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乳房内再発時の再SNBにSPECT-CTが有用であった1例
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はじめに

遠隔転移のない手術可能な乳房内再発に対し
ては、再センチネルリンパ節生検（再SNB）が
考慮される。今回、SPECT-CT（single photon 
emission computed tomography CT）が再SNB
の同定に有用であった1例を経験したので報告
する。

症例
63歳、女性。

家族歴
特記すべきことなし。
経過

6年前に左乳癌に対して乳頭乳輪温存乳房切
除術ならびに乳房再建術と、センチネルリンパ
節生検（SNB）が他院で施行された。腋窩リンパ
節転移は認めず、T2N0M0ステージⅡA、エス
トロゲン受容体（ER）陽性、プロゲステロン受容
体（PgR）陽性、HER2陰性のLuminalAタイプ
の左乳癌の診断であった。術後は内分泌療法（ア
ナストロゾール）内服を行い、再発所見は認な
かったため術後5年で内服終了となっていた。

術後6年目の定期受診前に左乳輪部皮下に腫
瘤を自覚し受診した。
画像検査所見

触診では同部に８㎜大の皮下腫瘤を触知した。
皮膚所見は認めず、両側腋窩とも腫大したリン
パ節は触知しなかった。

マンモグラフィ検査は右乳房のみ施行し、異

常所見は認めなかった。
超音波検査では、左乳頭直下に８㎜大の低エ

コー腫瘤をみとめた。皮膚への直接浸潤は認め
ず、大胸筋や再建乳房被膜への浸潤も認めなかっ
た。右乳房にも異常所見は認めず、両側腋窩と
もに腫大したリンパ節は認めなかった。

PET-CT検査を施行し、明らかな遠隔転移や
他の悪性疾患が無いことを確認した。腋窩リン
パ節は描出されるが腫大なく、PETでの集積も
認めなかった。（図1）
病理学的所見

左乳頭皮下の腫瘤に対して針生検を施行した。
浸潤性乳管癌、ER陽性、PgR陽性、HER2陰性
の乳癌の所見であった。

上記の検査から、左乳房内再発と診断された。
再発診断後経過

局所のみの再発であり遠隔転移は認めないこ
と、左腋窩リンパ節は初回手術でSNBが施行さ
れており、腋窩郭清は施行していないこと、術
前検査では明らかなリンパ節転移を認めないこ
とから、左乳房内再発に対して温存されていた
乳頭乳輪を含めた再発部切除ならびに再SNBを
施行した。

再SNBに対しては、手術前日に左乳輪部皮
内にラジオアイソトープ（RI、フチン酸テクネ
シウム）を注入し、リンフォシンチグラフィと
SPECT-CTを行った。

リンフォシンチグラフィでは2個のセンチネル
リンパ節が描出されたが、腋窩か否かは判断で
きなかった。（図2）SPECT-CT画像所見から、
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RIが集積しているセンチネルリンパ節は腋窩で
はなく、2 個とも胸筋間に存在していること判断
し（図3、4）、セカンドルック超音波検査を施行、
2㎜大のリンパ節2個が確認された。

手術時に胸筋間からセンチネルリンパ節 2 個を
摘出し、そのうち1個に転移陽性であった。（図5）

考察

乳癌の部分切除術後の局所再発率は10年の
観察期間で約10％と報告されている1）。遠隔転
移が無く、局所再発のみの場合には手術が考慮
される。今回の症例は乳頭乳輪を温存した乳房

切除術が施行されていたが、温存した乳頭乳輪
部皮下の再発であった。乳房再建術の増加に伴
い、今後は同様の症例が増加すると考えられる。
遠隔転移がなく、手術可能な局所再発のみの場
合には、局所手術とともに再SNBが考慮され
る。再センチネルリンパ節はリンフォシンチグ
ラフィで描出することが可能であり、再SNBに
はリンフォシンチグラフィを施行することが推
奨される2）-6）Axelssonらは、再SNB前のリンフォ
シンチグラフィで51％の症例がセンチネルリン
パ節への集積を描出でき、全体の46％の症例で
センチネルリンパ節を手術時に同定できたと報
告している6）。

ただし、再発手術時の再SNB時には、腋窩以
外の領域にセンチネルリンパ節が同定される可
能性も指摘されている。以前の腋窩郭清や乳房
部分切除後の放射線照射によってリンパ流の流
れに変化が生じるためと考えられており、その
割合は2.2-47％といわれている7）-11）。また、再
SNBでの同定率は、以前の手術でセンチネルリ
ンパ節生検のみの場合は62％であったが、腋窩
郭清が以前なされていた症例では26％と低値で
あったと報告されている7）。

再センチネルリンパ節の10-35％に転移陽性で
あり5）-9），11），12）、局所再発時に再センチネルリン
パ節生検を行うことは、術後の治療方針決定の

図2　リンフォシンチグラフィでは2個のセン
チネルリンパ節が描出された。これのみで
は胸筋間リンパ節とは判断できない。
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ために意義がある。通常行われるリンフォシン
チグラフィは平面的であり、詳細な部位の判断
は困難である。今回のように再SNB時には、腋
窩以外にセンチネルリンパ節が同定されること
も考えられるため、平面的な評価となるリンフォ
シンチグラフィのみでなく、CT画像で立体的に

センチネルリンパ節の部位が確認できるSPECT-
CTは特に有用であると考えられる。

SPECT-CTは脳梗塞などの脳疾患に多用さ
れているが、当院ではセンチネルリンパ節の術
前の画像評価としてリンフォシンチグラフィと
SPECT-CTを行っている。CT画像が加わること

図3　SPECT-CT画像を示す。腋窩のリンパ節（左上，丸印）にはRIの集積がなく、胸筋間（右下，
丸印）に2か所の集積が認められた。

図4　SPECT-CTでは立体的な構築も可能であり、より手術のイメージがしやすい。
 　集積を伴う胸筋間リンパ節を丸印で示す。

図３ 

SPECT-CT 画像を示す。腋窩のリンパ節（丸印）には RI の集積がなく、胸筋間に 2 か所の集

積が認められた。 

 
 

図４ 

SPECT-CT では立体的な構築も可能であり、より手術のイメージがしやすい。 

 
 
 

図５ 

センチネルリンパ節には乳癌の転移が認められた。（丸印） 
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で、胸筋間にセンチネルリンパ節が存在するこ
とが術前に予測できた。

また、再発診断時の超音波検査では胸筋間リ
ンパ節は同定できなかった。これは、2個のセン
チネルリンパ節はそれぞれ2㎜大と小さく、通常
の検査では限界であったと考えている。しかし、
SPECT-CTで胸筋間に集積を確認できたことか
らセカンドルック超音波検査では胸筋間に小さ
なリンパ節2個を術前に同定することが可能で
あった。さらに本症例は、乳房切除ならびに再
建術後であり、皮下であるのか、胸筋間なのか、
再建乳房に及ぶ手術が必要となるのか、術前に
センチネルリンパ節への到達法をイメージでき
た意義は大きい。

乳房内再発症例における再SNB生検時に、術
前にセンチネルリンパ節の詳細な部位を確認で
きるSPECT-CTは有用であると考えられた。
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