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〔日内会誌 98 : 2911～2919，2009〕

セミナーの目的

石塚 本日は「最新の画像診断」をテーマに
します．日常診療において画像診断は非常に重
要な役割を持っています．特に総合内科専門医
の先生方は，この画像診断を駆使して診断をし
ているわけです．呼吸器，消化器，循環器，神
経がご専門の 4名の先生方にご講演をお願いし
ています．

1．肺癌診療におけるPET�CT

朝田和博
PET�CT（positron emission tomography�

computed tomography）はPETの機能情報にCT
の解剖学的情報を融合したものであり，肺癌診
療において有用性の高い検査である．我々の施
設では肺結節の良悪性の鑑別，肺癌の病期診断
に積極的にPET�CTを利用している．頭部以外
の遠隔転移の検索では骨シンチグラフィと造影
CTに代わりうる検査である．肺結節の良悪性鑑
別やリンパ節転移の診断においては偽陽性・偽
陰性があり，その特徴を知っておく必要がある．
肺結節の偽陽性として肺結核，非結核性抗酸菌
症，肺クリプトコッカス症（図 1）などの感染症
を経験した．図 1の症例では左上葉の充実性結
節にSUVmax（the maximum standardized up-
take value）6.3 の高集積を認め，肺癌との鑑別
は困難であった．肺癌であっても病変が小さい

いしづか たつお，ふくざわ よしたか，あさだ
かずひろ，いもと いちろう，たかはし しげきよ，
わたなべ ひろひさ，なかがわ なおき，うの
よしひろ，もりた ひろゆき
（2009 年 6 月 20 日（土）：
名古屋国際会議場）
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図1. クリプトコッカス症
左上葉に15 mmの充実性結節を認める．SUVmaxは6.3であった．

場合やBAC（bronchioloalveolar cell carcinoma）
では陰性になることがあり，肺腺癌では高分化
であるほどFDG（fluorodeoxyglucose）集積が低
くなる（図 2）．図 2の症例はpT2N0M0 の高分
化腺癌で，SUVmaxは 2.7 であった．PETは安静
呼吸下で撮像するため結節が横隔膜近傍にある
場合は，呼吸による移動の影響を受け過小評価
となることがある．当院放射線科による手術例
におけるリンパ節転移の検討では，SUVmax 2.5
をカットオフ値とした場合に偽陽性が 65.6％で
あった．肺結核の既往などによる炎症性リンパ
節腫大が偽陽性となっていると考えられ，左右
の肺門リンパ節のFDG集積を比較することで偽
陽性を減らすことができる．治療後の症例では
腫瘍マーカーが上昇した際の再発巣の検索や放
射線肺臓炎がある場合の局所再発の診断に有用
であった．肺癌診療においてはPET�CTで得ら
れた情報を病歴，臨床症状，他の検査所見など

と合わせ総合的に判断していく必要がある．

石塚 FDG-PETの集積とSUVmaxは，ほぼ同
じと考えてよろしいのですか．
朝田 FDGの集積を半定量的に計算したもの
がSUVmaxになりますが，これは機械的に算出
されます．PETの専門の先生はSUVmaxだけで
判断しているのではなく，その他のデータを踏
まえた上で診断を付けてくれています．

2．上部消化管内視鏡診断の進歩

井本一郎
近年，内視鏡医療機器の進歩は目覚ましいも
のがある．通常内視鏡に加え，超音波内視鏡
（EUS），拡大内視鏡，狭帯域光観察（narrow
band imaging：NBI）や蛍光観察（auto fluores-
cence imaging：AFI）などの特殊光を用いた診
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図2. 高分化腺癌
pT2N0M0．左上葉に充実性陰影とスリガラス状陰影が混在した結節を
認める．結節の大きさは31 mmで，SUVmaxは2.7であった．

断，カプセル内視鏡（CE），小腸内視鏡などがあ
る．これらを用いて，病変の早期発見，範囲・
深達度診断がさらに進歩している．食道病変で
は，ヨード散布に伴う悪心等を考慮すると，NBI
による観察が操作も容易で有用である．胃病変
では，従来の診断学に加え，H. pyloriの有無を内
視鏡的に診断することが，病変の成り立ちを考
える上でも重要である．早期胃癌の深達度診断
にはEUS，範囲診断には拡大内視鏡が有用であ
る．当院では酢酸散布とNBIを併用しているが
（図 3），境界認識能は酢酸NBI＞NBI＞酢酸＞通
常拡大の順に高かった（図 4）．小腸疾患では，
CEや小腸内視鏡の導入によって，病変の発見と
治療面で進歩がみられる．

中川 NBIは確かに質的診断をするのには役立
つのですが，特に胃の病変に関しては通常観察
で見逃してしまうと拡大もNBIもしない場合があ

るものですから，いかに最初に拾い上げするか
ということが大事かなと思います．新しい手法
をどのように活かしていけば良いのかを教えて
下さい．
井本 食道の場合ですとヨード染色は簡単に
はできませんので，頸部，特に声帯周辺，食道
に関してはNBIを入れて観察するのは意味がある
と思います．一方，胃はNBIを使ったから発見率
が上がったかと言われるとそうでもないです．
通常光観察で異常があると思ったところに近づ
いて，拡大を併用してNBIを使うというパターン
が多いです．欧米での通常の倍率でNBIと通常光
で差があるかという研究でも，それほど差が無
いという結果でした．
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図3. 拡大観察におけるNBIと酢酸散布の有用性
NBIと酢酸併用例で視認能に優れる．

通常

NBI 酢酸NBI

酢酸

図4. 拡大観察時の各観察法の境界認識能の比較
8名の内視鏡医が無作為に40症例について順位
評価をつけた成績では，酢酸NBI＞NBI＞酢酸＞
通常拡大の順に境界認識能が高かった．

Logistic regression analysis

Adjusted Odds Ratio観察法

  1.000通常
 20.528NBI
 13.607酢酸
137.068酢酸NBI

One way repeated measures ANOVA
8人の評価者のスコアの和（p＜0.0001）

3．320列CTを用いた最新の冠動脈画像診
断

髙橋茂清
320 列area detector CT（Aquilion ONETM）は，

幅 160 mm（0.5 mm×320 列）の範囲の検出器を
搭載しており，心臓全体を 1回転・1心拍で撮影

できるようになった．寝台の移動無しのnon-
helical scanで全心臓を最短 1回転 0.35 秒で撮影
することにより，被爆線量や造影剤量が少なく
なり，画質をより鮮明にすることが可能となっ
た．X線被爆量が少ないことにより，初期の冠動
脈疾患のscreeningに適しており，また冠動脈造
影後に，冠動脈形成術の適応決定やstrategyの決
定の為に施行する事も可能となった．1心拍で撮
像可能となったことにより，息止め時間が数秒
となり（図 5：息止め不良症例），撮像中の心拍
変動の影響も受けず，心房細動や期外収縮頻発
例（図 6：心室性期外収縮頻発症例）などの不整
脈症例でも検査可能となった．また，時系列に
並べた動的解析をすることにより，心筋灌流や
壁運動評価などの機能診断にも応用可能である．

宇野 今までの冠動脈造影に，冠動脈エコー
と心筋シンチの情報が全部 1回のCTで得られる
ような印象を受けました．PCI（percutaneous
coronary intervention）を行う前にこのCTを行
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図5. 息止め不良症例
撮影時の設定は2心拍であったが，1心拍のみで画像を再構成することによって，
息止め不良によるmotion artifactの影響を受けない画像が得られる．

体動の影響が除外でき，STENT内腔や soft plaque が評価可能

1心拍再構成2心拍再構成

図6. 心室性期外収縮の頻発症例
心室性期外収縮が頻発していて，心拍変動が非常に大きい症例でも，1心拍のみで
画像を再構成することにより，良好な画像が得られる．

【患者情報】
 80歳/男性/BW60 kg
 HR 59-111 bpm

【設定】4ビート

【再構成】1ビート

うことによって，冠動脈エコーとか心筋シンチ
などの術前の検査が省略できますか．
髙橋 心筋シンチに現時点で完全に取って代

わることは，現実的には難しいと思います．近

位部の血管径が大きい部位などは冠動脈内超音
波と同じ画像がCTで十分得られ，術前にこの情
報が得られるのはstrategyの決定に関して，非常
に大きな武器になっています．
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図7. 多系統萎縮症の典型的な頭部MRI異常所見
頭部MRI T2強調画像にて被殻背外側には線状のT2高信号（A)，橋には十字架
状のT2高信号（B）を認める．それぞれ，被殻背外側と橋横走線維のグリオーシ
スや組織の粗鬆化などを表している．この特徴的なMRI所見は診断に有用である
が，変性が進行してから出現すると考えられており，罹病早期の診断には必ずしも
有用ではなく，疾患の進行の指標としても不十分である．

A B

4．神経変性疾患における拡散強調画像の
役割

渡辺宏久
神経変性疾患の診断においてconventional

MRI（cMRI）は，病理学的変化を反映した信号
変化や大脳萎縮を捉えることが可能であり，幅
広い施設で利用できる点で極めて有用な画像検
査法である．一方近年脳梗塞を中心に急速に普
及している拡散強調画像（DWI）や拡散テンソ
ル画像（DTI）は神経変性疾患においてもcMRI
に比してより早期の病変を検出できるとの知見
が蓄積されている．多系統萎縮症（MSA）はParkin-
son病（PD）と類似した臨床像を示すが，予後や
管理方針は大きく異なるため早期の鑑別が重要
である．MSAの場合，cMRI所見の疾患特異性は
高いものの（図 7），早期出現率は高くない．し
かし，cMRIが正常であっても被殻，橋，錐体路
のDWIやDTIでは高率に異常所見を示すためそ

の鑑別に大変有用である．また拡散テンソル画
像の定量的指標であるfractional anisotrophyと 3
D volumetryと組み合わせることでMSAの大脳
の経時的萎縮を短期間で把握すること（図 8）や，
錐体路を中心に半定量的変化を把握することも
可能である．同様の手法は様々な神経変性疾患
で応用されている．DWI，DTIともに標準化の
問題は残るが，バイオマーカーとしても期待さ
れ，比較的短時間で非侵襲的に行える検査方法
であり，臨床現場における普及が待たれる．

討論

福沢 言い足りなかったことや強調したいこ
とがあればお願いします．
朝田 肺癌に対してPET�CTをオーダーする
と報告書が返ってくると思います．FDGの集積
が低い場合でも「肺癌の疑い」と書かれている
ことがありますし，両側の肺門リンパ節が腫れ
ていてもリンパ節転移なし，もしくはN1という
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図8. fractional anisotrophy mapを用いた多系統萎縮症大脳病変の半年間の変化
fractional anisotrophy (FA) mapを用いると，多系統萎縮症では対照群に比べて脳幹，
小脳，前頭葉において有意な低下を認め（A），半年間の縦断的検討では前頭葉から脳幹と
小脳にかけてより広汎な低下を確認できる（B）．

A B

SPM｛T18｝ SPM｛T9｝

こともあります．お話しさせていただいたこと
を踏まえた上で報告書を読んでいただければそ
の理由が分かると思います．手術を受けること
ができる方には確実に手術を受けてもらえるよ
うに，PET�CTを利用していただければと思い
ます．
井本 消化器内視鏡のうちNBIやAFIといった
最新の画像診断についてお話しさせていただき
ました．総合内科専門医のレベルでどこまで知っ
ておく必要があるのかですが，例えばヘリコバ
クター・ピロリの潰瘍は単発が多く，非ステロ
イド系消炎鎮痛薬を服用した時に発生する潰瘍
は浅くて多発するとか発生部位にも特徴があり
ます．通常の内視鏡で胃大弯側に潰瘍を発見し
た場合，大弯側というのは血流が豊富ですから
良性の潰瘍が一般に発生しにくい．そこに潰瘍
があればおかしいぞと考えると今日お話したよ
うな診断法の意味が出てくるわけです．まず食
道・胃病変に関する知識を深めていただくこと
です．そして，病変の拾い上げから，今日お話
しした精密診断に進んでいただければよろしい
と思います．
石塚 NBI＋酢酸は精査として使うべきで，一

般的なスクリーニングとして使うという意味で

はないという理解でよろしいですか．
井本 そうです．NBIとか拡大内視鏡がある場
合は，通常光で観察し，病変があれば近づいて
拡大をしてみる．それからNBIで表面パターンを
見て，さらに必要例には酢酸を散布します．そ
うすれば生検しなくてもある程度良性か悪性か
という診断ができます．ただ，忙しい臨床の現
場で全例に精密検査をする時間はありませんの
で，拾い上げるまでは知識と集中力が必要です．
見つけた段階でそれをいかに質的に高いレベル
で診断をするかという時に，NBI酢酸が有用だと
いうことです．
髙橋 冠動脈CTは，通常の造影CTを受けて頂
くのと同様で，短時間で済みますし，費用負担
の面でも行いやすい検査だと思います．先生方
ご自身も体験していただけたらと考えます．
渡辺 拡散MRIが一番身近なのは，脳梗塞の
超急性期の診断かと思います．それ以外には，
Creutzfeldt-Jakob病や，脳囊胞や膿瘍で大変診断
価値が高いです．私たちはここ数年で開発され
たソフトウエアを導入して，臨床現場で神経変
性疾患の研究・診断に使わせていただいており
ます．大変有用ですが，まだ定量的な評価を行
うためにはソフトウエアを自分達で導入し，解
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析も行わなければならない状況ですので，先生
方が病院に戻ってすぐにこれを応用できるかと
いうと，まだまだ十分ではないと思います．
福沢 320 列CTは，今後脳ドックや一般のク

リニックでもかなり普及が予想されるモダリティ
だと思いますが，どの程度まで質的診断ができ
るのでしょうか．
髙橋 血管内腔の評価なども含めたscreening
に用いる場合では非常に大きな威力を発揮しま
す．体内に管を入れられるというのは患者さん
にとって非常に大きな負担です．心臓カテーテ
ル検査を受けたくない方が遠方からでも受診さ
れているのが現状です．ただし，非侵襲的な面
と，どこまで見えるのかという点は，現状では
バランスが難しく，今後の課題と考えられます．
福沢 最近は経鼻内視鏡もかなり発達してき

まして，口から入れるよりも遙かに楽になって
まいりました．一般の開業医でもかなり有力な
手段だと思います．
井本 三重大学にも経鼻内視鏡が 2本入って

いますが，うちの医師はあまり使いません．経
鼻内視鏡は患者さんの負担は少ないのですが，
視野が狭いとか，水はけが悪いとかあります．
我々よりも開業の先生方がお使いになることで
内視鏡検査が普及するという点で，経鼻内視鏡
は意味があると思っております．
石塚 岐阜大学も経鼻は 1本しかないです．

どうしてもと希望される患者さんに使っている
というのが現状です．大学病院と一般の病院と
は違うと思います．
井本 開口障害で経口挿入ができない患者さ

んなどは良い適応です．ただ経鼻内視鏡の場合，
鼻から入れるというルートが楽なのか，細いか
ら楽なのかというのがあります．経鼻内視鏡を
口から入れても相当楽で，苦痛はあまり差がな
かったという報告もあります．
森田 PET�CTを肺結節影に対して用いた場

合に意外と偽陽性や偽陰性が多いのを知ったの
ですが，CTとか造影CTに加えて，PET�CTをす

ることによって逆に診断に迷う結果になってし
まうことはないでしょうか．
朝田 肺内結節に関しては，CT所見である程
度鑑別が決まってきますので，PET�CTでは情
報量を多くして診断を裏付けるというニュアン
スが強いと思います．腺癌であればHRCT（high
resolution computed tomography）で典型的な画
像が得られますので，FDG集積が低くても肺癌
であろうということになると思います．肺癌か
炎症性疾患か判断がつかない症例でPET�CTを
したから更に迷ってしまうことは少ないと思い
ます．
井本 X線による肺癌健診では発見した時点で

相当進行している例が多くて，あまり予後には
関係がないという意見もあると思うのですが，
PET�CTを最初から行えば救命し得る肺癌が増
加する可能性はいかがでしょうか．
朝田 早期の腺癌だとPETでは検出できない
と思いますので，肺癌を早期に見つけるのであ
れば，CTの健診の方が良いと思います．
福沢 酢酸散布法とNBIなど種々の観察法をご

紹介頂きましたが，食道静脈瘤には何がベスト
でしょうか．
井本 食道静脈瘤には赤外線内視鏡（IRI）で
す．赤外線を当てますと粘膜下の血管が透見さ
れます．食道静脈瘤に硬化剤を注入する時に，
ICG（indocyanine green）を加えておきます．そ
うすると，硬化剤がどこまで入っているかの判
定ができます．
石塚 渡辺先生はMSAの話をされましたが，
どのぐらいの頻度で見つかるものなのか，今後
増えていく可能性についてはいかがでしょうか．
渡辺 MSAにする正確な疫学はないですが，
日本では 1,000 人に 1人位と言われております．
Parkinson病が 100 人に 1人位ですので，その 10
分の 1の頻度です．平均発症年齢が 55歳から 60
歳で，団塊の世代の方たちがちょうどMSAの好
発年齢に差し掛かっていますので，頻度として
増えてくると推定されております．
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石塚 最後に，これらの画像診断を内科医が
どのように役立てると良いかを一言ずつお願い
します．
朝田 肺癌のPET�CTは，どうしてこのよう

に読影されているのかということを考えながら
結果を解釈していただきたいと思います．それ
から通常のCTが非常に重要ですので，PET�CT
に頼るのではなく，まずCTをきちんと見ていた
だくのが良いかと思います．
井本 NBIやAFIは価格が高いので，揃えてい
る施設が少ないです．一般の内科医は，診断面
で進歩が著しいことを認識していただき，自分
の病院では難しいという時には専門施設へ紹介
していただければと思います．
髙橋 冠動脈CTをどう生かすかを考えると，
冠動脈疾患を如何に治すかではなく，如何に発
見するかが重要です．最近タレントの松村邦洋
さんがACS（acute coronary syndrome）を発症
されましたが，ruptureするplaqueをいかに前段
階で見つけるかが予防医学の観点から重要です．
冠動脈CTを気軽に手軽に撮れるようになれば，
ACSの発症予防が可能な時代が来ると考えてお
ります．
渡辺 神経変性疾患というと皆同じような病

気に感じられてしまうかも知れませんが，PD
では天寿を全うできるようになってきておりま
すが，MSAは発症して 9年で亡くなりますし突
然死もある病気です．正確な診断とインフォー
ムド・コンセントが重要です．例えばMSAを診
断するためには，臨床的な注意深い観察，PD
とちょっと違うぞと感じるかが非常に大事になっ

てくるわけですが，それを客観的に裏付ける上
で画像診断は極めて有用です．これまでは病理
学的に進行した変化しか捉えられなかったわけ
ですが，最近は水分子の動きなどを介しまして，
多くの施設で持っているMRIで，いろいろな解
析や早期診断ができるようになってきたという
ことが非常にエキサイティングですし，新しい
治療法開発のツールになる可能性もありますの
で，注目していただければと思う分野です．

まとめ

福沢 朝田先生のPET�CTに関しては，通常
のCTと可及的併用して行うことが重要です．そ
の読影に関しては，病歴・身体所見などを含め
た総合診断的な評価が必要です．井本先生の内
視鏡診断の進歩では，通常の内視鏡を 1,000 例以
上実践することが不可欠で，病態の理解が重要
であり，種々モダリティと描出方法に如何に習
熟するかに掛かっていると思います．髙橋先生
の 320列CTに関しては，今までの冠動脈CTの欠
陥を補うものであり，今後ドックにも幅広く応
用可能です．渡辺先生の神経変性疾患に関して
は，拡散MRIはMSAの新しいバイオマーカーに
なりうるのではないか，課題としては標準化と
サンプルサイズの減少が重要なポイントです．
石塚 「最新の画像診断」というタイトルで，
東海地区の各内科分野の最先端の臨床をしてお
られる 4人の先生方から貴重な意見を聞くこと
ができました．私自身も今日はよく学習したよ
うに思います．


