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症例報告

肺癌の再発・転移が疑われた後縦隔 FDG陽性病変の診断に 
骨髄シンチグラフィが有用であった一例

Usefulness of bone marrow scintigraphy in the diagnosis of posterior 
mediastinal FDG-positive lesion with suspected recurrence or metastasis of 

lung cancer：A case report
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【要旨】後縦隔傍脊椎部に発生した髄外造血の一例を経験したので報告する。症例は70歳台男性。原発性肺癌の術後経過観
察中に胸部CTにて第5/6胸椎腹側に軟部腫瘤の出現を指摘され、その後も腫瘤は増大傾向を示した。18F-FDG PET/CTで
の集積亢進も認め、術後再発や転移性腫瘍、その他悪性リンパ腫や神経原性腫瘍等が鑑別となったが、画像経過からは腫瘤
は経時的な増大とともに形態の変化も認めていた。この経過からは髄外造血が疑われたが、病変の局在としてはやや非典型
であった。診断目的に気管支鏡下または外科的生検も検討されたが、出血リスクの高い髄外造血の除外のためインジウム
（111In）シンチグラフィを施行したところ、腫瘤に一致したインジウムの集積を認め、髄外造血と診断した。その後も経過観
察し、腫瘤は自然消退した。髄外造血は肝臓、脾臓、リンパ節などにみられるが、胸腔内、なかでも後縦隔の傍脊椎領域に
も発生する。後縦隔傍脊椎部に腫瘤を認めた場合には髄外造血を念頭に置く必要があり、骨髄シンチグラフィにより侵襲的
検査を回避可能な場合がある。
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【Abstract】We report a case of extramedullary hematopoiesis that occurred in the posterior mediastinal paravertebral 
region. The patient was a man in his 70s who had undergone surgery for primary lung cancer. A chest CT during 
follow-up showed a new soft tissue mass on the ventral side of the 5th and 6th thoracic vertebrae, which increased in 
size over 2 years. Increased accumulation with 18F-FDG PET/CT was also observed, and postoperative recurrence, 
metastatic tumor, other malignant lymphoma and neurogenic tumor were among the differential diagnoses. 
Extramedullary hematopoiesis was also suspected from the course, but the localization of the lesion was somewhat 
atypical. Bronchoscopic or surgical biopsy was considered for diagnostic purposes, but it was important to first rule out 
extramedullary hematopoiesis, which carries a high risk of bleeding. Thus, indium（111In）scintigraphy was performed, 
and he was diagnosed with extramedullary hematopoiesis. The tumor disappeared spontaneously during follow-up. Most 
extramedullary hematopoiesis is found in the liver, spleen, and lymph nodes, but it can also occur in the thoracic cavity, 
especially in the paravertebral region of the posterior mediastinum. Extramedullary hematopoiesis is an important 
differential diagnosis when a mass is found in the posterior mediastinal paravertebral region；bone marrow scintigraphy 
may be useful because it can avoid invasive diagnostic procedures.
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【緒言】
髄外造血は骨髄外における血液細胞の産生として定義され、
骨髄機能不全により血液細胞の産生が不十分な場合に発生す
る1。肝臓、脾臓、リンパ節に好発するとされるが、他では胸
腔内、特に傍脊椎領域においても発生する2。背景に血液疾患
が無い髄外造血症例の報告もあり、診断に難渋する場合があ
る。髄外造血は血流豊富な組織であり、生検や外科的切除は
出血のリスクが高い。また良性病変でもあり基本的には経過
観察可能であるため、非侵襲的に病変を評価できる画像診断
の意義は大きい。今回傍脊椎領域に発生した髄外造血の一例
を経験したため、本疾患の画像所見や骨髄シンチグラフィの
有用性を中心に若干の文献的考察を加え報告する。

【症例】
症例は70歳台男性。当院呼吸器内科における左下葉肺癌

（cT2aN0M0 stageⅠB）胸腔鏡下手術後の経過観察中であっ
た。
既往歴：心筋梗塞に対して冠動脈バイパス術後、発作性心
房細動、高血圧症、脂質異常症、上行結腸癌術後
家族歴：特記事項なし。
原発性肺癌に対する手術からおよそ2年後、胸部CTにて第
5/6胸椎の腹側に軟部腫瘤の出現を認め、半年毎に施行された
CTで腫瘤の増大（6×17mm→16×25mm）が指摘された（図
1：A,B,C）。なお、この間に実施された血液検査所見は以下
であった。
血液検査所見：白血球3,100/μl、赤血球437×104/μl、
Hb 12.6g/dl、Ht 39.0、Plt 22.1×104/μl、MCV 89.2 fl、MCH 
28.8 pg、MCHC 32.3 ％、CEA 2.2 ng/ml、CA19-9 <1.0U/ml、
SCC抗原2.1ng/ml
腫瘍マーカー値の増加は認めなかった。またヘモグロビン

値はやや低値ではあるものの、明らかな血球の異常を認めな
かった。
経時的に増大する後縦隔腫瘍として肺癌の再発が第一に疑
われ、その他悪性リンパ腫や神経原性腫瘍も鑑別に挙がった。
18F-FDG PET/CT（以下PET/CT）を施行したところ、同病
変にSUVmax=6.6の集積亢進を認めた（図2）。しかし、その
他全身には転移を示唆する異常集積は認めず、また腫瘍マー
カー値の増加がないことや、原発性肺癌のstageが低かった
ことから、術後再発・転移を積極的に疑う状況ではなかった。
また、過去の画像を振り返ると腫瘤の形態は扁平なものから
楕円形へと変化しており、再発病変として非典型的であった。
傍脊椎領域に発生したことも加味すると髄外造血も鑑別に挙
がった。しかしその一方で、脊椎腹側正中という病変の局在
からは、髄外造血としてはやや非典型とも考えられた。確定
診断のため気管支鏡下生検あるいは外科的生検も一度は検討
されたが、出血リスクの高い髄外造血を除外するべく、先行
して骨髄シンチグラフィを施行することとなった。同検査で
は、後縦隔の同病変に一致した集積亢進を認めた（図3）ため髄
外造血の診断となり、生検は行わず経過観察の方針となった。
なお血液検査上で明らかな造血機能障害は指摘されず、骨髄
生検までは施行されなかった。その後の画像検査では同腫瘤
は縮小傾向を認め、この約2年後には概ね消退（図4）し、髄外
造血の経過として矛盾しなかった。

【考察】
髄外造血はサラセミアや鎌状赤血球症などの溶血性貧血、
また骨髄線維症などの骨髄増殖性疾患や白血病などの血液疾
患に伴い発生することが多い1。髄外造血は肉眼的に暗赤色を
呈し、組織学的には顆粒球系、赤芽球系、巨核球系3系統の骨
髄造血細胞増生からなる腫瘤である3。胸腔内発生の場合は特
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図1　骨髄シンチグラフィより1年前（A）、６ヶ月前（B）、直前（C）に施行されたCT。
第5/6胸椎近傍に軟部腫瘤（矢印）。形態は扁平から楕円形へ変化し、Cでは脊椎腹側正中に位置した。
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に後縦隔傍脊椎領域に多く、境界明瞭な分葉状腫瘤として出
現し、両側性に認められることが多いとされ4、Th7以下のレ
ベルでの報告が多い5。後縦隔に発生する腫瘍としては神経原
性腫瘍、リンパ腫、転移性腫瘍などがあり、鑑別となる4。髄
外造血のCTやMRIの画像所見は、造血の活動度に応じて変
化するとされる4。CTでは均一な軟部組織として認められる
ことが多いが、脂肪成分を反映して内部が不均一な吸収値を
呈し、造影効果も不均一となることがある4。MRIではT1強
調像およびT2強調像で均一な等信号を示すが、脂肪置換の強
い場合はT1強調像およびT2強調像で不均一な高信号を呈す
るとされる4。軟部組織が主体の際には神経原性腫瘍や悪性リ
ンパ腫が主たる鑑別となるが、脂肪成分の含有が多い場合に
は脂肪腫、高分化型脂肪肉腫などの脂肪性腫瘍との鑑別が必
要となる4,6。髄外造血におけるFDGの集積について、我々の
検索し得た範囲ではまとまった報告は認められなかった。ま
た腫瘤性髄外造血のFDG集積について具体的な記載をしてい
る症例報告は少なく、その集積の程度からは特に悪性腫瘍患

図2　18F-FDG PET/CT。
A：PET/CT fusion画像（SUV range：0-6）
B：PET MIP像（SUV range：0-6）
腫瘤に一致してSUVmax=6.6の集積亢進
を認めた。その他全身に明らかな異常集積
を認めず。

図3　111Inシンチグラフィ。
A：単純CT 矢状断
B：111Inシンチグラフィ SPECT矢状断
腫瘤に一致したRIの集積を認めた。

図4　骨髄シンチグラフィより2年後に施行されたCT。
脊椎腹側正中に位置した軟部腫瘤は縮小傾向を認め、
自然消退した（矢印）。
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者における転移病変との区別は困難と思われた。
本症例は原発性肺癌術後の経過観察中に発生したFDG集
積陽性の後縦隔腫瘍であり再発・転移の可能性が否定できな
かったが、その他全身には転移を示唆する異常集積は認めず、
腫瘍マーカーや術前stageからは再発・転移を積極的に疑う状
況ではなかった。また経過中における画像上の形態の変化に
ついても、再発・転移としては非典型的な変化であった。そ
の一方で、脊椎腹側正中の単発性腫瘤という病変の局在は、
髄外造血としては非典型ではあり、また背景に既知の血液疾
患や慢性貧血を認めておらず、髄外造血を支持する所見にも
乏しかった。傍脊椎領域の腫瘤性髄外造血の報告について、
その病変の局在としては脊椎側方に両側性ないし片側性に生
じる例が大半を占め、我々が検索し得た範囲では、脊椎腹側
正中に生じた髄外造血の報告は認められなかった。髄外造血
の腫瘤形成の機序については定説が無く、過形成骨髄が椎体
の菲薄化した骨梁から押し出され、骨外に発育することで腫
瘤を形成するというRoss＆Logan説5,7や、流血中の造血幹細
胞が静脈壁で異所性に増殖し腫瘤を形成するというGormsen
説5,8など、諸説ある。両説では傍脊椎の側方に好発し、腹側
正中には発生しにくいという髄外造血の局在についての理由
を十分に説明することは難しいものと考える。しかし本症例
ではこの病変の局在が診断を困難にした一因であり、傍脊椎
領域の軟部腫瘤においてはその局在によらず、髄外造血を念
頭に置くべきと考えられた。また、本症例では基礎となる血
液疾患は見つからなかったが、血液疾患を有さない髄外造血
の発生例も報告されている。Koch9らの報告では、510例の髄
外造血の症例中に27例で肝臓、脾臓以外での腫瘤性髄外造血
を認め、そのうち背景に血液疾患を認めない症例は2例のみ
であった。背景に血液疾患がない髄外造血の発生頻度は低く、
髄外造血を認めた際には血液疾患の除外が必要と考えられる。
後縦隔腫瘍においてその病理学的診断のために穿刺吸引生
検や直視下生検、外科的切除が求められるが、髄外造血は良
性病変で、かつ血流豊富な組織であり、出血リスクの観点か
らもこうした侵襲的検査は可能な限り回避されることが望ま
しい。樋口ら3、橋本ら10の報告においても、後縦隔髄外造血
に対する外科的侵襲につき、その出血リスクについて言及さ
れている。なお本疾患は、腫瘤による周囲臓器への圧排症状
や出血などの症状があれば外科的切除も考慮すべきとされる
が、これらの症状が無ければ経過観察可能とされる11。また
髄外造血は放射線感受性が良好であるため、症状がある場合
には放射線照射も選択されることがある12,13。　
髄外造血の診断には、111Inを用いた骨髄シンチグラフィが

有用とされている。111Inは造血骨髄の幼弱赤芽球に集積し、
骨髄の造血機能を評価することが可能であるが14、骨髄以外の
造血巣にも集積を伴うため、骨髄外に集積を認めた場合には

髄外造血と診断可能である14。上述のように、背景に慢性貧血
などの血液疾患があり、後縦隔の傍脊椎領域という典型的な
局在の場合は、髄外造血を鑑別に挙げることは比較的容易と
考える。ただし、本症例のように背景に血液疾患が無い場合
や、病変の局在などが髄外造血を支持する所見に乏しい場合
であっても、臨床情報および経過で再発・転移が疑わしくな
い症例においては髄外造血を鑑別に挙げ、侵襲的な検査を回
避するために骨髄シンチグラフィを検討する必要があると考
えられる。

【結語】
後縦隔傍脊椎部に発生した髄外造血の一例を経験した。後
縦隔傍脊椎部に腫瘤を認めた場合、髄外造血の可能性も念頭
に置く必要がある。骨髄シンチグラフィは非侵襲的な検査で
あり、先行して施行することで生検をはじめとした侵襲的検
査を回避可能な場合があり、髄外造血を疑われた病変の評価
に臨床上有用と考えられた。
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