度になると硬化型血管腫となる。肝血管腫の画像診断はこれらの組織構築
や変性を理解した上で進める必要がある 。
1）

1990 年代初頭まで肝血管腫は血管造影検査により確定診断が得られることがあったが ，近年の低侵襲画像
2）

診断の進歩により，侵襲を伴う血管造影診断は診断の手段としては全く行われなくなった。同様に
球を用いた核医学検査も行われたが，正診率が高くないことや

2）

Tc 標識赤血

99m

小さな血管腫の診断が困難なことから，今日に至

るまで行われなくなった。超音波検査は 1980 年代後半から診断装置の性能が高まり，血管腫の検出感度が向上
したが ，造影剤を用いない超音波検査では悪性腫瘍との鑑別診断が必ずしも容易ではなかった。1980 年代後
3）

半になり，MRI の普及が進み，肝血管腫診断の有用性が報告された
MRIと超音波の比較では，MRI の検出感度が高いと報告された

。同時期に行われてきた単純 CT，単純

3-6）

。その後，単純 MRI が造影 CT よりも優れ

3-5）

るとの結果も報告された 。1990 年代初頭から，ヘリカル CT や高磁場 MRI の開発が進み，CT，MRI ともにダ
7）

イナミック検査が可能になり，肝血管腫の診断能を飛躍的に向上させ
れた

，超音波検査を凌駕する診断能が報告さ

8）9）

。同時期，
ドプラ超音波検査による肝血管腫診断の有用性が報告されたが

10）

，今日に至るまで確定診断法

11）

としては定着していない。また，近年，造影超音波検査の導入により，肝血管腫の血流動態解析がより詳細に可能
となり，超音波検査の診断能を向上させたが

，超音波検査には死角が存在すること，多発病巣の同時評価が

12-14）

難しいこと，術者の技量や患者の体格に左右されるという臨床状況から，造影超音波診断が定着したとはいい難
い。MRI においては，
多くの血管腫が T2 強調像にて強い高信号を呈し，4mm 前後の血管腫の検出も可能になっ
ており，ガドリニウム造影検査では，辺縁の結節状濃染が経時的に内部に広がる通常濃染型血管腫が 7 割前後に
みられる
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。その他，肝血管腫の一部には，動脈門脈短絡（AP シャント）を示す血管腫や造影早期相から全

6）15）

C Q 84
体が強く濃染する早期濃染型血管腫に加え，後期相で一部が点状に濃染（bright-dot sign）したり，造影後期
相まで辺縁がごく淡くしか濃染しない遅延濃染型血管腫があるが，このような非典型的所見への理解が進み

，高

15）

い確信度をもって肝血管腫を診断することが可能になっている。さらに，造影多相 CT 検査では患者被曝が無視
できず

，特に健常者に偶発的に発見された血管腫の二次検査には，造影多相撮像にても被曝が生じない MRI

16）

が推奨される。近年，肝腫瘤の精査に EOB-MRI が広く施行されるようになったが，造影後期相から遅延相におい
て血液プーリング像が明瞭な高信号を呈しにくいため，小さな血管腫の診断における限界が示されている

。

17-19）

検索式・参考にした二次資料
PubMed に より（liver［Title］OR hepatic［Title］）AND hemangioma［Title］AND（CT［Title］
OR MRI［Title］OR angiography［Title］OR scintigraphy［Title］OR（gadoxetic［Title］OR EOB［Title］
）
）のキーワードを用いて検索した。
文

献

消化器（肝）
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1）Yamashita Y et al：Cavernous hemangioma of the liver：pathologic correlation with dynamic CT findings．Radiology 203：121125，1997（レベル 3）
2）影井兼司ほか：99mTc-labeled RBC SPECT の肝血管腫に対する診断率の検討 US，CT および血管造影との比較．核医学 30：171-180，
1993（レベル 4）
3） Itai Y et al：Noninvasive diagnosis of small cavernous hemangioma of the liver：advantage of MRI．AJR 145：1195-1199，1985
（レベル 4）
4）Stark DD et al：Magnetic resonance imaging of cavernous hemangioma of the liver：tissue-specific characterization．AJR 145：
213-222，1985（レベル 4）
5）Ros PR et al：Hemangioma of the liver：heterogeneous appearance on T2-weighted images．AJR 149：1167-1170，1987（レベ
ル 4）
6）McNicholas MM et al：T2 relaxation times of hypervascular and non-hypervascular liver lesions：do hypervascular lesions mimic
haemangiomas on heavily T2-weighted MR images．Clin Radiol 51：401-405，1996（レベル 3）
7）Termanini B et al：Distingusishing small hepatic hemangiomas from vascular liver metastases in gastrinoma：use of a somatostatin-receptor scintigraphic agent．Radiology 202：151-158，1997（レベル 4）
8）Yan FH et al：Role and pitfalls of hepatic helical multi-phase CT scanning in differential diagnosis of small hemangioma and
small hepatocellular carcinoma．World J Gastroenterol 4：343-347，1998（レベル 4）
9）Brancatelli G et al：Hemangioma in the cirrhotic liver：diagnosis and natural history．Radiology 219：69-74，2001（レベル 4）
10）Yu JS et al：Hepatic cavernous hemangioma in cirrhotic liver：imaging findings．Korean J Radiol 1：185-190，2000（レベル 4）
11）Young LK et al：Hepatic hemangioma：quantitative color power US angiography-facts and fallacies．Radiology 207：51-57，
1998（レベル 4）
12）Wilson SR et al：Harmonic hepatic US with microbubble contrast agent：initial experience showing improved characterization
of hemangioma，hepatocellular carcinoma，and metastasis．Radiology 215：153-161，2000（レベル 3）
13）Bartolotta TV et al：Liver haemangiomas undetermined at grey-scale ultrasound：contrast-enhancement patterns with SonoVue
and pulse-inversion US．Eur Radiol 15：685-693，2005（レベル 4）
14）Lee JY et al：Improved sonographic imaging of hepatic hemangioma with contrast-enhanced coded harmonic angiography：
comparison with MR imaging．Ultrasound Med Biol 28：287-295，2002（レベル 3）
15）Kato H et al：Atypically enhancing hepatic cavernous hemangiomas：high-spatial-resolution gadolinium-enhanced triphasic
dynamic gradient-recalled-echo imaging findings．Eur Radiol 11：2510-2515，2001（レベル 4）
16）Berrington de González A，Darby S：Risk of cancer from diagnostic X-rays：estimates for the UK and 14 other countries．
Lancet 363：345-351，2004（レベル 5）
17）Doo KW et al：
“Pseudo washout”sign in high-flow hepatic hemangioma on gadoxetic acid contrast-enhanced MRI mimicking
hypervascular tumor．AJR 193：W490-496，2009（レベル 4）
18）Goshima S et al：Hepatic hemangioma and metastasis：differentiation with gadoxetate disodium-enhanced 3-T MRI．AJR 195：
941-946，2010（レベル 3）
19）Motosugi U et al：Distinguishing hepatic metastasis from hemangioma using gadoxetic acid-enhanced magnetic resonance
imaging．Invest Radiol 46：359-365，2011（レベル 3）
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限局性結節性過形成の確定診断にどの画像診断法を推奨
するか？

推奨グレード

A

推奨グレード

A
B
B
C1

B

推奨グレード

B

推奨グレード

C1

ダイナミック MRI（EOB）
ダイナミック CT，細胞外液性造影剤を用いたダイナミック MRI
造影超音波
超音波（非造影）

EOB-MRI 肝細胞相で周囲肝実質と等信号～高信号を示す所見は特徴的であり，強く推
奨する。
ダイナミック CT または細胞外液性造影剤を用いたダイナミック MRI も FNH の診断が
十分可能であり推奨する。造影超音波でも特徴的な造影パターンが捉えられれば，FNH
の診断が十分可能である。非造影超音波で FNH の診断は難しいことが多いが，簡便で
もあり施行することを考慮してもよい。

背景・目的
限局性結節性過形成（focal nodular hyperplasia：FNH）は慢性肝疾患がない背景肝（いわゆる正常肝）
に発生する多血性病変で，局所的な血流異常（増加）に対する反応性病変であるといわれている 。FNH の画
1）

像診断法に関する論文は多数存在するが，多くの論文かゴールトスタンダートを「病理またはダイナミック CT・MRI
所見としている。この事実はダイナミック CT・MRI の典型所見は臨床レベルでの診断根拠として十分であることを
示唆している。ただし実際には診断に迷う例が存在し，その場合どれだけ診断の確信度を上げることができるかが
焦点となる。

解

説

FNH の典型的画像所見は以下に要約される。

₁ ダイナミックCT・MRI

単純 CT で内部均一（等吸収または低吸収） ，辺縁は分葉状 ，動脈相での濃染（ほぼ 100%）
2）

相の濃染の程度は肝細胞腺腫よりも強い

2）

，門脈相〜遅延相では周囲肝実質と等吸収 / 等信号

5）6）

は早期相では低吸収 / 低信号，後期相以降で造影効果あり，T2 強調像では高信号

2 MRI肝特異性造影剤によるliver specific phase

EOB 造影 MRI 動脈相で周囲肝実質と比較して等信号 ~ 高信号（91%）

，動脈

2）3）

，中心瘢痕

2）3）

。

2）7）

（図 A）
，EOB 造影 MRI 肝細

5）8）

，SPIO-MRI クッパー細胞相にて周
胞相では中心瘢痕は低信号（中心瘢痕が同定できた場合は 100%） （図 B）
8）

囲肝実質と等信号（83%）
。

3 腹部超音波10）11）

エコー輝度は様々（図 C）
，ドプラ超音波および造影超音波で spoke-wheel 状血管もしくは中心血管の描出，
造影超音波の早期相にて結節全体の濃染

。

11）12）

上述したように，ダイナミック CT・MRI で診断可能な場合が多く，各種画像診断モダリティの診断精度を純粋に
比較したエビデンスレベルの高い報告はほとんど存在しない。2008 年の Zech らは，FNHと確信を持って診断でき
る率は非造影 MRI，ダイナミック CTと比較して EOB-MRI で有意に高くなった（3 名中 2 名の読影者において）
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A

B

図

C

FNH

A EOB-MRI 動脈相 全体にほぼ均一に造影される腫瘤を認める。辺縁は分葉状である。 B EOB-MRI 肝細胞相 中心瘢
痕部を除いて，結節は周囲肝実質よりも高信号を呈している。 C 腹部超音波 周囲肝実質に比べてわずかに低エコーの境界
不明瞭な病変として描出されている（→）
。

8）

（62/68）が等〜高信号を示し両者の鑑別に有用な所見であったとしている 。その他にもエビデンスレベル２の報
5）

告が複数みられ

，2015 年には systematic review によってもEOB-MRI の有用性が確認された

13）14）

。

15）

Bartolotta らは非 造 影 超 音 波と造 影 超 音 波を比 較し，FNH に特 徴 的な所（spoke-wheel，central scar，
feeding vessel）が造影超音波でより確認しやすいと報告した

。造影超音波を用いて，FNHと肝細胞腺腫の

12）

鑑別を行う報告が発表され，従来から知られている中心血管がまず造影され，遠心性に造影効果が広がるパター
ンが鑑別に有用であることが示された

。造影超音波とダイナミック CT・MRI の比較研究はなく，優位性の比

16-18）

較はできないが，超音波で特徴的な所見が捉えられて診断が可能であった場合はそれ以上の精査は不要である。
従来のダイナミック CT・MRI でもFNH は十分診断可能であるものの，EOB-MRI 肝細胞相の所見は FNH の確
定診断に有用であり，モダリティ選択の際には EOB-MRI を第 1 選択とすべきである。

検索式・参考にした二次資料
PubMed により focal nodular hyperplasia，magnetic resonance imaging，CT，ultrasound，ultrasound
のキー ワードを用いて検索した。 国内で承認されていない造影剤を用いた研究は除外した。
文

献

1）Bioulac-Sage P et al：Focal nodular hyperplasia and hepatocellular adenoma，WHO Classification of Tumours of the Digestive
System，4th ed. p198-199，IARC，2009（レベル 5）
2）Brancatelli G et al：Focal nodular hyperplasia：CT findings with emphasis on multiphasic helical CT in 78 patients．Radiology
219：61-68，2001（レベル 4）
3）Mathieu D et al：Hepatic adenomas and focal nodular hyperplasia：dynamic CT Study．Radiology 160：53-58，1986（レベル 4）
4）Grazioli L et al：Accurate differentiation of focal nodular hyperplasia from hepatic adenoma at gadobenate dimeglumineenhanced MR imaging：prospective study．Radiology 236：166-177，2005（レベル 4）
5）Grazioli L et al：Hepatocellular adenoma and focal nodular hyperplasia：value of gadoxetic acid-enhanced MR imaging in differential diagnosis.Radiology 262：520-529，2012（レベル 3）
6）Ruppert-Kohlmayr AJ et al：Focal nodular hyperplasia and hepatocellular adenoma of the liver：differentiation with multiphasic
helical CT．AJR 176：1493-1498，2001（レベル 4）
7）Mortele KJ et al：Focal nodular hyperplasia of the liver detection and characterization with plain and dynamic-enhanced MRI．
Abdom Imaging 27：700-707，2001（レベル 4）
8）Zech CJ et al：Diagnostic performance and description of morphological features of focal nodular hyperplasia in Gd-EOB-DTPAenhanced liver magnetic resonance imaging：results of a multicenter trial．Invest Radiol 43：504-510，2008（レベル 4）
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現頻度を比較し，
肝細胞腺腫では93%
（40/43）
が EOB-MRI 肝細胞相で低信号を示したのに対してFNHでは91%

❺

と報告した 。Grazioli らは FNH68 病変と肝細胞腺腫 43 病変のガドキセト酸造影 MRI における各種 所見の出

❺ 消化器（肝）
9）Marin D et al：Focal nodular hyperplasia：interaindividual comparison of dynamic gadobenate dimeglumine- and ferucarbotranenhanced magnetic resonance imaging．J Mag Res Imag 25：775-782，2007（レベル 3）
10）Bartolotta TV et al：Focal nodular hyperplasia in normal and fatty liver：a qualitative and quantitative evaluation with contrastenhanced ultrasound．Eur Radiol 14：583-591，2004（レベル 4）
11）Piscaglia F et al：Diagnostic features of real-time contrast-enhanced ultrasound in focal nodular hyperplasia of the liver．
Ultraschall Med 31：276-282，2010（レベル 4）
12）Bartolotta TV et al：Hepatic focal nodular hyperplasia：contrast-enhanced ultrasound findings with emphasis on lesion size，
depth and liver echogenicity．Eur Radiol 20：2248-2256，2010（レベル 4）
13）Grieser C et al：Gadoxetic acid enhanced MRI for differentiation of FNH and HCA：a single centre experience．Eur Radiol 24：
1339-1348，2014（レベル 2）
14）Bieze M et al：Diagnostic accuracy of MRI in differentiating hepatocellular adenoma from focal nodular hyperplasia：prospective study of the additional value of gadoxetate disodium．AJR 199：26-34，2012（レベル 2）
15）Suh CH et al：The diagnostic value of Gd-EOB-DTPA-MRI for the diagnosis of focal nodular hyperplasia：a systematic review
and meta-analysis．Eur Radiol 25：950-960，2015（レベル 1）
16）Roche V1 et al：Differentiation of focal nodular hyperplasia from hepatocellular adenomas with low-mechanical-index contrastenhanced sonography（CEUS）
：effect of size on diagnostic confidence．Eur Radiol 25：186-195，2015（レベル 2）
17）Pei XQ et al：Quantitative analysis of contrast-enhanced ultrasonography：differentiating focal nodular hyperplasia from hepatocellular carcinoma．Br J Radiol 86：20120536，2013（レベル 2）
18）Kong WT et al：Contrast-enhanced ultrasound in combination with color Doppler ultrasound can improve the diagnostic performance of focal nodular hyperplasia and hepatocellular adenoma．Ultrasound Med Biol 41：944-951，2015（レベル 3）
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腎機能および肝機能低下患者における肝腫瘍の診断には
どの検査法が有用か？

推奨グレード

B

推奨グレード

B 非造影 MRI，超音波検査
C1 CT，造影 MRI（腎機能に応じて使用する造影剤を選択）

C1

腎機能や肝機能が低下した患者において，拡散強調像を含めた非造影 MRI 検査やソナゾ
イド造影を含めた超音波検査は，安全に施行できる有用な検査であり，推奨できる。
2
腎機能低下患者における造影 CT や造影 MRI は，eGFR が 30 ～ 60 ml/min/1.73 m で
2
は EOB-MRI，30 ml/min /1.73 m 未満では SPIO-MRI，透析患者では SPIO-MRI や
造影 CT の施行を考慮してもよい。
Child C 相当の肝機能低下患者における造影 CT/MRI について，検査や造影剤の適切な
選択に関する研究は不十分である。

背景・目的

解

説

超音波用造影剤であるソナゾイド や MRI 用肝特異性造影剤である超常磁性酸化鉄（superparamagnetic
1）

iron oxide：SPIO）造影剤（リゾビスト ）
®

は，腎機能に影響を与えず，腎機能低下による副作用増加も知ら

2）3）

れていないので，腎機能低下患者においても通常通り検査可能である。
eGFR（estimated glomerular filtration rate）が 60ml/min/1.73m 未満の腎機能低下患者においてはヨード
2

造影剤投与による造影剤腎症のリスクが上昇するので，
造影 CT を施行しにくい 。糖尿病・脱水・鬱血性心不全・
4）

痛風・70 歳以上・NSAIDs 服用中，などの危険因子が加わるとリスクが更に高まると考えられている。
腎機能低下患者においてはガドリニウム造影剤による腎性全身性線維症（nephrogenic systemic fibrosis：
NSF）発症リスクが上昇する。このため，透析患者，eGFR が 30ml/min/1.73m 未満の慢性腎臓病，急性腎不
2

全の患者では，原則として細胞外液性ガドリニウム造影剤および EOB を投与しない。利益と危険性を検討した上
で，やむを得ずガドリニウム造影剤を使用しなければならない場合には，NSF 発症報告の多い gadodiamide（オ
ムニスキャン）や gadopentetate dimeglumine（マグネビスト）を避ける 。EOB は腎臓だけでなく肝臓からも排
5）

泄されるので細胞外液性ガドリニウム造影剤より有利な可能性があるように思われるが，実際には透析患者における
EOB のクリアランスは有意に低下する上に肝実質の増強効果も低下することが知られている ので，透析患者へ
6）

の投与は勧められない。
腎機能低下患者において造影 CT ないし造影 MRI の施行を考慮する際，適切な造影剤や検査法の選択を
eGFR に応じて検討した研究は不十分である。このため，本ガイドラインにおける推奨は暫定的なものにとどまる。
eGFR が 30 〜 60ml/min/1.73m では，NSF 発症リスクがあまり高くないことを勘案して，診断能の高い EOB2

MRI を推奨する。eGFR が 30ml/min/1.73m 未満では NSF 発症リスクが高まるので，EOB-MRIとSPIO-MRI
2

のいずれを推奨すべきか悩ましいが，EOB の添付文書に「本剤の投与を避け」との記載があることや頻回投与
の可能性が高いことを勘案し，SPIO-MRI を推奨する。透析患者ではガドリニウム造影剤を避け，SPIO-MRI ない
し造影 CT を施設の事情で選択することを推奨する。
肝機能低下患者では，EOB の肝細胞相における増強効果が低下し（図 1） ，SPIO のいわゆるクッパー相
7-9）

の増強効果も低下する 。結果として，Child-Pugh 分類による肝機能が悪いほど EOB の肝細胞癌診断能は低
10）
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が懸念される。

❺

腎機能低下患者においてヨード造影剤やガドリニウム造影剤は使用が制限され，肝機能低下患者において EOB
や SPIO の増強効果が低下するため，腎機能や肝機能が低下した患者においては検査の制限や診断能の低下

❺ 消化器（肝）

A

B

図 1 肝細胞癌 EOB-MRI の肝細胞相造影不良
A 動脈相 MRI の動脈相にて肝 S5 に多血性肝細胞癌が描出されている
（→）
。B 肝細胞相 肝細胞相では肝実質と脾臓がほぼ等信号であり，肝
実質の増強効果が低下していることがわかる。肝細胞癌（→）と周囲肝実質
はほぼ等信号で，肝細胞相のみでは検出困難である。

図 2 肝細胞癌 拡散強調像
b 値＝ 800 の拡散強調像にて，肝左葉外
側区表面の肝細胞癌が高信号結節として
描出されている（→）
。手術にて高〜中分
化肝細胞癌と確認された。

下する 。Child-Pugh 分類 C に相当するような肝機能低下患者における造影 CT や造影 MRI の適切な選択に
11）

関する研究は不十分であり，暫定的な推奨も困難である。
拡散強調像は造影 MRI を凌駕することはできないものの，一定の有用性が示されている（図 2） 。腎機能や
12）

肝機能が低下した患者においては，拡散強調像の重要性が通常より増加する可能性がある。しかし肝機能が低
下した患者では，DWI による肝細胞癌診断能も低下する

11）

検索式・参考にした二次資料
参考にしたガイドラインは，科学的根拠に基づく肝癌診療ガイドライン 2013 年版，腎障害患者におけるガドリニウ
ム造影剤使用に関するガイドライン第 2 版，ESUR guidelines on contrast media，version8.1。
Pubmed で以下の keyword を用いて検索した。
（Pugh OR Child score or liver function or ICG or liver failure）AND（contrast media［mesh］OR
EOB OR gadolinium OR SPIO OR superparamagnetic iron OR iodinated contrast OR iodine contrast
OR sonazoid or Oxides/diagnostic use［mesh］
）AND（diagnostic imaging[mesh]OR MRI OR magnetic
resonance OR computed tomography OR computed tomographic OR ultrasonography）
Liver AND（chronic kidney disease OR renal impairment OR renal function"）AND（contrast
media[mesh] OR EOB OR gadolinium OR SPIO OR superparamagnetic iron OR iodinated contrast
OR iodine contrast OR sonazoid or Oxides/diagnostic use［mesh］）AND（diagnostic imaging
［mesh］OR MRI OR magnetic resonance OR computed tomography OR computed tomographic OR
ultrasonography）
（diffusion weighted OR DWI）AND（carcinoma，hepatocellular［MeSH Terms］OR hepatocellular
carcinoma OR hepatocellular carcinomas）
文

献

1）Binder T et al：NC100100，a new echo contrast agent for the assessment of myocardial perfusion--safety and comparison with
technetium-99m sestamibi single-photon emission computed tomography in a randomized multicenter study．Clin Cardiol 22：
273-282，1999（レベル 2）
2）Kopp AF et al：MR imaging of the liver with Resovist：safety，efficacy，and pharmacodynamic properties．Radiology 204：749756，1997（レベル 2）
3）Reimer P & Balzer T：Ferucarbotran（Resovist）
：a new clinically approved RES-specific contrast agent for contrast-enhanced
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MRI of the liver：properties，clinical development，and applications．Eur Radiol 13：1266-1276，2003（レベルなし）
4）European Society of Urogenital Radiology E：ESUR guidelines on contrast media，version 8.1<www.esur.org/esur-guidelines/
contrast-media-81/>，2012（レベル 5）
5）日本医学放射線学会，日本腎臓学会 編：腎障害患者におけるガドリニウム造影剤使用に関するガイドライン（第 2 版）
．NSF とガドリニウム造
影剤使用に関する合同委員会，2009（レベル 5）
6）Gschwend S et al：Pharmacokinetics and imaging properties of Gd-EOB-DTPA in patients with hepatic and renal impairment．
Invest Radiol 46：556-566，2011（レベル 2）
7）Motosugi U et al：Liver parenchymal enhancement of hepatocyte-phase images in Gd-EOB-DTPA-enhanced MR imaging：which
biological markers of the liver function affect the enhancement? J Magn Reson Imaging 30：1042-1046，2009（レベル 3）
8）Katsube T et al：Estimation of liver function using T1 mapping on Gd-EOB-DTPA-enhanced magnetic resonance imaging．Invest
Radiol 46：277-283，2011（レベル 2）
9）Utsunomiya T et al：Possible utility of MRI using Gd-EOB-DTPA for estimating liver functional reserve．J Gastroenterol 47：470476，2012（レベル 2）
10）Chung YE et al：Quantification of superparamagnetic iron oxide-mediated signal intensity change in patients with liver cirrhosis
using T2 and T2* mapping：a preliminary report．J Magn Reson Imaging 31：1379-1386，2010（レベル 3）
11）Kim AY et al：Detection of hepatocellular carcinoma in gadoxetic acid-enhanced MRI and diffusion-weighted MRI with respect
to the severity of liver cirrhosis．Acta Radiol 53：830-838，2012（レベル 2）
12）Park MJ et al：Small hepatocellular carcinomas：improved sensitivity by combining gadoxetic acid-enhanced and diffusionweighted MR imaging patterns．Radiology 264：761-770，2012（レベル 3）
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87 急性胆管炎が疑われた場合，行うべき画像検査は何か？
推奨グレード

A

推奨グレード

B

推奨グレード

C1

推奨グレード

C2

超音波，CT

A
B
C1
C2

MRI/MRCP
単純 X 線写真
ERCP

超音波検査は，簡便で診断能も高いことより急性胆管炎が疑われるすべての患者におい
て強く推奨する。また CT も急性胆管炎の成因診断，特に超音波では観察困難な総胆管
結石や，腫瘍性閉塞機転の描出に優れ，また膿瘍などの合併症の有無の判定にも有用で
あり，強く推奨する。
MRI/MRCP は急性胆管炎の成因診断に有用であり，施行することを推奨する。特に超
音波では観察困難な総胆管結石の描出率が高い。
単純 X 線写真自体で急性胆管炎の診断はできないが，他疾患との鑑別のために考慮して
もよい。ERCP は基本的にはドレナージ目的に施行され，純粋に診断目的に施行するこ
とは推奨しない。しかし，致命的になりうる中等症から重症急性胆管炎の場合は治療も
兼ねて ERCP が優先される。

背景・目的
急性胆管炎とは何らかの原因で胆道が通過障害を来して胆汁が鬱滞し，胆汁中に細菌が異常増殖した感染症
である。重篤な場合は急速に敗血症に進展し，致命的となり得るので迅速な診断・治療が求められる。臨床診断
には，A. 全身の炎症所見（発熱，血液検査上の炎症反応）
，B. 胆汁うっ滞所見（黄疸，肝機能検査異常）
，C. 胆
管病変の画像所見（胆管拡張，胆管炎の成因の描出）のうち，A，B，C それぞれのいずれかを認めるものを確診，
AとB または C のいずれかを認めるものを疑診とする。
即ち，急性胆管炎における画像診断の意義は大きく胆道閉塞・拡張の有無の確認，閉塞の成因診断の 2 つに
集約される。重症度判定には，通常臨床情報で診断され明らかな膿瘍を形成した場合等を除いては，画像で得ら
れる局所所見は有用でない。

解

説

急性胆管炎の単純 X 線写真所見には特異的なものはなく，従ってこれだけで急性胆管炎を診断することはでき
ない。肺炎，消化管穿孔，腸閉塞など他の鑑別を要する疾患の診断を目的とした検査として位置づけるべきであ
る

。すでに CT が撮像されていた場合には改めて単純 X 線写真をとる必要はない。

1）2）

急性胆管炎が疑われる患者において，最初に施行されるべき検査は超音波検査であり，簡便性・低侵襲性の点
でも最も優れている

。所見としては，胆道拡張，胆管壁肥厚，胆道気腫などがあるがいずれも非特異的である 。

3）4）

5）

これらに加え結石の描出があれば，より診断を示唆する根拠にはなる。しかし超音波検査による総胆管結石診断の
感度は 20 〜 60％であり，不十分といわざるを得ない 。
6）

CT 検査は，超音波検査に比べてより広い範囲の診断が可能である点が優れる。胆管炎そのものの CT 所見は
胆道拡張，胆道気腫，胆管壁肥厚など非特異的所見に加え，近年ダイナミック CT において肝全体の不均一な濃
染が活動性の炎症を表す所見として報告されている 。さらに閉塞の原因の診断，肝膿瘍，胆管周囲膿瘍など合
7）

併症の有無の判定にもダイナミック CT は有用である。閉塞原因としての結石の診断には単純 CT を含めた検査が
。
有用である （CQ88，CQ89 参照）
8）

MRI 検査では，胆管拡張，胆管粘膜の浮腫，胆管周囲の浮腫や液体貯留などの描出が可能となる が，やは
9）
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り臨床情報を含めた総合的判断が重要である。胆管内の膿汁を示唆する重度の T2 強調像での低信号，脂肪抑
制 T1 強調像での中等度信号がみられれば特異的とされる が胆泥との鑑別が問題となる。炎症を示唆する門脈
9）

域に沿った T2 強調像での高信号もしばしば観察されるが非特異的である 。MRCP では閉塞の成因となる胆管
10）

結石の描出

，悪性疾患の描出

11）12）

は良好である。胆道系全体像の把握が可能となるのでドレナージの際の

12）13）

指針としても役立つ。結石の描出に関しては感度，特異度ともに 90％以上
（6 mm 以下）結石に関しては限界も報告されている

と優れた診断能をもつが，小さな

11）12）14）

。

11）15）

ERCP は，急性胆管炎の閉塞成因診断には最も高い診断能をもち，また治療としてのドレナージにも用いられるの
でその重要性は高い

。臨床的に軽症の場合は上記の非侵襲的検査を行うが，致命的になり得る中等症以上の

16）

場合にはドレナージを前提とした ERCP を優先する。

検索式・参考にした二次資料
PubMed によりcholangitisとradiography，ultrasonography，computed tomography，magnetic resonance
imaging，endoscopic retrograde cholangiopacreatography のキーワードを用いて検索した。また，急性胆道
炎の診療ガイドライン作成委員会編：急性胆管炎・胆嚢炎の診療ガイドライン第二版，2013 年，Evidence-Based
Imaging，2011 を参考にした。

❺

献
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文

1）Laméris JS，van Overhagen H：Imaging and intervention in patients with acute right upper quadrant disease. Baillieres Clin
Gastroenterol 9：21-36，1995（レベル 5）
2）Rothrock SG et al：Efficacy of plain abdominal radiography in patients with biliary tract disease. J Emerg Med 8：271-275，1990
（レベル 3）
3）Rosen CL et al：Ultrasonography by emergency physicians in patients with suspected cholecystitis. Am J Emerg Med 19：32-36，
2001（レベル 3）
4）Kendall JL，Shimp RJ：Performance and interpretation of focused right upper quadrant ultrasound by emergency physicians. J
Emerg Med 21：7-13，2001（レベル 2 ）
5）Laméris JS，van Overhagen H：Imaging and intervention in patients with acute right upper quadrant disease. Baillieres Clin
Gastroenterol 9：21-36，1995（レベル 5）
6）Gandolfi L et al：The role of ultrasound in biliary and pancreatic diseases. Eur J Ultrasound 16：141-159，2003（レベル 3）
7） Arai K et al：Dynamic CT of acute cholangitis：early inhomogeneous enhancement of the liver. AJR 181：115-118，2003（レベ
ル 2）
8）Balthazar EJ et al：Acute cholangitis：CT evaluation. J Comput Assist Tomogr 17：283-289，1993（レベル 3）
9）Håkansson K et al：MR characteristics of acute cholangitis. Acta Radiol 43：175-179，2002（レベル 4）
10）Watanabe Y et al：MR imaging of acute biliary disorders. Radiographics 27：477-495，2007（レベル 5）
11）Laokpessi A et al：Value of magnetic resonance cholangiography in the preoperative diagnosis of common bile duct stones. Am
J Gastroenterol 96：2354-2359，2001（レベル 3）
12）Lomanto D et al：Magnetic resonance-cholangiopancreatography in the diagnosis of biliopancreatic diseases. Am J Surg 174：
33-38，1997（レベル 4）
13） Fulcher AS et al：Half-Fourier RARE MR cholangiopancreatography：experience in 300 subjects. Radiology 207：21-32，1998
（レベル 3）
14）Verma D et al：EUS vs MRCP for detection of choledocholithiasis. Gastrointest Endosc 64：248-254，2006（レベル 1）
15）Zidi SH et al：Use of magnetic resonance cholangiography in the diagnosis of choledocholithiasis：prospective comparison
with a reference imaging method. Gut 44：118-122，1999（レベル 2）
16）Lai EC et al：Endoscopic biliary drainage for severe acute cholangitis. N Engl J Med 326：1582-1586，1992（レベル 2）
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胆道閉塞を伴う総胆管結石が疑われる場合，どのような
検査が有用か？

推奨グレード

A

推奨グレード

B

推奨グレード

C1

推奨グレード

C2

A
B
C1
C2

超音波

MRI/MRCP
CT
ERCP

超音波は簡便で診断能も高いことより胆道閉塞を伴う総胆管結石が疑われるすべての患
者に最初に行うべき検査法であり，強く推奨する。
MRI/MRCP は総胆管結石の検出に対し，高い感度と特異度を有し，施行することを推
奨する。
単純 CT は MRI/MRCP よりは感度は低いが，超音波検査より感度は高いため，施行す
ることを考慮してもよい。
ERCP は総胆管結石の診断の gold standard であるが，侵襲的であり，最初に行う画像
診断法ではなく，侵襲性の低い画像診断法で発見された異常に対する治療をかねた役割
がある。

背景・目的
胆嚢・胆管結石や胆嚢摘出の既往がある場合等，胆道閉塞を伴う総胆管結石が疑われる場合，どの検査をど
のタイミングで行うのか？ 効率的に診断をして迅速な治療に結びつけるために，ここでは 4 つの検査法の診断特性
を検討し，それぞれの検査法の位置づけを検討した。

解

₁ 超音波

説

総胆管結石の検出に対する特異度は 100％に近いが，感度は高い報告でも68％，多くの報告では 50％に満たな
い 。感度が低い原因は，結石の大きさ，術者の技量，様々な要因による総胆管描出の限界による。また，超音波
1）

検査で計測した総胆管径と術中の胆管造影所見を比較した研究では，総胆管径が正常である ≦ 5 mm の場合に
結石がみられた例が 6％であったのに対し，＞ 5 mm の場合には 37.5％で結石がみられたと報告している 。つま
2）

り，総胆管拡張所見は結石を予測する指標になり得る。 超音波検査は簡便で非侵襲的検査法なので，総胆管結
石が疑われる場合，
最初に行うべき画像診断法であり，
予測因子のひとつである。さらにティッシュハーモニックイメー
ジングを使えば，総胆管結石をより検出しやすくなると報告されている 。
3）

2 CT

単純 CT が主たる役割を果たす（標準撮像法の結石が疑われる場合の撮像法を参照）
。CT の総胆管結石
の検出に対する感度は 65 〜 88％と報告されている
〜 26％で検出が困難となる

3 MRI/MRCP

。結石の成分によっては等吸収となることがあり，感度は 24

4-7）

。

8）9）

67 論文（4,711 例）のメタアナリシスによると，総胆管結石の検出における MRCP の感度 92％（80 〜 97％）
および特異度 97％（90 〜 99％）はともに高い

。図のように MRI/MRCP は総胆管結石を明瞭に描出でき，最

10）

も信頼できる非侵襲的検査法といえる。MRCP の胆道閉塞に対する感度が 95％に対して，総胆管結石の感度
は 92％，悪性疾患の感度は 88％と成績が低下していた

。総胆管結石の検出成績がやや低下する原因のひとつ

10）

として，結石の大きさが考えられる。3 mm 以下の総胆管結石では感度が 100％から 64％に低下したという報告
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11）

C Q 88
や，5 mm 以上の総胆管結石は 100％検出できたのに対して 5 mm より
小さいものでは 62％しか検出できなかったとの報告

12）

がある。EUS は

総胆管結石の診断において，MRI/MRCPと同じくらい信頼できる検査
法である。EUSとMRCP を比較した系統的レビューでは，総胆管結石
の検出に差はないとされている 。
13）

4 ERCP

ERCP は総胆管結石を診断する基準とされてきたので，単独での成
績の報告は限られている。最近の報告では感度 93％，特異度 100％と
されている 。膵炎，感染，出血，穿孔などの偶発症や不成功例がある。
14）

最初の診断過程で中等症以上の感染徴候が疑われる場合には，その
他の追加検査をすることなく，治療を考慮した診断的 ERCP を行うべき
であるとされている。

検索式・参考にした二次資料

図 総胆管結石 MRI/MRCP 三
次元高速スピンエコー法（SPACE）
総胆管結石が defect として明瞭に描出
されている。

PubMed によりbiliary obstruction，choledocholithiasis，US，CT，MRI，ERCP のキーワードを用いて検索し
た。検索期間は 2014 年 12 月までとした。また，ASGE guideline 2010，Springer 社 Evidence-based imaging 2011

❺

を参考にした。

消化器（胆）

文

献

1）Gandolfi L et al：The role of ultrasound in biliary and pancreatic diseases. Eur J Ultrasound 16：141-159，2003（レベル 3）
2）Majeed AW et al：Common duct diameter as an independent predictor of choledocholithiasis：is it useful？ Clin Radiol 54：170172，1999（レベル 4）
3）Ortega D et al：Tissue harmonic imaging：is it a benefit for bile duct sonography？ AJR 176：653-659，2001（レベル 4）
4）Soto JA et al：Diagnosing bile duct stones：comparison of unenhanced helical CT, oral contrast-enhanced CT cholangiography,
and MR cholangiography. AJR 175：1127-1134，2000（レベル 2）
5）Neitlich JD et al：Detection of choledocholithiasis：comparison of unenhanced helical CT and endoscopic retrograde cholangiopancreatography. Radiology 203：753-757，1997（レベル 3）
6）Tseng CW et al：Can computed tomography with coronal reconstruction improve the diagnosis of choledocholithiasis？ J
Gastroenterol Hepatol 23：1586-1589，2008（レベル 4）
7）Anderson SW et al：Detection of biliary duct narrowing and choledocholithiasis：accuracy of portal venous phase multidetector
CT. Radiology 247：418-427，2008（レベル 3）
8）Baron RL et al：CT evaluation of gallstones in vitro：correlation with chemical analysis. AJR 151：1123-1128，1988（レベル 2）
9）Brakel K et al：Predicting gallstone composition with CT：in vivo and in vitro analysis. Radiology 174：337-341，1990（レベル 2）
10）Romagnuolo J et al：Magnetic resonance cholangiopancreatography：a meta-analysis of test performance in suspected biliary
disease. Ann Intern Med 139：547-557，2003（レベル 2）
11）Mendler MH et al：Value of MR cholangiography in the diagnosis of obstructive diseases of the biliary tree：a study of 58
cases. Am J Gastroenterol 93：2482-2490，1998（レベル 3）
12）Boraschi P et al：Choledocholithiasis：diagnostic accuracy of MR cholangiopancreatography. Three-year experience. Magn
Reson Imaging 17：1245-1253，1999（レベル 3）
13）Verma D et al：EUS vs MRCP for detection of choledocholithiasis. Gastrointest Endosc 64：248-254，2006（レベル 1）
14）Tseng LJ et al：Over-the-wire US catheter probe as an adjunct to ERCP in the detection of choledocholithiasis. Gastrointest
Endosc 54：720-723，2001（レベル 4）
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89 胆嚢胆管結石の存在診断に有用な検査は何か？
推奨グレード

A

推奨グレード

C1

推奨グレード

C2

推奨グレード

D

A
C1
C2
D

超音波（最初の検査として推奨される），MRI/MRCP（胆管結石が疑われる場合）

CT，DIC（DIC-CT の場合）
ERCP
単純 X 線写真

超音波は最初の検査として強く推奨する。MRI/MRCP も胆管結石が疑われる場合，強
く推奨する。CT は胆管結石の感度は MRI/MRCP に劣るが，施行を考慮してもよい。
DIC も MDCT を用いた DIC-CT であれば施行を考慮してもよい。ERCP は純粋な診断
目的では推奨しないが，それによる治療が必要な場合には優先して行われるべきである。
単純 X 線写真は放射線被曝と低い検出能から推奨しない。

背景・目的
胆嚢結石，胆管結石の検出には古くから様々な画像診断法が用いられてきた。無侵襲な方法から，放射線被曝，
偶発症などの点で侵襲性の高い検査まで多岐にわたる。これまでに各検査の診断能や各検査法間の診断能の比
較試験が多数報告されている。今回これらをまとめ，臨床診療における各検査法の推奨度を定めた。尚，肝内胆
管結石については報告が比較的少ないため，今回は総胆管結石を中心に検討した。

解

説

₁ 単純X線写真
全体の 15 〜 20％の結石が単純 X 線写真で認識するのに十分な石灰化を有するとされる 。安価ではあるが，
1）

胆嚢胆管結石の検出には放射線被曝と低い検出感度

から推奨されない。非外傷性の腹痛症に対する検討でも，

2）

多くの急性腹症に対し単純 X 線写真は有効性が低く，有効性はイレウスや異物の検出などに限定される

。

3）4）

2 超音波

安 価 で 安 全な検 査 である。 胆 嚢 結 石に関しては 初 期 の 検 討 では 感 度，特 異 度，正 確 度 はそれぞ
れ 75％，62％，72％程度であったが ，その後の検討では正確度 93％
5）

，あるいは 95％超となった 。胆嚢疾患

6）7）

1）

一般での総正確度は 98.9％で，偽陰性は 2.2％，偽陽性は 2.8％であった 。超音波検査の全体の正確度は 93％で，
8）

偽陰性率は 11％，不明確率は 4％であった。救急室ベッドサイド超音波での胆嚢結石の診断能のメタアナリシス（8
文献，710 症例）では，
感度は 89.8％（95％ CI は 86.4 〜 92.5％）
，
特異度は 88％（95％ CI は 83.7 〜 91.4％）であっ
た

9）。

総胆管結石に対しては感度 25％，特異度 89％ ，あるいは感度 63％程度，特異度 95％である 。
10）

11）

結論として，胆管結石の検出能には問題が残るが，胆道・胆嚢結石の存在診断の最初の画像診断法として推
奨される。

3 CT

CT の胆嚢結石検出率は，1987 年の検討では感度 79.1％，特異度 100％，正確度 89.8％であった

。同年の

12）

別の検討では，胆管結石に関する感度は 76％ で，CT は不十分としている （図）。胆石を含む非外傷性の急性
13）
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図

胆嚢結石

CT と MRI

画質の向上した最新の CT でも結石を全く描出できない場合がしばしばある。

腹症に対しての単純 X 線と非造影 CT の有用度を比較した報告では，単純 X 線の感度は低く，非造影 CT は正

❺

確であった。最初の画像診断として単純 X 線に代わり得る 。

消化器（胆）

2）

胆管結石に対しての比較的新しい報告では，非造影 CT は感度 65％，特異度 84％
し CT で MPR を用いた場合，感度 88.9％，特異度 92.6％，正確度 90.7％であった

であり，総胆管結石に対

14）

。

15）

なお，結石の存在診断のための CT は非造影 CT を基本とする。

4 MRI/MRCP

適切な診断基準を有する 67 の報告（4，711 例）をまとめたメタアナリシスでは，MRCP による胆道疾患の感度
は 95％，特異度は 97％，結石に対する感度は 92％，悪性腫瘍に対する感度は 88％であった

。MRCP は，胆

16）

道疾患に対し非侵襲的で適切な検査であると結論づけられた。
MRCPとEUS の比較検討報告の 2 編のメタアナリシス（301 および 405 例）では，いずれもMRCPとEUS の
診断能には統計学的に有意な差はみられなかった
た報告

。MRCP の情報で ERCP を回避できる場合は多くないとし

17）18）

もあるが，症候を有する症例において，胆嚢胆管結石の非侵襲性検査法として推奨される。

19）

5 DIC

かつての平面写真による DIC の胆嚢胆管結石の検出能に関しては明確な言及がみられない。DIC に使用する
造影剤は他のヨード系造影剤に対して副作用の頻度が高い傾向にある 。また，胆道通過状態や肝機能によって
20）

は胆道が描出されないこともある。8 列の MDCTを用いた CT cholangiography では胆嚢胆管結石に対する感度，
特異度は 78％，100％であった。同時に施行した MRCP は 94％，88％であった

。

20）

ヨード造影剤の副作用，被曝，高ビリルビン血症下での描出能低下などの点から，胆嚢胆管結石の標準検査と
はなりえない。

6 ERCP

ERCP の胆管結石検出率は高く，多くの研究で基準的検査として用いられている。MRCP の情報で ERCP を
回避できる場合は多くないとした報告

もある。一方で，ERCP には膵炎，胆管炎などの決して無視できないリスク

19）

がある 。診断のみの場合でも膵炎を 3 〜 5％に発症する。死亡率は 0.2 〜 0.5％である。ERCP は胆管超音波
17）

所見および肝機能検査が正常な胆石症患者には不要であるとの報告もある 。
21）

ERCP は純粋な診断目的には推奨しないが，治療が必要な場合には優先して行う。
同様に超音波内視鏡（EUS）
，管腔内超音波（IDUS）も高い空間分解能・結石検出率が報告されているが，
侵襲的検査であるので，MDCT，MRI/MRCP で診断が付かない場合に考慮する。
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検索式・参考にした二次資料
PubMed により以下の検索式を用いて検索した。また，日本消化器病学会編：胆石症診療ガイドライン，2009 年
を参照した。
（"gallstones" [MeSH Terms] OR "cholecystolithiasis" [MeSH Terms] OR "choledocholithiasis" [MeSH
Terms] ）AND（detection[All Fields]）AND（（"radiography，abdominal" [MeSH Terms] ）OR
（"ultrasonography" [MeSH Terms] ）OR（"tomography，X-Ray Computed" [MeSH Terms] ）OR
（"cholangiopancreatography，magnetic resonance" [MeSH Terms] ）OR（"cholangiography" [MeSH
Terms] ）OR（"cholangiopancreatography，endoscopic retrograde" [MeSH Terms] ））
文

献

1）Bortoff GA et al：Gallbladder stones：imaging and intervention．Radiographics 20：751-766，2000（レベル 5）
2）Eisenberg RL et al：Evaluation of plain abdominal radiographs in the diagnosis of abdominal pain．Ann Intern Med 97：257-261，
1982（レベル 3）
3）Mackersie AB et al：Nontraumatic acute abdominal pain：unenhanced helical CT compared with three-view acute abdominal
series．Radiology 237：114-122，2005（レベル 2）
4）Ahn SH et al：Acute nontraumatic abdominal pain in adult patients：abdominal radiography compared with CT evaluation．
Radiology 225：159-164，2002（レベル 2）
5）Goldberg BB et al：Ultrasonic and radiographic cholecystography，a comparison．Radiology 111：405-409，1974（レベル 3）
6）Bartrum RJ et al：Ultrasonic and radiographic cholecystography．N Engl J Med 296：538-541，1977（レベル 2）
7）Crade M et al：Surgical and pathologic correlation of cholecystsonography and cholecystography．AJR 131：227-229，1978（レ
ベル 4）
8）Mclntosh DMF et al：Gray-scale ultrasonography as a screening procedure in the detection of gallbladder disease．Radiology
136：725-727，1980（レベル 4）
9）Ross M et al：Emergency physician-performed ultrasound to diagnose cholelithiasis：a systematic review．Acad Emerg Med 18：
227-235，2011（レベル 1）
10）Gross BH et al：Ultrasonic evaluation of common bile duct stones：prospective comparison with endoscopic retrograde cholangiopancreato graphy．Radiology 146：471-474，1983（レベル 2）
11）Sugiyama M et al：Endoscopic ultrasonography for diagnosing choledocholithiasis：a prospective comparative study with ultrasonography and computed tomography．Gastrointest Endosc 45：143-146，1997（レベル 3）
12）Barakos JA et al：Cholelithiasis：evaluation with CT．Radiology 162：415-418，1987（レベル 3）
13）Baron RL：Common bile duct stones：reassessment of criteria for CT diagnosis．Radiology 162：419-424，1987（レベル 3）
14）Soto JA et al：Diagnosing bile duct stones：comparison of unenhanced helical CT，oral contrast-enhanced CT cholangiography，and MR cholangiography．AJR 175：1127-1134，2000（レベル 2）
15）Chung WS et al：Diagnostic accuracy of multidetector-row computed tomography for common bile duct calculi：is it necessary
to add non-contrast-enhanced images to contrast-enhanced images？ J Comput Assist Tomogr 31：508-512，2007（レベル 2）
16）Romagnuolo J et al：Magnetic resonance cholangiopancreatography：a meta-analysis of test performance in suspected biliary
disease．Ann Intern Med 139：547-557，2003（レベル 2）
17）Verma D et al：EUS vs MRCP for detection of choledocholithiasis．Gastrointest Endosc 64：248-254，2006（レベル 1）
18）Ledro-Cano D：Suspected choledocholithiasis：endoscopic ultrasound or magnetic resonance cholangiopancreatography？ A
systematic review．Eur J Gastroenterol Hepatol 19：1007-1011，2007（レベル 1）
19）Sahai AV et al：The decision-making value of magnetic resonance cholangiopancreatography in patients seen in referral center
for suspected biliary and pancreatic disease．Am J Gastroenterol 96：2074-2080，2001（レベル 2）
20）Okada M et al：The value of drip infusion cholangiography using multidetector-row helical CT in patients with choledocholithiasis．Eur Radiol 15：2140-2145，2005（レベル 3）
21）Changchien CS et al：Is ERCP necessary for symptomatic gallbladder stone patients before laparoscopic cholecystectomy．
Am J Gastroenterol 90：2124-2127，1995（レベル 3）
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90 急性胆嚢炎が疑われた場合，行うべき画像検査は何か？
推奨グレード

B

推奨グレード

C1

推奨グレード

C2

A
B
C1
C2

超音波

CT，MRI /MRCP
単純 X 線写真
胆道シンチグラフィ，DIC

超音波検査は，急性胆嚢炎が疑われるすべての患者に最初に施行することを強く推奨する。
CT は必ずしも全例で施行する必要はないものの，他の検査での確定診断が困難な場合や
局所合併症の評価に有用であり，推奨する。単純 X 線写真は，他疾患との鑑別のために施
行することを考慮してもよい。 MRI/MRCP は急性胆嚢炎の診断に有用であり，特に胆嚢頸
部および胆嚢管結石の描出率が高く，施行することを推奨する。一方胆道シンチグラフィや
DIC は以前には急性胆嚢炎の診断に用いられたが，現在は本邦ではほとんど施行されてい
ない。簡便性の観点からも推奨しない。

消化器（胆）

背景・目的
急性胆嚢炎は胆嚢に生じた炎症性疾患の総称であり，90 〜 95％が胆嚢結石を原因とし，胆嚢結石を有する患
者の 3 人に 2 人が急性胆嚢炎を発症するとされる。一方で，手術後や外傷・熱傷後，長期間の経静脈栄養，悪
性腫瘍，肝動注療法，糖尿病，薬剤，感染症が急性胆嚢炎の原因となることもあり（無石胆嚢炎）
，胆嚢結石を
原因とする急性胆嚢炎と比較して診断が難しく，重症化や死亡率も高いといわれる。
急性胆嚢炎の診断は発熱，右季肋部痛や Murphy 徴候などの臨床症状，WBC や CRP 上昇などの血液検査，
および画像検査から総合的に判断される。急性胆嚢炎全体での死亡率は 10％未満と低いものの，壊疽性胆嚢炎，
化膿性胆嚢炎や胆嚢穿孔，気腫性胆嚢炎などの重症化がときにみられ，病態により治療の緊急性や内容が異なる。
画像検査は重症度判定においても重要な役割を果たす。

解

説

急性胆嚢炎が疑われる患者において，最初に施行されるべき検査は超音波検査であり，簡便性・低侵襲性の点
でも最も優れている

。所見としては，プローブによる胆嚢圧迫時の疼痛（sonographic Murphy sign）
，胆嚢

1）2）

腫大，3 mm 以上の胆嚢壁肥厚，胆嚢結石，胆泥貯留，胆嚢周囲の液体貯留，不整な多層構造を呈する低エコー
帯などがある
れている

❺

推奨グレード

A

。このうち胆嚢結石の存在とsonographic Murphy sign の組み合わせは，最も鋭敏な所見とさ

2）3）

。3 mm 以上の胆嚢壁肥厚や不整な多層構造を呈する低エコー帯も比較的診断的価値の高い所見

3）4）

である 。一方で，急性胆嚢炎の原因となっている胆嚢頸部もしくは胆嚢管の結石は超音波で描出しづらいことも
2）

あるため，多方向からのエコー走査や体位変換を行い注意深く観察する必要がある。また，
ドプラ（カラーまたは
パワー）超音波による胆嚢壁の血流増加を評価することにより，感度 95％・特異度 100％・正診率 99％となり，通
常の超音波検査の診断能（感度 86％・特異度 99％・正診率 92％）より優れていたとの報告もある 。
2）

CT 検査は，超音波検査に比べて診断能は劣り，超音波検査では急性胆嚢炎を 82％で診断可能であったのに
対し，造影 CT 検査では 36％に過ぎなかったとの報告がある 。所見としては，胆嚢腫大，胆嚢壁肥厚，胆汁の
5）

高吸収化，胆嚢周囲の液体貯留，胆嚢周囲脂肪識内の線状高吸収域，漿膜下浮腫などがある （図 1）。一方で，
6）

穿孔や膿瘍などの局所合併症の診断には有用であり，超音波検査では胆嚢壁の断裂をとらえることは困難で正診
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図 1 急性胆嚢炎

CT

胆嚢は腫大と壁肥厚および，漿膜下浮腫を認め急性胆嚢
炎の所見である。底部および頸部には 3 mm 程度の淡
い高吸収構造を認め，結石が疑われる。

図 2 急性胆嚢炎 MRI T2 強調像
胆嚢底部には 3 mm 程度の低信号を示す結節を数個
認め，胆石と考えられる。胆嚢壁は 3 mm に肥厚してお
り胆嚢周囲に高信号域を認め，漿膜下浮腫や液貯留を
見ているものと考えられ，急性胆嚢炎に矛盾しない。

率は 39％であったが，
造影 CT 検査では 69％であったとされている 。
また，
胆石は単純 CT での評価が必須なため，
7）

急性胆嚢炎の診断には単純と造影 CT の組み合わせが適している。
MRI 検査では，胆嚢腫大，壁肥厚，胆嚢周囲の炎症性変化の描出が可能で，特に T2 強調像での胆嚢周囲
。ただし，肝硬
の高信号域は液体貯留像や浮腫像に相当するとされ，急性胆嚢炎の診断に有用である （図 2）
8）

変が存在する場合には T2 強調像での胆嚢周囲の高信号域は偽陽性所見ともなるため注意が必要である 。ま
8）

た MRCP では，胆嚢頸部および胆嚢管結石の正診率が 97％と超音波検査（77％）より良好であった 。通常は
9）

accessibility の点からも，超音波検査・CT で情報が不十分であった場合に施行される。
単純 X 線写真は，消化管穿孔や腸閉塞など急性胆嚢炎と鑑別を要する疾患の鑑別に有用であるとされるが，
急性胆嚢炎に特異的な所見はない

。

10）

胆道シンチグラフィでは，technetium hepatobiliary iminodiacetic acid の肝への取り込みや総胆管への排出
がほぼ正常にもかかわらず，胆嚢が描出されなければ急性胆嚢炎と診断可能である。1982 年時の報告ではその
正診率は 85％と超音波と比較してほぼ同等（88％）であったとしており ，以前は欧米における急性胆嚢炎での
11）

第一選択の検査法であったものの，検査時間が長いことや被曝の観点から現在はその優先度は下がっている。
DIC（drip infusion cholangiography）は，胆管と胆嚢を造影できる簡便な方法でかつては術中胆道造影以
外の唯一の胆道造影法として急性胆嚢炎，胆嚢結石の診断に用いられていたが

，診断能が低く造影剤によるア

12）

レルギー反応の頻度も高いため，現在ではほとんど施行されていない。
また，急性胆嚢炎の診断能を検討した 57 論文のメタアナリシスによると ，胆道シンチグラフィの感度は 96% で
13）

あり，超音波（81%）や MRI（85%）と比較して有意に高い結果であった。特異度は胆道シンチグラフィ（90%）
，
超音波（83%）
，MRI（81%）であり，いずれの検査法においても有意差は見られなかった。この結果によって，最
も急性胆嚢炎の診断能が高い検査法は胆道シンチグラフィであると結論づけられているものの，簡便性・低侵襲性
から超音波を第一選択として推奨しており，胆道シンチグラフィは検査時間や被曝の問題から診断困難例において
考慮されるべきであると言及している。また本メタアナリシスの欠点として，大半が胆道シンチグラフィの有用性を評
価した 2000 年以前の論文である点や，複数の検査法を比較した論文が少ない点などが挙げられることを付記する。

検索式・参考にした二次資料
PubMed によりcholecystitis，radiography，ultrasonography，CT，MRI，scintigraphy，intravenous cholangiography
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のキーワードを用いて検索した。また，急性胆道炎の診療ガイドライン作成委員会編：急性胆管炎・胆嚢炎の診療ガイド
ライン第 2 版，2013 年を参考にした。
文

献

消化器（胆）
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❺

1）Rosen CL et al：Ultrasonography by emergency physicians in patients with suspected cholecystitis．Am J Emerg Med 19：
32-36，2001（レベル 3）
2）Soyer P et al：Color velocity imaging and power Doppler sonography of the gallbladder wall：a new look at sonographic diagnosis of acute cholecyctitis．AJR 171：183-188，1998（レベル 3）
3）Ralls PW et al：Real-time sonography in suspected acute cholecystitis：prospective evaluation of primary and secondary signs．
Radiology 155：767-771，1985（レベル 4）
4）Bree RL et al：Further observations on the usefulness of the sonographic Murphy sign in the evaluation of suspected acute cholecystitis．J Clin Ultrasound 23：169-172，1995（レベル 4）
5）Harvey RT et al：Acute biliary disease：initial CT and follow-up US versus initial US and follow-up CT．Radiology 213：831836，1999（レベル 3）
6）Fidler J et al：CT evaluation of acute cholecyctitis：findings and usefulness in diagnosis．AJR 166：1085-1088，
1996（レベル 3）
7）Kim PN et al：Gallbladder perforation：comparison of US findings with CT．Abdom Imaging 19：239-242，1994（レベル 4）
8）Hakansson K et al：MR imaging in clinically suspected acute cholecyctitis．A comparison with ultrasonography．Acta Radiol
41：322-328，2000（レベル 3）
9）Park MS et al：Acute cholesystitis：comparison of MR cholangiography and US．Radiology 209：781-785，1998（レベル 2）
10）Rothrock SG et al：Efficacy of plain abdominal radiography in patients with biliary tract disease．J Emerg Med 8：271-275，
1990（レベル 3）
11）Ralls PW et al：Prospective evaluation of 99mTc-IDA cholescintigraphy and gray-scale ultrasound in the diagnosis of acute
cholecystitis．Radiology 144：369-371，1982（レベル 4）
12）Persson A et al：Volume rendering of three-dimensional drip infusion CT cholangiography in patients with suspected obstructive biliary disease：a retrospective study．Br J Radiol 78：1078-1085，2005（レベル 3）
13）Kiewiet JJ et al：A systematic review and meta-analysis of diagnostic performance of imaging in acute cholecystitis．Radiology
264：708-720，2012（レベル 1）
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B

CT・MRI は胆管癌の診断に有用であり，推奨する。

背景・目的
胆管癌の診断には一般的に腹部超音波検査をはじめ CT・MRI が非侵襲的な検査として行われ，その有用性
に関して多くの報告がなされている。近年の CT・MRI におけるハードやソフトウェアの技術革新に伴い，腹部領
域における CT・MR 診断は進化し続けているが，胆管癌の診断における CT・MRI の役割について検討した。

解

説

造影 CT 検査は胆管閉塞の診断に適した検査であり，腫瘍や閉塞部位ならびに周囲の解剖学的所見など様々
な診断に必要な情報を明瞭に描出することが可能であり

，通常超音波検査に引き続いて施行される。胆管

1）2）

癌の評価において，特に高い空間分解能を有する MDCT は脈管・胆管浸潤の評価に優れ，accuracy は 85
〜 100％であったと報告されており，また，他のモダリティと比較して癌のステージングの決定に有用であると報告され
ている

。その他，胆管癌の形態学的な subtype（nodular type，periductal infiltrating type，intraductal

3-5）

growing type）の評価においても，accuracy は 78.6％であったと報告されている 。MDCT における高画質の
6）

multiplanar reconstruction（MPR）画像は胆管系の解剖や腫瘍の浸潤範囲の評価に役立つことが示唆され，
CT による胆管癌の診断には MPR 画像を加えた評価が推奨される。
一方，MRCP は超音波検査，CTと比較し胆管全体を明瞭に描出することが可能であり，閉塞部位の同定に優
れている。良悪性を問わない胆管閉塞の存在診断ならびに閉塞部位の同定に関するメタアナリシスによる検討

で

7）

は，それぞれ 97％，98％の sensitivity があり，また，他の報告においてもそれぞれ 95 〜 100％の accuracy があっ
たと報告されている

。また，MRCP は他の ERCP や PTC などの胆管の直接造影とは異なり，狭窄部より中枢

8-11）

側の拡張した胆管の描出に有用

で，特に狭窄範囲の描出や多発する胆管の狭窄の診断に優れている一方，

12）13）

MRCP 単独による胆管閉塞の質的診断に関しては，十分な診断能があるとはいえないのが現状かと思われる。
しかしながら，近年における MR 装置の高性能化は MR 画像診断を向上させ，なかでも現在臨床の場で幅広
く使用されている拡散強調像における胆管癌の検出に関しては，sensitivity，specificity，accuracy がそれぞ
れ 94.3％，100％，96.4％であり，MRCPと比較して癌の検出に優れていると報告されている 。また，3T 装置を用
14）

いた 3D 撮像法による脂肪抑制併用ダイナミック・スタディによる胆管癌の描出に関する検討では MDCT 同様，周
囲の構造物を明瞭に描出することが可能で，血管の閉塞・狭窄ならびに腫瘍の浸潤の評価に有用で，冠状断像を
加えることにより腫瘍の発育パターンや長軸方向の腫瘍の浸潤範囲の評価に役立つと報告されている 。MRI に
15）

よる胆管癌の診断には MRCP に加え，拡散強調像や冠状断像を加えた 3D 撮像法による脂肪抑制併用ダイナミッ
ク・スタディによる評価が診断能の向上に寄与することが示唆されるが（図）
，今後のさらなる検討が必要と思われる。

検索式・参考にした二次資料
PubMed によりCT，MRI，MRCP，extrahepatic cholangiocarcinoma のキーワードを用いて検索した。また，
Evidence-Based Imaging（Springer 社）
，2011 を参考にした。

336

C Q 91

A

B

❺

図

A
B
C
D
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C

D
浸潤性胆管癌
MDCT/MPR image において上部胆管〜左右肝管にかけ肥厚した壁の造影効果を認める（→）
。
MDCT 横断像では全周性の壁肥厚を認め，肝内胆管は拡張している（→）
。
MRCP /3D において肝門部胆管の欠損像を認め，肝内胆管は著明に拡張している（→）
。
DWI では腫瘍部に一致して，高信号域を認める（→）
。

献

1）Mortele KJ et al：CT and magnetic resonance imaging in pancreatic and biliary tract malignancies．Gastrointest Endosc 56：
S206-212，2002（レベル 4）
2）Talamonti MS et al：Staging and surgical management of pancreatic and biliary cancer and inflammation．Radiol Clin North Am
40：1397-1410，2002（レベル 4）
3）Rösch T et al：A prospective comparison of the diagnostic accuracy of ERCP，MRCP，CT，and EUS in biliary strictures．
Gastrointest Endosc 55：870-876，2002（レベル 4）
4）Schwartz LH et al：Neoplastic pancreaticobiliary duct obstruction：evaluation with breath-hold MR cholangiopancreatography.
AJR 170：1491-1495，1998（レベル 4）
5）Park MS et al：Preoperative staging accuracy of multidetector row computed tomography for extrahepatic bile duct carcinoma．J
Comput Assist Tomogr 30：362-367，2006（レベル 4）
6）Seo H et al：Evaluation of the gross type and longitudinal extent of extrahepatic cholangiocarcinomas on contrastenhanced multidetector row computed tomography．J Comput Assist Tomogr 33：376-382，2009（レベ ル 4）
7）Romagnuolo J et al：Magnetic resonance cholangiopancreatography：a meta-analysis of test performance in suspected biliary
disease．Ann Intern Med 139：547-557，2003（レベル 2）
8）Calvo MM et al：Role of magnetic resonance cholangiopancreatography in patients with suspected choledocholithiasis．Mayo
Clin Proc 77：422-428，2002（レベル 4）
9）Schwartz LH et al：Neoplastic pancreaticobiliary duct obstruction：evaluation with breath-hold MR cholangiopancreatography．
AJR 170：1491-1495，1998（レベル 4）
10）Varghese JC et al：A prospective comparison of magnetic resonance cholangiopancreatography with endoscopic retrograde
cholangiopancreatography in the evaluation of patients with suspected biliary tract disease．Clin Radiol 54：513-520，
1999（レ
ベル 4）
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11）Zhong L et al：Imaging diagnosis of pancreato-biliary diseases：a control study．World J Gastroenterol 9：2824-2827，2003（レ
ベル 4）
12）Lopera JE et al：Malignant hilar and perihilar biliary obstruction：use of MR cholangiography to define the extent of biliary ductal involvement and plan percutaneous interventions．Radiology 220：90-96，2001（レベル 4）
13）Fulcher AS et al：HASTE MR cholangiography in the evaluation of hilar cholangiocarcinoma．AJR 169：1501-1505，1997（レ
ベル 4）
14）Xing-Yu Cui et al：Role of diffusion-weighted magnetic resonance imaging in the diagnosis of extrahepatic cholangiocarcinoma．
World J Gastroenterol 16：3196-3201，2010（レベル 4）
15）Li N et al：MRCP and 3D LAVA imaging of extrahepatic cholangiocarcinoma at 3 T MRI．Clin Radiol 67：579-586，2012（レベル 4）
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92 胆管癌と胆管炎の鑑別には CT・MRI は有用か？
推奨グレード

CT・MRI は胆管癌と胆管炎の鑑別に明確な見解は得られていない。しかし腫瘍の検出な

C1

らびにリンパ節転移をはじめとする転移巣や脈管浸潤など胆管癌を疑う所見を拾い上げ
ることが重要である。

背景・目的
CT・MRI による胆道狭窄が疑われる疾患を対象とした良悪性疾患の鑑別に関する報告は少なく，また，臨床
の場でその評価に関して困難であることが，少なくない。これまでの報告をふまえ，胆管狭窄・閉塞の良悪性鑑別，
殊に胆管癌と硬化性胆管炎の鑑別における CT・MRI の有用性について検討する。

解

説
。また，外傷 / 非外傷性を含む多くの良性狭窄に関してはその特徴として狭窄範囲が

1-3）

短く，平滑で対称性である一方，悪性胆道狭窄の場合，良性狭窄と比較して狭窄部より近位部胆管の拡張が目立
ち，狭窄範囲が長い傾向にあると報告されている

。他方，びまん性の胆管狭窄を来す原発性硬化性胆管炎

1）3）4）

に関しては multifocal な胆管の狭窄 / 拡張が特徴的な所見であり，MRCP によって 90％以上の患者を正確に診
断することが可能であると報告されている

。しかしながら，
臨床の場で良悪性疾患の鑑別は必ずしも容易ではなく，

5）
6）

原発性硬化性胆管炎や自己免疫性膵炎に関連する（IgG4 関連）硬化性胆管炎と胆管癌の鑑別に苦慮すること
も少なくない

。特に自己免疫性膵炎に関連する硬化性胆管炎に関する近年の報告では胆管癌との比較におい

7-9）

て狭窄範囲や胆管壁肥厚部の最大径に有意差があり，さらに胆管癌では偏心性の壁肥厚がみられるのに対し，胆
管炎では同心円状の壁肥厚が両者の鑑別に役立つと報告

しているが，他の報告ではこれらの所見に有意差は

10）

みられず，逆に胆管炎の方が壁肥厚部の範囲が有意に長く，胆管炎では必ずしも狭窄範囲が壁肥厚部に一致せ
ず，過去の報告との矛盾点を指摘している 。また，加えて胆管炎では胆管癌と比較して，skip lesion の頻度が
11）

高い傾向にあることと報告

しているが，両者の鑑別に関する一定の見解は得られていない。

11）

近年，CT・MRI におけるハード / ソフトウェアの技術革新に伴い，特に，MDCT における高画質の MPR）画
像や 3D 画像，また，MRI における拡散強調像や冠状断像を加えた 3D 撮像法による脂肪抑制併用ダイナミック・
スタディによる評価は胆道領域の診断の向上に寄与することが示唆

される（図）が，今後のさらなる検討が必

12-17）

要と思われる。

検索式・参考にした二次資料
PubMed によりCT，MRI，extrahepatic cholangiocarcinoma，cholangitis のキーワードを用いて検索した。また，
Evidence-Based Imaging（Springer 社）
，2011 を参考にした。
文

献

1）Choi SH et al：Differentiating malignant from benign common bile duct stricture with multiphasic helical CT. Radiology 236：
178-183，2005（レベル 4）
2）Rosch T et al：A prospective comparison of the diagnostic accuracy of ERCP，MRCP，CT，and EUS in biliary strictures.
Gastrointest Endosc 55：870-876，2002（レベル 4）
3）Park MS et al：Differentiation of extrahepatic bile duct cholangiocarcinoma from benign stricture：findings at MRCP versus
ERCP. Radiology 233：234-240，2004（レベル 4）
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一般的に悪性腫瘍における胆道狭窄の診断には腫瘍の検出ならびにリンパ節転移をはじめとする転移巣や脈管
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B

A
図

自己免疫性膵炎に合併した硬化性胆管炎

A MDCT（MPR image）において上・下部胆管にかけてびまん性に肥厚した壁の造影効果を認め，下部胆管に
かけてスムースな tapering を認める（→）
。 B CT では全周性の壁肥厚と狭窄を認める（→）
。

4）Soto JA et al：Biliary obstruction：findings at MR cholangiography and cross-sectional MR imaging. Radiographics 20：353-366，
2000（レベル 4）
5）Fulcher AS et al：HASTE MR cholangiography in the evaluation of hilar cholangiocarcinoma. AJR 169：1501-1505，1997（レ
ベル 4）
6）Textor HJ et al：Three-dimensional magnetic resonance cholangiopancreatography with respiratory triggering in the diagnosis of
primary sclerosing cholangitis：comparison with endoscopic retrograde cholangiography. Endoscopy 34：984-990，
2002
（レベル 4）
7）Hayashi K et al：Autoimmune sclerosing cholangiopancreatitis with little pancreatic involvements by imaging findings.
Hepatogastroenterology 54：2146-2151，2007（レベル 4）
8）Hamano H et al：Immunoglobulin G4-related lymphoplasmacytic sclerosing cholangitis that mimics infiltrating hilar cholangiocarcinoma：part of a spectrum of autoimmune pancreatitis？ Gastrointest Endosc 62：152-157，2005（レベル 4）
9）Kuroiwa T et al：Bile duct involvement in a case of autoimmune pancreatitis successfully treated with an oral steroid. Dig Dis
Sci 47：1810-1816，2002（レベル 4）
10）Arikawa S et al：Comparison of sclerosing cholangitis with autoimmune panreatitis and infiltrative extrahepatic cholangiocarcinoma：multidetector-row computed tomography findings. Jpn J Radiol 28：205-213，2010（レベル 4）
11）Maeda E et al：Comparison of CT findings of biliary tract changes with autoimmune panreatitis and extrahepatic bile duct cholangiocarcinoma. Jpn J Radiol 30：227-234，2012（レベル 4）
12）Park MS et al：Preoperative staging accuracy of multidetector row computed tomography for extrahepatic bile duct carcinoma.
J Comput Assist Tomogr 30：362-367，2006（レベル 4）
13）Cho ES et al：Biliary ductal involvement of hilar cholangiocarcinoma：multidetector computed tomography versus magnetic
resonance cholangiography. J Comput Assist Tomogr 31：72-78，2007（レベル 4）
14）Ahmetoglu A et al：MDCT cholangiography with volume rendering for the assessment of patients with biliary obstruction. AJR
183：1327-1332，2004（レベル 4）
15）Kim HJ et al：Biliary ductal evaluation of hilar cholangiocarcinoma：three-dimensional direct multi-detector row CT cholangiographic findings versus surgical and pathologic results?feasibility study. Radiology 238：300-308，2006（レベル 4）
16）Xing-Yu Cui et al：Role of diffusion-weighted magnetic resonance imaging in the diagnosis of extrahepatic cholangiocarcinoma.
World J Gastroenterol 16：3196-3201，2010（レベル 4）
17）Li N et al：MRCP and 3D LAVA imaging of extrahepatic cholangiocarcinoma at 3 T MRI. Clin Radiol 67：579-586，2012（レ
ベル 4）
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93 胆嚢癌が疑われた場合，CT・MRI は有用か ?
推奨グレード

B CT
C1 MRI

B

推奨グレード

C1

胆嚢癌が疑われた場合，CT 検査は病変の質的診断および治療法決定のために有用な検査
であり，施行することを推奨する。MRI 検査は特に質的診断において一定の追加情報が
得られることがあり，施行することを考慮してもよい。

背景・目的
胆嚢病変のスクリーニング検査には体外式超音波検査（US）が一般的な検査法であるが，近年では高い空間
分解能を有する MDCT 普及や MRI 技術の進歩により，胆嚢病変の診断にこれらの検査が寄与する程度が増し

説

が感度 86％，特異度 87％に対し，CT が感度 72％，特異度 91％とCT は EUS より劣っている 。特に壁内病変
1）

である早期胆嚢癌病変において特異度は 94％と高いものの，感度に関しては 33％とかなり低く ，MPR を駆使し
2）

てマルチスライスで評価しても診断は難しい。一方，MRI に関しての最近の拡散強調像による良悪の鑑別の検討
では感度 78 〜 97％，特異度 78 〜 92％と報告されており

，現段階においては成績にばらつきはあるが，今後

3）4）

が期待されるモダリティである。また胆嚢腺筋腫症との鑑別には MRCP での Rokitanky-Aschoff sinus（RAS）
の描出が鑑別に有用である 。まとめると早期胆嚢癌の診断において，ポリープ状の病変に関しては形態学的診断
5）

（size ＞ 1cm，広基性）がある程度の基準にはなるが，びまん性壁肥厚病変に関しては CT・MRIともに現時点
では十分な良悪の診断能を有しているとはいえない

。

6）7）

局所の深達度診断は術式の決定や予後を予測するうえで重要である。これまでの報告で CT の T stage 分類
の正診率は 71 〜 93％と比較的高い値を示しているが
できる EUS が最も優れている

，壁内病変（T2 以下）では胆嚢壁の層構造を描出

2）8-10）

（図 1）
。一方，T3 以上の肝内直接浸潤や胆管側浸潤などの漿膜を超えて

6）11）12）

浸潤する病変の診断は，観察範囲に限界のある EUS に比べ，感度 80 〜 100％，得意度 81 〜 95％とCT が優れ
ており

，また MRIも感度 67 〜 100％，特異度 86 〜 100％と，ほぼ CTと同程度で

2）6）9）12）13）

CT・MRIと

6）14-16）

もに術式の決定には有用であるとの報告が多い（図 2）
。
進行癌の治療方針を決定するにあたり重要となる門脈や動脈への浸潤の有無，リンパ節転移や肝転移をはじめ
とする遠隔転移の評価に関しては，他のモダリティに比べ CT・MRI は優れているが

，一度に広い範囲を

9）12）14-16）

撮影できることや術前の詳細な解剖学的位置関係（血管変異等含めた）の把握に関して CT がより優れた検査と
いえる。リンパ節転移に関しては大きさ（1cm 以上）および形状（円形）で判断するしかないのが現状であり，こ
れまでの報告では正診率 80％未満のものが多い

。

17）18）

以上の結果をまとめると，胆嚢癌が壁内病変（T2 以下）であった場合，良悪の鑑別，局所深達度の評価には，
壁の層構造の描出に限界のある CT・MRI の有用性は乏しい。しかし病変が漿膜を超えて進展していた場合（T3
以上）
，周囲臓器浸潤の評価，リンパ節転移および遠隔転移の評価には，CT は他のモダリティに比べ同等または
優れた検査で，特に術式の決定や進行癌の治療方針の決定には欠かせない検査である。MRI は現時点におい
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胆嚢癌が疑われた場合，まず良悪の鑑別診断が最も重要である。CTとEUSとを比較した報告によるとEUS
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ている。胆嚢癌が疑われた場合の良悪の鑑別から治療法の決定における CT および MRI の有用性をまとめた。
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A

B

図 1 胆嚢癌

ダイナミック CT

A 早期相 B 遅延相 胆嚢体部腹腔側壁に内腔に突出する隆起性病変を認める。早期相で比較的良く
造影される腫瘍，隆起病変基部には遅延性濃染がみられる（→）
。この所見は MRI では漿膜下浸潤の指標とな
りうることが報告されているが 19)，CT でも有用である可能性がある。

A

B

図 2 肝浸潤を伴う胆嚢癌
A 造影 MRI B 造影 CT 胆嚢底部に不整なびまん性壁肥厚病変を認める。粘膜の造影効果の途切れが
あり，肝床部への直接浸潤が認められる（→）
。

ては CT をしのぐほどの有用性はないが，拡散強調像や 3D 撮像法によるダイナミック造影による今後の質的診断
の向上が期待できる。

検索式・参考にした二次資料
PubMed によりgallbladder，cancer，carcinoma，CT or MRI のキーワードを用いて検索した。また，検索さ
れた論文の reference のなかから有用と思われる論文は追加で参考にした。
文

献

1）Jang JY et al：Differential diagnostic and staging accuracies of high resolution ltrasonography，endoscopic ultrasonography，and
multidetector computed tomography for gallbladder polypoid lesions and gallbladder cancer．Ann Surg 250：943-949，2009（レ
ベル 2）
2）Yoshimitsu K et al：Helical CT of the local spread of carcinoma of the gallbladder：evaluation according to the TNM system in
patients who underwent surgical resection．AJR 179：423-428，2002（レベル 2）
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3）Ogawa T et al：High b-value diffusion-weighted magnetic resonance imaging for gallbladder lesions：differentiation between
benignity and malignancy．J Gastroenterol 47：1352-1360，2012（レベル 4）
4）Lee NK et al：Jeon TY．Diffusion-weighted MRI for differentiation of benign from malignant lesions in the gallbladder．Clin
Radiol．69：78-85，2014（レベル 4）
5）Haradome H et al：The pearl necklace sign：an imaging sign of adenomyomatosis of the gallbladder at MR cholangiopancreatography．Radiology 227：80-88，2003（レベル 4）
6）Rodríguez-Fernández A et al：Application of modern imaging methods in diagnosis of gallbladder cancer．J Surg Oncol 93：650664，2006（レベル 4）
7）Onoyama H et al：Diagnostic imaging of early gallbladder cancer：retrospective study of 53 cases．World J Surg 23：708-712，
1999（レベル 4）
8）Kim SJ et al：Accuracy of preoperative T-staging of gallbladder carcinoma using MDCT．AJR 190：74-80，2008（レベル 4）
9）Kumaran V et al：The role of dual-phase helical CT in assessing resectability of carcinoma of the gallbladder．Eur Radiol 12：
1993-1999，2002（レベル 3）
10）Kim BS et al：Accuracy of CT in local staging of gallbladder carcinoma．Acta Radiol 43：71-76，2002（レベル 3）
11）Sadamoto Y et al：Preoperative diagnosis and staging of gallbladder carcinoma by EUS．Gastrointest Endosc 58：536-541，
2003（レベル 3）
12）Reid KM et al：Diagnosis and surgical management of gallbladder cancer：a review．J Gastrointest Surg 11：671-681，
2007（レベル 4）
13）Li B et al：Computed tomography for assessing resectability of gallbladder carcinoma：a systematic review and meta-analysis．
Clin Imaging．37：327-33，2013（レベル 1）
14）Schwartz LH et al：Gallbladder carcinoma：findings at MR imaging with MR cholangiopancreatography．J ComputAssist
Tomogr 26：405-410，2002（レベル 4）
15）Kim JH et al：Preoperative evaluation of gallbladder carcinoma：efficacy of combined use of MR imaging，MR cholangiography，and contrast-enhanced dual-phase three-dimensional MR angiography．J Magn Reson Imaging．Dec 16：676-684，
2002
（レ
ベル 3）
16）Kaza RK et al：Evaluation of gall bladder carcinoma with dynamic magnetic resonance imaging and magnetic resonance cholangiopancreatography．Australas Radiol 50：212-217，2006（レベル 4）
17）Ohtani T et al：Carcinoma of the gallbladder：CT evaluation of lymphatic spread．Radiology 189：875-880，1993（レベル 3）
18）Lee SW et al：Clinical usefulness of 18F-FDG PET-CT for patients with gallbladder cancer and cholangiocarcinoma．J
Gastroenterol 45：560-566．2010（レベル 4）
19）Yoshimitsu K et al：Magnetic resonance differentiation between T2 and T1 gallbladder carcinoma：significance of subserosal
enhancement on the delayed phase dynamic study. Magn Reson Imaging，2012（レベル 2）
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94 胆嚢癌と胆嚢炎の鑑別には CT・MRI は有用か？
推奨グレード

C1

びまん性壁肥厚型の胆嚢癌と胆嚢炎，特に黄色肉芽腫性胆嚢炎の CT・MRI による診断
は依然困難なことが少なくない。しかし，一定の鑑別能を有する所見が報告されており，
施行することを考慮してもよい。

背景・目的
胆嚢癌と胆嚢炎は症状や臨床所見にオーバーラップもしばしばあり，診断に苦慮することが少なくない。しかし両
者は治療法や予後がまったく異なる病態であり，より正確な両者の鑑別は非常に重要である。これまでの報告をもと
に胆嚢癌と胆嚢炎の鑑別に対する CT・MRI の有用性についてまとめた。

解

説

胆嚢癌がポリープ状の病変であった場合は胆嚢炎との鑑別が問題となることはほとんどなく，むしろ良性ポリープと
の鑑別が問題となる。しかし，びまん性壁肥厚病変であった場合は胆嚢炎との鑑別が問題となってくる。鑑別点と
して，CT では不均一な壁肥厚や増強効果，粘膜面の造影効果の途切れ，肥厚した壁の内側が強く増強される所
見，周囲組織への浸潤所見は胆嚢癌を疑う所見であり，胆石の存在，壁内膿瘍の存在を疑う壁内の造影欠損域
は胆嚢炎を疑う所見と報告されている

。また MRI では胆嚢癌のほうがダイナミック造影早期相でよく造影される

1-3）

との報告や ，拡散強調像でより高信号（ADC が低下）であるとの報告もある 。しかし実際には慢性胆嚢炎と
4）

5）

の鑑別に苦慮することはしばしばある。特に黄色肉芽腫性胆嚢炎との鑑別はさらに困難である。これまでの報告で
は，CT において胆嚢癌と黄色肉芽腫性胆嚢炎の鑑別には，びまん性の壁肥厚（感度 89％，特異度 65％）
，粘膜
の連続性（感度 61％，
特異度 71％）
，
肥厚した壁内の低吸収域（感度 67％，
特異度 71％）
，
肝床部浸潤の欠如（感
度 72％，特異度 77％）
，肝内胆管拡張の欠如（感度 67％，特異度 71％）という所見が鑑別に有用で，これらの
所見のうち少なくとも3 項目を満たした場合には感度 83％，特異度 100％と報告されている
の脂肪 MRI をケミカルシフトイメージで検出することにより鑑別できた報告もある

。また黄色肉芽腫内

6-8）

。しかし実際には所見にはオー

9）10）

バーラップも多く，両者の鑑別診断は難しいことが多い。間接的な所見ではあるが，リンパ節転移などの転移巣の
有無が鑑別点となることも重要である。
現時点においては CT・MRI による胆嚢癌と胆嚢炎，特に黄色肉芽腫性胆嚢炎の鑑別はある程度の予測はでき
るものの，所見のオーバーラップが多い（図）
。そのため最終的には胆嚢癌を否定しえないといわざるを得ないこと
が多く，正確な鑑別は依然難しく切除に頼らざるを得ない。

検索式・参考にした二次資料
PubMed によりgallbladder，cancer，cholecystitis，CT or MRI のキーワードを用いて検索した。また，検索され
た論文の reference のなかから有用と思われる論文は追加で参考にした。
文

献

1）Demachi H et al：Dynamic MRI using a surface coil in chronic cholecystitis and gallbladder carcinoma：radiologic and histopathologic correlation. J Comput Assist Tomogr 21：643-651，1997（レベル 4）
2）Liang JL et al：Gallbladder carcinoma manifesting as acute cholecystitis：clinical and computed tomographic features. Surgery
146：861-868，2009（レベル 3）
3）Kim SJ et al：Analysis of enhancement pattern of flat gallbladder wall thickening on MDCT to differentiate gallbladder cancer
from cholecystitis. AJR 191：765-771，2008（レベル 4）
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黄色肉芽腫性胆嚢炎
A 造影 CT B 造影 MRI C MRI T2 強調像 著明な壁の肥厚と壁内膿瘍を疑う造影欠損域が多数認められる。内
腔と思われる部分には胆石が認められる。手術の結果，黄色肉芽腫性胆嚢炎であった。
図
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4）Yoshimitsu K et al：dynamic MRI of the gallbladder lesions：differentiation of benign from malignant. J Magn Reson Imaging 7：
696-701，1997（レベル 4）
5）Ogawa T et al：High b-value diffusion-weighted magnetic resonance imaging for gallbladder lesions：differentiation between
benignity and malignancy. J Gastroenterol 47：1352-1360，2012（レベル 4）
6）Goshima S et al：Xanthogranulomatous cholecystitis：diagnostic performance of CT to differentiate from gallbladder cancer. Eur
J Radiol 74：e79-83，2010（レベル 2）
7）Chang BJ et al：Distinguishing xanthogranulomatous cholecystitis from the wall-thickening type of early-stage gallbladder cancer. Gut Liver 4：518-523，2010（レベル 3）
8）Uchiyama K et al：Xanthogranulomatous cholecystitis：the use of preoperative CT findings to differentiate it from gallbladder
carcinoma. J Hepatobiliary Pancreat Surg 16：333-338，2009（レベル 3 ）
9）Hatakenaka M et al：Xanthogranulomatous cholecystitis：importance of chemical-shift gradient-echo MR imaging. Eur Radiol
13：2233-2235，2003（レベル 5）
10）Nakayama T et al：Fat detection in gallbladder carcinoma with extensive xanthogranulomatous change demonstrated by chemical shift MR imaging. Abdom Imaging 28：684-687，2003（レベル 5）

❺ 消化器（膵）

95 急性膵炎の診断および重症度判定に有用な画像診断は何か？
推奨グレード

A

推奨グレード

B

A 急性膵炎の診断および重症度判定に造影 CT を強く推奨する。
B 急性膵炎の診断に MRI および腹部超音波検査を推奨する。MRI 検査はヨードアレル
ギー患者，腎機能障害患者において CT の代替検査として推奨される。

背景・目的
急性膵炎の国際的コンセンサスであるアトランタ分類が 2012 年に改訂されたことを受け，本邦においても2015 年
に急性膵炎診療ガイドライン 2015 第 4 版が発刊された。これらの骨子は膵炎の局所合併症分類を壊死の有無と
発症後 4 週間で区切った時間軸を含めた 4 つのカテゴリー化がなされたこと，そしてこれらに対する治療法（特に
内視鏡的治療，画像下治療，低侵襲の外科的治療）について細かな言及がなされたことである。急性膵炎では
早期診断に加えて早期重症度診断と経時的な重症度診断，重症例に対する早期介入治療が重要であり，膵局所
の評価および全身に生じる合併症の評価において，画像診断の役割は大きい。

解

説

急性膵炎は急性腹症に分類され，腹痛患者の約 5％が膵炎であると言われている。典型例の臨床症状は，まず
心窩部に圧痛を認め，炎症が拡大するとともに腹膜刺激症状，筋性防御が明らかとなり，さらに麻痺性イレウスを呈
する。急性腹症の原因検索には，まず胸腹部単純 X 線撮影や腹部超音波検査が行われることが多い。腹部単
純 X 線所見としてはイレウス像，拡張した大腸の急な途絶（colon cut-off sign）
，左上腹部の局所的な小腸拡張
像（sentinel loop sign）
，膵石像などがみられることがあり，胸部単純 X 線所見としては胸水貯留像や急性呼吸
窮迫症候群（ARDS）の像がみられることがあるが，いずれも急性膵炎に特異的なものではない。腹部超音波検
査は，膵腫大や膵周囲の炎症性変化をとらえることが可能であり，急性膵炎の診断に有用である。しかし，手技者
熟練度に大きく依存すること，腸管内ガスなどの影響で診断に苦慮する場合がある。CT は客観的に局所的な膵
炎や膵周囲の液体貯留，全身の合併症の検索に有用である。また造影 CT の膵実質相は膵虚血・壊死の評価
に有用であり ，重症度診断や膵壊死の予測に役立つ 。MRI は，膵炎の原因検索
1）

2）

や液体貯留物の性状診

3）

断に有用であり，
治療法の選択に役立つ 。漿液性の液体貯留は T1 強調像で低信号，T2 強調像で高信号を示し，
1）

壊死物が混在した液体貯留では T1 強調像で高信号，T2 強調像で低信号を示す。また間質性浮腫性膵炎で
は，膵実質が T2 強調像で高信号を示し，特に膵腫大が軽微である症例において膵炎の診断に有用である。また
MRI は CT に比べて被曝を伴わない利点がある。
急性膵炎の診断は 2008 年の厚生労働省難治性膵疾患調査研究班の診断基準によると，① 上腹部に急性腹
痛発作と圧痛がある，② 血中または尿中に膵酵素の上昇がある，③ 超音波，CT または MRI で膵に急性膵炎を
伴う異常所見がある，のうち 2 項目以上を満たし，他の膵疾患および急性腹症を除外したものを急性膵炎と診断す
るとある。急性膵炎は急性腹症という速やかな診断・治療が求められる疾患であり，さらにマネージメントには重症
度診断が必須であることから，CT 検査はアクセスし易い検査であり，もっとも推奨される検査と言える。
急性膵炎診断ガイドライン 2015（第 4 版）での重症度判定基準（図１）は，厚生労働省急性膵炎重症度
判定基準（2008）を踏襲しつつ，2014 年の改訂アトランタ分類（図 2）を受けて膵局所合併症を 4 週間以内
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膵外進展度
膵臓形不良域

前腎傍腔

結腸間膜根部

Grade 1

腎下極以遠

Grade 2

＜1/3

Grade 3

1/3～1/2
浮腫性膵炎は造影不良域＜1/3 に入れる。
原則として発症後 48 時間以内に判定する。

1/2＜
図 1 造影

❺

CT による CT Grade 分類（予後因子と独立した重症度判定項目）
CT Grade2 以上は重症とする．
・原則として発症後 48 時間以内に判定する。
・炎症の膵外進展度と膵の造影不良域のスコアが合計 1 点以下を Grade 1 とし，
2 点を Grade 2，3 点以上を Grade 3 と診断する。
・造影 CT Grade 2 以上を重症，Grade 1 以下を軽症と判定する。
1）炎症の膵外進展度
①前腎傍腔
0点
②結腸間膜根部 1 点
③腎下極以遠
2点
2）膵の造影不良域：膵臓を便宜的に膵頭部，膵体部，膵尾部の 3 つの区域に分ける。
①各区域に限局している場合，または膵の周辺のみの場合
0点
② 2 つの区域にかかる場合
1点
③ 2 つの区域全体をしめる，またはそれ以上の場合
2点

消化器（膵）

4 weeks
＜4 weeks after onset of pancreatitis

＞4 weeks after onset of pancreatitis

Necrosis（－）

APFC（sterile）
APFC（infected）
ANC（sterile）

PPC（sterile）
PPC（infected）
WON（sterile）

Necrosis（＋）

ANC（infected）

WON（infected）

図 2 改訂アトランタ分類による膵炎後液体貯留の分類

の壊死を伴わない急性膵周囲液体貯留（acute peripancreatic fluid collection；APFC）と壊死を伴う急性
液状化壊死（acute necrotic collection；ANC）に，4 週間以降の壊死を伴わない膵仮性嚢胞（pancreatic
pseudocyst；PPC）と被包化壊死（walled-off necrosis；WON）に分類した。これらはさらに感染の有無でそ
れぞれは 2 分割される。このように急性膵炎を発症から経過時間で分類したことで，より臨床に即した分類となっ
ており，またドレナージ（経皮的，経消化管的，経乳頭的，経腹腔鏡的もしくは開腹手術により貯留している液状
物質を嚢胞外に誘導する手技）やネクロセクトミー（経消化管的，経腹腔鏡的もしくは開腹手術により積極的に壊
死物質・貯留物質を掻破・除去する手技）の治療介入方法の選択においても有用な分類である。壊死物を伴っ
た ANC や WON では，
ドレナージよりネクロセクトミーが推奨される。超音波検査

や造影 CT 検査

4）

では，これ

2）

らの局所合併症の検出・診断が可能である。特に造影 CT は上述の 4 つのカテゴリーの診断に必須の検査であ
る。APFC の造影 CT 所見は「均一な液体成分で膵に隣接するのみで膵実質には及ばないもの」であり（図３）
，
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図 3 間質性浮腫性膵炎と急性膵周囲液体貯留（APFC）
初診時 CT（A：単純 CT，B：膵実質相相）と 10 日後の造影 CT（C：門脈相）
。膵はびまん性に腫大し，膵実質相に
おいて膵実質の造影効果も弱い。膵周囲に浸出液（APFC）を認める (A，B ＊）
。10 日後の CT では浸出液の増大と
濃度の不均一（C ＊）
，膵実質への波及（C →）を認め，急性液状化壊死（ANC）になったと考えられる。

＊

A

B

C

図 4 急性液状壊死（ANC）初診時の CT（A：単純 CT，B：後期動脈相）と 20 日後の造影 CT（C）
初診時の単純 CT では膵周囲に淡い高吸収の滲出物を認め（A ＊）
，急性液状壊死と診断できる。造影 CT では膵実質
の造影効果は保たれている（B →）
。20 日後の造影 CT では結腸間膜に沿った浸出液の増大を認める。

＊

A

B

図 5 膵仮性嚢胞（PPC）

慢性膵炎急性増悪例。膵頭体部腹側に境界明瞭な嚢胞性腫瘤を認める（A ＊）
。内容は均一であり，PPC と診断された。
経過で増大してきたため，経胃ドレナージ術により著明な縮小が得られた（B → ドレナージチューブ）
。
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図 6 急性膵炎後の被包化壊死（WON）

あり（図 5）
，WON の造影 CT 所見は「膵実質あるいは膵周囲に完全に被包化された不均一な液体成分と非
液体成分の濃度を呈する貯留物」である（図 6）
。ANC や WON では出血を伴うことが多く，単純 CT では高
吸収，MRI では T1 強調像高信号を呈することがある。また膵内や膵周囲のガス貯留像は腸管との瘻孔形成やガ
ス産生菌の感染によることが多く，重症化を示す重要な所見である。
上述の厚生労働省急性膵炎重症度判定基準（2008）では，急性膵炎の重症度判定基準は 9 つの予後因子
のスコアによる判定と，造影 CT による判定の独立した 2 系統の判定から成っており，どちらの判定でも重症度が判
定できる。予後因子の合計が 3 点以上，造影 CT による判定では grade 2 以上が重症と判定される。2011 年の
本邦の全国調査結果では，
予後因子スコア3 点以上，CT Grade2 以上の重症例の死亡率はそれぞれ 7.5％，4.2％
であり，両スコア・Grade で重症と判断された群は 25.9％であった。なお重症度判定は急性膵炎発症の 48 時間
以内に行ない，膵壊死が明瞭となる 4 日目以降もCT による再評価を行うことが多い。

検索式・参考にした二次資料
PubMed によりacute pancreatitis，CT，computed tomography のキーワードを用いて検索した。また，急性膵
炎診断ガイドライン 2015（第 4 版，急性膵炎診療ガイドライン 2015 改訂出版委員会編）
，膵炎局所合併症（膵仮性
嚢胞，感染性被包化壊死等）に対する診断・治療コンセンサス（厚生労働省科学研究費補助金難治性疾患克服
研究事業 難治性膵疾患に関する調査研究班）を参考にした。
文

献

1）Shyu Jeffrey Y et al：Necrotizing pancreatitis：diagnosis，imaging，and intervention．Radiographics 34：1218-1239，
2014
（レベル 5）
2）Hirota M et al：Early detection of low enhanced pancreatic parenchyma by contrast-enhanced computed tomography predicts
poor prognosis of patients with acute pancreatitis．Pancreas 41：1099-1104，2012（レベル 4）
3）Thevenot A et al：Endoscopic ultrasound and magnetic resonance cholangiopancreatography in patients with idiopathic acute
pancreatitis．Digestive diseases and sciences 58：2361-2368，2013（レベル 2）
4）Zerem E et al：Prognostic value of acute fluid collections diagnosed by ultrasound in the early assessment of severity of acute
pancreatitis．Journal of clinical ultrasound 41：203-209，2013（レベル 3）
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ANC の造影 CT 所見は「被包化されていない不均一な液体貯留であり，しばしば膵実質に及ぶことがあるもの」
である（図 4）
。PPC の造影 CT 所見は「周囲と明瞭に境界された円形あるいは卵円型の均一な液体貯留」で

❺

単純 CT（A）と後期動脈相（B）
。膵周囲に被膜で覆われた境界明瞭な嚢胞性病変を認める（＊）
。内容は不均一である。

❺ 消化器（膵）

96 慢性膵炎の診断に CT を推奨するか？
推奨グレード

CT は有用であり，推奨する。ただし，早期慢性膵炎の診断に関しては，EUS などによる

B

精査が必要である。

背景・目的
慢性膵炎の診断には，わが国ではこれまで「慢性膵炎の臨床診断基準」が使用されてきた。2009 年には基準
が改訂され，
「慢性膵炎臨床診断基準 2009」では早期慢性膵炎の概念が取り入れられた。改訂された診断基準
も踏まえ，慢性膵炎の診断における CT の有用性を検討する。

解

説

慢性膵炎は，
「膵臓の内部に不規則な線維化，細胞浸潤，実質の脱落，肉芽組織などの慢性変化が生じ，進
行すると膵外分泌・内分泌の低下を伴う病態」と定義される。多くは非可逆的であり，成因によってアルコール性と
非アルコール性に分類される。自己免疫性膵炎と閉塞性膵炎は可逆性である点より，現時点では膵の慢性炎症と
して別個に扱われている。
慢性膵炎の診断に関する海外の報告では，
慢性膵炎の CT による診断率は，
感度 74 〜 91％，
特異度 78 〜 98％
とされる

。また，項目別の検討では膵のびまん性の石灰化は感度 53％，特異度 94％，膵石は感度 43％，特異

1-3）

度 88％と報告されており ，特異度の高い所見となっている（図）。よって，診断に有用と思われ，慢性膵炎診療ガ
4）

イドライン 2015（改訂第 2 版）
，膵石症の内視鏡治療ガイドライン 2014，膵炎局所合併症（膵仮性嚢胞，感染性
被包化壊死等）に対する診断・治療コンセンサスにおいても，慢性膵炎における CT の有用性を報告している。
また，
「慢性膵炎臨床診断基準 2009」では早期慢性膵炎の疾患概念が診断基準に取り入れられている。早期
慢性膵炎の診断は，慢性膵炎確診，慢性膵炎準確診と診断し得ない症例で，臨床所見 4 項目（「反復する上腹
部痛発作」「血中または尿中膵酵素値の異常」「膵外分泌障害」「1 日 80g 以上（純エタノール換算）の持続す
る飲酒歴」）のうち 2 項目以上を満たす症例を「慢性膵炎疑診」とする。この疑診例に対しては EUS あるいは
ERCP での精査を早期（3 カ月以内）に行うことが推奨されており，慢性膵炎疑診例において，表に示す画像所
見が認められた例を早期慢性膵炎と診断する。Rosemont 分類は EUS に基づいた基準であり，今回の改訂では
CT は早期慢性膵炎に関しては診断基準に含まれていない。海外でも，EUS や ERCPと比較して CT は早期慢
性膵炎に関しては敏感でないと報告され

，診断能が高くないとされている

5）6）

。慢性膵炎臨床診断基準 2009

7）8）

上は，偶発症の問題から，早期慢性膵炎の画像診断には，まず EUS が行われ，膵病変が強く疑われる有症状例
に必要に応じて ERCP が行われると記載されている。よって，早期慢性膵炎の画像診断に関しては，EUS などに
よる精査が必要と考えられる。また，近年では EUS-elastography に関する報告が散見され，膵腫瘍上流の膵実
質の線維化の程度を評価できるという報告や ，組織弾性の平均値が正常例と確診＋準確診例，正常例と早期慢
9）

性膵炎例の間に統計学的有意差を認めた（p ＜ 0.001）という報告があり ，今後の動向が注目される。
10）

検索式・参考にした二次資料
Pubmed で，chronic pancreatitis，pancreatic calcification，diagnosis，stage，sensitivity，specificity のキー
ワードを用いて検索した。また，医中誌では，慢性膵炎，EUS のキーワードを用いて検索した。また，厚生労働省難
治性膵疾患に関する調査研究班ほか編：慢性膵炎臨床診断基準 2009，日本消化器病学会編：慢性膵炎診療ガイ
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A

B

図 慢性膵炎
A 単純 CT（軸位断）膵実質は萎縮し，主膵管の拡張が認められる（太→）
。膵実質には石灰化が
散在している（→）
。 B 造影 CT（動脈相，oblique image）主膵管内に膵石が認められる（太→）
。
表

早期慢性膵炎の画像所見 （慢性膵炎臨床診断基準 2009 より引用）

【a．b のいずれかが認められる。】

❺

a．以下に示す EUS 所見 7 項目のうち（1）～（4）のいずれかを含む 2 項目以上が認められる。

消化器（膵）

（1）蜂巣状分葉エコー（lobularity，honeycombing type）
（2）不連続な分葉エコー（nonhoneycombing lobularity）
（3）点状高エコー（hyperechoic foci：non-shadowing）
（4）索状高エコー（stranding）
（5）嚢胞（cysts）
（6）分枝膵管拡張（dilated side branches）
（7）膵管辺縁高エコー（hyperechoic mpd margin）

b．ERCP 像で，3 本以上の分枝膵管に不規則な拡張が認められる。

ドライン 2015（改訂第 2 版）
，厚生労働省難治性膵疾患調査研究班・日本膵臓学会編：膵石症の内視鏡治療ガイ
ドライン 2014，厚生労働省科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業 難治性膵疾患に関する調査研究班編：
膵炎局所合併症（膵仮性嚢胞，感染性被包化壊死等）に対する診断・治療コンセンサスを参考にした。
文

献

1）Buscail L et al：Endoscopic ultrasonography in chronic pancreatitis：a comparative prospective study with conventional ultrasonography，computed tomography，and ERCP．Pancreas 10：251-257，1995（レベル 3）
2）Bozkurt T et al：Comparison of pancreatic morphology and exocrine functional impairment in patients with chronic pancreatitis．
Gut 35：1132-1136，1994（レベル 3）
3）Rosch T et al：Modern imaging methods versus clinical assessment in the evaluation of hospital in-patients with suspected pancreatic disease．Am J Gastroenterol 95：2261-2270，2000（レベル 3）
4）Campisi A et al：Are pancreatic calcifications specific for the diagnosis of chronic pancreatitis？ A multidetector-row CT analysis．
Clin Radiol 64：903-911，2009（レベル 3）
5）Remer EM et al：Imaging of chronic pancreatitis．Radiol Clin North Am 40：1229-1242，2002（レベル 5）
6）Chong AK et al：Diagnostic performance of EUS for chronic pancreatitis： a comparison with histopathology．Gastrointest
Endosc 65：808-814，2007（レベル 3）
7）Buchler MW et al：A proposal for a new clinical classification of chronic pancreatitis．BMC Gastroenterol 9：93，
2009（レベル 5）
8）Aoun E et al：Rapid evolution from the first episode of acute pancreatitis to chronic pancreatitis in human subjects．JOP 8：
573-578，2007（レベル 4）
9）Itoh Y et al：Quantitative analysis of diagnosing pancreatic fibrosis using EUS-elastography（comparison with surgical specimens）
．J Gastroenterol 49：1183-1192，2014（レベル 3）
10）伊藤裕也 ほか：慢性膵炎診断における EUS-elastography の現状と課題．肝・胆・膵 64：919-926，2012（レベル 4）
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97 自己免疫性膵炎（type 1）の診断に有用な画像診断は何か？
推奨グレード

A

A 造影 CT
B MRI

推奨グレード

B

や限局性腫瘤症例において役立ち，治療法の選択にも役立つ。

自己免疫性膵炎の診断に造影 CT を強く推奨する。MRI は特に膵腫大が軽微である症例

背景・目的
自己免疫性膵炎（type 1）は中高年男性に好発し，ステロイド治療が奏効するため，診断が重要である。現在
では全身性疾患 IgG4 関連疾患の膵病変として認識され，血清 IgG4という非常に有用な血清診断マーカーが存
在するが，絶対的なものではなく，画像検査は本疾患を疑う際や，他疾患との鑑別において大きな役割を果たして
いる。

解

説

自己免疫性膵炎は全身疾患 IgG4 関連疾患の膵病変であり，顎下腺や胆管，腎臓，後腹膜などに異時性，同
時性に病変を形成する。IgG4 関連疾患の中でも最も頻度の高い病変であり，膵病変単独で見つかることも多い。
病理学的には病変部にリンパ球，形質細胞浸潤，閉塞性静脈炎，線維化といった変化が見られ，画像所見に反映
される。画像所見に関しては以前より国内外より報告が数多くされており，主な画像所見は以下の通りである

。

1-3）

1）膵全体が腫大（ソーセージ様）する。
2）腫大実質を取り囲む様に rim 様構造（capsule-like rim）がみられる。
3）罹患部膵実質は膵実質相にて造影効果が低下し，後期相にかけて漸増性に増強される。
これらの所見はダイナミック CT で容易に捉えることが可能である。膵臓の腫大に関しては大きさの定義が曖昧で
判断に迷うことがあるが罹患部では膵臓辺縁部の分葉構造が消失し，直線化することがある。capsule-like rim
に関しては非常に特異性が高く，診断に有用な所見ではあるがその頻度は 16-80%と報告によりばらつきが見られ
る

。ダイナミックスタディーでの造影効果に関して Takahashi らは膵実質相（造影剤急速注入後 35 〜 45

1）2）4）5）

秒）
，肝実質相（造影剤急速注入後 60-70 秒）における検討にて膵実質相で正常膵よりも造影効果が低く，肝実
質相にかけて漸増性に増強されることを示した 。自己免疫性膵炎診療ガイドライン 2013 においても膵腫大および
3）

ダイナミック CT における遅延性濃染，capsule-like rim が AIP を示唆する CT 所見として推奨されている（参 1）。
典型像を呈する症例に関してはダイナミック CT のみで充分診断可能であり（図 1）
，血清 IgG4 上昇があれば確
定診断が可能となっている 。この点は本邦から報告された自己免疫性膵炎診断基準 2011（参 2）でも同様であ
6）

り，膵実質の腫大がびまん性か限局性であるかで分類されており，前者は画像と血清 IgG4 値で診断が可能であ
る。後者は膵癌との鑑別を要するため，確定診断に至るためには血清 IgG4 値や組織所見，膵外病変といった項
目を加味して診断に当たる必要がある（参 2）
。実際の日常診療では限局性に腫瘤形成を生じる限局型の自己免
疫性膵炎（focal AIP）と膵癌との鑑別が画像上問題となる症例が存在する 。focal AIPと膵癌との鑑別に有
7）

用な画像所見として腫瘤内を膵管が貫通する（duct-penetrating sign）
，後期相での均一な濃染がよく知られて
いるが ，この他 focal AIP において Sugiyama らはダイナミック MRI での検討で腫瘤内に speckle 状の濃染を
8）

認めることを報告し，膵癌との鑑別において 91.7% の正診率が得られたと報告している （図 2）。CT における検
9）
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図 1 自己免疫性膵炎典型像（ダイナミック CT）
図 2 限局性自己免疫性膵炎
（ダイナミック MRI 膵実質相）
ソーセージ様の膵実質の腫大と同部を縁取るような低吸収の 膵頭部に限局性の腫瘤形成を認める。 病変内に speckle
rim 様構造（capsule-like rim）を認める。CT 像より自己 状の濃染を認め，膵癌との鑑別に有用な所見である。
免疫性膵炎と容易に診断可能である。

❺

の造影効果と腫瘤内膵管造影効果，capsule-like rim などの各所見の組み合わせにより94% の正診率を報告し
ている

。最近ではダイナミック MRIとMRCP による膵管像の所見の組み合わせにより鑑別精度の上昇を認め

10）11）

た報告がなされているが日常臨床において使用するには煩雑な印象がある 。この他，PET や MRI における拡
12）

散強調像の有用性も報告されている

。CT，MRIともに膵癌との鑑別に有用とされる所見の報告は見られるが

13）14）

いずれかの優位性を示した報告は見られず，現時点においては非典型例においては特に膵癌との鑑別に関してダ
イナミック CT, ダイナミック MRI における各所見を詳細に検討することに加え，血清 IgG4 値や膵外病変の有無，な
どの所見を総合的に判断して慎重に診断に当たるべきである。また自己免疫性膵炎診断基準においては上記の様
な膵実質の変化に加え，ERP による膵管の評価が診断項目に含まれ，主膵管の不整狭細像は診断に有用な所見
として広く認知されている（参 2）
。また自己免疫性膵炎では胆管病変特に下部総胆管病変の合併する頻度が高く，
肝内胆管〜上部総胆管の拡張や膵内胆管の同心円状の壁肥厚が造影 CT・MRI で見られることがあり，診断に
有用な所見である。膵管 / 胆管の評価は MRCP でもある程度可能であるが局所の詳細評価には ERCP が必要
である。さらに最近では膵疾患診療において EUS が併用される頻度も高く，Hoki らは自己免疫性膵炎の EUS 所
見としてびまん性低エコー域，びまん性腫大，胆管壁肥厚，膵周囲低エコー域（capsule-like rim に相当すると考
えられる）を報告しており，膵癌との鑑別に有用である可能性があるが実際は EUS 所見のみでの鑑別は困難な症
例が多い。ただ EUS は生検（EUS-FNA/biopsy）が可能である利点があり，膵癌との鑑別において重要な役
割を担っており，両者の鑑別が画像で困難な症例にはできる限り施行するべきである 。
15）

検索式・参考にした二次資料
PubmedでAutoimmune pancreatitis，Lymphoplasmacytic sclerosing pancreatitis，computed tomography，
magnetic resonance imaging，ultrasonography，positron emission tomography のキーワードを用いて検索した。
また，以下の文献を参考にした。
1）日本膵臓学会・厚生労働省難治性膵疾患に関する調査研究班編：自己免疫性膵炎診療ガイドライン 2013，膵
臓 28：715-784，2013
2）日本膵臓学会・厚生労働省難治性膵疾患に関する調査研究班編：自己免疫性膵炎臨床診断基準 2011．膵
臓 27：17-25，2012
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討では Kawai らが腫瘤内の膵管周囲に濃染像がみられることを報告し，また同グループはダイナミックスタディーで

❺ 消化器（膵）
文

献

1）Irie H et al：Autoimmune pancreatitis：CT and MR characteristics．AJR 170：1323–1327，1998（レベル 3）
2）Sahani DV et al：Autoimmunepancreatitis：imaging features．Radiology 233：345–352，2004（レベル 3）
3）Takahashi N et al：Autoimmune pancreatitis： differentiation from pancreatic carcinoma and normal pancreas on the basis of
enhancement characteristics at dual-phase CT．AJR 193：479-484，2009（レベル 3）
4）Kawamoto S et al：Lymphoplasmacytic sclerosing pancreatitis with obstructive jaundice：CT and pathology features．AJR 183：
915-921，2004（レベル 3）
5）Yang DH et al：Autoimmune pancreatitis：radiologic findings in 20 patients．Abdom Imaging 31：94–102，2006（レベル 3）
6）Shimosegawa T et al：International consensus diagnostic criteria for autoimmune pancreatitis： guidelines of the International
Association of Pancreatology．Pancreas 40：352–358，2011（レベル 2-3）
7）Takahashi N et al：Dual-phase CT of auto autoimmune pancreatitis：a multireader study．AJR 190：280–286，2008（レベル 3）
8）Wakabayashi T et al：Clinical and imaging features of autoimmune pancreatitis with focal pancreatic swelling or mass formation：comparison with so-called tumor forming pancreatitis and pancreatic carcinoma．Am J Gastroenterol 98：2679–2687，
2003
（レベル 3）
9）Sugiyama Y et al：Characteristic magnetic resonance features of focal autoimmune pancreatitis useful for differentiation from
pancreatic cancer．Jpn J Radiol 30：296–309，2012（レベル 3）
10）Kawai Y et al：Autoimmune pancreatitis： assessment of the enhanced duct sign on multiphase contrast-enhanced computed
tomography．Eur J Radiol 81：3055–3060，2012（レベル 3）
11）Furuhashi N et al：Differentiation of focal-type autoimmune pancreatitis from pancreatic carcinoma：assessment by multiphase
contrast-enhanced CT．Eur Radiol 25：1366-1374，2015（レベル 3）
12）Kim HJ et al：Pancreatic duct“Icicle sign”on MRI for distinguishing autoimmune pancreatitis from pancreatic ductal adenocarcinoma in the proximal pancreas．Eur Radiol 25：1551–1560，2015（レベル 3）
13）Lee TY et al：Utility of 18F-FDG PET/CT for differentiation of autoimmune pancreatitis with atypical pancreatic imaging findings from pancreatic cancer．AJR 193：343-348，2009（レベル 3）
14）Muhi A et al：Mass-forming autoimmune pancreatitis and pancreatic carcinoma： differential diagnosis on the basis of computed tomography and magnetic resonance cholangiopancreatography，and diffusion-weighted imaging findings．J Magn Reson
Imaging 35：827–836，2012（レベル 3）
15）Hoki N A et al：Diagnosis of autoimmune pancreatitis using endoscopic ultrasonography．J Gastroenterol 44：154-159，2009
（レ
ベル 3）
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98 膵液瘻の診断および重症度評価に CT は有用か？
推奨グレード

C1

C1

診断について

推奨グレード

該当なし 重症度の評価について

該当
なし

背景・目的
膵液瘻とは膵液が膵管外に漏れ出る病態である。診断能および重症度評価に CT がどの程度寄与しているか
を検討した。

説

❺

解

因は大きく分けて膵外傷，急性膵炎，慢性膵炎，術後合併症である。慢性膵炎に併発する膵性胸水，膵性腹水，
縦隔内仮性嚢胞，心嚢内仮性嚢胞，膵管気管支瘻は internal pancreatic fistulaと総称され，膵管もしくは膵仮
性嚢胞の破綻により生じ，その大多数はアルコール性慢性膵炎である（報告例の 80％以上が男性）
。膵液瘻は主
に術後合併症として生じることが多いので本稿では術後関連の膵液瘻について CQ を考察する。
従 来 は 膵 液 瘻 の 診 断 基 準 は 統 一されたもの がなかったが，2005 年に International Study Group on
Pancreatic Fistula（ISGPF）から臨床的診断基準が示された 。それによると「術後第 3 病日もしくはそれ以後
1）

に排液中のアミラーゼ値が血清アミラーゼ正常値の 3 倍以上を示す場合」が膵液瘻の定義となる。
同時にこの診断基準に合致するものを，臨床像から下記 3 段階に分類している。
Grade A（臨床症状なし）
，Grade B（感染徴候はあるが保存的加療が可能）
Grade C（腹腔内出血や敗血症を併発するなど重篤な膵液瘻でありICU 管理や再手術を要する）
術後に膵液瘻の有無の評価のために CT を撮像することに関しては議論がある。術後ルーチンに撮像するよ
うな意見もあれば，術後の液体貯留と膵液瘻が鑑別できないので CT 撮像に否定的な意見もある。近年の報
告によると膵液瘻の診断において臨床診断を補助するために有用であると肯定的にとらえる検討結果がある

。

2）3）

Hashimoto らは膵頭十二指腸切除後の CT で膵空腸吻合部もしくは膵床部に液体貯留，特にエアバブルを含有す
る液体貯留がある場合は膵液瘻であることを強く示唆すると主張している 。Bruno らは術後部の液体貯留は膵液
2）

瘻を示唆する可能性が高く，
また臨床的に明らかでない膵液瘻を CT から疑うことができる場合もあると報告している 。
3）

検索式・参考にした二次資料
PubMed で 2000 年以降の文献で pancreas，fistula，CT のキーワードを用いて検索した。また，日本消化器病
学会（編）
：慢性膵炎診療ガイドライン 2015 改訂第 2 版．南江堂，東京，2015．Cameron JL：Chronic pancreatic
ascites and pancreatic pleural effusions．Gastroenterology 74：134-140，1978 を参考にした。
文

献

1）Bassi C et al：Postoperative pancreatic fistula：an international study group（ISGPF）definition．Surgery 138：8-13，2005（レベル 5）
2）Hashimoto M et al：CT Features of Pancreatic Fistula After Pancreaticoduodenectomy．AJR 188：323-327，2007（レベル 4）
3）Bruno O et al： Utility of CT in the Diagnosis of Pancreatic Fistula After Pancreaticoduodenectomy in Patients with Soft
Pancreas．AJR 193：175-180，2009（レベル 3）
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膵液瘻は外膵液瘻（膵液が体外へ漏れる）と内膵液瘻（膵液が体内へ漏れる）に分類され，膵液瘻の原
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99 膵癌の検出に有用な画像診断法は何か？
推奨グレード

A

推奨グレード

B

A ダイナミック CT
B MRI，EUS，PET/CT：CT 検査が不十分な場合には追加として推奨する。
MDCT によるダイナミック検査を推奨する。ダイナミック CT では最低限，膵実質相と
門脈相の撮影を行い，3 mm 厚以下の水平断像・多断面再構成画像（MPR）にて評価す
べきである。ただし，病巣の検出が不十分な場合には，MRI，US によるダイナミック検査，
EUS（endoscopic ultrasonography）などで精査を行い，場合によれば PET/CT を追
加することが望ましい。

背景・目的
膵癌の完全治癒が望める治療法は原則，外科的切除術である。しかしながら，小さな膵癌は無症状のことが多く，
画像上見逃されることが少なくないため，診断時には切除不能例が多く，その予後不良の主因となっている。膵癌
が疑われる場合やその高リスクの例において，膵癌の検出に有用な画像診断法について検討する。

解

説

膵癌の検出に用いられる比較的低侵襲な画像診断法には，US，CT，MRI によるダイナミック検査があり，いず
れの検査法も径 20 mm 以上で膵外に進展した癌の検出に問題はない。US は，症状や血液検査と同様に，最初
の病変の拾い上げにおいて重要な役割を担う。膵癌を疑った場合，MDCT における画質の安定性や客観性の高
さなどから，禁忌がない限りMDCT を第一選択にする意見が一般的である

。

1）2）

造影 CT で膵癌検出に最も有用な所見である低吸収病巣を検出するには，膵実質相と門脈相の撮影が推奨
される 。また，冠状断や curved MPR などの併用が膵癌の診断能を有意に向上させることが報告されてお
3）

り，検出器厚 1.25 mm 以下の撮影で，2 ～ 3 mm 厚の水平断像とMPR 画像を作成して評価することが望まし
い

。癌病巣と膵実質の良好なコントラストを得るためには，膵の濃染が最大になる膵実質相での撮影が重要と

4）5）

なる。300mgI/ml の造影剤に換算して 1.5 ～ 2ml/kg 体重の量を 30 秒で注入して，造影剤投与開始 35 〜 45
秒後に撮影すれば通常，良好な膵実質相（図）を得ることができる 。ただし，循環動態には個人差があるため，
6）

bolus tracking 法を用いている施設が多い。
ダイナミック CT の膵実質相と門脈相撮影にて，いずれの相も周囲実質と等吸収を呈する癌病巣が 5.4％
（35/644）に認められ，特に 20 mm 以下の膵癌では 27％（16/59）と比較的高頻度であったと報告されている 。
7）

このような癌の病理学的特徴として，20mm 以下，高分化型，組織内に腺房組織や islet cell の残存が挙げられ
ている

。これら等吸収を呈する癌が，膵癌の CT 診断における見落としの要因とされるが，その検出には遅延相

7-9）

における濃染所見が有用であるとされる 。Scialpi ら
9）

は 3 相のダイナミック CT により，20 mm 以下の小膵癌で

10）

も下流域の正常膵実質と比較すると100％（上流膵実質との比較では 81.6％）で同定が可能であったと報告して
いる。造影パターン以外にも，主膵管の途絶，腫瘤上流側の膵胆管拡張や実質の萎縮，腫瘤部の形状変化など
の随伴所見に注意を払う必要がある。
ダイナミック検査における MRI，US の癌検出能は CTと同等かそれ以上と報告されるが

，3T MRIと64 列

11-13）

MDCT での最新の撮像法・画像再構成を用いての評価では，両者の検出能は同等である 。EUS の検出能は
13）

MDCT 以上と報告されており ，さらに造影ドプラ法・ハーモニック法，エラストグラフィの併用が質的診断の向上
14）

に有用である 。EUS の問題点として検者による診断能の差があげられるが，膵癌を疑った場合に積極的に推奨
15）

される診断法の一つである 。PET-CT における膵癌検出の感度は 85 〜 97％，特異度は 61 〜 94％とされ，一
15）
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図

膵癌のダイナ

ミック CT

A

B

膵実質相（A）で，膵
頭部に濃染する膵実質
と比べ低吸収を示す腫
瘤性病変 ( → ) を認め
る。
門脈相（B）では造影
効果が増強しているが，
相対的低吸収域 ( → )
の同定は可能である。

般的に感度が高く特異度が低い検査法とされる 。その要因として腫瘤形成性膵炎を陽性として検出する頻度が
16）

高いことが挙げられる。しかしながら，遠隔転移の診断能に優れる点は，PET-CT の最大の利点である

。施

16）17）

設の環境にもよるが，膵癌病巣の検出が不十分で二次的所見しか認められない場合は，MRI，US によるダイナミッ
ク検査，EUS，そして場合によれば PET-CT を積極的に施行すべきである。

❺

検索式・参考にした二次資料
ultrasonography，positron emission tomography のキーワードを用いて検索した。
文

献

1）Sahani DV et al：Radiology of pancreatic adenocarcinoma：current status of imaging．J Gastrointest Hepatol 23：23-33，
2008（レ
ベル 5）
2）Pietryga JA，Morgan DE．
Imaging preoperatively for pancreatic adenocarcinoma．
J Gastrointest Oncol 6：343-357，
2015
（レベル 5）
3）McNulty NJ et al：Multi-detector row helical CT of the pancreas：effect of contast-enhanced multiphasic imaging on enhancement of the pancreas，peripancreatic vasculature，and pancreatic adencarcinoma．Radiology 220：97-102，2001（レベル 4）
4）Erturk SM et al：Pancreatic adenocarcinoma：MDCT versus MRI in the detection and assessment of locoregional extention．J
Comput Assist Tomogr 30：583-590，2006（レベル 2）
5）Fukushima H et al：Diagnostic value for curved multiplanar reformatted images in multislice CT for the detection of resectable
pancreatic ductal adenocarcinoma．Eur Radiol 16：1709-1718，2006（レベル 2）
6）Goshima S et al：Pancreas：optimal scan delay for contrast-enahanced multi-detector row CT．Radiology 241：167-174，
2006（レ
ベル 3）
7）Kim JH et al：Visually isoattenuating pancreatic adenocarcinoma at dynamic-CT：frequency，clinical and pathologic characteristics，and diagnosis at imaging examinations．Radiology 257：87-96，2010（レベル 2）
8）Yoon SH et al：Small（＜ 20mm）pancreatic adenocarcinom：analysis of enhancement patterns and secondary signs with multiphasic multidetector CT．Radiology 259：442-452，2011（レベル 2）
9）Ishigami K et al：Diagnostic value of the delayed phase image for iso-attenuating pancreatic carcinoma in the pancreatic parenchymal phase on multidetector computed tomography．Eur J Radiol 69：139-146，2009（レベル 3）
10）Scialpi M et al：Detection of small（≤ 2 cm）pancreatic adenocarcinoma and surrounding parenchyma： correlations between
enhancement patterns at triphasic MDCT and histologic features．BMC Ga643troenterol 21；14：16，
2014 Epub DOI（レベル 3）
11）Park HS et al：Preoperative evaluation of pancreatic cancer：comparison of Gadolinium-enhanced dynamic MRI with MR cholangiopancreatigraohy versus MDCT．J Magn Reson Imaging 30：586-595，2009（レベル 3）
12）Koelblinger C et al： Gadobenate dimeglumine-enhanced 3.0-T MR imaging versus multiphasic 64-detector row CT： prospective evaluation in patients suspected of having pancreatic cancer．Radiology 259：757-766，2011（レベル 2）
13）Kitano M et al：Dynamic imaging of pancreatic diseases by contrast enhanced coded phase inversion harmonic ultrasonography．Gut 53：854-859，2004（レベル 4）
14）Dewitt J et al：Comparison of endoscopic ultrasonography and multidetector computed tomography for detecting and staging
pancreatic cancer．Ann Intern Med 141：753-763，2004（レベル 3）
15）日本膵臓学会編：膵癌診療ガイドライン 2013 年版．金原出版，2013（レベル 5）
16）Wang XY et al： Utility of PET/CT in diagnosis，staging，assessment of resectability and metabolic response of pancreatic
cancer．World J Gastroenterol 20：15580-15589，2014（レベル 5）
17）Heinrich S et al：Positron emission tomography/computed tomography influences on the managemant of resectable pancreatic
cancer and its cost-effectiveness．Ann Surg 242：235-243，2005（レベル 3）
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PubMed によりpancreatic adenocarcinoma，computed tomography，magnetic resonance imaging，
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膵癌の進展度診断（病期診断）にはどのような画像診断
を行うべきか？

100
推奨グレード

A ダイナミック CT を強く推奨する。
B MRI，EUS，PET/CT：手術適応を決める際には追加情報として推奨される。

A

推奨グレード

MDCT によるダイナミック検査を推奨する。ダイナミック CT で評価し，明らかな非切
除膵癌と診断されればそれ以上の画像診断を行う必要はない。しかしながら，CT で切
除可能もしくは切除可能境界と判断された場合は，必要に応じて MRI，EUS，PET/CT
を施行し，総合的に病期診断を行うことが望ましい。

B

背景・目的
膵癌の完全治癒が望める治療法は原則，外科的切除術である。画像診断により膵癌の局所進展度，リンパ節
転移，遠隔転移を正確に評価することは，手術適応を決定する上で非常に重要であり，本稿では病期診断におけ
る CT，MRI，PET/CT の有用性について検討する。

解

説

膵癌取扱い規約（第 6 版，2009 年）の T 分類は，UICC（第 7 版，2010 年）の T 分類と多少異なるものの，
類似したものとなっている。腫瘍の大きさ（TS）に加え，
局所進展度因子として膵内胆管（CH）
，
十二指腸（DU）
，
膵前方組織（S）
，膵後方組織（RP）
，門脈系（PV）
，動脈系（A）
，膵外神経叢（PL）
，他臓器（OO）への
浸潤が表記されている。なかでも，後方組織浸潤，膵外神経叢浸潤，門脈系・動脈系浸潤の評価が治療方針の
決定と予後に関与することで重要となる。
膵頭部癌患者におけるダイナミック MDCT の診断能に関して，Mazzeo ら は後腹膜脂肪織浸潤を感度 80％，
1）

特異度 84％，正診率 82％，Mochizuki ら は膵外神経叢浸潤を感度 100％，特異度 83％，正診率 95％であった
2）

と報告している。Lu ら はヘリカル CT（2.5 〜 3mm 厚）による血管浸潤の評価で，腫瘍が半周以上接している
3）

ときを“浸潤あり”とした場合，感度 84％，特異度 98％，正診率 94％と良好な成績を報告している。さらに血管浸
潤の可能性のある血管に対して垂直断面の MPR 画像は，血管浸潤の診断率向上に寄与したとの報告も見受け
られる 。一方，MRI に関しては，3D GRE 法を用いたダイナミック MRI にて MDCTと同等の病期診断が得られ
4）

ている

。

5）6）

N 分類の診断は，所属リンパ節は小さくても転移の場合があり，逆に大きくても反応性腫大の場合があることに留
意する必要がある。Roche ら は，切除可能膵癌の所属リンパ節を CTと摘出標本で対比した結果，短径 10 mm
7）

以上を“転移あり”として，感度 14％，特異度 85％，正診度 73％と，CT における低感度を問題視している。また，
卵形構造，リンパ節の集簇，脂肪門の欠如を診断基準に加えても感度の向上は得られていない。Kauhanen ら

8）

の報告においても，リンパ節転移の感度は CT 30％，MRI 9％，PET/CT 30％といずれも満足の行く診断能は得ら
れていない。これに対し Nawaz ら は，N stage の感度は CT 24％に対し EUS 58％と，N stage 診断における
9）

EUS の有用性を報告しており，胆膵 EUS の診断能が高い施設では局所進行度の評価に EUS が推奨される 。
10）

M 分類では，肝転移と腹膜播種の評価が重要となる。Motosugi ら

は肝転移の感度に関して，EOB-MRI 92

11）

〜 94％，CT 74 〜 76％（P＝.030 〜 .044）と報告しており，肝転移の検出には感度の優れる MRI を MDCT に
併用することを推奨している。一方，PET/CT に関しては，Kauhanen ら が遠隔転移の感度を CT 38％，MRI
8）

38％，PET/CT 88％で，PET/CT の有用性を報告しており，CT などで切除可能と判断された膵癌に PET/CT
を追加すると，16％で不要な根治手術を避けられたとの報告もある 。しかしながら Kim ら
12）

は，
遠隔転移の感度

13）

（PET/CT 72.7％，MDCT 75％）において PET/CT の優位性はなかったと報告している。したがって，MDCT
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表

MDCT，MRI における膵癌の切除可能予測
著者 / 報告年

Park HS et al5）
（2009）

Koelblinger C et al6）
（2011）

Lee JK et al14）
（2010）

検査

感度

特異度

正診度

陽性的中率

陰性的中率

MDCT

83%

64 ～ 75%

80 ～ 82%

90 ～ 92％

53 ～ 56%

MRI
MDCT

83 ～ 86%

64%

80 ～ 82%

90％

53 ～ 57%

87%

63 ～ 75%

78 ～ 83%

81 ～ 87%

71 ～ 75%

MRI

93%

50 ～ 75%

78 ～ 87%

78 ～ 88%

80 ～ 86％

MDCT

90%

59 ～ 65%

80 ～ 82%

83 ～ 85%

71 ～ 73%

MRI

90%

29 ～ 41%

71 ～ 75%

74 ～ 78%

56 ～ 64%

や MRI で判断が難しい病変に対して PET/CT を行う意義はあるが，ルーチン検査としての PET/CT の必要性
に関しては意見が分かれるところである。
膵癌の切除可能予測に関して，MDCT と MRI は同等であるとの報告（表）が多い

。Brook ら

5）6）14）

は

15）

構造化された CT 読影レポートを導入することで，術前に必要なキー情報が有意に増え，外科医に“切除可能性”
に関する自信をもたらすと報告している。局所進展度の評価では CT に代わりMRI を用いることは可能であるが，
CT は胸部から骨盤までを同時に評価でき，また CTA にて手術に必要な血管解剖の情報も供与できることから，ダ

❺

イナミック CT は精査目的で最初に行うべき検査と考えられる。

消化器（膵）

検索式・参考にした二次資料
PubMed によりpancreatic cancer，CT，MRI，PET のキーワードを用いて検索した。
文

献

1）Mazzeo S et al：Multidetector CT in the evaluation of retroperitoneal fat tissue infiltration in ductal adenocarcinoma of the pancreatic head：correlation with histopathological findings．Abdom Imaging 35：465-470，2010（レベル 3）
2）Mochizuki K et al：MDCT findings of extrapancreatic nerve plexus invasion by pancreas head carcinoma：correlation with en
bloc pathological specimens and diagnostic accuracy．Eur Radiol 20：1757-1767，2010（レベル 2）
3）Lu DS et al：Local staging of pancreatic cancer：criteria for unresectability of major vessels as revealed by pancreatic-phase，
thin-section helical CT．AJR 168：1439-1443，1997（レベル 2）
4）Brügel M M et al：Assessment of vascular invasion in pancreatic head cancer with multislice spiral CT：value of multiplanar
reconstructions．Eur Radiol 14：1188-1195，2004（レベル 2）
5）Park HS et al：Preoperative evaluation of pancreatic cancer：comparison of gadolinium-enhanced dynamic MRI with MR cholangiopancreatography versus MDCT．J Magn Reson Imaging 30：586-595，2009（レベル 3）
6）Koelblinger C et al：Gadobenate dimeglumine-enhanced 3.0-T MR imaging versus multiphasic 64-detector row CT：prospective
evaluation in patients suspected of having pancreatic cancer．Radiology 259：757-766，2011（レベル 2）
7）Roche CJ et al：CT and pathologic assessment of prospective nodal staging in patients with ductal adenocarcinoma of the head
of the pancreas．AJR 180：475-480，2003（レベル 2）
8）Kauhanen SP et al：A prospective diagnostic accuracy study of 18F-fluorodeoxyglucose positron emission tomography/ computed tomography，multidetector row computed tomography，and magnetic resonance imaging in primary diagnosis and staging
of pancreatic cancer．Ann Surg 250：957-963，2009（レベル 2）
9）Nawaz H et al：Performance characteristics of endoscopic ultrasound in the staging of pancreatic cancer：a meta-analysis．JOP
14：484-497，2013（レベル 2）
10）日本膵臓学会編：膵癌診療ガイドライン 2013 年版．金原出版，2013（レベル 5）
11）Motosugi U et al：Detection of pancreatic carcinoma and liver metastases with gadoxetic acid-enhanced MR imaging：
comparison with contrast-enhanced multi-detector row CT．Radiology 260：446-453，2011（レベル 4）
12）Heinrich S et al：Positron emission tomography/computed tomography influences on the management of resectable pancreatic
cancer and its cost-effectiveness．Ann Surg 242：235-243，2005（レベル 3）
13）Kim MJ et al：The value of positron emission tomography/computed tomography for evaluating metastatic disease in patients
with pancreatic cancer．Pancreas 41：897-903，2012（レベル 3）
14）Lee JK et al：Prediction of vascular involvement and resectability by multidetector-row CT versus MR imaging with MR
angiography in patients who underwent surgery for resection of pancreatic ductal adenocarcinoma．Eur J Radiol 73：310-316，
2010（レベル 2）
15）Brook OR et al：Structured reporting of multiphasic CT for pancreatic cancer：potential effect on staging and surgical planning．
Radiology 274：464-472，2015（レベル 2）
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101 膵神経内分泌腫瘍の検出に有用な画像診断法は何か？
推奨グレード

A ダイナミック CT，ダイナミック MRI
B EUS：侵襲性があるが，組織診断が必要な場合には推奨される。

A

CT，MRI，EUS は膵神経内分泌腫瘍の検出に有用である。ダイナミック CT は，比較

推奨グレード

的簡便かつ非侵襲的でありながら，検出能の高い検査であり，膵神経内分泌腫瘍が疑わ
れた際の，最初の検査として推奨される。MRI もダイナミック CT と同程度の検出能を
有しており，有用な検査である。EUS はやや侵襲度が高いものの，ダイナミック CT よ
りも検出能が高く，また同時に組織学的検査も可能であり，有用である。

B

背景・目的
膵神経内分泌腫瘍はホルモン産生症状を有する機能性と，産生症状のない非機能性に分類される（図）
。機
能性の腫瘍の場合は，ホルモン産生症状を契機に精査され，小さなサイズで発見されることが多い。ホルモン産生
症状と疑われた際，次に行うべき精密検査は，インスリノーマに対しては 72 時間絶食試験や混合食試験，ガストリ
ノーマでは空腹時血清ガストリン濃度と胃酸分泌測定検査あるいは 24 時間 pH モニター検査，グルカゴノーマで
は血漿グルカゴン測定と血中アミノ酸濃度測定，VIPoma では血漿 VIP 濃度測定，カルチノイドでは尿中 5-HIAA
測定，ソマトスタチノーマでは血漿ソマトスタチン濃度測定が，本邦の膵・消化管神経内分泌腫瘍（NET）診療
ガイドラインではそれぞれ推奨されている。一方で非機能性の腫瘍は，腹痛や背部痛，腹部膨満，食欲不振，嘔
気・嘔吐など非特徴的な症状を契機に，腫瘍サイズが大きくなってから発見されることが多い。ただし近年では CT
や MRI，超音波内視鏡（endoscopic ultrasound： EUS）など画像診断の向上や，EUS 下穿刺吸引法（fine
needle aspiration： FNA）の普及および組織診断の向上にて，発見頻度が，特に小さな非機能性の腫瘍におい
て増加している。最初に施行されることが多い検査は CT であるが，近年 EUS の診断能も高いとされている。スク
リーニング検査として体表超音波（transabdominal ultrasound： TAUS）
，腫瘍の質的診断として MRIも施行さ
れることが多い。

解

説

膵神経内分泌腫瘍はダイナミック CT の動脈相（早期動脈相〜膵実質相）にて，著明で均一な濃染を呈するこ
とが多い。膵実質の造影効果が低下する門脈相にて腫瘍が相対的に最も良好に描出されることもある 。術前の
1）

内分泌腫瘍検出におけるダイナミック CT の役割は懐疑的意見もある 。一方で，近年 CT の発展により，その高
2）

い時間，空間分解能に造影剤急速静注法を組み合わせることで内分泌腫瘍の検出は容易になってきており，80％
をこえる検出感度があると報告されている

。高い検出能を有する比較的非侵襲的な検査であり，かつ転移を含

3-5）

め，他部位病変の評価も可能である点から，ダイナミック CT は膵神経内分泌腫瘍に対する first-choice の検査と
して妥当と考えられる

。膵実質と同等あるいは造影不良な病変や，neuroendocrine microadenoma を含め

6）7）

微小病変の場合，検出が難しいこともあり，ほか画像診断と総合して判断する必要がある。転移巣に関しても同様
に，ダイナミック CT は有用である。最も頻度の高い肝転移に関して，ダイナミック CT は 80％以上の検出能があると
されている 。肝転移巣もまた，動脈相で濃染する結節として描出されることが多い。
8）

MRI は術前に 80％をこえる高い検出力があるとする意見がある

。一般的に，膵神経内分泌腫瘍は T1

1）9）10）

強調像にて低信号，T2 強調像にて高信号を呈し，ダイナミック造影検査では，ダイナミック CTと同様に，早期濃染
し，後期相にかけて造影効果が遷延するが，脂肪抑制 T1 強調像や，ダイナミック造影検査が検出能の高いシーク
エンスとされている。近年では拡散強調像の有効性も報告されている 。転移巣の検出に関しても，MRI は有用
11）
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A
図

B

C

70 歳代男性 膵内分泌腫瘍（WHO 分類 G2）ダイナミック CT

A 動脈相 B 門脈相 C 平衡相 動脈相（A）では著明な濃染を示す 2cm 大の多
血性腫瘍（→）を認める。腫瘍濃染は漸減しているが，門脈相（B）〜平衡相（C）まで持
続している。

❺

T2 強調像が周囲肝実質とのコントラストが良好とされている。ダイナミック造影検査では，ダイナミック CT 同様，通
常は動脈相で濃染する。検出能は CTと同様に 80％以上とされている 。また近年では，肝特異性造影剤である，
8）

Gd-EOB-DTPA を使用した肝内結節の評価が広く普及しているが，内分泌腫瘍の肝転移に関しても，Gd-EOBDTPA を用いることで，更なる検出能の向上が期待される。
TAUS は最も侵襲度の低い検査であり，スクリーニングとして有用である。内分泌腫瘍は通常，辺縁に高輝度帯
を伴う低輝度結節として描出されることが多い。検出能は，機能性腫瘍のなかで最も頻度の高いインスリノーマにお
いて 60％程度とされている 。近年は機器の発達に伴い 80％程度の検出率があるとする論文もあるが
12）

，ほかの

13）

膵腫瘍と同様に，特に膵体部・尾部に関して，腸管ガスやその他の構造の影響を受けて，評価が制限されることも
多い。転移巣検索目的の検査としても，スクリーニングとしては有用であるが，死角も多く，また施行者の技量による
ところも大きく，検出率には限界がある。
一方，EUS は CT や MRI にて病変が不明瞭な場合，あるいはほかの画像検査で病変が発見された後，FNA
による組織学的検査を含めた精査として施行されることが多い。EUS による膵神経内分泌腫瘍の検出能は非常に
高く，近年の報告では，91.7％とfirst-choiceとされる CT（63.3％）に比しても有意に高いと報告されている 。ま
14）

た 2012 年に Fiebrich らは 1995 年〜 2010 年までの膵神経内分泌腫瘍に関する文献を（1）ホルモン異常があ
る場合に施行された検査（2）内分泌癌が膵以外の部位で証明されているが，原発が不明なために膵臓を精査す
るための検査（3）遺伝子異常（MEN1 型や Von Hippel Lindau 病）が指摘されている場合のスクリーニング検
査に分類しその検出能を検討している。それによると（1）〜（3）すべてにおいてもっとも高い検出能を持つ検査
法は EUS であると述べている 。
15）

選択的動脈刺激静脈サンプリング（arterial stimulation venous sampling：ASVS）は上腸間膜動脈や胃
十二指腸動脈，脾動脈，肝動脈などの膵臓を血流支配している動脈へ，選択的にカルシウム（selective arterial
calcium injection test：SACI test）あるいはセクレチン（selective arterial secretin test：SASI test）を注入し，
肝静脈でのインスリンやガストリン上昇の有無を確認する検査である。インスリン・ガストリンが上昇した動脈支配領
域に原因腫瘍が存在している可能性が高い。今村らが SASI testとして開発，1987 年に報告したものが，現在で
は広く普及している 。ASVS は機能性腫瘍であるインスリノーマやガストリノーマを手術する際に，術式や切除範
16）
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である。最も頻度の高い肝転移巣は，通常 T1 強調像にて等〜低信号，T2 強調像にて高信号で，特に脂肪抑制

❺ 消化器（膵）
囲を決定する上で有用な検査である。すなわち，種々の検査にてインスリノーマもしくはガストリノーマが疑われるも
のの，上記の画像検査にて局在が確定しない場合，もしくは MEN1 型などで病変が多発しており，どの腫瘍が原
因となっているか判断つかない場合，ASVS を行うことが推奨される。
本邦では未承認ではあるが，SRS（somatostatin receptor scintigraphy）もまた海外では普及している。 In111

ocreotide を用いた検査，SPECTとの組み合わせが一般的である。最近では Ga-DOTA-TATE， Ga-DOTA68

68

NOC， Ga-DOTA-TOC などを用いた PET，PET/CTも限られた施設でのみであるが，施行されている。近年，
68

内分泌腫瘍の肝転移を認める症例における原発巣の検出能は，CT よりも従来のシンチグラフィが高く，更に Ga68

DOTA-NOC PET/CT でより高いと報告されている 。また Ga-DOTA-NOC や Ga-DOTA-TOC PET はリ
17）

ンパ節転移や骨転移の検出能も高いと報告されている

68

68

。SRS はほかの画像検査で不明瞭な場合の原発巣

17）18）

検索や，膵臓原発をはじめとした内分泌腫瘍の転移検索に有用と考えられる。PET/CT は本邦でも広く普及した
検査であるが，低悪性度の膵神経内分泌腫瘍は正常な糖代謝のことも多く，病変が検出されない場合もある。しか
しながら，原発巣ならびに転移巣の悪性度評価には期待がもてる。

検索式・参考にした二次資料
PubMed で pancreas，neuroendocrine，islet，insulinoma，ultrasound，CT，MR，ASVS，SASI，SRS，PET
のキーワードを用いて検索した。また，日本神経内分泌腫瘍研究会編：膵・消化管神経内分泌腫瘍（NET）診療
ガイドライン（2015 年第 1 版）を参考にした。
文

献

1）Ichikawa T et al：Islet cell tumor of the pancreas：biphasic CT versus MR imaging in tumor detection．Radiology 216：163–171，
2000（レベル 4）
2）Hashimoto LA et al：Preoperative localization of insulinomas is not necessary．J Am Coll Surg 189：368–373，
1999（レベル 4）
3）Fidler JL et al：Preoperative detection of pancreatic insulinoma on multiphasic helical CT．AJR 181：775-780，2003（レベル 4）
4）Gouya H et al： CT，endoscopic sonography，and a combined protocol for preoperative evaluation of pancreatic insulinomas．
AJR 181：987-992，2003（レベル 4）
5）Rappeport ED et al： Multidetector computed tomography and neuroendocrine pancreaticoduodenal tumors．Acta Radiol 47：
248-256，2006（レベル 4）
6）Sahani DV et al：Gastroenteropancreatic neuroendocrine tumors：role of imaging in diagnosis and management．Radiology 266：
38-61，2013（レベル 5）
7）Kulke MH et al：NANETS treatment guidelines： well-differentiated neuroendocrine tumors of the stomach and pancreas．
Pancreas 39 735-752，2010（レベル 5）
8）Sundin A et al：ENETS consensus guidelines for the standards of care in neuroendocrine tumors： radiological examinations．
Neuroendocrinology 90：167-183 ，2009（レベル 5）
9）Owen NJ et al：MRI of pancreatic neuroendocrine tumours．Br J Radiol 74：968–973，2001（レベル 4）
10）Ruedl F et al：Detection of small，functional islet cell tumors in the pancreas：selection of MR imaging Sequences for optimal
sensitivity．Radiology 214：483-490，2000（レベル 4）
11）Bakir B et al：Diffusion weighted MR imaging of pancreatic islet cell tumors．Eur J Radiol 74：214-220，2010（レベル 4）
12）Galiber AK et al：Localization of pancreatic insulinoma：comparison of pre- and intraoperativeultrasound with computer tomography and angiography．Radiology 166：405–408，1988（レベル 4）
13）Angeli E et al：Value of abdominal sonography and MR imaging at 0.5 T in preoperative detection of pancreatic insulinoma：a
comparison with dynamic CT and angiography．Abdom Imaging 22：295–303，1997（レベル 4）
14）Khashab MA et al：EUS is still superior to multidetector computerized tomography for detection of pancreatic neuroendocrine
tumors．Gastrointest Endosc 64：66-72，2011（レベル 4）
15）Fiebrich HB et al：Tailored imaging of islet cell tumors of the pancreas amidst increasing options．Crit Rev Oncol Hematol 82：
213–226，2012（レベル 5）
16）Imamura M et al：Usefulness of selective arterial secretin injection test for localization of gastrinoma in the Zollinger-Ellison
syndrome．Ann Surg 205：230-239，1987（レベル 5）
17）Prasad V et al Detection unknown primary neuroendocrine tumours（CUP-NET）using（68）Ga-DOTA-NOC reseptor PET/CT．
Eur J Nucl Med Mol Imaging 37：67-77，2010（レベル 4）
18）Putzer D et al Bone metastases in patients with neuroendocrine tumor：68Ga-DOTA-Try3-ocreotide PET in comparison to CT
and bone scintigraphy．J Nucl Med 50：1214-1221，2009（レベル 4）
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102

CT，MRI，EUS の中で，膵嚢胞性腫瘤の鑑別に最も有
用な画像診断法はどれか？

推奨グレード

膵嚢胞性腫瘤の存在診断において EUS と MRI は CT よりも優れている。膵嚢胞性腫瘤の

該当

鑑別診断では MDCT と MRI とに明らかな差はない。一方，EUS が MRI，CT よりも鑑別

なし

診断において優れているという報告もあるが，各モダリティが相補的に活用されている。

背景・目的
最近の画像診断の進歩に伴い無症状の膵嚢胞性腫瘤の発見率は上昇しており，海外でも膵嚢胞性腫瘤
の取り扱いに関するガイドラインが提唱されている 。膵嚢胞性腫瘤では腫瘍性膵嚢胞である膵管内乳頭粘
1）

液 性 腫 瘍（intraductal papillary mucinous neoplasm：IPMN）
，粘 液 性 嚢 胞 腫 瘍（mucinous cystic
neoplasm：MCN）
，漿液性嚢胞腫瘍（serous cystic neoplasm：SCN）
，非腫瘍性真性嚢胞であるリンパ上
皮 嚢 胞（lymphoepithelial cyst）や類 表 皮 嚢 胞（epidermoid cyst）
，仮 性 嚢 胞（pseudocyst）
，および 充
実性腫瘍の嚢胞変性（例えば神経内分泌腫瘍：neuroendocrine neoplasm）や充実性偽乳頭腫瘍（solid

❺

pseudopapillary neoplasm）など様々な腫瘍性，非腫瘍性病変が鑑別診断の対象となる。膵嚢胞性腫瘍の鑑

消化器（膵）

別診断において，どの診断モダリティが最も有用かについて検討した。

解

説

画像検査にて偶然に膵嚢胞が発見される頻度は CT が約 3％であるのに対し，MRI では約 20％とMRI での膵
嚢胞の検出率は CT を上回っている 。これは，MRI のコントラスト分解能が CT よりも優れているためである。CT
1）

では，膵に脂肪浸潤がある場合などに小さな膵嚢胞が同定困難なことがある。また，EUS は高い空間分解能で膵
を詳細に観察でき，膵嚢胞の検出では CT よりも優れている

。一方，MDCT の空間分解能の高さと三次元再

2）3）

構成画像の有用性が CT の診断能を向上させており，MDCTとMRI の鑑別診断における膵嚢胞性腫瘤の鑑別
診断における診断能はほぼ同等という報告が少なくない

。しかしながら，MRI では嚢胞内容物の信号強度（出

1）4）

血の有無や拡散強調像）などの参考所見がある。また，MRI（MRCP）は膵嚢胞と主膵管との交通の評価にも
有用である 。
5）

放射線科からの論文では，EUSとMRI の膵嚢胞性腫瘤の鑑別診断における診断能を同等とするものが認めら
れるが ，消化器科からの論文では EUS の優位性が報告されている
6）

（図）
。本邦では普及していないものの，

2）7）

海外では EUS 下の嚢胞内容液吸引による膵嚢胞性腫瘤の鑑別も普及しつつある。一方，膵嚢胞性腫瘤と主膵
管との交通の有無に関しては，MRI（MRCP）は EUS と同等かそれ以上の診断能と報告されている

。

3）5）8）

EUS は CT や MRI の後に施行されることが多く，CT あるいは MRI を省略して EUS 単独で方針が決定される
ことは少ない 。EUS の問題点として術者の技量に依存する点と，評価者による診断のばらつきがある点があげら
1）

れる。しかしながら，MRI でも読影者間でのばらつきが認められる 。一方，CT は最も普及しているモダリティで
9）

ある。コントラスト分解能に難があるものの，MDCT で正しい造影プロトコールで検査を行えば，施設や機種間で画
質に大差はない。したがって，EUSとCT や MRI の優劣を踏まえた上で，各モダリティを相補しながら膵嚢胞性腫
瘤の鑑別診断が行うのが現実的であろう。

検索式・参考にした二次資料
PubMed で，pancreas，cyst，differential diagnosis，CT，MRI，EUS のキーワードを用いて検索した。なお，年
代は 2005 年以降で英語論文に限定した。
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A

B

図 膵尾部漿液性嚢胞腫瘍
A 造影 CT 門脈相 B 超音波内視鏡 CT では嚢胞内に充実性病変があるように見え（→）
，IPMN（悪性）が疑われ
たが，超音波内視鏡では微小な嚢胞の集簇（→）であることが明らかで漿液性嚢胞腫瘍と正しく診断された。

文

献

1）Del Chiaro M et al： European experts consensus statement on cystic tumours of the pancreas．Dig Liver Dis 45：703-711，
2013（レベル 4）
2）Khashab MA et al：Should we do EUS/FNA on patients with pancreatic cysts？ The incremental diagnostic yield of EUS over
CT/MRI for prediction of cystic neoplasms．Pancreas 42：717-721，2013（レベル 3）
3）Canto MI et al：Frequent detection of pancreatic lesions in asymptomatic high-risk individuals．Gastroenterology 142：796-804，
2012（レベル 2）
4）Sahani DV et al：Diagnosis and management of cystic pancreatic lesions．AJR 200：343-354，2013（レベル 4）
5）Jones MJ et al：Imaging of indeterminate pancreatic cystic lesions：a systematic review．Pancreatology 13：436-442，2013（レ
ベル 1）
6）Kim YC et al：Comparison of MRI and endoscopic ultrasound in the characterization of pancreatic cystic lesions．AJR 195：
947-952，2010（レベル 2）
7）Adimoolam V et al： Endoscopic ultrasound identifies synchronous pancreas cystic lesions not seen on initial cross-sectional
imaging．Pancreas 40：1070-1072，2011（レベル 3）
8）Kim JH et al：Diagnostic performance of MRI and EUS in the differentiation of benign from malignant pancreatic cyst and cyst
communication with the main duct．Eur J Radiol 81：2927-2935，2012（レベル 2）
9）de Jong K et al：Disappointing interobserver agreement among radiologists for a classifying diagnosis of pancreatic cysts using
magnetic resonance imaging．Pancreas 41：278-282，2012（レベル 3）
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103

CT，MRI，EUS の中で，膵管内乳頭粘液性腫瘍（IPMN）
の悪性度診断に最も有用な画像診断法はどれか？

推奨グレード

MDCT と MRI はほぼ同等の診断能である。壁在結節の評価や IPMN 併存膵癌の診断に
は EUS が有用である。

該当
なし

背景・目的
IPMN は主膵管型，分枝型および混合型に分類される。主膵管型，混合型 IPMN は悪性の頻度が高い
が，分枝型 IPMN では良性例も多いので画像所見で手術適応か経過観察かが検討される 。また，IPMN では
1）

IPMN 由来の浸潤癌だけでなく，他部位に膵癌の併存が 2 〜 10％で認められるとされる 。IPMN の各モダリティ
2）

での診断能，特に悪性度診断の精度について検討した。

説

❺

解

膜病変の進展範囲を画像で正診することは困難である 。臨床的には，画像的にどちらが優勢であるかによって主
3）

膵管型と分枝型に分類するのが現実的である。IPMN の全体像の把握には，MRCP が有用と考えられるが，CT
や EUS より明らかに優れるともいえない。すなわち，主膵管型と分枝型の鑑別に関しては三者間に優劣はない。
2012 年に改訂された IPMN/MCN 国際診療ガイドライン 2012 年版（国際診療ガイドライン） （表）では，
1）

MDCT や MRI/MRCP 所見で high risk stigmata があれば切除，worrisome features がある場合は EUS で
の精査を推奨し，手術適応か経過観察かが検討される。
IPMN の良悪性を含めた診断能に関しては，MDCT と再構成画像の有用性が報告されており ，MRI との
4）

比較では最近の論文でもほぼ同等の診断能とするものが多い

。IPMN/MCN 国際診療ガイドライン 2012 年

5）6）

（保険適応外
版（国際診療ガイドライン） で EUS に期待されているのは壁在結節の有無を評価することであり，
1）

ではあるが）造影 EUS で血流を確認することで，壁在結節とmucous clot の鑑別も可能である 。EUS での壁
7）

在結節のサイズ ，造影 EUS での壁在結節の形態
8）

に着目した良悪性鑑別の報告も認められるが，壁在結節の

9）

EUS 所見による良悪性鑑別は確立したものとは言えない。しかしながら，EUS の空間分解能の高さを考慮すれば，
壁在結節や隔壁の不整 / 肥厚の評価に EUS が最も有用であることは容易に理解される。また，EUS で診断しえ
た IPMN 併存膵癌のうち 43％しか CTとMRI では検出できなかったという報告

もあり，EUS は IPMN 併存膵

10）

癌の診断にも有用と考えられる。IPMN 由来浸潤癌の診断においても，EUS は膵実質への浸潤所見の評価では
MDCT や MRI よりも優位と考えられる。EUS は術者の技量に左右され，客観性の点では難点があることには注
意が必要であるが，壁在結節の診断においては CT や MRI でも読影者間でのばらつきを無視できない

。

11）12）

従って，MDCTとMRI は IPMN の悪性度診断においては，ほぼ同等の診断能であるが，壁在結節の精査や
IPMN 併存膵癌の診断には EUS が有用と考えられる。

検索式・参考にした二次資料
PubMed で，IPMN，CT，MRI，EUS のキーワードを用いて検索した。なお，年代は 2005 年以降で英語論文に
限定した。
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IPMN 切除後の病理所見では，主膵管および分枝膵管の両方に病変が存在する混合型の頻度が高いが，粘
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表

IPMN/MCN 国際診療ガイドライン 2012 年版（国際診療ガイドライン）に

よる IPMN の high risk stigmata と worrisome features（文献 1 より）

High risk stigmata
1）Obstructive jaundice in a patient with cystic lesion of the head of the pancreas
2）Enhancing solid component within cyst
3）Main pancreatic duct ≥ 10 mm in size
Worrisome features
1）Cyst ≥ 3 cm
2）Thickening/enhancing cyst walls
3）Main duct size 5 ～ 9 mm
4）Non-enhancing mural nodule
5）Abrupt change in caliber of pancreatic duct with distal pancreatic atrophy
6）Lymphadenopathy

文

献

1）Tanaka M et al：International consensus guidelines 2012 for the management of IPMN and MCN of the pancreas．
Pancreatology 12：183-197，2012（レベル 4）
2）Tanaka M：Controversies in the management of pancreatic IPMN．Nat Rev Gastroenterol Hepatol 8：56-60，2011（レベル 4）
3）Barron MR et al：Does preoperative cross-sectional imaging accurately predict main duct involvement in intraductal papillary
mucinous neoplasm？ J Gastrointest Surg 18：447-455，2014（レベル 2）
4）Ogawa H et al：Intraductal papillary mucinous neoplasm of the pancreas：assessment of the likelihood of invasiveness with multisection CT．Radiology 248：876-886，2008（レベル 2）
5）Walter TC et al：Implications of imaging criteria for the management and treatment of intraductal papillary mucinous neoplasms benign versus malignant findings．Eur Radiol 25：1329-1338，2015（レベル 2）
6）Seo N et al：Validation of the 2012 International Consensus Guidelines Using Computed Tomography and Magnetic Resonance
Imaging： Branch Duct and Main Duct Intraductal Papillary Mucinous Neoplasms of the Pancreas．Ann Surg 27，2015［Epub
ahead of print］
（レベル 2）
7）Yamashita Y et al：Usefulness of contrast-enhanced endoscopic sonography for discriminating mural nodules from mucous clots
in intraductal papillary mucinous neoplasms：a single-center prospective study．J Ultrasound Med 32：61-68，2013（レベル 2）
8）Kobayashi N et al：Endoscopic ultrasonographic findings predict the risk of carcinoma in branch duct intraductal papillary mucinous neoplasms of the pancreas．Pancreatology 12：141-145，2013（レベル 2）
9）Ohno E et al：Intraductal papillary mucinous neoplasms of the pancreas：differentiation of malignant and benign tumors by endoscopic ultrasound findings of mural nodules．Ann Surg 249：628-634，2009（レベル 2）
10）Kamata K et al：Value of EUS in early detection of pancreatic ductal adenocarcinomas in patients with intraductal papillary
mucinous neoplasms．Endoscopy 46：22-29，2014（レベル 2）
11）Do RK et al：Interobserver agreement for detection of malignant features of intraductal papillary mucinous neoplasms of the
pancreas on MDCT．AJR 203：973-979，2014（レベル 3）
12）de Jong K et al：Disappointing interobserver agreement among radiologists for a classifying diagnosis of pancreatic cysts using
magnetic resonance imaging．Pancreas 41：278-282，2012（レベル 3）
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104 食道癌の術前検査としてどのような画像検査を推奨するか？
推奨グレード

CT，PET/CT は病期診断に有用であり，推奨する。
食道造影は手術前に部位の特定や狭窄度の把握に有用であり，推奨する。

B

背景・目的
食道癌の診療において，術前の正確な病期診断は治療法を選択する上で重要である。食道癌の術前検査とし
て，食道造影，CT，MRI，PET/CT の有効性について検討した。

解

説

食道造影による描出率は深達度の浅い病変ほどその描出率は低下する

。表在癌の深達度診断について，

1）2）

食道癌を対象とした場合，食道造影で食道および噴門部癌を疑った際の陽性適中率は 42％，描出感度は 90％を
越えるとの報告がある 。科学的手法に基づいて進行食道癌の診断における食道造影の有効性を示した報告は
3）

ないが，食道造影は部位の特定や狭窄度の把握が内視鏡に比べ容易で，所見の客観性に優れ，内視鏡が通過し
ない病変や出血する場合にも腫瘍範囲を描出でき，経済性が高いなどの利点を有する（図）
。食道造影とCT と
で食道癌の病変描出率を比較した報告では有意差はないが，病変の長軸方向の診断において，造影検査の正診
率 59％が CT の 32％を凌ぐと報告されている 。よって進行食道癌においては，外科的切除の可否や周囲臓器と
4）

の位置関係など病気の概観をつかみやすい点で他の検査法に比べ優れており，消化管造影検査の有用性が高い。
CT は食道癌の術前検査において，遠隔転移診断に関して第一選択として用いられる。遠隔転移のなかでも特
に頻度が高い肝，肺，骨の評価が CT では可能であり，その有用性は高い。肝に関しては，腫瘍径 1 cm 以上の
肝転移巣であれば，CT の感度はおよそ 90％と報告されている 。肺に関してもCT の感度は非常に高いとされて
5）

いるが，特に喫煙者においては原発性肺癌の可能性もあるため，病理組織学的診断が必要となる場合がある。
原発巣の評価（T 分類）に関しては，CT での深達度診断には限界がある。食道癌の多くは CT にて壁肥厚
所見として描出されるが，CT 単独では T1 〜 T3 の鑑別は困難である。EUSと比較検討した文献では，T 分類
の正診率は EUS よりも劣るとの報告もある

。したがって，CT の深達度診断における最も重要な役割は，外科

6）7）

的根治術施行可能な T3 以下と，適応外となる T4 症例の鑑別であり，特に腫瘍と隣接臓器間の脂肪層の評価が
重要となる。実際に，CT の縦隔浸潤診断の感度，
特異度はそれぞれ 88 〜 100％，85 〜 100％との報告があり，T4
診断には有用であると考えられる

。食道ダイナミック CT にて造影早期相での腫瘍辺縁の増強効果は外膜浸潤

8）9）

近年 MDCT の普及により，MPR や精密な 3D 像の作成が可能であるが，
の診断に有用とする報告がある 。また，
10）

その有用性についてのエビデンスはない。
一方 CT によるリンパ節転移の評価に関しては問題点が多い。一般に，胸腔内および腹腔内のリンパ節は 10
mm 以上，鎖骨上リンパ節は短径 5 mm 以上で腫大と考えるが

，実際は正常サイズの転移リンパ節も多く，こ

11）12）

れは食道癌の病期診断における正診率低下の大きな要因となっている。過去の報告によると，10 mm 以上を基準
とした場合，CT の感度，特異度はそれぞれ 30 〜 60％，60 〜 80％であり

，7 mm 以下の転移リンパ節を正

13）14）

常リンパ節と比較した場合，ほぼすべてが鑑別困難とされている 。
8）

進行食道癌の進行度診断における MRI，CT を比較では，深達度ならびにリンパ節転移診断における感度，特
異度，正診率において MRI は CTと比較し優れているという報告があるが

，両者に有意差はないという報告の

15）
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食道造影と内視鏡や超音波内視鏡（endoscopic ultrasound：EUS）と比較検討した報告はない。一方，進行
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B

A

C

図 胸部食道癌の術前画像
A 食道造影検査 胸部中部食道に全周性 2 型病変を認める。 B 内視鏡 内腔
全体を占める腫瘤性病変を認める。病変の全体像は食道造影の方が把握しやすい。
C PET/CT 縦隔リンパ節転移に一致して FDG の集積を認める。

方が多い

。また MRI は CTと比較してコストがかかり，
撮像範囲も狭く，
呼吸や心拍動によるアーチファクトも強く，

16）
17）

術前診断として推奨できない。
PET は全身の遠隔転移を一度に検索することが可能であるが，原発巣の病期診断（T 分類）には活用されて
いない。これは，CTと比較して存在診断においては高い感度を有している反面，PET のみでは腫瘍の浸潤の程
度を評価することは困難であることに寄与する
と深達度との相関も見出されていない

。また PET による食道早期癌の描出は困難であり，FDG 集積

13）18）

。

19）20）

PET によるリンパ節転移診断に関しては，サイズにかかわらず機能的に評価可能であるため有用性が大きいと
考えられる（図）
。PET のリンパ節転移における感度 / 特異度は，65.5/100％，57/90％，51/84％などの報告があ
る

。いずれも特異度は十分高く，慢性炎症などによる偽陽性を鑑別することが要求されるものの

21）22）

，集積があ

21）

れば高い確率でリンパ節転移の診断が得られる点で有用な検査といえる。感度が低いのは腫瘍に隣接した転移リ
ンパ節の評価が困難であることが関係している。PET/CT では集積とサイズ両面からの評価が可能となり，感度
は十分補正される余地がある。CT，EUSと比較しても，特異度は PET の方が有意に優れており ，従来の CT，
19）

EUS 診断に PET を加えることで，リンパ節転移の診断特異性を向上させることができる。
遠隔転移に関する PET の診断能は，感度 69％，特異度 95％との報告があるが

，6 〜 7 mm 以下のもの

14）21）

については検出能不十分であり，MDCT の空間分解能の方が高い。また，早期食道癌における PET の意義は
低く推奨しないとする報告もある 。いずれにせよPET のみで遠隔転移の評価は不十分であり，造影 CTとPET
19）

あるいは PET/CT が必要である。
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検索式・参考にした二次資料
PubMed によりesophageal cancer，esophagogram，CT，MRI，PET，diagnosis，staging のキーワードを
用いて検索した。また，日本医学放射線学会および日本放射線科専門医会・医会合同ガイドライン委員会編：消
化管画像診断ガイドライン 2007 年版，Evidence-based Guideline Recommendations on the use of Positron
Emission Tomography Imaging in Oesophageal Cancer（Clin Oncol 24：86-104，2012）を参考にした。
文

献
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1）Sugimachi K et al：Clinicopathologic study of early stage esophageal carcinoma．Surgery 105：706-710，1989（レベル 4）
2）Chen YJ et al：Diagnosis and treatment of superficial oesophageal carcinoma．J Gastroenterol Hepatol 12：778-784，1997（レ
ベル 4）
3）Levine MS et al：Carcinoma of the esophagus and esophagogastric junction：sensitivity of radiographic diagnosis．AJR 168：
1423-1426，1997（レベル 4）
4）Drudi FM et al：Esophagogram and CT vs endoscopic and surgical specimens in the diagnosis of esophageal carcinoma．Radiol
Med（Torino）103：344-352，2002（レベル 4）
5）Kuszyk BS et al：Portal phase contrast-enhanced helical CT for the detection of malignant hepatic tumors：sensitivity based on
comparison with intraoperative and pathologic findings．AJR 166：91-95，1996（レベル 3）
6）Wakelin SJ et al：A comparison of computerized tomography，laparoscopic ultrasound and endoscopic ultrasound in the preoperative staging of oesophago-gastric carcinoma．Eur J Radiol 41：161-167，2002（レベル 3）
7）Wallace MB et al：An analysis of multiple staging management strategies for carcinoma of the esophagus：computed tomography，endoscopic ultrasound，positron emission tomography，and thoracoscopy/laparoscopy．Ann Thorac Surg 74：1026-1032，
2002（レベル 2）
8）Picus D et al：Computed tomography in the staging of esophageal carcinoma．Radiology 146：433-438，1983（レベル 5）
9）Daffner RH et al：CT of the esophagus．II．Carcinoma．AJR 133：1051-1055，1979（レベル 5）
10）S Umeoka et al．Early esophageal rim enhancement：a new sign of esophageal cancer on dynamic CT．Eur J Radiol 82：459463，2013（レベル 3）
11）Dorfman RE et al：Upper abdominal lymph nodes：criteria for normal size determined with CT．
Radiology 180：319-322，
1991
（レ
ベル 4）
12）Fultz PJ，et al：Detection and diagnosis of nonpalpable supraclavicular lymph nodes in lung cancer at CT and US．Radiology
222：245-251，2002（レベル 4）
13）Block MI et al：Improvement in staging of esophageal cancer with the addition of positron emission tomography．Ann Thorac
Surg 64：770-777，1997（レベル 3）
14）Kato H et al：Comparison between positrosn emission tomography and computed tomography in the use of the assessment of
esophageal carcinoma．Cancer 94：921-928，2002（レベル 4）
15）浜田弘巳ほか：食道癌進行度診断における magnetic resonance imaging の有用性に関する検討．日消外会誌 24：962-967，1991（レ
ベル 4）
16）Takashima S et al：Carcinoma of the esophagus：CT vs MR imaging in determining resectability．AJR 156：297-302，1991（レ
ベル 3）
17）Wu LF et al：Preoperative TN staging of esophageal cancer：comparison of miniprobe ultrasonography，spiral CT and MRI．
World J Gastroenterol 9：219-224，2003 （レベル 4）
18）Flanagan FL et al：Staging of esophageal cancer with fluorodeoxyglucose positron emission tomography．AJR 168：417-424，
1997（レベル 3）
19）Flamen P et al：Utility of positron emission tomography for the staging of patients with potentially operable esophageal carcinoma．J Clin Oncol 18：3202-3210，2000（レベル 3）
20）Fukunaga T et al：Evaluation of esophageal cancers using 18F-fluorodeoxyglucose PET．J Nucl Med 39：1002-1007，1998（レ
ベル 3）
21）van Westreenen HL et al：Systematic review of the staging performance of 18F-fluorodeoxyglucose positron emission tomography in esophageal cancer．J Clin Oncol 22：3805-3812，2004（レベル 1）
22）Kato H et al：The incremental effect of positron emission tomography on diagnostic accuracy in the initial staging of esophageal carcinoma．Cancer 103：148-156，2005（レベル 3）
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食道癌の術後のフォローアップとしてどのような画像検
査を行うべきか？

105
推奨グレード

CT，PET，食道 X 線検査が行われており，施行することを考慮してもよいが，いずれも

C1

行うよう勧める根拠は明確でない。

背景・目的
食道癌の治療成績は向上しているが，依然として進行癌の場合は高率に再発を来す。計画された注意深い術
後サーベイランスにより，できるだけ早期に局所再発およびリンパ節・他臓器転移を発見することが重要とされるが，
術後サーベイランスとしてどのような画像検査が有用であるか，検討した。

解

説

食道癌は，再発時無症状の群は有症状の群と比較して予後良好という報告があり ，早期発見は予後を向上さ
1）

せる可能性がある。
食道 X 線検査は食道管腔内の局所再発病変の診断に関しては有効とする報告がある 。特に吻合部再発に
2）

おける粘膜変化の評価が可能である一方で，壁外再発，リンパ節腫大は評価できず限界がある。超音波内視鏡
ではそれらを診断可能であるが，治療後に伴う線維化などは再発との鑑別が困難である。
いくつかの論文で再発診断における PET の有用性が推奨され

，PET の正診率は 87.2％（感度 93.1％，特

3-5）

異度 75.7％）と報告されている 。一方 CT の報告は少ないが，CT 正診率も84％，87％とPETと遜色ないと報
3）

告されている

。PET における局所再発診断に関しては，感度は高いものの偽陽性のためにさらに特異度は低く

4-5）

なり（50％）
，また骨転移に関しては PET の感度は高いが，肺転移に関しては CT よりも低いなど，再発形式によっ
ては CT の方が優れているとの報告もある。さらに PET/CTとして CT を組み合わせることで，双方の弱点が補完
されよう。
一方サーベイランスの間隔と期間についての科学的研究報告はないが，一般に 6 カ月ごとの検査を 5 年間行うこ
とが一般的で，再発の高危険群には症例に応じて 3 〜 4 カ月ごとの検査が行われている 。
1）

検索式・参考にした二次資料
PubMed によりesophageal cancer，surveillance，postoperative，CT，PET，esophagogram のキーワードで検
索した。また，日本食道学会編：食道癌診断・治療ガイドライン 2012 年版（第 3 版）を参考にした。
文

献

1）松原久裕ほか：再発治療からみた食道癌術後患者の経過観察 . 臨床外科 57：751-775，2002（レベル 4）
2）Revathy B et al：Diagnosis，staging，and follow-up of esophageal cancer. AJR 181：785-793，2003（レベル 5）
3）Teyton P et al：Use of positron emission tomography in surgery follow-up of esophageal cancer. J Gastrointest Surg 13：451458，2009（レベル 5）
4）Kato H et al：Value of positron emission tomography in the diagnosis of recurrent oesophageal carcinoma. Br J Surg 91：10041009，2004（レベル 3）
5）Carlisle JG et al：Recurrent esophageal carcinoma：CT evaluation after esophagectomy. Radiology 189：271-275，1993（レベ
ル 3）
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106 胃癌の術前検査としてどのような画像検査を行うべきか？
推奨グレード

B 上部消化管造影検査，CT
C1 PET

B

推奨グレード

C1

深達度や範囲診断に上部消化管造影検査を推奨する。胃癌の病期診断には CT 検査を推
奨する。CT と比較して，PET 検査の感度は低いが特異度は高く，リンパ節転移の診断
では有用であり，施行することを考慮してもよい。

背景・目的
胃癌は世界中で罹患率の高い癌となっており，その術前病期診断としては TNM 分類が用いられている。胃癌
の術前検査としては内視鏡を中心とした検査が行われ，さらに CT が一般的であるが（図）
，主に放射線科医が携

解

説

上部消化管造影検査は，胃癌に対する術前検査としては有用であるとの考え方が一般的であり，特に早期胃癌
の深達度や範囲診断における精密胃 X 線検査の有用性は，本邦から多くの報告がなされている。
CT（主に造影 CT）検査は，多くの施設で胃癌術前のルーチン検査として行われている。その理由として，CT
検査はリンパ節転移診断と同時に肝臓や肺などの遠隔転移や腹膜播種の有無の評価ができること，また胃内視鏡検
査では診断困難な漿膜外への進展（周囲臓器への浸潤）の有無を，総合的に評価できるからである。Kim，Chen
らは，MDCT を使った MPR 画像や 3D image は，胃癌術前の T-staging の正診度を上昇させると報告してい
る

。Kumano らは，胃内に水もしくは空気を充満させて撮像した CT 検査で胃癌の深達度を評価した研究にお

1）2）

いて，深達度診断の正診度はそれぞれ 91％と高値で，有用であったと報告している 。その他の論文でもCT 検査
3）

による T staging の有用性が報告されている 。また近年は CT gastrography など仮想内視鏡を使った評価が病
4）

変の位置確認や深達度診断に有用であるとの報告もある 。CT 検査におけるリンパ節転移診断について，正診度
5）

は 51 〜 83.8％であったと諸家の論文で報告されている

。また Kim らは，早期胃癌のリンパ節転移診断において

6）7）

肝臓が最も頻度が高く，
その他，
もMPR が正診度を改善させると報告している 。胃癌の遠隔転移巣の診断としては，
7）

肺，副腎，骨，脳などへの血行性転移の頻度が高いが，いずれの診断にもCT は有用であるとの報告が多く見られ
る 。また不必要な開腹手術を避けるためには，腹膜播種の診断が重要である 。CT においては腹水の存在が腹
8）

8）

膜転移の所見として重要で，Chang らは CT 検査で 50ml 以上の腹水があれば 75％以上の確率で腹膜播種がある
と報告している 。Yajima らは CT 検査における腹膜播種の診断において，腹水貯留があれば 51％の感度と97％
9）

の特異度であると報告している 。MRI に関しては，T2 強調像，造影後 T1 強調像に加えて，DWIも含めて総合
10）

的に評価することで Tstage の診断能が向上するという報告もあるが，現時点では十分なエビデンスはない

11）

胃癌の術前病期診断において，PET および PET/CT 検査は有用であると多くの論文で報告されている

。

8）12）

しかしリンパ節診断においては，PET 単独では感度が低いことが指摘されている 。Kim らも進行胃癌のリンパ
13）

節転移診断において，
造影 CT 検査よりもPET/CT 検査の方が感度と正診度を除いては良かったと報告しており ，
14）

CT 検査にてリンパ節転移が疑わしいような時は PET 検査の追加を行った方がよい可能性が高い。
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わる画像診断について検討した。

❺ 消化管

A

B

C

図 進行胃癌（2 型）の術前画像
A 内視鏡 胃体下部〜前庭部の前壁を中心に 2 型病変を認める。B 造影
CT 胃の前壁に不整な腫瘤影を認め（→）
，漿膜面への浸潤も明らかである。
C 胃造影検査（圧迫法） 胃体下部〜前庭部に腫瘤影を認める（→）
。 中心
に潰瘍形成を認め，周堤を伴っている。 D PET/CT 腫瘍に一致して FDG の
集積を認める。

D

検索式・参考にした二次資料
PubMed によりgastric cancer，preoperative，staging のキーワードを用いて検索した。また，What studies
are appropriate and necessary for staging gastric adenocarcinoma? Results of an international RAND/
UCLA expert panel. Gastric Cancer 17：377-382，2014 を参照した。
文

献

1）Chen CY et al：Gastric cancer：preoperative local staging with 3D multi-detector row CT-correlation with surgical and histopathologic results．Radiology 242：472-482，2007（レベル 2）
2）Kim JW et al：Diagnostic performance of 64-section CT using CT gastrography in preoperative T staging of gastric cancer
according to 7th edition of AJCC cancer staging manual．Eur Radiol 22：654-662，2012（レベル 3）
3）Kumano S et al：T-staging of gastric cancer of air-filling multidetector-row CT：comparison with hydro-multidetector-row CT．Eur
J Radiol 81：2953-2960，2012（レベル 2）
4）Kumano S et al：T staging of gastric cancer：role of multi-detector row CT．Radiology 237：961-966，2005（レベル 3）
5）Komori M et al：Contrast-enhanced MDCT gastrography for detection of early gastric cancer：initial assessment of“wall-carving
image”
，a novel volume rendering technique．Eur J Radiol 81：1695-1701，2012（レベル 2）
6）Ba-Ssalamah A et al：Dedicated multidetector CT of the stomach：spectrum of diseases．Radiographics 23：625-644，
2003（レベル 5）
7）Kim YN et al：Gastric cancer staging at isotropic MDCT including coronal and sagittal MPR images：endoscopically diagnosed
early vs．advanced gastric cancer．Abdom Imaging 34：26-34，2009（レベル 3）
8）Lee MH et al：Gastric cancer：imaging and staging with MDCT based on the 7th AJCC guidelines．Abdom Imaging 37：531540，2012（レベル 5）
9）Chang DK et al：Clinical significance of CT-defined minimal ascites in patients with gastric cancer．World J Gastroenterol 11：
6587-6592，2005（レベル 3）
10）Yajima K et al：Clinical and diagnostic significance of preoperative computed tomography findings of ascites in patients with
advanced gastric cancer．Am J Surg 192：185-190，2006（レベル 4）
11）S Liu et al ．Added value of diffusion-weighted MR imaging to T2-weighted and dynamic contrast-enhanced MR imaging in T
staging of gastric cancer．Clin Imaging 38：122-128，2014（レベル４）
12）Ozkan E et al：The role of 18F-FDG-PET/CT in the preoperative staging and posttherapy follow up of gastric cancer：comparison with spiral CT．World J Surg Oncol 9：75，2011（レベル 4）
13）Ha TK et al：F18-fluorodeoxyglucose-positron emission tomography and computed tomography is not accurate in preoperative
staging of gastric cancer．J Korean Surg Soc 81：104-110，2011（レベル 3）
14）Kim EY et al：The value of PET/CT for preoperative staging of advanced gastric cancer：comparison with contrast-enhanced
CT．Eur J Radiol 79：183-188，2011（レベル 3）
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進行胃癌の術後のフォローアップとしてどのような画像
検査が有用か？

推奨グレード

B

推奨グレード

C1

B PET（PET/CT）
C1 CT
PET，CT は有用であり，推奨する。しかし胃癌術後に定期的にフォローアップすべきか
どうかについては十分なエビデンスはない。

背景・目的
胃癌の手術による治療成績は向上しているが，進行胃癌は再発のリスクが高く術後長期の経過観察が行われる
場合が多い。術後の再発チェック目的の検査数も増加しているが，その合理的な画像診断の方法についてははっき

解

説

胃癌術後の再発は胃断端，腹腔内播種，肝臓を初めとする遠隔転移等としてみられ，局所の評価として内視鏡
検査，さらに局所再発と遠隔転移の両方が評価できる CTもしくは造影 CT 検査によるフォローアップが一般的であ
。しかし胃癌術後の CT 検査の有用性について検討している論文は少ない。また小さく限局的なリン
る （図 A）
1）

パ節転移巣については CT は特異性に欠けているといわれ

，早期の腹膜播種の検出も困難なことが多い。

1）2）

。
PET は，術後の胃癌のフォローアップにおける有用性について近年多数の論文報告がされている （図 B）
3-7）

Shimada らは，PET には印環細胞癌と非充実型低分化癌において偽陰性を示すことが多いなどの限界はあるも
のの，遠隔転移および治療反応性の評価によって，より適切な治療法の選択に寄与できると報告している 。また
8）

Wuらによるメタアナリシス
（9 つの study，
合計 526 人の PET 検査が対象）
では，PET 単独：感度 0.72，
特異度 0.84，
造影 CT 単独：感度 0.74，
特異度 0.85，PET/CT：感度 0.75，
特異度 0.85，
とPET/CT の有用性を報告している 。
9）

以上から，今後は再発が疑われる症例においては，PETもしくは PET/CT が推奨されよう。
初発単発治癒切除胃癌 3,861 例中，術後再発が認められた 307 例（8.0%）の検討では，早期胃癌の再発率
は 0.8%，進行胃癌の再発率は 19.2% であり，それぞれの再発までの期間について，早期胃癌について，2 年以内
に 50％が再発し，3 年以内に 88.9％が再発しており，進行胃癌については，2 年以内に 79.2％が再発し，3 年以内
についても90.7％が再発すると報告されている 。一方術後 5 年以降で再発する頻度は全再発の 8.6％，10 年以
10）

降の再発頻度は 1％未満でありとの報告もある 。以上の点から，一般的に 5 年間とされている胃癌術後の経過
11）

観察期間は妥当と思われる。
最後に，そもそも胃癌術後に定期的なフォローアップが患者の利益になるのか，社会的・経済的に合理的である
のか，ということは非常に重要な問題である。Kim らは胃癌術後の 110 人の患者を対象にした研究で，症状があ
り再発した患者において予後不良であったが，術後の定期的な経過観察が患者のアウトカムの改善には寄与しな
かったと報告している 。また，Eom らは 1,767 人を対象に胃癌術後の患者を定期的な検査で経過観察（3 年間，
12）

CT や血液学的検査，内視鏡検査など）したところ，310 人（17.5％）の再発があったが，そのうち 75.2％（233
人）の患者は定期的な検査で異常が指摘されたが，そうでなかった群を比較して overall の生存に有意差は認め
またどのような検査スケジュールであれば社会的・
られなかったと報告している 。定期的な検査が有用であるのか，
13）

経済的に合理的かという点に関しては，今後も症例蓄積，検討が必要と思われる。特に早期胃癌や低リスクと思わ
れた患者に対しては必要以上の検査は行わず，有症状の場合のみ検査を行うという対応も検討する余地があろう。
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りとしたコンセンサスはない。胃癌術後患者における CT，PET の有用性について検討した。

❺ 消化管

A

B

胃癌術後再発（腹膜播種）の画像
A 造影 CT 肝臓の周囲に腹水を認める。横隔面には不整が見られる。 B
致して FDG の集積を認め，再発が明らかである。
図

PET/CT

横隔面に一

検索式・参考にした二次資料
PubMed によりgastric cancer，recurrent，postoperative のキーワードを用いて検索した。また，日本胃癌学
会編：胃癌治療ガイドライン医師用 2010 年度版，National Comprehensive Cancer Network 2009，Scottish
Intercollegiate Guidelines Network 2006，Gastric cancer：ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis，
treatment and follow-up 2010 を参照した。
文

献

1）Kim KW et al：Postoperative anatomic and pathologic findings at CT following gastrectomy. Radiographics 22：
323-336，2002（レベル 5）
2）Ha HK et al：Local recurrence after surgery for gastric carcinoma：CT findings. AJR 161：975-977，
1993（レベル 4）
3）Nakamoto Y et al：Clinical value of whole-body FDG-PET for recurrent gastric cancer：a multicenter study. Jpn J
Clin Oncol 39：297-302，2009（レベル 4）
4）Kim DW et al：Detecting the recurrence of gastric cancer after curative resection：comparison of FDG-PET/CT and
contrast-enhanced abdominal CT. J Korean Med Sci 26：875-880，2011（レベル 4）
5）Ozkan E et al：The role of 18F-FDG-PET/CT in the preoperative staging and posttherapy follow up of gastric cancer：comparison with spiral CT. World J Surg Oncol 9：75，2011（レベル 4）
6）Bilici A et al：The role of（1）F-FDG-PET/CT in the assessment of suspected recurrent gastric cancer after initial
surgical resection：can the results of FDG-PET/CT influence patients’treatment decision making? Eur J Nucl Med
Mol Imaging 38：64-73，2011（レベル 4）
7）Lee JE et al：The role of 18F-FDG-PET/CT in the evaluation of gastric cancer recurrence after curative gastrectomy.
Yonsei Med J 52：81-88，2011（レベル 4）
8）Shimada H et al：Japanese Gastric Cancer Association Task Force for Research Promotion：clinical utility of（1）
F-fluoro-2-deoxyglucose positron emission tomography in gastric cancer. A systematic review of the literature.
Gastric Cancer 14：13-21，2011（レベル 1）
9）Wu LM et al：18F-fluorodeoxyglucose positron emission tomography to evaluate recurrent gastric cancer：a systematic review and meta-analysis. J Gastroenterol Hepatol 27：472-480，2011（レベル 1）
10）梨本 篤ほか：がんの適切なフォローアップ計画：胃癌の適切なフォローアップ計画 . 癌と化学療法 36：1402-1407，2009（レベル 5）
11）Ikeda Y et al：Effective follow-up for recurrence or a second primary cancer in patients with early gastric cancer. Br J Surg 92：
235-239，2005（レベル 4）
12）Kim JH et al：Benefit of post-operative surveillance for recurrence after curative resection for gastric cancer. J Gastrointest
Surg 14：969-976，2010（レベル 4）
13）Eom BW et al：Oncologic effectiveness of regular follow-up to detect recurrence after curative resection of gastric cancer. Ann
Surg Oncol 18：358-364，2011（レベル 4）
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大腸癌，直腸癌の術前検査としてどのような画像検査が
有用か？

推奨グレード

B

推奨グレード

C1

B CT，MRI（直腸癌のみ）
C1 PET，注腸造影，CT colonography
転移の検索には CT を推奨する。PET は行うよう勧めるだけの根拠が明確でない。
直腸癌の局所浸潤の評価には MRI（および経直腸超音波）を推奨する。

背景・目的
大腸癌の診断には，一般的には下部消化管内視鏡検査が行われているが，壁外や他臓器への進展度，リンパ
節転移，
遠隔転移を評価することはできないため CT や MRIも行われる
（図）。大腸癌の診断における画像検査（注

解

説

大腸癌の治療方針決定，予後評価には浸潤の程度（T stage）
，リンパ節転移（N stage）ならびに転移（M
stage）の評価が重要である。NCCN を初めとする多くのガイドラインにおいて CT による骨盤部，肝臓を含めた腹
部ならびに胸部の評価が推奨されている。最近では MDCT によって検査が行われることが多いが，MDCT であ
れば，5 mm スライス厚以下の薄いスライスで全身を撮像することが可能であり，5 mm 大の小さなリンパ節や転移
巣でも描出することが可能である。しかし，結腸，直腸癌の患者で術前腹部 CT 検査をルーチンで行った研究では，
治療方針の変化があったのは，19％（13/70）のみであったことが報告されている

。また初診時に肺転移の頻

1）2）

度は低く，CT の必要性を疑問視しているものもある 。
3）

局所の評価では直腸癌においては，明らかな T1/2，N0 腫瘍を除けば，CTもしくは MRI による深達度診断が
望ましいとの報告されている 。特に直腸間膜の浸潤の評価については MRI のほうが CT よりも良いと考えられて
4）

いる 。経直腸超音波と経直腸コイル，CT を評価したメタアナリシス では経直腸超音波と経直腸コイル MRI は
5）

6）

固有筋層浸潤の評価において，CT より優れ，同等に高い感度を有するが，超音波の特異度が MRI よりも優れて
いることが示されている（86％ vs 69％）
。一方，傍直腸組織の浸潤の評価では超音波が CT や MRI より優れて
いると報告されている（US 90％，CT 79％，MRI 82％）。しかしながら本邦では直腸癌の病期診断に経直腸超音
波と経直腸コイルはほとんど用いられていない。また 2012 年の NCCN のガイドラインからも直腸内 MRI は削除さ
れている。MRI は本邦では経直腸コイルの代わりに phased array coil が用いられるが，一般に両者はほぼ同等
の診断能を有していると考えられており，局所浸潤評価法として推奨される。一方，CT による局所評価は困難とさ
れているが，MDCT においては，大腸癌が腸壁や他臓器と接する面に垂直な高分解能の MPR 像を作成すること
によって，腫瘍の壁内浸潤や他臓器浸潤の診断精度の向上が期待できる 。
7）

一方，画像診断によるリンパ節転移評価の感度は 60％に過ぎないと報告され 。前述のメタアナリシスでも他臓
8）

器浸潤，リンパ節転移は経直腸超音波，経直腸コイル MRI ならびに CT は同等とされている 。
6）

PET は局所再発の有無やリンパ節転移，遠隔転移の有無の評価に対して有用とされている 。CTと比較する
9）

と，PET は腹腔内リンパ節の発見の感度が高い。また PET は肝転移の評価においても優れているという報告もあ
。また造影 CT+PET は，PET 単独，もしくは CT 単独よりもより感度が高いことが
る （肝転移の CQ80 を参照）
10）

示されている

。しかし，PET はコストも高く，転移の診断における有用性については現時点では十分なエビデ

11）12）
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腸造影検査，CT，MRI，PET）の有用性について検討した。
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A
図

C

B
進行直腸癌の術前画像

A 注腸造影検査 直腸 Rb に全周性 2 型病変を認める（→）
。B 内視鏡 全周性の狭窄を認め，内視鏡は通過困難。
C MRI 直腸に全周性の壁肥厚を認める
（→）
。固有筋層を越える進展が明らかであるが，前立腺への浸潤は認められない。

ンスが集積されているとはいえない。
注腸造影は内視鏡検査と比較して病変の全体像が把握しやすいなどの利点があるが，大腸 SM 癌の深達度診
断においては内視鏡検査が優れているとするとされ

，現在では施行される機会も減っている。CT colonography

13）

による注腸類似像では内視鏡による部位診断に比べ優れており ，深達度診断の補助として有用と報告されてい
14）

る

。また，PET/CT colonography は術前ステージング

14）15）

および内視鏡検査が不可能な閉塞性大腸がん

16）17）

の近位側腸管の評価に有用と報告されている 。
18）

検索式・参考にした二次資料
PubMed によりcolon cancer，rectal cancer，colorectal cancer，preoperative，staging のキーワードを用い
て検 索した。NCCN guidelines Colon cancer Ver. 2. 2012，Schmiegel W et al：S3 guidelines for colorectal
carcinoma：results of an evidence-based consensus conference on February 6/7，2004 and June 8/9，2007
（for the topics IV，VI and VII）. Z Gastroentero 48：65-136，2010 を参考にした。
文

献

1）Barton JB et al：The utility of routine preoperative computed tomography scanning in the management of veterans with colon
cancer. Am J Surg 183：499-503，2002（レベル 4）
2）McAndrew MR，Saba AK：Efficacy of routine preoperative computed tomography scans in colon cancer. Am Surg 65：205-208，
1999（レベル 4）
3）Grossmann I et al：Preoperative staging with chest CT in patients with colorectal carcinoma：not as a routine procedure. Ann
Surg Oncol 17：2045-2050，2010（レベル 3）
4）Kwok H et al：Preoperative staging of rectal cancer. Int J Colorectal Dis 15：9-20，2000（レベル 2）
5）Mathur P et al：Comparison of CT and MRI in the pre-operative staging of rectal adenocarcinoma and prediction of circumferential resection margin involvement by MRI. Colorectal Dis 5：396-401，2003（レベル 2）
6）Bipat S et al：Rectal cancer：local staging and assessment of lymph node involvement with endoluminal US，CT，and MR imaging-a meta-analysis. Radiology 232：773-783，2004（レベル 1）
7）Matsuoka H et al：A prospective comparison between multidetector-row computed tomography and magnetic resonance imaging
in the preoperative evaluation of rectal carcinoma. Am J Surg 185：556-559，2003（レベル 4）
8）Church JM et al：Optimizing the outcome for patients with rectal cancer. Dis Colon Rectum 46：389-402，2003（レベル 5）
9）Flamen P et al：Additional value of whole-body positron emission tomography with fluorine-18-2-fluoro-2-deoxy-D-glucose in
recurrent colorectal cancer. J Clin Oncol 17：894-901，1999（レベル 4）
10）Delbeke D et al：Staging recurrent metastatic colorectal carcinoma with PET. J Nucl Med 38：1196-1201，1997（レベル 4）
11）Cantwell CP et al：Liver lesion detection and characterization in patients with colorectal cancer：a comparison of low radiation
dose non-enhanced PET/CT，contrast-enhanced PET/CT，and liver MRI. J Comput Assist Tomog 32：738-744，2008（レベ
ル 4）
12）Dirisamer A et al：Performance of integrated FDG-PET/contrast-enhanced CT in the staging and restaging of colorectal cancer：comparison with PET and enhanced CT. Eur J Radiol 73：324-328，2010（レベル 3）
13）松田尚久ほか：早期大腸癌の深達度診断に注腸造影は省略できるか . 消化器内視鏡 13：81-88，2001（レベル 5）
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14）Nagata K et al：CT air-contrast enema as a preoperative examination for colorectal cancer. Dig Surg 21：352-358, 2004（レベ
ル 3）
15）Utano K et al：Preoperative T staging of colorectal cancer by CT colonography. Dis Colon Rectum 51：875-881, 2008（レベル
3）
16）Veit P et al：Whole body positron emission tomography/computed tomography（PET/CT）tumour staging with integrated PET/
CT colonography：technical feasibility and first experiences in patients with colorectal cancer. Gut ; 55：68-73, 2006（レベル 3）
17）Kinner S et al：Whole-body PET/CT-colonography：a possible new concept for colorectal cancer staging. Abdom Imaging 32：
606-612, 2007（レベル 3）
18）Nagata K et al：PET/CT colonography for the preoperative evaluation of the colon proximal to the obstructive colorectal cancer. Dis Colon Rectum 51：882-890, 2008（レベル 3）
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109

大腸癌の術後のフォローアップとしてどのような画像検
査を行うべきか？

推奨グレード

B

推奨グレード

C1

B 造影 CT
C1 MRI（直腸癌），PET（PET/CT）
造影 CT を推奨する。十分な根拠はないが，症例によっては MRI，
PET/CT も有用であり，
施行することを考慮してもよい。

背景・目的
消化器癌の治療成績は向上しているが，依然として進行癌の場合は高率に再発を来している。計画された注意
深い術後サーベイランスにより，早期に局所再発およびリンパ節・他臓器転移を発見できる可能性がある。大腸癌
術後サーベイランスとしてどのような画像検査が有用であるか，文献に基づき検討した。

解

説

大腸癌術後のサーベイランス方法に関しては，海外において複数の無作為比較試験（intensive vs. nonintensive）およびそれに基づくメタアナリシスが行われ，intensive 群が再発の早期発見が可能で，予後改善効果
のあることが示されている 。欧米では 2005 年以降，相次いでガイドラインが提示され，本邦でも大腸癌診療の標
1）

準化を目的として作成された『大腸癌治療ガイドライン』が刊行されているが，そのサーベイランスの方法は各ガイ
ドラインで異なっている（表）
。
大腸癌研究会による治癒切除大腸癌の追跡調査によると，再発は術後 3 年以内に 80％以上，術後 5 年以内
に 95％が出現しており，術後 5 年を超えての再発は全症例の 1％以下であった。再発臓器は肝臓が多く，以下肺，
局所の順である。このことからもサーベイランス期間は術後 5 年間を目安とし，また術後 3 年以内はサーベイランス
間隔を短めに設定する必要がある。
大腸癌術後サーベイランスに胸部単純 X 線検査を行い，切除可能な肺転移を発見できる率は約 1％程度と低く，
欧米では定期的な検査としては推奨されていない。さらに MDCT の普及により胸部から骨盤部までを一度に撮像
可能となっている現在では，サーベイランスにおける胸部単純 X 線検査の重要度は低下しているといえよう。
ASCO Guidelines では，再発高リスク群の場合，術後 3 年間は年 1 回の胸腹部 CT 撮像を推奨している。特に
放射線治療されていない直腸癌術後症例に関しては，骨盤部 CTも考慮すべきとしている。直腸癌術後の瘢痕と
再発巣との鑑別は困難であり，基準となる骨盤部 CT を術後早期に行う方法が有用とする報告がある 。また，骨
9）

盤内再発が疑われる場合は，骨盤部の拡散強調 MRI，EUS，PET/CT などが有用と報告されている

。ESMO

3-7）

Clinical Practice Guidelines では，高リスク群の場合に術後 3 年間は 6 〜 12 カ月ごとの胸腹部 CT 撮像を推奨し
ている。他の画像診断に関しては有用性が証明されておらず，症状から疑わしい症例のみに限定すべきとしている。
大腸内視鏡については，結腸癌術後の吻合部再発率は低いため，定期的な大腸内視鏡検査の有用性につい
ては確立されていない 。一方，直腸癌に関しては結腸に比べて局所再発率が高いことより，サーベイランスとし
8）

て大腸内視鏡を行うべきとする報告がみられる 。近年では，大腸内視鏡よりも簡便に行える CT-colonography
9）

（CTC）が普及しつつある。大腸癌の術後サーベイランスにおける CTC の大腸病変の感度，特異度はそれぞ
れ 82.3%，93.1%とする報告がある 。
2）

大腸癌肝転移については CQ80 を参照のこと。
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大腸癌治療ガイドラインと海外で推奨されている大腸癌術後サーベイランス法

表

大腸癌治療ガイドライン
大腸癌治療ガイドライン
（Stage Ⅲ）
（Stage Ⅰ mp，Stage Ⅱ）

ASCO

ESMO

最初の 3 年は 3 ～ 6 カ
最 初 の 2.5 年 は 3 カ 月 ご 最初の 3 年は 3 カ月ごと，
月 ご と， そ れ 以 降 は 6 適宜
と，それ以降は 6 カ月ごと それ以降は 6 カ月ごと
カ月ごと

問診

3 カ 月 ご と（5FU 系 補
腫 瘍 マ ー カ ー 最 初 の 2.5 年 は 3 カ 月 ご 最初の 3 年は 3 カ月ごと，
再発を示唆する症
助化療例では化療終了
（CEA）
と，それ以降は 6 カ月ごと それ以降は 6 カ月ごと
状を有する時
後に開始）
胸部 X 線検査

最初の 3 年は 6 カ月ごと，
6 カ月ごと
それ以降は 1 年ごと

胸部 CT 検査

必要に応じて

腹部超音波検査

6，18，30 カ月目

腹部 CT，検査

1 年ごと

1 年ごと（施行時は胸部
レントゲンは省略可）
月目

＊

1 年ごと

再発を示唆する症
状を有する時

記述なし

術後 3 年間毎年

1 年ごと

再発を示唆する症
状を有する時

最初の 2 年は 6 カ月ごと， 放 射 線 治 療 を 受 け て い 定 期 的 検 査 は す す
ない患者に考慮する
められていない
それ以降は 1 年ごと
術後 1，2，3 年目

＊

術 後 3 年 目， そ の 後 は
5 年ごと
5 年ごと＃

＊ 吻合部再発検査目的，必要に応じて
＃ 軟性 S 状結腸ファイバーを 6 カ月ごと 5 年間非照射の直腸癌症例に

検索式・参考にした二次資料
PubMed によりcolorectal cancer，surveillance，recurrent，postoperative のキーワードを用いて検索した。また，
ASCO Guidelines 2005，ESMO Clinical Practice Guidelines 2010，NCCN Guidelines 2012，大腸癌研究会編：
大腸癌治療ガイドライン 2009 年版を参考にした。
文

献

1）橋口陽二郎ほか：癌治療切除後サーベイランスの意義と問題点；大腸癌 . 日外会誌 108：125-130，2007（レベル 1）
2）Kim HJ et al：CT Colonography for combined colonic and extracolonic surveillance after curative resection of colorectal cancer.
Radiology 257：697-704，2010（レベル 2）
3）Park MJ et al：Locally advanced rectal cancer：added value of diffusion-weighted MR imaging for predicting tumor clearance of
the mesorectal fascia after neoadjuvant chemotherapy and radiation therapy. Radiology 260：771-780，2011（レベル 4）
4）Ramirez JM et al：Endoluminal ultrasonography in the follow-up of patients with rectal cancer. Br J Surg 81：692-694，1994（レ
ベル 4）
5）Löhnert MS et al：Effectiveness of endoluminal sonography in the identification of occult local rectal cancer recurrences. Dis
Colon Rectum 43：483-491，2000（レベル 4）
6）Moore HG et al：A case-controlled study of 18-fluorodeoxyglucose positron emission tomography in the detection of pelvic recurrence in previously irradiated rectal cancer patients. J Am Coll Surg 197：22-28，2003（レベル 4）
7）Flanagan FL et al：Utility of FDG-PET for investigating unexplained plasma CEA elevation in patients with colorectal cancer.
Ann Surg 227：319-323，1998（レベル 4）
8）Anthony T et al：Postoperative colorectal cancer surveillance. J Am Coll Surg 190：737-749，2000（レベル 1）
9）Desch CE et al：Recommended colorectal cancer surveillance guidelines by the American Society of Clinical Oncology. J Clin
Oncol 17：1312，1999（レベル 5）
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術後 1，3 年目

6 ， 18 ， 30 ， 42 ， 54 カ

1 年ごと

骨 盤 CT 検 査（ 直
1，2，3，5 年目
腸癌）
大腸内視鏡検査

胸部 X 線検査は推奨し 再発を示唆する症
ない
状を有する時

❺ 消化管

画像診断を行うことで negative appendectomy は
減らせるか？

110
推奨グレード

画像診断，特に CT を行うことで negative appendectomy は減らすことが可能である

A

という強いエビデンスが存在し，施行することを強く推奨する。

背景・目的
急性虫垂炎は発症早期には特徴的な症状や所見に乏しく，診断の遅れから穿孔に至ることが少なくない。ひとた
び虫垂が穿孔すると腹腔内膿瘍や皮下膿瘍，癒着性腸閉塞といった合併症の頻度が上昇するため，穿孔を恐れ
るあまりに不要な虫垂切除が行われる傾向もあり，negative appendectomyと呼ばれ，かつては 20％程度とされて
いたが，最近ではその率が著しく減少し，5％以下とされ，画像診断の寄与が大きいと考えられている（図）
。

解

説

成人についてはワシントン州での 3,540 例の虫垂切除例（術前診断＝虫垂炎）を調べたところでは画像診断なし
で 9.8％の症例で negative appendectomy がみられたのに対し超音波を行われた例では 8.1％，CT を行われた
例では 4.5％であったと報告され ，その他の報告もほぼ同様の結果であった
1）

。また，医療費削減効果も報告さ

2-4）

れている。しかし，一般人口でみた study では画像診断や腹腔鏡導入後も変わらなかったと報告されている 。
5）

一方小児では Rao らの retrospective study では CT 導入前の 129 例で negative appendectomy 率は男児
で 10％，女児で 18％であったのが，CT を導入後ではそれぞれ 5％，12％に低下し，虫垂穿孔も22％から 14％に減
少したと報告している 。Garcia Peña らは画像診断を行うようになる前は 14.7％で，prospective に超音波と疑問
6）

例に絞って CT を行うプロトコルでは 4.1％に減少し，有意差があったと報告している 。さらに同じ施設から臨床ガ
7）

イドラインに則って適応を絞って画像診断を行った場合でも11％から 5.5％に減少したと報告されている 。ただこの
8）

場合画像以外の他のファクターも影響している可能性がある。
このように様々な報告から画像診断によって明らかに negative appendectomy の割合は減少しているようである。
しかし CT でも内臓脂肪が少ない例，イレウスを合併した場合，穿孔や膿瘍を合併して虫垂が同定できない場合は
診断困難といわれている 。
9）

検索式・参考にした二次資料
PubMed によりappendicitis，CT，negative appendectomy，diagnosis，effect のキーワードを用いて検索した。
Rosen MP et al：ACR Appropriateness Criteria right lower quadrant pain--suspected appendicitis.
®

J Am Coll Radiol 8：749-755，2011 を参考にした。
文

献

1）Cuschieri J et al：Negative appendectomy and imaging accuracy in the Washington State Surgical Care and Outcomes
Assessment Program. SCOAP Collaborative. Ann Surg 248：557-563，2008（レベル 3）
2）Lee CC et al：Routine versus selective abdominal computed tomography scan in the evaluation of right lower quadrant pain：a
randomized controlled trial. Acad Emerg Med 14：117-122，2007（レベル 2）
3）Morse BC et al：Abdominal CT scanning in reproductive-age women with right lower quadrant abdominal pain：does its use
reduce negative appendectomy rates and healthcare costs？Am Surg 73：580-584，2007（レベル 3）
4）Krajewski S et al：Impact of computed tomography of the abdomen on clinical outcomes in patients with acute right lower quadrant pain：a meta-analysis. Can J Surg 54：43-53, 2011（レベル 3）
5）Flum DR et al：Has misdiagnosis of appendicitis decreased over time？ A population-based analysis. JAMA 286：1748-1753，
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A

図 急性虫垂炎
A 単純 CT B 造影 CT C 冠状断 MPR D 矢状断 MPR 右下腹部に，壁濃染・肥厚
を伴う腫大虫垂を認める（→）
。周囲の脂肪織濃度は上昇し，液体貯留も見られ，膿瘍形成が疑わ
れる。手術が施行され，急性虫垂炎であった。手術所見では，虫垂間膜，盲腸間膜内に膿汁貯留
を認めた。

2001（レベル 3）
6）Rao PM et al：Introduction of appendiceal CT：impact on negative appendectomy and appendiceal perforation rates. Ann Surg
229：344-349，1999（レベル 3）
7）Garcia Peña BM et al：Effect of an imaging protocol on clinical outcomes among pediatric patients with appendicitis. Pediatrics
110：6 1088-1093，2002（レベル 3）
8）Smink DS et al：Diagnosis of acute appendicitis in children using a clinical practice guideline. J Pediatr Surg 39：458-463，
2004（レベル 3）
9）Levine CD et al：Why we miss the diagnosis of appendicitis on abdominal CT：evaluation of imaging features of appendicitis
incorrectly diagnosed on CT. AJR 184：855-859，2005（レベル 3）

381

❺ 消化管

急性虫垂炎が疑われる場合，どのような患者が CT の適
応となるか？

111
推奨グレード

成人においてどのような患者に画像診断が必要か明確なデータは存在しない。一方，小児
においては理学的所見と血液検査を基に画像診断が不要な群を抽出可能と考えらている。
急性虫垂炎の可能性が中程度から高度のときには術前診断として CT が有効と考えられ，
施行することを考慮してもよい。

該当
なし

背景・目的
虫垂炎ではまず，理学所見と検査データから診断されるが，誤診のため見逃されたり，逆に不要な手術が行われ
ることも少なくない。臨床的に虫垂炎が強く疑われた場合に画像診断は decision making に有用であるが，全例
に画像診断を行うことは被曝や医療経済上，問題がある。どのような患者が画像診断を受けるべきであろうか。

解

説

急性虫垂炎はその初期診断の難しさゆえ，診断のための様々な scoring system が存在する。最も汎用されて
いるのは Alvarado score であり ，小児においては 6 点以上で虫垂炎を強く疑う所見という文献が多数ある。
1）

一方 Kharbanda らは小児において臨床所見と検査所見を triage のツールとして用いて虫垂炎の可能性が低い，
つまり画像診断が不要である症例を見いだす試みを報告している 。その結果，①好中球数 6,750 以上，②嘔気
2）

の存在，③右下腹部に最も強い圧痛がある，のどれか一項目があれば急性虫垂炎は感度 98％，陰性的中度 32％
であり，このルールを適応することによって CT の使用を 20％まで減らすことが可能であったと報告している。しかし
成人での診断能は低く，ばらつきも多い。現在のところ画像診断の必要とする患者がどのような患者かを判別する
方法で十分に有用性が証明されているものはない。
Garcia Peña らの retrospective study では症状と検査データでリスクを 3 群に分け，マネジメントガイドライン
を示し，そのアウトカムについて検討している 。このガイドラインに従うことで，画像診断を限定しても negative
3）

appendectomyと見逃しを最小限にすることができたとしている。Nathan らは，救急医が虫垂炎の可能性は低い
とした場合，CT で得られる情報はきわめて低いと報告している 。また Blackmore らは CT を虫垂炎の可能性が
4）

低い場合に使用した場合，偽陽性が増える危険性があると報告している 。これらの結果から CT は虫垂炎の可
5）

能性が高い場合あるいは中等度の可能性がある場合に用いるべきであろう。根東らは発症から初診まで半日以上
経過し筋性防御を認めた場合，虫垂炎である確率が高いため，CT は省略できる可能性があるが，その他の例で
は CT をすべきとしている 。一方 Nathan らは手術前にはすべての患者で CT を行うべきであると述べている 。
6）

4）

検索式・参考にした二次資料
PubMed によりappendicitis，diagnosis のキーワードを用いて検索した。
文

献

1）Alvarado A：A practical score for the early diagnosis of acute appendicitis. Ann Emerg Med 15：557-564，1986（レベル 3）
2）Kharbanda AB et al：A clinical decision rule to identify children at low risk for appendicitis. Pediatrics 116：709-716，2005（レ
ベル 3）
3）Garcia Peña BM et al：Selective imaging strategies for the diagnosis of appendicitis in children. Pediatrics 113：24-28，2004（レ
ベル 3）
4）Nathan RO et al：Therapeutic impact of CT of the appendix in a community hospital emergency department. AJR 191：11021106，2008（レベル 3）
5） Blackmore CC et al：Optimizing the interpretation of CT for appendicitis：modeling health utilities for clinical practice. J Am Coll
Radiol 3：115-121，2006（レベル 2）
6）根東順子ほか：静脈的造影 CT が診断に不要な急性虫垂炎症例の検討 . 日本消化器外科学会雑誌 140：8-14，2007（レベル 3）
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112 成人の急性虫垂炎ではどのような画像診断を推奨するか？
推奨グレード

成人の急性虫垂炎において超音波に比較して，CT は高い感度，特異度を有するエビデン

B

スが存在し，推奨する。

背景・目的
急性虫垂炎は緊急手術を要する疾患のなかで最も頻度が高い疾患で，生涯に渡って 7％程度の人が経験すると
いう。超音波はベッドサイドで簡単に施行でき，診断精度も高いが術者の技量に左右されること，腸管ガスの影響も
受ける。一方 CT は高い診断能が報告され，短時間で広い範囲を客観的に診断できるが，被曝の問題，コストの
問題，アクセスの問題などのために全例に施行されているわけではない。

説

虫垂炎の治療では膿瘍を形成したり，腹膜炎などの合併症をみる一方，手術してみると虫垂は正常だったという
こともまれならず経験され，以前は 20％程度みられていた。理学的所見と白血球数で治療方針が決められることが
多かったためであるが ，最近では超音波や CT などによる画像診断による的確な診断が求められている。
1）

Terasawa らのメタアナリシスにおける 12 の CT による prostpective trial では感度 94％（95％信頼区間 91
〜 95％）
，特異度 95％（95％信頼区間 93 〜 96％）であった 。一方 Doria らのメタアナリシスにおける 31 の CT
1）

による prospective および retrospective trial の pooled data では感度 94％（95％信頼区間 92 〜 95％）
，特異
度 94％（95％信頼区間 94 〜 96％）であった 。一方，同じくTerasawa らのメタアナリシスでは 14 の超音波によ
2）

る prostpective trial では結果のばらつきが大きく，感度 86％（95％信頼区間 83-88％）
，特異度 81％（95％信頼
，特
区間 78 〜 84％）であり ，Doria らの 26 の報告の pooled data では感度 83％（95％信頼区間 78 〜 87％）
1）

異度 93％（95％信頼区間 90 〜 96％）であり感度において CT が有意に優れていた。いずれの発表でも患者背
景や有病率，造影（静注，経口，注腸など）の有無など論文間でかなりばらつきはみられており，診断の根拠とな
るべき手術やフォローの基準が曖昧であり，感度や特異度が過大評価されている可能性もあるが，成人においては
CT は高い感度，特異度を有し，超音波より優れていることが明らかであった。ただこれらの多くは欧米での報告で
あるため，体格のことなるわが国では超音波の診断能はこれらの報告より高いとは推定されるが，超音波では穿孔
などの重症例では診断が困難なこともあり，成人においては可能な限りCT を行うべきであろう。邦文の論文におい
ては多くは症例報告あるいは症例収集であり，エビデンスの高い報告はみられなかった

。

3）4）

検索式・参考にした二次資料
PubMed によりappendicitis，CT，US のキーワードを用いて検索した。また，下記の文献を参考にした。
・Blackmore CC et al：Imaging in Acute Abdomen in Evidenced Base Imaging，Medina LS &
Blackmore CC ed，Springer 2006
・Rosen MP et al：ACR Appropriateness Criteria right lower quadrant pain--suspected appendicitis.
®

J Am Coll Radiol 8：749-755, 2011
・Birnbaum BA et al：Appendicitis at the millennium. Radiology 215：337-348，2000
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文

献

1）Terasawa T et al：Systematic review：computed tomography and ultrasonography to detect acute appendicitis in adults and adolescents. Ann Intern Med 141：537-546，2004（レベル 1）
2）Doria AS et al：US or CT for diagnosis of appendicitis in children and adults？：a meta-analysis. Radiology 241：83-94，2006（レ
ベル 1）
3）近藤浩史ほか：急性虫垂炎の手術適応決定における単純 CT 検査の有用性 . 山口医学 58：203-208，2009（レベル 4）
4）本田有紀子ほか：当院での急性虫垂炎が疑われた症例に対する CT 画像診断についての検討 . 広島医学 59：621-626，2006（レベル 4）
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113

小児の急性虫垂炎の画像診断ではどのような検査法を推
奨するか？

推奨グレード

B

推奨グレード

C1

推奨グレード

C2

B 超音波
C1 CT
C2 腹部単純 X 線写真
小児においては急性虫垂炎の診断能において CT は超音波より高い感度を有し，特異度
は同等であるが，被曝やアクセスの問題がある。そのため，超音波を先行させ，超音波
で異常を指摘し得ないときや診断困難な場合に CT を施行することを推奨する。
腹部単純 X 線写真を撮る意義ははっきりせず，推奨しない。

小児においては虫垂炎は頻度も高く，病状の進行がはやく，穿孔に至る症例が多いため，迅速な診断と治療を
要する。しかし，CT 検査を行うことは被曝の問題もある。小児における急性虫垂炎の画像診断法について検討した。

解

説

小児の急性虫垂炎は小児急性腹症のなかで最も発生頻度の高い疾患で，緊急手術を要する代表的な疾患であ
る。小児，特に就学未満の年齢においては，症状の訴えが曖昧で診断に苦慮することがある。加えて，小児では
病状の進行がはやく，穿孔に至る症例が多いため，迅速な診断と治療を要する。年長児ほど頻度が高く，5 歳以
下の症例はまれで，10 〜 20 歳代に最も多い。男女比は 3：2 と男児にやや多い。術後合併症は，穿孔例では依
然高く，臨床上穿孔例を見逃さず確実な診断を行うことが重要である。特に診断においては小児という特性上，被
曝に留意する必要がある。
Doria らは 超 音 波 の み，CT の み，あるい は そ の 組 み 合 わ せ による 26 の prospective study および
retrospective な報告のメタアナリシスを行っている 。8 つの CT による prospective な研究の pooled data では
1）

感度 94％（95％信頼区間 92 〜 97％）
，特異度 95％（95％信頼区間 94 〜 97％）であった。一方，23 の超音波
による prospective trial では，感度 88％（95％信頼区間 86 〜 90％）
，特異度 94％（95％信頼区間 92 〜 95％）
であり，成人と同様感度においては CT が優れ，特異度においては同等という結果であった。これらの研究では成
人での研究同様，患者背景や有病率，造影の有無などばらつきがみられている。また米国では CT が使われる傾
向があるのに対し，ヨーロッパやアジアからの報告では超音波が使われる傾向があった。さらに 5 歳以下の小児の
症例は限られていた。
一方 2 つの prospective study において超音波をまず行い，超音波で虫垂が同定できない場合と診断が確定し
ない場合のみ CT を行うstudy design での検討で感度 77 〜 97％，特異度 89 〜 99％であった

。また CTと

2）3）

超音波の組み合わせと超音波単独との 600 例での randomized trial では前者が感度 99％，特異度 89％なのに
低体重の小児で 25％，
通常体重の小児で 33％
対し，
後者はそれぞれ 86％，95％であった 。また超音波で虫垂は，
4）

描出されないのに対し，高体重の小児では 79％で描出されなかったと報告されている 。しかしこれらのメタアナリ
5）

シスでは成人の論文と同様に診断の根拠となるべき手術やフォローの基準が曖昧であり，感度や特異度が過大評
価されている可能性が指摘されている。邦文の論文においては多くは症例報告あるいは症例収集であり，エビデン
スの高い報告はみられなかった。
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小児の急性虫垂炎 造影 CT（冠状断像）
右下腹部に，壁肥厚・濃染を伴う腫大虫垂（→）を認
める。周囲脂肪織濃度上昇を認め急性虫垂炎の所見
である。
図

以上のような根拠から成人での報告同様，CT の方が診断能は高いと考えられるが（図）
，被曝やアクセスの問
題を考慮した場合，超音波を先行させ，超音波で異常を指摘し得ないときや診断困難な場合に CT を施行すべき
であろう。

検索式・参考にした二次資料
PubMed によりappendicitis，CT，US，children のキーワードを用いて検索した。Rosen MP et al： ACR
Appropriateness Criteria right lower quadrant pain--suspected appendicitis. J Am Coll Radiol 8：749®

755, 2011，Puig S et al：Imaging of appendicitis in children and adolescents：useful or useless? A
comparison of imaging techniques and a critical review of the current literature. Semin Roentgenol
43：22-28，2008 を参考にした。
文

献

1）Doria AS et al：US or CT for diagnosis of appendicitis in children and adults? A meta-analysis. Radiology 241：83-94，
2006（レ
ベル 1）
2）Teo EL et al：Ultrasonography and computed tomography in a clinical algorithm for the evaluation of suspected acute appendicitis in children. Singapore Med J 41：387-392，2000（レベル 3）
3）Garcia Peña BM et al：Ultrasonography and limited computed tomography in the diagnosis and management of appendicitis in
children. JAMA 282：1041-1046，1999（レベル 3）
4）Kaiser S et al：Suspected appendicitis in children：US and CT—a prospective randomized study. Radiology 223：633-638，
2002（レベル 2）
5）平川 均ほか：小児急性虫垂炎における超音波検査の有用性と限界 . 検者別検査診断の臨床疫学的検討 . 日本腹部救急医学会雑誌 24：
1041-1046，2004（レベル 4）
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虫垂炎が疑われた場合，どのようなプロトコルで CT の
撮像を推奨するか？

114
推奨グレード

該当

CT による虫垂炎の診断に単純 CT で良いか，造影すべきか，また適切な撮像範囲やスラ

なし

イス厚等についてのコンセンサスはない。

背景・目的
近年，急性虫垂炎の診断において CT の有用性は明らかとなっているが，その撮像方法は様々である。急性虫
垂炎の診断においては，単純 CT でも十分診断可能であるともいわれている一方，静注の造影剤あるいは経口的，
経腸的な消化管造影剤あるいは静注と消化管造影剤を組み合わせた方法も用いられる。一方，撮像範囲におい
ても腹部から骨盤部まで広い範囲の報告もあれば，被曝を避けるために局所に絞った撮像が行われることもある。

解

説

的である。単純 CT でも感度 90％，特異度 97％と報告され

，わが国での検討でも診断能に差はなかったとされ

1-3）

ている 。一方，造影剤を投与したほうがより診断能が高いとの報告もある 。ボストン大学からは 64 列の経静脈
4）

5）

造影剤使用 MDCT で MPR を併用することで経口造影剤は省略可能であるとも報告されている 。
6）

スライス厚は薄いスライスほど虫垂の同定率，確信度が高まったと報告されており，少なくとも5 mm 以下のスラ
イス厚で再構成する必要がある。また冠状断や矢状断での再構成も有用であろう。被曝軽減のため小児では
focused CT を推奨する意見もある

。虫垂炎か否かを確かめる意味ではかならずしも全腹部の撮影は必要で

7）8）

はなく，右腎下極（RLP）より下の部分のみの撮影をする focused CT でも診断精度は変わらないとされている 。
8）

また，
低線量 CT で虫垂炎を診断した報告では，
通常線量と診断能において差はなかったと報告されている 。今後，
9）

低被曝の CT の意義など特に小児などで検討すべきであろう。

検索式・参考にした二次資料
PubMed によりappendicitis，CT，diagnosis，unenhanced，enhanced のキーワードを用いて検索した。
Rosen MP et al：ACR Appropriateness Criteria right lower quadrant pain--suspected appendicitis.
®

J Am Coll Radiol 8：749-755, 2011 を参考にした。
文

献

1）Malone AJ Jr et al：Diagnosis of acute appendicitis：value of unenhanced CT. AJR 160：763-766，1993（レベル 3）
2）Lane MJ et al：Unenhanced helical CT for suspected acute appendicitis. AJR 168：405-409，1997；
（レベル 3）
3）Lowe LH et al：Unenhanced limited CT of the abdomen in the diagnosis of appendicitis in children：comparison with sonography. AJR 176：31-35，2001（レベル 3）
4）星野伸晃ほか：Multidetector-row CT による虫垂炎診断：単純・造影の診断能と位置づけ . 日臨外 71：1951-1958，2010（レベル 3）
5）Naffaa LN et al：The value of contrast-enhanced helical CT scan with rectal contrast enema in the diagnosis of acute appendicitis. Clin Imaging 29：255-258，2005（レベル 3）
6）Anderson SW et al：Abdominal 64-MDCT for suspected appendicitis：the use of oral and IV contrast material versus IV contrast
material only. AJR 193：1282-1288，2009（レベル 2）
7）Mullins ME et al：Evaluation of suspected appendicitis in children using limited helical CT and colonic contrast material. AJR
176：37-41，2001（レベル 3）
8）Fefferman NR et al：Suspected appendicitis in children：focused CT technique for evaluation. Radiology 220：691-695，2001（レ
ベル 3）
9）Seo H et al：Diagnosis of acute appendicitis with sliding slab ray-sum interpretation of low-dose unenhanced CT and standarddose i.v. contrast-enhanced CT scans. AJR 193：96-105，2009（レベル 3）
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欧米では経口あるいは注腸の消化管造影剤を併用した CT での報告が多いが，本邦では静脈造影の方が一般
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115 妊婦において虫垂炎が疑われる場合，MRI は有効か？
推奨グレード

C1

C1
D

単純 MRI
造影 MRI

推奨グレード

妊婦において MRI は一定の診断的価値を有し，施行することを考慮しても良い。妊婦の

D

MRI 検査において造影は行うべきではない。

背景・目的
妊娠中の急性虫垂炎の罹患率は非妊娠時に比べて低いが，妊娠中に発症する急性腹症のなかで最も頻度が
高い。一般に子宮の増大に伴い虫垂が上方外側に変位するといわれるが，超音波では時に虫垂を同定すること
が困難であり，診断が難しいといわれており，術者の技量によるところも大きい。妊婦における超音波の診断能は報
告者によって様々である

。虫垂炎を疑われて超音波で診断が困難な場合は CT の有用性も報告されている

1-3）

。

4）5）

しかし妊婦では被曝の心配がなく，客観的な診断法として MRI の有用性が期待される。

解

説

妊婦における MRI の有用性の報告は限られており，少数の retrospective study があるに過ぎない

。

3）6-9）

MRI での感度は 90 〜 100％，特異度は 93 〜 98％と報告され，まずまずの診断能を有すると考えられるが，そ
の診断能の厳密な評価や他のモダリティとの比較は行われていない。Pedrosa らは超音波での感度，特異度
は 36％，99％であったのに対し，MRI は 100％，93％であったと報告している 。MRI では陰性適中率も100％であり，
8）

虫垂炎を否定することにおいて優れている。造影検査は診断に有用との報告もなく，造影剤の胎児への移行もある
ため，行うべきではない。

検索式・参考にした二次資料
PubMed によりappendicitis，diagnosis，pregnancy のキーワードを用いて検索した。
Rosen MP et al：ACR Appropriateness Criteria right lower quadrant pain--suspected appendicitis. J Am
®

Coll Radiol 8：749-755, 2011 を参考にした。
文

献

1）Lim HK et al：Diagnosis of acute appendicitis in pregnant women：value of sonography. AJR 159：539-542，1992（レベル 3）
2）Barloon TJ et al：Sonography of acute appendicitis in pregnancy. Abdom Imaging 20：149-151，1995（レベル 3）
3）Cobben LP et al：MRI for clinically suspected appendicitis during pregnancy. AJR 183：671-675，2004（レベル 3）
4）Wallace CA et al：Influence of imaging on the negative appendectomy rate in pregnancy. J Gastrointest Surg 12：46-50，
2008（レ
ベル 3）
5）Lazarus E et al：CT in the evaluation of nontraumatic abdominal pain in pregnant women. Radiology 244：784-790，2007（レベ
ル 3）
6）Oto A et al：MR imaging in the triage of pregnant patients with acute abdominal and pelvic pain. Abdom Imaging 34：243-250，
2009（レベル 3）
7）Pedrosa I et al：MR imaging evaluation of acute appendicitis in pregnancy. Radiology 238：891-899，2006（レベル 3）
8）Pedrosa I et al：Pregnant patients suspected of having acute appendicitis：effect of MR imaging on negative laparotomy rate
and appendiceal perforation rate. Radiology 250：749-757，2009（レベル 3）
9）Blumenfeld YJ et al：MR imaging in cases of antenatal suspected appendicitis—a meta-analysis. J Matern Fetal Neonatal Med
24：485-488, 2011（レベル 2）
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116 腸閉塞の診断にはどのような画像検査を推奨するか？
推奨グレード

B

推奨グレード

C1

B CT
C1 超音波
CT と超音波は単純 X 線写真に比較して高い感度と特異度を有し，推奨する。
また CT は腸管虚血の診断に有用であり，推奨する。
超音波と CT との比較では CT の方が感度が高いため，CT での検索が望ましい。

背景・目的
消化管閉塞においては早期に閉塞部位，原因，腸管虚血の有無を診断することが重要である。その診断には
理学的所見採取の後に腹部単純 X 線写真のみで診断されていたが，最近では超音波や CT なども頻用される。

解

説

前向き試験を含む 4 つの論文（199 例）pooled data では単純 X 線写真の感度は 65％，特異度は 75％であっ
た

。2 つのモダリティの比較では単純 X 線写真は感度，
特異度とも超音波に劣り

1-4）

，
また MRI にも劣っていた 。

1）2）

3）

CTとの比較では感度，特異度とも劣っているという報告や ，感度は劣るが，特異度は同等という報告がみられた 。
2）

4）

これらの結果から急性腹症で単純 X 線写真が撮像され，診断が確定しない場合は CT や超音波が必要となる。
超音波の 4 つの pooled data

1）2）5）6）

の比較では感度 92％，特異度 95％であった。CT の 7 つの研究の

pooled data では感 度は 94％（71 〜 100％）
，特 異 度は 78％（57 〜 100％）であった

。Suri らの単

2）3）7-11）

純 X 線写真，CTと超音波の 32 例の小規模の prospective な比較では腸閉塞の診断において CT は高い感度
（93％）
，特異度（100％）を有し，ほかのモダリティよりも優れており，腸閉塞の原因検索も87％で可能であった（US
23％，単純 X 線写真 7％） 。MRI についての報告は限られているが，高い感度と特異度を有すると報告され
2）

Beall らは CT より優れていると報告しているが

，

3）11）

，症例数は極めて限られている。

11）

腸閉塞における腸管虚血（絞扼）の有無は治療法選択において重要である。理学所見は重要であるが，それ
のみでは感度，特異度が十分ではなく，画像による評価，ことに CT による評価が重視される（図）
。特に CT で
は腸管壁の造影効果の増加や減少，target sign，closed loop の形成，腸管壁の変化，腸間膜の液体貯留，腸
間膜静脈の欝滞，beak sign などが重要な所見とされる。Millet らの systematic-review では，腸管壁の造影効
果，腸間膜の液体貯留が虚血の判定に最も有用と結論付けている 。その CT の診断能について 5 つの pooled
12）

data による 399 例の検討では 95％
（83 〜 100％）
の感度，90％の特異度であった

。特に陰性的中率は 98％

7-9）13）14）

に達し，CT で所見がなければ絞扼はない可能性が高いといえよう。患者のアウトカムに CT がどのように影響する
かという点については，
報告は十分ではないが，Taourelらの 57 例の prospectiveな報告では CTを行うことで 21％
において治療法の変更があったとしている

。

14）15）

検索式・参考にした二次資料
PubMed によりsmall bowel obstruction，plain radiography，CT，US，MRI の キ ーワードを用 い て 検 索した。ま
た，Blackmore CC et al：Imaging in acute abdomen in evidenced base imaging，Medina LS & Blackmore CC 編著，
Springer 2006 ，ACR appropriateness criteria；Suspected Small-Bowel Obstruction. Last review date 2013を参考にした。
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ここでは単純 X 線写真に比較して CT や超音波の意義について検討した。

❺ 消化管

A
図

B
絞扼性腸閉塞

CT

A 単純 B 門脈相 小腸が closed loop を形成し，単純 CT で腸管壁は高吸収を呈する（→）
。造
影しても腸管の増強効果は不良である。手術の結果，横行結腸寄りの大網が，腸間膜と一部索状物を形
成し，小腸がはまり込んでいた。20 cm の範囲で腸管が壊死調に変性していたため，60 cm の範囲で小
腸切除が施行された。

文

献

1）Ogata M et al：Prospective evaluation of abdominal sonography for the diagnosis of bowel obstruction. Ann Surg 223：237-241，
1996（レベル 3）
2）Suri S et al：Comparative evaluation of plain films, ultrasound and CT in the diagnosis of intestinal obstruction. Acta Radiol 40：
422-428，1999（レベル 3）
3）Matsuoka H et al：Preoperative evaluation by magnetic resonance imaging in patients with bowel obstruction. Am J Surg 183：
614-617，2002（レベル 3）
4）Frager D et al：CT of small-bowel obstruction：value in establishing the diagnosis and determining the degree and cause. AJR
162：37-41，1994（レベル 3）
5）Czechowski J：Conventional radiography and ultrasonography in the diagnosis of small bowel obstruction and strangulation. Acta
Radiol 37：186-189，1996（レベル 3）
6）Schmutz GR et al：Small bowel obstruction：role and contribution of sonography. Eur Radiol 7：1054-1058，1997（レベル 3）
7）Frager D et al：Detection of intestinal ischemia in patients with acute small-bowel obstruction due to adhesions or hernia：efficacy of CT. AJR 166：67-71，1996（レベル 3）
8）Balthazar EJ et al：Intestinal ischemia in patients in whom small bowel obstruction is suspected：evaluation of accuracy, limitations, and clinical implications of CT in diagnosis. Radiology 205：519-522，1997（レベル 3）
9）Obuz F et al：The efficacy of helical CT in the diagnosis of small bowel obstruction. Eur J Radiol 48：299-304，2003（レベル 3）
10）Peck JJ et al：The role of computed tomography with contrast and small bowel follow-through in management of small bowel
obstruction. Am J Surg 177：375-378，1999（レベル 3）
11）Beall DP et al：Imaging bowel obstruction：a comparison between fast magnetic resonance imaging and helical computed
tomography. Clin Radiol 57：719-724，2002（レベル 3）
12）Millet I et al： Value of CT findings to predict surgical ischemia in small bowel obstruction： A systematic review and metaanalysis. Eur Radiol. 25：1823-1835, 2015（レベル 3）
13）Zalcman M et al：Helical CT signs in the diagnosis of intestinal ischemia in small-bowel obstruction. AJR 175：1601-1607，
2000（レベル 3）
14）Donckier V et al：Contribution of computed tomography to decision making in the management of adhesive small bowel
obstruction. Br J Surg 85：1071-1074，1998（レベル 3）
15）Taourel PG et al：Value of CT in the diagnosis and management of patients with suspected acute small-bowel obstruction. AJR
165：1187-1192，1995（レベル 3）
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117 大腸憩室炎の診断にはどのような画像検査を推奨するか？
推奨グレード

B

B CT
C1 超音波

推奨グレード

C1

CT と超音波を推奨する。
CT と超音波の比較では信頼できるデータはないが，CT の方がより高い感度，特異度を
有する報告が多い。

背景・目的
大腸憩室炎では保存的治療が行われることも多いが，右側憩室炎では虫垂炎との鑑別が問題となる。また膿瘍
形成などの合併症がみられることもあり，早期の的確な診断が重要である。長い間大腸憩室炎の診断は腹部単純
断的価値について検討した。

解

説

大腸憩室炎における CT の診断能について 4 つの pooled data

の 414 名の検討では感度 89％，
特異度 99％，

1-4）

陽性的中率 99％，陰性的中率 90％と高い特異度ならびに陽性的中率が報告されている。一方超音波での診断
能において，4 つの pooled data

の 526 名の検討では感度 91％，特異度 92％，陽性的中率 92％，陰性的中

5-8）

率 91％と報告されている。また，Andeweg らの systematic review でも US，CT の感度 / 特異度はそれぞ

A

B

図 大腸憩室炎 造影 CT；MPR 画像
上行結腸近位に憩室を認める。周囲に脂肪織濃度上昇を伴っており，憩室炎の所見である（→）
。
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X 線写真と注腸検査でなされていたが，最近では CT（図）や超音波などが頻用される。それらのモダリティの診

❺ 消化管
れ 90/90，95/96％と高い診断能が報告されている 。
9）

超音波と CT を prospective に検討した Pradel らの報告では CT の方が情報が多かったものが 11％，US が
多かったものが 5％で，同等だったものが 84％であり，最初に行うべき検査として超音波を用いる可能性が示唆され
ている

。しかし超音波では腹膜炎などの合併症の診断に問題があるため，必要に応じて CTも追加すべきで

9）10）

あると考えられている。
憩室炎のマネジメントにおいても CT の有用性が報告されている。Ambrosetti らの 542 例での prospective
study では重症の憩室炎の所見のあった例では手術に移行した例が多く，合併症の率も高いと報告されてい
る

。

10）11）

このように大腸憩室炎の診断において CT および超音波は有用であるが，画像所見のみからは大腸癌との鑑別
が困難な症例も多いことは銘記すべきである 。
12）

検索式・参考にした二次資料
PubMed によりdiverticulitis，CT，US，MRI のキーワードを用いて検 索した。また Blackmore CC et al：
Imaging in acute abdomen in evidenced base imaging，Medina LS & Blackmore CC 編著，Springer 2006,
ACR appropriateness criteria；Left Lower Quadrant Pain - Suspected Diverticulitis. Last review date 2014
を参考にした。
文

献

1）Cho KC et al：Sigmoid diverticulitis：diagnostic role of CT：comparison with barium enema studies. Radiology 176：111-115，
1990（レベル 4）
2）Stefánsson T et al：Diverticulitis of the sigmoid colon. A comparison of CT，colonic enema and laparoscopy. Acta Radiol 38：
313-319，1997（レベル 4）
3）Rao PM，Rhea JT：Colonic diverticulitis：evaluation of the arrowhead sign and the inflamed diverticulum for CT diagnosis.
Radiology 209：775-779，1998（レベル 3）
4）Werner A et al：Multi-slice CT in routine diagnosis of suspected acute left-sided colonic diverticulitis. A prospective study of
120 patients. Eur Radiol 13：2596-2603，2003（レベル 2）
5）Verbanck J et al：Can sonography diagnose acute colonic diverticulitis in patients with acute intestinal inflammation? A prospective study. J Clin Ultrasound 17：661-666，1989（レベル 4）
6）Hollerweger A et al：Sigmoid diverticulitis：value of transrectal sonography in addition to transabdominal sonography. AJR 175：
1155-1160，2000（レベル 3）
7）Zielke A et al：Prospective evaluation of ultrasonography in acute colonic diverticulitis. Br J Surg 84：385-388，1997（レベル 3）
8）Schwerk W B et al：Sonography in acute colonic diverticulitis. a prospective study. Dis Colon Rectum 35：1077-1084，1992（レ
ベル 3）
9）Andeweg CS et al：Toward an evidence-based step-up approach in diagnosing diverticulitis. Scand J Gastroenterol. Jul;49：775784, 2014（レベル 2）
10）Pradel JA et al：Acute colonic diverticulitis：prospective comparative evaluation with US and CT. Radiology 205：503-512，
1997（レベル 3）
11）Ambrosetti P et al：Colonic diverticulitis：impact of imaging on surgical management—a prospective study of 542 patients. Eur
Radiol 5：1145-1149，2002（レベル 4）
12）Sai VF et al： Colonoscopy after CT diagnosis of diverticulitis to exclude colon cancer： a systematic literature review.
Radiology 263：383-390, 2012（レベル 2）
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◆ 主な改訂ポイント ◆
全ての既存 CQ において新たな文献検索に基づき，引用論文の追加・差し替えを行い，これを参考に推奨グ
レードの解説文，背景・目的，解説を改訂した。

●新たな CQ の追加
CQ129

妊娠中に CT・MRI は施行可能か？

CQ130

胎児 MRI はどのような場合に推奨されるか？

CQ131

胎盤疾患に MRI は有用か？

CQ132

画像検査法で偶然発見された付属器腫瘤はどのように取り扱うか？

●推奨グレードの変更
CQ127

婦人科悪性腫瘍の経過観察に画像診断を定期的に行うことを推奨するか？

PET/CT の費用対効果に関する文献の追加に伴い，PET/CT の推奨グレードを C2 に変更した。また胸部
の転移検索に関して胸部単純エックス線写真を推奨グレード C1 として追加した。
CQ128

妊婦の急性腹症に対して，どのような画像検査を行うべきか？

今回追加した CQ129 の推奨グレードとの整合性から単純 CT，MRI の推奨グレードを C1 からグレードなし
に変更した。

❻ 婦人科

婦人科領域の標準的撮像法
はじめに
子宮頸癌・体癌の臨床進行期分類や骨盤内腫瘤の鑑別診断における MRI の優位性は確立している。しかし
子宮は容易に生検可能な組織であり，不正出血を主訴とする患者に直ちに MRI を行うべきではなく，病理組織学
的に確定した担癌患者の進行期分類のために行うのが原則である。また費用面から欧米では推奨されないが，本
邦では腹腔内播種，ときに遠隔転移の検索も兼ねて，進行期分類には CTも併用するのが一般的である。一方，
付属器腫瘤は内診を含めた視触診や経腟・経腹超音波により臨床家により発見されることが多いが，放射線科医
は積極的に，その優れた鑑別診断能に加え放射線被曝がないという観点からも次の検査として MRI を推奨すべき
である。またこれらの目的で骨盤 MRI を撮像する場合には，腸管蠕動抑制のため副交感神経遮断剤（Buscopan

Ⓡ）

の投与が推奨される 。
1）

子宮内膜癌の標準的撮像法（表１）
子宮内膜癌では MRI は主に進行期分類に用いられる。子宮体癌取扱い規約第 3 版では内膜限局癌と1/2 未
満の筋層浸潤は同じⅠA 期，1/2 以上でⅠB 期だが，筋層浸潤は最大の予後因子で，筋層浸潤のない高分化型
類内膜腺癌では妊孕性温存療法が選択され得るため，その判定は必要である。頸部間質浸潤がある場合，Ⅱ期
となり広汎子宮全摘が推奨されるため術前診断は重要である。子宮漿膜浸潤もしくは付属器腫瘤がある場合はⅢ
A 期，腟や子宮傍組織への浸潤がある場合はⅢ B 期，所属リンパ節転移がある場合はⅢ C 期，膀胱や腸粘膜浸
潤はⅣ A 期，遠隔転移や腹腔内播種もしくは鼠径リンパ節転移がある場合はⅣ B 期とする。
3T 装置が普及し，子宮の zonal anatomy の明瞭さも1.5T 装置と遜色ないこと から 3T 装置，3mm スライス
2）

厚撮像も一般化している。T2 コントラストの 3D 撮像法は，等方性ボクセルの画像を撮像し任意断面を再構成でき
ることから，術前評価に有用と期待されているが，組織コントラストは 2D T2 強調像に若干見劣りし，単独での局所
進展の診断はいまだ一般的ではない。
① T2 強調像
体部長軸，短軸断＋αの 2 方向以上で評価する。腫瘍による junctional zone（JZ）の断裂は筋層浸潤を示
唆するが（図１）
，閉経後，月経周期，ホルモン状態などでも不明瞭になりうる。腫瘍により頸部間質の低信号帯が
菲薄化，不明瞭化する場合に頸部間質浸潤を疑い II 期とする。膀胱や腸の固有筋層は低信号を呈し，子宮外に
進展した腫瘍がそれらを断裂させ，内腔に突出していればⅣ A 期とする。
② T1 強調像
③拡散強調像（DWI；diffusion weighted image）
内膜癌は高信号で，正常内膜，筋層に対して ADC（apparent diffusion coefficient）が低い。筋層浸潤の
評価にも有用で，感度と特異度がダイナミックスタディを含む造影 MRIと有意差がないと，メタアナリシスでの結果が
報告された 。その評価には体部長軸断，オプションで体部短軸断を追加し，2 方向以上で行うのが望ましい。リ
3）

ンパ節は転移性のみならず正常や反応性腫大でも高信号になるため良悪性の評価には用いられない。Ⅳ B 期とす
る腹腔内播種結節や転移巣は高信号となるため，その検出に有用で，可能ならば広範囲撮像を追加してもよい。
④⑤造影後 T1 強調像（ダイナミックスタディを含む）
内 膜 癌 は 正 常 内 膜，正 常 内 膜に比し増 強 不 良 である。 造 影 早 期 で 内 膜 直 下 筋 層 の 濃 染（SEE：
subendometrial enhancement）の断裂は筋層浸潤を疑う が，閉経後に出現頻度が高いとされるも，常に見ら
4）

れる所見ではなく過信は出来ない。また拡散強調像と筋層浸潤の診断能に差がなく，腎機能低下や造影拒否など
造影検査が出来ない場合があることや，造影剤使用によるアレルギー，腎性全身性線維症（NSF）等の合併症の
リスクを鑑みて，造影検査の意義は議論されている。増強不良の内膜癌病変を取り囲むよく造影される筋層が部
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表 1 子宮内膜癌シーケンス例（1.5T 装置，phased

撮像法

シーケンス

array coil）

TR/TE

スライス厚

その他

① T2 強調横断または
矢状断
FSE 法
T2 強調 - long axis
T2 強調 - short axis

4000 ms/100 〜 120 ms 4 〜 5 mm

② T1 強調横断または
FSE 法
矢状断

4 〜 700 ms/10 ms 前後 4 〜 5 mm

全骨盤腔

4000 〜 12000 ms/TE 最短 4 〜 5 mm

必要に応じて広範囲撮像
b 値 =1000s/mm2
ADC map 作成は必須
体部長軸に平行
体部長軸に垂直（オプション）

③拡散強調横断

DWI - long axis

（DWI - short axis）

EPI 法 脂肪抑制併用

全骨盤腔

3D - GRE 法

④ダイナミック MRI

または

2D - GRE 脂肪抑制

4 ms 前後 /2ms 前後

併用

体部長軸に平行
体部長軸に垂直

3D 撮像では体部長軸，短軸断を
3D：0.8 〜 1.5mm 再構成。2D では体部長軸（＋短軸）
iso voxel
断。造影前および造影後 20 〜 30
2D：2mm 前後 秒後にスキャン開始，時間分解能
30 秒程度

⑤造 影 後 T1 強 調 横 断
FSE 法 脂肪抑制併用 4 〜 700 ms/10 ms 前後 4 〜 5 mm
または 矢状断

全骨盤腔

❻ 婦人科

図 1 子宮内膜癌 IA 期 T2 強調像体
部長軸断像
子宮内腔に 2cm 大のポリープ状結節あ
り，前壁の junctional zone は周囲に比
して不明瞭化している（→）
。 筋層浸潤
が疑われ，子宮全摘標本では 1/2 未満
の筋層浸潤が認められた。

分的に欠損している場合に子宮漿膜浸潤が疑われⅢ A 期とする。

子宮頸癌の標準的撮像法（表２）
子宮頸癌の進展度や腫瘍サイズ，進行期の評価への MRI の利用は，FIGO2008 年の改正に続く2012 年の
子宮頸癌の取扱い規約改正により，その重要性が増している。骨盤内子宮頸癌のステージングの決定においては，
腫瘍の大きさ，子宮傍組織への浸潤，腟浸潤，膀胱・直腸浸潤，骨盤壁への浸潤において MRI による評価が有
用である。まだはっきりとした３テスラ MRI のステージングの有用性は示されてはいないが，高解像度の MRI への
期待は高まっている。
ステージングにおいて MRI が有用となるのは，ほとんどがＩB 期以上である。取扱い規約改正においても大きさ
の評価は重要であり，
ＩB１期，
ⅠB2 期やⅡA1 期およびⅡA2 期の診断に用いられる腫瘍径評価は，MRIとよく一
致することが知られている 。等方性 3D の T2 強調画像はコントラストが非常にすぐれており，大きさの評価に対し
5）
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表 2 子宮頸癌シーケンス例（1.5T 装置，phased

撮像法

シーケンス

array coil）
TR/TE

スライス厚

全骨盤腔

① T2 強調横断 および 矢状断
横断像

その他

FSE 法

4000 ms/100 〜 120 ms 3 〜 6 mm

頸管腺の長軸断に垂直：
短軸像
頸管腺の長軸断に平行：
長軸像

矢状断像
② T1 強調 横断（短軸）像
③拡散強調像 横断（短軸）像
オプション矢状断（長軸）像

④ダイナミック MRI

SE 法または
FSE 法
EPI 法

脂肪抑制併用

400 〜 700 ms/10 ms 前後 3 〜 6 mm

全骨盤腔

4000 以上 ms/TE 最 短 3 〜 6 mm

b 値 =0,
500 〜 1000 s/mm2
ADC map 作成は必須

3D - GRE 法 または
2D - GRE
4 ms 前後 /2ms 前後
脂肪抑制併用

⑤造影後 T1 強調横断
（短軸） FSE 法
像および矢状断（長軸）像 脂肪抑制併用

3D 撮像では頸管腺短軸，長
3D：0.8 〜 1.5mm 軸断を再構成。2D では頸管
iso voxel
腺短軸断。造影前および造
2D：2mm 前後 影後 20 〜 30 秒に撮像開始。
時間分解能 30 秒程度

400 〜 700 ms/10 ms 前後 3 〜 6 mm

全骨盤腔

ては，今後のステージングへの利用が期待されているが現時点では一般的ではない。
① T2 強調像
高速スピンエコー法で子宮頸管腺に対し，平行な矢状断像および垂直な軸位断像を撮像する。T2 強調像にお
いて，子宮頸癌は子宮頸部間質よりやや高信号を呈し，腫瘍の輪郭を描出する最良の撮像法である。頸部間質
の同定および子宮傍組織への浸潤の評価のため，脂肪抑制法は通常使用されない。子宮頸部間質に途切れが
なければ子宮傍組織への浸潤なしとの評価が可能であり，子宮頸部間質への辺縁不正な突出があれば子宮傍組
織への浸潤ありと評価される。より正確な評価のためには，子宮頸部の軸位断像での 3 〜 4mm での撮像が有用
である（図２） 。
6）

② T1 強調像（スピンエコー法または高速スピンエコー法，横断（短軸）像）
リンパ節の同定や骨転移の評価が困難になるため，脂肪抑制は使用しない。子宮内腔に生じる血性成分の貯
留の指摘が可能となる。
③拡散強調像
拡散強調像では腫瘍が高信号の局在病変として同定できるため，頸部間質とのコントラストがつき病変の検出に
有用である。また，骨盤内の播種病変やリンパ節の同定に関しても検出を容易にする。T2 強調画像と同じ撮像ス
ライスで撮像することで解剖学的位置関係が理解しやすく，fusion 画像の作成もステージングに有用である 。
7）

④⑤造影後 T1 強調像（脂肪抑制併用，ダイナミックスタディを含む）
子宮頸癌のステージングでは，造影検査の T2 強調像に対する有用性は確立してはいない。しかし，頸部間質
への浸潤については腫瘍とのコントラストが増加するので，小さな腫瘍の病変の検出には適している 。また，造影
8）

早期相に造影される腫瘍があるので，検出に関してはダイナミック検査を行うことの意義があると考える。

子宮筋層病変が疑われる場合の標準的撮像法（表３）
子宮筋層病変が疑われる場合に MRI が果たす役割は，
質的診断（主に筋腫と腺筋症の鑑別 ，
良悪性の鑑別）
，
9）

筋腫の場合は数，大きさ，発生部位の把握である。子宮動脈塞栓術（uterine arterial embolization：UAE）
においては治療前後の観察となる。
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図 2 子宮頸癌

IIB 期 T2 強調像頸部短軸断像

子宮頸部に腫瘤がある。 子宮頸部後唇部に腫
瘤が所々置き換わり，子宮傍組織に突出している
（→）
。
表 3 子宮頸癌シーケンス例（1.5T 装置，phased

撮像法
① T2 強調横断
/ 矢状断

シーケンス

array coil）

TR/TE

スライス厚

その他

TSE 法

4000 ms 〜 6000ms
/ 90 〜 100 ms

4 〜 8 mm 前後

② 3D T2 強調横断

TSE 法

2000ms/190ms

1 〜 1.5mm 前後 撮影は子宮全体を含む（適宜矢

③ T1 強調横断

TSE 法

500 〜 700 ms/9ms

4 〜 8 mm 前後

全骨盤腔

500 〜 700 ms/9ms

4 〜 8 mm 前後

オプションとして適宜追加

6000 ms 以上 /TE 最短

4 〜 8 mm 前後

b 値 = ０，800 〜 1000 s/mm2
ADC map 作成

2 〜 5 mm 前後

オプションとして適宜追加
造影前および造影後 20 〜 30 秒後に
スキャン開始，時間分解能 30 秒程
度適宜サブトラクション画像を作成

4 〜 8 mm 前後

オプションとして適宜追加
全骨盤腔

EPI 法

⑤拡散強調像横断

脂肪抑制併用

オプションとして適宜追加

3D - GRE 法
または 2D - GRE 4 ms 前後 /2ms 前後

⑥ダイナミック MRI

脂肪抑制併用

⑦造影後 T1 強調横断
/ 矢状断

TSE 法

脂肪抑制併用

500 〜 700 ms/9ms

状断あるいは冠状断に変更）

①② T2 強調像
2D TSE 法での横断，矢状断の二方向撮影を基本とする。等方向性 3D 撮像法は，組織コントラスは 2D 法に
劣るが，優れた空間分解能と任意軸での再構成データの作成が可能なことから，筋腫核出術前など病変の数と局
在のより詳細な評価が求められる場合に有用性が期待される。
③④ T1 強調像（脂肪抑制併用を含む）
出血（メトヘモグロビン）および脂肪は高信号を呈することから，
脂肪抑制画像の追加により両者の鑑別が可能となる。
⑤拡散強調像
良悪性の鑑別において一般的撮像法となりつつある。T2 強調像とADC 値の測定を組み合わせた評価が診断
能を向上させること

から，ADC map を作成する。

10）
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④脂肪抑制 T1 強調横断 TSE 法
/ 矢状断
脂肪抑制併用

全骨盤腔

❻ 婦人科
⑥⑦造影後 T1 強調像（ダイナミック検査，脂肪抑制併用を含む）
典型的な筋腫や腺筋症の診断においては必須ではない。造影 MRI は壊死の評価に有用であり，良悪性の鑑別
が問題となる場合や UAE 前後の血流評価の際に有用である 。さらに肉腫が疑われる場合，ダイナミック造影検
11）

査が有用との報告がある 。
12）

子宮奇形・原発性無月経が疑われる場合の MRI の撮像法
性成熟期以降ではミュラー管奇形
（双角子宮など）
が多く，
子宮の形態評価のため，
４mm スライス厚以下での T2
強調画像（矢状断・横断もしくは 3D 撮像）が必須である。ミュラー管奇形には一側腟閉鎖を合併することがあり，
横断像の下端には外陰を含めるのが必須で，その合併症としての子宮内膜症精査のため T1 強調横断像（脂肪
抑制あり・なし）が，場合によっては必要である。T2 強調冠状断像は上腹部まで含めて腎尿路奇形（一側無形
成が多い）を同時に検索すべきである。
小児・思春期では性分化異常の鑑別が重要で，子宮・腟・陰核の観察に加え，性腺の検索が加わる。これ
には脂肪抑制 T2 強調画像や STIR に加え拡散強調画像が有用で，停留精巣の存在確率の高い鼠径部を十分
に含める。子宮卵巣に異常がない場合は視床下部・下垂体性の可能性を考慮して内分泌検査に加えトルコ鞍の
MRI を勧める。先天性副腎過形成の疑いがある場合は，冠状断での副腎の形態に留意する。

付属器病変が疑われる場合の標準的撮像法（表４）
付属器腫瘤の評価において MRI に求められる役割は，
由来臓器診断，
質的診断，
病期診断の 3 つであり
（図３）
，
そのための標準的撮像法を表４に示す。卵巣腫瘤はしばしば骨盤腔を超えて発育し，この場合スライス厚を厚くし
たり，2 回に分けて撮影するなどして，腫瘤全体を撮像範囲に含める必要がある。
① T2 強調像
腫瘤の内部構造の評価

や骨盤内臓器との位置関係の把握に重要であり，FSE 法で横断像および矢状断像

13）

の撮影を行う。
表 4 付属器腫瘤シーケンス例（1.5T 装置，phased

撮像法
① T2 強調横断 / 矢状断

② T1 強調横断

③脂肪抑制 T1 強調横断
④拡散強調像横断

④ダイナミック MRI

⑤造影後 T1 強調横断 / 矢状断
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シーケンス

array coil）
スライス厚

その他

5 〜 8 mm 前後

撮像範囲は腫瘤全体を含む
骨盤腔

SE 法または FSE 法
500 ms/10 ms 前後
（GRE 法で代用も可）

5 〜 8 mm 前後

頸管腺の長軸断に平行：
長軸像

2D GRE 法
（3D も可）

5 〜 8 mm 前後

オプションとして適宜追加す
る

5 〜 8 mm 前後

全骨盤腔

5 〜 8 mm 前後

b 値 = 0,
800 〜 1000 s/mm2

4mm 前後

オプションとして適宜追加す
る。造影前および造影後 20 〜
30 秒後にスキャン開始，時間
分解能 30 秒程度。

FSE 法

TR/TE
4000 ms/100 ms 前後

in-phase

150 ms/4.5 ms 前後

opposed phase

150 ms/2.3 ms 前後

SE 法 ま た は FSE
500 ms/10 ms 前後
法 (GRE 法で代用も可 )
EPI 法

脂肪抑制併用

4000 〜 12000 ms/TE 最短

3D - GRE 法 また
4 ms/2ms 前後
は 2D - GRE

脂肪抑制併用

SE 法 ま た は FSE
造影前と同一条件
法 (GRE 法で代用も可 )

5 〜 8 mm 前後

婦人科領域の標準的撮像法

B

C

D

E

F
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A

図 3 右卵巣内膜症性嚢胞および左卵巣成熟嚢胞性奇形腫

A T2 強調横断像 B T1 強調横断像 C 脂肪抑制併用 T1 強調横断像
D GRE 法 T1 強調横断像（in phase） E GRE 法 T1 強調横断像（opposed
phase） F 脂肪抑制併用造影 T1 強調横断像 G 造影サブトラクション画像
右卵巣の嚢胞性腫瘤の内部（→）には液面形成を認め，背側の T1 強調像にて高信
号を呈する領域は脂肪抑制併用 T1 強調像にて信号低下を認めず，出血性の内容物
と考えられる。この領域は T2 強調像にてやや低信号（shading）を呈し，内膜症性
嚢胞が示唆される。造影される領域の有無は高信号の内容物によりマスクされて評価
困難だが，サブトラクション画像にて造影される充実部は認めない。左卵巣の嚢胞性腫
瘤（▲）は T1 強調像にて高信号を呈する領域が脂肪抑制併用 T1 強調像にて信号
低下を認め，脂肪を含む成熟嚢胞性奇形腫と診断される。opposed phase の画像では，
in phase 画像と比して脂肪成分が混在する領域の信号低下が明瞭だが，脂肪のみの
G
領域については高信号のままである。
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②③ T1 強調像（脂肪抑制併用を含む）
T1 強調像および CHESS 法による脂肪抑制 T1 強調像は出血や脂肪の検出に有用であり，腫瘤の質的診断に
必須である

。SE 法あるいは FSE 法の横断像が基本であるが，
画質が許せば GRE 法でも代用しうる。また，

13）14）15）

少量の脂肪の有無については GRE 法の in phaseとopposed phase の撮像が有効であり，適宜追加する。
④拡散強調像
腫瘤の質的診断や病期診断における有用性は広く知られるところであり

，一般的な撮像法となっている。

13）15）

⑤⑥造影後 T1 強調像（ダイナミック検査，脂肪抑制併用を含む）
超音波検査や単純 MRI 上充実成分を含まない嚢胞性病変や，典型的な成熟嚢胞性奇形腫においては造影
する意義は低いが，充実成分が疑われ悪性の可能性が懸念される腫瘤については，造影 MRI が必須である。ま
た造影 MRI は，卵巣静脈との関係性により由来臓器診断にも有用である場合がある。FSE 法，GRE 法いずれを
用いてもよいが，脂肪抑制法の併用により造影効果が明瞭となり，多方向の撮影が望ましい。また，造影前後に同
一条件で撮像することによりサブトラクション画像が作成でき，出血により高信号を呈する病変の診断には有用となる。
ダイナミック検査を追加すると充実部の血流の多寡により，質的診断に有用な情報が得られることがある

。

13）14）15）

婦人科悪性腫瘍進行期分類のための CT 撮像法
CT は子宮頸癌・体癌ではリンパ節転移，遠隔転移の診断，卵巣癌・卵管癌・腹膜癌では腫瘍の同定，リンパ
節転移，播種，遠隔転移の診断に有用である。
撮像範囲は，横隔膜から恥骨下縁までとするが，進行した腫瘍や悪性度の高い組織型で，胸部への転移の可
能性もある場合には胸部も含める。経口消化管造影剤を使用すると，消化管と腹膜病変の鑑別が容易となる。撮
像は，単純と造影剤注入後 60 〜 100 秒後の 1 相を撮像することが一般的である。子宮体癌・頸癌ではスライス
厚は通常 5mmとするが，MRI が施行出来ず，CT によって局所の進展度評価を行う場合は MPR 画像が有用で
あり，薄いスライスも必要となる

。卵巣癌・卵管癌・腹膜癌では播種病変の部位を正確把握することは非常に

16）17）

重要であり，通常の横断像よりもMPR による冠状断，矢状断像が播種の検出に優れるとされているため

，通常

18）

の 5mm スライス厚の画像に加え，MPR 画像も作成できるように薄いスライス厚も必要となる。
子宮体癌・子宮頸癌，卵巣癌・卵管癌・腹膜癌は F-FDG-PET の保険適応疾患となっている。最近は PET
18

単独よりもPET/CT が一般的であり，リンパ節・遠隔転移検出における高い診断能が報告されているが

，適応

19）

要件として「他の検査，
画像診断により病期診断，
転移・再発の診断が確定できない患者に使用する」とされており，
術前に PET/CT が必要となる場合は多くない。

分娩前の胎盤の標準的撮像法（表５）
大半の胎盤病変（癒着胎盤，胎盤循環障害，胎盤腫瘍など）は超音波検査で発見されるため，超音波で充分
な情報が得られない場合やより正確な評価が必要な場合に MRI が撮像されることが多い

。撮像は，SAR や磁

20）

場の影響を考慮し基本的に 1.5T 装置で行う 。可能であれば背臥位で撮像を行うが，妊娠後期の被験者におい
20）

ては子宮により下大静脈が圧排され背臥位保持が困難な場合があるため，適宜左側臥位での撮像に変更する 。
21）

受信コイルは子宮全体がカバーできる体表コイルを用い，撮像範囲に子宮全体を含める。スライス厚を薄くしすぎる
ことは撮像時間の延長や信号低下につながるため，4 〜 5mm 程度の厚さで撮像する。また撮像時間が長引くほ
ど胎動によるアーチファクトが生じやすくなるため，各種の高速撮像法を用いて撮像時間を短縮させることが望まし
い

。さらに息止めで撮像することでアーチファクトの低減が望めるが，困難な場合はその限りでない。

20）22）

① single shot FSE 系 T2 強調像
胎盤の形態評価や病変の検出に用いる（図４）
。横断，矢状断，冠状断の 3 方向で評価する。
② T1 強調像
胎盤や頸管内などの出血，
血腫の評価に役立つ

400

。撮像時間の短縮を図るためには gradient echo 法（GRE）

23）

婦人科領域の標準的撮像法
表 5 胎盤撮像シーケンス例（1.5T 装置，phased

撮像法
① T2 強調像
横断 and 矢状断 and 冠状断

array coil）

シーケンス

TR/TE

singleshot FSE 法

− / 80ms 前後

スライス厚

4 〜 5mm

GRE 法
② T1 強調像
in-phase
200ms 前後 /4.6ms 前後
横断 and/or 矢状断 and/or 冠状断 (opposed phase (dual 200ms 前後 /2.3ms 前後
echo の場合のオプション )

4 〜 5mm

③ steady-state free precession
balanced シーケンス
imaging
横断 and/or 矢状断 and/or 冠状断

4 〜 5mm

4.2ms 前後 /2.1ms 前後

❻ 婦人科

図 4 穿通胎盤（妊娠

32 週） SSFSE

T2 強調矢状断像
胎盤付着部の子宮前壁下部が膨隆してお
り，同部では子宮筋層が不明瞭である（▲）
（→は子宮筋層）
。

が第一選択となる。
③ steady-state free precession imaging（オプション）。
特に癒着胎盤の診断において T2 強調画像に情報を付加できることがある 。
22）

②，③については横断，矢状断，冠状断のうち最低 1 方向を撮像する。

先天性疾患の出生前診断のための MR 撮像法 （表 6）

₁適 応

治療法・分娩方法の判断，家族への予後の説明などのため，胎児超音波（以下 US）から得られる臨床情報
が不十分な場合，胎児 MRI の適応となる。羊水過少や過期産，妊婦の肥満などで胎児異常の可能性がある場
合も適応となる。また US で異常がない場合でも，児の予後を左右するようなリスクを伴う重篤かつ異常がみられる
場合
（例：双胎間輸血症候群で胎児鏡下胎盤吻合血管レーザー凝固術後の胎児脳梗塞など）
も適応となる 。個々
１）

の適応疾患については CQ130 の項目を参照。

2 前処置

American College of Radiology，Society for Pediatric Radiology（ACR-SPR）ガイドラインでは前投薬は
通常不要 。
1）
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表 6 胎児撮像シーケンス例（1.5T 装置，phased

array coil）

胎児頭部（頸部，顔面）撮像法
シーケンス / 撮像法

推奨断面

スライス厚

TR/TE

single shot 高速 SE 法
TR 1000 〜 2000/
（half fourier acquisition single shot 冠状断，矢状断，水平断
TE 60 〜 120
turbo（fast）spin echo）

Gap

4 mm

0 〜 0.4 mm

3 〜 5mm

0 〜 0.5mm

steady-state free precession

冠状断，矢状断，水平断

TR 3.7 〜 6.0/
TE 1.5 〜 4.0

T1 強調像
spoiled gradient echo

水平断

1）TR 100 〜 200/ TE 4 〜 10
2）TR 4 〜 8/TE 2 〜 5 4 mm
3）TR/TE/TI 2500/ 3.1/939

0 〜 0.8 mm

胎児躯幹部撮像法

single shot 高速 SE 法
TR 1000 〜 2000/
（half fourier acquisition single shot 冠状断，矢状断，水平断
TE 60 〜 120
turbo（fast）spin echo）
steady-state free precession
T1 強調像
spoiled gradient echo

3 〜 5mm

0 〜 0.5mm

3 〜 5mm

0 〜 0.5mm

冠状断，矢状断，水平断

TR 3.7 〜 6.0/
TE 1.5 〜 4.0

冠状断，矢状断

1）TR 100 〜 200/
TE 4 〜 10
4 〜 5mm
2）TR 4 〜 8/ TE 2 〜 5
3）TR/TE/TI 2500/ 3.1/939

0 〜 1mm

スキャンパラメーターは各装置の至適条件に適宜変更すること

3 撮像時期の推奨
SPR は妊娠 17 週以下の撮像は控えるよう推奨している 。ACR-SPR ガイドラインは，妊娠 20 週以前の撮像
24）

は控えるよう推奨している 。その理由は，妊娠 20 週以前の胎児は小さくUS 以上の診断的情報が得られない点，
25）

胎動が大きい点，妊娠初期の器官形成への磁場の影響が完全に把握できていない点などが挙げられる。Strizek
らは胎児 MRI（1.5 テスラ）が施行された 751 名と対照群（10,042 名）を比較し，聴力障害や低出生体重児の
出現はなかったと報告している 。
26）

4体 位

基本的に仰臥位で行うが下大静脈の圧迫を防ぐため，妊娠後期は左側臥位撮影も可能である 。母体は Feet
26）

first positionとし妊娠子宮を覆うように torso または cardiac phased array surface coil を用いる。surface coil
が困難な場合は body coil を使用する 。
25）

5 撮像の実際およびシーケンス

撮像時の位置決めは３方向とも非常に重要であり，特に頭部の水平断は左右が一致していないと高画質でも診
断に難渋する。一般的に single shot 高速 SE 法（HASTE，SSFSE，SSTSE など）は安定して撮像でき，画質
もTSE 法の T2 強調像に近いため読影が容易である。まず single shot 高速 SE 法の 3 方向を撮り，必要に応じ
て steady-state free precession（SSFP）を追加することが推奨される。
❶ 頭部 MRI
single shot 高速 SE 法では，水平断，矢状断，冠状断の３方向の撮像が必要で

，スライス厚は SN 比を考慮

27）

し 4mm のスライス厚で行う。T1 強調像 spoiled gradient echo（SpGE）は脂肪，石灰化，出血の評価に有用
である 。拡散強調像は，急性期脳梗塞や脳出血の評価のために有用である 。T2 画像で胎児の頭蓋内の
28）

出血（susceptibility effects）の確認が可能であるが

28）

＊

，児の体動が多い場合は画質が不良である。

28）

❷ 胸部 MRI
single shot 高速 SE 法および SSFP の水平断，矢状断，冠状断，スライス厚３〜５㎜で肺野の評価を行う（T1-
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SpGE は 4 〜 5mm）

。検査時間の短縮のため任意の断面を割愛することも可能である。冠状断，矢状断

25）27）29）

面の T１強調像 SGE は，
先天性横隔膜ヘルニアの肝臓や胎便を含む腸管の胸腔への脱出の評価に有用である 。
25）

❸ 腹部 MRI
胸部同様，single shot 高速 SE 法および SSFP の水平断，矢状断，冠状断，スライス厚３〜５㎜（T1-SpGE は 4
〜 5mm）で腹腔内実質臓器，腸管の評価を行う

。検査時間の短縮のため任意の断面を割愛可能である。

25）27）29）

冠状断，
矢状断面の T1 強調像 SpGE は腸管内の胎便，
肝臓，
腹腔内腫瘤の脂肪含有，
出血の評価に有用である 。
30）

脂肪抑制の single shot 高速 SE 法や SSFP は，腹腔内や躯幹の占拠性病変（奇形腫）の質的診断に役立つ。
文

献
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子宮内膜症の診断および経過観察のどのような場合に
MRI は有用か？

推奨グレード

C1

経腟超音波検査にて卵巣子宮内膜症性嚢胞と他の卵巣腫瘍との鑑別が困難な場合，病変の描
出が困難な場合，悪性腫瘍を考慮する充実成分が疑われた場合，また，手術前に骨盤子宮
内膜症による癒着の程度や病変の広がりを評価する場合に MRI を施行することを推奨する。

背景・目的
子宮内膜症は月経困難症や不妊の原因となる疾患で，罹患率は報告により様々であるが，出産可能年齢の 6
〜 10％程度にみられ，頻度の高い疾患である。卵巣子宮内膜症性嚢胞は類内膜癌や明細胞癌などの悪性腫瘍
や境界悪性腫瘍の発生母地となることが知られており

，定期的な経過観察も大切である。また，骨盤子宮内

1）2）3）

膜症は癒着を伴い，疼痛や不妊の原因となることがあり，薬物治療とともに癒着剥離術の適応になる。
子宮内膜症の診断および経過観察において，日常診療では経腟超音波検査が画像検査の第一選択として施行
される。子宮内膜症の診断・経過観察において，どのような場合に MRI が有用かを検討した。。

解

説

卵巣腫瘤が指摘され，経腟超音波検査にて子宮内膜症性嚢胞と他の腫瘍との鑑別が困難であった場合，次
のステップとして MRI が選択される。MRI による内膜症性嚢胞とそれ以外の腫瘍との鑑別の正診率は 96％と極
めて高く ，本邦の子宮内膜症取扱い規約において治療方針を決める上での確かなよりどころとなるとされている。
4）

MRI における嚢胞内容液の信号は特徴的で T1 強調像にて高信号を呈し，T2 強調像での低信号（shading）
（図）や T1 強調像で高信号を呈する複数の嚢胞集簇（multiplicity）はより確診度が高い所見とされる。
卵巣内膜症性嚢胞における癌発生の危険因子としては閉経後，腫瘤径 9 cm 以上などが知られており ，年齢
5）

が高い，
あるいは腫瘤が大きい場合に，
より注意が必要である。経腟超音波検査にて充実構造が疑われる場合
悪性腫瘍と偽病変の判別に造影 MRI が有用である 。また，腫瘤径の増大
6）

，

2）3）

や腫瘍からの浸出液産生に伴う内

2）

容液のエコーレベル低下 も悪性転化のサインとされており，これらの所見を認めた場合は随時 MRI による精査が
3）

必要である（卵巣癌との鑑別については CQ122 を参照）。
骨盤子宮内膜症は腹膜の表面に存在する腹膜内膜症と，近接臓器に 5 mm 以上浸潤する深部内膜症に分類
される。発生部位は仙骨子宮靭帯やダグラス窩，直腸 S 状結腸，直腸腟中隔，膀胱に多いが，その他の腸管や
尿管，鼠径部など様々な部位に発生し得る。骨盤内膜症の診断のゴールドスタンダードは組織学的検索が可能な
腹腔鏡検査であるが，癒着や腹膜外の局在のために見逃されることも多く，術前に画像検査にて部位や広がりを正
確に把握することは治療戦略を考慮するために有用とされる。MRI では線維化を反映して T2 強調像で低信号を
呈し，T1 強調像で小さな高信号を伴うこともある。深部内膜症に対する MRI の診断能は経腟超音波検査に比較
して，劣る，同等，優るなど報告により様々であり

，また，部位により診断能が異なることも報告されている

7）8）9）

。

10）11）

最近のメタアナリシスにおいて，深部内膜症全体に対する MRI の診断能は感度 83%，特異度 90%と良好である
ことが示された

。MRI は経腟超音波検査よりも広い範囲の評価が可能であることから，術前の骨盤内膜症の診

11）

断や広がりの評価に寄与すると考えられる。
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A

B

図 左卵巣子宮内膜症性嚢胞
A T１強調像 B T２強調像 左卵巣の多房性嚢胞性腫瘍瘤で，T1 強調像では均一な高信
号，T2 強調像では不均一な低信号（shading）を呈する。

検索式・参考にした二次資料
PubMed により
（
（
“Endometriosis ［
”Mesh］AND“Sensitivity and Speciﬁcity”
［Mesh］
）OR“Endometriosis/
diagnsis”
［Mesh］
）AND“Magnetic Resonance Imaging”
［Mesh］の検索式を用いて検索した。また，日本

文

献
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産科婦人科学会編：子宮内膜症取扱い規約第 2 部（治療編・診療編）第 2 版 2010 年を参考にした。
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119 子宮筋腫の診断に MRI は有用か？
推奨グレード

C1

双手診および超音波にて診断がつかない症例では，
MRI が質的診断に寄与するため，推奨する。
子宮温存を前提とした侵襲的治療（筋腫核出術，UAE，FUS など）を予定する症例では，
MRI が筋腫の位置，部位，個数の正確な把握に有用であり，推奨する。

背景・目的
子宮筋腫の診断は婦人科医による双手診および超音波検査が第一選択であるが，診断がつかない症例では
MRI 検査をオーダーされることがある。また，子宮温存を前提とした侵襲的治療（筋腫核出術，子宮動脈塞栓術
（UAE）
，集束超音波治療（FUS）など）を予定する症例では，筋腫の位置，部位，個数の正確な把握を目的と
して MRI がオーダーされる。子宮筋腫の診断における MRI の有用性について検討した。

解

説

子宮筋腫の診断は大部分が婦人科医による双手診および経腟超音波断層法（TVUS）にて行われ，スクリー
ニング目的の検査として MRI が施行されることは一般的でない

。MRI がオーダーされる主な状況としては，①

1）2）

超音波にて診断がつかない症例の精査目的（特に臨床上，急速な増大傾向を示したり，内診所見などにより，肉
腫などの悪性腫瘍も否定できない場合）
，②子宮温存を前提とした侵襲的治療（筋腫核出術，UAE，FUS など）
を予定する症例の術前評価，が挙げられる。粘膜下筋腫の手術標本との比較検討を行った報告では，MRI（感
度 100％，特異度 91％）が TVUS（感度 83％，特異度 90％）
，子宮鏡（感度 82％，特異度 87％）と比して良好
な成績が得られている 。また別の手術標本との比較検討を行った報告では MRI（80％）が TVUS（40％）の 2
3）

倍の感度が得られており，再現性（κ＝0.97）もTVUS（κ＝0.74）に比して良好であった 。UAE 前の筋腫に
4）

対する MRIとTVUS の検討では，病変の大きさについては高い相関が得られたが，部位や個数については相関
が低く（R＝0.17）
，MRI はより多くの病変の検出と，正確な部位の評価（粘膜下・筋層内・漿膜下）に有用であっ
た 。別の UAE 前の筋腫に対する MRI の検討では，MRI の結果により18％の症例で診断が変更となり，22％
5）

の症例で治療方針が変更となったと報告されている 。以上の検討より，侵襲的治療を予定する症例では，筋腫
6）

の位置，部位，個数の正確な把握のために MRI の施行は推奨される（図 1，2）。MRI は UAE の治療効果予
測と治療効果判定に有用とされる。また，MRI ガイド下 FUS では術中のモニタリングに用いられ，適応症例の選択
にも寄与するとされる。
典型的な筋腫の MRI は T2 強調像における境界明瞭な低信号腫瘤であるが，様々な変性や組織亜型によりT2
強調像にて高信号に描出されることがあり，肉腫などの悪性腫瘍との鑑別が問題となる
筋腫のように特徴的な画像所見から診断可能なものもあるが

。赤色変性や脂肪平滑

7-9）

，浮腫や水腫様変性，富細胞性筋腫の診断は

10）11）

ルーチンの MRI ではしばしば困難であり，
通常の造影 T1 強調像を追加しても診断能は向上しない

。ダイナミッ

7）
10）
11）

ク検査，拡散強調像による組織亜型や良悪性の鑑別が試みられており，今後の検証が期待される

。また，漿

12-14）

膜下筋腫と卵巣の線維性腫瘍はいずれもT2 強調像にて低信号を呈することが多く，鑑別が問題となる。MRI で
は T2 強調像における子宮体部から連続する栄養血管の flow voids の描出が筋腫との診断に有用とされ

，ダイ

15）

ナミック検査の造影パターンの検討が鑑別に有用であったとの報告がある 。
16）

検索式・参考にした二次資料
PubMed によりleiomyoma，myoma，fibroid，uterus，uterine，MRI，magnetic resonance のキーワードを
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図 1 多発子宮筋腫
筋腫核出術前の評価のため，子宮体部の短
軸断で撮像した T2 強調像。 筋腫の部位，
筋腫の数，子宮内膜と筋腫との距離などが
明瞭に描出されている。

図 2 浮腫を伴った粘膜下筋腫
T2 強調像にて子宮内腔を主座とする高信
号腫瘤を認める。子宮内膜腫瘍との鑑別が
問題となる症例である。

用いて検索した。
文

献
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1）Parker WH：The utility of MRI for the surgical treatment of women with uterine fibroid tumors．Am J Obstet Gynecol 206：31-36，
2012（レベル 3）
2）Cantuaria G et al：Comparison of bimanual examination with ultrasound examination before hysterectomy for uterine leiomyoma．
Obstet Gynecol 92：109-112，1998（レベル 3）
3）Dueholm M et al：Evaluation of the uterine cavity with magnetic resonance imaging，transvaginal sonography，hysterosonographic examination，and diagnostic hysteroscopy．Fertil Steril 76：350-357，2001（レベル 2）
4）Levens ED et al：Magnetic resonance imaging and transvaginal ultrasound for determining fibroid burden：implications for
research and clinical care．Am J Obstet Gynecol 200：537，e1-7，2009（レベル 3）
5）Spielmann AL et al：Comparison of MRI and sonography in the preliminary evaluation for fibroid embolization．AJR 187：14991504，2006（レベル 3）
6）Omary RA et al：The effect of pelvic MR imaging on the diagnosis and treatment of women with presumed symptomatic uterine
fibroids．J Vasc Interv Radiol 13：1149-1153，2002（レベル 3）
7）Hricak H et al：Uterine leiomyomas：correlation of MR，histopathologic findings，and symptoms．Radiology 158：385-391，
1986（レベル 3）
8）Ha HK et al：MR imaging analysis of heterogeneous leiomyomas of the uterus．Front Biosci 2：4-12，1997（レベル 3）
9）Yamashita Y et al：Hyperintense uterine leiomyoma at T2-weighted MR imaging：differentiation with dynamic enhanced MR
imaging and clinical implications．Radiology 189：721-725，1993（レベル 3）
10）Ueda H et al：Unusual appearances of uterine leiomyomas：MR imaging findings and their histopathologic backgrounds．
Radiographics 19：S131-S145，1999（レベル 5）
11）Murase E et al：Uterine leiomyomas：histopathologic features，MR imaging findings，differential diagnosis，and treatment．
Radiographics 19：1179-1197，1999（レベル 5）
12）Goto A et al：Usefulness of Gd-DTPA contrast-enhanced dynamic MRI and serum determination of LDH and its isozymes in the
differential diagnosis of leiomyosarcoma from degenerated leiomyoma of the uterus．Int J Gynecol Cancer 12：354-361，2002
（レベル 2）
13）Tamai K et al：The utility of diffusion-weighted MR imaging for differentiating uterine sarcomas from benign leiomyomas．Eur
Radiol 18：723-730，2008（レベル 3）
14）Takeuchi M et al：Hyperintense uterine myometrial masses on T2-weighted magnetic resonance imaging：differentiation with
diffusion-weighted magnetic resonance imaging．J Comput Assist Tomogr 33：834-837，2009（レベル 3）
15）Torashima M et al：The value of detection of flow voids between the uterus and the leiomyoma with MRI．J Magn Reson
Imaging 8：427-431，1998（レベル 3）
16）Thomassin-Naggara I et al：Value of dynamic enhanced magnetic resonance imaging for distinguishing between ovarian fibroma and subserous uterine leiomyoma．J Comput Assist Tomogr 31：236-242，2007（レベル 3）
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120 子宮腺筋症の診断に MRI は有用か？
推奨グレード

C1

経腟超音波で子宮筋層に腺筋症を考える異常所見がみられた場合には，診断を確定し，
合併病変を把握するために，MRI を推奨する。

背景・目的
子宮腺筋症の症状は様々で非特異的であるため，臨床的な基準だけで診断を確定することは困難である。通常，
日常診療では最初に経腟超音波検査が施行されることが多い。MRI の子宮腺筋症診断における有用性について，
経腟超音波検査の有用性との対比を含めて検討した。

解

説

MRI の子宮腺筋症診断の感度は 70 〜 86%，特異度は 86 〜 93% で，経腟超音波検査の感度 65 〜 89%，特
異度 65 〜 98% に比べて，診断能に有意差はみられない

と報告されてきたが，最近のメタアナリシスでは，MRI

1-3）

の感度 77%，特異度 89%，経腟超音波検査の感度 72%，特異度 81%と，MRI のほうが高い診断能を有すること
が示されている 。
4）

特に，腺筋症症例の約 50% を占める子宮筋腫合併例においては，経腟超音波検査は感度 33%，特異度 78%，
MRI の感度 67%，特異度 82%とMRI の正診率が経腟超音波検査に勝っており ，また，子宮腫大症例において，
1）

その原因が平滑筋腫か子宮腺筋症かの鑑別においても高い正診率が報告されている 。
5）

子宮腺筋症と診断する根拠となる MRI 所見として，T2 強調像における junctional zone（以下 JZ）のびまん
性あるいは局所的肥厚の報告が多い。この所見は異所性子宮内膜に伴う平滑筋の過形成を反映している 。JZ
6）

は正常では厚さ 8mm 以下とされ ，腺筋症とする JZ の厚さの基準は 12mm 以上という考え方が一般的である。
7）

この基準での感度 63 〜 93％，特異度 91 〜 96%と報告されている

。また，子宮筋層内にみられる T2 強調像

1）3）

での点状高信号域も診断に有用な所見として報告が多い。この所見は，病変内の異所性子宮内膜の嚢胞状の腺
。
管拡張を反映しており ，半数の症例にしかみられないが，特異度の高い（99%）所見である （図 1，2）
6）

1）

子宮腺筋症に体癌が合併した場合には，T2 強調像や造影 T1 強調像では癌と腺筋症との境界が不明瞭で，
体癌の存在診断や筋層浸潤の程度の診断が困難となることに注意が必要である。この場合には，拡散強調画像
を用いることにより体癌病変と腺筋症病変との境界を明瞭に描出できるという少数例での報告

があり期待されるが，

8）

その有用性の確立には今後さらなる検討が必要である。

検索式・参考にした二次資料
PubMed で，
“MRI”and“Adenomyosis”のキーワードで検索。
文

献

1）Bazot M et al：Ultrasonography compared with magnetic resonance imaging for the diagnosis of adenomyosis：correlation with
histopathology，Hum Reprod 16：2427-2433，2001（レベル 2）
2）Dueholm M et al：Magnetic resonance imaging and transvaginal ultrasonography for the diagnosis of adenomyosis，Fertil Steril
76：588-594，2001（レベル 2）
3）Reinhold C et al：Diffuse adenomyosis：comparison of endovaginal US and MR imaging with histopathologic correlation．
Radiology 199：151-158，1996（レベル 2）
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図 1 子宮腺筋症

T2 強調矢状断像

子宮体部後壁で低信号を示す junctional zone が
肥厚し（→）
，内部に点状高信号域を多数含んでい
る。子宮腺筋症の典型像である。

図 2 筋腫を合併した子宮腺筋症

T2 強調
矢状断像
子宮筋腫と腺筋症の合併例。 子宮体部後壁
優位に腺筋症病変が内部に点状高信号域を含
む境界不明瞭な低信号域として描出されている
（→）
。 前壁には筋腫が境界明瞭な低信号腫
瘤として描出されている（M）
。
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4）Champaneria R et al：Ultrasound scan and magnetic resonance imaging for the diagnosis of adenomyosis：systematic review
comparing test accuracy，Acta Obstetricia et Gynecologica 89：1374-1384，2010（レベル 1）
5）Stamatopoulos CP et al：Value of magnetic resonance imaging in diagnosis of adenomyosis and myoma of the uterus，J Minim
Invasive Gynecol 19：620-626，2012（レベル 2）
6）Togashi K，et al：Adenomyosis：diagnosis with MR Imaging，Radiology 166：111-114，1988（レベル 3）
7）Kang S et al：Adenomyosis：specificity of 5mm as the maximum normal uterine junctional zone thickness in MR images，AJR
166：1145-1150，1996（レベル 4）
8）Takeuchi M et al：Diffusion-weighted magnetic resonance imaging of endometrial cancer：differentiation from benign endometrial
lesions and preoperative assessment of myometrial invasion，Acta Radiol 50：947-953，2009（レベル 4）
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121 卵巣癌の病期診断に画像診断は有用か？
推奨グレード

B CT
C1 MRI，PET（PET/CT）

B

推奨グレード

C1

CT を推奨する。MRI は，腫瘍の骨盤内臓器浸潤を評価する際に施行してもよい。PET/
CT に関しては，小さな腹膜播種や鎖骨上窩リンパ節転移等の腹部骨盤部以外への転移
検出を評価する際には施行してもよい。

背景・目的
卵巣癌の病期診断に関する画像診断は，主に周囲骨盤臓器への浸潤，腹膜播種，リンパ節転移の診断が問
題となる。これらの正確な診断は卵巣癌治療の上で重要な complete surgery（腫瘍の完全切除）や optimal
surgery（残存腫瘍最大径 1cm 未満）を完遂するために重要な情報となるため，診断的意義は高い。US，CT，
MRI，PET/CT について，病期診断に対する有用性を検討した。

解

説

卵巣癌の病期診断に関する US，CT，MRI の各モダリティにおける診断能を検討した多施設共同研究で，卵巣
外の骨盤部と，腹部および腹部骨盤部を越えた腫瘍の広がり診断に関して，US，CT，MRI はいずれも高い診断
能を有し，各モダリティ間に有意差はなかったと報告されている 。また，この研究を基に腹膜播種やリンパ節転移
1）

腹膜播種の検出について MRIとCT の ROC 曲線下面積は共に 0.96 で US（0.86）
について検討した報告 では，
2）

に比し有意に高く，特に横隔膜下腔で有用であったとしている一方，2 cm 以下の小病変についてはいずれのモダ
リティでも検出能は低かったとしている。従って CTとMRI は卵巣癌の病期診断に有用であり，US は相補的に用
いられうると結論付けている 。
2）

このようにCTとMRIは卵巣癌の病期診断に有用であるが，MDCT が広く普及し，
短時間での撮影が可能となっ
ている今日では，CT を用いるのが現実的な選択である。MDCT を用いて，矢状断，冠状断を合わせて評価した
。
場合には，腹膜播種を特異度 94 〜 100％にて評価できると報告されている （図）
3）

MRI に関しては ACR や ESUR のガイドラインにおいても第二の画像診断法と位置付けられており，造影剤が
使用できない場合や妊娠中等の理由により造影 CT が施行できない，もしくは CT にて確定的な診断ができない際
に MRI の施行を推奨している。ただし，子宮や S 状結腸，膀胱，骨盤壁といった骨盤内浸潤の評価は，空間分
解能に優れる MRI が CT よりも優れていると報告されており ，骨盤内の腫瘍浸潤評価には MRI が考慮される
4）

べきである。また，拡散強調像は腹膜播種の検出に有用で ，CT や PET/CT よりも優れているとの報告があり ，
5）

6）

腹膜播種を詳細に評価する際には考慮される撮像法である。
CT の撮像範囲に関しては肺底部から鼠径部の撮影が推奨されている。肺底部を含むことにより横隔膜上リンパ
節腫大の有無や胸水の有無を評価することができる。胸部 CT の施行に関しては，腹部 CT にて胸水や胸膜播種，
肺転移等の胸部異常を認めた場合，縦隔・肺門リンパ節腫大や鎖骨上窩リンパ節腫大が疑われるような場合には
撮影が考慮される。
PET/CT に関する報告では，病変の検出において PET/CT は CT 単独に比し，感度が 38％から 69％，正診
率が 90％から 94％に有意に上昇したとの報告
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や，有意差はなかったものの CT 単独に比し良好であったとする

7）
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M
A

B

C

D

左卵巣漿液性癌
A 〜 C 造影 CT D 造影 CT
（MPR 冠状断像）左卵巣癌
（C）
を認め，肝周囲やモリソン窩，腸間膜，
大網，傍結腸溝，骨盤内等に多発性に腹膜播種を認める（A 〜 D）
。冠状断像では右横隔膜下やモ
リソン窩の播種が明瞭である（D）
。
図

8）

善されるため，このような病変の検出が目的である症例においてはその施行が考慮される検査である。

検索式・参考にした二次資料
PubMed によりCT，MRI，PET（PET/CT）
，US，ovarian cancer or ovarian carcinoma，staging のキー
，
ワードを用いて検索した。また，ACR Appropriateness Criteria （Staging and follow-up of ovarian cancer）
®

ESUR guidelines：ovarian cancer staging and follow-up を参考にした。
文

献

1）Kurtz AB et al：Diagnosis and staging of ovarian cancer：comparative values of Doppler and conventional US，CT，and MR
imaging correlated with surgery and histopathologic analysis-report of the Radiology Diagnostic Oncology Group．Radiology
212：19-27，1999（レベル 3）
2）Tempany CM et al：Staging of advanced ovarian cancer：comparison of imaging modalities—report from the radiological diagnostic oncology group．Radiology 215：761-767，2000（レベル 3）
3）Pannu HK et al：Thin section dual-phase multidetector-row computed tomography detection of peritoneal metastases in gynecologic cancers．J Comput Assist Tomogr 27：333-340，2003（レベル 3）
4）Forstner R et al：Ovarian cancer：staging with CT and MR imaging．Radiology 197：619-626，1995（レベル 2）
5）Low RN et al：Diffusion-weighted MRI of peritoneal tumors：comparison with conventional MRI and surgical and histopathologic
findings-a feasibility study．AJR 193：461-470，2009（レベル 2）
6）Michielsen K et al：Whole-body MRI with diffusion-weighted sequence for staging of patients with suspected ovarian cancer：a
clinical feasibility study in comparison to CT and FDG-PET/CT．Eur Radiol 24：889-901，2014（レベル 2）
7）Kitajima K et al：Diagnostic accuracy of integrated FDG-PET/contrast-enhanced CT in staging ovarian cancer：comparison with
enhanced CT．Eur J Nucl Med Mol Imaging 35：1912-1920，2008（レベル 3）
8）Nam EJ et al：Diagnosis and staging of primary ovarian cancer：correlation between PET/CT，Doppler US，and CT or MRI．
Gynecol Oncol 116：389-394，2010（レベル 3）
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報告がある 。PET/CT では小さな腹膜播種や鎖骨上窩リンパ節転移等の腹部骨盤部以外への転移検出は改
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122 卵巣腫瘤の質的診断に MRI は有用か？
推奨グレード

第一選択である超音波にて診断がつかない症例では，MRI が卵巣腫瘤の質的診断に寄与
するため，推奨する。
卵巣腫瘤の良悪性の鑑別において，造影 MRI により正診率が向上するため，推奨する。

B

背景・目的
卵巣腫瘤の診断は婦人科医による超音波検査が第一選択であるが，
診断がつかない症例では MRI 検査がオー
ダーされる機会が多い。また，検診の超音波検査や他疾患に対する CT 検査などで偶然に卵巣腫瘤が発見され
る機会も増えてきている。MRI による卵巣腫瘤の良悪性鑑別の有用性について検討した。

解

説

卵巣腫瘤の大部分は良性の嚢胞性腫瘤であり，超音波にて診断可能である。卵巣腫瘤の良悪性鑑別におけ
る経腟超音波断層法（TVUS）の正診率は 80 〜 83% であり，カラードプラ所見を加えると正診率は向上するが，
充実部と嚢胞部が混在する病変の診断はしばしば困難とされる
診断に有用との報告が複数あり，正診率は 83 〜 93% である

。MRI は超音波にて診断がつかない症例の

1）2）

。悪性を示唆するクライテリアとして，卵巣腫瘤に

3-8）

ついては大きな腫瘤径（4cm 以上）
，両側性，充実部を主体とする腫瘤，充実部に壊死を伴う腫瘤，嚢胞性腫瘤
で嚢胞壁もしくは隔壁が 3mm 以上，乳頭状の壁在結節を伴う嚢胞性腫瘤（図）
，副所見として腹水，腹腔内播種，
リンパ節腫脹が挙げられる

。充実部の壊死と嚢胞性腫瘤の壁在結節が最も悪性の診断に寄与する所見とされ，

5）9）

造影により正診率は向上するため ，禁忌のない症例では推奨される。一方，奇形腫を示唆する脂肪の検出，卵
5）

巣子宮内膜症性嚢胞を示唆する T2 強調像での shading を伴う出血性嚢胞，線維性腫瘍を示唆する T2 強調像
にて強い低信号を呈する充実部はいずれも良性の可能性が高い所見とされる

。最近の 1.5 テスラ MRI によ

1）10）11）

る良悪性鑑別についてのメタアナリシスでは感度 92%，
特異度 85%，AUC0.95と良好な診断能が示された 。近年，
12）

拡散強調像およびダイナミック MRI が良悪性の鑑別に有用であったという報告があり

，拡散強調像では拡散能

13-15）

の低下した高信号の充実部が，ダイナミック MRI では充実部の多血性がそれぞれ悪性との相関を認めたとされる。
ただし良性腫瘍でも莢膜細胞腫など拡散強調像にて高信号を呈することがあり，拡散強調像および T2 強調像に
おいてともに低信号を呈する充実部を含む卵巣腫瘤は良性病変が示唆される

。また，multiparametric MRI

13）14）

による検討では，通常の MRI 検査に拡散強調像および灌流画像を付加することにより正診率が 95% に向上したと
いう報告があり，今後の検証が望まれる 。
15）

卵巣には様々な良性・悪性の腫瘍および腫瘍様病変が発生する。組織所見を反映した特徴的な MRI から，良
悪性の鑑別のみならずしばしば特異的な診断が可能である。なお，CT は MRIと比して軟部のコントラストに劣り，
石灰化の検出が卵巣腫瘤の質的診断に寄与することがあるが，性腺被曝の問題もあり若年女性に対する施行は
慎重に適応を考えるべきである。

検索式・参考にした二次資料
PubMed で ovary，ovarian，adnexa，adnexal，MRI のキーワードを用いて検索し，採択した文献からさらに
参考文献を取捨選択した。また，ESUR ガイドライン（Spencer JA et al：MR imaging of the sonographically
indeterminate adnexal mass：an algorithmic approach．Eur Radiol 20：25-35，2010）を参考にした。
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A
図

A
B

文

B
卵巣明細胞癌

MRI

脂肪抑制造影 T1 強調像にて卵巣の単房性嚢胞性腫瘤を認め，濃染する壁在結節が多発している。
拡散強調像にて，壁在結節は強い高信号を呈する。

献

413

❻ 婦人科

1）Kinkel K et al：US characterization of ovarian masses：a meta-analysis．Radiology 217：803-811，2000（レベル 1）
2）Bazot M et al：Value of magnetic resonance imaging for the diagnosis of ovarian tumors：a review．J Comput Assist Tomogr
32：712-723，2008（レベル 3）
3）Yamashita Y et al：Adnexal masses：accuracy of characterization with transvaginal US and precontrast and postcontrast MR
imaging．Radiology 194：557-565，1995（レベル 2）
4）Hamm B et al：MR imaging and CT of the female pelvis：radiologic-pathologic correlation．Eur Radiol 9：3-15，1999（レベル 3）
5）Hricak H et al：Complex adnexal masses：detection and characterization with MR imaging--multivariate analysis．Radiology
214：39-46，2000（レベル 2）
6）Rieber A et al：Preoperative diagnosis of ovarian tumors with MR imaging：comparison with transvaginal sonography，positron
emission tomography，and histologic findings．AJR 177：123-129，2001（レベル 2）
7）Sohaib SA et al：Characterization of adnexal mass lesions on MR imaging．AJR 180：1297-1304，2003（レベル 2）
8）Bazot M et al：MR imaging compared with intraoperative frozen-section examination for the diagnosis of adnexal tumors; correlation with final histology．Eur Radiol 16：2687-2699，2006（レベル 2）
9）Stevens SK et al：Ovarian lesions：detection and characterization with gadolinium-enhanced MR imaging at 1.5 T．Radiology
181：481-488，1991（レベル 3）
10）Jung SE et al：CT and MR imaging of ovarian tumors with emphasis on differential diagnosis．Radiographics 22：1305-1325，
2002（レベル 5）
11） Siegelman ES et al：Tissue characterization in the female pelvis by means of MR imaging．
Radiology 212：5-18，
1999
（レベル 5）
12）Medeiros LR et al：Accuracy of magnetic resonance imaging in ovarian tumor：a systematic quantitative review．Am J Obstet
Gynecol 204：67.e1-10，2011（レベル 2）
13）Thomassin-Naggara I et al：Contribution of diffusion-weighted MR imaging for predicting benignity of complex adnexal masses．
Eur Radiol 19：1544-1552，2009（レベル 2）
14）Takeuchi M et al：Diffusion-weighted magnetic resonance imaging of ovarian tumors：differentiation of benign and malignant
solid components of ovarian masses．J Comput Assist Tomogr 34：173-176，2010（レベル 3）
15）Thomassin-Naggara I et al：Characterization of complex adnexal masses：value of adding perfusion- and diffusion-weighted MR
imaging to conventional MR imaging．Radiology 258：793-803，2011（レベル 2）
）
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123 子宮頸癌の病期診断に画像診断は有用か？
推奨グレード

B MRI，CT
C1 PET（PET/CT）

B

推奨グレード

C1

腫瘤径の測定，局所深達度，周囲臓器浸潤，骨盤リンパ節転移の診断に MRI を推奨する。
CT は局所深達度の診断能で MRI に劣るが，MRI が施行できない場合や，転移の診断に

推奨する。
PET，PET/CT はリンパ節転移，遠隔転移の評価に有用であり，施行してもよい。

背景・目的
頸癌の治療は手術療法と放射線療法の二本柱からなり，治療法の選択は「子宮頸癌取扱い規約（第 3 版：日
産婦 2011）」に基づいて行われている。同版では「CT や MRI などによる画像診断を腫瘍の進展度合いや腫瘍
サイズの評価に用いてもかまわない」と明示されており，頸癌の臨床病期診断に画像診断は重要な位置づけにある。
本項では頸癌病期診断に対する画像診断の有用性を検討した。

解

説

「子宮頸癌取扱い規約」では，進行期決定には内診や視診が用いられているが，画像診断を用いて腫瘍の進
行度合いを評価することも容認されている。本邦ではほとんどの頸癌症例で治療前に CT・MRI が施行され，施
設によっては PET/CTも利用されている。
超音波検査は産婦人科外来で内診と同時に行われることが多く，簡便性と低コストから有用な検査である。経腟
超音波や経直腸超音波で局所進展において同等〜比較的よい成績も報告されているが

，リンパ節転移の評価

1）2）

や客観性において CT・MRI に劣る。
CT，MRI は早くから病期診断の有用性が指摘されており ，多施設のメタアナリシスにより，CT よりも MRI は
3）

傍組織浸潤において感度が高く（CT 55%，MRI 74%）（図）
，リンパ節転移の診断能はほぼ同等と報告され
ている。また，2000 〜 2002 年にかけて American College of Radiology Imaging Network（ACRIN）と
Gynecologic Oncology Group（GOG）で多施設共同研究が行われ，IIb 期以上の進行癌では MRIとCT の
感度は低い傾向があったが（CT 42%，MRI 53%）
，特異度は高かった（CT 82%，MRI 85%） 。また，膀胱
4）

や直腸などの他臓器浸潤においてもMRI は CT よりも高い感度を示し，治療法選択に有用である 。膀胱鏡，直
5）

腸鏡，排泄性尿路造影は，MRI・CT で代替可能考えられる 。また腫瘍体積の評価は予後予測や治療効果判
6）

定に重要であり，MRI ではその大きさと放射線治療による縮小率を客観的に評価できる 。
7）

ガドリニウム造影に関しては共通したコンセンサスは未だ十分に得られていない。病期診断は T2 強調像が基本
であり，腫瘍 - 正常筋層のコントラストが造影 MRI により改善して診断能が上昇するとの報告はあるものの ，その
8）

適応は限られており必ずしも診断能改善には寄与しない。
拡散強調像は MRI 装置の改良により躯幹部でも積極的に用いられるようになっている。頸癌は拡散強調像で高
信号を示し，見かけの拡散係数（ADC 値）が低値を示す 。T2 強調像と拡散強調画像の癒合画像は T2 強
9）

調像のみよりも傍組織浸潤の診断能が高いと報告されている 。治療効果予測
10）

やリンパ節転移の描出能

11）

が

12）

注目されている。
遠隔転移や傍大動脈リンパ節転移の精査には，CT や PET/CT が利用される。ACRIN/GOG の検討では，リ
ンパ節転移を短径 1cm 以上とした場合の感度は CT，MRIともに低いが（CT 37%，MRI 31%）
，特異度は高い
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図

A

子宮頸癌 Ⅱ b MRI

A T2 強調矢状断像 子宮頸部の前唇部
分に正常筋層より軽度高信号の腫瘍を認める
（→）
。正常の頸部の層構造が不明瞭となっ
ている。
B T2 強調横断像 腫瘍は頸部を超えて周
囲脂肪組織と接している（→）
。膀胱や側方
の脈管を巻き込むような広汎な浸潤は見られ
ない。

B

（CT 94%，MRI 56%） 。メタアナリシスでは PET（PET/CT）は CT や MRI より高い感度〔PET（PET/
13）

CT）82%，CT 50%，MRI 56%〕が報告されている 。現時点では病期診断に必須ではないが、PET（PET/
14）

CT) は施行を考慮してもよいと考えられる。

検索式・参考にした二次資料
PubMed によりuterine cervical cancer，uterine cervical adenocarcinoma，uterine cervical carcinoma
と，US，CT，MRI，PET のキーワードを用いて検索した。また，日本産科婦人科学会ほか編：子宮頸癌取扱い
規約，2012，日本婦人科腫瘍学会：子宮頸癌治療ガイドライン 2012，Balleyguier C et al：ESUR guidelines for
staging of uterine cervical cancer with MRI 2011，ACR guidelines for staging of invasive cancer of the

文

献

1）Fischerova D et al：Transrectal ultrasound and magnetic resonance imaging in staging of early cervical cancer．Int J Gynecol
Cancer 18：766-772，2008（レベル 2）
2）Testa AC et al：Transvaginal ultrasonography and magnetic resonance imaging for assessment of presence，size and extent of
invasive cervical cancer．Ultrasound Obstet Gynecol 34：335-344，2009（レベル 3）
3）Bipat S et al：Computed tomography and magnetic resonance imaging in staging of uterine cervical carcinoma：a systematic
review．Gynecol Oncol 91：59–66，2003（レベル 2）
4）Hricak H et al：Role of imaging in pretreatment evaluation of early invasive cervical cancer：results of the intergroup study American
College of Radiology Imaging Network 6651-Gynecologic Oncology Group 183．J Clin Oncol 23：9329-9337，2005（レベル 2）
5）Kim WY et al：Reliability of magnetic resonance imaging for bladder or rectum invasion in cervical cancer．J Reprod Med 56：
485-490，2011（レベル 3）
6）Amendola MA et al：Utilization of diagnostic studies in the pretreatment evaluation of invasive cervical cancer in the United
States：results of intergroup protocol ACRIN 6651/GOG 183．J Clin Oncol 23：7454-7459，2005（レベル 2）
7）Wang JZ et al：Sequential magnetic resonance imaging of cervical cancer：the predictive value of absolute tumor volume and
regression ratio measured before，during，and after radiation therapy．Cancer 116：5093-5101，2010（レベル 3）
8）Akita A et al：Comparison of T2-weighted and contrast-enhanced T1-weighted MR imaging at 1.5 T for assessing the local
extent of cervical carcinoma．Eur Radiol 21：1850-1857，2011（レベル 3）
9）Hou B et al：Diagnostic significance of diffusion-weighted MRI in patients with cervical cancer：a meta-analysis．Tumour Biol
35：11761–11769，2104（レベル 3）
10）Park JJ et al：Parametrial invasion in cervical cancer：fused T2-weighted imaging and high-b-value diffusion-weighted imaging
with background body signal suppression at 3 T．Radiology 274：734–741，2005（レベル 3）
11）Liu Y et al：Diffusion-weighted imaging in predicting and monitoring the response of uterine cervical cancer to combined
chemoradiation．Clin Radiol 64：1067-1074，2009（レベル 3）
12）Chen YB et al：Discrimination of metastatic from hyperplastic pelvic lymph nodes in patients with cervical cancer by diffusionweighted magnetic resonance imaging．Abdom Imaging 36：102-109，2011（レベル 3）
13）Mitchell DG et al：Early invasive cervical cancer：MRI and CT predictors of lymphatic metastases in the ACRIN 6651/GOG
183 intergroup study．Gynecol Oncol 112：95-103，2009（レベル 2）
14）Choi HJ et al：Diagnostic performance of computer tomography，magnetic resonance imaging，and positron emission tomography or positron emission tomography/computer tomography for detection of metastatic lymph nodes in patients with cervical
cancer：meta-analysis．Cancer Sci 101：1471-1479，2010（レベル 2）
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cervix，2008 を参考にした。
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124 子宮体癌の病期診断に画像診断は有用か？
推奨グレード

B

推奨グレード

B MRI・CT
C1 PET（PET/CT）

C1

術前に骨盤 MRI を行い，局所進展や骨盤内リンパ節転移を評価することを推奨する。造
影 MRI が望ましい。腹部骨盤造影 CT を行い，遠隔転移やリンパ節転移を評価すること
を推奨する。MRI が施行できない場合，造影 CT によって局所進展を評価する。
局所進行例，予後不良の組織型や高悪性度の腫瘍である場合には，胸部 CT や PET（PET/
CT）を用い遠隔転移やリンパ節転移の評価をしてもよい。

背景・目的
子宮体癌の予後は，腫瘍の組織型，悪性度，進行期に依存する。進行期について画像診断の寄与するところ
は大きく，筋層浸潤と頸部浸潤，付属器進展，リンパ節転移や遠隔転移等が評価対象となる。これらをより正確に
術前診断することで，術式の選択や治療方針の決定に役立つ。特に深部筋層浸潤（1/2 以上）はリンパ節転移
と強く相関し，術前診断の意義は高い。
TVUS（経腟超音波断層法）
，CT，MRI，PET/CT について，術前進行期診断に対する有用性を検討した。

解

説

本邦の子宮体がん治療ガイドラインでは，術前に，MRI による筋層浸潤や頸部浸潤の評価，CT，MRI によるリ
ンパ節転移，遠隔転移の評価をすることが推奨されている（グレード A）
。術前進行期診断に関し，1999 年のメタ
アナリシスにおいて，TVUS，CT，MRI に有意差はないと報告された 。同報告で，筋層浸潤に関しては，造影
1）

MRI が単純 MRI や TVUS，CT より有意差を持って有用であると示された（図１，２）
。
筋層浸潤に関し，MRI の感度，特異度の高さを示し，TVUS より優れるという論文が増えている。特に造影
MRI が有用であるとする報告が多く

，T2 強調像に比し造影 MRI では，筋層浸潤評価の正確度が，78% か

2）3）

ら 92% に上昇したと報告されている 。ACR のガイドラインでもMRI を推奨し，禁忌事項がなければ造影 MRI を
2）

勧めている。可能であればダイナミック MRI が望ましい。
さらに，2014 年に メタアナリシス が発表され，拡散強調像はダイナミック MRI に比し，深部筋層浸潤の評価にお
いて，感度，特異度いずれも有意差なく，少なくとも同等の診断能があると報告された

。拡散強調像での評価

４）５）

は特異度にばらつきが大きいが，ダイナミック MRI でも同様の結果であった 。拡散強調像は，T2-shine through
4）

による誤認回避のため，かつ低い空間分解能や画像の歪みを補うために，T2 強調像 を含めたその他の画像を併
用した評価が必要であるが，造影剤アレルギーや腎障害等によりガドリニウム造影剤が使用できない場合には，T2
強調像 と拡散強調像の組み合わせにより，筋層浸潤の評価が可能と考えられる。
高磁場 MRI（3T）は，従来の MRI に比し，深部筋層浸潤の評価に優れるという報告はあるが，頸部浸潤やリ
ンパ節転移などを含めた全体評価に関し有意差は証明されていない。頸部浸潤に関しては，MRI を含めいずれ
感度 19
の検査でも特異度は高いが（93% PET/CT，94% MRI，94% TVUS）
，
感度は低い 。さらに MRI では，
6）

〜 100%，特異度 87 〜 100%とばらつきが大きく評価は一定しない 。リンパ節転移は，micrometastasis の存在
6）

により，
サイズ（短径 1cm 以上）が診断基準となる画像診断では，
感度 50% 程度と診断能は低い 。PET/CT は，
3）

他の画像診断に比しやや優れると言われるが，感度が軽度上昇するものの有意差はなく ，10mm 以下のリンパ節
6）

については他検査と同様に感度も低い
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。遠隔転移の評価もPET/CT が有用と言われるが，その価値は十分に

7-9）
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A

B

図 1 子宮体癌 ⅠA

A T2 強調像 B 造影後 子宮体癌の術前 MRI。T2 強調像
（A）
，
ダイナミック造影平衡相
（B）
いずれでも，内膜病変と筋層の境界は明瞭かつ平滑に保たれ，筋層浸潤なしと診断できる（→）
。
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A

B

図 2 子宮体癌 ⅠB

A T2 強調像 B 造影後 前壁から底部にかけて，内膜病変と筋層の境界は不明瞭かつ不整
で，T2 強調像（A）で内膜病変が筋層内に入り込んで見える（→）
。造影後（B）
，病変が筋層深
くに達することがわかる（→）
。

確立されていない

。PET/CT の遠隔転移の感度は 83.3% であり，CT・MRI 66.7% に比し高いが，特異度に

8）9）

差はないと報告されている 。
8）

検査別に比較すると，MRI に比し CT は，コントラスト分解能が低く子宮体部病変の描出も難しいので，局所進
展の評価に有用とは言い難く ，むしろリンパ節転移や遠隔転移の診断に有用である。ただし，MRI が施行できな
10）

い場合には，造影 CT で局所進展を評価する。
ACR ガイドラインでは，腹部リンパ節転移の診断に CT が推奨されているが，被曝の点が考慮され，腹部 MRI
も同様の位置づけである。ただし，転移検索には広範囲をカバーする必要があり，目的を考慮すると，MRI よりCT
が望ましいと考えられる。
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検索式・参考にした二次資料
PubMed により（Computed tomography or computerized tomography or CT）or（Magnetic resonance
imaging or MRI）or（Positron emission tomography or PET or PET/CT or FDG-PET）or（Ultrasound or
ultrasonography or US）AND（uterine body cancer or uterine endometrial cancer or uterine endometrial
carcinoma ）AND staging. のキーワードを用いて検索。また，日本婦人科腫瘍学会編：子宮体がん治療ガイドライ
ン 2013，ACR Appropriateness Criteria R：Pretreatment Evaluation and Follow-up of Endometrial Cancer
of the Uterus，2014 を参考にした。
文

献

1）Kinkel K et al：Radiologic staging in patients with endometrial cancer：a meta-analysis. Radiology 212：711-718，
1999（レベル 3）
2）Sala E et al：Added value of dynamic contrast-enhanced magnetic resonance imaging in predicting advanced stage disease in
patients with endometrial carcinoma. Int J Gynecol Cancer 19：141-146，2009（レベル 2）
3）Manfredi R et al：Local-regional staging of endometrial carcinoma：role of MR imaging in surgical planning. Radiology 231：372378，2004（レベル 2）
4）Andreano A et al：MR diffusion imaging for preoperative staging of myometrial invasion in patients with endometrial cancer：a
systematic review and meta-analysis. Eur Radiol 24：1327-1338，2014（レベル 2）
5）Beddy P et al ：Evaluation of depth of myometrial invasion and overall staging in endometrial cancer：comparison of diffusionweighted and dynamic contrast-enhanced MR imaging. Radiology 262：530-537，2012（レベル２）
6）Antonsen SL et al：MRI，PET/CT and ultrasound in the preoperative staging of endometrial cancer – a multicenter prospective
comparative study. Gynecol Oncol 128：300-308，2013（レベル２）
7）Kitajima K et al：Accuracy of 18F-FDG PET/CT in detecting pelvic and paraaortic lymph node metastasis in patients with endometrial cancer. AJR 190：1652-1658，2008（レベル 2）
8）Suzuki R et al：Validity of positron emission tomography using fluoro-2-deoxyglucose for the preoperative evaluation of endometrial cancer. Int J Gynaecol Cancer 17：890-896，2007（レベル 3）
9）Park JY et al：Comparison of the validity of magnetic resonance imaging and positron emission tomography/computed tomography in the pre-operative evaluation of patients with uterine corpus cancer. Gynecol Oncol 108：486-492，2008（レベル 3）
10）Hardesty LA et al：The ability of helical CT to preoperatively stage endometrial carcinoma. AJR 176：603-606，
2001（レベル 2）
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125 子宮肉腫の診断に画像診断は有用か？
推奨グレード

B 病期診断：MRI および CT
C1 質的診断：MRI

B

推奨グレード

C1

子宮肉腫はまれで大規模な研究が困難であるため，高いエビデンスはないが，子宮肉腫
の質的診断に MRI を推奨する。またダイナミック造影 MRI は診断に寄与する可能性が
あり，施行してもよい。子宮肉腫の病期診断には MRI や CT による評価を推奨する。

背景・目的
子宮肉腫は細胞診や生検による診断が困難なことが多く，特に変性筋腫との鑑別が問題となる。癌肉腫は現在
子宮体癌の化生と考えられているが，多くの retrospective study において子宮肉腫に含まれることから，今回も検
討に含める。以下，子宮肉腫の術前診断および病期診断における画像診断の有用性を検討する。

解

説

超音波検査は初期の報告では子宮筋腫と子宮肉腫との鑑別における有用性が示されたが ，追試の報告では
1）

2）

壊死により不均一な信号を示す大きな腫瘤であるが ，T1，T2 強調像，および非ダイナミック造影 MRI による子
3）

宮間葉系腫瘍の良悪性の鑑別には，明らかな客観的所見がないと報告された 。近年，拡散強調像と見かけの
4）

拡散係数（apparent diffusion coefficient：ADC）値測定により子宮肉腫の診断能向上がみられる

。また，T2

5-7）

強調像，拡散強調画像および ADC 値測定の総合的な評価が子宮肉腫の診断に有用であると報告されている

。

8-10）

ADC のカットオフ値は使用機器により異なる可能性があるが，1.05 〜 1.23 未満の場合は子宮肉腫が疑われると
報告されている

。子宮肉腫と富細胞性子宮筋腫（子宮筋腫の組織学的変異型。通常より細胞密度が

6）7）9）10）

高い子宮筋腫）との鑑別が困難なことがあるが，MRI は子宮肉腫の可能性を上げることができる

。子宮肉腫

5）6）

は組織型により臨床経過や治療法が異なり，組織別の MRI を中心とした報告は診断の参考となる。子宮平滑筋
肉腫の診断には出血や壊死の存在，血流が手がかりとなり，ダイナミック造影 を含む MRI による評価が有用であ
る

（図）
。内膜間質肉腫は T2 強調像の bands of low signal intensity や脈管や靭帯に沿って浸潤する所

11）12）

見等，MRI による評価が有用である 。癌肉腫は子宮体癌との鑑別が難しいが，子宮内腔を拡張する大きな腫瘤
13）

で T2 強調像で不均一な高信号を示すことや，早期から遷延する造影効果と漸増性の強い造影効果の混在といっ
た MRI 所見の特徴がある 。
14）

子宮肉腫の進行期分類は組織型により異なり，
手術進行期分類（日産婦 2011，FIGO2008）/TNM 分類（UICC
第 7 版）が用いられる。子宮肉腫の診断が困難なこともあるが，術前の局所および遠隔転移の評価には MRI や
CT が勧められる。

検索式・参考にした二次資料
PubMed に より uterine sarcomas，endometrial stromal sarcomas，uterine leiomyosarcomas，uterine
carcinosarcomas，diagnostic imaging のキーワードを用いて検索した。また，日本産婦人科学会ほか編：子宮
体癌取扱い規約第 3 版を参考にした。
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確証されなかった 。MRI は軟部組織コントラストがよく，子宮腫大の鑑別診断に有用であり，子宮肉腫は出血や

❻ 婦人科

A

B

子宮平滑筋肉腫
A T2 強調像 子宮体部筋層に不均一な高信号を示す腫瘤を認める（→）
。B T1 強調像 腫瘤
内に不整形な T1 強調高信号を認め（→）
，壊死による出血が示唆され，平滑筋肉腫の可能性が考慮
される。
図

文

献

1）Hata K et al：Uterine sarcoma：can it be differentiated from uterine leiomyoma with Doppler ultrasonography? A preliminary
report．Ultrasound ObstetGynecol 9：101-104，1997（レベル 3）
2）Aviram R et al：Uterine sarcomas versus leiomyomas：gray-scale and Doppler sonographic findings．J Clin Ultrasound 33：
10-13，2005（レベル 3）
3）Sahdev A et al：MR imaging of uterine sarcomas．AJR 177：1307-1311，2001（レベル 4）
4）Cornfeld D et al：MRI appearance of mesenchymal tumors of the uterus．Eur J Radiology 74：241-249，2010（レベル 3）
5）Tamai K et al：The utility of diffusion-weighted MR imaging for differentiating uterine sarcomas from benign leiomyomas．
EurRadiol 18：723-730，2008（レベル 3）
6）Sato K et al：Clinical application of diffusion-weighted imaging for preoperative differentiation between uterine leiomyoma and
leiomyosarcoma．Am J Obstet Gynecol 368：e1-8，2014（レベル 3）
7）Fujii S et al：Diagnostic accuracy of the apparent diffusion coefficient in differentiating benign from malignant uterine endometrial cavity lesions：initial results．EurRadiol 18：384-389，2008（レベル 3）
8）Takeuchi M et al：Hyperintense uterine myometrial masses on T2-weighted magnetic resonance imaging：differentiation with
diffusion-weighted magnetic resonance imaging．J Comput Assist Tomogr 33：834-837，2009（レベル 3）
9）Namimoto T：Combined use of T2-weighted and diffusion-weighted 3-T MR imaging for differentiating uterine sarcomas from
benign leiomyomas．EurRadiol 19：2756-2764，2009（レベル 2）
10）Thomassin-Naggara I et al：How to differentiate benign from malignant myometrialtumours using MR imaging．Eur Radiol 23：
2306-2314，2013（レベル 2）
11）Tanaka YO et al：Smooth muscle tumors of uncertain malignant potential and leiomyosarcomas of the uterus：MR findings．J
MagnReson Imaging 20：998-1007，2004（レベル 4）
12）Goto A et al：Usefulness of Gd-DTPA contrast-enhanced dynamic MRI and serum determination of LDH and its isozymes in the
differential diagnosis of leiomyosarcoma from degenerated leiomyoma of the uterus．Int J Gynecol Cancer 12：354-356，2002
（レベル 2）
13） Koyama T et al：MR imaging of endometrial stromal sarcoma：correlation with pathologic findings．
AJR 173：767 ｰ 772，
1999
（レ
ベル 4）
14）Ohguri T et al：MRI findings including gadolinium-enhanced dynamic studies of malignant mesodermal tumorsof the uterus：differention from endometrial carcinomas．Eur Radiol 12：2737-2742，2002（レベル 3）
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126 婦人科腫瘍の診断や経過観察において PET は有用か？
推奨グレード

B

推奨グレード

C1

B 臨床的に再発が疑われる子宮頸癌・体癌・卵巣癌の再発診断
C1 病期診断，臨床的に再発が疑われる子宮頸癌・体癌・卵巣癌以外の再発診断，治療
効果判定

背景・目的
FDG（フルオロデオキシグルコース）を用いた PET 検査は，糖代謝の亢進を画像化することにより病変の検索
が効率的に行えるため，様々な悪性腫瘍に臨床応用されている画像診断法のひとつである。近年の PET 画像は
一体型 PET/CT 装置で得られるため，CT の形態情報とともに評価することが可能である。婦人科腫瘍に対する
PET（PET/CT）検査の有用性について検討した。

解

説

について考察する。

1 子宮頸癌・体癌
原発腫瘍の存在診断および鑑別診断においては，子宮頸部が容易に直視でき，細胞や組織を採取できること，
子宮内膜には性周期に応じて生理的な集積を認めることなどにより，子宮頸癌・体癌の存在・鑑別診断が PET に
求められることはない。病期診断目的では，子宮頸癌の骨盤内リンパ節転移に対する PET の感度，特異度がそ

れぞれ 79%，99%，傍大動脈リンパ節転移の感度，特異度はそれぞれ 84%，95%とされ ，CT や MRI を補う画
1）

像診断法と考えられる。しかしながら，Stage IB1，IIA1 の症例に限定すると感度は 32%と低くかつ治療方針への
影響も乏しく ，NCCN のガイドラインでは IB1 期以下の PET/CT は任意とされている。子宮体癌のメタアナリシス
2）

では，リンパ節転移に対する PET 検査の感度，特異度が 72%，93%とされ ，子宮頸癌同様に PET 上の陰性
3）

所見に基づいてリンパ節郭清を省略できるものではない。子宮頸癌の再発診断（図）に対する PET 検査のメタア
ナリシスによれば，感度・特異度はそれぞれ 92 〜 95%，87 〜 90%とされ

，NCCN のガイドラインでは治療後評

4-6）

価としての PET 検査は再発を疑わせる症状がある場合に推奨されている。子宮体癌再発に対する PET 検査の
感度，特異度もそれぞれ 96%，93% であり，子宮頸癌とほぼ同等と考えられる 。
7）

2 卵巣癌

卵巣は子宮内膜と同様に生理的集積がみられ，
また良性腫瘍でもFDG の集積をみとめ得る。一方，小さな腫瘍，
粘液産生腫瘍，嚢胞性腫瘍などでは陽性描画できない。卵巣癌に対する感度・特異度は 52 〜 98%，74 〜 100%
とばらつきが大きく

，存在診断や鑑別診断目的には推奨されない

8-11）

リシスでは，感度，特異度がそれぞれ 73%，97%と報告され

。卵巣癌術前における病期診断のメタアナ

12）

，子宮頸癌・体癌同様に感度は不十分である。再

13）

発診断としては，腫瘍マーカーの上昇や他の画像診断法で臨床的に疑われている場合の感度，特異度がそれぞ
れ 89 〜 96%，80 〜 90%

と，子宮頸癌・体癌の再発診断と同等の診断精度が報告されており，60% の症

1）14）15）

例で治療方針に影響がみられたとの多施設共同研究のデータがある 。NCCN のガイドラインでは，初回治療後
16）

に腫瘍マーカー上昇など臨床的に再発が疑われるが従来の形態画像で転移巣が検出されない場合，あるいは再
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婦人科悪性腫瘍を，①子宮頸癌・子宮体癌，②卵巣癌，③その他の腫瘍に大別し，目的別に PET の有用性
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A

B

C

D

子宮頸癌術後再発
MRI T2 強調横断像（A）
，PET/CT 横断像（B，C，D）を示す。 断端部再発（A →）に対して化学療法が行われ，
MRI ではサイズ変化なく不変と考えたが，PET/CT では再発巣に一致する高集積をみとめ（B →）
，病変は依然として
viable であると考えられた。また新たな再発巣（C →）や多発肝転移（D ▲）も同定され ，病勢は総合的に増悪と診断された。
図

発と確定が困難な場合に PET は考慮すべき検査と位置づけられている。

3 その他の婦人科腫瘍

外陰癌や腟癌など，子宮頸癌・体癌および卵巣癌以外の婦人科腫瘍に対しては，まだ報告が限られるが，治療
前のリンパ節転移検索や治療後の再発巣検索に対してほぼ同等の診断精度が報告されており

，子宮頸癌・

17）18）

体癌や卵巣癌と同様に臨床的有用性を考慮できる可能性がある。
化学療法や放射線治療後の腫瘍病変の代謝の変化は，サイズ変化という形態の変化に先行するために，治療
効果判定目的に形態と代謝情報の両者が得られる PET/CT が期待されている。しかしながら，治療後には炎症
をはじめとする様々な修飾を受けること，治療後いつのタイミングで検査を行うべきかについて意見の集約はなく，臨
床研究目的で検査を行うことはできるが，日常臨床で検査が推奨されるレベルには達していない。なお，2015 年春
現在，婦人科腫瘍に対する治療効果判定目的の PET 検査には保険適用は認められていない。

検索式・参考にした二次資料
PubMed で FDG，gynecology，cervical cancer，endometrial cancer，ovarian cancer のキーワードを用い
て検索した。また National Comprehensive Cancer Network Guidelines の，Cervical Cancer Ver 1．2015，
Uterine Neoplasms Ver 1．2014，Ovarian Cancer Ver 3．2014 を参考にした。
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1）Havrilesky LJ et al：FDG-PET for management of cervical and ovarian cancer．Gynecol Oncol 97：183-191，2005（レベル 4）
2）Signorelli M et al：Preoperative staging of cervical cancer：is 18-FDG-PET/CT really effective in patients with early stage disease? Gynecol Oncol 123：236-240，2011（レベル 3）
3）Kakhki VR et al：Diagnostic performance of fluorine 18 fluorodeoxyglucose positron emission tomography imaging for detection
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12）Iyer VR et al：MRI，CT，and PET/CT for ovarian cancer detection and adnexal lesion characterization．AJR 194：311-321，
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婦人科悪性腫瘍の経過観察に画像診断を定期的に行うこ
とを推奨するか？

推奨グレード

C1

推奨グレード

C2

C1 腹部骨盤造影 CT，胸部単純 X 線写真
C2 PET/CT
婦人科悪性腫瘍の再発の診断における PET/CT の有用性優位性は確立しているが，検査の適
応や検査の頻度，汎用性や費用対効果の観点，また被曝等の問題もあり定期的には推奨され
ない。再発診断能に PET/CT との差違の少ない代替手段としての腹部骨盤造影 CT について
は，再発の早期発見が予後の改善に資する十分な証拠はないが，特に有効な腫瘍マーカーの
ない症例において病理組織学的異型度や進行期等を勘案して行うことを考慮してもよい。

背景・目的
婦人科悪性腫瘍の治療後の経過観察については，日本婦人科腫瘍学会のガイドラインにおいてその間隔とともに
検査項目についても広く議論されているが，子宮体癌で年に 1 〜 2 回の胸部単純撮影（グレード C1）
，再発が疑
われた場合の胸部単純写真以外の画像検査（グレード B）
，子宮頸癌で胸部単純 X 線，その他の画像診断を適
宜行うこと（グレード C1）が推奨されている。しかし卵巣癌ガイドラインでは PET/CT の高い正診率を認めつつも，
実施可能施設の制約，費用面からスクリーニング検査としては推奨できないと明記している。また子宮頸癌ガイドラ
インでは画像診断はすべて再発を疑ったときに行うべきであり，ルーチンの検査には適切でないとの意見も併記され
ている。これに対し ACR appropriateness criteria では子宮内膜癌の再発診断では PET/CT を推奨し，CT
や MR は PET/CT を行えない場合に限るとしているのに対し，卵巣癌では PET/CT の優位性を認めながら，腹
部 CT により高得点を与えるなど推奨レベルに一貫性を欠く。これらの現状と近年の PET 装置の普及状況を加味
して治療後の経過観察に適切な画像診断について検討した。

解

説

婦人科悪性腫瘍の治療後の経過観察には内診，腫瘍マーカーの計測，腟細胞診に加え造影 CT を中心とした
各種画像診断が行われている。
卵巣癌再発の早期発見に関して，近年は PET/CT の検出能が腫瘍マーカー（CA125）の成績に拮抗してい
るのをはじめ，他を凌駕している
検出能の差違は乏しく

。モダリティとしては，局所再発には MRI の方が有用

1）2）

だが，造影 CTとの

3）

，再発全般の検出能では PET/CT が造影 CT や MRI を凌駕する

4）5）

。腫瘍マー

1）2）6）7）

カーとの対比では Rettenmaier らは CA125 よりも定期的な画像検査（腹部骨盤 CT や胸部単純 X 線写真）の
方が鋭敏とする一方，費用対効果比で CA125 に軍配が上がる としている。また運用の参考として被曝線量を
8）

明示している ACR appropriateness criteria では腹部骨盤造影 CT の施行が推奨され，胸部 CT は腹部の再
発が既知の場合か CA125 の上昇がない限り行うべきでないとしている。
子宮内膜癌においてもPET/CT の優位性はほぼ確立している 。ACR appropriateness criteria では PET が
9）

使用できない場合に，上腹部骨盤の造影 MRI および骨盤の造影 CT を推奨している。ACR が PET/CT を推奨す
る背景としては卵巣癌における CA125 と同程度に信頼性の高い腫瘍マーカーが欠除していることが関係していると
推察される。また日本婦人科腫瘍学会のガイドラインでも明示されているように，腫瘍径の小さい，或いは少数の肺転
移に対する肺部分切除術の有効性は確立されており，同ガイドラインは年１回の胸部単純写真を推奨しているが，胸
部 CT が診断能に優ることは自明であり，本腫瘍で胸部のスキャンを行うべきか否かは今後の検討課題であろう。
子宮頸癌では前述の内診，腟細胞診に加え，腫瘍マーカー SCC が経過観察に有用とされているが，これに従
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来の造影 CT や胸部単純 CT を加えても，再発の早期発見には寄与せず，その意義を疑問視する報告がある 。
10）

しかしここでも近年，PET の優位性（PET 単体とPET/CT では有意差なし）が多数報告され
陰性例の無病生存率が PET 陽性例のそれを上回る

，PET

11）12）13）14）

が，PET/CT で発見された再発巣の早期治療が予後に

13）

及ぼす影響は未知数である。
したがっていずれの婦人科癌においても再発病巣の検出能は PET/CT が他を凌駕する。しかしここで脱落し
ているのは費用対効果，汎用性，再発後の患者の予後の視点で，費用面については否定的な報告もなされ

，無

15）

症状の患者に PET/CT の施行を促すガイドラインは再考すべきとの意見もある 。PET/CT の正診率検討の多
11）

くの論文で対照群として用いられた CT，MR の正診率が必ずしも悪くないこと，PET 施行可能施設が限られるこ
と，本邦の CT，MR の検査費が欧米に比して安価であるといった社会的背景を鑑みると，治療後の経過観察に
腹部骨盤の CT を行うのは，より現実的な選択といえるが，それが治療方針の決定や患者の予後に与える影響に
ついては今後も検討を重ねる必要がある。胸部 CT については肺転移の手術療法が有効な子宮内膜癌について
はさらなる検討が必要だが被曝のデメリットも考慮すると，現状では定期検査では胸部単純エックス線写真に留め，
ハイリスク症例については胸腹部 CT の同時施行も考慮するのが現実的であろう。

検索式・参考にした二次資料
PubMed によりCT，MRI，PET，uterine cervical carcinoma，endometrial carcinoma，ovarian carcinoma，recurrence，
follow up，after treatment のキーワードを用いて検索した。また，日本婦人科腫瘍学会ガイドライン（子宮頸癌治療ガイドラ
イン2011 年版，子宮体がん治療ガイドライン2013 年版，卵巣がん治療ガイドライン2015 年版）
，ACR Appropriateness
Criteria （Staging and follow-up of ovarian cancer，pretreatment evaluation and follow-up of endometrial cancer
®

文

献

1）Fulham MJ et al：The impact of PET-CT in suspected recurrent ovarian cancer：A prospective multi-centre study as part of the
Australian PET Data Collection Project. Gynecol Oncol 112：462-468，2009（レベル 4）
2）Limei Z et al：Accuracy of positron emission tomography/computed tomography in the diagnosis and restaging for recurrent ovarian cancer：a meta-analysis．Int J Gynecol Cancer 23：598-607，2013（レベル 3）
3）Kim CK et al：Detection of recurrent ovarian cancer at MRI：comparison with integrated PET/CT．J Comput Assist Tomogr 31：
868-875，2007（レベル 2）
4）Nasu K et al：Impact of positron emission tomography/computed tomography in the management of patients with epithelial ovarian carcinoma after treatment．Arch Gynecol Obstet 283：1121-1126，2011（レベル 4）
5）Sala E et al：Recurrent ovarian cancer：use of contrast-enhanced CT and PET/CT to accurately localize tumor recurrence and
to predict patients' survival．Radiology 257：125-134，2010（レベル 2）
6）Gu P et al：CA 125，PET alone，PET-CT，CT and MRI in diagnosing recurrent ovarian carcinoma：a systematic review and
meta-analysis．Eur J Radiol 71：164-174，2009（レベル 4）
7）Sebastian S et al：PET-CT vs．CT alone in ovarian cancer recurrence．Abdom Imaging 33：112-118，2008（レベル 2）
8）Rettenmaier NB et al：The utility and cost of routine follow-up procedures in the surveillance of ovarian and primary peritoneal
carcinoma：a 16-year institutional review．Br J Cancer 103：1657-1662，2010（レベル 2）
9）Kadkhodayan S et al：Accuracy of 18-F-FDG PET imaging in the follow up of endometrial cancer patients：systematic review
and meta-analysis of the literature．Gynecol Oncol 128：397-404，2013（レベル 3）
10）Elit L et al：Follow-up for women after treatment for cervical cancer：a systematic review．Gynecol Oncol 114：528-535，2009
（レベル 3）
11）Meads C et al：Positron emission tomography/computerised tomography imaging in detecting and managing recurrent cervical
cancer：systematic review of evidence，elicitation of subjective probabilities and economic modelling．Health Technol Assess
17：1-323，2013（レベルなし）
12）Ding XP et al：Diagnosis of recurrent uterine cervical cancer：PET versus PET/CT：a systematic review and meta-analysis．
Arch Gynecol Obstet 290：741-747，2014（レベル 3）
13）Meads C et al：Evaluating PET-CT in the detection and management of recurrent cervical cancer：systematic reviews of diagnostic accuracy and subjective elicitation．Br J Obstet Gynaecol 121：398-407，2014（レベル 3）
14）Chu Y et al：Diagnostic value of 18F-FDG-PET or PET-CT in recurrent cervical cancer：a systematic review and meta-analysis．Nucl Med Commun 35：144-150，2014（レベル 3）
15）Auguste P et al：Evaluating PET-CT in routine surveillance and follow-up after treatment for cervical cancer：a cost-effectiveness analysis．Br J Obstet Gynaecol 121：464-476，2014（レベルなし）
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of the uterus）
，ESUR guidelines：ovarian cancer staging and follow up を参考にした。
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妊婦の急性腹症に対して，どのような画像検査を行うべ
きか ?

推奨グレード

B

該当なし

B

超音波
単純 MRI，CT

推奨グレード

１）妊婦の急性腹症の診断においてはまず超音波を施行すべきである（グレード B）
。
２） 超音波で診断が困難な場合には単純 MRI を施行することを推奨する
（グレードなし）
。
３）単純 MRI でも診断が困難な場合あるいは MRI が施行できない場合には，CT を施行
することを考慮してもよい。必要があれば造影を行ってもよい（グレードなし）
。

該当
なし

（関連 CQ129「妊娠中に CT，MRI は施行可能か？」参照）。

背景・目的
妊娠中の急性腹症では，虫垂炎の頻度が最も高く，診断を画像に委ねられることも少なくない。妊婦では，虫垂
穿孔や汎発性腹膜炎を併発すると，流早産や母体敗血症などが増加するため早期の診断，加療が必要である。
妊婦の急性腹症の画像診断で，超音波が first choice であることに議論はないが，確定診断が得られない場合，
その後の検査を MR，CT いずれにすべきか，本邦では臨床現場での判断に委ねられていることが多い。

解

説

妊婦の急性腹症の画像診断で検査の優先順位は，欧米の主要ガイドラインで共通である。すなわち，第一選択
は超音波（US）
，US で診断困難な場合，次に行う第二選択の検査は，単純 MRI，この原則に加えて MR で診
断が困難な場合，もしくは時間やシステムの問題などで MR 撮影が困難な場合は，被曝に配慮した CT 撮像，とい
う順である。非妊婦と異なり，妊婦では，平常でも白血球上昇や，嘔気・嘔吐がしばしば見られ，これらの所見が
異常か判断しにくい。また，妊娠週数が進むにつれ，腹部の診察所見の判定は困難となる。増大する子宮の圧排
により諸臓器が変位することも，妊婦急性腹症の診断を難しくする原因となる。妊婦の急性腹症で画像診断が重要
な役割を担うゆえんである。
妊婦の急性腹症は様々あるが，産婦人科系，非産婦人科系疾患と大きく二つに区分できる。産婦人科系疾患
は臨床所見とUS 所見から，産婦人科医が強く疑い，US の段階で診断がつく場合が多い。また，US に加え，さ
らに次の検査が必要な場合，MR の選択は診断能からも妥当である（図）
。非産婦人科系疾患でも，解剖学的変
位にもかかわらず US で同定しやすい病変や，採血や尿検査などで特徴的な所見を呈する場合，US のみで診断
可能のことが多く，その場合，画像検査の追加は不要である。したがって，妊婦の急性腹症において頻度が高く，
妊娠が進むにつれ US 診断能が低下する虫垂炎は，US で診断がつかず，追加の画像検査が必要となりやすい。
妊婦における虫垂炎の US 診断能については，88%（29/33 例）
，96%（44/46 例）
，92%（11/12 例）で虫垂
が同定できず診断不能であったと報告されている 。Butala らの prospective cohort study で，US の感度，特
1）

異度は 1st，2nd，3rd trimester では 40/100％，33/100％，0/100％と報告している 。したがって妊婦の急性腹
2）

症において US による虫垂炎診断は困難なことが多く，特に子宮のサイズが大きくなる妊娠後期でその傾向が強い
ことが報告によっても裏付けされる。妊婦の急性腹症の原因検索において，MR では多くの疾患について，有用性
が報告されており，急性虫垂炎のほか，消化管系（炎症性腸疾患，憩室炎，イレウス）
，肝胆道系（胆石，総胆
管結石，急性胆嚢炎，膵炎，HELLP 症候群，急性脂肪肝）
，泌尿器系（生理的水腎症，尿管結石）
，血管系（静
脈血栓症）および産婦人科系疾患（子宮筋腫，卵巣腫瘤や捻転）の診断が可能とされている 。Baron らは，
3）

妊婦の外傷を除く急性腹症で，MRとCT の感度，特異度はそれぞれ 91/88%，85/90% で，両者の診断能は同
等であったと報告している 。虫垂炎の MR による診断の報告は，Blumenfeld らのメタアナリシスで，感度，特異
4）

度は 90.5％，98.6% であったとされ ，高い診断能を示す報告が増えてきている。
5）
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妊婦（妊娠 17 週）の絞扼性腸
閉塞 造影 CT（MPR 矢状断像）
図

小腸は closed loop を形成し，同部の
壁は肥厚し，造影効果が乏しい（→）
。
絞扼性腸閉塞の診断で手術となり，小
腸部分切除が施行された。

明 文 化されており，虫垂 炎 診 断において MR/CT の優 先 使 用の割 合は，1st，2nd，3rd trimester それぞ
れ，39/32％，38/48％，29/58％と報告されている 。妊娠初期で MR，後期で CT が選ばれる傾向が伺える。
6）

では，臨床において，CT を選択すべき状況はどのような場合であろうか。European Society of Urogenital
Radiology（ESUR）の推奨では，重篤な外傷患者において必要な場合，CT 撮像を躊躇すべきでない，との記載
がある。すなわち，妊婦・胎児の命に係わる risk が疑われる場合，被曝の risk があっても短時間での診断・治療
を優先すべきである。腹部では，虫垂炎をはじめとした消化管穿孔，絞扼を伴う腸管疾患や肺塞栓を合併した血
栓症など重篤な病態が疑われる場合，CT 撮像は考慮に値する。また，鑑別診断が不明で広範囲撮像が必要な
場合も，CT を考慮すべきであるが，いつ何時も，risk-benefit のバランスにより適切な検査が選択されるべきである。
したがって US，単純 MRI でも診断が困難な場合あるいは MRI が施行できない場合，CT を施行することも考
慮してよく，その際，必要があれば造影を行ってもよい。明らかに造影 CT の診断能が高いと考えられる場合は，被
曝低減の観点から単純 CT を省略して造影 CT のみを行うことを推奨する。逐次近似法を用いた低線量 CT など，
CT 技術による被曝低減は積極的に臨床応用すべきである。

検索式・参考にした二次資料
PubMed により，acute abdominal pain，US，MR，CT，pregnancy，appendicitis のキーワードを用いて検索
した。
以下の文献（ガイドライン）を参考にした。
・Andreotti RF et al：ACR Appropriateness Criteria acute pelvic pain in the reproductive age group．
®

Ultrasound Q 27：205-210，2011
・Rosen MP et al：ACR Appropriateness Criteria right lower quadrant pain--suspected appendicitis．J
®
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一方，本邦の現状では緊急時の MR の使用可能性から，CT 施行も許容範囲といえるであろう。米国
での総 合 病 院 放 射 線 科（85 回 答 ） へのアンケート調 査では 63（74%） 施 設で妊 婦 画 像 診 断の方 針が

❻ 婦人科
Am Coll Radiol 8：749-755，2011
・Masselli G et al：Acute abdominal and pelvic pain in pregnancy：ESUR recommendations．Eur Radiol
23：3485-3500，2013
・Gilk T et al：Expert panel on MR safety：ACR guidance document on MR safe practices：2013．J
Magn Reson Imaging 37：531-543，2013
文

献

1）Long SS et al：Imaging strategies for right lower quadrant pain in pregnancy．AJR 196：4-12，2011（レベル 3）
2）Butala P et al：Surgical management of acute right lower-quadrant pain in pregnancy：a prospective cohort study．J Am Coll
Surg 211：490-494，2010（レベル 3）
3）Spalluto LB et al：MR imaging evaluation of abdominal pain during pregnancy：appendicitis and other nonobstetric causes．
Radiographics 32：317-334，2012（レベルなし）
4）Baron KT et al：Comparing the diagnostic performance of MRI versus CT in the evaluation of acute nontraumatic abdominal pain
during pregnancy. Emerg Radiol 19：519-525，2012（レベル 3）
5）Blumenfeld YJ et al：MR imaging in cases of antenatal suspected appendicitis ｰ a meta-analysis．J Matern Fetal Neonatal Med
24：485-488，2011（レベル 2）
6）Jaffe TA et al：Practice patterns in imaging of the pregnant patient with abdominal pain：a survey of academic centers．AJR
189：1128-1134，2007（レベルなし）
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129 妊娠中に CT・MRI は施行可能か ?
推奨グレード

一般的な撮像方法による CT・MRI，そしてヨードおよびガドリニウム造影剤が胎児に
対して有害である事を示す科学的根拠は妊娠中どの時期においてもなく，造影を含め妊
娠中に施行可能である。ただし，その安全性を保証する科学的根拠も十分ではないため，
検査の推奨度はその必要性に依存する。すなわち，検査の有益性が推定される危険性を
上回り，より安全な代替検査がなく，妊娠終了後まで検査を待てないと判断された場合
は施行を推奨するが，そうでない場合は推奨しない。

該当
なし

背景・目的
妊娠中に CT・MRI を施行する必要性が生じる場合があり，造影剤使用の適応について判断を迫られる場面も
ある。また，妊娠に気付かず CT・MRI が施行される場合もある。妊娠中の CT・MRI についてその安全性を検
討した。

解

説

妊娠中の胎児への放射線の影響は被曝の時期と線量に依存しており，障害発生に閾値がある確定的影響（奇
形，精神発達遅滞など）と，高線量を浴びるほど障害発生確率が高まるが閾値のない確率的影響（発がんリスク，
のいずれかとなり，この時期の被曝は奇形のリスクとならない。妊娠 4 〜 10 週での器官形成期における被曝では
奇形発生率上昇の可能性が，妊娠 10 〜 27 週（特に 17 週まで）の胎児中枢神経系の細胞分裂が旺盛な期間
での被曝では中枢神経障害を起こす可能性がそれぞれあるが，その閾値は 100mGyとされている。産婦人科診
療ガイドラインや ACOG（American College of Obstetricians and Gynecologists）ガイドラインでは安全を見
込んで 50mGy を許容しうる線量としているが，通常の撮像条件による１回の CT 撮影でこの線量に達することはな
く，確定的影響は問題にならない。一方，発癌リスクについては一致した見解が得られておらず，低線量被曝であっ
ても2 倍程度まで小児がんの発生率が上昇する可能性がある

。もともとの自然発がん率が非常に低いので，個

1-3）

人レベルでの発癌リスクは依然低いものの，確率的影響は被曝線量に比例するため，逐次近似再構成法の使用や
多相撮影を避けることにより，可能な限りの被曝低減を図る必要がある。
MRI は電離放射線を利用せず行うことが可能であり，妊婦および胎児を対象とする診断においては，CT より
MRI を優先することに異論がないであろう。これまで MRI による胎児の有害事象の報告はなく，ACR（American
College of Radiology）のガイドラインでは妊娠中どの時期でもMRI は施行可能としている。しかし，MRI におけ
る静磁場や電磁波，発熱作用による温度上昇，発生音などが胎児の成長および出生後に及ぼす有害性の有無は
十分解明されておらず，米国食品医薬品局（FDA）は MRI の胎児における安全性は完全に確立していないと
記載している。特に，器官形成期である第１三半期における検査は避けるべきとの見解も存在することから，この期
間における検査の適応決定は慎重に行うべきである。近年普及が進んでいる 3 テスラ（T）MRI の胎児に対する
安全性についてはまだ十分には証明されてはいないが，有害事象の臨床報告はない。
ヨードおよびガドリニウム造影剤は少量ながら胎盤を通過し胎児に移行するが，妊娠中いずれの週数においても
経静脈的に通常量投与されている限り，これらが新生児に有害事象を来した報告はない

。ただし，脂溶性ヨー

4）5）

ド造影剤（リピオドール ）を用いた羊水造影後に新生児の甲状腺機能低下症が報告されており，妊婦にヨード造
®

影剤を使用した場合は生後１週間以内に新生児の甲状腺機能を検査することが推奨される。一方，ガドリニウム造
影剤の推定される危険性として，腎性全身性線維症（NSF）が挙げられる。胎児の腎機能が未熟である点も考
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遺伝的障害など）に分けられる。受精後 1 〜 2 週までに被曝した場合，胎芽は流産となるか完全に修復されるか

❻ 婦人科
慮して，ACR は日常的には使用しないことを推奨し，ESUR（European Society of Urogenital Radiology）は
NSF の危険性が高い線形キレート製剤は禁忌で，NSF の危険性が低い環状キレート製剤の最低容量なら使用を
考慮しうるとしている。なお，FDA は胎児危険度分類においてヨード造影剤をカテゴリー B，ガドリニウム造影剤を
カテゴリー C に分類していたが，この分類は危険度の順位を表すものではなく，2014 年に廃止が発表された。
最後に，CT・MRI を必要とする妊婦，あるいは妊娠に気付かず検査を受けた妊婦に対して，流早産（15%）
，
奇形（3%）
，発達障害（4%）
，精神発育遅滞（1%）は検査と関係なく起こりうることを説明することも重要である。

検索式・参考にした二次資料
PubMed によりpregnancy，CT，MRI，contrast medium，gadolinium，iodine のキーワードを用いて検索し
た。動物実験や対照群のない観察研究は除外した。また日本産婦人科学会 / 日本婦人科医会編：産婦人科診
療ガイドライン−産科編 2014 年版および以下の文献を参考にした。
・Wang PI et al：Imaging of pregnant and lactating patients：part 1，evidence-based review and
recommendations．AJR 198：778-784，2012
・ACOG Committee on Obstetric Practice：ACOG Committee Opinion．Number 299，September 2004
（replaces No 158，September 1995）Guidelines for diagnostic imaging during pregnancy．Obstet
Gynecol 104：647-651，2004
・Chen MM et al：Guidelines for computed tomography and magnetic resonance imaging use during
pregnancy and lactation．Obstet Gynecol 112：333-340，2008
・Masselli G et al：Acute abdominal and pelvic pain in pregnancy：ESUR recommendations．Eur Radiol
23：3485-3500，2013
・Expert panel on MR safety：ACR guidance document on MR safe practices：2013．J Magn Reson
Imaging 37：501-530，2013
・Webb JA et al：The use of iodinated and gadolinium contrast media during pregnancy and lactation．
Eur Radiol 15：1234-1240，2005
・Thomsen HS et al：Nephrogenic systemic fibrosis and gadolinium-based contrast media：updated
ESUR contrast medium safety committee guidelines．Eur Radiol 23：307-318，2013.
文

献

1）Schulze-Rath R et al：Are pre- or postnatal diagnostic X-rays a risk factor for childhood cancer? A systematic review．Radiat
Environ Biophys 47：301-312，2008（レベルなし）
2）Rajaraman P et al：Early life exposure to diagnostic radiation and ultrasound scans and risk of childhood cancer：case-control
study．BMJ 342：d472，2011（レベルなし）
3）Ray JG et al：Major radiodiagnostic imaging in pregnancy and the risk of childhood malignancy：a population-based cohort study
in Ontario．PLoS Med 7：e1000337，2010（レベルなし）
4）Rajaram S et al：Effect of antenatal iodinated contrast agent on neonatal thyroid function．Br J Radiol 85：e238-242，2012（レ
ベルなし）
5）M Hoshmand Kochi et al：Effect in utero exposure of iodinated intravenous contrast on neonatal thyroid function．J Comput
Assist Tomogr 36：165-169，2012（レベルなし）
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130 胎児 MRI はどのような場合に推奨されるか？
推奨グレード

C1

頭部・頭頸部・体幹部病変（心臓を除く）
（ただし，できるだけ熟練した技師・放射線科医による撮像・読影が望ましい。）

背景・目的
胎児 MRI は患児の診断に役立つだけでなく，
分娩管理，
両親へのカウンセリングに有益な情報をもたらす。しかし，
胎児のスクリーニング検査は超音波であり，MRI は超音波での評価が不十分な場合，あるいは超音波で異常があ
りさらに情報が必要な場合，また超音波で異常が認められないが胎児に異常が想定される場合に施行される。
実際の適応決定には，どの程度 MRI が有用であるか，あるいはどういった病態・疾患が胎児 MRI のよい適応
となるかの情報が必要であり，これについて検討した。

解

説

胎児 MRI の適応として多いのは，奇形と腫瘤についての精査である。また，胎児治療が発達し治療適応が拡
大するにつれ，胎児 MRI での評価が重要となっている。
診断が変更，31% で新たな所見，13% で診断の確認に寄与）
，超音波が優れていたものが 4%，同等だったもの
が 57% であったとの報告がある 。Bekker らのレビューによると，MRI によって診断に有用な情報が付加された
1）

症例は 23 〜 100% で，胎児管理が変わったものは 13 〜 39% に及ぶ 。また，領域別にみると，中枢神経系・泌
2）

尿生殖器系・消化器系・胸部において MRI は超音波に加えて有意に診断に寄与したと報告されており ，MRI
1）

の良い適応である。一方，四肢骨格系，顔面，心臓においては，MRI の有用性が示されなかった 。
1）

代表的な胎児 MRI の適応を表に示した。また，以下では各解剖学的領域毎に分けて解説する。

₁ 頭部（中枢神経），脊椎・脊髄

非常に多い胎児 MRI の適応で，脳室拡大や脳実質の奇形（脳梁形成不全，皮質形成異常，後頭蓋奇形な
ど）
，脳実質の破壊性変化などが良い適応である。また，双胎間輸血症候群では頭蓋内合併症のリスクが高いため，
頭蓋内評価が行われる。
脳奇形が疑われた場合に関して Rossi らの 13 の論文のレビューでは，MRI によって超音波所見が 65.4% で確
認され，付加的所見が 22.1% で得られた，としている 。さらに，30.2% では MRI の所見が超音波所見と大きく異
3）

なり，胎児管理が変更になった，としている。MRI により，55% で所見が付加されたとの報告

や，超音波で異常

1）

がある患者のうち 49.6% で母胎カウンセリングが，31.7% で診断が，18.6% で管理が変わったという報告がある 。
4）

2 頭頸部

血管奇形（リンパ管奇形，静脈奇形）
，奇形腫，甲状腺腫といった腫瘤の評価が多い。特に，甲状腺腫は特徴
的な T1 強調高信号により，他の腫瘤と鑑別が容易である。また，腫瘤の評価においては質的診断のみならず，気
道狭窄の有無の評価も管理方針決定に重要である。Poutamo らによる検討では，頭頸部病変の 8 例中 6 例で
MRI が診断あるいは病変の除外に有用な情報を提供したと報告されている 。
5）

3胸 部

肺腫瘤では，腫瘤の質的診断だけではなく合併する肺低形成や胎児水腫なども評価も行われる。また，肺腫瘤
だけでなく横隔膜ヘルニアや骨系統疾患，羊水過少などでも肺低形成の評価が行われる。超音波に MRI を加え
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超音波と MRI の診断能については幾つかの比較報告がある。MRI が優れていたものが 39%（うち 56% で

❻ 婦人科
胎児 MRI の代表的な適応＊

表

適応（大カテゴリー）
奇形
血管障害

血管奇形，水無脳症，脳梗塞，一絨毛膜性双胎妊娠の合併症

腫瘍（腫瘤）

仙尾部奇形腫

奇形

神経管閉鎖不全（脊髄髄膜瘤など），椎体奇形

腫瘍（腫瘤）

血管奇形（リンパ管奇形，静脈奇形），奇形腫，甲状腺腫

奇形

顎裂・顔面裂

腫瘍（腫瘤）・奇形

先天性横隔膜ヘルニア，嚢胞性肺疾患（先天性肺気道奇形，肺分画症，気管
支閉鎖，先天性大葉性肺気腫），縦隔腫瘤（奇形腫，血管奇形，胸腺腫瘤）

その他

肺低形成（腫瘤や横隔膜ヘルニア，骨系統疾患，羊水過少などで合併）（信
号強度・容積評価），胸水，心嚢液

腫瘍（腫瘤）

腹部骨盤部腫瘍・嚢胞（血管腫，神経芽腫，腎上部腫瘤，腎腫瘤，仙尾部奇
形腫など）

奇形

腎尿路奇形（腎奇形，総排泄腔など），腸管奇形（腸管閉鎖，直腸肛門奇形），
腹壁異常（腹壁破裂，臍帯ヘルニア）など

頭部

脊椎・脊髄

頭頸部

適応（小カテゴリー）
脳室拡大，脳梁形成不全，皮質形成異常，後頭蓋奇形，頭瘤（脳瘤・髄膜瘤），
全前脳胞症など

胸部

腹部骨盤部，後腹膜

単絨毛性双体の合併症

一児死亡時，結合双生児

* 全ての疾患を網羅することはできず，また，実際の MRI の有用性については個々の症例で異なるため，MRI の適応を制限するものではない。

ることで，胸部病変では 38 〜 44% の症例において情報が付加される

。ただし，胎児心奇形については MRI

1）6）

の有用性が認められず，超音波が診断に優れていたとの報告がある 。
1）

後腹膜
4 腹部骨盤部，

腹部腫瘤や奇形（腎尿路奇形，
腸管閉鎖，
腹壁破裂など）が評価の主な対象となる。約 20 週以降は胎便が T1
強調像にて高信号化するために，腸管の評価に役立つ。超音波に MRI を加えることで，腹部消化管病変につい
ては 38% の症例で，泌尿生殖器系病変については 29% の症例で情報が付加されたとの報告がある 。
1）

検索式・参考にした二次資料
PubMed で "Magnetic Resonance Imaging"［Mesh］
，"Fetus"［Mesh］のキーワードを用いて検索した。また，
下記を二次資料として参考にした。
・ACR–SPR PRACTICE PARAMETER FOR THE SAFE AND OPTIMAL PERFORMANCE OF FETAL MAGNETIC
RESONANCE IMAGING（MRI）．http：//www.acr.org/~/media/CB384A65345F402083639E6756CE513F.pdf
・Patenaude Y et al：The use of magnetic resonance imaging in the obstetric patient.（SOGC
CLINICAL PRACTICE GUIDELINE）J Obstet Gynaecol Can 36：349-363，2014
文

献

1）Kul S et al：Contribution of MRI to ultrasound in the diagnosis of fetal anomalies．J Magn Reson Imaging 35：882-890，
2012（レ
ベル 2）
2）Bekker MN et al：The role of magnetic resonance imaging in prenatal diagnosis of fetal anomalies．Eur J Obstet Gynecol Reprod
Biol 96：173-178，2001（レベル 3）
3）Rossi AC et al：Additional value of fetal magnetic resonance imaging in the prenatal diagnosis of central nervous system anomalies：a systematic review of the literature．Ultrasound Obstet Gynecol 44：388-393，2014（レベル 3）
4） Levine D et al：Fast MR imaging of fetal central nervous system abnormalities．Radiology 229：51-61，2003（レベル 2）
5）Poutamo J et al：Magnetic resonance imaging supplements ultrasonographic imaging of the posterior fossa，pharynx and neck in
malformed fetuses．Ultrasound Obstet Gynecol 13：327-334，1999（レベル 2）
6）Levine D et al：Fetal thoracic abnormalities：MR imaging．Radiology 228：379-388，2003（レベル 2）
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131 胎盤疾患に MRI は有用か？
推奨グレード

C1

癒着胎盤，胎盤機能低下，胎盤腫瘍

背景・目的
胎盤疾患（特に癒着胎盤と胎盤機能低下）に MRI が役立つか否かを検討した。

解

説

妊婦においては通常，検診で超音波検査が定期的に行われるため，大半の胎盤病変（癒着胎盤，胎盤循環
障害，胎盤腫瘍など）は超音波検査で発見される。よって超音波で充分な情報が得られない場合やより詳細な評
価が必要な場合に MRI が撮像される場合が多い。
癒着胎盤の超音波とMRI の診断能に関してメタアナリシスを行った報告では，超音波（経腟および経腹）で感
度 83％，特異度 95％，MRI で感度 82％，特異度 88％と両者の間に有意差はなかったという結果が示されている 。
1）

一方，大規模な患者数を含めて超音波の診断能を評価した結果，感度は 53．5％，特異度は 88．0％であったとの
2）

超音波では子宮後壁付着胎盤の評価が困難な場合がある。超音波で診断がつかない場合に MRI を追加する
ことで診断能が向上したとの報告もみられる（超音波単独で感度 77％，特異度 96％，MRI 併用で感度 88％，特
異度 100％） 。
3）

以上の点から，癒着胎盤の診断に MRI は寄与すると考えられ，推奨グレードは C1と判定した。
MRI で癒着胎盤を示唆する所見としては，
「胎盤付着部の筋層の菲薄化」
「T2 強調画像での胎盤内低信号域」
「胎盤内絨毛間腔の拡大」「子宮の膨隆，胎盤の信号の不均一さ」「内子宮口への胎盤の突出」などの有用性
が報告されている

。

4-7）

胎盤機能低下の診断には超音波が行われるが，その診断成績は決して良好ではない。そのため近年では，
MRI が胎盤機能低下の診断に行われつつある。一般的には T1 強調像，T2 強調像などのシークエンスが撮像
される。これらの撮像で出血や梗塞が診断できる 。梗塞は T2 強調像で正常胎盤に比べて低信号になりやすい。
8）

出血は T1 強調像で正常胎盤に比べて高信号になりやすい。基本的には脳出血の MRI 診断と同一である。胎
盤出血や胎盤梗塞の診断は超音波では容易でないことが多い。機能低下胎盤は体積が小さく，厚く内部に信号
異常が出現しやすい 。胎盤出血の場合には，T1 強調像での高信号の位置から，血腫の位置（羊膜下，絨毛
9）

膜下，
胎盤後）
と大きさを診断できる。以上の点から，MRI は胎盤機能評価の一助にもなっており，
推奨グレードは C1
と判定した。
研究段階ではあるが，胎盤機能低下の症例で拡散強調像やそれを利用した perfusion が診断に寄与すること
が近年報告されている 。その他の論文でも胎盤機能低下例では ADC 値や perfusion が低下することが報告
10）

されている。拡散強調像の撮像方法や評価方法あるいは安全性が確立している訳ではなく，現時点でレベル２以
上の論文はないが，将来的には MRI が胎盤機能評価の主たる画像診断法になる可能性は十分ある。
胎盤腫瘍（絨毛性疾患を除く）における MRI の有用性については症例報告が散見されるのみである。総説論
文によると，超音波で診断困難な場合には適応があると記載されているため

，推奨グレードは C1と判定した。

11）12）
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報告がある 。

❻ 婦人科

検索式・参考にした二次資料
項目ごとに下記のキーワードで PubMed により検索した。
癒着胎盤（MRI，placenta accreta，ultrasound）
，胎盤循環障害（MRI，placenta，placental，infarction，hemorrhage，
abruption，perfusion，fetal growth restriction）
，胎盤腫瘍（MRI，placenta，placental，chorioangioma，hemangioma）
。
文

献

1）Meng X et al：Comparing the diagnostic value of ultrasound and magnetic resonance imaging for placenta accreta：a systematic
review and meta-analysis．Ultrasound Med Biol 39：1958-1965，2013（レベル 3）
2）Bowman ZS et al：Accuracy of ultrasound for the prediction of placenta accreta．Am J Obstet Gynecol 211：177．e1-7，
2014（レ
ベル 3）
3）Warshak CR et al：Accuracy of ultrasonography and magnetic resonance imaging in the diagnosis of placenta accreta．Obstet
Gynecol 108：573-581，2006（レベル 4）
4）Lax A et al：The value of specific MRI features in the evaluation of suspected placental invasion．Magn Reson Imaging 25：
87-93，2007（レベル 4）
5）Derman AY et al：MRI of placenta accreta：a new imaging perspective．AJR 197：1514-1521，2011（レベル 3）
6）Ueno Y et al：Novel MRI finding for diagnosis of invasive placenta praevia：evaluation of findings for 65 patients using clinical
and histopathological correlations．Eur Radiol 24：881-888，2014（レベル 3）
7）Bour L et al：Suspected invasive placenta：evaluation with magnetic resonance imaging．Eur Radiol 24：3150-3160，2014（レ
ベル 3）
8）Linduska N et al：Placental pathologies in fetal MRI with pathohistological correlation．Placenta 30：555-559，2009（レベル３）
9）Damadarum M et al：Placental MRI in intrauterine fetal growth restriction．Placenta 31：491-498，2010（レベル 4）
10）Bonel HM et al：Diffusion-weighted MR imaging of the placenta in fatuses with placental insufficiency．Radiology 257：810819，2010（レベル３）
11）Messali G et al：MR imaging of the placenta：what a radiologist should know．Abdom Imaging 38：573-587，2013（レベル４）
12）Elsayes KM et al：Imaging of the placenta：A multimodality pictorial review．Radiographics 29：1371-1291，2009（レベル４）
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132

画像検査法で偶然発見された付属器腫瘤はどのように
取り扱うか？

推奨グレード

C1

US

推奨グレード

A

推奨グレード

C1

C1

閉経前 5cm 以下，閉経後早期 3cm 以下，閉経後後期 3cm 以下の単純性嚢胞
閉経前・閉経後早期 3cm 以下，閉経後後期 1cm 以下の良性と考えられる嚢胞
上記以外のすべての腫瘤

A

MRI

推奨グレード

C1 閉経前・閉経後早期 5cm，閉経後後期 3cm より大きな単純性嚢胞
閉経前 5cm，閉経後早期 3cm，閉経後後期 1cm より大きな良性と考えられる嚢胞
B 上記以外のすべての腫瘤

B

検診での超音波や他疾患に対する CT や MRI 検査などで偶然に付属器腫瘤が発見される機会も増えており，
その適切な対処は重要である。ここでは画像検査で偶然みつかった付属器腫瘤をどのように対処していくべきかを
検討した。

解

説

偶発付属器腫瘤の対処に十分なエビデンスを与える検討は少ない。SRU ガイドラインは US 所見をもとにした嚢
胞性腫瘤の対処法を，ACR 白書は SRU ガイドラインの US 所見を CT や MRI 所見に置き換え，分類や対処を一
部改変した対処法を提唱している。専門家の意見を基にしている部分も多く，さらに，本邦の場合，検査体系が異
なる点も踏まえての対処が必要となる。
偶発付属器腫瘤の対処は，
「年齢」
「形態」，嚢胞性腫瘤の場合は「大きさ」で異なる。
卵巣は年齢や性周期により大きく変化するため，
閉経前，
閉経後早期（5 年未満）
，
閉経後後期（5 年以上）の 3
つに分類する 。閉経前の卵巣サイズは閉経後より大きく ，性周期により変化する 3cm 以下の多数の卵胞がみら
1）

2）

れる 。閉経後も間欠的なエストロゲン産生による卵胞様構造は存在するが，期間の経過とともに減少していく 。
3）

4）

CT・MRI で腫瘤の形態は，
「良性の形態の嚢胞（ここでは単純性嚢胞とする）」「良性と考えられる嚢胞」「そ
の他の腫瘤」の 3 つに分類する（図）
。
「単純性嚢胞」とは，薄く平滑な壁を有する円形あるいは類円形の単房性嚢胞で，内容液は水成分，壁在結節
を伴わないものである。悪性病変である頻度は，閉経前後とも大きさによらず 1% 未満と壁在結節や他の形態的特
。機能性嚢胞や非腫瘍性嚢胞の割合は高く，閉経前の 82% ，閉経後の 44

徴を有する腫瘤に比較して低い

5-9）

〜 69.4% までが自然消褪する

。一方，閉経後に持続してみられる単純性嚢胞の大部分は漿液性腺腫などの良

性腫瘍である

5）

6-8）

，5cm 以上の嚢胞内に経過観察で壁在結節が出現してくる頻度が高いという報告があり ，将

6）7）

6）

来的な悪性化の危険を考慮して対処をより慎重にすべきと考えられている。
ACR 白書では，閉経前で 5cm 以下，閉経後早期・後期 3cm 以下の嚢胞は，画像検査での経過観察は不要
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背景・目的

❻ 婦人科
偶発付属器腫瘍
良性と考えられる嚢胞（2）

単純性嚢胞（1）

その他

閉経前

閉経前
＜5cm

＞5cm

＜3cm

US：C1

US：A
MRI：C1

US：C1

＜5cm ＞5cm
＞3cm，
US：A

US：A
MRI：C1

特徴のある所見 （1）－（3）
（奇形腫など）
以外
（3）

閉経後早期

閉経後早期
＜3cm

＞3cm，
＜5cm

＞5cm

US：C1

US：A

US：A
MRI：C1

閉経後後期

＜3cm
US：C1

＞3cm

疾患毎の適切な管理
US：A
MRI：B

US：A
MRI：B

US：A
MRI：C1

閉経後後期

＜3cm

＞3cm

＜1cm

＞1cm

US：C1

US：A
MRI：C1

US：C1

US：A
MRI：C1

図 偶発付属器腫瘤取り扱いのフローチャート
（ACR 白書より改変）

としている。これ以上の大きさでは US での経過観察や精査が勧められるが，腫瘤が大きい場合は全体像の評価
が困難という報告があり ，MRI を考慮する。大きさについては見解が一定しないことから，閉経前・閉経後早
10）

期 5cm，閉経後後期 3cm より大きな単純性嚢胞に対して MRI を考慮してもよい。
「良性病変と考えられる嚢胞」にはほぼ単純性嚢胞と同様の病変が含まれる。ACR 白書では，単純嚢胞の定
義を一部満たさず，いびつな形状，アーチファクトなどのため画像評価が十分でない，などが該当している。これに
SRU ガイドラインの単純性嚢胞に類似するが，単一の薄い隔壁，あるいは壁の一部に石灰化を伴う嚢胞と，閉経
前から閉経後早期の出血性嚢胞を加える。出血性嚢胞に関しては，CT や MRI において壁の平滑な単房性嚢胞
内に出血を反映した内容液がみられ，多くは出血を伴った黄体嚢胞や機能性嚢胞であり，これらは自然消褪する 。
11）

しかし，卵巣活動の低下した閉経後後期の出血性嚢胞に関しては，腫瘍性病変を考慮する必要があるため，この
分類に含めない。良性と考えられる嚢胞は，アーチファクトや出血成分などの存在のため，充実部分を見落とす危
険があり，単純性嚢胞より慎重な管理が求められる。ACR 白書では，閉経前後で卵巣内にみられる正常嚢胞サイ
ズを考慮し

，閉経前および閉経後早期の 3cm 以下，閉経後後期 1cm 以下であれば，画像検査での経過

3）4）12）

観察は不要としているが，閉経後早期の出血性嚢胞に関しては，US での経過観察を勧めている。これ以上の大き
さでは単純性嚢胞同様に US が優先され，より大きなものでは MRI を考慮してもよい。
「その他の腫瘤」には，上記以外のすべての腫瘤が含まれる。水と異なる内容液の嚢胞（閉経前・閉経後早
期の出血性嚢胞を除く）
，充実部分の存在，壁在結節や隔壁を伴う嚢胞が該当する。質的診断困難，良性腫瘍，
悪性が疑われる腫瘤，腫瘍類似病変などが含まれて，いずれも精査の対象となる。成熟嚢胞性奇形腫など CT や
MRI でほぼ組織診断可能な場合もある。
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C Q 132
偶発付属器腫瘤全般において，US は簡便で非侵襲的であり，良悪性の鑑別における正診率も高いことから第
一選択となる 。US での質的診断が困難な場合や良悪性の鑑別が問題となる腫瘤に関しては，MRI での評価
13）

が推奨される（CQ122 を参照）
。

検索式・参考にした二次資料
PubMed によりovary or ovarian or adnexa or adnexal，incidental or incidentaloma or asymptomatic，
US or ultrasound or ultrasonography or CT or computed tomography or MRI or magnetic resonance
imaging のキーワードを用いて検索し，採択した文献からさらに参考文献を取捨選択した。また，ACR white
paper（J Am Coll Radiol 10：675-681，2013）
，SRU guidelines（Radiology 256：943-954，2010）を参考にした。
文献 2 〜 9，11，12 は，OCEBM エビデンス分類の「診断」には相当しないため，
レベル分類はせず「レベルなし」
とした。
文

献
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1）Soules MR et al：Executive summary：Stages of Reproductive Aging Workshop (STRAW）
．Fertil Steril 76：874-878，2001（レ
ベル 5）
2）Pavlik EJ et al：Ovarian volume related to age．Gynecol Oncol 77：410-412，2000（レベルなし）
3）Bakos O et al：Ultrasonographical and hormonal description of the normal ovulatory menstrual cycle．Acta Obstet Gynecol
Scand 73：790-796，1994（レベルなし）
4）Sokalska A et al：Changes in ultrasound morphology of the uterus and ovaries during the menopausal transition and early postmenopause：4-year longitudinal study．Ultrasound Obstet Gynecol 31：210-217，2008（レベルなし）
5）Borgfeldt C et al：Transvaginal sonographic ovarian findings in a random sample of women 25-40 years old．Ultrasound Obstet
Gynecol 13：345-350，1999（レベルなし）
6）Modesitt SG et al：Risk of malignancy in unilocular ovarian cystic tumors less than 10 centimeters in diameter．Obstet Gynecol
102：594-599，2003（レベルなし）
7）Bailey CL.et al：The malignant potential of small cystic ovarian tumors in women over 50 years of age．Gynecol Oncol 69：3-7，
1998（レベルなし）
8）Castillo G et al：Natural history of sonographically detected simple unilocular adnexal cysts in asymptomatic postmenopausal
women．Gynecol Oncol 92：965-969，2004（レベルなし）
9）Sharma A et al：Risk of epithelial ovarian cancer in asymptomatic women with ultrasound-detected ovarian masses：a prospective cohort study within UK collaborative trial of ovarian cancer screening (UKCTOCS）
．Ultrasound Obstet Gynecol 40：338344，2012（レベルなし）
10）Ekerhovd E et al：Preoperative assessment of unilocular adnexal cysts by transvaginal ultrasonography：A comparison between
ultrasonographic morphologic imaging and histopathologic diagnosis．Am J Obstet Gynecol 184：48-54，2001（レベル 2）
11）Okai T et al：Transvaginal sonographic appearance of hemorrhagic functional ovarian cysts and their spontaneous regression．
Int J Gynaecol Obstet 44：47-52，1994（レベルなし）
12）Healy DL et al：Ovarian status in healthy postmenopausal women．Menopause 15：1109-1114，2008（レベルなし）
13）Kinkel K et al：US characterization of ovarian masses：a meta-analysis．Radiology 217：803-811，2000（レベル 1）

❼ 泌尿器

◆ 主な改訂ポイント ◆
●新たな CQ の追加（146，147 は核医学関連，148 は小児関連）
CQ146

腎瘢痕の検出に DMSA シンチグラフィは有用か？

CQ147

前立腺癌の病期診断，治療後の経過観察に骨シンチグラフィは有用か？

CQ148

神経芽腫の診断と病期診断のために必要な画像検査は何か？

神経芽腫の治療は，専門施設で行われる事が多いが，一般病院でも遭遇する可能性のある疾患である。専門
施設以外でも
CQ149

I-MIBG シンチグラフィの有用性，CT，MRI の役割について理解しておく必要がある。

123

副腎腺腫の評価にどのような画像診断が役立つか？

画像診断の普及により副腎偶発腫が発見されることが増えてきた。このように発見された副腎腫瘍が腺腫で
あるか，否かの評価における CT および MRI の有用性を示した。

●その他，おおむね変更はないが，詳細は以下の通りである。
CQ133

成人の急性腎盂腎炎が疑われる場合，ただちに CT を施行すべきか？

CQ144

精巣腫瘍の病期診断にどのような画像検査が有用か？

CQ133，144 は，参照したガイドラインの改訂があったが，内容には変更はない。
CQ134

急性腎盂腎炎を疑われる患者で治療に対する反応が不良な場合，CT を推奨するか？

新規文献を追加したが，推奨レベルを変更できるものではなかったため，内容には変更はない。
CQ135

尿路結石による腹痛が疑われるとき CT は有用か？

CQ136

腎嚢胞性腫瘤の良悪性の評価に造影 CT は有用か？

CQ137

腎充実性腫瘤の評価に造影 CT は有用か？

CQ138

腎癌の病期診断にはどのような画像検査が有用か？

CQ139

上部尿路上皮腫瘍を疑う症例において，CT は有用か？

CQ140

膀胱癌の深達度診断に CT は勧められるか？

CQ143

前立腺癌での局所病期診断に MRI は有用か？

CQ135 〜 CQ140，CQ143 は，文献の追加があるが，内容・推奨レベルに変更はない。
CQ141

膀胱癌の深達度診断に MRI は勧められるか？

CQ145

精巣腫瘍の治療後の評価にはどのような画像検査が有用か？

CQ141，145 は，文献の追加にともなうデータのアップデートはあるが，内容・推奨レベルに変更はない。
CQ142

前立腺癌の検出に MRI は有用か？

文献の追加にともなうデータのアップデートはあるが，推奨レベルに変更はない。2015 年に PI-RADS
vesion2 が公表されたため，紹介を追加。
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泌尿器領域の標準的撮像法
腎の撮像法
腎腫瘍性病変は超音波で最初に指摘されることが多い。次いで，CT が行われる。MDCT によって，性状診断，
病期診断ならびに血管や尿管などの情報を 1 回の検査で得ることが可能である。加えて，リンパ節転移，遠隔転
移の検索に用いられる。
ヨードアレルギーなどで造影 CT ができない場合は，MRI により原発巣の診断を行う。骨シンチグラフィは骨転移
が疑われる場合に施行される。PETも再発診断の際など有用な場合がある。
CTもMRIもダイナミック造影検査で造影剤急速注入後（3 〜 5 ml/s）には，次の 4 つの相が観察される。
❶ 動脈相（arterial phase）
造影剤投与開始後，20 〜 30 秒前後で，腎動脈が強く増強される。三次元の動脈像を評価したい場合に有用
である。
❷ 皮髄相（corticomedullary phase）
造影剤投与開始後，30 〜 70 秒で皮質が主に増強される。また，
早めの皮髄相（30 〜 40 秒）を撮像することで，
腎動静脈の評価も可能である。動静脈の評価が必要な場合や腫瘍の血流評価を行う場合によい。
❸ 腎実質相（nephrographic phase）
80 〜 130 秒後には腎皮質，髄質が同程度に増強され腎実質が均一に描出される。病変の検出や腫瘍の深達
度診断に関して最も優れる。
❹ 排泄相（excretory phase）
180 秒後以降には造影剤が排泄され尿路が観察される。腎盂進展の評価に適する。
実際の検査では，目的に応じて上記の４つの相のなかから必要なものを選択し撮像する。

₁ 腫瘍性病変が疑われる場合の撮像法
❶ CT

腎腫瘍が疑われる場合は，通常下記の撮像を行う 。
１）

①単純
②皮髄相（造影剤投与開始後 30 〜 40 秒前後）
（図 1A）
③腎実質相（100 秒後前後）
④排泄相（180 秒後前後）
この撮像法で，性状診断と病期診断の両方を行うことができる。単純 CT は良悪性の鑑別（血管筋脂肪腫の
診断）に重要である。
造影剤は，非イオン性造影剤約 100 ml を 30 秒程度で投与する。良好な動脈像を得るためには注入速度は 3ml/s
以上がよい。また，造影剤が大動脈へ到達するまでの時間は個人差が大きいため，bolus tracking を用いること
が望ましい。
撮像範囲は腎臓を十分カバーする。転移巣検索の目的で胸部を追加する場合は，どの相で撮像してもよいが，
腎実質相では胸部の血管が良好な増強効果を維持しており，血管に接するリンパ節の評価がしやすい。
スライス厚は 5 mm で再構成することが基本である。微小な病変の場合には 3 mm 程度の薄いスライスで再構
成を行う。冠状断像，矢状断像などの MPR 像を得るには薄いスライス厚の画像が必要となる。術前に血管系を
評価する場合は，１ｍｍ程度のスライス厚を用いて三次元の CTA 像を作成するのがよい。
フォローアップにおいては単純と腎実質相のみで十分である（胸部を含む）。
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A

B

図 1 左腎細胞癌
A ダイナミック CT 皮髄相（造影剤投与後 35 秒） 不均一であるが濃染を認め（→）
，腫瘍が血流に
富むことがわかる。 B T2 強調横断像 腫瘍の周囲に偽被膜が見られる（→）
。

表 1 腎細胞癌シーケンス例（1.5T 装置，phased

撮像法
① T2 強調横断
冠状断

② T1 強調横断

シーケンス
呼吸停止 FSE 法
呼吸同期 FSE 法
呼吸停止 heavy-T2 強調法

TR/TE
3000/100 ms 前後
（ETL 20 前後）
R-R 間隔 /100 ms 前後
無限大 /80 ms 前後

スライス厚

5 〜 8mm

その他
撮影範囲は腎全体

5 〜 8mm
5 〜 8mm

2D GRE 法（double echo）
in-phase
150/4.4 ms 前後
150/2.2 ms 前後
opposed phase

5 〜 8mm

撮影範囲は腎全体

2D GRE 法
3D GRE 法

5 〜 8mm

腫瘍の至適断面を選択
撮 影 時 間 は 30 秒，60 〜

150/4 ms 前後
4 〜 5/1.2 〜 2 ms 前後
（FA 12 〜 15°前後）

90 秒，150 〜 300 秒後

❷ MRI
MRI での評価を行う場合は，通常下記の撮像を行う 。
2）

① T1 強調横断像
② T2 強調横断像および冠状断像
③ 造影剤を用いたダイナミック MRI
④ 造影後脂肪抑制 T1 強調横断像および冠状断像
この撮像法で，性状診断と病期診断の両方を行うことができる。
撮像範囲は両側腎臓を十分カバーする。スライス厚は 5 〜8 mm 程度。推奨パラメータは表1の通りである。T1
強調像で，in-phase と opposed phase を撮像すれば水と脂肪の混在した状態を検出でき，淡明細胞癌のよう
に細胞内脂肪顆粒を含む腫瘍を診断できる。T2 強調像は，腎癌の偽被膜の検出に有用である（図 1B）
。

₂ 感染性病変が疑われる場合の撮像法

基本的に CT が用いられ，MRI が施行されることはほとんどない。CT では，通常下記の撮像を行う。
① 単純，②造影（造影剤投与開始後 70 〜 90 秒）
造影剤の注入速度は 2 ml/s 以上が望ましい。撮像範囲は腎臓を十分カバーする。スライス厚は 5 mm で再構
成することが基本である。
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③ダイナミック MRI

array coil）

❼ 泌尿器
文献によっては，下記のような造影後 3 相撮影を勧めるものもある 。
3）

① 単純，②皮髄相（30 秒後）
，③実質相（70 〜 90 秒後）
，④排泄相（5 分後）
しかしながら，実質相における造影 CT が，皮髄相，排泄相に比べ，病変の検出および進展範囲の評価に
優れていると考えられる 。被曝を考慮すると，単純 CT および造影後 3 相撮影は施行し難い。単純 CT と造
4）

影 CT（実質相）を撮影し，尿路閉塞が疑われる場合にのみ，排泄相を追加するのが妥当である 。
4）

上部尿路の撮像法
上部尿路の画像診断では，病変検出，病変の深達度診断やリンパ節転移，遠隔転移の検索を基本的に CT
で行う。MDCT（16 列以上の CT）によって，1 回の検査でこれらの情報を得ることが可能である。薄いスラ
イス厚の排泄相を中心に造影前後で尿路を評価する CT 検査（CT urography）が最近注目されており，排泄
性尿路造影に代わって今後普及すると考えられる 。MRI は，ヨードアレルギーなどで造影剤を投与できない
5）

場合に用いられることがある。

₁ 結石が疑われる場合の評価法
有痛性血尿で，尿路結石の検出を目的とした場合は，単純 CT でスライス厚 3 〜 5 mm，ピッチ１〜 1.5 で
腎上極から骨盤底までを撮像する。
なお，尿路結石の検出については低線量撮像でも十分な診断能があるとされており，可能な限り被曝を低減
する撮像を行う。

₂ 腫瘍が疑われる場合の評価法
❶ CT
高齢者の無痛性血尿や膀胱癌をはじめとする尿路上皮腫瘍の既往など，上部尿路腫瘍が主な対象疾患とな
る場合には，以下の撮像を行う（CT urography プロトコル） 。
5）

①単純，②腎実質相（造影剤投与開始後 100 秒前後）
，③排泄相（8 分以降）
（図 2）
まず，単純 CT を結石が疑われる場合に準じて，腎上極から恥骨下縁まで撮像する。続いて造影剤を投与する
が，
排泄相での尿路の描出は用量依存の傾向があるので，600 mgI/ml/KgBW（300 mgI/ml 製剤で体重×2 倍）
程度の量を投与することが勧められる。30 秒間程度で投与し，投与開始より100 秒後前後（腎実質相）に腎全
体を撮影する。続いて 8 〜 10 分後前後（排泄相）に腎上極から恥骨下縁まで撮像する。転移巣検索の目的で
胸部も撮像する場合は，造影剤投与後任意の時間に行ってよい。
スライス厚は薄いほうが小病変の検出能が高くなるので，3 mm 以下の薄いスライス厚での再構成が推奨される。
また必要に応じて排泄相の薄いスライス画像の冠状断などの MPR 画像も作成する。
なお尿路描出の改善のため，造影剤投与前後の飲水による水負荷が望ましい。
この撮影法で，病変検出と病期診断の両方を行うことができる。
❷ MRI
上部尿路腫瘍が主な対象疾患となる場合には，以下の撮像法を行う。
① T2 強調横断像および冠状断像
② T1 強調横断像
③ MR urography（図 3）
④ 造影後脂肪抑制 T1 強調像

横断および冠状断像

これらの撮像法で，病変検出と病期診断の両方を行うことができる。また，病変検出のためには，近年普及し始
めた拡散強調像の有効性も高い。
上記の撮影範囲は両側腎臓を含んだ腹部全体で，スライス厚は 4 〜 8 mm 程度。MR urography は，撮像ス
ライス厚によって 1 スライスの厚いスラブを用いる projection 法と，多数スライスを撮像し再構成する multislice 法
に大別され，呼吸停止で撮像する。各撮像法の推奨パラメータは表 2 に記載する。
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図 2 左腎盂癌
造影剤投与後 8 分の排泄相で左腎盂内に腫瘍を認め
る（→）
。

膀胱の撮像法

図 3 多発性尿路癌
MR urography にて，右腎盂尿管移行
部，右下部尿管，膀胱に陰影欠損を認
める。

膀胱腫瘍の治療方針決定において筋層浸潤の有無，
周囲脂肪組織浸潤の有無の診断は必須の情報である。
筋層診断の浸潤の有無の決定に診断的生検が用いられ
る場合があるが，CT と MRI は非侵襲的に深達度診断

が可能である。また，尿路上皮癌は多発性があり，上部尿路の検出のために CT urography を撮像することが望
ましい。

撮像法

シーケンス

array coil）
TR/TE

呼吸停止 FSE 法

3000/100 ms 前後
（ETL 20 前後）
① T2 強調横断，冠状断
呼吸同期 FSE 法
R-R 間隔 /100 ms 前後
呼吸停止 heavy-T2 強調法 無限大 /80 ms 前後
② T1 強調横断

③ MR urography

呼吸停止 2D GRE 法
呼吸停止 3D GRE 法

Projection 法
脂肪制御 RARE
Multislice 法
脂肪抑制 heavy-T2 強調法
呼吸同期 FSE 法

呼吸停止下 2D GRE 法
④ 造影脂肪抑制 T1 強調
呼吸停止下 3D GRE 法
横断，冠状断

❼ 泌尿器

表 2 上部尿路癌シーケンス例（1.5T 装置，phased

150/4 ms 前後
4 〜 5/1.2 〜 2 ms 前後
（FA 12 〜 15°前後）

スライス厚

5 〜 8mm
5 〜 8mm
5 〜 8mm
5 〜 8mm

5000 以上 /1000 ms 前後

4 〜 80mm

無限大 /80 ms 前後
R-R 間隔 /100 ms 前後

4 〜 5mm

150/47 ms 前後
4 〜 5/1.2 〜 2 ms 前後
（FA 12 〜 15°前後）

その他
撮影範囲は腎全体

5 〜 8mm

撮影範囲は腎全体

撮影範囲は尿路全体

撮影範囲は尿路全体

注）なお，造影剤投与後の遅延相で尿路に排出された造影剤をみる造影 MR urography も報告されているが，小児を
対象とし腎機能検査も含めるなど特殊な状況が多く，また投与する造影剤量にも一定の見解がなく普及しているとはい
いがたい。
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₁ CTによる標準的撮像法
1）検査の 1 〜 2 時間前から排尿を禁ずる。
2）単純 CT を腎上極から恥骨下縁まで撮像する。
3）膀胱癌の造影増強効果は，100 ml，300 mgI/ml の非イオン性造影剤を 3 〜 4 ml/s で投与した場合，投
与開始から 60 〜 80 秒後で最大となるので，この時相において膀胱部を 2.5 mm 以下のスライスで撮像する 。
6）

これにより検出と深達度診断が可能である。
4）病変の評価は，5 mm 厚で再構成した横断像で観察することが基本となるが，膀胱頂部や頸部病変の
。
評価には MPR 画像を用いて読影する （図 4A）
7）

5） CT Urography を行う場合は，上部尿路上皮癌の検出の目的で腎を含めた排泄相（造影後 8 〜 10 分）
を施行する 。この場合 MPR 像，MIP 像も併せて評価する。
8）

6） TUR-BT を施行した際には，1 週間以上間隔をあけて CT を撮像することが望ましい 。
6）

₂ MRIによる深達度診断のための標準的撮像法撮像
1）膀胱壁を適度に伸展させるために検査 1 〜 2 時間前より排尿を禁ずる。
2）禁忌事項がなければ鎮痙薬（ブスコパン 20 mg）筋注またはグルカゴン G ノボ 1 mg 筋注を行うと腸管蠕
動に伴う画質の劣化が回避できる 。
9）

3）受信コイルは phased array coil を用いる。
4）撮像シーケンスのパラメータを表 3 に示す。
①，②高速スピンエコー（FSE）法 T2 強調像
T2 強調像では膀胱癌は筋層と等しいかやや高信号を呈するため，腫瘍基部の筋層の信号上昇がみられれ
ば筋層浸潤あり（局所ステージ T2）と診断できる 。部分容積効果を減らすために横断像に加え腫瘍基部
10）

の膀胱壁に垂直な oblique 断面を撮像する。
③エコープラナー（EPI）法拡散強調像（オプション）
拡散強調像では腫瘍は高信号，筋層は中等度信号，腫瘍茎や腫瘍基部の粘膜下層が低信号となる。腫瘍
茎や腫瘍基部粘膜下層の低信号が同定できれば筋層浸潤なし（局所ステージ≦ T1）
，筋層の信号上昇が
みられれば筋層浸潤あり（局所ステージ T2）と診断できる 。
11）

④脂肪抑制併用，グラジエントエコー（GRE）法によるダイナミック造影像
Oblique 断面を 2D 撮像するか，横断もしくは矢状断方向で 3D 撮像し腫瘍の基部の壁に垂直な断面を再構
成する。
造影早期相では膀胱癌は造影効果が高く，筋層は造影効果が低いため腫瘍基部の筋層の造影効果が高
ければ筋層浸潤あり（局所ステージ T2）と診断できる（図 4B） 。
12）

前立腺の MRI 撮像法
前立腺局所の病変を画像で評価する目的には MRI が適している。従来は，前立腺生検が行われて癌と判明し
てから，局所の病期診断のために MRI が用いられることが多かった。しかし，前立腺生検で生じた血液成分によ
り前立腺内の MR 信号が修飾され，癌の診断が難しくなることが理解されるようになり，生検前に癌の検出目的で
の MRI 検査依頼も増えている。これには，T2 強調像のみならず，拡散強調像やダイナミック造影像による評価が
検出に役立つことが広く知られるようになったことも寄与している。ただし，都道府県によっては生検前に MRI を施
行することが診療報酬上認められない場合もある。
前立腺生検後の MRI に関する検討は，1995 年に出された White らの論文が有名で，生検後 3 週間以上間
隔をあければ病期診断能に大きな影響はないとしている 。しかし，これは出血の消失を意味するわけではなく，ま
13）

た系統的 6 カ所生検が主流であった当時と比較し，生検本数が増加した現在は状況が異なると思われる。比較
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A- ①

A- ②

B- ①

B- ②

❼ 泌尿器

図 4 膀胱癌

A 膀胱頂部癌 膀胱頂部の CT 膀胱周囲脂肪識浸潤の評価は横断像（①）では困難
であるが（→）
，斜矢状断像（②）では容易である（→）
。 B 膀胱癌 pT2b の MRI T2
強調冠状断像（①）では，膀胱左側壁の肥厚が認められる。腫瘍と筋層との信号差が乏し
いため，腫瘍の浸潤範囲は不明瞭である（→）
。ダイナミック造影早期相冠状断像（②）では，
膀胱左側壁筋層の一部に腫瘍と連続して高い造影効果が認められるが（→）
，周囲脂肪織へ
は及んでいないため深達度 T2 と診断できる。

表 3 膀胱癌シーケンス例（1.5T 装置，phased

撮像法

シーケンス

array coil）
TR/TE

スライス厚

その他

① T2 強調横断

FSE 法

4000 ms 前後
/100 〜 120 ms

〜 5 mm

膀胱，前立腺を含む

② T2 強調斜位断

FSE 法

4000 ms 前後
/100 〜 120 ms

〜 5 mms

斜位断は腫瘍基部の壁に垂直

③ DWI 横断
and/or 矢状断

EPI 法

2800 〜 4500ms
前後 /90 ms 前後

〜 5 mm

（オプション）

脂肪抑制併用

3D GRE 法

④ダイナミック MRI 脂肪抑制併用
（2D GRE 法脂肪抑制併用可）

5 〜 10 ms
/ 3 〜 5 ms

b ＝ 1000 前後，S/N が充分とな
るようにカスタマイズ

3D 撮像したものを斜位断面に再
構成，または斜位断面で 2D 撮像
2 mm 前後 撮像時間を 20 〜 30 秒とし Pre，
30 秒，60 秒，90 秒，120 秒
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的最近の論文では，生検の MR 画質への影響を評価し，8 週間が経過するとMR 画像では前立腺内の出血の程
度が明らかに改善すると報告されている 。診療上，生検後から MRI 撮像までの間隔を 8 週間以上開けること
14）

が許容されるならば，生検後 8 週間以降に撮像することが対策の 1 つとなる。待機期間が長すぎると判断される場
合は，血腫の存在を考慮した撮像法や読影法の工夫が求められる。
以下に前立腺癌の検出と病期診断における MRI 撮像法の要点を示す。

₁ MRI検査前の準備

前立腺は直腸に接しており，直腸の径が変化することで容易に位置が変動する。検査時に直腸が虚脱した状態
となるように，MRI 検査前夜に下剤を投与することもある。また，前立腺に接する直腸に内容物が存在したとしても，
撮像中に内容が移動することがなければ，前立腺画像への影響は最小限に抑えられる。可能であれば，検査前に
鎮痙剤あるいはグルカゴンの筋肉内注射を行う。また，静脈ルートが確保できているのなら，生理食塩水液に鎮痙
剤を混ぜて，緩徐なスピードによる注入を行うほうが，蠕動抑制の効果が長く持続する。

₂ MRIによる前立腺癌の検出
〔例：PSA 高値のため，生検前に病変の有無，病変の位置と大きさを把握したい〕
受信コイルとして，phased array coil（できればチャンネル数が多いものが望ましい）を使用する。経直腸コイル
を使用可能な施設では，phased array coilと組み合わせて使用してもよい（integrated coil system）。
1.5T 装置の場合，基本的な撮像法は，① T2 強調横断像，② T1 強調横断像，③拡散強調横断像，④ T2 強
調冠状断像（and/or T2 強調矢状断像）である。拡散強調像ではオリジナル画像だけでなく，ADC map を作成
して評価の対象とする。造影剤使用の禁忌がなければ，⑤ダイナミック造影横断像，⑥脂肪抑制併用 Gd 造影 T1
強調横断像を追加すると前立腺癌検出の感度が高くなる 。
15）

表 4 に各撮像法のパラメータ例を示す。各施設で最適化することが望ましい。

₃ MRIによる前立腺癌の病期診断
〔例：前立腺癌と生検で判明した症例の病期診断〕
生検の影響などで，前立腺内の主病変が T2 強調像で認識できない場合は，前項で述べた撮像法のうち，② T1
強調横断像で血液成分が腺内にどのように分布しているかを調べ，③拡散強調横断像，⑤ダイナミック造影像，⑥
Gd 造影 T1 強調横断像を加えて主病変の局在をはっきりさせてから，病期の評価を行う。被膜外浸潤の評価のた
めには，① T2 強調横断像と④ T2 強調冠状断像（and/or T2 強調矢状断像）を，通常より高い空間分解能で
撮像することが望ましい

。しかし，撮像時間が長引くと体動によるアーチファクトが生じやすくなることに注意する。

15）

精嚢浸潤は T2 強調像で疑うが，浸潤の有無をはっきり診断できないときは，⑥ Gd 造影 T1 強調像が必要である。
主病変と同様に早期に強く増強し，後期に washout を呈する病変もあるので，ダイナミック造影像により精嚢内の異
常増強効果を評価する。横断像で判断しにくいときは，冠状断方向の撮像を追加する（図 5）
。
リンパ節転移や骨転移に関しては，前立腺 MRI の撮像範囲から外れる病変もある。頭側の領域については上
記④や⑥を参考に評価する。ただし，FOV を広くしすぎて空間分解能が低下し，主目的の前立腺局所の評価が
困難とならないように注意する。
PSA が 10 ng/ml 以上のときや，生検で得られた癌組織の Gleason スコアが 8 以上のときは転移の疑いが高く
なる。当然のことながら前立腺 MRI の撮像範囲だけでは不十分なため，腹部〜骨盤部のリンパ節の評価には CT，
骨転移の評価には骨シンチグラフィを行う。

精巣の撮像法
陰嚢内病変は急性症状を呈するものとそれ以外のものに大別され，前者では精巣捻転，精巣梗塞，急性精巣・
精巣上体炎や精巣破裂，後者は腫瘍，肉芽腫や精巣微石症などがある。精巣腫瘍の多くは，自己触診での不整
結節状腫大を契機として発見される。精巣腫瘍の 90％以上は悪性の胚細胞腫瘍であり，15 〜 45 歳くらいの比較
的若年男性に発症する。その他の腫瘍としては性索間質系腫瘍や悪性リンパ腫，白血病などの血液リンパ系腫瘍，
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表 4 前立腺癌シーケンス例（1.5T 装置，phased

撮像法

シーケンス

array coil）
スライス厚

TR/TE

その他

① T2 強調横断

FSE 法

4000 ms 程度 /100 ms 程度

4 mm

精嚢上縁から会陰部の範囲を撮像

② T1 強調横断

SE 法または FSE 法

400 〜 850 mg/12ms 程度

4 mm

精嚢上縁から会陰部の範囲を撮像

③ DWI 横断

SE-EPI 法
STIR 法か CHESS 法 TR 5000 mg 以上 /TE 最短

3〜5
mm

b-value を 0，800 〜 1000 s/mm2
とし，ADC map 作成（high b-value
として≧ 1400s/mm2 推奨）

④ T2 強調冠状断

FSE 法

4 mm

前立腺が FOV の中心よりもやや
尾側になるように

2〜4
mm

撮像時間を 25 〜 30 秒程度とし，
30 秒後，60 秒後，120 秒後，
180 秒後に撮像

4 mm

精嚢浸潤の評価には冠状断像を追加

による脂肪抑制併用

⑤ダイナミック
MRI 横断

3D GRE 法
（2D GRE 法，FSE 法も可） 4 ms 程度 /2 ms 程度
脂肪抑制併用

⑥（ダイナミック MRI 後）

Gd T1 強調横断

4000 ms 程度 /100 ms 程度

SE 法または FSE 法
脂肪抑制併用

400 〜 850 mg/12 ms 程度

＊
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A

B

図 5 前立腺癌（精嚢浸潤，骨転移）
A T2 強調横断像 前立腺底部の正中部から右背側に低信号病変が広がっている。正中部背側
に存在する精嚢へ浸潤しているのか，それとも接しているのみか区別しがたい。 B T2 強調冠状断
像 低信号病変が頭側の精嚢内に入り込んでいる様子が描出されており（→）
，浸潤と診断できる。
また，T2 強調像ではあるが，右骨盤骨の信号が低下しており（＊）骨転移と考える。なお，冠状断
像では前立腺が FOV の中心よりも，やや尾側に位置するように撮像範囲を設定している。

転移性腫瘍などが挙げられる。
陰嚢内容の画像診断の目的は良性と悪性の鑑別や組織型の類推と，悪性腫瘍の進展度判定である。陰嚢内
病変の診断では超音波検査が第一選択となる。MRI は，超音波検査にて診断が得られない場合の質的診断や
局所の進展度評価に有用である。また，腫瘍性病変の遠隔転移の診断に関しては CT，MRI や RI（PET）によ
る評価が望まれる。
ここでは，精巣の MRI 撮像法と腫瘍性病変の病期診断における CT および MRI の撮像法について，ポイントを
示す。
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図 6 精巣癌大動脈周囲リンパ節転移

傍大動脈リンパ節と大動脈大静脈間リンパ節の腫大
が認められるが（→）
，短径は 10 mm に達しない。

₁ 精巣の撮像方法
❶超音波検査にて診断が得られず，精巣腫瘍が疑われる場合の MRI
MRI は腫瘍内の出血や増強効果および隔壁構造を鋭敏に評価可能であり，通常両側陰嚢を含み，可能な限り
小さな FOVとスライス厚（FOV：約 16 cm 程度，スライス厚：5 mm 以下）の横断および冠状断方向で以下の
撮像を行う。使用する受信コイルは，
空間分解能の高い surface coil や phased-array coilを使用するのが望ましい。
① T1 強調像，② T2 強調像，③脂肪抑制 T1 強調像，④ダイナミック造影脂肪抑制 T1 強調像（正常精巣の
増強効果は緩徐であるため，造影剤をボーラス静注し，1 分間程度の撮像を数回行う）
また，奇形腫の診断には in-phaseとopposed phase を用いた T1 強調像，類表皮腫の診断には拡散強調像が
有用である。
❷急性陰嚢症の MRI
急性陰嚢痛を訴える患者では，① T1 強調像，② T2 強調像，③脂肪抑制 T1 強調像，④ダイナミック造影 T1
強調像に加え，T2 強調像を組み合わせることにより出血壊死の評価が容易となる。
＊

₂ 病期診断，再発診断

悪性精巣腫瘍はリンパ節や肺への転移を来しやすい。リンパ節転移は，左精巣に生じた腫瘍では左腎静脈付
近の大動脈外側，右精巣では第 2 腰椎の高さの下大静脈周囲のリンパ節から，胸管に進展し左鎖骨上窩リンパ節
および肺へと転移する。原発腫瘍が精巣上体に浸潤すると鼠径部リンパ節に転移しやすい。一方，血行性転移
は晩期に生じることが多いが，絨毛癌の場合には早期に肺に転移し，脳，骨や肝臓に転移することもある。このよう
なリンパ節転移および肺転移の評価には，造影 CT が有用である。
造影剤は，300 mgI/ml の非イオン性造影剤を約 100 mlもしくは体重×2 倍程度の造影剤量を，2 〜 3 ml/s で
投与する。撮像タイミングは，造影剤投与開始より50 〜 60 秒後前後に鎖骨上窩から鼠径部まで撮影する。スライ
ス厚は 5 mm 以下での再構成が推奨される。リンパ節腫大のカットオフ値は，一般的には短径が 10 mm だが，精
。
巣腫瘍のリンパ節転移評価では短径 6 mm 程度であり，薄いスライス厚が必要となる （図 6）
16）

必要に応じて，
骨転移の評価には骨シンチグラフィ，
脳転移の評価には造影 MRIを行う 。また，PET がリンパ節，
17）

肺転移や骨転移に対して有用との報告もあり，施行することを考慮してもよい

。

18）

再発の頻度は，病期，組織型，再発のリスク分類などで異なり，治療後フォローアップのための各種画像検査の
施行時期も様々なバリエーションがある。これに関しては EAU ガイドライン
ン

が参考となる。

19）
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17）

泌尿器領域の標準的撮像法
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133

成人の急性腎盂腎炎が疑われる場合，ただちに CT を施
行すべきか？

推奨グレード

C2

合併症を伴わない成人の急性腎盂腎炎患者に対して，ただちに単純または造影 CT を施
行することは推奨しない。

背景・目的
成人の尿路感染の多くは，下部尿路に限定されており，臨床症状や検査データから診断される。腎臓に炎症が
及んだ場合（急性腎盂腎炎）やその疑いがある場合には，診断および治療方針の決定のために単純または造影
CT 検査の適応となりえる。しかしながら，全例に CT 検査を行うことは被曝や医療経済上，問題がある。それでは，
どのような患者が CT 検査を受けるべきであろうか。

解

説

糖尿病などの合併症のない急性腎盂腎炎の多くは，臨床的に容易に診断され，適切な抗生物質による治療に良
好に反応する（合併症については CQ134 で議論する）
。Lim らは，造影 CT が施行された急性腎盂腎炎や腎膿
瘍の成人患者 130 名を CT 所見から，3 つのグループ：軽度の急性腎盂腎炎，重度の急性腎盂腎炎，腎膿瘍に
分けて，臨床および検査データとの相関を評価している 。CT 所見から軽度の急性腎盂腎炎に分類された患者
1）

群において，発熱の持続期間は平均 2.2 日で，重度の急性腎盂腎炎（3.4 日）
，腎膿瘍（5.4 日）に比べ短かった
とされる。Huang らは，急性腎盂腎炎患者を造影 CT 所見から，3 つのグループ（Ⅰ〜Ⅲ）に分けて，臨床的特徴
や転帰を比較している。CT 所見の軽いグループ I の患者は，速やかに抗生物質療法に反応し，発熱の持続期間
は平均 2.9 日で，グループⅡ，Ⅲに比べ，有意に短かったとされる 。Ha らや June ら Paick らも造影 CT で所見が
2）

ない，または軽度な急性腎盂腎炎患者の発熱の持続期間は平均 1.4 〜 3.1 日であったと報告している

。いず

3）4）5）

れもretrospective study であるが，CT 所見の軽度な腎盂腎炎患者の多くにおいて，発熱の持続時間は 3 日程

図 急性腎盂腎炎（70 歳代，女性）
腹部造影 CT で，左腎に楔状，右腎に索状の造影効果不良域（→）が認められる。
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度であった（図）。
ACR（American College of Radiology）のガイドラインでは，
合併症を伴わない急性腎盂腎炎患者に関しては，
抗生剤治療に良く反応すれば CT 検査は必要なく，72 時間以内に良好な反応が認められないときに単純および造
影 CT 検査が選択されるとしている。
EAU（European Association of Urology）のガイドラインでも，合併症を伴わない急性腎盂腎炎患者におい
て，72 時間の治療後に発熱が持続する場合に，腎膿瘍や腎周囲膿瘍などの除外のために単純 CT 検査を考慮
するとしている。

検索式・参考にした二次資料
PubMed によりacute pyelonephritis，CT のキーワードを用いて検索した。また，ACR ガイドライン 2012，EAU ガ
イドライン 2014 を参考にした。
文

献
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134

急性腎盂腎炎を疑われる患者で治療に対する反応が不良
な場合，CT を推奨するか？

推奨グレード

C1

腎機能障害がない限り，造影 CT を施行することを考慮してもよい。

背景・目的
合併症のない急性腎盂腎炎の多くは，抗生剤治療に速やかに反応するが，治療の開始が遅れた場合，糖尿病
などの易感染性状態や免疫不全の場合に腎膿瘍や腎周囲膿瘍を形成する。腎膿瘍や腎周囲膿瘍では，
ドレナー
ジや手術が必要になる場合があり，診断および治療方針の決定のために単純または造影 CT 検査の適応となる。
病歴，臨床症状，検査データから，どのように CT 検査の適応を決めるべきであろうか。

解

説

臨床および検査データから腎膿瘍や重度の腎盂腎炎を予測する検討がいくつかある。Lim らは，造影 CT が施
行された急性腎盂腎炎や腎膿瘍の成人患者 130 名を CT 所見から，3 つのグループ - 軽度の急性腎盂腎炎，重
度の急性腎盂腎炎，腎膿瘍にわけて，臨床および検査データとの相関を評価している 。これによるとCT 所見と
1）

臨床および検査データは相関したとし，多変量解析で，糖尿病，低血圧，急性腎不全または 2 万以上の白血球数
が，腎膿瘍の有意な危険因子であったと報告している。CT 上，重度の腎盂腎炎や腎膿瘍を呈した患者のほとん
ど（97.9％）が，糖尿病，低血圧，急性腎不全または 2 万以上の白血球数のいずれかを認めていた。また，残り
の重度の腎盂腎炎や腎膿瘍患者は，72 時間の治療後に発熱を持続しており，EAU（European Association of
Urology）のガイドラインに従うことで，CT 上，重度の腎盂腎炎や腎膿瘍を呈した患者を全例同定できるとしている。
EAU のガイドラインでは，合併症を伴わない急性腎盂腎炎患者が，72 時間の治療後に発熱を持続する場合に，
腎膿瘍や腎周囲膿瘍などを除外するために単純 CT 検査を考慮するとしている。Huang らは，造影 CT 所見によ
る急性腎盂腎炎の 3 つのサブグループと臨床的重症度に良好な相関が示されたとしている 。有熱期間や側腹部
2）

痛，白血球増加，膿尿の持続日数に有意差があり，CT 上，重症なグループで糖尿病，敗血症性ショック，糖尿病
性ケトアシドーシス，急性腎不全がより多く認められた。Lee らは，造影 CT 所見から，腎盂腎炎を片側性と両側性
とにわけて，臨床および検査データとの相関を評価している 。これによると両側性の方が予後不良で，多変量解
3）

析で，糖尿病，脳卒中，入院前の症状持続期間が両側性の腎盂腎炎の有意な危険因子であったと報告している。
いずれもretrospective study であるが，腎膿瘍や重度の腎盂腎炎と糖尿病，低血圧，急性腎不全の関連が示
されている。また，単純 CT は尿路のガス，結石，出血，腎腫大，炎症性腫瘤，水腎症，腎周囲の脂肪織の濃度
上昇の同定に役立つ 。しかしながら，これらの所見はしばしば認められず，造影 CT でのみ，急性腎盂腎炎の画
4）

像所見が描出されることも少なくない 。腎機能障害などがなく，造影剤が使用できる場合には，造影 CT を追加
4）

するのが望ましい（図）
。
ACR（American College of Radiology）のガイドラインでは，糖尿病やその他の免疫不全患者において治療
に対する反応が悪い場合に 24 時間以内に単純 CT および造影 CT での評価を推奨している。また，尿路結石な
どの泌尿器疾患の既往，泌尿器疾患の手術歴，繰り返す腎盂腎炎のエピソードがある患者では，CT での評価に
値するとしている。
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腎周囲膿瘍
腹部造影 CT で，右腎下極から腎周囲に，内部は低吸収域で辺縁に造
影効果を有する腫瘤（→）が認められる。
図

検索式・参考にした二次資料
PubMed によりacute pyelonephritis，CT のキーワードを用いて検索した。また，ACR ガイドライン 2012，EAU ガ
イドライン 2014 を参考にした。
文

献
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135 尿路結石による腹痛が疑われるとき CT は有用か？
推奨グレード

腹部単純 CT は，結石の診断のみならず結石以外の腹痛の診断にも有用であるという根

A

拠があり，強く推奨する。

背景・目的
尿路結石症例では腹痛（疝痛）が高頻度にみられるが，腹痛の原因は泌尿器科疾患のみならず内科，外科あ
るいは婦人科疾患など多岐にわたり，迅速で正確な画像診断が要求される。尿路結石による腹痛が疑われるとき
CT が有用であるかを検討した。

解

説

尿路結石症診療ガイドライン（2005 年）では，
尿路結石の初期評価として腎尿管膀胱部単純 X 線検査（KUB）
や超音波検査（US）が推奨されていた。疝痛患者に対する尿路結石の診断能は KUB 単独では感度 54 〜 64%，
特異度 67%

，US 単独では感度 24 〜 29.6%，
特異度 90 〜 100%

1）2）

であるが，
両者を組み合わせると，
感度 79

3）4）

〜 96%，特異度 91 〜 100% と上昇し，US 検査時間の短縮並びに診断能の改善が望めるとされている 。また，
2）

5）

超音波ドプラ法での腎動脈の RI（Resistive Index）値を用い，妊婦患者の腎結石による尿路閉塞の存在を 80%
の感度で診断でき，拡張がなくとも閉塞を診断できるとの報告もある 。
6）

一方，これまで上部尿路における重要な検査法の一つであった排泄性尿路造影（IVP，IVU）は，結石検出の
感度 59.1 〜 72.4%，特異度 90 〜 100%と報告されているが

，近年普及してきた CT および CT urography

1）7）8）

（CTU）により施行機会は減少傾向にある。単純 CTとIVPとの比較では，単純 CT が感度 91 〜 100%，特異
度 91 〜 100%

と極めて高く，有用との報告が多い。無症候性血尿患者を対象とした比較では，結石や腫瘍

1-3）7）8）

などの病変検出には有意差はないものの IVU に比べ CTU が優る傾向にあったとの報告がある 。さらに CT 検
9）

査は結石以外の他の腹部疾患の診断に有用で

，検査時間や副作用発生時のコストなど非直接的コストの面

7）10）

でもIVP にくらべ安価であるとも報告されている 。これら CT の高い有用性が多く報告されている一方で，単純
10）

CTとIVPとのランダム化比較試験では，結石の初期診断では CT が優るものの，転機や入院期間，泌尿器科の
介入率などでは両群に差がなかったとの報告もある 。近年では CT 検査における被曝が注目されてきており，通
11）

常の単純 CT は IVP に比べ被曝線量が 2 〜 3 倍高い

という短所も認識した上で検査を選ぶ必要がある 。

10）

10）

被曝リスクを抑えた検査法の一つに MR がある。疝痛患者の尿路結石の評価として，Heavily T2 強調像では
感度 53.8 〜 57.2%，特異度 100% であるが，3D FLASH を用いた造影 MR urography（MRU）では感度 96.2
〜 100%，
特異度 100%となり，
造影 MRUも追加すべきと報告される 。また非造影 MRUとKUB の組み合わせで，
12）

単純 CT に匹敵する診断精度（94%）を示すとも報告されている 。
13）

他方，CT での被曝低減には，ヘリカルピッチを高くした撮像法や

，低線量撮像法がある。30 〜 76 mAs 程

14）

度の低電流 CT 撮影でも感度，特異度ともに 90% 以上の診断能を有し得るが

，2 mm 以下の小さな結石や

15-18）

BMI が 30 を超える大きな体格であれば感度が低下（50 〜 79%）する傾向にある

。単純 X 線写真と同程

15）17）

度の超低線量 CT（20 mA）であっても，感度 97%，特異度 95% の診断能を有すると報告されている 19）。
まとめると，疝痛を訴え尿路結石が疑われた場合には，素早く施行でき，しかも結石以外の疾患も含めた高い診
断能を有する腹部単純 CT の施行が推奨され，ACR ガイドラインや尿路結石症診療ガイドライン 2013 でも同様で
ある。しかしながら，これまで同様，尿検査をはじめ，KUB や US など非侵襲的な諸検査の初期検査としての位置
付けにはゆるぎはない。CT がこれらを凌駕する報告が多くなる一方で，USとKUB を組み合わせることで単純 CT
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もあり，妊婦や CT が施行できない施設では被曝の少ないこれらの諸検査の施行

2）5）

が望まれ，安易な CT の撮影は避けるべきである。ただ，US は術者依存性が高く，RI の測定も再現性は高くはな
いため限界がある。MRも被曝の問題はないものの，施設間での画質のばらつきも多く，検査時間が長くなる欠点
がある。
被曝低減目的の低線量 CT は，今後標準的撮影法として発展していく検査法である。標準的線量下の CTと
比較した画質低下による診断能の低下は，最近の逐次近似法などによる画像再構成の進歩により解決されつつあり，
BMI が 30 未満の体格では低線量 CT が推奨されてきている。

検索式・参考にした二次資料
PubMed により「単純写真，IVU，US，CT，MRI」のいずれかを含むものと，
結石およびこれを疑う症状である「腎
疝痛」「尿路結石」「血尿」のいずれかを含む画像診断に関連する文献を検索した。また，ACR appropriateness
criteria（clinical condition：acute onset flank pain ─ suspicion of stone. available at：disease. http：//www.
acr.org/SecondaryMainMenuCategories/quality_safety/app_criteria/pdf/ExpertPanelonUrologicImaging/
AcuteOnsetFlankpainSuspicionofStoneDiseaseDoc1.aspx）や尿路結石症診療ガイドライン第 2 版 2013，EAU
ガイドライン 2015（Guidelines on Urolithiasis. European Associacion of Urology 2015 Avalable at：http：//
uroweb.org/wp-content/uploads/22-Urolithiasis_LR_full.pdf）を参考にした。
文

献
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1）Niall O et al：A comparison of noncontrast computerized tomography with excretory urography in the assessment of acute flank pain. J Urol
161：534-537，1999（レベル 3）
2）Ripolles T et al：Suspected ureteral colic：plain film and sonography vs unenhanced helical CT. A prospective study in 66 patients. Eur
Radiol 14：129-136，2004（レベル 3）
3）Rengifo AD et al：Diagnostic validity of helical CT compared to ultrasonography in renal-ureteral colic. Arch Esp Urol 63：139-144，2010（レベル 4）
4） Fowler KA et al：US for detecting renal calculi with nonenhanced CT as a reference standard. Radiology 222：109-113，2002（レベル 4）
5）Mitterberger M et al：Plain abdominal radiography with transabdominal native tissue harmonic imaging ultrasonography vs unenhanced computed tomography in renal colic. BJU Int 100：887-890，2007（レベル 4）
6）Elgamasy A et al：Use of Doppler ultrasonography and rigid ureteroscopy for managing symptomatic ureteric stones during pregnancy. BJU Int
106：262-266，2010（レベル 2）
7）Gray Sears CL et al：Prospective comparison of computerized tomography and excretory urography in the initial evaluation of asymptomatic
microhematuria. J Urol 168：2457-2460，2002（レベル 3）
8）Wang JH et al：Prospective comparison of unenhanced spiral computed tomography and intravenous urography in the evaluation of acute
renal colic. J Chin Med Assoc 71：30-36，2008（レベル 3）
9）O'Malley ME et al：Comparison of excretory phase，helical computed tomography with intravenous urography in patients with painless haematuria. Clin Radiol 58：294-300，2003（レベル 3）
10）Pfister SA et al：Unenhanced helical computed tomography vs intravenous urography in patients with acute flank pain：accuracy and economic impact in a randomized prospective trial. Eur Radiol 13：2513-2520，2003（レベル 3）
11）Mendelson RM et al：Renal colic：a prospective evaluation of non-enhanced spiral CT versus intravenous pyelography. Australas Radiol 47：
22-28，2003（レベル 3）
12）Sudah M et al：MR urography in evaluation of acute flank pain：T2-weighted sequences and gadolinium-enhanced three-dimensional FLASH
compared with urography. Fast low-angle shot. AJR 176：105-112，2001（レベル 3）
13）Regan F et al：Acute ureteric calculus obstruction：unenhanced spiral CT versus HASTE MR urography and abdominal radiograph. Br J
Radiol 78：506-511，2005（レベル 4）
14）Liu W et al：Low-dose nonenhanced helical CT of renal colic：assessment of ureteric stone detection and measurement of effective dose
equivalent. Radiology 215：51-54，2000（レベル 3）
15）Kim BS et al：Low-dose and standard-dose unenhanced helical computed tomography for the assessment of acute renal colic：prospective
comparative study. Acta Radiol 46：756-763，2005（レベル 3）
16）Heneghan JP et al： Helical CT for nephrolithiasis and ureterolithiasis：comparison of conventional and reduced radiation-dose techniques.
Radiology 229：575-580，2003（レベル 3）
17）Poletti PA et al：Low-dose versus standard-dose CT protocol in patients with clinically suspected renal colic. AJR 188：927-933，2007（レベル 3）
18）Twahirwa N et al：Evaluation of suspected renal colic patients with unenhanced low-dose multi-detector computed tomography. East Afr Med
J 86：190-195，2009（レベル 4）
19）Kluner C et al：Does ultra-low-dose CT with a radiation dose equivalent to that of KUB suffice to detect renal and ureteral calculi？ J Comput
Assist Tomogr 30：44-50，2006（レベル 3）
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136 腎嚢胞性腫瘤の良悪性の評価に造影 CT は有用か？
推奨グレード

造影剤をボーラス注入し，腎実質相の評価を薄いスライス厚（5mm 以下）で行えば，良

A

悪性の鑑別に有用であり，強く推奨する。

背景・目的
腎嚢胞性腫瘤は日常の画像診断のなかでしばしば見られ，そのほとんどが単純性嚢胞である。超音波や単純
CTもしくは通常の造影 CT などで確定できる症例にはあらためての追加検査は必要ないが，壁肥厚や隔壁を伴う
嚢胞性腫瘤では腎細胞癌も含まれることがある。嚢胞性腫瘤の診断と治療方針を考慮した基準として Bosniak 分
類が広く使用されているが，その有用性について検証する。

解

説

1986 年に Bosniak により，腎嚢胞性腫瘤の CT 所見に基づく分類法が発表された 。この Bosniak 分類は治
1）

療方針を念頭に置き，当初はカテゴリーⅠからⅣの 4 段階に分類されていた。カテゴリーⅠとⅡは良性で治療は不要
であり，Ⅲは画像での良悪性の鑑別が困難な症例であり手術の対象になり，Ⅳは悪性であり手術をするべきとされた。
つまりカテゴリーⅡ以下が無治療，Ⅲ以上が手術となり，ⅡとⅢの分類が重要であった。様々な後ろ向き研究がなされ，
Aronson らはカテゴリーⅡ以下には悪性がなく，Bosniak 分類は有用であると結論づけたが，Cloix らや Wilson ら
はカテゴリーⅡ以下に悪性が少なからず含まれており，Bosniak 分類について否定的な見解を示した

。しかしこ

2-4）

れらの研究は対象が少なく（最大 32 症例）
，単純 CT を撮像していないため造影効果を判定できない症例も含ま
れていた。さらにスライス厚が 10 mmと厚いものがほとんどであった。その後の Siegel らや Curry らの報告では，
対象が 70 症例以上あり，スライス厚は 5mm あるいは 7mm 以下の症例が多くなった。カテゴリーⅡ以下の悪性率
は各々 3%（カテゴリーⅡ：13%，カテゴリー I：0%）と0%，Ⅲ以上の悪性率は各々 78%と70% であり，Bosniak 分
類を支持できる良好な成績が示された

。正確な Bosniak 分類のためには，薄いスライス厚（5 mm 以下）を

5）6）

用い，造影剤を 2 ～ 3 ml/s でボーラス注入し，腎実質相で評価することが必須である

。造影効果の有無を判

6）7）

断するために単純 CT の撮像も必要である。
従来の分類ではカテゴリーⅠとⅣの判断は比較的容易であるが，最も重要であるⅡとⅢの分類が困難で，読影者間
の一致率が低いという問題があった。実際，カテゴリーⅡ以下と診断された症例の 16% が，他の読影者ではⅢ以上
その中間的な存在としてカテゴリー
と診断されたことが報告されている 。そこで Bosniak はカテゴリーⅡとⅢの間に，
5）

ⅡF（F は follow-up の意味）を加え，現在ではこの 5 段階による分類が広く用いられている（表 1）

。カテゴ

8）9）

リーⅠとⅡは無治療，ⅡF は画像での経過観察，ⅢとⅣは手術が推奨される。MDCT による後ろ向き研究では，カテ
ゴリーⅡ以下の悪性率は 4%，ⅡF が 17%，Ⅲが 81%，Ⅳが 87%とされ

，新しい分類法の有用性が窺われる。し

10）

かし，その後の報告では，カテゴリーⅡF は悪性率 25%，Ⅲは 54% であり ，両者の報告はカテゴリーⅢの悪性率
11）

において乖離がある（図，表１，2）
。
またカテゴリーⅡF を経過観察すると，そのうち 5% で隔壁の厚さが増すなどの複雑化がみられ，それらは悪性で
，その
あったと報告されている（平均値 5.8 年） 。さらにカテゴリーⅡF のうち 13% がⅢに進行し（中央値 6 カ月）
9）

うち約半数が悪性だった，との報告もある 。以上からカテゴリーⅡF の経過観察は妥当性があると思われる。経
11）

過観察の期間は，まず半年後に経過観察し，変化がなければその後 1 年ごとに最低 5 年間経過観察することが推
奨されている 。
9）
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図

Bosniak 分類カテゴリーⅢとⅡ F

造影 CT 矢状断再構成画像（腎実質相）
下極の多房性嚢胞性腫瘤は厚い不整な
隔壁（▲）を有し，カテゴリーⅢである。 一
方，上極の多房性嚢胞性腫瘤は，わずか
に造影される若干肥厚した隔壁（→）を有
し，カテゴリーⅡF と判断される。

表1

Bosniak 分類（文献 9 より改訂）
薄い嚢胞壁を有し，隔壁や石灰化，充実部を伴わない嚢胞。内部は水濃度で，造影効果を認めない。

カテゴリーⅡ

・少数の薄い隔壁を有する嚢胞。嚢胞壁や隔壁に明瞭な石灰化や薄く短い石灰化を伴う場合もある。
・境界明瞭で造影効果を認めない 3 cm 未満の均一な高濃度嚢胞。

カテゴリーⅡ F

・より多くの薄い隔壁を有する嚢胞。または嚢胞壁や隔壁に僅かな造影効果や若干の肥厚が見られる
嚢胞。または厚いあるいは結節状の石灰化を認める嚢胞。いずれの場合も造影される軟部組織が
ないことが条件である。
・3 cm 以上の高濃度嚢胞。造影効果はなく，腎から突出しない。

カテゴリーⅢ

造影される厚い不整な嚢胞壁や隔壁を有する嚢胞。

カテゴリーⅣ

カテゴリーⅢの条件を満たし，さらに嚢胞壁や隔壁に接して造影される軟部組織を認める嚢胞。

表2
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カテゴリーⅠ

Bosniak 分類におけるカテゴリー別頻度

4 分類
Ⅰ
2）

Aronson et al
Cloix et al

3）

Wilson et al

4）

Siegel et al5）
Curry et al

6）

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

症例数

0/0

0/4

5/9（56%）

7/7（100%）

20

1/2（50%）

1/7（14%）

4/13（31%）

8/10（80%）

32

0/7

4/5（80%）

4/4（100%）

6/6（100%）

22

0/22

1/8（13%）

5/11（45%）

26/29（90%）

70

0/4

0/11

29/49（59%） 18/18（100%）

82

5 分類
Ⅰ

Ⅱ

ⅡF

Ⅲ

Ⅳ

症例数

Kim et al

0/30

2/25（8%） 2/12（17%） 22/27（81%） 27/31（87%）

125

Smith et al11）注

-

-

4/16（25%） 58/107（54%） -

123

10）

注）11）はⅡ F（69 例）とⅢ（144 例）の症例のみ集めて，retrospective に評価している。
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検索式・参考にした二次資料
PubMed によりrenal，cystic，tumor，CT，Bosniak のキーワードを用いて検 索した。さらに，内 容を理 解
するために 2 つの文献

を引用した。また，American College of Radiology のガイドライン（Israel GM et

1）8）

al：American College of Radiology ACR Appropriateness Criteria Clinical Condition：Indeterminate
®

Renal Masses. Available at：http：//www.acr.org/~/media/ACR/Documents/AppCriteria/Diagnostic/
IndeterminateRenalMasses.pdf）を参考にした。
文

献

1）Bosniak MA：The current radiological approach to renal cysts. Radiology 158：1-10，1986（レベル 5）
2）Aronson S et al：Cystic renal masses：usefulness of the Bosniak classification. Urol Radiol 13：83-90，1991（レベル 3）
3）Cloix P et al：Surgical management of complex renal cysts：a series of 32 cases. J Urol 156：28-30，1996（レベル 3）
4）Wilson TE et al：Cystic renal masses：a reevaluation of the usefulness of the Bosniak classification system. Acad Radiol 3：
564-570，1996（レベル 3）
5）Siegel CL et al：CT of cystic renal masses：analysis of diagnostic performance and interobserver variation. AJR 169：813-818，
1997（レベル 2）
6）Curry NS et al：Cystic renal masses：accurate Bosniak classification requires adequate renal CT. AJR 175：339-342，2000（レ
ベル 4）
7）Kim MH et al：Three-phase，contrast-enhanced，multidetector CT in the evaluation of complicated renal cysts： comparison of
the postcontrast phase combination. Acta Radiol 55：372-377，2014（レベル 4）
8）Bosniak MA：Problems in the radiologic diagnosis of renal parenchymal tumors. Urol Clin North Am 20：217-230，
1993（レベル 5）
9）Israel GM et al：Follow-up CT of moderately complex cystic lesion of the kidney（Bosniak category ⅡF）. AJR 181：627-633，
2003（レベル 3）
10）Kim DY et al：Malignant renal cysts：diagnostic performance and strong predictors at MDCT. Acta Radiol 51：590-598，
2010（レ
ベル 3）
11）Smith AD et al：Bosniak category ⅡF and Ⅲ cystic renal lesions：outcomes and associations. Radiology 262：152-160，
2012（レ
ベル 4）

458

00
C Q 137

137 腎充実性腫瘤の評価に造影 CT は有用か？
推奨グレード

A

腎腫瘤が充実性か否かの判定において造影 CT を強く推奨する。

推奨グレード

B

ダイナミック CT は，腎細胞癌の 7 ～ 8 割を占める淡明細胞型腎細胞癌を確定できるこ
とと，均一像であれば手術不要な良性疾患を疑うことができるため，推奨する。

背景・目的
腎充実性腫瘍の診断は，充実性腫瘤であることの確定をまず行う。続いて，良悪性の鑑別を行うが，疾患頻度
から血管筋脂肪腫（angiomyolipoma：AML）と腎細胞癌（renal cell carcinoma：RCC）の鑑別が最重要で
ある。さらに悪性病変の場合には，組織型に関する情報も提示できることが望ましい。最近では，分子標的治療の
観点からも，淡明細胞型腎細胞癌とそれ以外の組織型の区別は重要である。以下に，腎充実性腫瘤の確定，良
悪性の鑑別に対する造影 CT の有用性を検証する。

解

説

腎腫瘤が充実性か嚢胞性かの性状診断において，単純 CT のみではなく造影 CT を撮像し，造影効果の有無
をみることは非常に重要である。かつては，造影前後で 10HU 以上の CT 値上昇が認められる場合に，充実性と
判断されていたが ，ヘリカル CT 登場後は pseudoenhancement の影響を考慮し，20 HU 以上の CT 値上昇を
1）

2）

であるが，3 mm 厚程度の薄いスライス厚の像であれば 5 〜 10 mm の腫瘤の性状診断が著明に向上する 。な
3）

お単純 CT を撮像した段階で嚢胞が強く疑われる場合には，通常の造影 CT（腎実質相）で十分だが，充実性
腫瘤が疑われる場合には，良悪性の鑑別のためにダイナミック CT を推奨する。
良悪性の鑑別では，AMLとRCC の鑑別が最も重要である。AML の診断は多くの場合，単純 CT での脂肪
濃度の検出で診断できる。この脂肪濃度の検出においては，単純 CT の方が造影 CT よりも正確である 。単純
4）

CT での脂肪濃度の閾値は− 10 〜− 40 HUと様々な報告があったが，− 10 HU を閾値にした場合に最もAML
の診断能が高くなることが最近報告されている 。これに対し，造影 CT は，脂肪濃度を呈する AML 以外の充実
4）

性腫瘍の診断において役立つ。特に，ダイナミック CT での造影の均一性と造影パターンが有用である。
まず，ダイナミック CT の皮髄相で不均一な濃染を呈するものは，淡明細胞型腎細胞癌すなわち悪性であることを
ほぼ確定できる

（図 1）
。一般的に悪性は，出血・壊死により不均一な造影像になることが多い。一方，ダイナ

5-14）

ミック CT で均一なものは良性のことが多い。たとえば，病理学的にほとんど筋成分で占められる AML（fat poor
（図 2）。これは，全 AML のおよそ 5％を

AML：hyperattenuating type ）は，造影後均一な像を呈する

15-19）

占め，単純 CT で腎実質より高濃度（45 HU 程度）であることや

15-21）

15）

腫瘍の長径 / 短径比が大きいことも特徴である

，T2 強調像で低信号であること ，さらに
16）

。また，平滑筋腫，後腎性腺腫，サイズの小さいオンコサイ

19）20）

トーマなどの良性腫瘍も造影像で均一な像を呈する。特に，単純 CT にて高濃度で，均一な造影像を呈するもの
（hyperattenuating homogeneously enhancing masses）は良性の可能性が高い

。ただし，乳頭状腎細胞

17）

癌などの悪性もこの様な像を呈することがあるので，生検での確定が勧められる 。
17）
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もって造影効果と判定するようになっている 。また，5 mm スライス厚では 10 mm 以下の腫瘤の性状診断は困難
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図 1 淡明細胞型腎細胞癌

造影 CT
（皮髄相）
左腎に不均一に濃染する腫瘤（→）を認め，
淡明細胞型腎細胞癌の所見である。

図 2 脂肪の乏しい AML 造影 CT
（腎実質相）
左腎に均一な充実性腫瘤（→）を認め，脂肪
の乏しい AML であった。

ちなみに，ダイナミック CT を施行すれば，RCC の組織型分類も可能になることが数多く報告されている。RCC
の組織型は，淡明細胞型，嫌色素性，乳頭状の 3 つが主である。造影剤の投与量，注入速度や撮像タイミン
グ，撮像回数は各報告により様々であるが，淡明細胞型腎細胞癌は皮髄相（造影剤注入開始から約 30 秒後）
で不均一に濃染し，腎実質相（同約 80 〜 100 秒後）や早期排泄相（同約 180 〜 300 秒後）で低下する
嫌色素性腎細胞癌は皮髄相で均一な中等度の造影効果を呈し，その後低下する

。乳頭状腎細胞癌

5）6）9）12-14）

は皮髄相での造影効果はわずかで，早期排泄相にかけて徐々に均一に造影されることが多い
れらの造影パターンの違いは，腫瘍内の血管新生を反映している

。

5-14）

。こ

5）7）9）11-14）22）

。従って，これらの主な 3 つの組織型は相

5）16）

互に鑑別できる。ただし，オンコサイトーマは，淡明細胞型腎細胞癌や嫌色素性腎細胞癌と類似し

，

5）9-11）14）24）25）

後腎性腺腫は乳頭状腎細胞癌と類似することに留意が必要である 。
5）

検索式・参考にした二次資料
PubMed によりrenal，tumor，CT，assessment，characteristics，differentiation，pathologic correlation，renal
cell carcinoma，angiomyolipoma のキーワードを用いて検索した。さらに，内容を理解するために 4 つの文献

1）2）15）17）

を引用した。また，American College of Radiology のガイドライン（Israel GM et al：American College of
Radiology ACR Appropriateness Criteria Clinical Condition：Indeterminate Renal Masses. Available at：
®

http：//www.acr.org/~/media/ACR/Documents/AppCriteria/Diagnostic/IndeterminateRenalMasses.pdf）
を参考にした。
文

献

1）Bosniak MA：The small（less than or equal to 3.0 cm）renal parenchymal tumor：detection，diagnosis，and controversies.
Radiology 179：307-317，1991（レベル 5）
2）Curry NS：Small renal masses（lesions smaller than 3 cm）
：imaging evaluation and management. AJR 164：355-362，
1995（レ
ベル 5）
3）Jinzaki M et al：Evaluation of small（</=3 cm）renal masses with MDCT：benefits of thin overlapping reconstructions. AJR
183：223-228，2004（レベル 3）
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4）Davenport MS et al：Diagnosis of renal angiomyolipoma with hounsfield unit thresholds：effect of size of region of interest and
nephrographic phase imaging. Radiology 260：158-165，2011（レベル 3）
5）Jinzaki M et al：Double-phase helical CT of small renal parenchymal neoplasms：correlation with pathologic findings and tumor
angiogenesis. J Comput Assist Tomogr 24：835-842，2000（レベル 3）
6）Kim JK et al：Differentiation of subtypes of renal cell carcinoma on helical CT scans. AJR 178：1499-1506，2002（レベル 3）
7）Ruppert-Kohlmayr AJ et al：Differentiation of renal clear cell carcinoma and renal papillary carcinoma using quantitative CT
enhancement parameters. AJR 183：1387-1391，2004（レベル 4）
8）Sheir KZ et al：Differentiation of renal cell carcinoma subtypes by multislice computerized tomography. J Urol 174：451-455，
2005（レベル 3）
9）Zhang J et al：Solid renal cortical tumors：differentiation with CT. Radiology 144：494-504，2007（レベル 2）
10）El-Esawy SS et al：Characterization of solid renal masses using 64-slice Multidetector CT scanner. Scientific World Journal
12：441-448，2009（レベル 3）
11）Alshumrani G et al：Small（<or=4 cm）cortical renal tumors：characterization with multidetector CT. Abdom Imaging 35：488493，2010（レベル 4）
12）Shebel HM et al：Quantitative enhancement washout analysis of solid cortical renal masses using multidetector computed
tomography. J Comput Assist Tomogr 35：337-342，2011（レベル 3）
13）Jung SC et al：Subtype differentiation of small renal cell carcinomas on three-phase MDCT：usefulness of the measurement of
degree and heterogeneity of enhancement. Acta Radiol 53：112-118，2012（レベル 3）
14）Pierorazio PM et al：Multiphasic enhancement patterns of small renal masses（≤4 cm）on preoperative computed tomography：
utility for distinguishing subtypes of renal cell carcinoma，angiomyolipoma，and oncocytoma. Urology 81：1265-1271，
2013（レ
ベル 2）
15）Jinzaki M et al：Renal angiomyolipoma：a radiological classification and update on recent developments in diagnosis and management. Abdom Imaging 39：588-604，2014（レベル 5）
16）Jinzaki M et al：Angiomyolipoma：imaging findings in lesions with minimal fat. Radiology 205：497-502，1997（レベル 4）
17）Silverman SG et al：Hyperattenuating renal masses：etiologies，pathogenesis，and imaging evaluation. Radiographics 27：
1131-1143，2007（レベル 5）
18）Yang CW et al：Are there useful CT features to differentiate renal cell carcinoma from lipid-poor renal angiomyolipoma? AJR
201：1017-1028，2013（レベル 4）
19）Kim MH et al：MDCT-based scoring system for differentiating angiomyolipoma with minimal fat from renal cell carcinoma. Acta
Radiol 54：1201-1209，2013（レベル 4）
20）Woo S et al：Angiomyolipoma with minimal fat and non-clear cell renal cell carcinoma：differentiation on MDCT using classification and regression tree analysis-based algorithm. Acta Radiol 55：1258-1269，2014（レベル 3）
21）Schieda N et al：Unenhanced CT for the diagnosis of minimal-fat renal angiomyolipoma. AJR 203：1236-1241，2014（レベル 2）
22）Herts BR et al：Enhancement characteristics of papillary renal neoplasms revealed on triphasic helical CT of the kidneys. AJR
178：367-372，2002（レベル 2）
23）Wang JH et al：dynamic CT evaluation of tumor vascularity in renal cell carcinoma. AJR 186：1423-1430，2006（レベル 3）
24）Choudhary S et al：Renal oncocytoma：CT features cannot reliably distinguish oncocytoma from other renal neoplasms. Clin
Radiol 64：517-522，2009（レベル 3）
25）Kondo T et al：Spoke-wheel-like enhancement as an important imaging finding of chromophobe cell renal carcinoma：a retrospective analysis on computed tomography and magnetic resonance imaging studies. Int J Urol 11：817-824，2004（レベル 3）
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138 腎癌の病期診断にはどのような画像検査が有用か？
推奨グレード

A

推奨グレード

C1

推奨グレード

C2

A CT
C1 MRI，PET
C2 骨シンチグラフィ
CT を強く推奨する。しかし腎周囲脂肪組織浸潤やリンパ節転移の評価が完全にできるわ
けではない。MRI は造影 CT ができない場合や腎周囲脂肪組織浸潤の評価が必要な場合
には行うことを考慮してもよい。骨シンチグラフィはルーチン検査としては推奨しない。
臨床的に骨転移が強く疑われる場合には考慮してもよい。
PET は他検査で転移が疑われる病変に対しては，補完的な役割を果たす可能性があり，
施行することを考慮してもよい。

背景・目的
腎細胞癌の術前病期診断は，治療方針をたてる上で不可欠である。腎癌取扱い規約でも述べられている通
り，その中心的役割を担うのは CT である。この他，MRI，骨シンチグラフィ，PETも交えながら，これらの有用性
を検証する。なお現在使用されている腎癌取扱い規約第 4 版（2011 年）は，Union for International Cancer
Control による TNM 分類第 7 版（2009 年）に準拠しており，従来の病期分類からいくつかの改訂がされている。
これまでの論文は旧分類に則って評価されているので，注意が必要である。

解
₁ CT

説

撮像法に関する前向き研究では，病期診断能は，単純，皮髄相，腎実質相の 3 相の組み合わせ（正診率 91%）
の方が，単純と皮髄相あるいは腎実質相の 2 相の組み合わせ（それぞれ正診率 82%，86%）よりも有意に高かっ
た 。ダイナミック CT は腫瘤の質的診断のみならず，病期診断においても有用と考えられる。
1）

従来から腎細胞癌の T 因子の病期診断能を低下させる最大の要因は，腎周囲脂肪組織浸潤に対する診断能
の低さにある（T1/T2とT3a の区別）といわれる

。これは脂肪組織への腫瘍浸潤と，炎症などによる脂肪組

1-5）

織の良性変化の鑑別が困難なことに起因する。実際，16 列 MDCT による腎周囲脂肪組織浸潤の正診率は 64%
と報告されている 。また 16 列あるいは 64 列 MDCT による腎周囲脂肪組織浸潤の陽性的中率は，冠状断再構
5）

成画像を組み合わせても17.5 ～ 32.6%と低い 。1.25 mm スライス厚を用いた 4 列 MDCT でその正診率は 95%
7）

との報告が 1 つあるが ，その他の 4 列 MDCT を用いた論文では，腎周囲脂肪組織浸潤の診断は困難とされ
6）

，

2）4）

やはりこの診断は現在でも十分でないと考えるのが妥当であろう。さらに 16 列あるいは 64 列 MDCT による腎洞
脂肪組織浸潤の診断能を検討した報告もあるが，こちらも冠状断再構成画像を組み合わせても陽性的中率は 48.9
～ 56.3%と低い 。しかしながら腎部分切除術の適応になる T1a の一部の症例を除けば，T1，T2，T3a はいず
9）

れも腎全摘術の適応となるため，少なくともこれらを正確に術前診断することは臨床的にはそれほど重要でない。ま
た術前に CT で T1と過小評価された pT3a の腎細胞癌は，pT1 の腎細胞癌と同じ無再発生存率だったという報
告もある 。
3）

一方腫瘍塞栓の CT の診断能は，MDCT の登場に伴い多断面再構成画像を用いることで向上し（図）
，検出
能は感度 93%，特異度 80%との報告や

手術の計画に有用とする報告がある 。
11）
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，腫瘍塞栓の範囲は segmental vein を除けば 84% で正確に同定でき，
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腎細胞癌 T3b 造影 CT 冠状断再
構成画像（腎実質相）
右腎細胞癌が腎静脈から下大静脈内に浸潤
している（▲）
。 腫瘍塞栓の先端は，右肝静
脈合流部（→）より下であることがわかる。
図

リンパ節転移の診断基準は，一般的に短径 1 cm 以上で馬蹄型の形態を失ったものとされるが，従来から診断
能は十分でないといわれる。MDCT によるリンパ節転移の診断能に関する報告は少ないが，4 列～ 64 列 MDCT
で，正診率は 74 ～ 78%と報告されている

。

5）8）

胸部 CT は，
腎細胞癌の遠隔転移臓器として肺が最多であることより，
必要性は高いように思われる。しかし，120
人の腎細胞癌患者を対象とした後ろ向き研究では，T1 の腫瘍に関しては胸部単純 X 線写真で十分であり，胸部
と結論づけられている 。
12）

また腹部の撮像範囲を骨盤まで含めることについて論じた 2 つの研究がある

。いずれも骨盤に有意な所見

13）14）

がある確率は 2 ～ 3%と極めて低く，必要性は否定されている。しかしごくまれに腎動脈が総腸骨動脈から分岐し
ていることがあり，術前に動脈解剖を CTA で把握するために，皮髄相は骨盤まで撮像範囲に含めるべきとする考
え方もある。

₂ MRI

MRI の T 因子や腫瘍塞栓に対する診断能は，4 列 MDCT とほぼ等しいと報告されている

。しかし，

2）10）

MDCT はより短時間で広範囲の撮像が可能であり，遠隔転移の診断も可能であるため，病期診断における MRI
の役割は限られる。
MRI が有効な場合として，nephron-sparing surgery の可否を判断する場合（T1aとT3a の鑑別）が挙げら
れる。具体的には T2 強調像での偽被膜の断裂と周囲脂肪組織の変化を組み合わせることで，腎周囲脂肪組織
浸潤に対する高い診断能（正診率 91%）が得られる 。
15）

また，造影 CT ができない場合も MRI のよい適応である。最近では，腫瘍塞栓に対して steady-state free
precession（TrueFISP，FIESTA，balanced FFE，TrueSSFP など）を撮像することで，ダイナミック MRIと同
等の診断能を得られたと報告されている 。
16）

3 骨シンチグラフィ

これまでの報告では，骨痛など骨転移を強く疑わせる条件下では骨シンチグラフィを行ってもよいが，病期診断の
ためのルーチン検査としての価値は低いとされている

。病理学的に腎細胞癌が証明された 205 人を対象にし

17-21）
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CT の適応は，胸部単純 X 線写真で単発腫瘤が見つかった場合，呼吸器症状がある場合，進行癌の場合である，

❼ 泌尿器
た後ろ向き研究では，
骨転移は 34 人（17%）に存在し，
骨シンチグラフィの診断能は感度 94%，
特異度 86% であっ
たが，陽性的中率は 57%と低かった。また，T1-3aN0M0 の症例で骨痛のない患者での骨転移率は 5% 以下であ
り，このような場合に骨シンチグラフィは推奨しないと結論づけている 。
17）

4 PET

現在，PET（PET/CT）は，わが国においては早期胃癌を除くすべての悪性腫瘍に対して，他の検査，画像
診断により病期診断，転移・再発の診断が確定できない場合に保険適用となっている。PET は原発巣やリンパ節
転移，遠隔転移に対して，感度や陰性的中率は低いが，特異度や陽性的中率が高い傾向にある。腎腫瘤の良悪
性の鑑別には有用ではないが，他検査で転移が疑われる病変に対しては，補完的な役割を果たす可能性があると
される

。しかし対象症例数が少ないなど十分な科学的根拠に乏しく，今後の検討課題である。

22-26）

検索式・参考にした二次資料
PubMed によりrenal cell carcinoma，preoperative，staging，CT，MRI，bone scintigraphy，positron
emission tomography，chest CT のキーワードで検索した。また，日本泌尿器科学会編：腎癌取扱い規約第 4
版，2011，American College of Radiology のガイドライン（Vikram R et al：American College of Radiology
ACR Appropriateness Criteria Clinical Condition：Renal Cell Carcinoma Staging. Available at：http：
®

//www.acr.org/~/media/ACR/Documents/AppCriteria/Diagnostic/RenalCellCarcinomaStaging.pdf）を
参考にした。
文

献

1）Kopka L et al：Dual-phase helical CT of the kidney：value of the corticomedullary and nephrographic phase for evaluation of
renal lesions and preoperative staging of renal cell carcinoma. AJR 169：1573-1578，1997（レベル 4）
2）Hallscheidt PJ et al：Diagnostic accuracy of staging renal cell carcinomas using multidetector-row computed tomography and
magnetic resonance imaging：a prospective study with histopathologic correlation. J Comput Assist Tomogr 28：333-339，2004
（レベル 2）
3）Roberts WW et al：Pathological stage does not alter the prognosis for renal lesions determined to be stage T1 by computerized
tomography. J Urol 173：713-715，2005（レベル 3）
4）Hallscheidt PJ et al：Multislice computed tomography in planning nephron-sparing surgery in a prospective study with 76
patients：comparison of radiological and histopathological findings in the infiltration of renal structures. J Comput Assist Tomogr
30：869-874，2006（レベル 2）
5）Türkvatan A et al：Preoperative staging of renal cell carcinoma with multidetector CT. Diagn Interv Radiol 15：22-30，2009（レ
ベル 2）
6）El-Hefnawy AS et al：Accuracy of multi-detector computed tomography（MDCT）in staging of renal cell carcinoma（RCC）
：
analysis of risk factors for mis-staging and its impact on surgical intervention. World J Urol 31：887-891，2013（レベル 3）
7）Kim C et al：Diagnostic performance of multidetector computed tomography in the evaluation of perinephric fat invasion in renal
cell carcinoma patients. J Comput Assist Tomogr 38：268-273，2014（レベル 3）
8）Catalano C et al：High-resolution multidetector CT in the preoperative evaluation of patients with renal cell carcinoma. AJR
180：1271-1277，2003（レベル 3）
9）Kim C et al：Diagnostic value of multidetector computed tomography for renal sinus fat invasion in renal cell carcinoma patients.
Eur J Radiol 83：914-918，2014（レベル 3）
10）Hallscheidt PJ et al：Preoperative staging of renal cell carcinoma with inferior vena cava thrombus using multidetector CT and
MRI：prospective study with histopathological correlation. J Comput Assist Tomogr 29：64-68，2005（レベル 2）
11）Guzzo TJ et al：The accuracy of multidetector computerized tomography for evaluating tumor thrombus in patients with renal
cell carcinoma. J Urol 181：486-460，2009（レベル 2）
12）Lim DJ et al：Computerized tomography in the preoperative staging for pulmonary metastases in patients with renal cell carcinoma. J Urol 150：1112-1114，1993（レベル 4）
13）Fielding JR et al：Staging of 119 patients with renal cell carcinoma：the yield and cost-effectiveness of pelvic CT. AJR 172：
23-25，1999（レベル 4）
14）Khaitan A et al：Is there a need for pelvic CT scan in cases of renal cell carcinoma? Int Urol Nephrol 33：13-15，
2002（レベル 4）
15）Roy C Sr et al：Significance of the pseudocapsule on MRI of renal neoplasms and its potential application for local staging：a
retrospective study. AJR 184：113-120，2005（レベル 3）
16）Lee CU et al：Vascular staging of renal and adrenal malignancies with a noncontrast enhanced steady state free precession
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technique. J Magn Reson Imaging 33：1406-1413，2011（レベル 3）
17）Koga S et al：The diagnostic value of bone scan in patients with renal cell carcinoma. J Urol 166：2126-2128，
2001（レベル 4）
18）Rosen PR et al：Bone scintigraphy in the initial staging of patients with renal-cell carcinoma：concise communication. J Nucl
Med 25：289-291，1984（レベル 3）
19）Campbell RJ et al：Staging of renal cell carcinoma：cost-effectiveness of routine preoperative bone scans. Urology 25：326329，1985（レベル 4）
20）Blacher E et al：Value of routine radionuclide bone scans in renal cell carcinoma. Urology 26：432-434，1985（レベル 3）
21）Staudenherz A et al：Is there a diagnostic role for bone scanning of patients with a high pretest probability for metastatic renal
cell carcinoma？ Cancer 85：153-155，1999（レベル 3）
22）Safaei A et al：The usefulness of 18F deoxyglucose whole-body positron emission tomography（PET）for re-staging of renal
cell cancer. Clin Nephrol 57：56-62，2002（レベル 4）
23）Jadvar H et al：Diagnostic role of［18F］-FDG positron emission tomography in restaging renal cell carcinoma. Clin Nephrol
60：395-400，2003（レベル 4）
24）Kang DE et al：Clinical use of fluorodeoxyglucose F 18 positron emission tomography for detection of renal cell carcinoma. J
Urol 171：1806-1809，2004（レベル 3）
25）Dilhuydy MS et al：PET scans for decision-making in metastatic renal cell carcinoma：a single-institution evaluation. Oncology
70：339-344，2006（レベル 3）
26）Ozülker T et al：A prospective diagnostic accuracy study of 18F fluorodeoxyglucose-positron emission tomography/computed
tomography in the evaluation of indeterminate renal masses. Nucl Med Commun 32：265-272，2011（レベル 2）
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139 上部尿路上皮腫瘍を疑う症例において，CT は有用か？
推奨グレード

造影 CT のうち排泄相を撮像する CT urography（CTU）は，上部尿路上皮腫瘍の検出

B

に有用であるため，膀胱癌や上部尿路癌の合併あるいはその既往，中高年の肉眼的血尿
患者などの高リスク群に対して推奨する。

背景・目的
尿路上皮癌は同時多発と高い再発率が特徴で，その診断には腎盂尿管膀胱を含めた尿路全体の精査を要す
る。膀胱癌は膀胱鏡にて診断できるが，腎盂尿管癌の診断は難しい。上部尿路腫瘍の精査に，近年 CTU が欧
米を中心に普及しているが，その有用性と問題点について検証する。

解

説

尿路全体を手軽にスクリーニングできる画像検査として，静脈性尿路造影が第一選択として長く用いられてきたが，
MDCT により造影剤投与後の排泄相を撮像する CTU の有用性が報告されている（図）。Partial MIP（ないし
volume rendering）処理により尿路造影像の様な腎盂尿管像を簡単に作成可能であり，また通常の高分解能の
横断像で尿路および尿路以外の病変も詳細に観察できる。欧米では CTU の普及が急速に進み，尿路造影はほと
んど行われなくなっている。過去の論文でもCTU による腎盂尿管癌の検出感度は，91 〜 97％ときわめて高い数字
が報告されている

。また血尿患者を対象として腎盂尿管癌の診断成績を CTUと静脈性尿路造影とで比較

1）2）3）

した論文でも，静脈性尿路造影が感度 75 〜 80％，特異度 81 〜 86％，正診率 81 〜 85％に対し，CTU が感度 94
〜 96％，特異度 95 〜 100％，正診率 94 〜 99％と，静脈性尿路造影よりもCTU の方が優れる結果となっている

。

4）5）

2014 年の ACR（米国放射線科専門医会）のガイドラインでは血尿患者に対する検査法として静脈性尿路造
影が 1 点（9 点満点の最低ランク）に対し CTU は 9 点（最高ランク）と評価され，2013 年の EAU（欧州泌尿
器科学会）のガイドラインでもCTU は gold standard な検査となり尿路造影を完全に置換したとも述べられている。
しかし，1 検査あたりの X 線被曝が CTU は静脈性尿路造影と比較して 2 〜 3 倍（過去の報告では CTU が 15
〜 30 mSv 程度，尿路造影が 5 〜 10 mSv 程度）という問題があり，2008 年の ESUR（欧州泌尿生殖器放射
線医学会）のガイドラインでは，CTU の適応を尿路上皮癌の可能性がより高い 40 歳以上の肉眼的血尿患者に限
定し，40 歳以上の顕微鏡的血尿患者と40 歳未満の血尿（顕微鏡的ならびに肉眼的）患者には静脈性尿路造
影を推奨している。本邦で CTU が普及するためには撮影方法の標準化とさらなる被曝低減の実現などが課題で
あるが，近年，逐次近似法などの被曝低減をはかる新しい技術が臨床利用されはじめている 。
6）

検索式・参考にした二次資料
PubMed によりCT，urothelial tumor のキーワードを用いて検索した。また，以下を参考にした。
・Van Der Molen AJ et al：CT urography：definition，indications and techniques. A guideline for clinical
practice（Eur Radiol 18：4-17）2008
・ACR appropriateness criteria ; hematuria. Last review date 2014
・Rouprêt M et al：European Guidelines on Upper Tract Urothelial Carcinomas：2013 Update. Eur Urol
63：1059-1071，2013
・日本泌尿器科学会編：腎盂・尿管癌診療ガイドライン 2014 年版，メディカルビュー社，2014
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図

尿路上皮癌患者の CT urography

文

❼ 泌尿器

無症候性肉眼的血尿精査で CT urography が施行された。排泄相の横断像（左
上）
，冠状断再構成像（右上）において，右腎腎盂に造影欠損をしめす軟部組
織濃度病変をみとめる（→）MIP 像（左下）
，volume rendering 像（右下）い
ずれでも，腎盂の陰影欠損が認められる（▲）
。 尿路上皮癌 pT1 であった。な
お，尿路精査目的で排泄相の撮像がなされたこれらの画像表示法は，いずれも CT
urography とよぶ。

献

1）Cowan NC et al：Multidetector computed tomography urography for diagnosing upper urinary tract urothelial tumour. BJU
International 99：1363-1370，2007（レベル 3）
2）Chlapoutakis K et al：Performance of computed tomographic urography in diagnosis of upper urinary tract urothelial carcinoma，
in patients presenting with hematuria：Systematic review and meta-analysis. Eur J Radiol 73：334-338，2010（レベル 2）
3）Wang LJ et al：Diagnostic accuracy of transitional cell carcinoma on multidetector computerized tomography urography in
patients with gross hematuria. J Urol 524-531，2009（レベル 3）
4）Wang LJ et al：Multidetector computerized tomography urography is more accurate than excretory urography for diagnosing transitional cell carcinoma of the upper urinary tract in adults with hematuria. J Urol 183：48-55，2010（レベル 3）
5）Jinzaki M et al：Comparison of CT urography and excretory urography in the detection and localization of urothelial carcinoma of
the upper urinary tract. AJR 196：1102-1109，2011（レベル 3）
6）Juri H et al：Low-dose computed tomographic urography using adaptive iterative dose reduction 3-dimensional：comparison with
routine-dose computed tomography with filtered back projection. J Comput Assist Tomogr 37：426-431，2013（レベル 3）
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140 膀胱癌の深達度診断に CT は勧められるか？
推奨グレード

C1

筋層浸潤の診断能は MRI に劣るが，MDCT では膀胱周囲脂肪織への浸潤の診断能は

MRI と同等のため，施行することを考慮してもよい。

背景・目的
膀胱癌は，深達度により治療方針や予後が異なるため，術前に的確な深達度評価をすることが重要である。
MDCT が定着した現在，CT の深達度診断における能力を再評価しておくことが必要である。

解

説

single-detector CT（SDCT）
，MDCT，MRI それぞれにおける膀胱癌の筋層浸潤の有無の評価は，SDCT
で正診率 50 ～ 55％，MDCT で正診率 56 ～ 69%，MRI で正診率 69 ～ 98％と報告されており，MDCT では
SDCT よりは診断能が向上するが，MRI と比べると劣る（表 1）

。一方，膀胱周囲脂肪組織浸潤の有無の

1-15）

評価については，SDCT で正診率 45 ～ 87%，MDCT で正診率 88 ～ 93%，MRI で 63 ～ 94%と報告されており，
MDCT は MRIと同等の診断能を有していると言える（表２）

。

1）2）4-9）11-18）22-23）

横断像が基本画像である CT は，部分容積効果の影響により膀胱頂部や頸部の小病変の評価が困難であること
が欠点として挙げられる。これらの CT の欠点は，MPR 像を用いて薄いスライス厚で観察することで解消されつつ
，MPR 像を用いることで膀胱癌の深達度の正診率がさらに向上する可能性はある。CT は経尿道的

あるため

24）

膀胱腫瘍切除術（TUR-BT）前に施行することが必要であるが，やむを得ない場合，TUR-BT 施行から１週間
以上間隔をあけて撮像することが望ましい

。なお，造影後排泄相（CT urography）を追加することにより上部

21）

尿路の検索を行うことができる 。
25）

検索式・参考にした二次資料
PubMed によりbladder，cancer，staging，CT のキーワードを用いて検索した。総説論文，症例報告，壁深達度
を主題としない論文，筋層外浸潤の正診率を計算できない論文は除外した。
表1

SDCT，MDCT，MRI の診断能（stage T1/T2）
（％） （ ）内は中央値
正診率

感度

特異度

陽性適中率

陰性適中率

SDCT1）2）

50 ～ 55

58 ～ 66

43 ～ 48

43 ～ 47

50 ～ 70

MDCT3）4）

56 ～ 69

40 ～ 100

58 ～ 69

44 ～ 53

57 ～ 100

MRI1-15）

6 ～ 98（79）

40 ～ 100（92）

55 ～ 100（81）

44 ～ 100（77）

82 ～ 100（93）

表2

SDCT，MDCT，MRI の診断能（stage T2/T3）
（％） （ ）内は中央値
正診率

感度

特異度

陽性適中率

陰性適中率

SDCT1）2）14-20）

45 ～ 87（70）

50 ～ 93（80）

42 ～ 85（62）

27 ～ 89（78）

43 ～ 94（75）

MDCT

88 ～ 93

50 ～ 89

93 ～ 95

50 ～ 83

93 ～ 96

MRI1）2）4-9）11-18）22-23）

24 ～ 98（85）

40 ～ 100（92）

55 ～ 100（81）

44 ～ 100（77）

82 ～ 100（93）

4）21）

468

00
C Q 140
文

献

469

❼ 泌尿器

1）Nishimura K et al：The validity of magnetic resonance imaging（MRI）in the staging of bladder cancer：comparison with computed tomography（CT）and transurethral ultrasonography（US）. Jpn J Clin Oncol 18：217-226，1988（レベル 3）
2）Tanimoto A et al：Bladder tumor staging：comparison of conventional and Gd-enhanced dynamic MR imaging and CT. Radiology
185：741-747，1992（レベル 2）
3）Stojovska-Jovanovska E et al：Computed tomography or magnetic resonance imaging - our experiences in determining preoperative TNM staging of bladder cancer. Prilozi 34：63-70，2013（レベル 2）
4）Vargas HA et al：Prospective evaluation of MRI，
（1）
（1）C-acetate PET/CT and contrast-enhanced CT for staging of bladder
cancer. Eur J Radiol. 81：4131-4137，2013（レベル 3）
5）Tekes A et al：Dynamic MRI of bladder cancer：evaluation of staging accuracy. AJR 184：121-127，2005（レベル 3）
6）Takeuchi M et al：Urinary bladder cancer：Diffusion-weighted MR imaging-accuracy for diagnosing T stage and estimating histologic grade. Radiology 251：112-121，2009（レベル 2）
7）Ghafoori M et al：Value of MRI in local staging of bladder cancer. Urology journal 10：866-872，2013（レベル 3）
8）Ohgiya Y et al： Preoperative T staging of urinary bladder cancer：efficacy of stalk detection and diagnostic performance of
diffusion-weighted imaging at 3T. Magn. Reson. Med. Sci. 13：175-181，2014（レベル 2）
9）Wu L.M et al：Clinical value of T2-weighted imaging combined with diffusion-weighted imaging in preoperative T staging of urinary bladder cancer：a large-scale，multiobserver prospective study on 3.0-T MRI. Acad. Radiol. 20：939-946，2013（レベル 2）
10）Watanabe H et al：Preoperative T staging of urinary bladder cancer：does diffusion-weighted MRI have supplementary value?
AJR 192：1361-1366，2009（レベル 3）
11）El-Assmy A et al：Ibrahiem el Bladder tumour staging：comparison of diffusion- and T2-weighted MR imaging. Eur. Radiol. 19：
1575-1581，2009（レベル 3）
12）Mizuno K et al：[Gadolinium-enhanced MR imaging，T2-weighted MR imaging，and transurethral ultrasonography]. Nihon Igaku
Hoshasen Gakkai zasshi. Nippon acta radiologica 61：496-501，2001（レベル 3）
13）Narumi Y et al：Kuroda Bladder tumors：staging with gadolinium-enhanced oblique MR imaging. Radiology 187：145-150，
1993（レベル 2）
14）Husband JES et al：Bladder cancer：staging with CT and MR imaging. Radiology 173：435-440，1989（レベル 3）
15）Daneshmand S et al：Preoperative staging of invasive bladder cancer with dynamic gadolinium-enhanced magnetic resonance
imaging：results from a prospective study. Urology：80：1313-1318，2012（レベル 3）
16）Amendola MA et al：Staging of bladder carcinoma：MRI-CT-surgical correlation. AJR 46：1179-1183，1986（レベル 3）
17）Bryan PJ et al：CT and MR imaging in staging bladder neoplasms. JCAT 11：96-101，1987（レベル 4）
18）Tachibana M et al：Efficacy of gadolinium-diethylenetriaminepentaacetic acid-enhanced magnetic resonance imaging for differentiation between superficial and muscle-invasive tumor of the bladder：a comparative study with computerized tomography
and transurethral ultrasonography. J Urol 145：1169-1173，1991（レベル 3）
19）Sager EM et al：Contrast-enhanced computed tomography to show perivesical extension in bladder carcinoma. Acta Radiol
28：307-311，1987（レベル 3）
20）Yaman O et al：Staging with computed tomography，transrectal ultrasonography and transurethral resection of bladder tumour：
comparison with final pathological stage in invasive bladder carcinoma. Br J Urol 78：197-200，1996（レベル 3）
21）Kim JK et al：Bladder cancer：analysis of multi–detector row helical CT enhancement pattern and accuracy in tumor detection
and perivesical staging. Radiology 237：725-731，2004（レベル 3）
22）Kim B et al：Bladder tumor staging：comparison of contrast-enhanced CT，T1- and T2-weighted MR imaging，dynamic gadolinium-enhanced imaging，and late gadolinium-enhanced imaging. Radiology 193：239-245，1994（レベル 3）
23）Bashir U et al：Diagnostic accuracy of high resolution MR imaging in local staging of bladder tumors. J Coll Physicians Surg
Pak 24：314-317，2014（レベル 3）
24）Jinzaki M et al：Detection of bladder tumors with dynamic contrast-enhnaced MDCT. AJR 189：913-918，2007（レベル 3）
25）Jinzaki M et al：Comparison of CT urography and excretory urography in the detection and localization of urothelial carcinoma
of the upper urinary tract. AJR 196：1102-1109，2011（レベル 3）

❼ 泌尿器

141 膀胱癌の深達度診断に MRI は勧められるか？
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B

膀胱鏡で広基性・非乳頭状腫瘍の場合に施行することを勧める。

背景・目的
膀胱癌は深達度により治療方針や生命予後が異なる。特に筋層浸潤の有無は膀胱全摘術の適否判断におい
て重要であるが，MRI ではその高いコントラスト分解能を生かした深達度診断が期待される。

解

説

MRI の stage-by-stage での深達度正診率 30 〜 98％（中央値 71％）

は CT の正診率 47 〜 55％（中央

1-16）

値 52％）

より高い傾向にある。転移や上部尿路病変の検索のために行われた CT で膀胱周囲脂肪組織

12）15）17）

浸潤や前立腺浸潤がみられる場合や，膀胱鏡であきらかな表在癌（有茎性・乳頭状腫瘍）の場合には MRI は
省略可能である。
深達度診断に有用な撮像シーケンスは T2 強調像，ダイナミック造影，拡散強調像である。膀胱壁は薄く，袋状
であるため腫瘍の基部の壁に垂直な断面で観察することで部分容積効果を低減でき，正確な診断が可能となる 。
13）

Tekesらは経尿道的膀胱腫瘍切除術（TUR-BT）あるいは生検後 60 日以内に MRI を行った群と61 日以降で MRI
を行った群で正診率に差は認められなかったと報告しているが，TUR-BT あるいは生検に伴って膀胱壁に発生する浮
腫や瘢痕や肉芽組織により深達度評価が過大となる場合があるため術前に MRI を施行することが望ましい

。

8）12）

膀胱筋層浸潤（局所ステージ T2）の診断能は表 1 のごとくである。T2 強調像では腫瘍と正常筋層の信号差
が乏しいため，筋層浸潤の診断が困難な場合がある

。ダイナミック造影早期相では腫瘍の造影効果は高く，筋

5）8）

層の造影効果は低いため，腫瘍と筋層のコントラストが良好となり筋層浸潤の感度が向上する。したがって，T2 強
調像で腫瘍と筋層の信号が等しく深達度が不明瞭な場合にはダイナミック造影の所見を重視するとよい。T2 強調
像，造影とも特異度が感度に比し低い。特異度を上昇させるオプションとして高 b 値（b＝1,000）の拡散強調像
が報告されている

。MRI の機器の発達，撮像法の進化により筋層浸潤の正診率は向上したが，いまだ完璧と

5）6）

はいえないため，筋層浸潤の有無が MRI で確定できない場合には膀胱全摘術前に経尿道的膀胱腫瘍生検により
病理学的に深達度診断を行うことが望ましい。
膀胱周囲脂肪組織浸潤（局所ステージ T3）の診断能は表 2 のごとくである . 造影は感度の上昇に寄与するが，
膀胱周囲の脈管や炎症組織の造影効果を腫瘍の造影効果と誤認すると陽性適中率が低下するため注意が必要で
ある 。拡散強調像は腫瘍の進展範囲をより正確に描出可能な場合があり有用なオプションである 。空間分解能の
5）

6）

限界のため膀胱周囲脂肪組織への顕微的浸潤（局所ステージ T3a）と深部筋層浸潤（局所ステージ T2b）の鑑
別は困難な場合が多い。なお，膀胱周囲脂肪組織浸潤（局所ステージ T3）の診断能は MRIとMDCT で同等で
ある。

検索式・参考にした二次資料
PubMed によりbladder，cancer，MRI，staging のキーワードを用いて検索した。総説論文，膀胱癌の深達度診
断を主題としていない論文，使用 MRI 磁場強度が 1.5T 以外の論文，直腸コイルを使用している論文は除外した。
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表 1 膀胱筋層浸潤（局所ステージ T2）の診断能（％）
（カッコ内は中央値）

正診率

感度

特異度

陽性適中率

陰性適中率

T2 強調像＊ a

6 ～ 83（79）

73 ～ 93（83）

50 ～ 85（76）

54 ～ 77（64）

92 ～ 96（93）

造影＊ b

69 ～ 96（85）

79 ～ 100（96）

55 ～ 92（79）

44 ～ 98（77）

82 ～ 100（90）

総合

6 ～ 98（79）

40 ～ 100（92）

55 ～ 100（81）

44 ～ 100（77）

82 ～ 100（93）

＊c

＊ a T2 強調像のみ

，＊ b 造影のみ，あるいは造影と T2 強調像の総合診断

5-7）9）13）20-24）

1-3）5）6）8）9）13）17）25）

＊ c T2 強調像，造影，拡散強調像の単独診断あるいは総合診断 1-3）5-9）13）17）20-25）
表 2 膀胱周囲脂肪組織浸潤（局所ステージ T3）の診断能（％）
（カッコ内は中央値）

正診率

感度

特異度

陽性適中率

陰性適中率

T2 強調像＊ a

24 ～ 92（81）

50 ～ 100（82）

56 ～ 95（86）

42 ～ 85（76）

75 ～ 100（95）

造影＊ b

63 ～ 98（83）

50 ～ 100（86）

48 ～ 98（84）

17 ～ 94（77）

55 ～ 100（90）

総合＊ c

24 ～ 98（85）

50 ～ 100（83）

48 ～ 98（86）

17 ～ 100（78）

＊ a T2 強調像のみ

，＊ b 造影のみ，あるいは造影と T2 強調像の総合診断

6）7）9）12）13）20-24）26）

55 ～ 100（91）
1）3）6）8）9）

，＊ c T2 強調像，造影，拡散強調像の単独診断あるいは総合診断 1）3）6-9）12）13）16）20-26）

12）13）16）25）
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142 前立腺癌の検出に MRI は有用か？
推奨グレード

C1

悪性度の高い腫瘍を効率よく検出できる可能性があり，生検前であっても生検部位の絞
り込みや生検の適応を決定するために行ってもよい。

背景・目的
近年，本邦でも前立腺癌の発生率や死亡者数が急増している。前立腺癌の検出には，血清 PSA（前立腺特
異抗原）の測定が有効な方法として確立されており，死亡率低下につながる

。PSA は高感度である反面特異

1）2）

度の点でやや劣り，PSA グレーゾーン（4 〜 10ng/ml）における偽陽性の問題などが指摘されている。このような
背景から，前立腺 MRI に対しては，癌の病期診断のみならず，腫瘍の検出・局在診断や悪性度の評価が期待さ
れている。本項では主に 1.5T 装置の T2 強調像，ダイナミック造影像および拡散強調像を用いた報告から，前立
腺癌の腫瘍検出における MRI の有用性についてまとめた。

解

説

前立腺癌の腫瘍検出法には直腸診，血清 PSA，経直腸超音波法（TRUS）
，MRI などがある。これらのうちで
腫瘍の局在診断能は経直腸コイルを用いた MRI（T2 強調像）が最も優れている 。ただし，体表コイルを用いた
3）

報告を含めるとT2 強調像の腫瘍検出の感度は 54 〜 96％，特異度は 21 〜 91％で ，低い特異度を示すものもあ
4）

る。一方，ダイナミック造影像と拡散強調像はいずれも比較的高い特異度を示し
ると感度や ROC 曲線下の面積（Az 値）が上昇する

，T2 強調像にこれらを追加す

5）6）

。このように多種の MRI 撮像法を組み合わせて評価する

6-9）

（図）。注意点として，前立腺生検による出血は，腫瘍検出には大きな影響はないものの

10）11）

，被膜外浸潤の評価に

12）13）

支障となる症例が存在するため，MRI 検査は生検前に施行するほうがよい。血清 PSA 値の平均値が 20 ng/ml
以下で，MRI 撮像が生検前または生検後平均 8 週間以上（出血の影響を考慮して

）の症例の報告をまとめると，

14）

multiparametric MRI の腫瘍検出能は，1.5T 装置で体表コイルによる撮像では感度 53 〜 95％，
特異度 69 〜 94％，
Az 値 0.737 〜 0.966

である。1.5T 装置で経直腸コイルを用いると検出感度が高くなり（感度 73 〜 100％，

6）11）15）16）

）
，3T 装置で体表コイルを使用すると特異度が高くなる
（感度 76 〜 81％，

特異度 63 〜 92％，Az 値 0.76 〜 0.94

8）9）17-18）

特異度 93 〜 96％ ）傾向を示す。また従来よりも高い b 値を用いて撮像する3T 装置を用いた高 b 値拡散強調像は，
7）

さらなる腫瘍検出能の向上に寄与すると報告されている

。

19-20）

近年，腫瘍の悪性度の指標である Gleason スコアや各種のリスクスコアと，前立腺 MRI で得られる腫瘍部（主
に辺縁域癌）の ADC 値（みかけの拡散係数：拡散強調像）や信号強度（T2 強調像）との間には有意な相関
関係があるとの報告がなされている
腫瘍検出能が高い

。また，腫瘍のサイズが大きいほど，Gleason スコアが高いほど MRI による

19-23）

。したがって，MRI を用いると多中心性発生を示す前立腺癌のうちで，治療的介

5）6）16）24）25）

入を要する癌（significant cancer：腫瘍サイズ 0.5 cm 以上や Gleason スコア 7 以上など）を効率よく検出でき
3

る可能性がある 。
26）

その例として，初回の系統的生検で癌が検出されず，その後もPSA の上昇が持続する症例に対して，2 回目の
生検時に前立腺 MRI（T2 強調像，ダイナミック造影像，MR スペクトロスコピー）による所見を参考にして標的生
検を加えた検討では，癌検出能の上昇が示されている 。また，別のグループの検討では，拡散強調像とT2 強
27）

調像にて癌を疑う所見がなく系統的生検のみ施行された症例では，MRI 所見を参考に標的生検を加えた症例と比
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手法をmultiparametric MRIと呼ぶ。multiparametric MRI は辺縁域癌だけでなく移行域癌の診断能も高い

❼ 泌尿器

A
図

B
前立腺移行域癌

MRI

A T2 強調横断像 B 拡散強調横断像（b 値＝ 1,000）T2 強調像では腫瘍と周囲健常移行域の
間に信号強度の差はほとんどなく，検出は困難。しかし，拡散強調像では両者のコントラスト差は明瞭である
（→）
。

べて腫瘍検出能が低く，検出された腫瘍の約 8 割が insignificant cancer であった

。さらに標的生検群の検出

28）

能は，PSA が 4 〜 20 ng/ml を示す症例でも有意に優れていたと報告されている 。
28）

これらの結果は，MRI 所見を基にした標的生検（視覚的または MRIと経直腸超音波の癒合画像による ）の
29）

有用性を示唆しており，また初回生検陰性例や PSA グレーゾーン症例に対する生検の適応を決定する指標の一
つとなる可能性を示している。ただし，直腸診や TRUS で検出可能な腫瘍も多く存在し，PSA 高値の全症例に
MRI 検査を勧めるだけの根拠はない。今後は前立腺 MRI の撮像法（使用コイル，撮像シーケンスの組み合わせ，
撮像パラメータ）や画像の評価方法の最適化をさらに進める必要がある。
最後に ESUR ガイドライン 2012

において，multiparametric MRI の各撮像法の所見をスコア化して，客観的

30）

に腫瘍の検出や被膜外浸潤を評価する PI-RADS（Prostate Imaging Reporting and Data System）という方
法が提唱された。新しい試みで，適切にスコアリングを行うことが難しいものであったが，2015 年に単純・簡略化さ
れた version 2 が発表され，本評価法を吟味しながら利用する態度が望まれる 。
31）

検索式・参考にした二次資料
Pubmed での検索に，以下の検索式を使用した。
（
“prostate cancer”AND detection MRI AND（Humans［Mesh］AND Male［MeSH Terms］AND English
［lang］AND（
“1997/01/01”
［PDat］
：
“2014/12/31”
［PDat］
）
）
また ESUR prostate MR guidelines 2012 を参照した。
文

献

1）Schröder FH et al：Screening and prostate-cancer mortality in a randomized European study. N Engl J Med 360：1320-1328，
2009（レベル 1）
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11：725-732，2010（レベル 1）
3）Mullerad M et al：Comparison of endorectal magnetic resonance imaging，guided prostate biopsy and digital rectal examination
in the preoperative anatomical localization of prostate cancer. J Urol 174：2158-2163，2005（レベル 3）
4）Hoeks CM et al：Prostate cancer：multiparametric MR imaging for detection，localization，and staging. Radiology 261：46-66，
2011（レベル 4）
5）Turkbey B et al：Prostate cancer：value of multiparametric MR imaging at 3 T for detection--histopathologic correlation.
Radiology 255：89-99，2010（レベル 2）
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efficacy of diffusion-weighted imaging，dynamic contrast-enhanced MRI，and T2-weighted imaging. AJR 197：664-670，
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143 前立腺癌での局所病期診断に MRI は有用か？
推奨グレード

B

中リスク以上の前立腺癌において被膜外浸潤と精嚢浸潤の評価に MRI は有用である

。

（注）

（注）経直腸コイルを用いた報告がほとんどであり，体表コイルの場合は 1.5T 以上の装置を用い撮像条件を最適化する必要
がある。

背景・目的
前立腺癌は急増しており，前立腺癌に対する画像診断法の標準化は重要である。MRI は，前立腺癌局所病期
診断において，信頼のおける画像診断法の一つとして位置づけられているが，全症例で施行されている訳ではな
い。前立腺癌の局所病期診断（被膜外浸潤・精嚢浸潤）において，MRI が有用かどうか，どのような状況下で
有用性が高まるのかを検証する。

解

説

MRI は，前立腺癌局所病期診断において，最も信頼のおける画像診断として位置づけられている（図）。1.5T
MRI 装置による被膜外浸潤の検討では，経直腸コイルを用いた報告がほとんどである。T2 強調像による被膜外
浸潤の診断能は，感度が 22 〜 82％，特異度が 70 〜 100％，正診率が 61 〜 84％と報告により様々である

。信

1-16）

頼のおける被膜外浸潤の所見としては，多変量解析により神経血管束非対称，直腸前立腺角鈍化が挙げられて
いる 。また精嚢浸潤の診断能は感度が 23 〜 100％，特異度が 75 〜 100％，正診率が 76 〜 97％と報告され
1）

ている

。ダイナミック造影法を用いた検討は少ないが，前立腺癌の検出のみならず被膜外浸潤，精嚢

2-5）7-9）13-16）

浸潤に関しても T2 強調像よりも優れた結果であったとの報告がある（被膜外浸潤正診率 87％，精嚢浸潤正診
率 98％）

。また，少ない読影年数ではダイナミック造影法の追加により診断能が向上するとの報告もある 。

6）12）

12）

前立腺癌の診療では，臨床病期，PSA，Gleason スコア，生検針内の癌占拠程度を組み合わせたリスク分類を
加味して適切な治療が選択されている。欧米では画像検査を行う場合にも腫瘍のリスクを参考にして検査を選択す
ることが広く認識されており，ガイドラインにも記載されている［EAU（欧州泌尿器科学会 2014 年） ，ACR（米
17）

。しかし，臨床病期を調べるための MRI 検査を行う根拠として，臨床病期な
国放射線科専門医会 2012 年） ］
18）

どの情報により決定されるリスク分類に基づいて判断することはできない。後方視的な検討では，リスクの低い症例
での前立腺外進展に関する MRI 診断能は低いが，中リスク以上では診断能は良好となる。一方，リスク間での特
異度の変動は小さい 。PSA 10 ng/ml，生検での Gleason スコア 7 のいずれかの値を超える場合は，中等度以
7）

上のリスクがあると判断され，MRI により被膜外浸潤と精嚢浸潤の評価をするメリットがある。
本邦では pelvic phased array coil などの体表コイルを使った画像で診断が行われる場合が多い。体表コイル
のみでの撮影よりも体表コイルと経直腸コイルの両コイルで撮影する integrated system での撮影が病期診断能は
向上するが

，現状では経直腸コイルの国内での普及は困難と思われる。体表コイルのみであっても，1.5T 以上

13）

の MRI 装置を用い，画質を劣化させる直腸ガスを排除した状態で，4 mm 程度の薄いスライス厚で空間分解能を
保ちながら撮像を行えば，病期診断能に大きな差はないと思われる 。なお，3T 装置 MRI による前立腺癌の局
16）

所病期診断も行われており，空間分解能の高い画像が得られる点から病期診断能の改善が期待できる。現時点
で報告されている論文では，劇的な病期診断能の改善は示されていない。
なお，拡散強調像の利用については，体表コイル使用 3 テスラ MRI 装置で T2 強調像に拡散強調像を追加す
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A

B

C

A T2 強調像 B T1 強調像 C ADC マップ
（b 値 0，1000 s/mm2）T2 強調像で左辺縁域は
低信号に変化し，移行域にも及んでいることから癌
が疑われる。左背側の輪郭は細かい棘状で，主病
巣と同様な信号を呈する。被膜外浸潤を疑う（→）
。
T1 強調像では輪郭の乱れがよくわかる。ADC マッ
プでは前立腺内の腫瘍の分布はわかりやすいが，細
かな被膜外進展については言及できない。

図

ると局所病期診断の感度，特異度が上昇したとの報告がある

前立腺癌

PSA 22ng/ml

。

19）20）

PubMed によりprostate cancer，staging，MRI のキーワードを用いて検索し，主に 1.5T 装置での報告を参考に
した。また，前回のガイドラインを基本に EAU ，ACR
17）

文

の前立腺癌ガイドラインを参考にした。

18）

献

1）Yu KK et al：Detection of extracapsular extension of prostate carcinoma with endorectal and phased-array coil MR imaging：
multivariate feature analysis. Radiology 202：697-702，1997（レベル 2）
2）Sanchez-Chapado M et al：Comparison of digital rectal examination，transrectal ultrasonography，and multicoil magnetic resonance imaging for preoperative evaluation of prostate cancer. Eur Urol 32：140-149，1997（レベル 3）
3）Presti JC Jr et al：Local staging of prostatic carcinoma：comparison of transrectal sonography and endorectal MR imaging. AJR
166：103-108，1996（レベル 3）
4）Cornud F et al：Local staging of prostate cancer by endorectal MRI using fast spin-echo sequences：prospective correlation with
pathological findings after radical prostatectomy. Br J Urol 77：843-850，1996（レベル 3）
5）Perrotti M et al：Endo-rectal coil magnetic resonance imaging in clinically localized prostate cancer：is it accurate？ J Urol 156：
106-109，1996（レベル 3）
6）Ogura K et al：Dynamic endorectal magnetic resonance imaging for local staging and detection of neurovascular bundle involvement of prostate cancer：correlation with histopathologic results. Urology 57：721-726，2001（レベル 3）
7）Allen DJ et al：Does body-coil magnetic-resonance imaging have a role in the preoperative staging of patients with clinically
localized prostate cancer？ BJU Int 94：534-538，2004（レベル 3）
8）Nakashima J et al：Endorectal MRI for prediction of tumor site，tumor size，and local extension of prostate cancer. Urology 64：
101-105，2004（レベル 3）
9）Chelsky MJ et al：Use of endorectal surface coil magnetic resonance imaging for local staging of prostate cancer. J Urol 150：
391-395，1993（レベル 3）
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検索式・参考にした二次資料
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10）Wang L et al：Prostate cancer：incremental value of endorectal MR imaging findings for prediction of extracapsular extension.
Radiology 232：133-139，2004（レベル 3）
11）Brassell SA et al：Correlation of endorectal coil magnetic resonance imaging of the prostate with pathologic stage. World J
Urol 22：289-292，2004（レベル 3）
12）Fütterer JJ et al：Staging prostate cancer with dynamic contrast-enhanced endorectal MR imaging prior to radical prostatectomy：experienced versus less experienced readers. Radiology 237：541-549，2005（レベル 3）
13）Fütterer JJ et al：Prostate cancer：comparison of local staging accuracy of pelvic phased-array coil alone versus integrated
endorectal-pelvic phased-array coils Local staging accuracy of prostate cancer using endorectal coil MR imaging. Eur Radiol
17：1055-1065，2007（レベル 3）
14）Chandra RV et al：Endorectal magnetic resonance imaging staging of prostate cancer. ANZ J Surg 7：860-865，
2007（レベル 3）
15）Park BK et al：Comparison of phased-array 3.0-T and endorectal 1.5-T magnetic resonance imaging in the evaluation of local
staging accuracy for prostate cancer. J Comput Assist Tomogr 31：534-538，2007（レベル 3）
16）Lee SH et al：Is endorectal coil necessary for the staging of clinically localized prostate cancer? Comparison of non-endorectal
versus endorectal MR imaging. World J Urol 28：667-672，2010（レベル 3）
17）Mottet N et al：EAU Guidelines on Prostate Cancer. European Association of Urology，2014（レベル 4）
（http：//uroweb.org/wp-content/uploads/1607-Prostate-Cancer_LRV3.pdf#search='EAU+2014+prostate' ）
18）Eberhardt SC et al：American College of Radiology. ACR appropriateness criteria; pretreatment staging prostate cancer.
Reston，VA：American College of radiology，2012（レベル 4）
（https://acsearch.acr.org/docs/69371/Narrative/ ）
19）Chong Y et al：Value of diffusion-weighted imaging at 3 T for prediction of extracapsular extension in patients with prostate
cancer：a preliminary study. AJR 202：772-777，2014（レベル 3）
20）Lawrence EM et al：Preoperative 3-T diffusion-weighted MRI for the qualitative and quantitative assessment of extracapsular
extension in patients with intermediate- or high-risk prostate cancer. AJR 203：W280-286，2014（レベル 3）
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144 精巣腫瘍の病期診断にどのような画像検査が有用か？
推奨グレード

A

推奨グレード

C1

A CT
C1 PET
CT は有用性を示す強い根拠があり，推奨する。PET は十分な科学的根拠がないが，施
行することを考慮してもよい。

背景・目的
現在，精巣腫瘍の治癒率は非常に高く，早期で 99％以上，転移を有する進行期でもInternational Germ Cell
Cancer Collaborative Group 分類 good risk 群で 90％，intermediate risk 群で 75 〜 80％，poor risk 群で 50％
である。高い治癒率を達成するために最も重要な因子の一つが正確な病期診断であり，転移の部位および大きさ
によって決定される。これらを踏まえて，精巣腫瘍の病期診断における画像検査法，特に CTとPET について検
討した。

解

説

精巣腫瘍が最も転移しやすいのは後腹膜や縦隔のリンパ節であり，病期診断に CT が必須であることは ACR
（American College of Radiology）や EAU（European Association of Urology）の最新版を含む複数のガ
イドライン等に記載され，基本的に造影 CT が推奨されている。また造影剤投与の禁忌例等に対する代替案として，
て単純 CT が有用であると考えられる。肺転移の検出では胸部 CT は胸部単純 X 線写真よりも感度が高く，胸部
から骨盤部のスキャンが有用である。ただし 1 cm 以下の肺病変では偽陽性が多く注意を要する。特に I 期のセミ
ノーマでは胸部単純 X 線写真で異常がなければ胸部 CT は省略できる可能性がある 。
1）

PET の病期診断における有用性に関して確たる結論は出ていない。2008 年に発表された前向き多施設共同研
究では，
Ⅰ期もしくはⅡA/B 期の非セミノーマ症例 72 例において病期診断目的に PET を施行し，後腹膜リンパ節
郭清を行って組織学的に結果を確認している。CT および PET いずれも特異度は高いが，感度とNPV において
PET が有意に優れているという結果であった （表）。ただし，PET を用いてもNPV は 8 割に満たないという点に
2）

注目する必要がある。
また，I 期の非セミノーマ症例 46 例において病期診断目的に PET を行い，腫瘍マーカーとCT による経過観察
を行ったところ，PET は NPV において，従来の腫瘍マーカーとCT のみの検査（78％）より優れている可能性が
示唆された 。これを受けて多施設共同研究が組まれたが，脈管侵襲陽性の I 期非セミノーマ症例 111 例のうち
3）

PET 陰性の 87 例において無治療で経過観察を行ったところ，中央値 12 カ月の経過観察期間中に 33 例が再発し
たため途中で打ち切られた。PET 陰性でも37％が 1 年以内に再発したことを考えると，PET 陰性をもって無治療
で経過観察できるとはいえない 。
4）

初期病期診断において PET で偽陰性となる理由として，小さな病変（0.5 cm あるいは 1 cm 以下）や成熟奇
形腫の存在が挙げられる 。
5）

以上より現時点では非セミノーマ性精巣腫瘍の病期診断において，PET は CTと比較し感度や NPV を改善さ
せる可能性があるが，I 期において PET 陰性をもって無治療で経過観察できることを判断可能となるほどの診断法
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コントラスト分解能に優れる MRI が挙げられているが広範囲のスキャンは困難である。この場合実際の臨床におい
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図 非セミノーマ性精巣腫瘍 傍大動脈リンパ節転移
傍大動脈領域に複数の腫大リンパ節（→）が認められ転移
と考えられる。
表

非セミノーマにおける CT・PET の画像診断能
報告

対象

症例数

de Wit M et al.

Ⅰ期もしくはⅡ A/B 期の
非セミノーマ

72

Lassen U et al. Ⅰ期の非セミノーマ

46

モダリティ

感度

特異度

正診度

陽性率中率

陰性率中率

CT

41％

95％

71％

87％

67％

PET

66％

98％

83％

95％

78％

PET

70％

100％

93％

100％

92％

ではない。
一方，セミノーマの病期分類における PET に関しては十分な文献がない。ただ化学療法後の残存腫瘤の評価
においては非セミノーマよりも有用（詳細は CQ145 にて後述）であることを併せると，現時点では非セミノーマ症例
と同等に施行を考慮してもよいと考えられる。

検索式・参考にした二次資料
PubMed によりtesticular，testis，germ cell tumor，tumor，cancer，carcinoma，seminoma，nonseminoma，
CT，PET のキーワードを用いて検索した。また，ACR Appropriateness Criteria 2012，EAU guidelines 2014，
SIU/ICUD Consensus Meeting on Germ Cell Tumors 2009，Report of the European Germ Cell Cancer
Consensus Group（EGCCCG）2004，およびこれらの文献を参考にした。
文

献

1）Horan G et al：CT of the chest can hinder the management of seminoma of the testis：it detects irrelevant abnormalities. Br J
Cancer 96：882-885，2007（レベル 3）
2）de Wit M et al：
［18F］-FDG-PET in clinical stageⅠ/Ⅱnon-seminomatous germ cell tumours：results of the German multicentre
trial. Ann Oncol 19：1619-1623，2008（レベル 3）
3）Lassen U et al：Whole-body FDG-PET in patients with stageⅠnon-seminomatous germ cell tumours. Eur J Nucl Med Mol
Imaging 30：396-402，2003（レベル 3）
4）Huddart RA et al：18fluorodeoxyglucose positron emission tomography in the prediction of relapse in patients with high-risk，
clinical stageⅠnonseminomatous germ cell tumors：preliminary report of MRC Trial TE22--the NCRI Testis Tumour Clinical
Study Group. J Clin Oncol 25：3090-3095，2007（レベル 3）
5）De Santis M et al：The role of positron emission tomography in germ cell cancer. World J Urol 22：41-46，2004（レベル 3）
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145 精巣腫瘍の治療後の評価にはどのような画像検査が有用か？
推奨グレード

A

推奨グレード

B

推奨グレード

C2

A CT
B PET（セミノーマの場合）
C2 PET（非セミノーマの場合）
CT は有用性を示す強い根拠があり，推奨する。
PET はセミノーマの化学療法後残存腫瘤（特に 3 cm 以上）の viability 評価に関して有
用であり推奨するが，非セミノーマの治療後評価に関して十分な科学的根拠がなく推奨
しない。

背景・目的
近年の化学療法の進歩により転移を伴う進行期の精巣腫瘍においても治癒率の向上は著しいが，化学療法後
に残存腫瘤が認められた場合の治療方針については議論がある。残存腫瘍は viable な腫瘍細胞を含まない壊死・
瘢痕組織のみであることも多く，特に後腹膜リンパ節郭清術（RPLND）は手術侵襲度が高く，画像診断による評
価への期待は大きい。
これらをふまえて，転移を伴う精巣腫瘍の化学療法後の画像評価について，セミノーマと非セミノーマに分けて
CTとPET を中心に解説する。

説

転移のない精巣腫瘍には根治的高位精巣摘除術が施行され，必要に応じて化学療法および放射線治療が追
加される。再発チェックのための定期的経過観察（サーベイランス）を腫瘍マーカーおよび腹部 CT で行うことが，
他国の複数のガイドラインで強く推奨されている。
転移を伴うセミノーマに対しては，高位精巣摘除術に加えて化学療法が施行される。化学療法後の評価も，腫
瘍マーカーおよび腹部 CT で行うことが強く推奨されている。化学療法後 55 〜 80％に残存腫瘤が認められるが，
多くは壊死組織や線維化組織である。従来は CT での最大腫瘍径 3 cm をカットオフ値とする方法が用いられてき
たが，実際は 3 cm 以上の残存腫瘤のうち viable な病変は 11 〜 37％しか認められない 。
1）

セミノーマの化学療法後の残存腫瘤の viability 評価に関し，特に腫瘤が 3 cm 以上の場合に，PET が高い
能力を有することが報告されてきている

。2004 年の多施設共同研究では，PET の感度，特異度，陽性的中率

2-5）

（PPV）
，陰性的中率（NPV）はそれぞれ 80％，100％，100％，96％と非常に高い値であった 。この報告により
4）

複数の国際ガイドラインで，
セミノーマの化学療法後残存腫瘤の評価に対し PET が推奨されるようになった。その後，
PET の偽陽性の高さを指摘する報告が散見されたため ，再評価のためにこれまでで最大の後ろ向き研究が行わ
7）

れ，2011 年に結果が発表された 。PET の感度，特異度，PPV，NPV はそれぞれ 67％，82％，42％，93％であり，
1）

腫瘤のサイズ 3 cm をカットオフ値とした場合よりも優れていたが，これまでの報告よりはやや低い値であった。
2014 年に発表されたシステマティックレビューによると，プール解析の結果，PET の感度，特異度，PPV，NPV
はそれぞれ 78％，86％，58％，94％であったと報告されている 。
8）

以上よりPET はセミノーマの化学療法後の評価において CT よりも優れた画像診断法で，
特に NPV が高い（93
〜 100％）

。3 cm 以上の残存腫瘤が化学療法後 6 週間以降に PET 陰性であれば viability 残存の可能

1）2）4-8）
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性は低い。
非セミノーマ性精巣腫瘍において，2000 年発表の 641 人の前向き多施設共同研究によると，化学療法後の CT
での残存腫瘍のサイズが小さいほど，また縮小率が高いほど術後壊死組織のみであった割合が高かった 。しか
9）

し残存腫瘍のサイズが 9 mm 以下の 28％，
サイズ縮小率が 85％以上の 20％に viable な腫瘍（奇形腫あるいは癌）
の残存が認められた。さらに 2003 年，BEP 療法後の残存病変が 20 mm 以下の 87 人に対し RPLND を行った
結果，33％に viable な腫瘍を認めたと報告された

。これらより，非セミノーマにおいては化学療法後残存腫瘤の

10）

サイズが小さくてもviable な腫瘍残存の可能性は比較的高いといえる。
PET に関しては 2008 年に全例で結果を組織学的に確定した前向き多施設共同研究が行われ感度，特異度，
PPV，NPV はそれぞれ 70％，48％，59％，51％であり正診率は 56％であった。CT の正診率は 55％，
腫瘍マーカー
の正診率は 56％であり，CT および腫瘍マーカーに PET を加えても，術後組織予測に関する付加情報は得られな
いという結果だった 。他の検討でも，PET では成熟奇形腫の残存が偽陰性になるという問題が指摘されており ，
11）

12）

PET の使用は他国のガイドラインでも勧められていない。
以上よりPET は化学療法後残存腫瘤を有するセミノーマに対し施行が推奨され，陰性であれば viability 残存
の可能性は低く追加治療回避を考えてよい。非セミノーマの治療後評価に関しては現在のところルーチン検査とし
て推奨されない。

検索式・参考にした二次資料
PubMed によりtesticular，testis，germ cell tumor，tumor，cancer，carcinoma，seminoma，nonseminoma，
CT，PET のキーワードを用いて検索した。また，EAU guidelines 2014，ESMO Clinical Practice Guidelines 2013，
NCCN clinical practice guidelines 2009，Report of the European Germ Cell Cancer Consensus Group
（EGCCCG）2004 およびこれらの文献を参考にした。
文

献

1）Bachner M et al：2-18fluoro-deoxy-D-glucose positron emission tomography（FDG-PET）for postchemotherapy seminoma residual lesions：a retrospective validation of the SEMPET trial. Ann Oncol 23：59-64，2012（レベル 3）
2）De Santis M et al：Predictive impact of 2-18fluoro-2-deoxy-D-glucose positron emission tomography for residual postchemotherapy masses in patients with bulky seminoma. J Clin Oncol 19：3740-3744，2001（レベル 4）
3）Becherer A et al：FDG PET is superior to CT in the prediction of viable tumour in post-chemotherapy seminoma residuals. Eur J
Radiol 54：284-288，2005（レベル 4）
4）Siekiera J et al：Can we rely on PET in the follow-up of advanced seminoma patients? Urol Int 88：405-409，2012（レベル 3）
5）Ambrosini V et al：18F-FDG PET/CT impact on testicular tumours clinical management. Eur J Nucl Med Mol Imaging 41：668673，2014（レベル 4）
6）De Santis M et al：2-18fluoro-deoxy-D-glucose positron emission tomography is a reliable predictor for viable tumor in postchemotherapy seminoma：an update of the prospective multicentric SEMPET trial. J Clin Oncol 22：1034-1039，
2004（レベル 3）
7）Hinz S et al：The role of positron emission tomography in the evaluation of residual masses after chemotherapy for advanced
stage seminoma. J Urol 179：936-940，2008（レベル 3）
8）Treglia G et al：Diagnostic performance of fluorine-18-fluorodeoxyglucose positron emission tomography in the postchemotherapy management of patients with seminoma：systematic review and meta-analysis. Biomed Res Int 2014：852681，
2014（レベル 3）
9）Steyerberg EW et al：Retroperitoneal metastases in testicular cancer：role of CT measurements of residual masses in decision
making for resection after chemotherapy. Radiology 215：437-444，2000（レベル 3）
10）Oldenburg J et al：Postchemotherapy retroperitoneal surgery remains necessary in patients with nonseminomatous testicular
cancer and minimal residual tumor masses. J Clin Oncol 21：3310-3317，2003（レベル 3）
11）Oechsle K et al：
［18F］Fluorodeoxyglucose positron emission tomography in nonseminomatous germ cell tumors after chemotherapy：the German multicenter positron emission tomography study group. J Clin Oncol 26：5930-5935，2008（レベル 3）
12）De Santis M et al：The role of positron emission tomography in germ cell cancer. World J Urol 22：41-46，2004（レベル 3）
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146 腎瘢痕の検出に DMSA シンチグラフィは有用か？
推奨グレード

C1

腎瘢痕の検出に DMSA シンチグラフィを使用しても良い。

背景・目的
膀胱尿管逆流症や上部尿路感染症により腎盂腎炎を繰り返すと，腎実質の障害を来し瘢痕を生じることが知ら
れている。瘢痕が大きくなると腎機能低下の原因となり蛋白尿や高血圧，腎不全などを起こしうるため，早期の発見
が重要である。腎瘢痕の検出には超音波検査や DMSA（dimercaptosuiccinic acid）シンチグラフィが用いられ
ることが多い。今回，DMSA シンチグラフィによる腎瘢痕検出の有用性を検討した。

解

説

Temiz らは膀胱尿管逆流症を有する 62 小児（平均 5 歳，6 カ月〜 15 歳）を対象とし，DMSA シンチグラフィ
と超音波検査の結果を比較検討した。その結果，DMSA シンチグラフィと超音波検査シンチグラフィは 55％で瘢痕
を検出したが，超音波検査では 38％の検出率であった。また超音波検査で正常とされた腎の 35% で，DMSA シ
ンチグラフィと超音波検査シンチグラフィで瘢痕を指摘し得た 。
1）

Brenner らは 40 症例（内 37 小児）で DMSA 検査における平面像とSPECT 像の比較を行った。その結果，
両者により検出し得た瘢痕の数に有意差はみられなかった 。
2）

Moorthy らは同日に超音波とDMSA 検査を施行した小児 930 腎を対象とした。その結果，超音波検査は腎瘢
言及している 。
3）

検索式・参考にした二次資料
Pubmed で，renal scar，DMSA，detection，のキーワードを用いて文献を検索した。
文

献

1）Temiz Y et al：The efficacy of Tc99m dimercaptosuccinic acid（Tc-DMSA）scintigraphy and ultrasonography in detecting renal
scars in children with primary vesicoureteral reflux（VUR）. Int Urol Nephrol 38：149-152，2006（レベル 3）
2）Brenner M et al：Comparison of 99mTc-DMSA dual-head SPECT versus high-resolution parallel-hole planar imaging for the
detection of renal cortical defects. AJR 193：333-337，2009（レベル 3）
3）Moorthy I et al：Ultrasonography in the evaluation of renal scarring using DMSA scan as the gold standard. Pediatr Nephrol 19：
153-156，2004（レベル 3）
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痕の検出に関して特異度が高いものの感度や陽性・陰性的中率が低く，DMSA 検査に置き換えることはできないと
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147

前立腺癌の病期診断，治療後の経過観察に骨シンチグラ
フィは有用か？

推奨グレード

C1

低リスク患者（PSA ≦ 10ng/ml，グリソンスコア≦ 7）では陽性率が低いため施行を避け
るべきだが，有症状例や治療後の PSA 再発例では考慮してもよい。

背景・目的
骨は前立腺癌の転移先としてリンパ節に次いで 2 番目に多い臓器である。骨シンチグラフィは

Tc で標識した

99m

リン酸化合物（methylene diphosphonate，hydroxymethylene diphosphonate）を用いた核医学検査であり，
全身の骨病変を高感度でスクリーニングできる利点を有する。前立腺癌の診療には古くから用いられてきたが，病
期診断，治療後の経過観察にルーチンで施行することは被曝，医療経済の観点から問題となり得る。近年骨シン
チグラフィにコンピュータ支援診断（CAD）が導入され，診断能や予後予測における有用性を示した報告が散見
される。前立腺癌の骨シンチグラフィを扱った比較的最近の文献をレビューし，活用法について検討した。

解

説

前立腺癌骨転移の診断能を choline-PET/CT（本邦では保険適応外）
，MRI，骨シンチグラフィで比較したメ
タアナリシスによると，11 論文の患者基準の解析で骨シンチグラフィの感度は 79%，特異度は 82% であり，cholinePET/CT や MRI に比して診断能は劣るとされている 。
1）

前立腺癌の骨シンチグラフィに関する近年の文献には診断能の検討ではなく，患者背景（血清 PSA 値，グリソ
ンスコア（Gleason’
s score）
，原発巣の T 因子など）に応じた骨シンチグラフィの陽性率を検討した研究が多い

。

2-9）

これらの知見を反映した最新の本邦，欧州，米国の泌尿器科学会の診療ガイドラインに共通する方針として，
「PSA
が 10ng/ml 以下」「グリソンスコアが 7 以下」で無症状の患者については骨転移のリスクが低く，病期診断目的
の骨シンチグラフィは勧められない。一方，骨病変を示唆する症状を有する患者や治療後の PSA 再発例（特に
PSA 上昇速度が速い例）などでは病変部位の特定に有意義な可能性はある。
骨シンチグラフィに SPECT，SPECT/CT を追加することで，骨転移の診断能が向上することは複数の報告

で

10-12）

示されているが，
撮像時間の延長，SPECT/CT では CT 被曝の追加が問題となる。SPECT，SPECT/CT はルー
チンで追加するのではなく，プラナー像で判定困難な所見を認めた場合に，局所に限って行うことが望ましいと考え
られる。
CAD の診断能は多くの文献で感度，特異度とも80% を上回ることが示されている

。ただし，CAD は基本

13-15）

的にパターン認識で良悪性の可能性を振り分けるのみであり，患者背景や他の画像検査の所見などを一切反映し
ないことに注意すべきである。CAD を用いて全身骨の異常集積の程度を数値化した bone scan index（BSI）
が患者予後を反映するという報告がある 。BSI は治療後の集積低下を客観的に示し得る指標であり，特にびま
16）

ん性骨転移の症例などでは病勢評価に有用と思われる。

検索式・参考にした二次資料
Pubmed によりprostate cancer，bone metastasis，bone scan，bone scintigraphy のキーワードを用いて文献を
検索した。日本泌尿器科学会（2012）
，EAU（2014）
，AUA（2007）の各診療ガイドラインを参照した。
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148 神経芽腫の診断と病期診断のために必要な画像検査は何か？
推奨グレード

A 123I-MIBG シンチグラフィ（病期診断）
B CT，MRI（診断）

A

推奨グレード

神経芽腫を疑う腹部腫瘤の診断に，CT，MRI が有用で推奨される。病期診断においては
123
I-MIBG シンチグラフィが有用で，CT や MRI と合わせて評価することが強く推奨さ
れる。

B

背景・目的
神経芽腫は，小児がんのなかでは白血病・脳腫瘍に次いで多く認められる腫瘍で，本邦では年間 180 〜 200
人が発症すると推測されている。2 歳以下に好発し，95% が 7 歳までに発症する。体幹の交感神経節，副腎髄
質に生じ，約半数が副腎に，次いで副腎以外の後腹膜（25%）
，胸部（16%）
，頸部（3%）
，骨盤部（3%）など
，骨（55%）
，領域リンパ節（30％）が好発部位で，
に生じる 。約 70% で診断時に転移がみられ，骨髄（70％）
１）

その他，肝，鎖骨上部などの遠隔リンパ節，皮膚などに転移する。予後は診断時年齢，臨床病期，生物学的因子
と強く相関するため，病期診断における画像診断の役割は大きい。神経芽腫の診断および病期診断に必要な画
像検査について検討した。

解

説

₁ 診断と病期診断
神経芽腫の多くは，腹部膨満や腹部腫瘤触知が発見契機となる他，転移病変の症状（骨や関節の痛みなど）
により診断されることも少なくない。腹部腫瘍の存在診断は，簡便に行うことができ，被曝のない超音波検査（US）
が選択される。カラー／パワードップラー US を用いた血管系の評価は，腫瘍の局在（原発部位）の判断に有用
で，腫瘍内の血流の有無は，新生児期や胎児期に発見される副腎出血と先天性神経芽腫との鑑別にも有用であ
る

。US に続く検査として CT または MRI を選択する。

1）2）

神経芽腫に限らず，
小児悪性固形腫瘍の治療方針決定に組織学的診断は不可欠である。CT または MRI（あ
るいは両者）で腫瘍の存在が確認され，一期的な手術が困難と考えられる場合は，生検による診断の確定が先行
され，その後に病期診断のための全身検索が行われることが少なくない。
腫瘍の局在や広がりの評価には CT，MRI が優れ，病期分類の判定にも有用で推奨される

。腫瘍の局在

1）3）4）

や進展範囲に加えて，主要な血管や隣接臓器への浸潤の有無，脊柱管内への進展の有無を評価し，手術切除を
含めた治療方針の決定にも役立つ。更に，リンパ節転移の有無やその広がり，骨髄や骨，肝転移の有無の評価に
も有用で，病期診断に役立つ。Siegel らが多施設で施行した前方視的研究による遠隔転移を伴う神経芽腫の診
断能は，
造影 CT が 81％，MR が 83%と有意差はなく，
リンパ節転移の検出能における陽性的中率，
陰性的中率は，
CT が 20%，95%，MRI は 19%，99%，腫瘍進展範囲については，CT が 73%，83%，MRI が 81%，79%と報告
している 。原発巣および局所浸潤の評価における有用性は，CTとMRI に差はないとされる。
3）

神 経 芽 腫の病 期 分類は，1993 年に国際標準として定められた神 経 芽 腫 国 際 病 期 分 類（International
Neuroblastoma Staging System：INSS）
（表 1）が広く用いられてきたが，術中所見を基に判断する術後病
期分類であるため，手術を行っていない症例では正確な病期を決められないという問題があった。近年，The
International Neuroblastoma Staging Risk Group（INRG）から，画像所見を基にした術前病期分類が国際
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表 1 神経芽腫国際病期分類（INSS）

病期

定

義

1

限局性腫瘍で肉眼的に完全切除。組織学的な腫瘍残存は不問。同側のリンパ節に組織学的な転移を認め
ない（原発腫瘍に接し，一括して切除されたリンパ節転移はあってもよい）。

2A

限局性腫瘍で肉眼的に不完全切除。原発腫瘍に接しない同側リンパ節に組織学的に転移を認めない。

2B

限局性腫瘍で肉眼的に完全または不完全切除。原発腫瘍に接しない同側リンパ節に組織学的に
転移を認め，対側のリンパ節に転移を認めない。

3

切除不能の片側性腫瘍で，正中線（対側の椎体縁）を超えて浸潤。同側の局所リンパ節転移は不問。または，
片側の限局性腫瘍で対側リンパ節転移を認める。または，正中発生の腫瘍で，椎体縁を超えた両側への
浸潤（切除不能）か，両側リンパ節転移を認める。

4

いかなる原発腫瘍に関わらず，遠隔リンパ節，骨，骨髄，肝，皮膚，および / または他の臓器に播種し
ている（病期 4S を除く）。

4S

限局性腫瘍（病期１，2A，2B）で，播種は皮膚，肝，および / または骨髄に限られる（1 歳未満のみ）。
骨髄中の腫瘍細胞は有核細胞の 10% 未満で，それ以上は病期４である。MIBG シンチグラフィが行われ
るならば骨髄への集積は陰性。
文献１より改変

表 2 神経芽腫の新病期分類

病期

定

義

IDRF リストに含まれる主要構造への浸潤を示さない限局性腫瘍，かつ，１つの体幹区分に限局した腫瘍

L2

１つまたはそれ以上の IDRF が陽性となる限局性腫瘍

M

遠隔転移あり（MS を除く）

MS

18 カ月未満で，遠隔転移が皮膚，肝，および / または骨髄に限られる
MS の骨髄転移：骨髄中の腫瘍細胞は有核細胞数の 10% 未満，MIBG シンチグラフィの集積陰性
文献１より改変 IDRF =image-defined risk factor

表 3 腹部骨盤領域における

解剖学的領域

IDRF（image-defined risk factor）
定

義

複数の躯幹区域

同側で二つ以上の区域に広がる腫瘍（例：胸部と腹部，腹部と骨盤）

腹部，骨盤

門脈本幹や肝十二指腸間膜への腫瘍浸潤
腸間膜根部での上腸間膜動脈分枝の encasement
腹腔動脈および / または上腸間膜動脈根部の encasement
一側あるいは両側腎茎部への腫瘍浸潤
大動脈および / あるいは下大静脈の encasement
腸骨動静脈の encasement
坐骨切痕を超えた骨盤内腫瘍

脊柱管内腫瘍進展

軸位断面で脊柱管内の 1/3 以上を占める（部位は問わない），あるいは脊柱管
内の脊髄周囲の髄膜腔が認識できない，または脊髄の信号異常

隣接臓器 / 構造への浸潤

心膜，横隔膜，腎，肝，十二指腸，膵，腸間膜への浸潤
文献１より改変
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L1

❼ 泌尿器
artery

vein

artery

<50%
NB
contact
(<50%)
(<50%)

No IDRF

flattened
(visible lumen)

NB

NB

partial encasement
(contact>50%)

flattened
(no visible lumen)

total
encasement
IDRF

No IDRF

A

vein

>50%

IDRF

NB

B

腫瘍と血管の関係における IDRF 判定基準
血管軸に対し直行および平行の二方向断面での，腫瘍と血管構造との関係を判定する模式図。 動脈は，
半周以上が腫瘍に囲まれる場合を encasement として IDRF 陽性，半周未満では陰性とする。静脈は，腫
瘍に取り囲まれているか，あるいは圧排により，内腔が確認できない場合は encasement とし IDRF 陽性に，
圧排による狭窄がある場合でも血管内腔を確認できる場合は IDRF 陰性とする。
IDRF = image-defined risk factor
（文献１より許可を得て転載）
図

的に提唱され，その利用が広がっている（表 2） 。この新分類は，画像所見から手術リスク（image defined
1）

risk factor ：IDRF）を評価し，限局性腫瘍では IDRF の有無によりL1とL2 に，遠隔転移の内容によりM，MS
に分類される。腹部骨盤領域での IDRFに関するチェック項目を表 3 に示す。術前画像検査によるIDRF の評価は，
治療方針決定の重要な指標のひとつであり，多断面での評価が有用である（図）

。

1）4）

I-MIBG シンチグラフィ（以下 MIBG シンチグラフィ）は，神経芽腫に特異的に集積する腫瘍シンチグラフィとし

123

て原発巣および転移巣の評価に有用である

。Vik らの報告による MIBG シンチグラフィの診断能は，感度 88%，

5）6）

特異度 83% で，偽陽性の原因として心臓，唾液腺，褐色脂肪，涙腺，肝臓，膀胱などの生理的集積による影響が，
偽陰性の原因として腫瘍細胞の成熟度や腫瘍内の壊死，嚢胞性変化などが挙げられる 。 MIBG シンチグラフィ
7）

は，核種投与後 24 時間の画像が必須で，プラナー像に加えて，SPECT（single photon emission computed
tomography）を追加することで診断能が向上する 。SPECT-CT はさらに解像度が改善し，診断時のみならず
7）

治療効果判定にも有用である

。

8）9）

骨転移の評価における骨シンチグラフィは，感度 70 〜 78％，特異度 51% と MIBG シンチグラフィや MRI での
骨病変の評価に比べて診断能が低いが，MIBG シンチグラフィ陰性例での骨格系転移の評価に有用なことがあ
る

。肝は MIBG シンチグラフィで強い生理的集積を示す臓器であるため，肝転移の評価には US や CT，MRI

1）9）

が必要である

。

1）3）9）

また，PETとMIBG シンチグラフィの比較についての報告が近年増えている

。PET は小病変の描出能

9）10）11）

に優れるが，転移巣も含めた全体的な診断能は MIBG シンチグラフィに劣るとされる

。また，腫瘍特異性の高

10）11）

い MIBG シンチグラフィに比べて被曝も多く，偽陽性や偽陰性例も多いため，MIBG シンチグラフィ陰性例などの特
殊な場合にのみ使用が限られる。
小児悪性固形腫瘍の初期診断や早期治療効果判定に whole-body MRI が有用で，特に骨や骨髄の転移につ
いては骨シンチグラフィよりも診断能が高く ，神経芽腫において MIBG シンチグラフィと同様の高い診断能を示す
12）

との報告もある 。
13）

以上より，神経芽腫の局所評価には，造影 CT または MRI が推奨され，遠隔転移の評価には，CT，MRI に加
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えて MIBG シンチグラフィが強く推奨される。

2 CT，MRIの選択

CT は造影剤使用が原則必須で，放射線被曝を伴うというデメリットがあるが，短時間で体幹部全体を評価でき，
どの施設でも比較的容易に撮影可能な利点がある。MRI は，組織分解能が高いため造影剤の使用は必須では
ないが，音が大きい，検査時間が長い，撮像範囲が限られる，という欠点があり，CT よりも長い時間の鎮静を必要
とする場合が多い。CTとMRI の両者を行うとより診断に有用であるが，
患児の状態や施設の状況により，
モダリティ
を選択する。

検索式・参考にした二次資料
Med Line で neuroblastoma，diagnostic imaging をキーワードとして検索した。また，下記文献１のガイドライ
ンを参考にした。
文

献
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９）Mueller WP et al：Nuclear medicine and multimodality imaging of pediatric neuroblastoma．Pediatr Radiol 43：418-427，
2013（レ
ベル５）
10）Sharp SE et al：123I-MIBG Scintigraphy and 18F-FDG PET in Neuroblastoma．J Nucl Med 50：1237-1243，2009（レベル４）
11）Papathanasiou ND et al：18F-FDG PET/CT and 123I-Metaiodo- benzylguanidine Imaging in High-Risk Neuroblastoma：
Diagnostic Comparison and Survival Analysis．J Nucl Med 52：519-525，2011（レベル３ ）
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Pediatr Radiol 35：766-773，2005（レベル２）
１３）Goo HW：Whole-body MRI of Neuroblastoma．Eur J Radiol 75：306-314，2010（レベル５）
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149 副腎腺腫の評価にどのような画像診断が役立つか？
推奨グレード

A

A CT
B chemical shift MRI

推奨グレード

B

副腎腺腫の診断において，単純 CT およびダイナミック CT を強く推奨する。

chemical shift MRI は単純 CT より高い感度を有しており，推奨する。

背景・目的
近年，画像診断の発達・普及に伴い，他の検査目的で施行された画像検査において副腎に腫瘤性病変が偶然
発見される（偶発腫）ことが少なくない。副腎偶発腫の頻度は CT 検査時の 5.0％程度と報告されている

。副

1）2）

腎偶発腫の約 75% が副腎腺腫であり ，副腎腫瘍の鑑別診断においては副腎腺腫の診断が重要となる。本項で
2）

は，副腎腺腫の診断における画像診断法，特に CT および chemical shift MRI の有用性を検証する。

解

説

CT および MRI による副腎腺腫の診断は，主に，脂質の有無と造影パターンによる 2 つのアプローチによりなされ
る。腺腫は細胞内の脂質の存在により，単純 CT で転移性腫瘍よりも低い吸収値を呈する。Boland らは，過去に
報告された 10 文献の meta-analysis を行い，腫瘍内の平均単純 CT 値＜ 10HU を腺腫とした場合の感度は 71%，
特異度は 98% であったと報告しており ，この診断基準は American College of Radiology Appropriateness
3）

Criteria においても採用されている 。単純 CT による平均 CT 値＜ 10HU の診断基準を用いると，約 70% の腺
4）

腫が単純 CT にて診断可能となるが，残りの約 30% の腺腫の診断は困難である 。腫瘍内の全てのピクセルの
3）

CT 値をヒストグラム解析し，CT 値＜ 0HU のピクセルが 10% 以上の存在を腺腫とした場合の感度は 84 〜 91%と
報告されている

。

5-7）

副腎腺腫は転移性腫瘍と比較し，線維性間質の少ない髄様系の腫瘍の特徴を反映し，造影剤の流出率が高い。
ダイナミック CT を用いた造影剤流出率は，①単純 CT がある場合：
（早期相の CT 値－後期相の CT 値）÷（早
期相の CT 値－造影前の CT 値）
，②単純 CT が無い場合：
（早期相の CT 値－後期相の CT 値）÷（早期相
の CT 値）により計測される。その際，造影後期相のタイミングとして，造影 10 分後もしくは 15 分後の報告が多く
なされているが，Sangwaiya らにより，後期相として造影 10 分後を用いると感度の低下が示唆されており ，造影
8）

後期相としては 15 分後が推奨される。造影 1 分（早期相）および 15 分後（後期相）の画像を用いて，それぞ
れの造影剤流出率を 60% 以上と40% 以上を副腎腺腫として診断した場合，単純 CT 値＞ 10HU であった腺腫
の診断能は，前者で感度 86%と特異度 92%，後者は感度 82%と特異度 92%と報告されている 。しかしながら，
9）

褐色細胞腫や多血性の転移性腫瘍（肝細胞癌や腎細胞癌）の造影パターンは副腎腺腫と類似しており

，こ

10）11）

れらの多血性腫瘍との鑑別においては造影剤流出率を用いた診断法には注意が必要である。
脂質の検出という点においては chemical shift MRI が CT よりも感度が高く，特に少量の脂質の検出に優れて
いる。定量的評価として，腫瘍の信号低下率（
［tumor signal intensity on in phase − tumor signal intensity
on out of phase］÷ tumor signal intensity on in phase）もしくは腫瘍・脾信号比（tumor to spleen signal
intensity on in phase ÷ tumor to spleen signal intensity on out of phase）を算出する手法が用いられる。
腫瘍の信号低下率が 16.5％以上，
もしくは腫瘍・脾信号比が 71％以下を腺腫とすれば，全ての副腎腺腫は感度 81
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〜 100%，
特異度 94 〜 100% で診断可能とされる

。また，Haiderらは，
腫瘍の信号低下率のカットオフ値を20％

1）
7）
12）

以上とすると，
単純 CTにて副腎腺腫の診断が得られなかった CT 値＞ 10HU の腫瘍では，
感度 67％，
特異度 100％
であり，特に CT 値＝10 〜 30HU の病変に対しては感度 89％であったと報告している 。
13）

chemical shift MRI とダイナミック CT の診断能を比較した報告では，単純 CT にて副腎腺腫の診断が得ら
れなかった CT 値＞ 10HU の腫瘍において，ダイナミック CT の正診率は 88.1%（感度 91.7%，特異度 74.8％）
，
chemical shift MRI の正診率は 73.6％（感度 67.1%，特異度 88.7％）で，ダイナミック CT の有用性が高かったと
報告されている 。また，単純 CT にて CT 値＜ 20HU の腺腫に対する感度は両者とも100％であったが，CT 値
14）

＞ 20HUの腺腫に対する感度は，
ダイナミックCTでは100％であったのに対し，chemical shift MRIでは64％であっ
たとの報告も存在する 。したがって，単純 CT にて高吸収を呈する腫瘍における chemical shift MRI の有用性
15）

には限界があるが

，被曝がなく，また造影剤を用いない検査として考慮すべきと考えられる。

13）15）16）

拡散強調像の有用性に関しては，chemical shift MRI で診断困難な腫瘍に対して，ADC 値＞ 1.5 ± 10 mm /s の
−3

2

拡散強調像の有用性は低いとの報告もあり
病変は腺腫である可能性が高いとの報告がある 。しかしながら，
17）

18）19）

結論には至っていない。

検索式・参考にした二次資料
PubMed により，adrenal，adrenocortical，adenoma，mass，tumor，incidentaloma，pheochromocytoma，imaging，
metastasis，computed tomography，magnetic resonance imaging を用いて検索し，検索した文献からさらに必要な
参考文献を取捨選択した。また，ACR appropriateness criteria：incidentally discovered adrenal mass. 2006（Last
review date 2012）を参考にした。
文

献
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1）Boland GW et al：Incidental adrenal lesion：principles，techniques，and algorithms for imaging characterization. Radiology 249：
756-7752008（レベル 2）
2）Song JH et al：The incidental adrenal mass on CT：prevalence of adrenal disease in 1049 consecutive adrenal masses in
patients with no known malignancy. AJR 190：1163-1168，2008（レベル 3）
3）Boland GW et al：Characterization of adrenal masses using unenhanced CT：an analysis of the CT literature. AJR 171：201204，1998 （レベル 2）
4）Choyke PL et al：ACR Appropriateness Criteria on incidentally discovered adrenal mass. J Am Coll Radiol 3：498-504，
2006 （レ
ベル 1）
５）Ho LM et al：Lipid-poor adenomas on unenhanced CT：does histogram analysis increase sensitivity compared with a mean
attenuation threshold? AJR 191：234-238，2008 （レベル 3）
6）Halefoglu AM et al：Differentiation of adrenal adenomas from nonadenomas using CT histogram analysis method：a prospective
study. Eur J Radiol 73：643-651，2010 （レベル 3）
7）Halefoglu AM et al：Comparison of computed tomography histogram analysis and chemical-shift magnetic resonance imaging for
adrenal mass characterization. Acta Radiol 50：1071-1079，2009 （レベル 3）
8）Sangwaiya MJ et al：Incidental adrenal lesions：accuracy of characterization with contrast-enhanced washout multidetector
CT-10-minute delayed imaging protocol revisited in a large patient cohort. Radiology 256：504-510，2010 （レベル 3）
9）Caoili EM et al：Adrenal masses：characterization with combined unenhanced and delayed enhanced CT. Radiology 222：629633，2002 （レベル 3）
10）Patel J et al：Can established CT attenuation and washout criteria for adrenal adenoma accurately exclude pheochromocytoma. AJR 201：122-127，2013 （レベル 3）
11）Choi YA et al：Evaluation of adrenal metastases from renal cell carcinoma and hepatocellular carcinoma. Radiology 266：514520，2013 （レベル 3）
12）Fujiyoshi F et al：Characterization of adrenal tumors by chemical shift fast low-angle shot MR imaging：comparison of four
methods of quantitative evaluation. AJR 180：1649-1657，2003 （レベル 3）
13）Haider MA et al：Chemical shift MR imaging of hyperattenuating（>10 HU）adrenal masses：does it still have a role?
Radiology 231：711-716，2004 （レベル 3）
14）Koo HJ et al：The value of 15-minute delayed contrast-enhanced CT to differentiate hyperattenuating adrenal masses compared with chemical shift MR imaging. Eur Radiol 24：1410-1420，2014 （レベル 3）
15）Seo JM et al：Characterization of lipid-poor adrenal adenoma：chemical-shift MRI and washout CT. AJR 202： 1043-1050，
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2014 （レベル 3）
16）Park BK et al：Comparison of delayed enhanced CT and chemical shift MR for evaluating hyperattenuating incidental adrenal
masses. Radiology 243：760-765，2007 （レベル 3）
17）Sandrasegaran K et al：Characterization of adrenal masses with diffusion-weighted imaging. AJR 197：132-138，2011 （レベ
ル 3）
18）Halefoglu AM et al：A prospective study on the utility of diffusion-weighted and quantitative chemical-shift magnetic resonance
imaging in the distinction of adrenal adenomas and metastases. J Comput Assist Tomogr 36：367-374，2012 （レベル 3）
19）Tsushima Y et al：Diagnostic utility of diffusion-weighted MR imaging and apparent diffusion coefficient value for the diagnosis
of adrenal tumors. J Magn Res Imag 29：112-117，2009 （レベル 3）
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◆ 主な改訂ポイント ◆
●推奨グレード・タイトルの変更
CQ155

腋窩リンパ節転移の評価にどのような画像診断を推奨するか？

乳癌診療ガイドライン 2015 年版と同様に，超音波検査の推奨グレードをＢに変更した。
文献の追加・修正を行った。
CQ156

術前の遠隔転移の検索にどのような画像検査を推奨するか？（病期別に検討）

参考とした二次資料を新しいものとし，乳癌診療ガイドライン 2015 年版と同様に
病期Ⅲにおける推奨グレードを B に変更した

●本文，文献に追加があった CQ
CQ150

超音波で異常所見がない石灰化病変の質的診断に対し，MRI を推奨するか？

文献 5 を新規追加した。
CQ152

マンモグラフィ，超音波で異常所見がない乳頭異常分泌症例に対し，MRI は勧められるか？

検索式を新しくし，文献を追加した。
CQ153

乳癌の広がり診断として MRI・CT を勧めるか？

参考とした二次資料を新しいものとし，文献の追加を行った。
CQ154

多発乳癌の診断に CT・MRI を推奨するか？

文献の追加修正を行った。
CQ157

乳癌原発病変に対する術前化学療法の効果判定にどのような画像診断を推奨するか？

参考とした二次資料を新しいものとし，文献を新しくした。
CQ158

乳房温存療法後の乳房の局所再発の定期的経過観察に CT，MRI，超音波を推奨するか？

検索式を新しくし，文献を追加した。
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乳房領域の標準的撮像法
はじめに
乳房の画像診断の対象はほとんどの場合乳癌で，その目的は乳癌の検出，診断，進展範囲の評価である。
方法によって目的が異なるため，方法別に記載する。

X線マンモグラフィ
（以下マンモグラフィ）
マンモグラフィは乳房画像診断の最も基本的なものであり，古くから行われており，現在では乳房疾患の診断の
みならず乳がん検診にも用いられている。ここでは診断マンモグラフィを対象とする。乳房疾患が疑われる場合に
は適応となるが，高濃度乳房では腫瘤の検出能が低いことを踏まえ，若年者や授乳期においては適応を考える
必要がある。乳房を圧迫して撮影するので，圧迫ができない，あるいはしないほうがよい場合には，そのほかの診
断法を考慮する。日本医学放射線学会の定める仕様基準を満たす乳房撮影装置を用い，乳房撮影用の検出器
を用いる。検出器にはフィルムスクリーンを用いるアナログ装置と IP（imaging plate）を用いた CR（computed
radiography）
，FPD（flat panel detector）を用いた DR（digital radiography）がある。1 枚につき3 mGy
以下の線量で撮像を行い，デジタルマンモグラフィでは，乳腺線量あるいは線量を推定できる撮影条件を明記する
（2005 年 7 月日医放勧告）
。
撮影方向は内外斜位方向および頭尾方向を標準とする。よい画像の基準は以下である。
1）内外斜位（MLO：medio-lateral oblique）方向（図 1A）
①左右のマンモグラムが，対象であること
②乳頭が乳腺組織外で側面像に出ていること
③大胸筋が乳頭ラインまで写っていること
④乳腺後方にある脂肪組織がよく描出されていること
⑤乳房下部の胸腹壁の組織が入っており inframammary fold が伸びていること
⑥乳房の皺がないこと
2）頭尾（CC：cranio-caudal）方向（図 1B）
①左右のマンモグラムが，対象であること
②内側乳腺組織は必ず描出され，外側もできるだけ入っていること
③胸壁深くまで入っていること（胸筋が出るくらい）
④乳頭が側面像に出ていること
⑤乳房の皺がないこと
必要に応じて追加撮影を行う。主な追加撮影には下記のものがある。
・外側頭尾（XCC）方向撮影：病変が外側にあり，通常の CC 方向撮影では欠像となるとき
・90 ゜側面（内外：ML または外内：LM）方向撮影：病変と乳頭との上下方向の位置関係を正確に知りたい
とき
・拡大撮影（M：magnification view）
：石灰化の形態をより細かく評価したいとき
・spot 圧迫撮影：局所的に重なりを除いて撮影したいとき

乳房超音波
超音波は乳腺疾患の診断に広く用いられている。X 線を用いないので，乳腺疾患が疑われるすべての症例
において適応となるが，石灰化の描出能はマンモグラフィに劣る。またリアルタイムに病変の検出・診断を行う
ことが多いことから，装置の設定，検査者の能力が診断能に影響を及ぼす。装置としては hand-held 型のリア
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A

B

図 1 正常乳房

A

MLO 撮影

B

CC 撮影

❽乳 房

図 2 浸潤性乳管癌（硬癌）

不整形の低エコー腫瘤で，後方エコーの減
弱を伴っている。

ルタイム装置が一般的である。体表専用の高周波数の探触子を用いることが必要である。テイッシュハーモニッ
クや空間コンパウンドなどの画像処理が可能なフルデジタルの装置が普及してきている。病変の性状が正しくと
らえられるようにゲイン，ダイナミックレンジ，フォーカスを調整する。検査に際しては両側の全乳房検査を基本
とし，悪性が疑われる場合にはリンパ節の検査も行う。病変を検出したら記録を行う。動画の記録も役立つが，
静止画の記録が基本である（図 2）
。充実性腫瘤に関しては少なくとも 2 方向撮影を行い，さらに計測を行う。
乳癌が疑われる場合には，周囲との関係，特に大胸筋や皮膚への浸潤の有無，あるいは乳管内病巣の有無に
ついても評価を行う。
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乳房 MRI シーケンス例（1.5T 装置，乳房専用コイル）
撮像法

シーケンス

スライス厚

TR/TE

① T2 強調横断 or 冠状断 脂肪抑制 FSE 法

3000 〜 5000 /
80 〜 100
（ETL 13 〜 19）

4 〜 5 mm

② T1 強調横断 or 冠状断

150 〜 200 /minimum
（フリップ角 90°）

4 〜 5 mm

2D GRE
脂肪抑制 single

③ DWI 横断 or 冠状断

shot EPI

④ ダイナミック MRI
横断 or 冠状断

脂肪抑制高速型

⑤ T1 強調横断 or
冠状断 or 矢状断

脂肪抑制高速型

3D GRE

3D GRE

3000 〜 5000 /
minimum

5 〜 7 mm

その他

STIR でもよい

b factor 0，
750 〜 1,000

5 〜 10 /minimum 〜
in phase
1 〜 2 mm
（フリップ角 10 〜 20°）

脂肪抑制なしの場合は
subtraction 法

5 〜 10 /minimum 〜
in phase
（フリップ角 10 〜 20°
）

ダイナミック MRI の
後または間に撮像

1 〜 2 mm

MRI
乳癌の描出にはガドリニウム造影剤による造影検査が必須である。喘息などで造影検査が実施できない場
合 MRI の適応はない

。撮像は月経開始後 5 〜 12 日目に行うのがよい。月経周期後半の 2 週間は乳腺組

1）2）

織の増強効果が強くなり偽陽性所見を招きやすいため避けるべきである 。
1）

乳房専用コイルを用いて両側乳房を同時に撮像することが望ましい。乳癌は同時に両側性にみられる場合が
あり，対側乳房の微小な乳癌を見落とさないためには，両側とも早期相で撮像すべきである

。また，正常

1）2）

乳腺や乳腺症が増強効果を示し乳癌と紛らわしい所見を呈することがある。これらの増強効果は左右対称性
に認められることが多いため，左右乳房を比較することで鑑別に役立てることができる 。
3）

通常，下記の撮像を行う（表）
。
①脂肪抑制 T2 強調像横断像（または冠状断像）
② T1 強調像横断像（または冠状断像）
③拡散強調像横断像（または冠状断像）
④ダイナミック MRI 横断像（または冠状断像）
⑤ダイナミック MRI 後の造影 T1 強調像（補助的な撮像）
T2 強調像では乳癌は乳腺実質と等信号を示し不明瞭な場合が多く，通常腫瘍の描出は困難である。しかし，
嚢胞性病変や粘液癌，粘液腫様間質を伴う線維腺腫などは豊富な水分の存在により強い高信号を示し明瞭に
描出されるので有用性が高い

。

4-6）

T1 強調像では乳癌は乳腺組織と等信号を示し不明瞭な場合が多く，通常腫瘍の描出は困難である。しか
し，脂肪化乳房では腫瘍が脂肪に囲まれるため描出は良好であり，形状や辺縁の評価に有用である。また，T1
強調像は脂肪腫や過誤腫などの腫瘤内の脂肪の検出や血性乳汁，嚢胞内出血などの出血性病変の描出に優れ
有用である。
拡散強調像では乳癌は高信号を示し良好に描出されることが多い。非浸潤癌や触知不能な乳癌の描出に限
界が示されているものの，検出感度は比較的高く有用性が高い

。良悪性の鑑別にも利用されているが限界

7）8）

がある。ADC 値は乳癌では低下する。ADC 値による良悪性の鑑別は可能であるが，重なりがあり限界がみら
れる 。
7）
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図 3 右浸潤性乳管癌
ダイナミック MRI 早期相横断像（A）と後期
相矢状断像（B）で右乳房 C 領域に辺縁不整な
卵形の腫瘤を認める（→）。時間信号曲線解析
（C）では後期相で washout pattern を認める。

ダイナミック MRI（図 3）を施行し，病変について早期相での観察ならびに時間信号曲線の解析を行うこと
が奨められる。乳癌は比較的血流に富む腫瘍であり，造影剤静注後 1 〜 2 分後の早期相で最も良好に描出さ
れる。したがって，乳癌の観察には早期相が最も有用である。2 分後以降の遅い時相（後期相）でも描出され
るが，腫瘍の増強効果が減弱したり，乳腺組織の増強効果が強くなってきたりするため描出能は低下すること
。

9）10）

乳癌は早期に強い増強効果を示し，その後漸減性の増強効果を示しやすいのに対して，良性の腫瘍や病変
は漸増性の増強効果を示すことが多い。これを基に，時間信号曲線を解析することで良悪性を鑑別すること
が可能である

。時間信号曲線の解析には少なくとも造影剤静注前および腫瘍の増強効果のピークを評価

3）9）10）

するための早期相，ピーク後の増強効果の推移を観察するための後期相の少なくとも 3 回の撮像が必要であ
る。また 1 回の撮像時間を 1 〜 2 分として高い時間分解能で撮像することが重要とされている 。2 分を超える
1）

撮像時間で検査した場合には早期相における腫瘍の増強効果のピークを捉えられず，washout pattern を見逃
す危険性がある 。
9）

ダイナミック MRI に付加する情報を得る目的で，ダイナミック MRI と異なる断面やさらに高い空間分解能で
造影 T1 強調像を補助的に追加撮像することも行われている。

MDCT
CT は乳癌および乳管内病変の検出に優れ，本邦では主に乳癌の広がり診断に用いられている。これまでの
乳腺疾患に対する MDCT の有用性の報告は，単一施設での発表がほとんどであり，撮影方法は施設ごとに
異なっている。現在のところ最適な MDCT の撮影方法は確立していない。
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₁適 応
現在，乳癌の広がり診断能に関しては MRI が最も優れており，MRI を優先することが推奨されている。体内金
属，閉所恐怖症，MRI の造影剤禁忌例など MRI が行えない症例において，CT の適応は考慮される 。また，
11）

乳腺疾患の良悪性鑑別における CT の有用性は確立しておらず，良悪性鑑別のみを目的として CT を行うことは
推奨されない

。

12）

₂ 撮影方法
❶撮影体位

CT 本来の目的であるリンパ節転移や肺などの遠隔転移の評価も同時に行うため，仰臥位での撮影が基本
であるが，手術のシミュレーションに応用するため，手術体位に近似させた体位での撮影も行われている

。

13）14）

❷撮影条件
撮影条件に関しては，施設ごとに使用している CT 装置の性能を熟知したうえで，最適な画像を得るよう撮
像条件を設定する必要がある。また，自動照射制御機構（CT-AEC）を活用するなど，被曝量低減を考慮し
たプロトコールの選択も重要である。
❸造影剤
単純 CT での乳癌検出能は低いため，造影剤の使用は必須である。ヨード造影剤 300 mgI/ml 100ml を 2
ないし 3ml/s で静注する報告が多いが，最近ではより高濃度（370 〜 400 mgI/ml）の造影剤が使用されてい
る

。しかしながら，最適な造影剤の注入量，注入方法に関する報告はほとんどなく，今後の検討課題である。

15）16）

❹撮影タイミング
造影剤静注開始 60 〜 90 秒後に造影早期相を撮影し，3 〜 5 分後に遅延相を撮影する報告が多い。乳房
MRI のガイドライン

同様に，乳癌が最も濃染する 2 分以内に早期を撮影することが推奨される。造影ピー

17）

クが遅延する乳管内病変の評価に関しては遅延相の撮影も重要である。また，遅延相を撮像することにより，
時間濃度曲線の評価が可能となるが，CT での良悪性鑑別における時間濃度曲線の有用性は確立していない。
❺読影方法
読影においては thin slice（0.6 〜 1 mm スライス厚）の MPR 像や冠状断・矢状断の MIP 像を作成して，
多方向からの観察による広がり診断を行う必要がある。診断基準に関して確立したものはないが，MRI 同様，
BI-RADS-MRI に準じた所見の評価および最終判定（カテゴリ分類）を行うことが推奨される。
17）

文

献
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American College of Radiology，Reston，VA，2008
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超音波で異常所見がない石灰化病変の質的診断に対し，
MRI を推奨するか？

150
推奨グレード

C1

十分な科学的根拠はないが，MRI を診療方針の選択の一助として行うことを考慮してよい。

背景・目的
マンモグラフィ検診の普及により石灰化病変が発見され精査を要する症例が増加している。本邦では，超音波
で異常所見がない場合，ステレオガイド下吸引式乳腺組織生検（stereotactic vacuum-assisted breast biopsy：
SVAB）が行われているが，その適応基準は明確ではなく，装置の普及が十分ではないため実施可能な施設も限
られている。一方，石灰化病変に対する MRI の有用性に関する報告は賛否両論があり，石灰化病変の診療にお
ける MRI の位置づけは定まっていない（図）
。石灰化病変に対する MRI の有用性について検討した。

解

説

石灰化病変における MRI の有用性に関する報告は 1990 年代後半からみられるが，石灰化病変に対する MRI
の質的診断能が十分ではなかったことから，MRI を行う利点はないとするものであった 。2000 年代に入ると，
1）

MRI の技術的進歩を背景に診断能は向上し，近年では SVAB の導入による診療体系の変化から，MRI を勧め
る報告が増加している

。

2-5）

2000 年以降の主な報告で MRI の石灰化病変に対する質的診断能は，感度 73 〜 90％，特異度 76 〜 100％，
陽性適中率 58 〜 92％，陰性適中率 71 〜 97％，正確度 74.5 〜 96％であった
を明記しているのは本邦からの報告のみ

。超音波で異常所見がないこと

2-7）

で，他は記載がないか施行されていない。対象となっている石灰化の

2-5）

カテゴリーや MRI の診断基準も報告により異なっていた。
石灰化病変の診療における MRI の役割として，超音波で異常所見がない石灰化病変に対し SVAB を行うか
経過観察するかの選択に役立つことが最も期待される。これについて MRI で悪性所見がなければ経過観察も可
能とする肯定的な報告

3-5）

がみられる一方で，MRI の陰性適中率は SVAB を回避できる程に十分は高くないとし

て否定的な見解を示すものもある 。
8）

結論として，MRI は SVAB に取って代わる手段とはならないが，診療方針の選択の一助となる可能性もある事
から，行う事を考慮してよいと考えられる。

検索式・参考にした二次資料
PubMed で，MRI，Breast，Screening mammography，Microcalcification のキーワードを用いて検索した。
文

献

1）Westerhof JP et al：MR imaging of mammographically detected clustered microcalcifications：is there any value? Radiology
207：675-681，1998（レベル 3）
2）Nakahara H et al：Three-dimensional MR imaging of mammographically detected suspicious microcalcifications．Breast
Cancer 8：116-124，2001（レベル 3）
3）Uematsu T et al：Dynamic contrast-enhanced MR imaging in screening detected microcalcification lesions of the breast：is there
any value? Breast Cancer Res Treat 103：269-281，2007（レベル 3）
4）Akita A et al：The clinical value of bilateral breast MR imaging：is it worth performing on patients showing suspicious microcalcifications on mammography? Eur Radiol 19：2089-2096，2009（レベル 3）
5）Kikuchi M et al：Usefulness of MRI of microcalcification lesions to determine the indication for stereotactic mammotome biopsy．
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B
微小浸潤癌の石灰化病変と MRI

検診マンモグラフィ
（A）
でL 領域に微細石灰化を指摘された。超音波では異常を認めなかっ
たが，MRI（B）で石灰化に一致する増強効果を認めた（→）
。SVAB 後に手術が施行
され，微小浸潤癌と診断された。

Anticancer Res 34：6749-6753，2014（レベル 3）
6）Cilotti A et al：Contrast-enhanced MR imaging in patients with BI-RADS 3-5 microcalcifications．Radiol Med 112：272-286，
2007（レベル 3）
7）Bazzocchi M et al：Contrast-enhanced breast MRI in patients with suspicious microcalcifications on mammography：results of a
multicenter trial．AJR 186：1723-1732，2006（レベル 3）
8）Dorrius MD et al：Breast magnetic resonance imaging as a problem-solving modality in mammographic BI-RADS 3 lesions．
Cancer Imaging 10：S54-58，2010（レベル 3）
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乳房腫瘤性病変における良悪性の鑑別に対し，どのよう
な画像検査を推奨するか？

推奨グレード

B

推奨グレード

C1

推奨グレード

D

推奨グレード

C2

B
C1
D
C2

超音波

MRI
CT
PET（PET/CT）

超音波は有用であり，推奨する。十分な科学的根拠はないが，MRI を細心の注意の基に
行うことを考慮してもよい。一方 CT は良悪性鑑別に対して十分な科学的根拠がなく，
施行すべきではない。PET（PET/CT）も科学的根拠が十分ではなく，推奨しない。

背景・目的
超音波は視触診やマンモグラフィでは検出できない乳癌が検出可能で，特に充実性腫瘤の診断能に優れている。
さらに，超音波所見用語の統一化や良悪性の判定の基準の作成も進んできている。MRI は乳癌に対する感度が
高いが特異度は相対的にやや低い（図）
。所見用語や撮像法などの標準化を目的としてガイドライン等が提唱され
ており，特異度の向上が期待されている。PET は悪性腫瘍の検出に優れており，近年は PET/CT が普及してき
ている。乳房の腫瘤性病変の良悪性鑑別に関して，超音波，CT，MRI，PET（PET/CT）の有用性を検討した。

解 説
₁ 超音波
近年の超音波診断装置の改良やソフトウェアの開発により超音波の精度は著しく向上しており

，充実性腫瘤

1）2）

の形態の解析（形状，辺縁，縦横比）や可動性，易変形性の評価などが診断および良悪性の鑑別に役立つとさ
れてきている。いまのところ良悪性の鑑別における超音波（B モード）の精度は腫瘍の大きさごとに異なるが 75.6
〜 88.4％と報告されている

。これまで超音波は施行者の技量や装置性能，検査条件などにより正診率にばらつ

3-5）

きがあり，用語の統一なども課題であったため，特に良悪性の鑑別診断能への評価が低かった。しかしながら超音
波においてもマンモグラフィ同様に，BI-RADS（Breast Imaging Reporting and Data System）-Ultrasound
が作成され，所見用語の統一化，均質な診断が行われるようになってきており ，充実性腫瘍の良悪性の鑑別にお
6）

いて正診率は 71.3％，陽性適中率 67.8％，陰性適中率 92.3％と報告されている

。また，わが国では 2004 年 7

7）8）

月に「乳房超音波診断ガイドライン」が発行され，2008 年に乳房超音波検診診断技術を含めて大幅に改訂され
たが，そのなかでも，超音波は腫瘤性病変における良悪性の鑑別に有用であることが示され，推奨されている。

2 MRI

MRI の乳癌に対する診断能は，メタアナリシスでは感度 90％（52 〜 100％）
，特異度 72％（21 〜 100％）であ
り ，高い感度を示す一方で特異度は相対的に低く，MRI の陽性適中率はマンモグラフィより高いが，生検を回避
9）

できるほどの陰性適中率ではないと報告されている 。MRI の特異度低下の要因として，撮像方法，および診断
10）

基準が統一されていないことが考えられたため，所見用語，所見の解釈や最終判定の標準化を目的に，BI-RADS-
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粘液癌
A マンモグラフィ B 超音波 C MRI T2 強調像 D ダイナミック MRI（サブトラクション）
マンモグラフィ上，左乳腺 AC 領域に境界明瞭な腫瘤を認める（→）
。超音波でも境界明瞭な内部不
均一な腫瘤を認める。MRI の T2 強調像では辺縁低信号，内部高信号の腫瘤が見られ（→）
，乳頭
側にも腫瘤が認められる（▲）
。ダイナミック MRI では腫瘤は濃染している（→）
。
図
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MRI が作成された。BI-RADS-MRI に基づき腫瘤性病変の評価を行った単一施設の研究では，感度 99％，特異
度 89％，陽性適中率 96％，陰性適中率 98％と高い診断能が報告されている 。また，造影 MRI でおそらく良性
11）

と考えられる BI-RADS カテゴリー 3 の症例における悪性病変の頻度は非腫瘤性病変のみの 0.9％で，腫瘤性病
変には 1 例も悪性病変は認められていない

。このように BI-RADS-MRI に基づいた評価を行うことによりMRI

12）13）

は腫瘤性病変に対し，高い陰性適中率を示している。特異度に関してはまだ十分ではないが，腫瘤性病変に対し
MRI を行うことにより外科的生検などの侵襲的な検査を回避できる可能性がある。

3 CT

CT の腫瘤性病変を対象とした診断能に関しての報告はないが，単一施設での乳腺疾患に対する診断能は，感
度 89.6％，特異度 54.5％，陽性適中率 93.2％，陰性適中率 39.3％および正診率 84.7％であり ，超音波や MRI よ
14）

り低い特異度や陰性適中率を示している。一方，
感度 92.6％，
特異度 100％，
陽性適中率 100％，
陰性適中率 100％，
および正確度 95.7％とする高い診断能の報告もあるが

，症例数は少なく，CT が腫瘤性病変の鑑別診断に有用

15）

であるとする根拠は十分ではない。また，CT では血流動態の評価のために多時相撮像を行うとX 線被曝が増加
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するという短所もあり，乳腺腫瘤性病変の良悪性鑑別のために CT を施行することは推奨できない。

4 PET

PET の乳癌に対する診断能は，感度が 48 〜 95.7％とばらつきが大きく，一方，特異度は 73.3 〜 100％と相対
的に高い

。1 cm 以下の小さい乳癌の感度は 48 〜 76.2％と低く，組織学的悪性度が低い病変，浸潤性小葉癌，

16）

非浸潤性乳管癌で偽陰性が多い

。既存のモダリティと感度を比較した報告では，PET 83.3 〜 96％，マンモグ

16-18）

ラフィ58.3 〜 78.9％，超音波 86.6 〜 88％，MRI 89 〜 100％と報告されている

。しかし，腫瘍のサイズが小さ

19-25）

い症例数が十分に含まれた比較ではなく，PET が超音波や MRI より優れているとはいえない。PET で 3 時間後
程度の後期相を追加して撮像することにより，診断能が向上するという報告がある

。近年，乳房専用の PET

26-29）

装置（positron emission mammography：PEM）が実用化されており，ある報告によるとPEM の感度（95％）
は PET/CT（87％）より高い

。PET は特に小さい腫瘍において感度や陰性的中率が低く，不要な生検を回避

30）

できるだけの根拠は十分でない。また高価であることや被曝も伴うことから，現在のところ腫瘤の良悪性の鑑別に対
して PET は勧められない。しかし，今後後期相の撮像や PEM による報告が増えてくれば評価が変わる可能性も
ある。

検索式・参考にした二次資料
PubMed によりultrasound，CT，MRI，PET，breast，sensitivity，specificity，benign，malignant のキーワー
ドを用いて検索した。超音波，MRI，CT については，日本乳癌学会編：乳癌診療ガイドライン②疫学・診断編 2011
年版を基に加筆修正した。
また，日本乳腺甲状腺超音波診断会議編：乳房超音波診断ガイドライン改定第 2 版 2008，American College
of Radiology（ACR）
：ACR BIRADS Breast Imaging and Reporting Data System，Breast Imaging
®

Atlas 2003，Mann RM et al：Breast MRI：guidelines from the European Society of Breast Imaging
（Eur Radiol 18：1307-1318）2008，American College of Radiology：ACR Practice Guideline for the
Performance of Contrast-Enhanced magnetic Resonance Imaging（MRI）of the Breast，2008 を参考にした。
文

献

1）Yang WT et al：Role of high frequency ultrasonography in the evaluation of palpable breast masses in Chinese women：alternative to mammography? J Ultrasound Med 15：637-644，1996（レベル 3）
2）Schulz-Wendtland R et al：Ultrasound examination of the breast with 7.5MHz and 13MHz-transducers：scope for improving
diagnostic accuracy in complementary breast diagnostics？ Ultraschall Med 26：209-215，2005（レベル 4）
3）Rahbar G et al：Benign versus malignant solid breast masses：US differentiation. Radiology 213：889-894，1999 （レベル 3）
4）Chen SC et al：Analysis of sonographic features for the differentiation of benign and malignant breast tumors of different sizes.
Ultrasound Obstet Gynecol 23：188-193，2004（レベル 3）
5）Ohlinger R et al：Ultrasound of the breast-value of sonographic criteria for the differential diagnosis of solid lesions. Ultraschall
Med 25：48-53，2004（レベル 4）
6）Lazarus E et al：BI-RADS lexicon for US and mammography：interobserver variability and positive predictive value. Radiology
239：385-391，2006（レベル 2）
7）Costantini M et al：Characterization of solid breast masses：use of the sonographic breast imaging reporting and data system
lexicon. J Ultrasound Med 25：649-659，2006（レベル 3）
8）Hong AS et al：BI-RADS for sonography：positive and negative predictive values of sonographic features. AJR 184：1260-1265，
2005（レベル 3）
9）Peters NH et al：Meta-analysis of MR imaging in the diagnosis of breast lesions. Radiology 246：116-124，2008 （レベル 3）
10）Bluemke DA et al：Magnetic resonance imaging of the breast prior to biopsy. JAMA 292：2735-2742，2004（レベル 2）
11）Tozaki M et al：Positive and negative predictive values of BI-RADS-MRI descriptors for focal breast masses. Magn Reson Med
Sci 5：7-15，2006（レベル 3）
12）Eby PR et al：Characteristics of probably benign breast MRI lesions. AJR 193：861-867，2009（レベル 3）
13）Weinstein SP et al：Frequency of malignancy seen in probably benign lesions at contrast-enhanced breast MR imaging：findings from ACRIN 6667. Radiology 255：731-737，2010（レベル 2）
14）Miyake K et al：Benign or malignant？ Differentiating breast lesions with computed tomography attenuation values on dynamic
computed tomography mammography. J Comput Assist Tomogr 29：772-779，2005（レベル 3）
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15）Perrone A et al：MDCT of the breast. AJR 190：1644-1651，2008（レベル 4）
16）Escalona S et al：A systematic review of FDG-PET in breast cancer. Med Oncol 27：114-129，2010（レベル 3）
17）Lavayssiere R et al：Positron emission tomography（PET）and breast cancer in clinical practice. Eur J Radiol 69：50-58，2009
（レベル 5）
18）Wood KA et al：Positron emission tomography in oncology：a review. Clin Oncol 19：237-255，2007（レベル 5）
19）Danforth DN Jr et al：The role of 18F-FDG-PET in the local/regional evaluation of women with breast cancer. Breast Cancer
Res Treat 75：135-146，2002（レベル 2）
20）Marshall C et al：A comparison of 18F-F-FDG gamma camera PET，mammography and ultrasonography in demonstrating primary disease in locally advanced breast cancer. Nucl Med Commun 25：721-725，2004（レベル 4）
21）Bruce DM et al：Positron emission tomography：2-deoxy-2-［18F］-fluoro-D-glucose uptake in locally advanced breast cancers.
Eur J Surg Oncol 21：280-283，1995（レベル 4）
22）Noh DY et al：Diagnostic value of positron emission tomography for detecting breast cancer. World J Surg 22：223-227，1998
（レベル 4）
23）Walter C et al：Clinical and diagnostic value of preoperative MR mammography and FDG-PET in suspicious breast lesions. Eur
Radiol 13：1651-1656，2003（レベル 4）
24）Rieber A et al：Pre-operative staging of invasive breast cancer with MR mammography and/or FDG-PET：boon or bunk？ Br J
Radiol 75：789-798，2002（レベル 4）
25）Heinsich M et al：Comparison of FDG-PET and dynamic contrast-enhanced MRI in the evaluation of suggestivebreast lesions.
Breast 12：17-22，2003（レベル 3）
26）Caprio MG et al：Dual-time-point［18F］-FDG PET/CT in the diagnostic evaluation of suspicious breast lesions. Radiol Med
115：215-224，2010（レベル 4）
27）Zytoon AA et al：Breast cancer with low FDG uptake：characterization by means of dual-time point FDG-PET/CT. Eur J Radiol
70：530-538，2009（レベル 3）
28）Imbriacol M et al：Dual-time-point 18F-FDG PET/CT Versus dynamic breast MRI of suspicious breast lesions. AJR 191：13231330，2008（レベル 3）
29）Zytoon AA et al：Dual time point FDG-PET/CT imaging. Potential tool for diagnosis of breast cancer. Clin Radiol 63：12131227，2008（レベル 3）
30）Eo JS et al：Imaging sensitivity of dedicated positron emission mammography in relation to tumor size. Breast 21：66-71，2012
（レベル 3）
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マンモグラフィ，超音波で異常所見がない乳頭異常分泌
症例に対し，MRI は勧められるか？

推奨グレード

C1

十分な科学的根拠はないが，MRI を行うことを考慮してよい。

背景・目的
乳癌を示唆する乳頭異常分泌の多くは単孔性で，多孔性・両側性の分泌症例は通常精査対象にはならない。
一般に単孔性分泌症例のうち，１５％弱に悪性例が認められ，悪性例のうち，１０％弱に視触診・マンモグラフィ・超
音波で異常所見が認められず，診断に苦慮する場合がある。

解

説

上記の様に乳頭異常分泌症例の悪性例のうち１０％弱が画像検査で原因不明とされるが，潜在例を含めると，そ
の数倍が原因不明で，分泌細胞診を行いながら経過観察になるものと考えられる。
2010 年にまとめられた EUSOMA（European Society of Mastology）による乳腺 MRI に関する勧告では，
①乳頭異常分泌の臨床における MRI の有用性に関する十分なエビデンスはない，②乳管造影が乳頭異常分
泌症例のルーチン検査とみなされている国において，乳管造影が技術的にうまくいかない場合や，患者がこの検
査を拒否した場合に T2 強調像や造影 MRI が考慮される，と記載されている 。
1）

，マンモ
一部批判的意見もあるが ，他の論文の多くで，MRI の病変検出力は非常に高く（感度 89 〜 100%）
2）

。
グラフィ・超音波で病変が検出されない場合にもMRI の有用性が示唆されている （図）
3–9）

本邦では，乳管造影が乳頭異常分泌症例の確立したルーチン検査にまでは至っていない。下記文献の多くで，
MRI 検査後，2nd look US 下で確定診断に至っており，他のモダリティで異常が確認されない乳頭異常分泌症例
に対し，MRI は考慮してよいと考えられる。

A
図

B
非浸潤性乳管癌

MRI

A 単純 T1 強調 MIP 像 右乳腺内側に血性分泌液を示唆する樹枝状の高信
号域を認める。B 造影 T1 強調 MIP 像 樹枝状高信号域の尾側に clumped
enhancement を認める。2nd look US 下で生検され，DCIS であった。
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検索式・参考にした二次資料
PubMed で，breast，MRI，nipple discharge のキーワードを用いて検索した。
Magnetic resonance imaging of the breast：recommendations from the EUSOMA working group．
（文
献 1）を参考にした。
文

献

1）Sardanelli F et al：Magnetic resonance imaging of the breast：recommendations from the EUSOMA working group．Eur J Cancer
46：1296-1316，2010（レベル５）
2）van Gelder L et al：Magnetic resonance imaging in patients with unilateral bloody nipple discharge；useful when conventional
diagnostics are negative? World J Surg 39：184-186，2015（レベル４）
3）Lubina N et al：3.0 Tesla breast magnetic resonance imaging in patients with nipple discharge when mammography and ultrasound fail．Eur Radiol 25：1285-1293，2015（レベル４）
4）Lorenzon M et al：Magnetic resonance imaging in patients with nipple discharge：should we recommend it? Eur Radiol 21：899907，2011（レベル４）
5）Ballesio L et al：Role of breast magnetic resonance imaging（MRI）in patients with unilateral nipple discharge：preliminary study．
Radiol Med 113：249-264，2008（レベル４）
6）Hirose M et al：MR ductography：comparison with conventional ductography as a diagnostic method in patients with nipple discharge．Radiographics 27：183-196，2007（レベル４）
7）Morrogh M et al：The predictive value of ductography and magnetic resonance imaging in the management of nipple discharge．
Ann Surg Oncol 14：3369-3377，2007（レベル４）
8）Nakahara H et al：A comparison of MR imaging，galactography and ultrasonography in patients with nipple discharge．Breast
Cancer 10：320-329，2003（レベル４）
9）Orel SG et al：MR imaging in patients with nipple discharge：initial experience．Radiology 216：248-254，2000（レベル４）

❽乳 房

507

❽乳

房

153 乳癌の広がり診断として MRI・CT を勧めるか？
推奨グレード

B MRI
C1 CT

B

推奨グレード

C1

MRI を推奨する。
MRI を行うことができない場合には，CT は従来の臨床所見，マンモグラフィ，超音波
と比較し有効なことがあり，施行することを考慮してもよい。

背景・目的
乳癌において，乳管内進展と多発病変の存在は，乳房温存術後の局所再発リスク因子として知られており，局
所再発を防ぐ意味において温存術時の切除断端を陰性にすることは極めて重要である 。乳房 MRI は 1980 年
1）

代より欧米で普及し，乳癌の描出において他の画像検査よりも優れた感度を有し，術前広がり診断に対しても有用
性が期待されている。また本邦では早くからヘリカル CT を用いた乳癌術前広がり診断が行われており，近年では
MDCT を用いた広がり診断の報告もなされている。

解

説

一般に乳癌の広がり診断では，乳管内病変を含めた局所の広がりと同側乳房内多発病変の有無が術式に影響
を与えるため，併せて「広がり」として評価されている報告が多く，これらを明確に区別することは困難であり，一
部同側多発病変の評価も含まれている。
乳房 MRI は，マンモグラフィおよび超音波と比較して乳癌の広がり診断の精度が高いことは多くの論文で報告さ
れている

。乳房切除術症例での病理学的腫瘍経との比較において，マンモグラフィおよび超音波はいずれも統

2-4）

計学的有意差をもって過小評価となったが，MRI では有意な誤差は指摘できなかった 。また温存手術症例も含
2）

めた病理との詳細な比較において，マンモグラフィ，超音波，MRI の相関係数はそれぞれ 0.63，0.55，0.78 で，マ
ンモグラフィと超音波を組み合わせての診断能（相関係数 0.69）もMRI には及ばないと報告されている 。乳房
3）

MRI による術前乳癌広がり診断が術式に与える影響としては，MRI を術前に施行することで術式を適切に変更で
きたとされる割合は 19 〜 28％と報告されている

。一方で近年，乳癌手術前に MRI を用いた群（816 例）と用

5-7）

いない群（807 例）での再手術率には有意差が認められなかったという多施設ランダム化比較試験（COMICE
試験）の結果が報告された 。また本試験では，MRI を用いた群の 2% で MRI の過大評価による不要な乳房切
8）

除が施行されたとしている。その後も再手術率の低下に術前 MRI は有用でないという報告 や逆に有用である
9）

10）

という報告が混在しており，今後のデータの蓄積が待たれる。
造影 MDCT における非浸潤性乳管癌を含めた乳管内進展の存在診断に関する感度は 71.8％〜 88.2%，特異
度は 67.8% 〜 85.7%，正診率 72.2% 〜 97.3%と報告されている

。マンモグラフィおよび超音波のみで評価した

11-14）

群と比較すると，MDCT は切除断端陽性率を低下させ，乳房温存率を上昇させることが報告されている

。近

13）14）

年，本邦から報告された，造影 MDCT を用いた乳癌広がり診断についての前向き多施設試験の報告では，CT に
より13% の割合で術式を適切に変更できたとしている 。しかしながら MRI が撮像法，読影法の標準化が進ん
15）

でいるのに対し，CT は標準化されておらず，また被曝という不利益も生じる。乳癌進展範囲に対する各モダリティ
の診断能を比較した前向き試験では

，MDCT の正診率 71% は，超音波 56%，マンモグラフィ52% より有意差を

16）

もって優れているが，MRI（76%）の正診率には及ばないと報告されている（有意差あり）。したがって現時点では，

508

C Q 153

乳癌の術前広がり診断においては乳房 MRI が他の画像検査に比較して診断精度が優れていることは明らかであ
ると言える。ただし過大評価等の問題点から乳房 MRI を乳房温存手術症例の術前ルーチン検査として行うべきで
あるというだけの明らかな根拠があるとまでは言えない。今後の読影精度の向上，読影結果の手術への正確な反
映方法など，さらなる検討が期待されるところである。一方で MDCT による広がり診断は，閉所恐怖症，体内金属，
ガドリニウム造影剤に対する副作用などの MRI 禁忌事項により造影 MRI を行うことができない症例に対しては，マ
ンモグラフィや超音波といった従来方法の補足として有効なことがあると言えるにとどまる。

検索式・参考にした二次資料
2013 年 版 で の 検 索 結 果 に 加 え，PubMed で CT は breast cancer，CT，extent，MRI は breast，MRI，
MRM，extent，extension のキーワードを用いて 2014 年 12 月までの文献を加えて加筆した。また，日本乳癌学会
による科学的根拠に基づく乳癌診療ガイドライン ② 疫学・診断編（2015 年版）
，および下記文献１）２）を参考に
した。
文

献
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1）Park CC et al：Outcome at 8 years after breast-conserving surgery and radiation therapy for invasive breast cancer：influence of
margin status and systemic therapy on local recurrence．J Clin Oncol 18：1668-1675，2000（レベル 3）
2）Boetes C et al：Breast tumors：comparative accuracy of MR imaging relative to mammography and US for demonstrating extent．
Radiology 197：743-747，1995（レベル 3）
3）Amano G et al：Correlation of three-dimensional magnetic resonance imaging with precise histopathological map concerning
carcinoma extension in the breast．Breast Cancer Res Treat 60：43-55，2000（レベル 2）
4）Esserman L et al：Utility of Magnetic Resonance Imaging in the Management of Breast Cancer：Evidence for Improved
Preoperative Staging．J Clin Oncol 17：110-119，1999（レベル 3）
5）Braun M et al：Influence of preoperative MRI on the surgical management of patients with operable breast cancer．Breast
Cancer Res Treat 111：179-187，2008（レベル 3）
6）Pediconi F et al：Contrast-enhanced magnetic resonance mammography：does it affect surgical decision-making in patients with
breast cancer? Breast Cancer Res Treat 106：65-74，2007（レベル 3）
7）Mann RM et al：MRI compared to conventional diagnostic work-up in the detection and evaluation of invasive lobular carcinoma
of the breast：a review of existing literature．Breast Cancer Res Treat 107：1-14，2008（レベル 3）
8）Turnbull L et al：Comparative effectiveness of MRI in breast cancer（COMICE）trial：a randomised controlled trial．Lancet 375：
563-567，2010（レベル 2）
9）Gonzaiez V et al：Preoperative MRI of the Breast（POMB）Inﬂuences Primary Treatment in Breast Cancer：A Prospective，
Randomized，Multicenter Study．World J Surg 38：1685-1693，2014（レベル 3）
10）Wang SY et al：The association of preoperative breast magnetic resonance imaging and multiple breast surgeries among older
women with early stage breast cancer．Breast Cancer Res Treat 138：137-147，2013（レベル 3）
11）Tozaki M et al：Diagnosis of Tis/T1 breast cancer extent by multislice helical CT：a novel classification of tumor distribution．
Radiat Med 21：187-192，2003（レベル 3）
12）Doihara H et al：Clinical significance of multidetector-row computed tomography in breast surgery．Breast J 12：204-209，
2006（レベル 3）
13）Takase K et al：Assessing the extent of breast cancer using multidetector row helical computed tomography．J Comput Assist
Tomogr 30：479-485，2006（レベル 3）
14）Fujita T et al：Multidetector row computed tomography for diagnosing intraductal extension of breast carcinoma．J Surg Oncol
91：10-16，2005（レベル 3）
15）Akashi-Tanaka S et al：Evaluation of the Usefulness of Breast CT Imaging in Delineating Tumor Extent and Guiding Surgical
Management：A Prospective Multi-Institutional Study．Ann Surg 256：157-162，2012（レベル 3）
16）Uematsu T et al：Comparison of magnetic resonance imaging，multidetector row computed tomography，ultrasonography，and
mammography for tumor extension of breast cancer．Breast Cancer Res Treat 112：461-474，2008（レベル 3）
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154 多発乳癌の診断に CT・MRI を推奨するか？
推奨グレード

B

推奨グレード

C1

B MRI
C1 CT
MRI を推奨する。MRI を行うことができない場合には，CT は従来の臨床所見，マンモ
グラフィ，超音波と比較し有効な場合があり，施行することを考慮してもよい。

背景・目的
同側の多発乳癌（multifocalityとmulticentricity）の存在は乳房温存療法の適応を決定する際に重要な因
子である。乳房 MRI は乳癌に対し高い感度を有するため，多発乳癌の検出においても有用性が期待される（図）
。
また，両側乳房同時撮像の標準化に伴い，対側乳癌の検出も可能となってきている。一方で，CT は手術体位と同
じ仰臥位で撮像され，短時間に高分解能の画像が得られるため，わが国では，乳房温存療法の術前検査に適応
されることがある。多発乳癌の診断において，MRIとCT が有用かどうか検討した。

解

説

多発乳癌の検出に MRI が有用であることは欧米で早くから認識され，多くの報告がされてきた。乳房温存療法
の術前評価では，マンモグラフィで検出できない同側多発乳癌が MRI で検出される頻度は 27.1 〜 38.0%

，マ

1）2）

ンモグラフィと超音波検査を併用した場合は，MRI だけで同側多発乳癌が検出される頻度は 6.3 〜 10.6%

と報

3-6）

告されている。近年報告されている２つのメタアナリシス

では，乳癌の術前評価に MRI を用いると，患者の 16

7）8）

〜 20% で同側乳房に追加病変が検出されるが，多発乳癌である陽性反応的中度は 66 〜 67% であり，3 分の 1
の頻度で偽陽性例が生じることが指摘されている。MRI は，従来の臨床所見や画像診断より多発乳癌の検出に
優れているが，同時に相当数の偽陽性所見が生じるため，MRI だけで検出される病変に対しては組織学的評価を
行うことを勧告している。
対側乳癌の検出についてのメタアナリシス

では，乳癌の術前に，MRI によって対側病変が追加される頻度

8）9）

は 5.5 〜 9.3％で，そのうち，乳癌である陽性的中率は 37 〜 47.9%と報告されている。
現時点では多発乳癌の検出目的で，乳房 MRI を乳房温存手術症例の術前ルーチン検査として行うべきであると
いうだけの明らかな根拠はない。MRI による術前検索を benefitとharm の観点から好ましくないとする報告
ある一方，術前検索により異時性対側乳癌を減少させるという報告

が

10）

もある。偽陽性例が生じることや MRI だけ

11）

で検出される病変の対処方法については今後の検討が必要である。しかしながら，MRI の多発乳癌の検出率は
他の画像検査よりも高いことは明らかである。
一方，CT においては，マンモグラフィで検出されない同側多発乳癌が，MDCT にて術前に検出される頻度
は 4.5 〜 18.7%

12-14）

で，MRI の報告と比較すると低い。同一症例においてモダリティ別に multifocality または

multicentricity を示した乳癌に対する広がり診断能を検討した報告では，正診率は，MRI 77%，MDCT 64%，
マンモグラフィ 36%，超音波 59% であり，CT はマンモグラフィや超音波検査より高いが，MRI よりは劣ると報告され
ている 。特に，乳管内病変において，MDCT の感度は MRI より有意に低く，正診率も低下すると考えられてい
15）

る 。したがって，現在のところ，多発乳癌の診断においては MRI が第一選択として推奨される。ただし，閉所
16）

恐怖症，体内金属などによりMRI を行うことができない症例においては，CT は乳房温存術の術前検査として，マ
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図 右乳癌の術前 MRI（両側乳房の MIP 正面像）
右 AC 領域の主病巣に加えて，同じ区域内（▲）および他区域（→）に，
マンモグラフィと超音波では検出されなかった多発乳癌が MRI によって検
出されている。

ンモグラフィや超音波検査の補足的検査にはなり得る。

検索式・参考にした二次資料
PubMed によりbreast，MRI，CT，multifocal，multicentiric，contralateral，preoperative のキーワード
を用いて検索した。また，日本乳癌学会編：乳癌診療ガイドライン②疫学・診断編（2015 年版）
，および Breast
MRI：guidelines from the European Society of Breast Imaging 2008 を参考にした。
文

献
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1）Liberman L et al：MR imaging of the ipsilateral breast in women with percutaneously proven breast cancer．AJR 180：901-910，
2003（レベル４）
2） Godinez J et al：Breast MRI in the evaluation of eligibility for accelerated partial breast irradiation．AJR 191：272-277，2008（レベル４）
3）Deurloo EE et al：Additional breast lesions in patients eligible for breast-conserving therapy by MRI：impact on preoperative management and potential benefit of computerised analysis．Eur J Cancer 41：1393-1401，2005（レベル３）
4）Pediconi F et al：Contrast-enhanced magnetic resonance mammography：does it affect surgical decision-making in patients with
breast cancer? Breast Cancer Res Treat 106：65-74，2007（レベル３）
5）Al-Hallaq HA et al：Magnetic resonance imaging identifies multifocal and multicentric disease in breast cancer patients who are
eligible for partial breast irradiation．Cancer 113：2408-2414，2008（レベル４）
6）Braun M et al：Influence of preoperative MRI on the surgical management of patients with operable breast cancer．Breast Cancer
Res Treat 111：179-187，2008（レベル３）
7）Houssami N et al：Accuracy and surgical impact of magnetic resonance imaging in breast cancer staging：systematic review and
meta-analysis in detection of multifocal and multicentric cancer．J Clin Oncol 26：3248-3258，2008（レベル３）
8）Plana MN et al：Magnetic resonance imaging in the preoperative assessment of patients with primary breast cancer：systematic
review of diagnostic accuracy and meta-analysis．Eur Radiol 22：26-38，2012（レベル３）
9）Brennan ME et al：Magnetic resonance imaging screening of the contralateral breast in women with newly diagnosed breast cancer：systematic review and meta-analysis of incremental cancer detection and impact on surgical management．J Clin Oncol 27：
5640-5649，2009（レベル 2）
10）Houssami N et al：Preoperative magnetic resonance imaging in breast cancer：meta-analysis of surgical outcomes．Ann Surg
257：249-255，2013（レベル３）
11）Kim JY et al：Unilateral breast cancer：screening of contralateral breast by using preoperative MR imaging reduces incidence of
metachronous cancer．Radiology 267：57-66，2013（レベル３）
12）Takase K et al：Assessing the extent of breast cancer using multidetector row helical computed tomography．J Comput Assist
Tomogr 30：479-485，2006（レベル３）
13）Taira N et al：Contrast-enhanced CT evaluation of clinically and mammographically occult multiple breast tumors in women with
unilateral early breast cancer．Jpn J Clin Oncol 38：419-425，2008（レベル４）
14）Akashi-Tanaka S et al：Evaluation of the usefulness of breast CT imaging in delineating tumor extent and guiding surgical management：a prospective multi-institutional study．Ann Surg 256：157-162，2012（レベル３）
15）Uematsu T et al：Comparison of magnetic resonance imaging，multidetector row computed tomography，ultrasonography，and
mammography for tumor extension of breast cancer．Breast Cancer Res Treat 112：461-474，2008（レベル３）
16）Shimauchi A et al：Comparison of MDCT and MRI for evaluating the intraductal component of breast cancer．AJR 187：322329，2006（レベル３）

❽乳

房

腋窩リンパ節転移の評価にどのような画像診断を推奨す
るか？

155
推奨グレード

B 超音波
C2 CT，MRI，PET（PET/CT）

B

推奨グレード

C2

超音波を推奨する。
（PET/CT）を行うことは十分
腋窩リンパ節転移の評価の目的のみで CT，MRI，PET，
な科学的根拠がなく勧められない。

背景・目的
腋窩リンパ節転移の有無は病期診断上重要である。近年は臨床的腋窩リンパ節転移陰性乳癌に対して，センチ
ネルリンパ節生検（sentinel node biopsy：SNB）を行い転移陰性であれば，腋窩郭清を省略することが標準治
療となっている。病期診断および SNB 適応決定のために，精度の高い腋窩リンパ節評価が必要とされる。

解

説

触診による腋窩リンパ節転移の診断には限界があり，触診に加えて超音波を使用することで腋窩リンパ節転移診
。超音波は非侵襲的であり，広く行われている乳房の術前評価に加えて腋窩の評
断の正診率が改善する （図）
1）

価に超音波を使用することは勧められる。超音波での診断については，大きさ（径 5mm を超えるものを陽性）
，形
態による基準（円形，低エコー，皮質肥厚，リンパ門消失，分葉の所見）の組み合わせ ，カラードプラーでの血
2）

流情報をあわせること などでの診断能向上が報告されている。
3）

CT については，胸部病変あるいは腹部を含めた転移スクリーニングと同時に施行されることがあるが，現時点で
は有効といえるほどの診断能は得られてない 。
4）

MRI は乳房内病変の診断目的で撮像されることが多く，腋窩については副次的な撮像として行われることがあ
る 。MR spectroscopy による検討では感度 65%，特異度 100% の成績が得られたとの報告がある 。非造影
5）

5）

であっても，拡散強調画像を組み合わせることで診断能が向上したとの報告もみられる 。しかしながら，現時点で
6）

は適切な診断方法は確立されておらず，診断能も十分とは言えない。
PET については，初期の報告では感度が高いとの報告が多かったが，現在では感度は低いと考えられている。
特に小さなリンパ節転移（径 5mm 未満や微小転移例）の検出は難しい。一方で，特異度は PET および PET/
CTともに高い

。進行乳癌症例で PET や PET/CT で陽性所見のみられたリンパ節については臨床的陽性と

7）8）

考え，センチネルリンパ節を省略して腋窩郭清を行うことは検討できる。表に各モダリティの診断能を示した。

検索式・参考にした二次資料
日本乳癌学会編，乳癌診療ガイドライン（2015 年版）
，画像診断 CQ 10 「腋窩リンパ節の評価に画像診断は
勧められるか」を参考にした。PubMed で，breast，axillary lymph node，metastasis，PET，CT，MRI，US
のキーワードを用いて検索した。検索期間は 2007 年以降とした。
文

献

1）Ertan K et al：Axillary ultrasound for breast cancer staging：an attempt to identify clinical/histopathological factors impacting
diagnostic performance．Breast Cancer：Basic and Clinical Research 7：35-40，2013（レベル 4）
2）Alvarez S et al：Role of sonography in the diagnosis of axillary lymph node metastases in breast cancer：a systematic review．
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表

各モダリティの診断能について

PET or
PET/CT 8）

モダリティ

超音波（径）

感度（％）平均
（最小—最大）

（66—73）

特異度（％）平均
（最小—最大）

（44—98）

（88—98）

（79—89）

（54—100）

（75—100）

（90—99）

N
study 数

631
5

706
6

354
5

307
9

2,591
26

862
7

1）

69
75

超音波（形状）

1）

81

（54—92）

96

CT 3）

MRI 4）

n.a.

（79—90）

n.a.

90

（65—100）

90

63

（20—100）

94

PET/CT 8）
56

（44—67）

96

n.a.：not available

大胸筋
小胸筋

level Ⅰ

level Ⅱ

図 乳癌の術前病期診断目的で施行された超音波検査
腋窩 level ⅠおよびⅡに腫大したリンパ節を認める。形状から転
移を疑い，穿刺吸引細胞診で悪性と診断された。腋窩廓清手
術が行われ，病理組織学的にも転移が確認された。
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AJR 186：1342-1328，2006（レベル 3）
3）Esen G et al：Gray scale and power Doppler US in the preoperative evaluation of axillary metastases in breast cancer patients
with no palpable lymph nodes．Eur Radiol 15：1215-1223，2005（レベル 3）
4）Akashi-Tanaka S et al：The role of computed tomography in the selection of breast cancer treatment．Breast Cancer 10：198203，2003（レベル 3）
5）Harnan SE et al：Magnetic resonance for assessment of axillary lymph node status in early breast cancer：a systematic review
and meta-analysis．Eur J Surg Oncol 37：928-936，2011（レベル 3）
6）Scaranelo AM et al：Accuracy of unenhanced MR imaging in the detection of axillary lymph node metastasis：study of reproducibility and reliability．Radiology 262：425-434，2012（レベル 2）
7）Escalona S et al：A systemic review of FDG-PET in breast cancer．Med Oncol 27：114-129，2010（レベル 3）
8）Cooper KL et al：Positron emission tomography（PET）for assessment of axillary lymph node status in early breast cancer：A
systematic review and meta-analysis．Eur J Surg Oncol 37：187-198，2011（レベル 3）
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156 術前の遠隔転移の検索にどのような画像検査を推奨するか？
推奨グレード

B

推奨グレード

B

C2

病期Ⅲにおける骨シンチグラフィ，肝臓超音波検査，腹部 CT，肝臓 MRI，

PET（PET/CT），胸部 CT
C2 病期Ⅰ，Ⅱにおける骨シンチグラフィ，肝臓超音波検査，腹部 CT，肝臓 MRI，
PET（PET/CT） 胸部 CT
病期Ⅰ，Ⅱでは，術前の遠隔転移の検索にこれらの画像診断を行うことは十分な科学的
根拠が無く推奨しない。ただし転移を強く疑う症状，臨床所見がある場合にはその限り
ではない。病期Ⅲでは勧められる。

背景・目的
乳癌では遠隔転移の有無が治療方針の決定および予後の予測の上で重要である。従来，胸部 X 線検査や
骨シンチグラフィ，肝臓超音波検査などで転移の全身検索が行われてきたが，検査装置や診断技術の進歩に伴い，
CT や MRI が施行されるようになり，近年では，PET（PET/CT）が実施される機会も増えている。しかしその一
方で，検診の普及により遠隔転移のリスクが低い早期の乳癌の患者が増加しており，それらの患者に進行乳癌の
患者と同様に転移の全身検索を行う意義があるのかについて議論されるようになってきた。そこで，病期別に各検
査の有用性につき検討した。

解

説

肝臓超音波検査，骨シンチグラフィ，胸部 X 線検査，CT（胸部，腹部）
，PET（PET/CT）を用いて遠隔転
移の検査を行った 1995 〜 2011 年の 22 論文を検討したシステマティック・レビュー では，乳癌患者の 7.0% で転
1）

移が見つかったが，転移の存在する割合は，病期 Ⅰ，Ⅱでは 0.2%，1.2%と非常に低く，Ⅲでは 13.9%，炎症性乳癌
では 39.6%と高率であったと報告されている。また，
転移に対する感度と特異度は，
従来の検査（肝臓超音波検査，
骨シンチグラフィ，胸部 X 線検査）と比較して，CT（胸部，腹部）
，PET（PET/CT）で高くなっている（表）
。
肝臓超音波検査，骨シンチグラフィについては，日本乳癌学会の乳癌診療ガイドライン②診断 CQ11「術前検査
として骨シンチグラフィと肝臓超音波検査は勧められるか」の解説のなかで，特に病期 Ⅰ，Ⅱで転移発見率の低い
割には偽陽性率が高いことが指摘されている。このため，遠隔転移の少ない病期 Ⅰ，Ⅱでは有用性が低く，有症状
や有所見の場合，および遠隔転移が増加する病期 Ⅲの乳癌で検査を考慮することとされている。NCCN ガイドライ
ンにおいても，病期 Ⅰ，Ⅱでは検査は推奨されておらず，T3N1M0（病期 Ⅲ A）や局所進行乳癌，あるいは症状
や検査結果の異常を有する患者に対して実施を検討することが推奨されている。
CT（胸部，腹部）は，肺転移や肝転移の検出に肝臓超音波検査，胸部 X 線検査より有用であると考えられる。
CT にて術前に肺転移や肝転移の検索を行った検討では ，病期 Ⅰ，Ⅱでは偽陽性が多かったのに対して，病期 Ⅲ
2）

では肝臓超音波検査，胸部 X 線検査で認められなかった転移の検出により，6.0% が病期 Ⅳに変更されたと報告
されている。CT（胸部，腹部）は遠隔転移の少ない病期 Ⅰ，Ⅱでは有用性が限られるが，遠隔転移が増加する
病期 Ⅲでは有用性が高くなってくると考えられる。NCCN ガイドラインにおいても，症状のない病期 Ⅰ，Ⅱの乳癌患者
に CT（胸部，腹部，骨盤）は推奨されておらず，T3N1M0（病期 Ⅲ A）や局所進行乳癌，あるいは症状や検
査結果の異常を有する患者に対して実施を検討することが推奨されている。
PET，PET/CT は肝臓超音波検査や骨シンチグラフィ，胸部 X 線検査，CTと比較して，高い感度と特異度で
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表

検査法別にみた乳癌の転移の検出能 1）
肝臓超音波，
骨シンチグラフィ，
胸部単純 X 線

感度（％）
（範囲）

78.0

CT（胸部 and/
or 腹部）
100

（33.3 ～ 100） （87 ～ 100）

PET

PET/CT

100

100

（78 ～ 100） （95.7 ～ 100）

特異度（％）
91.4
93.1
96.5
98.1
（67.3 ～ 97.9） （85.7 ～ 97.6） （82 ～ 100） （91.2 ～ 100）
（範囲）

遠隔転移を検出可能であることが報告されている（図）
。ただし，これらの報告には
病期 Ⅰ，Ⅱの乳癌に関する検討は少なく，転移の存在が疑われていたり，炎症性乳
癌などの高リスクの乳癌を対象とした検討が多い

。また，PET は骨シンチグラ

1）3）4）

フィとの比較で，正診率は溶骨性転移で高く，造骨性転移で低いと報告されている
が，PET/CT では CT により造骨性転移の骨硬化像を描出可能であるため，PET

図 局所進行乳癌
PET 画像では左乳房の原発
病変に加え頸椎・胸骨・肝臓
の転移（→）に集積が認めら
れる。

と比較して骨転移の検出能はさらに向上すると考えられている 。NCCN ガイドラインでは，PET あるいは PET/
3）

CT の使用は，病期 Ⅰ，Ⅱ または手術可能な病期 Ⅲの乳癌に対する病期診断には適応されず，局所進行癌または
遠隔転移のある場合，PET/CT が最も有用であるとしている。以上より，現時点では，局所進行乳癌や病期Ⅲ以
上の症例，他の画像検査で転移の有無があいまいな患者において，PET（PET/CT）は勧められると考えられる。
肝臓 MRI については，病期 Ⅲ，Ⅳでは，MRI で 18％の患者に肝転移が同定されるとのデータもある が，乳癌
5）

術前の転移検索としてのまとまった報告はない。NCCN ガイドラインにおいては，CTと同様に T3N1M0（病期 ⅢA）
や局所進行乳癌，症状や検査結果の異常を有する患者に実施を検討することが推奨されている。
頭部 CT や頭部 MRI による術前の転移検索については，近年まとまった報告がなされておらず十分に検討を進
めることができなかったため，今回推奨グレードの決定は行わなかった。一般的には他の臓器転移がない状態から
いきなり脳転移が起こることはまれと考えられており，症状のない患者に対しスクリーニング検査を行うことは推奨され
ない。

検索式・参考にした二次資料
参考にした。PubMed で breast cancer，metastasis，US，CT，MRI，PET のキーワードを用いて検索した。検
索期間は 2000 年以降とした。
文

献

1）Brennan ME et al：Evaluation of the evidence on staging imaging for detection of asymptomatic distant metastases in newly
diagnosed breast cancer．The Breast 21：112-123，2012（レベル 3）
2）Hyeyoung K et al：The value of preoperative staging chest computed tomography to detect asymptomatic lung and liver metastasis in patients with primary breast carcinoma．Breast Cancer Res Treat 126：637-641，2011（レベル 3）
3）Riegger C et al：Whole-body FDG PET/CT is more accurate than conventional imaging for staging primary breast cancer
patients．Eur J MED Mol Imaging 39：852-863，2012（レベル 4）
4）Koolen BB et al：18F-FDG PET/CT as a stating procedure in primary stage II and III breast cancer：comparison with conventional
imaging techniques．Breast Cancer Res Treat 131：117-126，2011（レベル 4）
5）Hanle M et al：Screening for liver metastases in women with mammary carcinoma：comparison of contrast-enhanced ultrasound
and magnetic resonance imaging．Clinical Imaging 35：366-370，2011（レベル 4）
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日本乳癌学会編，乳癌診療ガイドライン②疫学・診断編（2015 年版）
，また，NCCN ガイドライン ver.2，2011 を
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乳癌原発病変に対する術前化学療法の効果判定にどのよ
うな画像診断を推奨するか？

推奨グレード

B CT，MRI，PET（PET/CT）
C1 マンモグラフィ，超音波

B

推奨グレード

C1

十分な科学的根拠はないが，マンモグラフィあるいは超音波を化学療法の効果判定の一
助として行うことを考慮してよい。
CT，MRI，PET/CT は術前化学療法の効果判定に有用であり，推奨する。

背景・目的
近年，温存手術の適応のない局所進行乳癌症例でも術前化学療法で良好な腫瘍の縮小効果を認めた場合に
は乳房温存手術が可能となることや，術前化学療法にて病理学的完全寛解が得られた症例では進行乳癌でも良
好な予後が期待できることから，術前化学療法が初期治療として選択されるようになってきた。
術前化学療法の実施に際しては，治療方法の選択や治療後の手術適応の決定のために，残存病変の有無，広
がりを把握し，効果判定を正確に判定することが求められる。そのためには画像診断を用いて病変を客観的に評
価できることが重要である。なお，この CQ では主に乳癌原発病変について記述しているが，転移病変に関しても
同様に取り扱われるべきである。

解

説

乳癌診療ガイドライン（日本乳癌学会編 2015 版）では，術前化学療法後の治療効果判定において，画像診断
は視触診よりも有用性が高く，推奨グレードは Bとされている。ただし，モダリティの選択と評価方法に関しては結論
が出ていないとしている。
乳房病変の治療効果判定には，マンモグラフィ，超音波，CT，MRI，PET/CT が用いられている。触診と比べ
てマンモグラフィによる完全寛解の診断精度は高いという報告

はあるが，化学療法後の腫瘍最大径の評価の比

1）

較では触診に劣るという報告 もあり，評価は定まっていない。悪性病変に伴う石灰化の評価ではマンモグラフィが
2）

有用であり，他のモダリティでは評価が難しい。
乳癌の治療効果の評価において超音波はマンモグラフィに比べ優れているとされており，エラストグラフィの有
用性の報告も見られる 。しかしながら，術者によって検査精度が異なることや客観的な評価が難しいことから，
3）

RECIST1.1 では推奨されていない。使用にあたっては注意が必要である。
乳癌学会のガイドラインでは，乳房病変に対する CT による評価は MRI を使用できない場合に有効な場合がある
とされており，治療効果の評価においても乳房病変のみを対象とする場合はこれに準ずると考えられる。ただし，進
行乳癌においてはリンパ節転移や遠隔転移を伴っていることも多く，これらの評価には CT が有用である。
MRI は化学療法前後の乳房病変の評価（図）に有用であるとの報告が多く見られる

。35 文献を検討したレ

4-7）

ビューでは，残存病変の評価はおおむね良好であるが乳癌のサブタイプや化学療法のレジメンによる影響があるとさ
れている 。
8）

PET は現在 PET/CTとして行われることが多い。乳房病変の評価に関してはその解像度から小病変の評価
に限界はあるものの，術前化学療法が行われるような進行乳癌では病変の評価は可能であると考えられる。PET/
CTとMRI の乳房病変に対する治療効果判定における診断能の比較に関していくつか報告があり，完全寛解の
評価には特異度は MRI が高いが，感度は PET/CT が高いとされている
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。PET/CT の転移病変に対する

9）10）
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図

A

B

乳癌化学療法前後の MRI

（MIP 像）
A 術前化学療法前 左 C 領域
に 4.4cm 大の分葉状腫瘤（→）
があり，充実腺管癌であった。
B 術前化学療法後 腫瘍（→）
は 1.0cm 大に縮小している。 温
存療法が行われた。

診断能は高く，Ⅱ，Ⅲ病期の症例での検討では感度は 100%，特異度は 96%とされている 。原発病変に加え転
11）

移病変の評価が必要な場合には，PET/CT は両者を一度に評価することが可能なことから有用性が高いと考えら
れる。
マンモグラフィや超音波のエビデンスは十分ではなく，有用である症例は限られる。超音波では術者依存に注意
する必要がある。MRI，CT，PET/CT を行う事は勧められるが，すべてが必要であるわけではなく状況に応じて
モダリティを選択することが必要である。

検索式・参考にした二次資料
PubMed で，breast cancer，preoperative chemotherapy，neoadjuvant chemotherapy，CT，MRI，
MMG，US，PET のキーワードを用いて検索した。日本乳学会診療ガイドライン 2015 年版，New response
evaluation criteria in solid tumours：Revised RECIST guideline（version 1.1）および文献 11 を参考にした。
文

献
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乳房温存療法後の乳房の局所再発の定期的経過観察に
CT，MRI，超音波を推奨するか？

推奨グレード

C2

推奨グレード

D

C2
D

超音波，MRI

CT

超音波を単独で定期検査として用いることは十分な科学的根拠が無く推奨しない。マン
モグラフィの補助的検査として有用である。
乳房温存療法後の定期検査には，MRI は十分な科学的根拠が無く推奨しない。ただし，
患側，対側乳房内の潜在性病変に対して有用なことがある。
CT は診断的有用性がなく，施行すべきではない。

背景・目的
近年，Early Breast Cancer Trialists’
Collaborative Group（EBCTCG）のメタアナリシスでは局所再発が
高率な場合，生存率が低下すると報告しており，局所再発の診断やコントロールが重要とされている 。また，最近
1）

のメタアナリシスでは，乳癌局所再発の早期発見が生存率に影響を与えるか否かを検討しており，定期的マンモグ
ラフィで早期発見された場合，生存率が良好であったとの報告が出ている 。乳房温存療法後（以下温存療法）
2）

の局所再発の発見に於いて，乳癌診療ガイドラインでは初期治療後の定期的マンモグラフィは有用である（推奨グ
レード A）
としている。しかし実際には，
温存療法後の検査に様々なモダリティが用いられる様になってきている。今回，
温存療法後の乳房に対して定期検査としての超音波，MRI，CT の有用性を検討した。

解

説

温存療法後の乳房内の状態は，切除や放射線治療により乳房内の炎症，浮腫や出血，肉芽腫性変化など多彩
な組織学的変化が見られる。治療直後より時間を追う毎に上記の組織学的変化が改善してくるものの，決して消
失する事は無く，これらの病態が画像に影響を及ぼし，再発病変の指摘を困難なものにしている

。

3-5）

超音波は，乳癌術前後に日常的に行われている検査であり，術前の乳癌診断に於いて，ガイドラインでは推奨
グレード Bとなっている。一方，温存療法後の局所再発（対側乳房も含む）に対して超音波単独では，感度 87
〜 90.9％，特異度 68.6 〜 98.3％と感度が高く，特異度が低い傾向にあり，偽陽性も多くなるため，超音波ガイド下
細胞診や組織診の対象となりうる

。一方，現在推奨されている温存療法後の局所再発のスクリーニングである視

6-8）

触診およびマンモグラフィに超音波を追加することにより感度，特異度の上昇が見られた

。従って超音波は，あ

8-10）

くまでもスクリーニング検査である視触診やマンモグラフィの補助的な役割の域を超えないため，精査には有用であ
る

。

7）9）10）

造影 MRI の再発・残存病変に対する感度 61.2 〜 100％，特異度 69.7 〜 96％，陽性反応的中率 56.3 〜 75％，
陰性反応的中率 54.8 〜 100％と，陽性反応的中率が低い

。造影 MRI による再発病変の MRI 所見で濃

4）11）12）

染パターンやその形状，濃染の増強や新病変の出現を認めた場合には再発を考慮する

。この様に患側残存

5）13）

乳房内の潜在性病変や多発病変においてマンモグラフィで指摘できず，MRI で指摘できた頻度は 12.2％〜 64％で
あり，約 30％が再発後の治療方針に変更をもたらす等の有用性も言われている

。しかし，温存療法後の

4）11）12）14）

時期によっては，病変および乳腺組織も同様に濃染されるため，乳房内再発病変の指摘や良悪性の鑑別には限界
が見られる 。
15）

近年の MRI 装置は，一度に両側乳房の検査が可能であり，温存術後の患側乳房のみならず対側乳房の潜在
性乳癌の発見が見られ，その頻度は，2 〜 5％である
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。ただし，2 つの後ろ向き研究では，MRI の対側乳癌

4）13）16）
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の陽性反応的中率が 67 〜 47.9％と低く，真陽性 / 偽陽性の値が 0.92 であり，良悪性の鑑別は困難としている

。

4）17）

また，MRI で発見された対側乳癌疑い病変に対して 32％に生検が勧められ，うち 5％が癌であり，多くが早期治療
可能な非浸潤性乳管癌や早期乳癌であった

。

16）

以上の様に温存療法後の MRI の有用性は認められているものの再発の頻度が低いことや患者への侵襲や検
査のコストパフォーマンスが悪いことが，患者への不利益になると考えられる

。さらに，MRI による対側乳癌の

16）17）

発見が患者の長期予後にどのように影響を及ぼすかは現在のところ不明である。
造影 CT は，MRIと比較して検査時間が短いこと，手術体位で検査が可能である事，コストが低い事などが利
点である 。いくつかの後ろ向き研究では，乳房温存療法後の局所再発における造影 CT の感度 90 〜 91％，特
6）

異度 85 〜 90％ PPV 90 〜 94％，NPV 90 〜 98％，正診率 88 〜 90％と報告されており，高い診断率が得られ
ているが，いずれも経過観察中にマンモグラフィや超音波で悪性が疑われた病変に対して造影 CT を行ってい
る

。また，これらの報告では造影 CT で再発と定義する CT 値の一定の基準がない。CT による X 線被曝

6）18）19）

の増加等を考えると，乳房温存療法後の乳房のスクリーニングには勧められない。

検索式・参考にした二次資料
PubMed で，breast conserving-therapy，MRI，CT，Ultrasonography/ultrasound，local recurrence，
recurrence のキーワードを用いて検索した。日本乳癌学会診療ガイドライン，疫学・診断編 2011 年版を参考にした。
文

献
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乳癌術後の全身の定期的経過観察においてどの画像検査
を推奨するか？

推奨グレード

胸部単純 X 線，胸部 CT，肝臓超音波，腹部 CT，肝臓 MRI，骨シンチグラフィ，PET（PET/
CT），頭部 CT・MRI は，特に臨床的症候がない限り，画像検査を推奨する科学的根拠

C2

に乏しく，推奨しない。

背景・目的
乳癌術後の定期的経過観察をするうえで，全身の転移検査としてどのような検査をどの程度の頻度で行えばよい
かということについて，現在わが国で，日常診療として行われている項目を中心に，その有用性を検討した。

解

説

乳癌術後，定期診察とマンモグラフィのみを行う定期的経過観察と，それらに加えて骨シンチグラフィ，肝超音波，
胸部単純 X 線，血液検査を行った前向き試験 ，胸部単純 X 線と骨シンチグラフィを加えた前向き試験 とその 10
1）

2）

画像診断を加え慎重なフォローアップを行っても，
生存率は改善しないことが示された。また，
年後の経過観察 により，
3）

それらのメタアナリシス によっても，生存率，無再発生存率に差はなく，年齢，腫瘍径，リンパ節転移の状況による
4）

サブグループ解析でも有意差を認めていない。再発例を対象に，肝機能，腫瘍マーカー，胸部単純 X 線，CT，骨
シンチグラフィにより診断された例と，病歴，症状，身体所見，マンモグラフィにより診断された例とを比較検討した後
ろ向き研究

でも，診断方法の違いは生存率に影響しなかった。これらは 2000 年以前の研究であるが，これらの

5）

インパクトが強いのか，新しい研究はほとんどない。現在，様々な再発リスク分類

が報告されているが，リスクの

6）7）

違いにより定期的経過観察の頻度，内容を比較した研究はない。
個々の検査については，まず術後，定期的な胸部単純 X 線の有用性を示した研究はない。
胸部単純 X 線を含む定期的経過観察を評価した，前向き，後ろ向き研究では，いずれも胸部単純 X 線の有用
性は認めなかった

。胸部単純 X 線を症状出現時に施行することにより医療費が削減されることが示された 。

1-3）
5）
8）
9）

10）

術後の胸腹部 CT に関する前向き研究は存在しない。2 つの後ろ向き研究

では，術後，胸部 CT や骨盤

11）12）

部を含む部位に対する CT の効果が検討されたが，いずれも有用性は認めなかった。その他，無症状患者に対す
る定期的な CT の有用性を示した研究は存在しない。
肝臓に関しては，1 つの前向き研究では定期的経過観察の項目に肝臓超音波が含まれていたが，定期的検査を
行っても生存率や QOL が改善しないことが示された 。その他，無症状患者に対する定期的な肝臓超音波の有用
1）

性を示した研究は存在しない。肝臓 MRI を，無症状患者に対して定期的に行うことに関する研究はなされていない。
骨シンチグラフィについては，乳癌治療後，最も頻度の高い初再発部位は骨転移で
ンパ節転移状況，組織型などでそのリスクが分類できるという報告もあるが

，病理学的腫瘍径やリ

13）

，術後の定期的骨シンチグラフィによ

14）

る予後改善効果は証明されていない。骨転移の発見契機を症状の有無別に比較した後ろ向き研究

では，骨

15）

シンチグラフィを含む定期検査によって無症状の骨転移を発見，治療しても，生存期間延長効果は認めなかった。
NSABP の報告
Group の報告

では，無症状の骨転移は 0.65％（52/7，984 scans）
，The Ludwig Breast Cancer Study

16）

では，腋窩リンパ節転移陽性患者に対し骨シンチグラフィを行い，初発の骨転移を早期発見でき

17）

た割合は 2.4％と，その頻度も低い。ただし，現在，骨シンチグラフィの診断精度の向上やビスフォスフォネート製剤
の登場により骨転移の治療法も変化してきている。臨床的骨シンチグラフィの意義について，特に骨転移の頻度の
高いと考えられる進行例については再検討が必要だとする論文もみられる 。生存期間延長効果は明らかでなくと
18）

も，骨関連事象（SRE）を減少させるという意味では，今後検討を要するものと考えられるが，現時点では，無症
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C Q 159
状の患者に対する定期的な骨シンチグラフィを勧める確かな根拠は認められない。
術後の PET に関する前向き研究は存在しない。PET は，乳癌再発の検出において，マンモグラフィ，超音波，
CT，MRI，X 線，骨シンチグラフィなどの通常の画像検査に比べて，より感度，特異度が高い

。しかしなが

19）20）21）

ら，
そのことが生存率，QOL，
医療経済に及ぼす効果を示す研究は存在しない。1 つの後ろ向き研究

では，
転移・

19）

再発乳癌検出に関して，PETと通常の画像検査との比較が行われている。PET は通常の画像検査に比し，感度，
陰性適中率が上昇したが，特異度，陽性適中率は差を認めなかった。以上，PET は乳癌再発の検出に有用であ
るが，無症状の患者に定期的に PET を行うことの有用性を示す研究は存在しない。
頭部 CT・MRI を，無症状患者に対して定期的に行うことに関して研究はなされていない。
以上，乳癌術後に様々な検査を組み入れた慎重な定期的経過観察を行うことの，生存率，QOL，に対する効果
は証明されていない。治療法の変化に伴う早期発見の意義の変化の可能性もあり，今後もEBM に基づく観察研
究を行い，有用性の証明された検査を定期的経過観察のガイドラインに盛り込むべきである。

検索式・参考にした二次資料
PubMed によりbreast，cancer，follow-up，imaging のキーワードを用いて検索したが，対象となる文献はほとんど
なかった。また，日本乳癌学会編：乳癌診療ガイドライン②疫学・診断編 2011 年版を参考にした。
文

献
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◆ 主な改訂ポイント ◆
●新たな CQ の追加（小児）
CQ171

小児虐待の診断に骨 X 線写真を推奨するか？ CT は必要か？

●推奨グレード・タイトルの変更
CQ161

頸椎症性脊髄症・神経根症の診断に脊髄造影を推奨するか？

頸椎症性神経根症の推奨グレードを C2 → C1 に変更した。また，追加文献により解説内容の追加があった。
CQ167 大腿骨頭壊死症の診断にどのような画像検査を推奨するか？（
「画像診断」→「画像検査」に変更）
CT の推奨グレードを C1 → B に変更した。また，追加文献により解説内容の変更があった。

●本文，文献に追加があった CQ
CQ160

頸椎症性脊髄症の診断に MRI を推奨するか？

解説最後に「また，通常の MRI で得られるのは仰臥位で静止した状態の画像であり，
脊髄圧迫に関与する様々
な動的因子の評価は困難である。」を追加した。
CQ162

腰椎椎間板ヘルニアの診断に MRI を推奨するか？

追加文献により解説内容の追加があった。
CQ164

肩関節の腱板損傷の診断に MRI を推奨するか？ MR 関節造影は必要か？

追加文献により解説内容の追加があった。
CQ165

肩関節の関節唇損傷の診断に MRI を推奨するか？ MR 関節造影は必要か？

追加文献により解説内容の追加があった。

●本文，文献，検索式，図等に一部軽微な変更，追加があった CQ
CQ163

腰椎椎間板ヘルニアの診断に椎間板造影，脊髄造影を推奨するか？

CQ166

関節リウマチの診断に手関節 MRI を推奨するか？

CQ168

膝関節の半月板・十字靭帯損傷の診断に MRI を推奨するか？

CQ169

骨腫瘍・腫瘍類似病変の診断に MRI を推奨するか？

CQ170

軟部腫瘍・腫瘍類似病変の診断に MRI を推奨するか？ 造影 MRI は必要か？

❾ 骨軟部

骨軟部領域の標準的撮像法
A 脊椎の撮像法
総

論

脊椎・脊髄病変が疑われる場合，まず最初に単純 X 線写真が撮影される。次に病変の同定，原因の究明のた
めに MRI や CT が施行されるが，MRI のほうが得られる情報が多く，通常は MRI が優先される。骨の詳細な評
価が必要な場合には CT が施行され，必要に応じて脊髄・椎間板造影が追加される。

単純 X 線写真
基本的撮影法は正面像と側面像の 2 方向撮影である。椎間孔狭窄症や脊椎分離症が疑われる場合には，両
斜位像を加えた 4 方向撮影を行う。環軸椎亜脱臼や椎体すべりなどの脊椎不安定性を評価する場合には，前屈・
後屈側面像を追加する。頸椎外傷による歯突起骨折や関節リウマチによる環軸関節破壊，小児で好発する環軸
椎回旋位固定を評価する場合には，開口位正面像を追加する。

脊髄造影・椎間板造影
脊髄造影は様々な原因による脊髄・神経根鞘圧排，脊柱管狭窄の評価を目的として，椎間板造影は椎間板の
形態評価，椎間板性疼痛誘発・再現による機能的診断を目的として，それぞれ施行される。CTとの併用（CT 脊
髄造影，CT 椎間板造影）で施行されることもある。両検査ともに MRI の普及に伴い，適応が限られてきている。

CT
後縦靱帯骨化症などの石灰化・骨化病変や骨折線，椎間・椎体内ガスの描出，脊柱管狭窄の評価のために施
行される。収集スライス厚は装置の最小（1 mm 以下）が望ましい。作成する多断面再構成（MPR）像は横断，
矢状断，冠状断の 3 方向が基本で，必要に応じてほかの断面を追加する。SSD（surface rendering）法，VR
（volume rendering）法による三次元像は複雑な構造を立体的に把握するのに有用で，環軸椎亜脱臼や歯突
起骨折など，三次元的な位置関係の把握が求められる場合に用いられる。CT は MRIと相補的な関係にあるため，
相互の長所・短所を見極めた活用が望まれる。

MRI

₁ 撮像体位と使用コイル
撮像は仰臥位で行う。側弯を来している場合には，体軸を極力真っ直ぐにする。頸椎の撮像では嚥下や脳脊髄
液・血管拍動によるアーチファクトを避けるため，義歯を外して嚥下，首の動きを最小限に抑えるようにする。脊椎用
phased array coil を用いるが，テーブル内にコイルを装備する装置では専用コイルを用意する必要はない。

2 撮像シーケンスと撮像断面

基本的な撮像断面は矢状断，横断の 2 方向である。矢状断像は両側椎間孔が十分に含まれる撮像範囲を設
定する。T2 強調矢状断像は解剖や病変の全体像を把握しやすく，これをまず最初に撮像する。T1 強調矢状断
像は骨髄病変や T1 強調像で高信号を示す病変（血腫，脂肪腫など）
，神経根囊胞の描出，脊柱管内脂肪の評
価に役立つ。横断像は撮像断面設定が臨床徴候，疾患により異なる。脊椎変性疾患を対象とする場合は，椎間
レベルとその上下 3 スライスの設定が勧められる。脊髄病変や脊柱管内病変を疑う場合は適宜病変レベルの設定
を行い，これが広範囲の場合は椎体・椎間レベルの 1 断面ずつの設定が望ましい。T2・T2 強調横断像は脊柱
＊
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A

B

C

D

図 1 頸椎

MRI

A T1 強調矢状断像 B T2 強調矢状断像 C T2 強調横断像 D T2 ＊強調横断像

管狭窄，
脊柱管内の評価に有用である。T2 強調像はT2 強調像と比べて脊髄病変の検出感度が高く，
磁化率アー
＊

チファクトを生じにくいが，脳脊髄液・血管拍動によるアーチファクトを生じやすい欠点がある。従って，頸椎，胸椎
の横断像は，脊椎変性疾患を対象とする場合には T2 強調像よりもT2 強調像が勧められ，病変そのものの信号
＊

T2 強調像は脊柱管狭窄を過大評価する場合があるので注意が必要である。腰椎の横断像は T2 強調像が勧め
＊

られる。T1 強調横断像は，T2・T2 強調横断像にて周囲構造と椎間板ヘルニアの鑑別に難渋する場合や大きく
＊

偏位した椎間板ヘルニアと神経根との関係をみたい場合に有用である。
冠状断像は神経根と突出した椎間板，骨棘，腫瘍との位置関係や傍脊椎病変の評価に有用である。脂肪抑制
T2 強調像，STIR（short tau inversion recovery）像は骨髄病変や脊椎周囲病変の検出に優れるが，STIR
像は脂肪抑制 T2 強調像よりも金属によるアーチファクトが生じ難く，頸椎，胸椎などの磁場の不均一な部位でも安
定した脂肪抑制が得られる。MR 脊髄造影は 2D 法と3D 法があるが，時間分解能やコントラストが良好な 3D 法
が普及している。侵襲性の高い脊髄造影の代替検査として使用されている。腰椎では良好な画像を得やすいが，
頸椎，胸椎ではくも膜下腔が狭く髄液拍動によるアーチファクトや磁場不均一の影響があり，画像劣化を来しやすい。
撮像パラメータは MR 装置で異なるが，推奨される重要なパラメータを表 1 に示す。
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強度や脊髄病変の評価が必要な場合，金属インプラントが挿入されている場合には T2 強調像が望ましい。ただし，

❾ 骨軟部

A

B

図 2 腰椎

C

MRI

A T1 強調矢状断像 B T2 強調矢状断像 C T2 強調横断像
表1

MRI の推奨パラメータ
撮像視野（FOV）

頸椎，胸椎：20 ～ 34 cm
腰椎：16 ～ 20 cm

スライス厚

頸椎：3 ～ 4 mm
胸椎，腰椎：4 ～ 5 mm

マトリックス

256 ～ 512×132 ～ 270

3 基本的撮像法
基本的撮像法は骨髄，椎間板，脊柱管内，脊髄を評価できる必要がある。また，血腫や腫瘤性病変（腫瘍，
囊胞など）などが発見された場合にも，ある程度の質的診断が可能でなければならない。上記した矢状断像と横
断像の組み合わせが勧められる。以下に例 1 を示す。
❶ 頸椎（図 1）
，胸椎
矢状断：T1 強調像，T2 強調像，脂肪抑制 T2 強調像または STIR 像
横断：T1 強調像，T2 強調像または T2 強調像
＊

❷ 腰椎（図 2）
矢状断：T1 強調像，T2 強調像，脂肪抑制 T2 強調像または STIR 像
横断：T1 強調像，T2 強調像
頸椎，胸椎の横断は基本的に T2 強調像よりもT2 強調像が推奨されるが，病変そのものの信号強度や脊髄病
＊

変の評価が必要な場合は T2 強調像が望ましい。外傷の精査の場合には，脊髄損傷（出血）の検出に T2 強
＊

調像が有用とされている。基本的撮像に矢状断 T2 強調像を追加し，横断の T2 強調を T2 強調像に変更する
＊

＊

ことが望ましい。
文

献

1）上谷雅孝：骨軟部疾患の画像診断 第 2 版．秀潤社，2010
2）福田国彦ほか：関節の MRI．メディカル・サイエンス・インターナショナル，2007
3）山下康行：日本磁気共鳴医学会研究プロジェクト「ルーチン MRI 撮像法の標準化検討」成果報告：第 1 報：脊椎・脊髄，乳腺．日本磁気
共鳴医学会雑誌 28：196-209，2008
4）Ross JS et al：Diagnostic Imaging Spine，1st ed．Amirsys/Elsevier Saunders，2004
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B 関節の撮像法
総

論

関節の画像診断は，現在でも単純 X 線写真が基本である。以前は精査のために関節造影がよく施行されてい
たが，画像装置の進歩，普及に伴いこの適応は限られてきており，特に MRI の活用される機会が多くなっている。
関節の MRI は小さな構造を評価することが必要とされ，撮像には特に撮像範囲と撮像断面の設定，解像度に注
意を払う必要がある。ほかの部位と異なりプロトン密度強調像が多用されるが，この撮像法はブラーリングアーチファ
クトによる画像劣化が生じやすく，この軽減のためにエコートレイン数を比較的小さく設定することが望ましい。以下
に各関節における撮像法について述べる。

① 肩関節の撮像法
単純 X 線写真
基本的撮影法は正面像と軸位像の 2 方向撮影である。正面像は通常は中間位を撮影し，必要に応じて内旋位，
外旋位の撮影を追加する。肩甲骨側面像（スカプラ Y 像）は肩峰下面の観察に適しており，腱板断裂や肩峰下
インピンジメントの診断の際に撮影する。内旋位正面像や屈曲位半軸位像（ストライカー像）は反復性肩関節脱臼・
亜脱臼で生じる上腕骨頭後外側部の陥没骨折
（ヒル - サックス病変）
の描出に有用である。挙上位ゼロポジション像，
下垂位での下方ストレス撮影は関節弛緩や動揺性肩関節の診断に役立つ。結節間溝撮影は上腕二頭筋長頭腱
の損傷，炎症を疑う場合に，結節間溝の骨棘突出や狭小化の評価のために行う。

関節造影
関節包または滑液包の造影による腱板や関節唇などの軟部組織病変の診断は MRI の出現により適応が限られ
てきている。しかし，関節造影には運動時痛の原因精査などにおいて通常の MRI では難しい動態観察ができる，
joint distension（関節内圧の減圧）などの治療をあわせて行えるなどの利点がある。CT，MRIとの併用（CT
関節造影，MR 関節造影）で行うこともある。

CT
骨折の評価や関節内遊離体，石灰化の描出などのために施行される。収集スライス厚は装置の最小（1mm 以
下）が望ましい。作成する多断面再構成（MPR）像は横断像，肩甲関節窩に平行な斜矢状断像，それと直行
する斜冠状断像の 3 方向が基本で，必要に応じてほかの断面を追加する。骨折では単純 X 線写真の補助的な
よる三次元像は骨折，脱臼の立体的把握に適しており，これらの整復，接合，機能再建術の術前計画などに有用
である。CT 関節造影は関節唇，関節側腱板などの関節内構造の評価のための施行されることがある。

MRI
₁ 撮像体位と使用コイル
仰臥位にて上腕は手掌を体幹に向けた無理のない自然な中間位からやや外旋位とするが，外旋位は疼痛を惹
起する可能性があることに注意する。動きによるアーチファクトを低減させるためにスポンジなどを活用し，肩専用コ
イル（他，フェイズドアレイコイルやフレックスコイルなど）により肩関節を固定する。呼吸運動に対してはバストバンド
などを使用する場合もある。肩関節は体の外側に位置しガントリーの中心から離れているため，ポジショニングや静
磁場の均一性を高める工夫が必要である。
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役割を担い，骨折線の有無，骨片の数や位置，転位の方向，関節面の状態などを評価できる。SSD 法，VR 法に
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A

B

図 3 肩関節

C

MRI

A T2 ＊強調横断像 B T2 強調斜冠状断像 C 脂肪抑制 T2 強調斜矢状断像
表2

MRI の推奨パラメータ
撮像視野（FOV）

15 ～ 18 cm

スライス厚

3 ～ 4 mm

マトリックス

256×230

プロトン密度強調像の
エコートレイン数

4～6

2 撮像シーケンスと撮像断面
T2 強調像は腱板の評価に有用だが，関節唇病変の描出感度が低い。T2 強調像は関節唇の評価に有用だ
＊

が，腱板は正常でもマジックアングル効果による偽病変が出現するために，評価に注意が必要である。また，これら
の撮像法では骨髄病変が不明瞭になる。脂肪抑制 T2 強調像，STIR 像は腱板を含めた軟部組織，骨髄の病変
を高感度に描出できる。プロトン密度強調像は腱板，関節唇の評価に有用だが，これも腱板にマジックアングル効
果による偽病変が出現し，評価に注意が必要である。T1 強調像は得られる情報が少ないが，骨髄評価，血腫や
腫瘤性病変（腫瘍，囊胞など）などの偶発的な異常所見の評価に有用である。
基本的な撮像断面は横断，斜冠状断，斜矢状断の 3 方向である。横断像は肩甲関節窩（または体幹軸）
，お
よび上腕骨（または体幹軸）に垂直となるようにし，肩鎖靱帯から肩甲下筋までを含める。斜冠状断像は棘上筋
に平行とし棘下筋から肩甲下筋までを十分に含め，斜矢状断像は肩甲関節窩に垂直に設定し三角筋から肩甲骨
中央まで含める。外転外旋位ではスカウト冠状断面から上腕骨長軸に平行な斜横断像を撮像し，斜冠状断像や
斜矢状断像を適宜追加する。腱板は斜冠状断像と斜矢状断像が，上腕二頭筋長頭腱の関節内部は斜矢状断像
と斜冠状断像が，結節間溝部は横断像が，関節上腕靱帯と腱板疎部は斜矢状断像と横断像が，関節唇は横断
像と斜冠状断像が，それぞれ評価に有用だが，基本の 3 方向の断面像を相補的に評価して診断する。
撮像パラメータは MR 装置により異なるが，推奨される重要なパラメータを表 2 に示す。

3 基本的撮像法

基本的撮像法は腱板，
上腕二頭筋長頭腱，
関節唇を含めた安定機構，
および骨髄を評価できる必要がある。T2
強調像，T2 強調像を基本とし，1 方向以上の脂肪抑制 T2 強調像を撮像することが望ましい。T1 強調像は骨
＊

髄評価，血腫や腫瘤性病変があった場合を考慮し，1 方向撮像することが望ましい。以上を踏まえたうえで撮像法
が決定される。以下に例を示す（図 3）
。
横断：T2 強調像，T2 強調像
＊
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A
図 4 肩関節 直接

B

MR 関節造影

A 脂肪抑制 T1 強調横断像 B 脂肪抑制 T1 強調斜矢状断像

斜冠状断：T1 強調像，T2 強調像または脂肪抑制 T2 強調像
斜矢状断：T2 強調像または脂肪抑制 T2 強調像

※

※

（※ 斜冠状断 T2 強調像と斜矢状断脂肪抑制 T2 強調像，
または斜冠状断脂肪抑制 T2 強調像と斜矢状断 T2
強調像の組み合わせにする。
）

4 MR関節造影

関節唇，上腕二頭筋長頭腱関節唇複合体，関節上腕靱帯，腱板関節側などの関節内構造の損傷評価のため
に用いられる。MR 関節造影は関節内に造影剤の希釈液を注入し撮像する直接 MR 関節造影と経静脈造影後
に運動負荷を加えて撮像する間接 MR 関節造影がある。直接 MR 関節造影は生理食塩水で 100 〜 250 倍に希
釈した Gd 造影剤を 10 〜 20ml 関節内へ注入後に撮像する（図 4）。侵襲的だが，関節包の十分な伸展を得る
ことができる。間接 MR 関節造影は低侵襲だが，運動負荷が必要である，関節包の十分な伸展が得られない，軟
部組織の造影効果が評価の妨げになるなどの欠点がある。直接 MR 関節造影のほうが一般的である。
脂肪抑制 T1 強調像を基本の 3 方向で撮像し，外旋外転位での撮像を適宜追加する。しかし，この体位は疼痛を
惹起する場合があり，すべての症例でできるわけではない。関節内構造の損傷を造影剤の漏出や染み込みにより評価
できる。関節内外の液体貯留の鑑別のため，脂肪抑制 T2 強調像をいずれかの断面で追加撮像することが望ましい。

現在，日本において関節内に投与が認められているのはヨード造影剤 1 剤のみであり，ガドリニウム造影剤の添
付文書に関節内投与についての記載はない。ガドリニウム造影剤の関節内投与は日本のみならず世界中に広く受
け入れられている手技であるが，MR 関節造影を施行する場合には，事前に患者への十分な説明を行い患者から
の同意を得る必要がある。
文

献

1）杉村和朗：骨軟部の MRI．メジカルビュー社，2000
2）Schulte-Altedorneburg G et al：MR arthrography：pharmacology，efficacy and safety in clinical trials．Skeletal Radiol 32：1-12，
2003
3）福田国彦ほか：関節の MRI．メディカル・サイエンス・インターナショナル，2007
4）堀尾重治：骨・関節単純 X 線写真の撮りかたと見かた 第 8 版，2010
5）上谷雅孝：骨軟部疾患の画像診断 第 2 版．秀潤社，2010
6）佐志隆士：肩関節の MRI 第 2 版．メジカルビュー社，2011
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② 肘関節の撮像法
単純 X 線写真
基本的撮影法は正面像，側面像の 2 方向撮影である。正面像は伸展位で，側面像は 90 度屈曲位で前腕を
回内外中間位にして撮影する。斜位像はわかりにくい骨折，特に橈骨頭や尺骨鉤状突起，小児の外側上顆の骨
折の検出に役立つ。上腕骨小頭の離断性骨軟骨炎は，通常の正面像よりも45°
屈曲位正面像の方が病変の描出
が良好となる。肘部管症候群の場合は，尺骨神経溝撮影にて骨棘形成や尺骨神経溝の変形を観察する。内反・
外反ストレス撮影は内側・外側側副靱帯損傷による不安定性の評価のために行う。

関節造影
MRI による関節構成成分の描出能が向上したため，適応は限られている。内側側副靱帯の部分断裂では断裂
部に造影剤が入り込む様子が CTもしくは MRI 関節造影にて認められ，非造影検査よりも検出能が上がる。

CT
急性外傷における骨折の有無，関節面の状態，転位骨片，関節可動域制限の原因となる関節内遊離体や骨棘
の状態精査のために施行されることが多い。MPR（multiplanar reformation）像は関節面に対して横断，矢状
断，冠状断の 3 方向を作成するが，あらゆる方向からの画像再構成を高い分解能で可能とするため，収集スライ
ス厚は使用機種の最小（1mm 以下）とする。MPR 像は横断，矢状断，冠状断の 3 方向を作成する。この場合，
再構成スライス厚は 2mm 以下とする。volume rendering（VR）像は術前のシミュレーションなどに利用されるが，
閾値の設定によっては小さな骨折や遊離体の描出が難しくなるため，MPR の補助として用いられる。

MRI

₁ 撮像体位と使用コイル
仰臥位にて肘を伸展し腕を下ろした状態とする。側副靱帯の描出を良好にするため，上腕に対する前腕の回旋
を最小限にする。体格が大きい場合は肘関節がガントリーの辺縁となり静磁場中心から外れて画質が不良となるた
め，身体を斜めにして少しでも中心に近づけるようにする。うつ伏せで撮像側の腕を挙上する方法もあるが，肩関節
に負担がかかるため，動きによるアーチファクトが生じやすくなる。静止可能な体位かどうかを被験者に確認し，無
理のない状態で検査を行うことが重要である。
使用コイルは円形もしくは長方形コイルを用いる。関節内構造を詳細に調べたい場合は，空間分解能をあげるた
め直径 7 〜 8cm 程度までの小円形コイルを使用する。

2 撮像シーケンスと撮像断面

撮像シーケンスは目的とする構造により変更する。靱帯を目的とする場合は T2 強調像，脂肪抑制 T2 強調像も
＊

しくは short tau inversion recovery（STIR）像，プロトン密度強調像が適している。総伸筋腱，総屈筋腱の精
査には T2 強調像，脂肪抑制 T2 強調像もしくは STIR 像が有用である。骨損傷の検出感度は STIR 像，脂肪
抑制 T2 強調像が高く，T1 強調像は骨折線や関節内血腫の評価に優れる。関節軟骨評価には脂肪抑制プロトン
密度強調像，3D 脂肪抑制 GRE T1 強調像，3D 水選択的励起 GRE 法が有用である。なお，肘関節の撮像で
は撮像部位が磁場の辺縁になるため，脂肪抑制 T2 強調像よりSTIR 像の方が十分な脂肪抑制効果を得られるこ
とが多い。
基本的な撮像断面は横断，冠状断，矢状断の 3 方向である。横断は上腕骨の長軸に垂直となるようにし，上腕
骨遠位骨幹端から橈骨粗面までを含める。冠状断は上腕骨遠位骨幹端レベルの横断にて内側上顆と外側上顆を
結ぶ直線に平行に設定する（図 5）
。矢状断は冠状断に垂直な断面とする。
撮像パラメータは MR 装置により異なるが，
推奨される重要なパラメータを表 3に示す。グラジエントエコー法で 3D
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A

B

図 5 肘関節

MRI

A 位置決め B T2 ＊強調冠状断像
表3

MRI の推奨パラメータ
撮像視野（FOV）

10 ～ 14 cm

スライス厚

3 ～ 4 mm

マトリックス

256×230 ～ 204

プロトン密度強調像の
エコートレイン数

4～6

データ収集を行うと，スライス厚を 2mm 以下にすることも可能で，より空間分解能の高い画像が得られる。

3 基本的撮像法

基本的撮像法は側副靱帯，腱起始部，骨髄の評価をできることが重要である。冠状断は側副靱帯，腱起始部
の評価に有用で，横断は主に筋肉などの軟部組織の評価のために撮像される。STIR 像，脂肪抑制 T2 強調像
は各構造の評価に有用で，少なくとも冠状断と横断を撮像することが望ましい。T1 強調像は得られる情報が少な
いが，骨髄，血腫，腫瘤性病変の評価に有用で，冠状断または矢状断で撮像することが勧められる。撮像時間は
約 30 分以内にする。以上を踏まえた上で撮像法が決定される。以下に例を示す。
冠状断：T2 強調像，脂肪抑制 T2 強調像または STIR 像，プロトン密度強調像
＊

横断：STIR 像
関節軟骨の精査が必要な場合には，矢状断の脂肪抑制プロトン密度強調像や 3D 脂肪抑制 GRE T1 強調
像，3D 水選択的励起 GRE 法を追加してもよい。投球障害やロッキングなど可動域制限がある症例では，T2 強
＊

調像が小さな遊離体の検出に役立つ。小児のスポーツ障害で骨端線損傷など判断に迷う場合には，健側を撮影し
て比較することも有用である。
文

献

１）Takahara M et al：Natural progression of osteochondritis dissecans of the humeral capitellum：initial observations．Radiology
216：207-212，2000
２）梁川範幸：X 線 CT 撮影における標準化．日本放射線技術学会，2010
３）Timmerman LA et al：Preoperative evaluation of the ulnar collateral ligament by magnetic resonance imaging and computed
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tomography arthrography．Evaluation in 25 baseball players with surgical confirmation．Am J Sports Med 22：26-31，1994
４）上谷雅孝ほか：骨軟部画像診断の勘ドコロ．メジカルビュー社，2006
５）福田国彦ほか：関節の撮像法，関節の MRI．メディカルサイエンスインターナショナル，2007
６）上谷雅孝：骨軟部疾患の画像診断 第 2 版，秀潤社，2010

③ 股関節の撮像法
単純 X 線写真
基本的撮影法は両側の正面像と検側の大腿骨側面像の 2 方向撮影である。正面像は伸展位・軽度下腿内旋
位で撮影する。下腿内旋により大腿骨頸部が正面を向き，大転子と小転子が重なり難くなる。大腿骨側面像は大
腿骨頸部骨折や大腿骨頭壊死症，
ペルテス病，
大腿骨頭すべり症の評価に有用である。成人では 90°
屈曲位・45 ゜
外転位の正面像や骨盤を 45°
検側を傾けた 90°
屈曲位・45°
外転位の斜位像（ラウエンシュタイン像，その変法）
，
健側屈曲位での検側伸展位の軸位像を撮影する。軸位像は疼痛などのために検側の屈曲，外転が困難な場合で
も撮影可能である。小児では両側の開排位像を撮影することが多い。内転位・外転位正面像は臼蓋と大腿骨頭
の適合性を評価するための動態撮影として用いられる。

関節造影
主に関節軟骨，
関節唇および関節内遊離体の評価のために施行される。CTまたは MRIとの併用
（CT 関節造影，
MR 関節造影）はこれらの詳細な評価に有用である。しかし，侵襲的であるため適応は限られている。

CT
骨折の評価（骨折形態や骨片転位，関節面状態の評価，小骨片の描出）
，関節内遊離体や石灰化の描出など
のために施行される。収集スライス厚は装置の最小
（1mm 以下）
が望ましい。作成する多断面再構成（multiplanar
reconstruction：MPR）像は横断，矢状断，冠状断の 3 方向が基本で，必要に応じて他の断面を追加する。
SSD（surface rendering）法，VR（volume rendering）法による三次元像は骨折や脱臼の立体的把握に有
用である。変形性関節症や大腿骨頭壊死では，骨形態評価に加えて人工関節置換術の術前シミュレーションに用
いられることがある。

MRI

₁ 撮像体位と使用コイル
通常は仰臥位で body coil を用いて，両側股関節を含めて撮像する。phased array coil を用いることにより信
号雑音比（signal to noise ratio：SNR）の高い像を得ることができる。片側股関節のみ関節唇，関節軟骨など
の詳細な評価が必要な場合には，局所コイルを用いる。

2 撮像シーケンスと撮像断面

T1 強調像は骨髄評価，血腫や腫瘤性病変（腫瘍，囊胞など）などの偶発的な異常所見の評価に有用である。
プロトン密度強調像，T2 強調像は関節唇の評価に適しているが，骨髄病変は不明瞭になる。T2 強調像は関節
＊

唇の描出感度が低く骨髄病変も不明瞭になるが，関節液貯留，骨折線の描出に有用である。脂肪抑制 T2 強調像，
STIR（short tau inversion recovery）像は軟部組織，骨髄の病変を高感度に描出できる。
関節軟骨の評価にはプロトン密度強調像，脂肪抑制プロトン密度強調像，T2 強調像，3D 脂肪抑制グラジエント
エコー（gradient echo：GRE）T1 強調像または 3D 選択的水励起 GRE T1 強調像が有用である。特に 3D 脂
肪抑制 GRE T1 強調像，3D 選択的水励起 GRE T1 強調像は薄い任意断面の MPR 像を作成することが可能で，
関節軟骨の詳細な形態や厚さの評価に適している。
基本的な撮像断面は冠状断，矢状断，横断の 3 方向だが，最も基本となるのは冠状断像である。冠状断像，
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D

図 6 股関節

MRI

A T1 強調冠状断像 B T2 強調冠状断像 C 脂肪抑制プロトン密度強調冠状断像 D T2 強調
矢状断像

横断像は左右を比較することが可能で，冠状断像は骨盤全体の評価もできる。矢状断像は骨頭，臼蓋の前・後部
の評価に適している。

3 基本的撮像法

基本的撮像法は大腿骨頭を含めた骨髄，関節唇，関節軟骨を評価できる必要がある。脂肪抑制プロトン密度
強調像は各構造の評価に有用で，冠状断で撮像することが望ましい。T1 強調像も骨髄評価，血腫や腫瘤性病変
があった場合を考慮し，冠状断で撮像することが望ましい。脂肪抑制 T2 強調像，STIR 像は軟部組織，骨髄の
病変の描出感度が高く，1 方向以上撮像することが勧められる。T2 強調像も1 方向以上撮像することが望ましい。
以上を踏まえた上で撮像法が決定される。以下に例（図 6）を示す。
冠状断：T1 強調像，T2 強調像，脂肪抑制プロトン密度強調像
矢状断：T2 強調像
横断：脂肪抑制 T2 強調像または STIR 像
大腿骨頭壊死症が疑われる，またはその精査のために撮像される場合には，矢状断の T2 強調像を T1 強調像
に変更することが望ましい。
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撮像パラメータは MR 装置により異なるが，推奨される重要なパラメータを表 4 に示す。

❾ 骨軟部
表4

文

MRI の推奨パラメータ
撮像視野（FOV）

両側：32 ～ 40 cm
片側：14 ～ 18 cm

スライス厚

3 ～ 4 mm

マトリックス

256×230 ～ 256

プロトン密度強調像の
エコートレイン数

4～6

献

1）David W Stoller：Magnetic Resonance Imaging in Orthopaedics and Sports Medicine，3rd ed．Lippincott Williams & Wilkins，
2007
2）福田国彦ほか：関節の MRI．メディカル・サイエンス・インターナショナル，2007
3）堀尾重治：骨・関節 X 線写真の撮りかたと見かた，第 8 版，2010
4）上谷雅孝：骨軟部疾患の画像診断 第 2 版，秀潤社，2010
5）Potter HG et al：High resolution noncontrast MRI of the hip．J Magn Reson Imaging 31：268-278，2010

④ 膝関節の撮像法
単純 X 線写真
基本的撮影法は正面像，側面像の 2 方向撮影である。正面像は伸展位・軽度下腿内旋位で，側面像は 30°
屈曲位で撮影する。膝蓋骨軸位像（スカイライン像）は膝蓋大腿関節の評価を目的とする場合に追加する。これ
を屈曲位 30°
，60°
，90°
で撮影する軸位動態撮影は膝蓋大腿関節の関節面適合性の評価に有用である。立位正
面像は大腿脛骨関節の関節軟骨の厚さを関節裂隙の幅として描出でき，この厚さの評価に役立つ。検側の片脚
立位の撮影が望ましいが，これが困難であれば，両脚立位で撮影する。屈曲位正面像（顆間窩像）は離断性骨
軟骨炎，関節内遊離体，十字靱帯付着部の裂離骨折の描出に有用である。内反・外反ストレス撮影は内側・外
側側副靱帯損傷による不安定性の評価のために，前方・後方引き出し撮影は前・後十字靱帯損傷による不安定
性の評価のために，それぞれ行う。

関節造影
侵襲的で熟練を要することより，MRI に置き換わりつつある。関節軟骨の評価，関節内遊離体の描出のために，
CT，MRIとの併用（CT 関節造影，MR 関節造影）で行うことがある。

CT
骨折の評価（骨折形態や骨片転位，関節面状態の評価，小骨片の描出）
，骨軟骨損傷の評価，関節内遊離
体や石灰化の描出などのために施行される。収集スライス厚は装置の最少（1 mm 以下）が望ましい。作成する
多断面再構成（MPR）像は横断，矢状断，冠状断の 3 方向が基本で，必要に応じて他の断面を追加する。骨
折線はこれに対して直行する断面で明瞭に描出される。SSD 法，VR 法による三次元像は骨折，脱臼の立体的把
握に有用である。

MRI

₁ 撮像体位と使用コイル
前十字靱帯の描出を明瞭にするために，完全伸展位よりも軽度屈曲位での撮像が推奨される。十字靱帯や側
副靱帯のねじれを防ぐために過度の内旋，外旋は避け，下腿を若干外旋した楽な体位で撮像する。膝専用の円筒
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コイルを用いる。

2 撮像シーケンスと撮像断面
T2 強調像は腱，靱帯の評価に有用だが，半月板損傷の描出感度は低い。プロトン密度強調像は半月板，腱，
靱帯のいずれの評価にも適しているが，静磁場に対して 55 ゜
傾いた腱，靱帯は正常でもマジックアングル効果による
偽病変を生じるために，注意が必要である。T2 ＊強調像は半月板の評価に有用で，半月板損傷の描出感度はプ

ロトン密度強調像より高い。特に 3D T2 強調像は薄い断面，任意断面の MPR 像を作成可能で，小断裂の描出，
＊

断裂形態の評価に優れる。T2 強調像，プロトン強調像，T2 強調像，いずれも骨髄病変は不明瞭になる。脂肪
＊

抑制 T2 強調像，STIR 像は腱，靱帯を含めた軟部組織，骨髄の病変を高感度に描出できる。T1 強調像は得ら
れる情報が少ないが，骨髄評価，出血や腫瘤性病変（腫瘍，囊胞など）などの偶発的な異常所見の評価に有用
である。
関節軟骨の評価においては，一般的な MR 装置で撮像できる有用な撮像法はプロトン密度強調像，脂肪抑制
プロトン密度強調像，T2 強調像，3D 脂肪抑制グラジエントエコー（GRE）T1 強調像，3D 選択的水励起 GRE
T1 強調像である。特に 3D 脂肪抑制 GRE T1 強調像，3D 選択的水励起 GRE T1 強調像は薄い任意断面の
MPR 像を作成することが可能で，関節軟骨の詳細な形態や厚さの評価に適しており，この体積の評価にも用いら
れている。このほか，軟骨の質的変化（コラーゲン変性やプロテオグリカン減少）を評価する方法として遅延相軟
骨造影 MRI（delayed gadolinium-enhanced magnetic resonance imaging for cartilage：dGEMRIC）
，T2
値測定（T2 mapping）
，T1ρ値測定（T1ρmapping）などが提唱されているが，これらの撮像法は限られた
MR 装置でしか撮像できず，臨床的有用性も確立されていない。
基本的な撮像断面は矢状断，冠状断，横断の 3 方向である。半月板は矢状断像と冠状断像で，腱や靱帯は基
本の 3 方向の断面像で，大腿脛骨関節の関節軟骨は矢状断像と冠状断像で，膝蓋大腿関節の関節軟骨は矢状
断像と横断像で，それぞれ評価する。
撮像パラメータは MR 装置により異なるが，推奨される重要なパラメータを表 5 に示す。

3 基本的撮像法

膝関節 MRI の大部分は膝内障や外傷の精査のために施行される。基本的撮像法は半月板，靱帯，関節軟骨，
骨髄を評価できる必要がある。矢状断の T2 強調像またはプロトン密度強調像は関節内構造の解剖が把握しやす
く，このどちらかを撮像することが望ましい。脂肪抑制プロトン密度強調像は各構造の評価に適しており，いずれの
断面においても推奨されるが，半月板断裂の描出感度が T2 強調像よりも若干低い。少なくとも矢状断，冠状断の
＊

どちらかの T2 強調像，および 1 方向以上の脂肪抑制プロトン密度強調像を撮像することが勧められる。T1 強調
＊

像は骨髄評価，血腫や腫瘤性病変があった場合を考慮し，1 方向撮像することが望ましい。以上を踏まえたうえで
撮像法が決定される。以下に例を示す。
矢状断：T2 強調像，T2 強調像
＊

❾ 骨軟部

◎例 1（図 7）
※

冠状断：T1 強彫像，脂肪抑制プロトン密度強調像
横断像：脂肪抑制プロトン密度強調像
◎例 2
矢状断：T1 強彫像，プロトン密度強調像
冠状断：T2 強調像 ，脂肪抑制 T2 強調像または STIR 像
＊

※

横断像：脂肪抑制プロトン密度強調像
）
（※ T2 強調像は 3D 像を撮像し，矢状断，冠状断を含めた MPR 像を作成するとなおよい。
＊

膝前部痛がある場合や伸展機構障害を疑う場合には，矢状断の脂肪抑制 T2 強調像または STIR 像の追加が
勧められる。関節軟骨の詳細な評価が必要であれば，3D 脂肪抑制 GRE T1 強調像，3D 選択的水励起 GRE T1
強調像を追加してもよい。
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A

B

C

D

図 7 膝関節

MRI

A T1 強調矢状断像 B T2 ＊強調矢状断像 C 脂肪抑制プロトン密度強調冠状断像
D 脂肪抑制プロトン密度強調横断像
表5

MRI の推奨パラメータ
撮像視野（FOV）

12 ～ 16 cm

スライス厚

3 ～ 4 mm ＊

マトリックス

256×230 ～ 256

プロトン密度強調像のエコー
トレイン数

4～6

＊ 3D T2 ＊強調像は 1 mm 以下

文

献

1）Stoller DW：Magnetic Resonance Imaging in Orthopaedics and Sports Medicine，3rd ed．Lippincott Williams & Wilkins，2007
2）福田国彦ほか：関節の MRI．メディカル・サイエンス・インターナショナル，2007
3）新津 守：膝 MRI 第 2 版．医学書院，2009
4）堀尾重治：骨・関節単純 X 線写真の撮りかたと見かた 第 8 版．医学書院，2010
5）上谷雅孝：骨軟部疾患の画像診断 第 2 版．秀潤社，2010
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⑤ 足関節の撮像法
単純 X 線写真
基本的撮影法は正面像，内旋位正面像（モルティス像，距腿関節窩像）
，側面像の 3 方向撮影である。正面
像では距骨外側部と腓骨外果が重なり，下腿を 20 度内旋させた内旋位正面像では距骨，内果，外果の関節面が
写し出される。骨折の診断には斜位像も有用である。背屈位・底屈位側面像，荷重正面像・側面像は距腿関節
の関節面，関節裂隙（関節軟骨の厚さ）の評価のために撮影する。ストレス撮影は外側靱帯損傷による不安定
性の評価のために行う。前方引き出し撮影は 20°
底屈位で検者が下腿を片手で固定し，もう片方の手で前足部を
把持して前方へ引き出した状態で側面像を撮影する。内反ストレス撮影は足関節を約 20°
底屈させ内がえしを強制
した状態で正面像を撮影し，距骨傾斜の度合いをみる。

関節造影
距骨滑車の骨軟骨損傷術前，術後評価のために行われることが多い。CTもしくは MR 関節造影が引き続いて
施行される。関節内遊離体精査には，造影剤と空気を注入して二重造影にする。

CT
骨折に伴う関節内骨片の転位，関節内遊離体の有無，骨軟骨損傷の評価，術後評価などを目的に施行される。
等方向性ボクセルデータの収集ができない場合は，患者のポジショニングの際，関節面が X 線に対し斜め 45°
にな
るようにすると画質が向上する。MPR（multiplanar reformation）像は関節面に対して横断，
矢状断，
冠状断の 3
方向を作成するが，あらゆる方向からの画像再構成を高い分解能で可能とするため，収集スライス厚は使用機種
の最小（1mm 以下）とする。ワークステーションで目的とする関節面に直交する再構成画像を作成し，観察するこ
とが望ましい。骨折治癒の診断には，骨折線に対して直交する断面が役立つ。VR（volume rendering）画像
は骨折の全体像の把握や，腱の走行確認に有用である。整形外科的骨固定材料がある場合は，薄いスライス厚
で収集，再構成フィルターを軟部条件とし，広いウインドウ幅で観察すると金属アーチファクトによる影響を軽減できる。

MRI
₁ 撮像体位と使用コイル
仰臥位にて足関節を自然な肢位（通常約 20°
底屈位）にし，タオルやパッキング材などで固定する。無理のない
肢位をとることが動きによるアーチファクトを回避するために重要である。局所コイルは足関節用コイルのほか，膝用
の円筒状コイルや頭部用コイルが用いられる。2 チャンネルフレキシブルコイルを用いる場合は，足関節の内・外側

2 撮像シーケンスと撮像断面
目的とする構造により変更する。靱帯や腱を目的とする場合はプロトン密度強調像，T2 強調像，脂肪抑制 T2
強調像，STIR（short tau inversion recovery）像を撮像する。骨髄を目的とする場合は，T1 強調像，脂肪抑
制 T2 強調像，STIR 像を用いる。関節軟骨の精査には T2 強調像，脂肪抑制プロトン密度強調像，3D 脂肪抑
制 gradient echo（GRE）T1 強調像，3D 水選択的励起 GRE 法が有用である。
足関節の基本的な撮像断面は距腿関節を中心に設定した矢状断，冠状断，横断の 3 方向である。冠状断は，
遠位脛腓間結合レベルの横断像において遠位脛腓間結合面に垂直になるように設定すると，ankle mortise が良
好に描出され関節面の評価に有用である（図 8）
。横断を下腿軸（体軸）に合わせて設定すると，足関節の底

屈度により断面が変化する可能性がある。再現性を向上させるため，矢状断像にて後距骨下関節の最も傾斜の少
ない関節面に平行になるように横断を設定する。
（図 9）
。
パラメータは MR 装置により異なるが，推奨される重要なパラメータを表 6 に示す。
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に装着する。

❾ 骨軟部

3 基本的撮像法
・捻挫
横断，冠状断：プロトン密度強調像，T2 強調像
矢状断：脂肪抑制 T2 強調像または STIR 像
・足関節の腫脹，痛み
矢状断または冠状断：T1 強調像，T2 強調像，脂肪抑制 T2 強調像または STIR 像
・アキレス腱部の腫脹，疼痛
アキレス腱の踵骨付着部から筋腱移行部を含めた撮像範囲とする。
矢状断：T1 強調像，T2 強調像，脂肪抑制 T2 強調像または STIR 像
横断：T2 強調像，脂肪抑制 T2 強調像または STIR 像
・足底の痛み，腫脹
冠状断または矢状断：T1 強調像，T2 強調像，脂肪抑制 T2 強調像または STIR 像
・足底部のしびれなど神経絞扼障害
後距骨下関節に垂直な斜冠状断：T1 強調像，T2 強調像，脂肪抑制 T2 強調像，または STIR 像
矢状断または横断：脂肪抑制 T2 強調像または STIR 像
文

献

１）Rogers LF：The ankle，Radiology of skeletal trauma，3rd ed，Churchill Livingstome，1992
２）Brandser EA et al：contribution of individual projections alone and in combination for radiographic detection of ankle fractures．
AJR 174：1691-1697，2000
３）Buckwalter KA：Musculoskeletal imaging with multislice CT．AJR 176：979-986，2001
４）堀尾重治：骨・関節 X 線写真の撮りかたと見かた 第 6 版．医学書院，2002
５）辰野 聡：骨軟部画像診断の勘ドコロ．メジカルビュー社，2006
６）福田国彦ほか：関節の撮像法，関節の MRI．メディカルサイエンスインターナショナル，2007
７）上谷雅孝：骨軟部疾患の画像診断 第 2 版．秀潤社，2011
８）木内真司ら：新骨軟部画像診断の勘ドコロ．メジカルビュー社，2014

⑥ 手関節の撮像法
単純 X 線写真
手関節単純撮影では正面・側面像を基本とし，必要に応じ他の撮影法を追加する。例えば，舟状骨骨折は舟
状骨の腰部に生じることが多く，舟状骨の長軸に沿った評価が可能な尺屈正面像が有用である。また，45°
〜 60°
回内位での斜位像では中央部から遠位部の骨折が明らかとなる。有鉤骨鉤状突起骨折では手根管撮影で診断
する。手根不安定性の評価では，scapholunate angle（正常で 30 から 60°
）の計測のため，背掌屈中間位での
正確な側面像が必要である。

関節造影
関節造影は三角線維軟骨や舟状月状骨靱帯・月状三角骨靱帯の評価に用いられる。橈骨手根関節，遠位橈
尺関節，手根中央関節の 3 コンパートメントの造影が標準的な方法と考えられてきたが，橈骨手根関節のみの造影
でも同等の診断能を有することが示されている。関節造影の問題点として，撓側手根部痛の評価における有用性
が限られていること，靱帯欠損部の正確な同定が難しく，欠損の程度に関する情報がないことが挙げられる。さら
に，偽陽性（変性変化でも検査陽性になり得る）や偽陰性（コンパートメント間の交通性のない靱帯損傷について
は診断不可能）の問題もある。
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B

A
図 8 足関節

MRI

A 位置決め B T1 強調冠状断像

A
図 9 足関節

B

MRI

A 位置決め B T2 強調斜横断像
表6

MRI の推奨パラメータ
10 ～ 15 cm

スライス厚

3 ～ 4 mm

マトリックス

256×204 ～ 230

プロトン密度強調像の
エコートレイン数

4～6

❾ 骨軟部

撮像視野（FOV）

CT
CT は微細な骨折や複雑な骨折の診断，骨折の治癒状況評価など骨の詳細評価を目的に施行される。スライス
厚は 1 ㎜程度が望ましい。多断面再構成画像がこれらの評価に極めて有用である。水平断，矢状断，冠状断の
みならず，目的に合わせた断面で画像を作成することが可能である。三次元再構成画像（SSD 法や VR 法）は
病変部の立体的な位置関係の把握に用いられる。
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MRI
MRI により手根部や手指の複雑な骨軟部組織の構造を詳細に評価することが可能である。近年，高磁場化や
コイル技術の発達により，靱帯，腱，神経などの構造をより鮮明に描出することが可能となり診断精度の向上に寄与
している。

₁ 撮像体位と使用コイル
片手の撮像の場合，可能であれば腹臥位とし手を頭より上に挙上した状態で固定して撮像する（"superman"
position）が，姿勢の保持が困難な場合は仰臥位にて肘を伸展し，手を体側部で固定して撮像する。できるだけ
検査台の中央で撮像するために側臥位に近い状態とすることもある。使用コイルは小円形コイルが基本であるが手
全体や両手の撮像では適切なコイルを選択する。

2 撮像シーケンスと撮像断面

撮像法は T1 強調像，T2 強調像，T2 強調像，プロトン密度強調像が主に用いられる。脂肪抑制法を適宜併
＊

用する。STIR 法は均一な脂肪抑制効果を有することから，脂肪抑制 T2 強調像と同様の目的で頻用される三次
元 gradient echo 法は微細構造の描出に有利である。腫瘍および腫瘍類似疾患や関節リウマチや感染症などの
炎症性疾患評価では造影後に脂肪抑制 T1 強調像を撮像すると有用な情報が得られることがある。撮像部位を
限定できる場合には小円形コイルなどを使用の上，FOV を 6 ㎝程度まで絞って撮像する。スライス厚は二次元撮
像では 2 〜 3 ㎜程度，三次元撮像では 1 ㎜程度，マトリックスは 256×256 以上とする。
伸筋腱や屈筋腱の腱断裂では水平断での評価が基本である。矢状断も長軸断の評価に有用である。側副靱
帯損傷では，関節に合わせて撮像断面を指定する必要があり，特に拇指側副靱帯損傷では位置決めに特別な注
意が必要となる。手根骨間靱帯や三角線維軟骨複合体（TFCC）損傷は冠状断像を基本とし，矢状断像を補助
的に用いる。二次元あるいは三次元 gradient echo 法を追加する。
手根骨骨折では水平断，冠状断，矢状断にて評価する。有鉤骨鉤部骨折では水平断が有用である。
関節リウマチ精査では，可能な限り両手を同時に撮像すべきであるが，装置（コイル）の制限があれば片手のみ
を撮像範囲に含める。両手撮像では仰臥位で骨盤部腹側に両手を並べるように配置するか，上肢を挙上させて頭
上で固定する。あるいは側臥位で拝むように手を重ねて配置して撮影することも可能である。いずれにしても体動の
アーチファクトの影響を最小限にするため，しっかりとした固定や被験者の協力が不可欠である。T1 強調像は骨の
破壊性変化，脂肪抑制 T2 強調像や STIR 法は骨髄浮腫，造影後脂肪抑制 T1 強調像は滑膜炎の評価に有用で
あるが造影検査の有無は症例ごとに検討する余地がある。撮像断面は冠状断を基本とし，水平断を適宜追加する。
文

献

１）Stoller DW：Magnetic Resonance Imaging in Orthopaedics and Sports Medicine3rd ed．Lippincott Williams & Wilkins，2006
２）江原 茂：骨外傷の画像診断ハンドブック．メディカル・サイエンス・インターナショナル，2012
３）堀尾重治：骨・関節 X 線写真の撮りかたと見かた 第 8 版．医学書院，2010

C 骨軟部腫瘍・腫瘍類似病変の撮像法
総

論

骨腫瘍・腫瘍類似病変の評価において，単純 X 線写真は診断的価値が大きく，最初に行われるべき画像検査
である。MRI は病変の検出や局所浸潤の評価に優れており，単純 X 線写真に引き続き行われることが多い。一方，
軟部腫瘍・腫瘍類似病変の評価においては，画像診断の中心的役割を担うのはコントラスト分解能に優れた MRI
である。骨腫瘍・腫瘍類似病変と比べて単純 X 線写真の有用性は高くないが，病変内の石灰化・骨化パターン
や隣接骨の変化が診断の手がかりとなり，単純 X 線写真を撮影する意義はある。CT は骨軟部腫瘍・腫瘍類似
病変の診断のために行われることは少ないが，解剖学的骨構造が複雑な部位の評価には適しており，微小な骨化・
石灰化の検出や骨皮質の詳細な解析に優れている。
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単純 X 線写真
病変の占拠部位，分布，内部性状，辺縁性状，石灰化した基質の解析，骨皮質の変化，骨膜反応，軟部組織
の変化の評価のために撮影される。正面像と側面像の 2 方向撮影が基本で（図 10）
，必要に応じてほかの方向
の撮影を追加する。

CT
病変内の骨化・石灰化や骨皮質の詳細な評価のために施行される。類骨骨腫の小さな nidus の検出にも適し
ている。収集スライス厚は装置の最小（1 mm 以下）が望ましく，評価に適した多断面再構成（MPR）像を作
成する。血管内に高濃度の造影剤がとどまる時相に撮像する CT 血管造影は，手術前後の血管解剖や腫瘍の血
管浸潤の評価に有用である。

MRI
₁ 撮像体位と使用コイル
オフセンターとなる四肢領域では，撮像部位ができるだけ磁場中心となるように撮像体位を工夫する。使用コイルは
病変部位や大きさにより，最適なものを選択する。悪性腫瘍ではスキップ病変や所属リンパ節の評価も考慮して，撮
像範囲やコイルを決定する必要がある。手足や皮下の小さな病変では，局所コイルの使用が適している。前胸壁に
発生した腫瘍では，呼吸によるアーチファクトを低減する目的で，腹臥位撮影またはバストバンドを使用する場合もある。

2 撮像シーケンスと撮像断面

組織の内部性状を正確に評価する目的で，スピンエコー法の T1・T2 強調像を撮像する。脂肪抑制法は①
脂肪組織の検出，②浮腫や炎症の描出能向上，③ガドリニウム造影剤の増強効果強調，などの目的で用いられ
る。脂肪抑制 T2 強調像または STIR 像は T2 延長病変の描出能が向上する。STIR 像は T1 および T2 の付
加的強調像で，磁場の不均一に強く，手・足など形状が複雑な部位や脊髄の脂肪抑制法として有用であるが，脂
肪に近い T1 値をもつ組織（造影剤にて増強された組織など）の信号も抑制されるため，造影 MRI では使用しな
い。造影 MRI は主に囊胞性か充実性かの鑑別，適切な生検部位の確認，腫瘍の血行動態評価などに用いられる。
造影剤を急速に静脈内に注入して同じ断面を複数回撮像する ダイナミック MRI は，治療後の腫瘍壊死評価に有
用で，腫瘍と浮腫などの反応性変化との鑑別や，富血管成分と線維性成分との鑑別にも用いられる。
T2 強調像は磁化率効果が画像に強く反映されて無信号域が拡大するため，骨巨細胞腫，色素性絨毛結節性滑
＊

膜炎や血腫などでヘモジデリン沈着を感度よく検出できる。ヘモジデリン同様に骨・石灰化，膠原線維およびアミロ
イド沈着は T2 強調像で低信号を示し，これらとの鑑別が必要な場合は，T2 強調像を追加する。拡散強調像は
＊

水プロトンの拡散運動を強調した撮像法で，悪性リンパ腫などの小円形細胞腫瘍，表皮囊腫，膿瘍などの質的診
基本的な撮像断面は病変の長軸方向と短軸方向の 2 方向で，一般的には横断像と矢状断像，もしくは横断像
と冠状断像を撮像する。悪性腫瘍における神経血管束の浸潤評価には横断像が有用なことが多い。撮像視野
（FOV）やスライス厚は病変範囲や被検者の体格を考慮して決定し，信号雑音比（SNR）が問題にならないよう，
平均化回数や収集マトリックスを設定して撮像する。マルチチャンネルコイルとパラレルイメージングの併用は，信号
雑音比を維持しながら撮像時間を短縮でき，広範囲の撮像を要する際に有効である。

3 基本的撮像法

スピンエコー法の T1・T2 強調像を基本とし，1 方向以上の脂肪抑制 T2 強調像または STIR 像を併用するこ
とが望ましい（図 11，12）
。拡散強調像は比較的短時間で撮像可能であり，これも追加することが勧められる。
造影 MRI は上記したメリットを考慮し，適応，施行するならば通常の造影 MRIとダイナミック MRI のどちらを行うか
を判断する（図 11，12）
。以上を踏まえて撮像法が決定される。例を表 7 に示す。

541

❾ 骨軟部

断のほか，skip lesion や腫大リンパ節の見落としを防ぐことが期待できる。
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B

A

A

図 10 骨肉腫の単純 X 線写真
A 正面像 B 側面像 右大腿骨の遠位
骨幹端に境界不明瞭な溶骨性病変がみられ
る。病変には骨形成を示す雲状の石灰化が不
規則に混在し，側面像にて背側には放射状の
骨膜反応や軟部組織の石灰化（→）が認めら
れる。

B

C

図 11 動脈瘤様骨嚢腫の

MRI

A T1 強調冠状断像 B T2 強調冠状断像 C 脂肪抑制造影 T1
強調冠状断像 D T2 強調横断像 右腓骨の遠位骨幹端に境界明瞭
な病変がみられ，軽度の膨隆を伴う。病変は T1 強調像で低信号を，
T2 強調像で脂肪よりも強い高信号を示し，低信号の薄い隔壁で分
画されている。造影像にて病変辺縁および隔壁構造に濃染効果がみ
られる。T2 強調横断像では病変内に複数の液面形成（→）が認め
られる。

D
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C

B

A
図 12 粘液型脂肪肉腫の

MRI

A T1 強調横断像 B 脂肪抑制 T2 強調横断像 C 脂肪抑制造影 T1 強調横断像 右ヒラメ筋に大きな軟部腫瘍がみ
られる。血管神経束（→）は腫瘍により前方へ圧排されているが，明らかな浸潤所見は認められない。腫瘍の大部分は
T1 強調像で筋肉と等信号を，脂肪抑制 T2 強調像で強い高信号を，造影像で不均一な濃染効果を示す粘液性成分である。
腫瘍の被膜や一部の隔壁に沿って T1 強調像で高信号を，脂肪抑制 T2 強調像で低信号を呈する脂肪が混在している（▲）。
表 7 骨軟部腫瘍

/ 腫瘍類似病変の MRI シーケンス例その他

撮像法

シーケンス

その他

TR/TE

① T2 強調横断

FSE 法

3000/100 ms 前後

撮像スライス厚および FOV は病
変に応じて適宜決定

② T1 強調横断

SE 法

400 ～ 850/10 ～ 12 ms 前後

撮像スライス厚および FOV は病
変に応じて適宜決定

③ T2 強調横断（オプション） 2D GRE 法

400 ～ 600/15 ～ 20 ms 前後
FA 30°

ヘモジデリン沈着が疑われる場
合に追加

④ T1 強調冠状断 / 矢状断

SE 法

400 ～ 850/10 ～ 12 ms 前後

撮像スライス厚および FOV は病
変に応じて適宜決定

⑤ FS T2 強調冠状断 / 矢状断

FSE 法

3000/100 ms 前後

手や足など磁場が不均一な領域では
STIR でも可

⑥ DW 横断

SE-EPI 法

4000/100 ms 前後

b value を 0，1000 と し ADC
map を作成

⑦ダイナミック MRI 横断

3D GRE 法または
2D GRE 法 脂肪抑制併用

4 ～ 5/1.2 ～ 2 ms 前後

撮影時間は 30 秒，60 ～ 90 秒，
150 ～ 300 秒後

400 ～ 850/12 ms 前後

少なくとも一方向は脂肪抑制を
併用

＊

( オプション）

⑧ Gd T1 強調横断，冠状断 /
矢 状 断 ( オ プ シ ョ ン， ダ イ ナ FSE 法または SE 法
ミック MRI 後）

Tc-methylene diphosphonate（MDP）
， Tc-hydroxymethylene

99m

99m

diphosphonate（HMDP）があり，静注投与後 2 〜 3 時間以降，検査直前に排尿した後に撮影する。撮像に用い
るガンマカメラには低エネルギー用高分解能コリメータの使用が推奨される。全身前面，後面像を骨と軟部組織にあ
わせたウインドウレベルで描画する。異常が疑われる場合には斜位や拡大収集，single photon emission computed
tomography（SPECT）あるいは SPECT/CT 撮影を行う。
文

献

1）日本整形外科学会骨・軟部腫瘍委員会編：整形外科・病理悪性骨腫瘍取扱い規約（第 3 版）．金原出版，2000
2）日本整形外科学会骨・軟部腫瘍委員会編：整形外科・病理悪性軟部腫瘍取扱い規約（第 3 版）．金原出版，2002
3）ACR Appropriateness Criteria-Diagnostic Imaging Topics（http://www．acr．org/Quality-Safety/Appropriateness-Criteria/Diagnostic）
4）日本核医学会編：核医学診断ガイドライン 2008，p92-93，2008
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骨シンチグラフィ
骨 シ ン チ グ ラ フィ 用 薬 剤 とし て

❾ 骨軟部

160 頸椎症性脊髄症の診断に MRI を推奨するか？
推奨グレード

MRI は病変部位の同定，病態の評価，予後の推定に有用であり，推奨する。しかし単独

B

では脊髄圧迫因子の評価が十分にできず，単純 X 線写真または CT と組み合わせて施行
すべきである。

背景・目的
頸椎疾患の診断において，MRI は欠かすことのできない画像診断になっている。頸椎症性脊髄症の診断におけ
る MRI の有用性について検討した。

解

説

頸椎症性脊髄症の診断において，MRI（図）と他の画像診断の診断能の比較や MRI 所見と神経学的所見
の相関，MRI 所見と治療後の予後に関する多くの研究がなされている。Larsson ら は頸髄神経根症または頸
1）

髄症のある 26 例を検討し，頸椎症性脊髄症の診断に際して MRI は単純 X 線写真とともに第一選択の検査法とし
て適するが，MRI のみでは脊髄圧迫因子が骨性と軟部性のどちらか鑑別困難と報告している。Sengupta ら も
2）

手術を施行した頸椎症 41 例において手術所見と読影結果を対比し，MRI では脊髄圧迫因子の鑑別は困難と結
論づけている。一方，Nagata ら は頸椎症性脊髄症 115 例を解析し，MRI の T1 強調矢状断像における脊髄
3）

の圧迫程度は，脊髄腔造影所見や日本整形外科学会による頸髄症治療成績判定基準（JOA score）による臨
床的重症度と相関し，診断および術後の評価に有用であるとしている。Bucciero ら は手術を施行した頸椎症性
4）

脊髄症 35 例において MRI の横断像で脊髄前後径と横径の比（anteroposterior compression ratio：APCR）
を算出し，これが 40％以上では神経学的所見が軽微であるのに対し，10％以下の症例では神経学的所見が重篤
で，かつ術後の改善がみられないと報告している。Chung ら も手術症例 37 例の検討により，横断像における脊
5）

髄圧迫程度が術後の予後と関連することを報告している。さらに，Wada ら の報告でも手術症例 50 例の術後
6）

成績から，最大圧迫部位における脊髄横断面積が予後と最も相関し，術後の改善率が不良であった症例の多くで
は 40mm 以下であったという。このように，MRI は脊髄の圧迫を直接描出できるという点で，頸椎症性脊髄症の
2

診断，病態評価，および術後の予後予測に有用性が確認されている。ただし，視覚的評価による診断には限界が
あり，とりわけ観察者間一致率が不良であるという報告がある

。

2）7）

一方，頸椎症性脊髄症では脊髄が圧迫され扁平化するという形態的変化の他に，特に T2 強調像で髄内に異
常高信号域（以下 T2 高信号域）を認めることが多い。この所見は何らかの可逆的または不可逆的病態を反
映していると考えられており ，この診断的意義については多数の研究がなされているが，その結論は様々である。
8）

Chung ら は手術を施行した頸椎症性脊髄症 37 例を検討し，T2 高信号域は術後成績と関連しないと報告して
5）

いる。Matsumoto ら も保存的治療を施行した頸椎症性脊髄症 52 例における検討から，T2 高信号域と臨床的
9）

重症度，ならびに治療成績は関連しないと結論づけている。しかし，Chen ら

は手術を施行した頸椎症性脊髄

10）

症 64 例において，T2 高信号域を type 1（境界不明瞭で淡い高信号）とtype 2（境界明瞭で著明な高信号）
に分類すると，
前者の予後は T2 高信号域を有さない患者と同様だが，
後者の予後は不良と述べている。Suri ら

11）

は手術症例 146 例の予後解析から，T2 強調像のみならず T1 強調像においても異常信号域を認める場合は予後
不良と報告している。さらに，Chatley ら

は手術症例 64 例の検討により，2 椎体分以上の T2 高信号域を認め

12）

る症例の予後は不良としており，Wada ら の報告でもこれと同様の趣旨が述べられている。
6）

造影 MRI の診断的意義を検討した研究もある。Ozawa ら
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は手術を施行した頸椎症性脊髄症 683 例で術

13）

C Q 160
前の造影 T1 強調像と臨床症状との関連
を検討し，術前の JOA score は髄内増
強効果を有する群と有さない群で有意差
はなかったが，術後の JOA score は増
強効果なし群の方が有意に高かったと述
べている。
頸 椎 症 性 脊 髄 症 の 診 断において，
MRI は病変部位の同定，病態の評価，
ならびに予後推定に有用だが，単独では
脊髄圧迫因子の評価が困難で，単純 X
線写真または CTと組み合わせて施行す
ることが勧められる。ただし，所見の客観
性に欠ける（観察者間一致率の不良）
傾向があること，T2 高信号域の意義につ

B

A
図

頸椎症性脊髄症

MRI

A T1 強調矢状断像 B T2 強調矢状断像 C3/4 〜 C6/7 レベルで
椎間板の変性や鉤椎関節の増殖性変化が著明である。頸髄は圧排され扁
平化し，T2 強調像で多椎間にわたり髄内高信号域がみられる（→）
。

いて明確な結論が得られていないことな
どの問題点が残されている。また，通常
の MRI で得られるのは仰臥位で静止した状態の画像であり，脊髄圧迫に関与する様々な動的因子の評価は困難
である。

検索式・参考にした二次資料
PubMed によりcervical spondylosis，cervical spondylotic myelopathy，MRI のキーワードを用いて検索した。
また，日本整形外科学会診療ガイドライン委員会 / 頸椎症性脊髄症策定委員会編：頸椎症性脊髄症診療ガイドライ
ン 2005 年を参考にした。
文

献
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161 頸椎症性脊髄症・神経根症の診断に脊髄造影を推奨するか ?
推奨グレード

C1

頸椎症性神経根症の診断において，脊髄造影は有用な場合があり，施行することを考慮して
もよい。
頸椎症性脊髄症の診断において，脊髄造影はより非侵襲的な MRI と単純 X 線写真または CT
を施行することで省略可能なことが多いが，動的評価には CT 脊髄造影が有用な場合がある。

背景・目的
脊髄造影は MRI の普及に伴い適応が限られてきている。被曝があり高侵襲である脊髄造影が現在でも頸椎症
性脊髄症・神経根症の診断に必要かどうかについて検討した。

解

説

頸椎症性脊髄症・神経根症の診断おいて，脊髄造影や CT 脊髄造影（図）とMRI の診断能を比較した複数
の研究がある。Larssonら は頸髄神経根症または頸髄症のある26 例の脊髄造影，CT 脊髄造影，MRIを比較し，
1）

くも膜下腔狭小化，脊髄圧迫における情報は同等に得られ，神経根鞘圧迫の評価における正診率も同等と報告し
ている。MRI 単独では圧迫因子が骨性と軟部性のどちらか鑑別困難だが，MRI に単純 X 線写真を併用すること
で圧迫因子の鑑別が可能となるとし，この組み合わせを最も推奨している。Barlett ら は頸椎症 23 例において
2）

MRI（1Tと0.5T）とCT 脊髄造影を比較し，脊髄圧迫の評価は MRI の方が，神経根圧迫の評価は CT 脊髄
造影の方が有用と報告している。Song ら は手術を施行した頸椎変性疾患 50 例において CT 脊髄造影とMRI
3）

の所見を手術所見と対比し，椎間板ヘルニアと神経根圧迫の評価は MRI の方が，椎間孔狭窄と骨変化の評価は
CT 脊髄造影の方が優れるとしている。Shafaie ら は 手術にて頸椎症性神経根症または脊髄症と診断された 20
4）

例において椎間板椎体結合部，椎間関節，外側陥凹，脊髄の大きさ，脊柱管，神経孔を CT 脊髄造影とMRI で
比較し，これらは中等度の相関がみられるが，椎間板変化と骨変化ではあまり一致せず，CT 脊髄造影とMRI は
相補的役割を果たすと結論づけている。これらの報告より，MRI 単独では脊髄・神経根圧迫因子は十分に評価で
きないことが分かるが，MRI に骨変化の情報が得られる単純 X 線写真または CT を併用することで圧迫因子の評
価は可能になる。また，脊髄圧迫の評価において MRI が脊髄造影，CT 脊髄造影と同等またはこれらより有用で
あることも示されており，頸椎症性脊髄症の診断には MRIと単純 X 線写真または CT を施行することで脊髄造影
を省略可能なことが多いが，Machino ら は頸椎屈曲および伸展時における脊髄圧迫の動的評価に CT 脊髄造
5）

影が有用と報告している。一方，頸椎症性神経根症の診断や頸椎症性脊髄症の症例で神経根症の合併の有無
を判断する場合は，脊髄造影が必要な場合がある。
脊髄造影とCT 脊髄造影の比較においては，Sobel ら は手術を施行した頸椎疾患 30 例において脊髄造影
6）

とCT 脊髄造影の所見を手術所見と対比し，両者より得られる情報は同等と報告している。一方，Scotti ら は頸
7）

椎症神経症または脊髄症の症状，徴候のある 40 例において脊髄造影とCT 脊髄造影を比較し，CT 脊髄造影で
は脊髄圧迫がより明瞭で，骨棘と椎間板ヘルニアの鑑別が可能としている。Badami ら は手術を施行した頸椎
8）

症性神経根症または脊髄症の 30 例で同様の比較を行い，CT 脊髄造影は 60％で追加情報（病変性状，左右差，
脊髄委縮，神経孔狭窄）があるとしている。さらに，Yu ら は頸椎症性脊髄症または神経根症 の 69 例におい
9）

て CT，脊髄造影，CT 脊髄造影を比較し，CT 脊髄造影は脊髄症では追加必要な場合があるが，神経根症では
脊髄造影と同等の情報しか得られないと述べている。脊髄造影に CT 脊髄造影を追加することにより追加情報の
ある症例は多いと思われるが，頸椎症性神経根の診断においては，CT 脊髄造影を追加すべきであることを示すエ
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A

B

図 頸椎症性神経根症
A 脊髄造影正面像 B CT 脊髄造影 MPR 斜水平断像（C4/5 レベル） 右 C5 神経根
鞘の陰影欠損がみられる（→）
。CT 脊髄造影では右椎間関節の骨過形成も明らかである（▲）
。

ビデンスはあまりなく，この追加は勧められない。
Chin らは CT 脊髄造影を受けた患者 637 名の診療記録において 4.4% の患者に何らかの有害事象が記載さ
10）

れており，さらに 637 名のうち患者 100 名に電話による聞き取り調査を行った結果では，30% の患者に疼痛や不安
など何らかの訴えがあったと報告している 。実際に患者が受ける脊髄造影による侵襲の程度は，医師が把握して
9）

いるよりも大きな可能性があり，検査の選択に際し考慮する必要ある。

検索式・参考にした二次資料
PubMed によりcervical spondylosis，cervical spondylotic myelopathy，cervical spondylotic radiculopathy，
myelography，cervical spondylotic myelopathy dynamic のキーワードを用いて検索した。また，日本整形外科学
会診療ガイドライン委員会／頸椎症性脊髄症策定委員会編：頸椎症性脊髄症診療ガイドライン 2015 年を参考にした。
文

献
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162 腰椎椎間板ヘルニアの診断に MRI を推奨するか ?
推奨グレード

B

推奨グレード

C1

推奨グレード

C2

B 単純 MRI
C1 造影 MRI
C2 MR 脊髄造影
腰椎椎間板ヘルニアの診断において，単純 MRI は有用であり，推奨する。造影 MRI は
椎間板ヘルニアの経過観察，腫瘍との鑑別，術後再発の診断の際に有用な場合があり，
施行することを考慮してもよい。MR 脊髄造影は単純 MRI に追加すべきであることを示
す科学的根拠がなく，推奨しない。

背景・目的
MRI は低侵襲で被曝がなく，整形外科疾患の診断において欠くことのできない画像診断になっている。腰椎椎
間板ヘルニアの診断における単純 MRI，造影 MRI，MR 脊髄造影の具体的な有用性について検討した。

解

説

腰椎椎間板ヘルニアの診断において，単純 MRI（図）と他の画像診断の診断能を比較した研究がある。
Janssen ら は椎間板ヘルニアを疑い手術を施行した 60 例の単純 MRI，脊髄造影，CT 脊髄造影を比較し，正
1）

診率は単純 MRI が 96％，脊髄造影が 81％，CT 脊髄造影が 57％，脊髄造影とCT 脊髄造影の併用が 84％で，
単純 MRI がもっとも高いと報告している。一方，Thornbury ら は腰痛のある 95 例（手術施行 56 例）の単純
2）

MRI，CT，CT 脊髄造影を比較し，これらの診断能に有意差はないと報告している。Szypryt ら は椎間板ヘル
3）

ニアを疑い手術を施行した 30 例の単純 MRIと脊髄造影を比較し，正診率は単純 MRI が 88％，脊髄造影が 75％
で，単純 MRI の方が若干優れるとしている。単純 MRI は他の画像診断と同等またはこれらより優れた診断能を示し，
被曝がなく低侵襲である点も併せて，最も勧められる画像診断である。ただし，通常の MRI で得られるのは仰臥位で静
止した状態の画像であり，脊髄圧迫に関与する様々な動的因子の評価は困難である。
神経根障害の評価における単純 MRI の有用性において，神経根鞘の形状，圧迫の程度と椎間板ヘルニアの
関係を検討した研究がある。Gorbachova ら は 96 例の単純 MRI を検討し，神経根鞘の短径と椎間板ヘルニ
4）

アの有無の間に関連はないと報告している。一方，Pfirrmann ら は手術にて確認された 94 神経根において，
5）

椎間板ヘルニアによる神経根圧迫程度（4 段階分類）は単純 MRIと術中所見で良好に相関するとしている。また，
下肢痛と神経根圧迫の程度や椎間板ヘルニアの重症度との相関を示す報告もあるが，疼痛領域と単純 MRI 所見
との整合性を示す報告は見られない

。近年の報告では，Mostofi ら が腰椎椎間板ヘルニアと診断された 241

6）7）

8）

例の診療記録を調べ，そのうち 27 例（11.20%）で症状のある側と反対側にヘルニアの所見を認めたとしている。
造影 MRI に関しては，椎間板ヘルニアの経過観察における有用性を示す研究がある。Komori ら は片側性
9）

神経根症状のある 48 例の造影 MRI を検討し，リング状造影効果を示す椎間板ヘルニアは吸収されやすいことを
報告している。Autio ら

は片側性坐骨神経痛のある 160 例の造影 MRI を検討し，椎間板ヘルニアのリング状

10）

造影効果が厚いこと，転位が強いこと，および 41 〜 50 歳であることがヘルニアの退縮率と関連するとしている。ま
た，分離型の椎間板ヘルニアはしばしば腫瘍と紛らわしい所見を示すが，造影 MRI が腫瘍との鑑別に有用である
ことを示す報告がある
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。さらに，Hueftleら は failed back surgery syndrome をきたして手術を施行した 17

11）
12）

13）

C Q 162
例の MRI 所見と病理所見を対比し，造影後 10 分
以内の早期造影 MRI は硬膜外線維化と椎間板ヘ
ルニア再発の鑑別に有用であるとしている。椎間板
ヘルニアの診断において，造影 MRI は通常は施行
する必要はないが，経過観察，腫瘍との鑑別，術後
再発の診断に有用な場合があるといえる。
MR 脊髄造影はくも膜下腔，神経根・神経節形
態の描出に優れ，脊髄造影の代替的な検査法とし
て利用されている。Aota ら

14）

は MRI で椎間板

ヘルニアと診断された 83 例を検討し，神経根・背
側神経節の腫脹と変形を明瞭に描出し，その程度
と下肢痛の重症度が良好に相関すると報告してい
る。一方，Pui らは MRI で頸椎または腰椎の椎間
板ヘルニアと診断された 72 例を検討し，単純 MRI

図 腰椎椎間板ヘルニア
A T2 強調矢状断像 B T2 強調横断像（L4/5 レベル）
L4/5 レベルで椎間板のやや右寄り後方へ脱出するヘルニアが
みられ（→）
，脊柱管狭窄をきたしている。

に MR 脊髄造影を加えてもヘルニアの診断能は向
Connel ら
上しないとしている 。O’
15）

は腰痛または神経根症状のある 207 例の MRI を検討し，単純 MRI に

16）

MR 脊髄造影を追加しても，あまり追加情報はないと結論づけている。単純 MRI に MR 脊髄造影を追加すべき
であることを示す報告はなく，MR 脊髄造影は積極的に勧められない。

検索式・参考にした二次資料
PubMed で，back pain または sciatica，disk herniation，MRI のキーワードを用 いて 検 索した。また，
Evidencebased medicineと腰椎椎間板ヘルニア診療ガイドライン（改訂第 2 版）を参考にした。
文

献
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腰椎椎間板ヘルニアの診断に椎間板造影，脊髄造影を
推奨するか？
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推奨グレード

C1

推奨グレード

C2

C1
C2

椎間板造影
脊髄造影

椎間板造影は外側型椎間板ヘルニアの診断に有用な場合があり，これによる椎間板性疼
痛の誘発，再現が機能的診断法として補助的検査になり得るために，施行することを考
慮してもよい。
脊髄造影はより非侵襲的な MRI と CT を施行することで省略可能な場合があり，診断に
は必ずしも必要としない。

背景・目的
脊髄造影は MRI が日常診療に導入される以前には，椎間板ヘルニア，脊椎管狭窄症の診断において最も信頼
できる診断法とされていた。また，椎間板造影は椎間板の形態評価，椎間板性疼痛の誘発と再現による機能的診
断を目的として使用されてきた。MRI の導入が進んだ現在においても，被曝があり侵襲性の高いこれらの検査法が
腰椎椎間板ヘルニアの診断に必要かどうかについて検討した。

解

説

₁ 脊髄造影

腰椎椎間板ヘルニアの診断において，MR 脊髄造影と他の画像診断の診断能を比較した研究がある。Modic
ら は椎間板ヘルニアもしくは脊柱管狭窄症を疑い手術を施行した 48 例の MRI，CT，脊髄造影を比較し，これ
1）

らの正診率は MRI が 82.6％，CT が 83％，脊髄造影が 71.8％，MRI と CT の併用が 92.5％，CT と脊髄造影の
併用が 89.4％で，MRI が CT，脊髄造影に匹敵することを示している。Albeck ら は椎間板ヘルニアを疑い手術
2）

を施行した 80 例の脊髄造影，CT，MRI を比較し，脊髄造影から得られる情報が最も少なく，椎間板ヘルニアの
診断には CT や MRI を第一選択とすることを推奨している。Janssen ら は椎間板ヘルニアを疑い手術を施行し
3）

た 60 例の MRI，脊髄造影，CT 脊髄造影を比較し，椎間板ヘルニアの診断における正診率は MRI が 96％，脊
髄造影が 81％，CT 脊髄造影が 57％で MRI が最も高く，脊髄造影とCT 脊髄造影を併せても84％で MRI を越
えないと報告している。脊髄造影は MRI，CT より優れることを示すエビデンスはなく，診断には必ずしも必要でない。

2 椎間板造影

腰椎椎間板の形態評価において，椎間板造影（図）と他の画像検査の診断能を比較した研究がある。Birney
ら は腰痛と神経根症状を有する 90 例（57 例で手術）で椎間板造影とMRI における椎間板変性疾患の診断
4）

能を比較し，感度，特異度は椎間板造影が 87.5％，100％，MRI が 100％，92.86％で有意差はないと報告している。
Segnarbieux ら は椎間板切除術を施行した椎間板ヘルニアの症例中，外側型ヘルニア 29 例を対象に CT 椎
5）

間板造影の有用性を検討している。29 例中 15 例は CT や脊髄造影，CT 脊髄造影，MRI にて椎間孔型と椎間
孔外型の鑑別が困難で，CT 椎間板造影を追加することによりこの鑑別，適切な手術法選択が可能になったとして
いる。Maroon ら は手術を施行した外側型椎間板ヘルニア 25 例全例において，椎間板造影，CT 脊髄造影の
6）

所見と手術所見が合致したと報告している。腰椎椎間板ヘルニアの診断において，椎間板造影は必ずしも必要で
はないが，外側型ヘルニアの診断に有用な場合がある。
椎間板造影は造影剤注入後の疼痛再現，さらにステロイド局注追加による疼痛軽減に基づく椎間板性疼痛の機
能的診断法としても使用されてきた。椎間板性疼痛の診断，そのレベルの特定における有用性を示す多くの研究
があるが ，椎間板性疼痛は椎間板ヘルニアに特異的なものではない。椎間板ヘルニアの診断において，椎間板
7）
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A

B

C

腰椎椎間板ヘルニア
A 椎間板造影（L4/5 レベル）側面像 L4/5 レベルの椎間板より後方への造影剤漏出
がみられる（→）
。 B CT 椎間板造影（L4/5 レベル） C CT 椎間板造影 MPR 矢状
断像 椎間板より左後方への造影剤漏出がより明瞭に描出されている（→）
。
図

造影による椎間板性疼痛の誘発，再現は機能的診断法として補助的検査にはなり得る。

検索式・参考にした二次資料
PubMed によりdisk herniation，myelography，diskography のキーワードを用いて検索した。また，日本整形外
科学会診療ガイドライン委員会 / 腰椎椎間板ヘルニア策定委員会編：腰椎椎間板ヘルニア診療ガイドライン
（改訂第 2
版）2011 年を参考にした。
文

献
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肩関節の腱板損傷の診断に MRI を推奨するか？ MR 関節
造影は必要か ?

推奨グレード

B 単純 MRI
C1 MR 関節造影

B

推奨グレード

単純 MRI は超音波とともに有用であり，推奨する。
MR 関節造影は最も診断能が高いが，侵襲的であり，他の画像診断で診断に至らない場

C1

合や詳細な診断が必要な場合などに施行することを考慮してもよい。

背景・目的
肩関節の腱板損傷の診断は関節鏡ないし外科的な直視下での観察が至摘基準となる。しかし，これらの手技
は侵襲的であり，臨床的に腱板損傷が疑われる場合にはまず画像診断が行われる。最も有効な画像診断は以前
は関節造影であったが，現在は MRI が一般的になっている。腱板損傷の診断における単純 MRI の有用性，MR
関節造影の必要性について検討した。

解

説

肩関節の腱板断裂の診断において，画像診断の有用性を検討した多くの研究がある。Lenza ら によるシス
1）

テマティックレビューによると，腱板全層（完全）断裂の診断における感度・特異度は，単純 MRI が 94%，93%，
MR 関節造影が 94%，92%，超音波が 92%，93% であり，統計学的には有意差はみられなかった。Jesus らのメ
タアナリシス によると，腱板部分・全層断裂の診断における感度，特異度は単純 MRI（図 1）が 87.0％，81.7％，
2）

MR 関節造影（図 2）が 92.3％，94.5％，超音波が 85.1％，86.1％で，MR 関節造影が最も高く，単純 MRIと超
音波で有意差はない。ROC 解析による Az 値は MR 関節造影が 0.935と最も高く，超音波が 0.889，単純 MRI
が 0.878と続いている。ペアワイズ相関分析では単純 MRIと超音波で有意差はない。Dinnens ら によるメタアナ
3）

リシスにおいては，全層断裂における診断の感度，特異度は超音波が 87％，96％，単純 MRI が 89％，93％，MR
関節造影が 95％，93％で，MR 関節造影が最も高い。ただし，部分（不全）断裂ではいずれも診断能は低いとさ
れている。腱板断裂の診断には MR 関節造影が特に優れると考えられるが，侵襲的であり，他の画像診断で診断
困難な場合やトップアスリートで詳細な評価が必要な場合など，特殊な状況下においてのみ勧められる。また，スク
リーニングとしては超音波が最も安価で推奨されるが，施行者の技術，習熟度に大きく依存する。単純 MRI は超
音波検査と共に推奨されるが ，超音波検査と異なり，施設間で施行者の技術に大きくは影響されないことがメリット
4）

である。
直接 MR 関節造影と間接 MR 関節造影の比較においては，両者の診断能に有意差はないとする報告
像と2D 像の診断能に差がなく撮像時間の短縮のために 3D 像を勧める報告

，3D

5）6）

があるが，大規模な研究はない。

7）8）

また，撮像肢位おいては，通常の下垂位と外転外旋位で診断能に有意差はないとする報告 と通常の下垂位に
9）

これらについては，
さらなる検討が必要である。
外転外旋位を加えることにより診断能が向上するとする報告 がある。
10）

検索式・参考にした二次資料
PubMed で，Rotator cuff tear ／ injury，diagnosis，MRI，MR arthrography，Ultrasound のキーワードを
用いて検索した。
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図 1 棘上筋腱の全層断裂
脂肪抑制プロトン密度強調斜冠状断像
棘上筋腱に全層に及ぶ連続性途絶，欠損がみられ
（→）
，
この部位を介して肩甲上腕関節と肩峰下滑液包が連続
している。

文

図 2 腱板断裂
直接 MR 関節造影 脂肪抑制 T1 強調斜冠状断像
腱板の大結節付着部で関節面に造影剤流入がみられる
（→）
。
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肩関節の関節唇損傷の診断に MRI を推奨するか？
MR 関節造影は必要か？

推奨グレード

B 単純 MRI
C1 MR 関節造影

B

推奨グレード

単純 MRI は有用であり，推奨する。
MR 関節造影は関節唇損傷の描出能が単純 MRI より高い可能性があり，施行することを

C1

考慮してもよい。特に外転外旋位を追加することで診断能が向上する。

背景・目的
肩関節疾患は，優れた臨床能力を持つ整形外科医による徒手試験で比較的高い精度を持って診断できるともい
われているが，診断困難な場合もしばしばあり，画像診断が活用される機会は多い。関節唇損傷の診断における
単純 MRI の有用性，MR 関節造影の必要性について検討した。

解

説

肩関節の関節唇損傷の診断において，徒手試験の有用性を検討した複数のメタアナリシスがある
の徒手試験が有用である可能性が示されているが，その精度はばらつきがあり
とされている

。超音波の有用性を示す報告も見られるが

4）5）

。いくつか

1-5）

，今のところ良い徒手試験はない

1-3）

，腱板と異なりこの精度を疑問視する考えが多い。

6）7）

関節鏡を参照基準とした単純 MRI（図 1）による関節唇損傷の診断能は，感度，特異度，正診率が 88
〜 98％，89.5 〜 96％，94 〜 95.7％

と比較的高い。部位別の感度，特異度は前部で 89 〜 96％，86 〜 100％，

8）9）

後部で 7.7 〜 53％，97 〜 98％，下部で 40％，100％とされているが，各報告は対象症例数が数例ずつと少なく，信
頼度が低い

。

10）11）

Chandnani

は肩関節の不安定症または原因不明の痛みのある 28 例で，関節鏡を参照基準とした単純 MRI，

12）

MR 関節造影（図 2）
，CT 関節造影による関節唇損傷の描出感度を比較し，単純 MRI（93％）とMR 関節造
影（96％）は同等で，CT 関節造影（73％）より高いと報告している。さらに，関節唇の剥離断片，変性の描出
感度は 46％，96％，52％，および 11％，56％，24％で，MR 関節造影が最も高いとしている。前方不安性のある症
例において，MR 関節造影による関節唇損傷の診断能は，感度が 91 〜 92％ ，特異度が 92 〜 93％
Smith ら

15）

である。

13）14）

のメタアナリシスでは，関節唇損傷の診断感度，特異度は MR 関節造影が 88%，93%，単純 MRI

が 76%，87% で MR 関節造影は単純 MRI よりわずかに診断能が高いと報告している。MR 関節造影で SLAP
（superior labrum anterior to posteior）lesionと正常変異である sublabral recess を高い精度で鑑別できる
との報告があるが

，関節鏡下で正常所見を呈する関節唇が MR 関節造影において様々な所見を示すとの報告

16）

もあり ，SLAP lesion の診断には注意が必要である。Magee ら
17）

はトップアスリートにおいては小さな関節唇損

18）

傷の頻度が高いこと，病変数が多いこと，腱板損傷が通常と異なる部位に認められることなどより，MR 関節造影が
単純 MRI より有用である可能性を示唆している。また，MR 関節造影による関節唇損傷，特に anterior-inferior
glenoid labrum の診断能が外転外旋位を追加することにより向上するとする複数の報告がある
ら

。Cvitanic

18-20）

は感度，特異度は通常の下垂位で 48％，91％，外転外旋位で 89％，95％，両方あわせて 96％，97％としてい

19）

る。しかし外転外旋位は 1/7 〜 1/5 の患者において保持できなかったとされており，必ずしも追加できる方法では
ない

。

20）21）

直接 MR 関節造影と間接 MR 関節造影の比較においては，Jung ら
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は関節鏡を参照基準とする両造影にお

22）
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図1

SLAP lesion

脂肪抑制 T2 強調斜冠状断像 上方関節唇付
着部に高信号域が認められる（→）
。

図 2 肩関節前方脱臼による前部関節唇剥離
（Bankart lesion）
直接 MR 関節造影 脂肪抑制 T1 強調横断像
前部関節唇の内縁側に造影剤流入が認められる
（→）
。

ける SLAP lesion や腱板断裂の診断能を比較し，有意差はないと報告している。しかし間接 MR 関節造影の感
度は 90 〜 100％と高いものの，特異度は 71 〜 89％とする systematic review もある。間接 MR 関節造影では
23）

透視が不要である，侵襲性が低いなどの利点があるが，経静脈投与に伴う軟部組織の造影効果が読影の妨げに
なる，関節腔の伸展が十分に得られないなどの欠点がある。
関節唇損傷の診断において，単純 MRI は最も勧められる画像診断である。MR 関節造影は単純 MRI より高
い診断能があることを示す報告はないが，関節唇の断片，変性の描出能は単純 MRI より高い可能性がある。外
転外旋位を追加することで関節唇損傷の診断能が向上し，これを可能な範囲で追加することが望ましい。

検索式・参考にした二次資料
PubMed によりshoulder，labrum injury，labrum tear，labral injury，labral tear，MRI，MR arthrography
のキーワードを用いて検索した。また，Medina LS and Blackmore C eds：Evidence-Based Imaging：Optimizing
Imaging in Patient Care 2011 を参考にした。
文

献
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1）Munro W et al：The validity and accuracy of clinical tests used to detect labral pathology of the shoulder：a systematic review．
Man Ther 14：119-130，2009（レベル 3）
2）Hegedus EJ et al：Physical examination tests of the shoulder：a systematic review with meta-analysis of individual tests．Br J
Sports Med 42：80-92，2008（レベル 3）
3）Luime JJ et al：Does this patient have an instability of the shoulder or a labrum lesion？ JAMA 292：1989-1999，
2004（レベル 3）
4）Dessaur WA et al：Diagnostic accuracy of clinical tests for superior labral anterior posterior lesions：a systematic review．J
Orthop Sports Phys Ther 38：341-352，2008（レベル 3）
5）Calvert E et al：Special physical examination tests for superior labrum anterior posterior shoulder tears are clinically limited and
invalid：a diagnostic systematic review．J Clin Epidemiol 62：558-563，2009（レベル 3）
6）Taljanovic MS et al：Sonography of the glenoid labrum：a cadaveric study with arthroscopic correlation．AJR 174：1717-1722，
2000（レベル 3）
7）Hammar MV et al：Role of us in the preoperative evaluation of patients with anterior shoulder instability．Radiology 219：29-34，
2001（レベル 4）
8）Connell DA et al：Noncontrast magnetic resonance imaging of superior labral lesions．102 cases confirmed at arthroscopic surgery．Am J Sports Med 27：208-213，1999（レベル 4）
9）Gusmer PB et al：Labral injuries：accuracy of detection with unenhanced MR imaging of the shoulder．Radiology 200：519-524，
1996（レベル 4）

❾ 骨軟部
10）Legan JM et al：Tears of the glenoid labrum：MR imaging of 88 arthroscopically confirmed cases．Radiology 179：241-246，
1991（レベル 4）
11）Loehr SP et al：Three-dimensional MRI of the glenoid labrum．Skeletal Radiol 24：117-121，1995（レベル 4）
12）Chandnani VP et al：Glenoid labral tears：prospective evaluation with MRI imaging，MR arthrography，and CT arthrography．
AJR 161：1229-1235，1993（レベル 4）
13）Palmer WE et al：Labral-ligamentous complex of the shoulder：evaluation with MR arthrography．Radiology 190：645-651，
1994（レベル 4）
14）Palmer WE et al：Anterior shoulder instability：diagnostic criteria determined from prospective analysis of 121 MR arthrograms．
Radiology 197：819-825，1995（レベル 4）
15）Smith TO et al：A meta-analysis of the diagnostic test accuracy of MRA and MRI for the detection of glenoid labral injury．Arch
Orthop Trauma Surg 132：905-919，2012（レベル 3）
16）Jin W et al：MR arthrography in the differential diagnosis of type II superior labral anteroposterior lesion and sublabral recess．
AJR 187：887-893，2006（レベル 4）
17）Zanetti M et al：MR arthrographic variability of the arthroscopically normal glenoid labrum：qualitative and quantitative assessment．Eur Radiol 11：559-566，2001（レベル 4）
18）Magee T et al：Shoulder MR arthrography：which patient group benefits most? AJR 183：969-974，2004（レベル 4）
19）Cvitanic O et al：Using abduction and external rotation of the shoulder to increase the sensitivity of MR arthrography in revealing tears of the anterior glenoid labrum．AJR 169：837-844，1997（レベル 4）
20）Choi JA et al：Comparison between conventional MR arthrography and abduction and external rotation MR arthrography in
revealing tears of the antero-inferior glenoid labrum．Korean J Radiol 2：216-221，2001（レベル 4）
21）Kwak SM et al：Glenohumeral joint：comparison of shoulder positions at MR arthrography．Radiology 208：375-380，1998（レ
ベル 4）
22）Jung JY et al：Comparison study of indirect MR arthrography and direct MR arthrography of the shoulder．Skeletal Radiol 38：
659-667，2009（レベル 4）
23）Jbara M et al：Shoulder MR arthrography：how，why，when．Radiol Clin North Am 43：683-692，2005（レベル 4）
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166 関節リウマチの診断に手関節 MRI を推奨するか？
推奨グレード

手関節 MRI は有用であり，推奨する。造影併用が望ましく，リウマチ専門医による診察，

B

血清学的検査と組み合わせて施行すべきである。

背景・目的
関節リウマチにおける関節 MRI の所見は滑膜炎，骨髄浮腫，骨侵食，腱鞘滑膜炎などが挙げられるが，これら
の所見は特異性に乏しく，他の炎症性関節疾患でも類似した所見を示しうる。2010 年に米国リウマチ学会，欧州リ
ウマチ学会により関節リウマチ分類基準が共同改訂されたが，この基準（以下 2010-ACR/EULAR 基準）には
関節の疼痛，腫脹などの自覚的・他覚的所見の分布や罹患関節数が重要視されており，関節 MRI に関する項目
は含まれていない。関節リウマチの診断における手関節 MRI の有用性について検討した。

解

説

関節リウマチの診断において，手関節 MRI（図）の有用性を検討した複数のコホート研究がある。これらのほ
とんどは診断する基準として 1987 年に改訂された米国リウマチ学会による関節リウマチ分類基準（以下 1987-ACR
基準）が用いられている。手関節 MRI は早期の関節リウマチと他の炎症性関節疾患との鑑別に有用ではないと
する報告

がある。一方，Solau-Gervaisら炎症性多関節痛のある30 例において造影両側手関節 MRIを検討し，

1）
2）

中手指節関節の骨侵食はこの鑑別に有用としている 。Sugimoto ら は関節リウマチを疑う27 例の造影両側手
3）

4）

関節 MRI を検討し，MRI 診断基準を両側手首・中手指節・近位指節間関節の滑膜炎とすると，感度は 100％，
特異度は 73％，正診率は 89％で高い診断能を示すと報告している。Narváez ら は早期関節リウマチを疑う40
5）

例の検討より，非造影・造影片側手関節 MRI（診断基準は手首・中手指節・近位指節間関節の骨侵食または
骨髄浮腫を伴う滑膜炎）
，抗 CCP 抗体（anticyclic citrullinated peptide antibody）の感度，特異度はそれぞ
れ 100％，78％，および 23％，100％で，感度においては手関節 MRI が抗 CCP 抗体より優れているとしている。
手関節 MRI と症状，他の検査との組み合わせにおける有用性を検討した研究もある。Sugimoto ら は早
6）

期関節リウマチを疑う48 例において，1987-ACR 基準に MRI 診断基準（両側手首・中手指節・近位指節間
関節の造影効果）を加味した独自の診断基準を用いると，診断の感度，特異度，正診率が 77％，91％，83％か
ら 96％，86％，94％になり，感度と正診率が高くなるとしている。Tamai ら は 113 例において血清マーカーと非造
7）

MRI での対称性手関節炎，3）MRI での骨侵食 / 骨髄浮腫の 3 項目中 2 項目以上陽性を関節リウマチと診断す
ると，感度は 82.5％，特異度は 84.8％で良好な診断能を示すと報告している。彼ら は未分類関節炎 129 例にお
8）

ける造影両側手関節 MRIと血清マーカーの検討でも類似した結果を認めており，特に MRI で描出される骨髄浮
腫と抗 CCP 抗体陽性の組合せが関節リウマチの診断に有用としている。Duerら は未分類関節炎 41 例を検討し，
9）

最も症状の強い手関節の造影 MRIと骨シンチグラフィの組合せが関節リウマチと非リウマチ関節炎の鑑別に役立
つと述べている。
また，Suter ら

のメタアナリシスによると，手関節 MRI による早期関節リウマチの診断能は用いられた MRI 診

10）

断基準により大きく異なり，感度は 20 〜 100％ ，特異度は 0 〜 100％と幅がある。この結果より手関節 MRI の診
断能を述べるのは難しいが，内訳をみると滑膜炎，それと骨髄浮腫や骨侵食との組み合わせは比較的高い感度，
特異度を示し，骨髄浮腫，骨侵食のみは特異度は高く感度が低い傾向にある。従って，手関節 MRI は滑膜炎描
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影両側手関節 MRI による早期関節リウマチの診断能を検討し，1）抗 CCP 抗体またはリウマトイド因子陽性，2）
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A

B

C

関節リウマチ
A T1 強調冠状断像 B STIR 冠状断像 C 脂肪抑制造影 T1 強調冠状断像 手関
節（遠位橈尺・橈骨手根・手根間・手根中手関節）
，および第 2 中手指節関節に T1 強調
像で低信号を，STIR 像で高信号を，造影像で増強効果を示す滑膜肥厚がみられ，骨侵食を
伴う（→）
。
図

出のために造影併用が望ましい。
関節リウマチの診断において，手関節 MRI は造影併用が望ましく，単独に施行するよりもリウマチ専門医による
診察，血清学的検査と組み合わせて施行することが勧められる。ただし，研究のほとんどは診断する基準を 1987ACR 基準として検討されたもので，2010-ACR/EULAR 基準を用いた研究はまだあまりない。今後は 2010-ACR/
EULAR 基準を踏まえた上で，手関節 MRI の有用性を明らかにする必要がある。

検索式・参考にした二次資料
PubMed によりhand，wrist，rheumatoid arthritis，diagnosis，MRI のキーワードを用いて検索した。また，1987ACR 基準，2010-ACR/EULAR 基準を参考にした。
文

献

1）Boutry N et al：MR imaging findings in hands in early rheumatoid arthritis：comparison with those in systemic lupus erythematosus and primary Sjögren syndrome. Radiology 236：593-600，2005（レベル 3）
2）Duer-Jensen A et al：Bone edema on magnetic resonance imaging is an independent predictor of rheumatoid arthritis development in patients with early undifferentiated arthritis. Arthritis Rheum 63：2192-2202，2011（レベル 3）
3）Solau-Gervais E et al：Magnetic resonance imaging of the hand for the dignosis of rheumatoid arthritis in the absence of anticyclic citrullinated peptides：a prospective study：a prosective study. J Rheumatol 33：1760-1765，2006（レベル 3）
4）Sugimoto H et al：Early-stage rheumatoid arthritis：diagnostic accuracy of MR imaging. Radiology 198：185-192，
1996（レベル 4）
5）Narváez J et al：Usefulness of magnetic resonance imaging of the hand versus anticyclic citrullinated peptide antibody testing
to confirm the diagnosis of clinically suspected early rheumatoid arthritis in the absence of rheumatoid factor and radiographic
erosions. Semin Arthritis Rheum 38：101-109，2008（レベル 3）
6）Sugimoto H et al：Early-stage rheumatoid arthritis：prospective study of the effectiveness of MR imaging for diagnosis. Radiology
216：569-575，2000（レベル 3）
7）Tamai M et al：Early prediction of rheumatoid arthritis by serological variables and magnetic resonance imaging of the wrists and
finger joints：results from prospective clinical examination. Ann Rheum Dis 65：134-135，2006（レベル 3）
8）Tamai M et al：A prediction rule for disease outcome in patients with undifferentiated arthritis using magnetic resonance imaging
of the wrists and finger joints and serologic autoantibodies. Arthritis Rheum 61：772-778，2009（レベル 3）
9）Duer A et al：Magnetic resonance imaging and bone scintigraphy in the differential diagnosis of unclassified arthritis. Ann
Rheum Dis 67：48-51，2007（レベル 3）
10）Suter LG et al：Role of magnetic resonance imaging in the diagnosis and prognosis of rheumatoid arthritis. Arthritis care &
research 63：675-688，2011（レベル 3）
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167 大腿骨頭壊死症の診断にどのような画像検査を推奨するか？
推奨グレード

骨シンチグラフィ，MRI は有用であり，推奨する。
単純 X 線写真は診断能が高くないが，病期分類の基本となる画像検査で，推奨する。
CT は壊死骨内の軟骨下骨折や骨頭圧潰の診断に優れており，病期分類の際に施行する
ことを推奨する。

B

背景・目的
特発性大腿骨頭壊死症は厚生労働省の指定難病である。本邦では厚生労働省研究班の診断基準が最も標
準化された診断基準であり，日本整形外科学会認定の診断基準となっている。しかし，特発性大腿骨頭壊死症の
診断は，組織学的検査でも100% の診断精度が得られないため，画像検査の所見（単純 X 線写真 , MRI, 骨シ
ンチグラフィ）とともに複数の診断項目を使用することで標準化された正確な診断が可能となる。また，病期分類は
臨床症状や発現や治療法の選択に大きく関与し，単純 X 線写真のみでは判断が難しいこともあるため，他の画像
検査所見も参照することが望ましい。そこで，大腿骨頭壊死症の診断における各種画像検査における有用性と適
応について検討した。

解

説

大腿骨頭壊死症の診断において，
画像診断の有用性を検討した多くの研究がある。単純 X 線写真の感度は 58
〜 86％

，CT（図 2B）の感度は 71 〜 95％

1-5）

異度は 74 〜 100％

，骨シンチグラフィ平面像の感度は 81 〜 91.3％

4）6）7）

，MRI（図 1，図 2A）の感度は 98 〜 100％

2）4）8-10）

，特異度は 71 〜 100％

2）4）8）9）

，特

2）4）8-10）

2）4）8-10）

で，これらの中では MRI が最も高い感度を示す。SPECT を用いた骨シンチグラフィとMRI を比較した研究

1）11）

では，骨シンチグラフィの感度（91％，100％）が MRI の感度（87％，66％）より高い。骨シンチグラフィ早期相と
MRI を比較し，骨シンチグラフィ早期相は MRI で描出されない段階の骨頭血流低下を検出できるとする報告
ある。骨シンチグラフィ，CT，MRI の診断能を ROC 解析で比較した研究

も

12）

では，MRI は骨シンチグラフィに対し

13）

て 99％の confidence level で勝り，MRI とCTとの有意差はないとされている。ただし，各研究における参照基
準は生検（組織診断）
，骨髄内圧，MRI など様々で，MRI の磁場強度や撮像プロトコールも異なっており，これら
を考慮しなければならない。
厚生労働省研究班の診断基準を用いて診断能を調査した多施設研究

では，単純 X 線写真，骨シンチグラ

14）

度を示すとされている。以上より，骨シンチグラフィとMRI は高い診断能を示すが，複数の検査を組み合わせること
が望ましいといえる。
大腿骨頭壊死症の病期分類は治療方針の決定や予後の推定において重要である。病期分類は，ARCO
（Association Research Circulation Osseous）分類が国際的に最も用いられる。本邦では厚生労働省研究
班の病期分類が頻用され ，厚生労働省の指定難病の臨床調査個人票にもこの病期分類を記載することが義
15)

務づけられている。病期分類は単純 X 線写真，骨シンチグラフィ，MRI の所見が基本となっているため，病期に
応じた各モダリティの診断能の評価が重要である。特に骨頭圧潰および，その原因となる骨壊死内の軟骨下骨折
は病期分類の際に重要な所見であり，これらの診断における画像診断の有用性が検討されている。ARCO 分類
を用いて単純 X 線写真と MRI での病期分類の診断能を比較した研究

では，MRI を参照基準にすると，単

16）

純 X 線写真におけるⅡ期の診断の感度，特異度は 88％，90.5％，Ⅲ期はそれぞれ 79.2%，82%，Ⅳ期はそれぞ
れ 76%，100％で，病期診断，壊死部位，壊死サイズ，骨頭圧潰の有無，圧潰の程度の二者間の一致率はそれぞ
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フィ，MRI，病理所見で提唱された 5 つのクライテリアのいずれか 2 つを組み合わせると91％の感度，99％の特異
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図 1 大腿骨頭壊死症

MRI T1 強調冠

状断像
大腿骨頭に上部主体の骨壊死があり，壊
死の境界を示唆する帯状低信号がみられる
（→）
。

A

B

図 2 大腿骨頭壊死症
A MRI T1 強調冠状断像 大腿骨頭に骨壊死の境界を示唆する帯状低信号あり（A
黒→）
。 骨頭軟骨下に関節面に平行な線状低信号がみられ（A ▲）
，軟骨下骨折の所
見である。 骨頭内側には骨髄浮腫などを示す低信号域がみられる（A 白→）
。B CT
MPR 冠状断像 軟骨下骨折が線状の硬化像として同定される（B ▲）
。骨壊死内はわず
かに硬化像がみられるが（B →）
，その境界は不明瞭である。

れ 80.6%，71.2%，67.1%，79.2%，56.3%と報告されている。以上の結果より，単純 X 線写真では特に 2 期と3 期
の診断精度が劣るため，MRI を併用することが望ましいといえる。軟骨下骨折の診断能を調査した多施設研究

17）

では，CT を参照基準にすると単純 X 線写真の感度，特異度は 71％，97％，MRI の感度，特異度は 38％，100％
と報告されている。別の研究

では，CT を参照基準として MRI の感度，特異度，偽陽性率，偽陰性率は 88

6）18）

〜 92.9％，28.6％，71.4％，7.1％で，CT は軟骨下骨折の診断に最も有用とされる。また手術の適応となる ARCO3
期の症例において，組織診断を参照基準として CTとMRI での軟骨下骨折および骨頭圧潰の有無と程度の診断
能を比較した研究

では，軟骨下骨折の描出率は CT で 100%，MRI で 51%とCT が高く，軟骨下骨折の範囲

19）

や圧潰の程度もCT がより正確に診断でき，
病期分類において CT が明らかに勝ると報告されている。また近年では，
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CT は手術のプランニングにも用いられている。
大腿骨頭壊死症の診断において，SPECT を用いた骨シンチグラフィとMRI は高い診断能を示し，勧められる。
SPECT 併用の骨シンチグラフィを参考にしても良いと考えられる。単純 X 線写真は診断能が高くないが，病期診
断の基本となる画像検査であり，勧められる。CT は病期分類に重要な壊死骨内の軟骨下骨折や骨頭圧潰の診
断に優れており，病期診断の際に施行することが推奨される。

検索式・参考にした二次資料
PubMed により femoral head，osteonecrosis，avascular necrosis，aseptic necrosis，radiography，CT，
MRI，scintigraphy のキーワードを用いて検索した。また，ARCO 病期分類，厚生省研究班の診断基準・病
期分類，Steinberg 病期分類，1983 年 1 月から 2014 年 12 月に医学雑誌に掲載された論文を使用した。また，
ARCO 病期分類，厚生省研究班の診断基準・病期分類，Steinberg 病期分類，日本医学放射線学会，日本放
射線科専門医会・医会：画像診断ガイドライン 2013 年版を参考にした。
文

献

1）Stulberg BN et al：Multimodality approach to osteonecrosis of the femoral head．Clin Orthop Relat Res 240：181-193，1989（レ
ベル 4）
2）Mitchell DG et al：Femoral head avascular necrosis：correlation of MR imaging，radiographic staging，radionuclide imaging，and
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9）Markisz JA et al：Segmental patterns of avascular necrosis of the femoral heads：early detection with MR imaging．Radiology
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Med 42：1789-1794，2001（レベル 4）
13）Mitchell DG et al：Avascular necrosis of the hip：comparison of MR，CT，and scintigraphy．AJR 147：67-71，1986（レベル 4）
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168 膝関節の半月板・十字靱帯損傷の診断に MRI を推奨するか？
推奨グレード

MRI は鏡視下治療の必要な患者の選別に有用であり，推奨する。整形外科医による診察

B

と組み合わせて施行すべきである。

背景・目的
膝関節の関節内構造である半月板，十字靱帯の損傷において，診断のために MRI が活用される機会は多い。
一方，整形外科医による徒手試験に基づく診断も確立されており，MRI の必要性を低いと考える整形外科医も存
在する。また，最も信頼されている診断法は関節鏡だが，MRIと比較して高侵襲，高価であり，可能であれば，診
断目的の関節鏡は MRI で代用したい。半月板・十字靭帯損傷の診断における MRI の有用性について検討した。

解

説

膝関節の半月板・十字靱帯損傷の診断において，関節鏡を参照基準として徒手試験の有用性を検討した多
くの研究がある。これらのメタアナリシスによると各徒手試験の診断能はばらつきがあるが
げると，半月板損傷の診断における McMurray 試験は Hegedus ら

2）

，代表的なものをあ

1-3）

のメタアナリシスにて感度が 70.5％，特

異度が 71.1%，前十字靭帯損傷の診断における無麻酔下 Lachmann 試験は Van Eck ら によるメタアナリシ
3）

スにて感度，特異度ともに 81％である。各徒手試験の組み合わせで診断能が増すことを示す報告もある 。一
1）

方，関節鏡を参照基準として MRI（図 1，2）の診断能を検討した研究も多数ある。Oei ら のメタアナリシスに
4）

よると，感度，特異度は内側半月板断裂で 93.3％，88.4％，外側半月板断裂で 79.3％，95.7％，前十字靱帯断裂
で 94.4％，94.3％，後十字靱帯断裂で 91.0％，99.4％である。Crawford ら のメタアナリシスによると，感度，特異度，
5）

正診率は内側半月板断裂で 91.4％，81.1％，86.3％，外側半月板断裂で 76.0％，93.3％，88.8％，前十字靱帯断裂
で 86.5％，95.2％，93.4％である。MRI は半月板・十字靱帯損傷において高い診断能を示すが，その感度は外側
半月板断裂で最も低く，MRI を読影する際には内側半月板，十字靱帯よりも外側半月板において損傷の有無の判
定基準を低く設定すべきである。報告で用いられた MRI 装置は 0.1T 〜 1.5Tと様々だが，0.5Tと1.5T を比較し
た研究

，0.2Tと1.5T を比較した研究

6）7）

において診断能の差はないと報告されており，装置の磁場強度の違い

8）

による診断能の差はあまりないと考えられる。ただし，関節鏡は術者の熟練度に左右されること，半月板の辺縁，後
節など観察し難い部位があること，関節内構造の表面しか観察できないことなどの欠点もあり，参照基準として完全
なものではないことも考慮しなければならない。
病歴聴取を含めた整形外科医による診察後に MRI を施行すべきかどうかに関しては，関節鏡を参照基準として
検討した複数の研究があるが，そのほとんどは診察による臨床所見で半月板または靱帯の損傷を疑う症例を対象
としている。臨床所見の診断能が MRI の診断能と同等，またはそれより高く，必ずしもMRI を施行する必要はな
い，MRI は補足的なものに過ぎないとする報告がある一方

，MRI の診断能が臨床所見の診断能より高い，ま

9-16）

たは診察後に MRI を施行することで診断能が向上するとする報告もある

。また，MRI により診断目的の関

17）18）

節鏡を減らすことができることを示す報告もあり，これらによると関節鏡を減らせる症例は 27.3 〜 51.4％である
Vincken ら

。

19-21）

は整形外科医による診察後に MRIと関節鏡を施行した 293 例を検討し，鏡視下治療の必要な患

21）

者の選別における MRI の感度，特異度は 93.2％，79.2％，検証バイアスを補正したもので 87.3％，88.4％で，MRI
は鏡視下治療の必要な患者の選別に有用と結論づけている。
半月板・十字靱帯損傷の診断において，MRI は単独に施行するのではなく，病歴聴取を含めた整形外科医に
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図 2 前十字靭
図 1 内側半月板
の水平断裂 T2 ＊

強調矢状断像
内側半月板の後角
に下 面へ及ぶ線
状高信号がみられる
（→）
。

帯の完全断裂

T2 強調矢状断像
前十字靱帯は中
部で連続性がなく
（→）
，断片が腫
大，高 信 号，た
わみを示す（▲）
。

よる診察と組み合わせて施行することが勧められる。診断目的の関節鏡を減らすこと，鏡視下治療の必要な患者を
選別することにおいて有用である。

検索式・参考にした二次資料
PubMed によりknee，meniscus injury，meniscus tear，ligament injury，ligament tear，MRI，arthroscopy
のキーワードを用いて 2012 年以降の文献を検索した。また，日本医学放射線学会，日本放射線科専門医会・医会：
画像診断ガイドライン 2013 年版を参考にした。
文

献
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1）Solomon DH et al：The rational clinical examination．Does this patient have a torn meniscus or ligament of the knee? Value of the physical examination．JAMA 286：1610-1620，2001（レベル 3）
2）Hegedus EJ et al：Physical examination tests for assessing a torn meniscus in the knee：a systematic review with meta-analysis．J Orthop Sports Phys
Ther 37：541-550，2007（レベル 3）
3）Van Eck CF et al：Methods to diagnose acute anterior cruciate ligament rupture：a meta-analysis of physical examinations with and without anaesthesia．
Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 21：1895-1903，2013（レベル 3）
4）Oei EH et al：MR imaging of the menisci and cruciate ligaments：a systematic review．Radiology 226：837-848，2003（レベル 3）
5）Crawford R et al：Magnetic resonance imaging versus arthroscopy in the diagnosis of knee pathology，concentrating on meniscal lesions and ACL tears：a
systematic review．British Medical Bulletin 84：5-23，2007（レベル 3）
6）Barnett MJ：MR diagnosis of internal derangement of the knee：effect of field strength on efficacy．AJR 161：115-118，1993（レベル 4）
7）Vellet AD et al：Anterior cruciate ligament tear：prospective evaluation of diagnostic accuracy of middle- and high-field-strength MR imaging at 1.5T and
0.5T．Radiology 197：826-830，1995（レベル 4）
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13）Madhusudhan TR at al：Clinical examination，MRI and arthroscopy in meniscal and ligamentous knee Injuries - a prospective study．J Orthop Surg
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169 骨腫瘍・腫瘍類似病変の診断に MRI を推奨するか？
推奨グレード

最初に行うべき画像検査は単純 X 線写真である。MRI は病変の検出，病態の評価，局所

B

浸潤の評価に有用であり，単純 X 線写真で悪性腫瘍が疑われる場合や診療方針を決定で
きない場合に推奨する。

背景・目的
骨腫瘍・腫瘍類似病変を評価する画像検査として，まず単純 X 線写真が撮影されるが，MRI が利用される機
会も多い。骨腫瘍・腫瘍類似病変の診断における MRI の有用性，適応について検討した。

解

説

骨腫瘍・腫瘍類似病変の診断には様々な画像検査が用いられるが，単純 X 線写真（図）は病変の検出およ
び組織学的性状の解析を行うことのできる最も安価でアクセスがよく, どの施設でも行える画像検査である。良性病
変は単純 X 線写真のみで診断可能な典型例も多く，このような例では侵襲的治療を考慮する場合を除き，他の画
像検査を追加する必要は少ない

。ただし，
扁平骨では単純 X 線写真のみでは評価が難しい場合がある。Maら

1）
2）

3）

は 51 例の骨腫瘍・腫瘍類似病変の良悪鑑別について，MRI（図）のみで評価した場合と単純 X 線写真とMRI
を合わせて評価した際の診断能を比較し，悪性病変の診断感度はいずれも極めて良好で差がないが，MRI のみ
では良性病変を悪性病変と過大評価する傾向があり，単純 X 線写真とMRI を合わせて評価することで診断の特
異度が 20％，正診率が 18％向上したと報告している。
骨腫瘍・腫瘍類似病変の広がり診断において，MRI と他の画像診断の診断能を比較した研究がある。
Hogeboom ら は骨腫瘍・腫瘍類似病変 25 例の浸潤評価について CTと比較し，骨髄浸潤では 25％，軟部組
4）

織浸潤では 31％，関節浸潤では 36.4％の症例で MRI が CT よりも優れていたと報告している。一方，骨皮質破壊
の評価は CT が有用で，
同一症例の 13.6％の症例においてCT が MRIよりも優れていたと述べている。Zimmerら

5）

も骨腫瘍・腫瘍類似病変 52 例の浸潤評価を行い，骨髄浸潤では 33％，軟部組織浸潤では 38％の症例において
MRI が CT よりも優れていたと報告している。Bloem ら は悪性骨腫瘍 56 例の局所病期診断について，CT およ
6）

び血管造影との比較を行い，
診断の感度は MRI が 100％，CT が 33％，
血管造影が 83％で，
特異度は MRI が 98％，
CT が 93％，血管造影が 71％であったと報告している。MRI は神経血管浸潤の評価についても血管造影と同等
であり，悪性骨腫瘍の局所病期診断には MRI を選択すべきであると述べている。Frank ら は臨床的に悪性骨
7）

腫瘍が疑われた 106 例について，MRIと骨シンチグラフィの病変検出能を比較し，MRI は骨シンチグラフィと比べ
て有意に検出感度が高かったと報告している。
内部性状評価については，様々な疾患でコントラスト分解能の良い MRI の有用性が報告されている

。脂肪，

8-12）

出血・ヘモジデリン，軟骨基質，粘液状基質，膠原線維，嚢胞などの構成組織を類推でき，病変の質的診断に役
立つ。Mori ら

は骨腫瘍・腫瘍類似病変 32 例について，MRI と単純 X 線写真を組み合わせた場合と造影

13）

CT のみの場合の診断能を比較し，骨皮質破壊や病変内石灰化の評価については CT が優るが，病変の組織学
的性状解析では，56％の症例において MRIと単純 X 線写真の組み合わせが優れていたと報告している。
骨腫瘍・腫瘍類似病変の診断において，MRI は病変検出や病態評価における有用性があり，特に局所浸潤評
価に優れている。ただし，骨皮質や病変内石灰化の評価については CT が有用である。スクリーニングには単純
X 線写真が適しており，MRI は単純 X 線写真で悪性腫瘍が疑われる場合や治療方針を決定できない場合に勧め
られる。MRI を評価する際には単純 X 線写真を参考にすることが望ましい。
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A

B

図 骨肉腫
A 単純 X 線写真正面像 右大
腿骨の遠位骨幹端に境界不明瞭
な溶骨性病変がみられ（→）
，病
変の内側には雲状の石灰化が認
められる（▲）
。 B MRI T1 強調
冠状断像 骨幹端から骨端にお
よぶ偏心性の低信号病変がみられ
（→）
，単純 X 線写真と比べて病
変の進展範囲が明瞭である。

検索式・参考にした二次資料
PubMed によりbone tumor，MRI のキーワードを用いて検索した。また，ACR Appropriateness Criteria，日本
整形外科学会骨・軟部腫瘍委員会編：整形外科・病理悪性骨腫瘍取扱い規約（第 3 版）2000 年を参考にした。
文

献

ベル 4）
11）Murphey MD et al：Telangiectatic osteosarcoma：radiologicpathologic comparison. Radiology 229：545-553，2003（レベル 4）
12）Campbell RS et al：Intraosseous lipoma：report of 35 new cases and a review of the literature. Skeletal Radiol 32：209-222，
2003（レベル 4）
13）Mori T et al：Three-dimensional images of contrast-enhanced MDCT for preoperative assessment of musculoskeletal masses：
comparison with MRI and plain radiographs. Radiation Med 23：398-406，2005（レベル 4）
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1）Sundaram M et al：Computed tomography or magnetic resonance for evaluating the solitary tumor or tumor-like lesion of bone？
Skeletal Radiol 17：393-401，1988（レベル 4）
2）Griffiths HJ et al：The use of MRI in the diagnosis of benign and malignant bone and soft tissue tumours. Australas Radiol 37：
35-39，1993（レベル 4）
3）Ma LD et al：Differentiation of benign and malignant musculoskeletal tumors：potential pitfalls with MR imaging. Radiographics
15：349-366，1995（レベル 4）
4）Hogeboom WR et al：MRI or CT in the preoperative diagnosis of bone tumours. Eur J Surg Oncol 18：67-72，1992（レベル 4）
5）Zimmer WD et al：Bone tumors：magnetic resonance imaging versus computed tomography. Radiology 155：709-718，1985（レ
ベル 4）
6）Bloem JL et al：Radiologic staging of primary bone sarcoma：MR imaging，scintigraphy，angiography，and CT correlated with
pathologic examination. Radiology 169：805-810，1988（レベル 4）
7）Frank JA et al：Detection of malignant bone tumors：MR imaging vs scintigraphy. AJR 155：1043-1048，1990（レベル 4）
8）Aoki J et al：MR findings indicative of hemosiderin in giant-cell tumor of bone：frequency，cause，and diagnostic significance.
AJR 166：145-148，1996（レベル 4）
9）Cohen EK et al：Hyaline cartilage-origin bone and soft-tissue neoplasms：MR appearance and histologic correlation. Radiology
167：477-481，1988（レベル 4）
10） Frick MA et al：Imaging findings in desmoplastic fibroma of bone：distinctive T2 characteristics. AJR 184：1762-1768，
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軟部腫瘍・腫瘍類似病変の診断に MRI を推奨するか？
造影 MRI は必要か？

推奨グレード

B 単純 MRI
C1 造影 MRI

B

推奨グレード

C1

単純 MRI は良悪性の鑑別，良性腫瘤の質的診断に有用であり，推奨する。臨床所見や単純
X 線写真と組合せて施行すべきである。造影 MRI はルーチンに行う必要性は高くはないが，
ダイナミック MRI は良悪性の鑑別に役立つ場合があり，施行することを考慮してもよい。

背景・目的
軟部腫瘤の診断において，MRI は中心的役割を担う画像診断になっているが，必ずしも有用でないとする考えも
ある。軟部腫瘍・腫瘍類似病変の診断における単純 MRI の有用性，造影 MRI の必要性について検討した。

解

説

ACR Appropriateness Criteria では，臨床的に軟部腫瘍が疑われた場合にはまず，単純 X 線写真を勧めて
いる。静脈石など明らかに良性を疑う石灰化がない腫瘍で，かつ臨床的に悪性を否定できない場合に MRI の適
応となる。
軟部腫瘍・腫瘍類似病変において，単純 MRI による良悪性の鑑別を検討した多くの研究がある

。腫瘤の大

1-6）

きさ，形態，発生部位，辺縁性状，反応層の有無，内部の均一性，T1 強調像および T2 強調像の信号強度，血
管神経束浸潤の有無を組み合わせることにより，
悪性と診断できる感度は 78 〜 100％，
特異度は 17 〜 90％であった。
特異度にばらつきが大きい原因は，対象となる症例の数や腫瘍の種類が影響していると思われる。良悪性の鑑別
における多変量解析の結果では，悪性腫瘍と診断する上で最も感度の高い組み合わせは，大きさが 3.3cm 以上，
T1 強調像での不均一な信号，T2 強調像での高信号と報告されている。一方，最も特異度が高い組み合わせは，
大きさが 6.6cm 以上，腫瘍壊死，骨ないし神経血管束浸潤であった。これらのことより，単純 MRI は良悪性の鑑
別に有用といえる。
単純 MRI による質的診断の研究

では，良性腫瘤の 24 〜 54％，悪性腫瘍の 0 〜 38％で診断可能とされ

1）4）6）

ており，良性腫瘤の診断能が悪性腫瘍のそれより高い。良性腫瘍では，さらに単純 X 線写真や年齢，痛みの有無
などの臨床症状を加味することで，多くの症例で診断可能となる

。

2）7）

造影 MRI をルーチン検査に用いるか否かについては，撮像時間の延長や費用の面からも議論がある。多くの
充実性腫瘍は時間の経過とともに増強されるため，性状評価にはあまり役立たないことが多く，造影 MRI を追加し
ても良悪性の鑑別は向上しなかったとの報告がある

。一方，Rijswijk ら

8）9）

は軟部腫瘤 140 例（良性 67 例，

10）

悪性 73 例）
に対し，T1 強調像とT2 強調像に加えて，
造影検査を追加することで良性腫瘤の質的診断能が向上し，
悪性腫瘍と診断できる感度も向上したと報告している。脂肪性腫瘍では，内部に造影効果を有する厚い隔壁や結
節を認める場合には高分化脂肪肉腫の可能性を疑う必要がある （図）。ダイナミック MRI に関しては，早期相で
11）

濃染する腫瘍を悪性とすると感度は 66 〜 91％，特異度は 58 〜 80％と報告されている
瘍では血管構築の相違を反映して，早期から濃染されることが多い

。病理学的に悪性腫

12-14）

。そのため，ダイナミック MRI で早期に濃

12）15）

染する腫瘤を見た場合は，悪性の可能性があることを念頭においておく必要がある。これらのことより，造影 MRI
はルーチンに行う必要性は高くはないが，ダイナミック MRI は良悪性の鑑別に役立つ場合がある。
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高分化脂肪肉腫 脂肪抑制造影 T1 強調像
大腿近位前部に高信号を示す脂肪性腫瘍がみら
れ，内部に低信号を示す厚い隔壁や小結節が混在
している（→）
。
図

検索式・参考にした二次資料
PubMed で，soft tissue tumor，MRI のキーワードを用いて検索し，英文報告のみを採用した。
また，ACR Appropriateness Criteria，悪性軟部腫瘍取扱い規約（第 3 版）を参考にした。
文

献
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1）Kransdorf MJ et al：Soft-tissue masses：diagnosis using MR imaging．AJR 153：541-547，1989（レベル 4）
2）Berquist TH et al：Value of MR imaging in differentiating benign from malignant soft-tissue masses：study of 95 lesions．AJR
155：1251-1255，1990（レベル 4）
3）Crim JR et al：Diagnosis of soft-tissue masses with MR imaging：can benign masses bedifferentiated from malignant ones?
Radiology 185：581-586，1992（レベル 4）
4）Gielen JL et al：Accuracy of MRI in characterization of soft tissue tumors and tumor-like lesions．A prospective study in 548
patients．Eur Radiol 14：2320-2330，2004（レベル 4）
5）De Schepper AM et al：Statistical analysis of MRI parameters predicting malignancy in 141 soft tissue masses．Rofo 156：587591，1992（レベル 4）
6）Moulton JS et al：MR imaging of soft-tissue masses：diagnostic efficacy and value of distinguishing between benign and malignant lesions．AJR 164：1191-1199，1995（レベル 4）
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2007（レベル 4）
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小児虐待の診断に骨単純 X 線写真を推奨するか？
CT は必要か？

推奨グレード

A

虐待を疑う 2 歳未満の全例に，骨単純 X 線写真による skeletal survey を強く推奨

A

推奨グレード

する。

C1

C1 肋骨骨折のより正確な評価をする場合には，CT が勧められる。

背景・目的
骨は皮膚・軟部組織に次ぐ身体的虐待（以下，虐待）の傷害臓器であり，骨折の診断は虐待の診療に非常
に重要な意味をもつ。被虐待児の骨折を検出するために果たす骨単純 X 線写真の役割について検証し，加えて
CT の有用性について検討した。

解 説
₁ Skeletal Survey（SS）
骨折を評価する画像の第 1 選択は単純 X 線写真である。虐待診療ではその運用が重要となる。
虐待の対象は 2 歳未満が約 90%，虐待による骨折の 80％以上は 18 カ月未満の児である 。これら被虐待児は
1）

自身の状況を自ら説明できず，骨折の多くは潜在する。しかも虐待は全身に及ぶため，骨折の検出には全身骨の
網羅的撮影が必要となる。これが SS である。適切な SS によって虐待が疑われる児の 10 〜 34％に潜在骨折を検
出でき，診断に寄与できる

。さらに SS は骨折の数や部位，時期の正しい評価につながり，虐待の程度や期間

2）3）

ひいては外傷機序や加害者の推定にも役立つため，小児虐待の診断に強く推奨される。
ただし SS の絶対的な方法はなく，
各施設で定める必要がある。代表的な英米の SS

が参考となり，
四肢骨は 1

4）5）

方向，躯幹骨は 2 方向の，骨条件による撮影が基本と思われる。対象が 2 歳未満の場合は全例に SS を実施し，2
〜 5 歳では個別の状況に応じた実施が提唱されている 。
6）

撮影細部について以下に推奨グレードとともに補足する。またこれらに基づくSS の参考例を英米の SSとともに表
に示す。
❶ 脊椎，骨盤，手，足の撮影：C1
上記部位については頻度の低さや被曝を理由に SS の対象から除く意見もある 。しかし Kleinman ら は，同
2）

7）

部位にしか骨折のない事例とともにその頻度を 5.5%と示しており，SS に含めることが勧められる。
❷ 胸部両斜位像：B
虐待診断における肋骨骨折の陽性的中率は高いが ，肋骨の評価は心陰影や前後の重なりによって難しいこと
8）

が少なくない。胸部正側 2 方向撮影に比べ，両斜位像を加えた 4 方向撮影は骨折の検出感度，特異度に優れて
おり ，SS に含めることを推奨する。
9）

❸ 長管骨側面像：C1
長管骨側面像の追加は骨幹骨折の検出には影響しないが，骨幹端骨折の検出感度や読影者の確信度が増す
と報告されている 。正面像で病変が疑われる場合には側面像の追加を勧める。
10）

❹ follow-up SS（以下，FUSS）：B
骨折は受傷後 1 〜 2 週で修復が進行し，2 カ月程度で癒合する。SS の 10 〜 14 日後の撮影は治癒の過程を捉

568

C Q 171
表

Skeletal Survey
RCR-RCPCH（2008） ACR-SPR（2011）

SS

参考 SS

・正面 AP
1. 頭蓋 ・側面
・Towne

・正面 AP
・側面

・正面 AP
・側面

・正面 AP
2. 頭蓋
・両斜位

・正面 AP
・側面
・両斜位
（胸椎，上部腰椎）

・正面 AP
・側面
・両斜位
（胸骨，胸椎）

・骨盤 AP
骨盤 （腹部～骨盤，股関節）（中部腰椎）

3. 腹部・ ・正面 AP
4. 脊椎

・側面
（頸椎～腰仙椎）

・両上腕 AP
・両前腕 AP
5. 四肢
・両大腿 AP
・両下腿 AP

6. 手足

・両手 PA
・両足 PA

FUSS

推奨度

A
（＊ 1）

A
B
（＊ 2）

・正面 AP
（腹部～骨盤）

A

・側面
（頸椎，腰仙椎）

・側面
（頸椎，腰仙椎）

・両上腕 AP
・両前腕 AP
・両大腿 AP
・両下腿 AP

・両上腕 AP
・両前腕 AP
・両大腿 AP（股関節）
・両下腿 AP

・両手 PA
・両足 PA

・両手 PA
・両足 PA

2 週間後に撮影（1 を除く）

C1

A

C1
（＊ 3）

2 週間後に撮影
（1，3，4 を除く）

B

＊ 1：CT 撮影時は不要（本文参照）
＊ 2：胸部 CT〔C1〕（本文参照）
＊ 3：児の大きさによって，上腕と前腕，両側大腿と下腿を同時に撮影しても可
骨幹端骨折が疑われる場合は側面像を追加〔C1〕

RCR-RCPCH：The Royal College of Radiologists and Royal College of Paediatrics and Child Health（文献 4）
ACR-SPR：American College of Radiology and Society for Pediatric Radiology（文献 5）
SS：skeletal survey，FUSS：follow-up skeletal survey，AP：前後撮影，PA：後前撮影

えられ，病変検出率の向上，疑診病変の判定，受傷時期の推定に寄与できる

。虐待の疑いが残る限り，初回

1）2）

から約 2 週間後の FUSS を推奨する。撮影部位として，英米の FUSS では頭蓋が除外されている（修復反応を
欠くため）

。また脊椎や骨盤の除外も診療に支障のないことが報告されており

4）5）

，FUSS の対象から外すこと

1）2）

を考慮できる。
❶ 胸部：

単純 X 線写真による肋骨骨折の診断は，特にその急性期には難しいことが多い。CT は単純 X 線写真よりも
肋骨骨折の診断能力が高い反面

，被曝や鎮静などの課題がある。しかし肋骨骨折の有無は児の予後を左右し

11）

かねない重要な情報であり，正確な評価を目的とした CT の利益は不利益を凌駕するので推奨される。不自然な
頭部外傷や臓器損傷から虐待が強く疑われる例などでは，胸部 CT は肋骨骨折の診断に有力な画像手段となる。
多列検出器 CT（以下，MDCT）によって容積情報を収集後，骨に合わせた高分解能関数で処理した 1 〜 2mm
厚の画像や，立体像や多方向断面像を用いた評価が勧められる。
❷ 頭部：
英国の SS では頭部 CT 施行例に対しても頭蓋骨の単純 X 線写真を求めている 。断層面に平行する骨折の
4）

見落とし防止が目的と思われるが，MDCT はその問題を解消できる 。虐待による頭部外傷のために頭部 CT が
12）

撮影された症例では，
その情報を元にした頭蓋の立体像や多方向断面像を頭蓋骨単純 X 線写真として代用できる。
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検索式・参考にした二次資料
Pubmed によりabuse，fracture，skeletal survey，bone survey，non-accidental injury のキーワードを用い
て検索した。
文

献

1）Harper NS et al：The utility of follow-up skeletal surveys in child abuse．Pediatrics 131：e672-e678，2013（レベル 3）
2）Karmazyn B et al：The prevalence of uncommon fractures on skeletal surveys performed to evaluate for suspected abuse in 930
children：should practice guidelines change? AJR 197：W159-W163，2011（レベル 3）
3）Duffy SO et al：Use of skeletal surveys to evaluate for physical abuse：analysis of 703 consecutive skeletal surveys．Pediatrics
127：e47-e52，2011（レベル 3）
4）Standards for Radiological Investigations of Suspected Non-accidental Injury．https：//www.rcr.ac.uk/sites/default/files/publication/RCPCH_RCR_final_0.pdf（レベルなし）
2011（レベルなし）
5）Meyer JS et al：ACR Appropriateness Criteria® on suspected physical abuse-child．J Am Coll Radiol 8：87-94，
6） Section on Radiology；American Academy of Pediatrics：Diagnostic imaging of child abuse．Pediatrics 123：1430-1435，2009
（レベルなし）
7）Kleinman PK et al：Yield of radiographic skeletal suveys for detection of hand，foot，and spine fractures in suspected child
abuse．AJR 200：641-644，2013（レベル 3）
8）Kemp AM et al：Patterns of skeletal fractures in child abuse：systematic review．BMJ 337：a1518，2008（レベル 2）
9）Marine MB et al：Is the new ACR-SPR practice guideline for addition of oblique views of the ribs to the skeletal surveys for child
abuse justified? AJR 202：868-871，2014（レベル 2）
10）Karmazyn B et al：Long bone fracture detection in suspected child abuse：contribution of lateral views．Pediatr Radiol 42：
463-469，2012（レベル 2）
11）Wootton-Gorges SL et al：Comparison of computed tomography and chest radiography in the detection of rib fractures in
abused infants．Child Abuse Negl 32：659-663，2008（レベル 3）
12）Prabhu SP et al：Three-dimensional skull models as a problem-solving tool in suspected child abuse．Pediatr Radiol 43：575581，2013（レベル 5）
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