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要旨
乳癌に対して、造影 CT によりセンチネルリンパ節（SN）を同定し、この SN について磁性体造影剤（Superparamagnetic
iron oxide, SPIO）を用いた MRI により転移診断が可能か検討した。その結果、N0 乳癌 102 例について、SN 転移診断
の感度 84%、特異度 91%、正診率 89%が得られた。造影 CT 及び磁性体造影剤 SPIO を用いた MRI により正確に SN 転
移診断を行うことができ、SN 転移陰性例に SN 生検をも省略可能である。
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はじめに
乳癌に対する腋窩手術は、拡大郭清からセンチネルリンパ節（SN）生検へと縮小化された。そして腋窩手術により生じ
るリンパ浮腫、神経障害、感染、上肢運動障害の頻度も大きく減少した。一方で、SN 生検によっても 5%前後のリンパ浮
腫が起こるとされており、また SN 生検の際に用いる色素によりアレルギーが 0.6%に、アナフィラキシーショックが 0.1%
に生じる 1)。他方、超音波装置、CT、MRI 等の画像所見を用いた腋窩リンパ節転移診断の報告があるが、良好な成績は
得られていない。
最近、前立腺癌等の固形癌で、磁性体造影剤を用いた MRI による所属リンパ節転移診断の優れた成績が報告された。
Harisinghani らは前立腺癌において磁性体造影剤(USPIO: ultrasmall paramagnetic ion oxide)を用いた MRI が所属リン
パ節転移診断に有用か検討し、患者単位では sensitivity 100%、リンパ節単位では 91％の優れた成績を報告した 2)。
一方、Tangoku らは造影 CT を用いて、SN の同定を行い、乳癌 40 例全例に S 同定しえたと報告している 4)。
そこで造影 CT を用いて SN を同定し、我が国で使用可能で USPIO より粒子径の大きな superparamagnetic iron oxide
(SPIO)を造影剤として腋窩の MRI を行い、この SN について転移診断を試みた。

方法
まず CT 造影剤の局所注射により、SN を同定した。次に同じ部位に SPIO を局所注射し、CT で同定した SN に相当す
る MRI 画像上のリンパ節について、SPIO の取り込みの有無により転移診断を行った。SN に SPIO の取り込みがあれば
信号低下が見られ、転移陰性と診断した。SN 全体或いは部分的に取り込みがなく、信号低下が見られない場合、転移陽
性と診断した。SN 生検は色素とラジオコロイドを併用して行った。MRI の結果と、SN 生検における病理診断結果を比
較した。

結果
臨床的腋窩リンパ節転移陰性の T1-2 乳癌 102 例が登録された。CT により全例 SN を同定しえた。描出された SN の平
均個数は 1.1 個（分布、1-3 個）。永久標本で SN 転移陽性と診断された 25 例中 21 例が SPIO 造影 MRI により転移陽性
と診断し得た。永久標本で転移陰性と診断された 77 例中 70 例が SPIO 造影 MRI により転移陽性と診断し得た。したが
って SN 転移診断の感度 84%、特異度 91%、正診率 89%であった。転移陰性と診断し、実際転移を有したのは 5% (4/74)
と低率であった。転移を検出できなかった 4 例はいずれも微小転移例で、マクロ転移の 15 例は全て検出できた。検査に

よる副作用は見られなかった 4)。

考察
本研究において、SN 転移診断の感度 84%、特異度 91%、正診率 89%が得られた。転移検出できなかったものは全て微
小転移であり、マクロ転移 15 例全例で検出可能であった。今後、微小転移の検出率を向上させるために、３T 装置や特殊
なコイルの導入が必要と考えられた。
一方、これまで SN 生検に用いられてきた RI や色素は、SN 以外のリンパ節にも取り込まれ、これらも摘出する必要が
あった。しかしながら本研究で用いた CT では、リンパ流が明瞭に描出され、これにより SN と SN 以外のリンパ節を区
別することができる。したがって、転移評価を少数の SN に限ることができる。今後さらに診断精度を向上させるために、
CT, MR の造影剤の至適投与時期、投与量、SPIO の濃度について検討が必要と考えられた。
SN 生検により、最小の侵襲で腋窩リンパ節転移診断が可能となった。さらに CT と MRI を用いた画像診断で正確に SN
転移診断が行えることが明らかとなった。したがって SN 生検による腋窩手術さえも不要のものになると考えられた。

結論
造影 CT 及び磁性体造影剤 SPIO を用いた MRI により正確に SN 転移診断を行うことができ、SN 転移陰性例に SN 生
検をも省略可能である。
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