
仙腸関節障害における
高分解能SPECT画像の活用
Symbia Intevo with xSPECT Bone
導入レポート
独立行政法人 地域医療機能推進機構（JCHO）仙台病院は、地域住民に良質な医療
を提供する地域医療支援病院として設立されました。2010年4月に開設された腰痛・
仙腸関節センターでは、難治性腰痛の一因とされる骨盤の一部である仙腸関節の
治療法を全国に先駆けて確立し、順調に治療実績を重ねています。
同院は、2021年5月、新病院開院にあわせてSPECT/CT装置Symbia Intevoを
導入されました。仙腸関節障害におけるSPECT画像の有用性、xSPECT Boneに
対する今後の期待などについて、村上 栄一 病院長、整形外科 黒澤 大輔 先生、診療
放射線科 佐藤 大輔 技師にお話をうかがいました。

仙台病院の診療の特徴や、地域医療における役割
について教えてください
村上 病院長 当院は、2021年5月1日に仙台
市の北部に移転・開院しました。20の診療科に
加えて、より専門性を発揮した医療を行う5つの
センターを設けました。腎臓疾患臨床研究セン
ター、創傷ケアセンター、日本仙腸関節・腰痛セン
ター、バスキュラーアクセスセンター、糖尿病・
内分泌センターが、これにあたります。仙台病院
の概要を申しあげるとすれば、上記の5センター

を体現できるようにいくつかの工夫をこらしま
した。医師同士のコミュニケーションは必要不
可欠です。通常診療科ごとにある医局をひとつ
の大きな医局に統合し、患者さんの情報をすば
やく共有できるようにいたしました。また、正面
玄関から入ってすぐの受付ロビーは来院される
すべての人々が通るところです。できるだけ
リラックスしていただきたいと考え、開放的な
吹き抜けを設けました。

腰痛・仙腸関節センターについてお聞かせくだ
さい
村上 病院長 当院では、2010年に世界に先駆
けて腰痛・仙腸関節センター（現在の日本仙腸
関節・腰痛センター）を院内に開設し、仙腸関節
障害の診断とブロック治療、リハビリ、仙腸関節
固定手術の開発を行ってきました。以前は、原因
不明の腰痛として見逃されてきた仙腸関節由来
の腰痛に着目して、診断と治療法を確立してきた
のです。毎年開催される仙腸関節セミナーも17

回を数え、全国各地から医師の方々が参加して
います。近年になって、仙腸関節の痛みに対する
認識は、世界規模で注目されています。欧米では
仙腸関節固定術が新たに開発され、2015年に
はドイツで国際仙腸関節手術会議が開催されま
した。そうした流れの中で、仙腸関節の痛みの
診断とブロック療法においては日本が最も進んで
いると実感します。日本発の治療法を世界に普及
させるために、2018年には仙腸関障害に関する
英文の教科書「Sacroiliac Joint Disorder」 （Eiichi 

Murakami 著、Springer 社）を発刊しました。

仙腸関節障害とは、どのような疾患なのでしょうか
村上 病院長 仙腸関節（図1）は仙骨と腸骨で
形成される骨盤内の関節であり、上半身の負荷に
対応するために、関節の後方が強力な靭帯群で
つながれています。一般的な関節と異なり、可動
域が数mmときわめて小さいことが特徴です。
仙腸関節の病態には、感染などの関節腔内の
炎症もありますが、これはごくまれで、ほとんど
は関節の機能障害です。中腰での作業や負荷の

繰り返しにより、関節に微小な不適合が形成され
痛みが生じます。仙腸関節障害は決してまれな
病気ではなく、幅広い年齢層において確認され
ています。2009年11月には、「仙腸関節障害の
診断と治療の知識、技術の普及ならびに学術
振興に寄与し、仙腸関節診療の進歩と向上を
図ること」を目的として、日本仙腸関節研究会が
発足しました。腰痛の原因のひとつである仙腸
関節への関心と認識が、さらに高まることを期待
しております。

仙腸関節障害の症状はどのようなものでしょうか。
また、好発年齢はあるのでしょうか
村上 病院長 仙腸関節障害とされる腰痛が
発生する部位は、仙腸関節を中心としたあたり
が一般的ですが、臀部、鼠径部、下肢などにも
痛みを生じることがあります。仙腸関節障害は、
決してめずらしい疾患ではありません。出産後
の腰痛の原因として仙腸関節障害が多いと言わ
れますが、当院の日本仙腸関節・腰痛センター
に来院した例を見ると幅広い年齢層に、男女
ともに認められます（図2）。その意味では、あり
ふれた疾患といってもよいでしょう。

仙腸関節障害の診療において、特に難しいと感じ
ていらっしゃる点をお聞かせください
村上 病院長 先ほどもお話ししましたが、仙腸
関節の痛みは、老若男女問わず発生するありふ
れた腰や下肢の痛みです。しかしながら、仙腸
関節障害は単純X線やCT、MRIなどの画像検査
において、特異的な所見を呈さないために見逃
されることが少なくありません。画像検査で腰部
脊柱管狭窄症や腰椎椎間板ヘルニアなど腰椎
の病気が認められても、症状と一致しない場合
もありますので注意して診察をしています。

2021年5月の移転に際し、SPECT/CT装置 

Symbia Intevoを導入されました。導入の経緯
と、今後期待される点についてお聞かせください
村上 病院長 2010年に開設した腰痛・仙腸
関節センターを、新病院移転を機に名称を日本
仙腸関節・腰痛センターに改め、国際仙腸関節
研究所を設置いたしました。仙腸関節のバイオ
メカニクスについてアンドロイドモデルを用いて
長年一緒に研究してきた佐中孝二氏（生体機構
研究所）にも正式にメンバーに加わってもらい、
教科書にはない新たな知見を追及しています。
仙腸関節障害の診断、治療を国内外で牽引する

に健康管理センターを加えた、病床数384床の
総合病院ということになります。
当院は、これまでに腎臓疾患、腎移植などの

治療において国内有数の実績を残してきました。
仙腸関節の治療でも全国から患者さんが来院
されております。今後、社会の高齢化が進むに
つれ、医療施設はさまざまな変化に対応していか
なければなりません。総合病院としての実力を
さらに蓄え、地域の人々の頼りとなるような、
また地域の誇りとして信頼していただけるような
病院をめざしていきたいと思っています。

ご施設の基本理念をお聞かせください
村上 病院長 当院は基本理念として、「全ての
職員は、おおらかな気持ちと、プロフェッショナル
としての自覚を持ち、患者と共に闘い　時には
励まし 時には見守る、ここに集う人々全てが、
満足できる病院に」と掲げています。常に医療が
なんのためにあるか自問すること、専門職として
誇れる仕事をすること、患者さんと職員はパート
ナーとして病気に向き合うこと、地域医療を大切
にし医療連携の推進を図るとともに、健診事業
を通じて地域の予防医学を推進すること、を
基本方針としています。
新病院の設計においても、これらの理念、方針
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図1.仙腸関節村上 栄一 病院長

多くの人が快適に感じられるよう1階受付には開放感のある
吹き抜けが設けられた
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SPECT/CT装置のCT単独画像の情報が、診断
に役に立つことはありますか。あるとすればどの
ような場合でしょうか
黒澤 先生 脊椎関節炎に特徴的な、Erosionと
骨硬化がCTで認められた場合は診断に有効です。
若年者での片側重度の仙腸関節変形性関節症は、
診断的価値が高いと思います。また、CTでの所見
に左右差がないにも関わらず、片側に強い痛み
があり、SPECT/CTで疼痛側に有意な集積がある
と認められた場合は診断的価値が高いと考えら
れます。

今回Symbia IntevoとともにxSPECT BOne

を導入されましたが実際に使用されたご感想を
教えてください
佐藤 技師 これまでは、キヤノンメディカルシス
テムズ株式会社のe-camを使用していたのです
が、Symbia Intevoに更新した後も検査の収集
条件や再構成条件などをそのまま使用すること
ができました。フォローアップ検査では、更新前

立場であると自負しております。移転前は、他院
と連携し、仙腸関節障害例の重症度を見きわめ
るためにSPECT検査を行ってその有用性を報告
してきましたが、せっかく移転するのですから、
患者さんの負担を減らしたい、検査のために
移動せずにすむようにしたいと考えました。その
ためにも、さらに診断精度の高いxSPECT Bone

の導入が必要と考えておりました。
今回導入した高分解能骨シンチグラフィ画像

では、今まで特定できなかった仙腸関節の障害
部位や重症度が明らかになると考えています。
その情報をもとに、新たな治療のアプローチを
開発できるのではないかと期待しています。

日本仙腸関節・腰痛センターで診療にあたって
いる黒澤先生の専門分野についてうかがいます。
どのような症例に注力されていますか
黒澤 先生 私は脊椎外科医の立場から、腰痛
の原因のひとつである仙腸関節障害の診断と
治療を専門にしています。当院の日本仙腸関節・
腰痛センターでは、手術で治療できる脊椎疾患
のみならず、画像所見で原因を特定できない腰痛
で困っている患者さんに対して、仙腸関節障害
を念頭にブロック注射による発痛源の同定を行
なっています。また、理学療法士との協働により、
診断に基づく的確な治療の道筋をつけることに
力を入れています。

日本仙腸関節・腰痛センターでの症例について、
現在の診断方法を教えてください。また、なにか
お困りの点があればお聞かせください
黒澤 先生 仙腸関節の不適合が長期に及んだ

と同じ条件で評価することが重要ですので非常
に助かっています。また今回、全身画像やStatic

画像を撮像する際、画質を落とすことなく短時間で
検査が可能になるソフトウェアPlaner Processing

も導入されました。新たな機能を活用し、画質
の追求だけでなく検査効率も上げつつ、Planar

収集を短くして、その分 SPECT収集を追加し
情報量を増やしていこうと検討を重ねています。
コリメータの自動交換機能も搭載されましたので、
交換にかかっていた時間を、患者さんへの検査
説明や、薬剤の準備などにあてることができます。
検査を1人でこなすことが多いので、非常にあり
がたい機能ですね。今回、SPECT/CTとxSPECT 

Boneを導入したことで臨床医の期待が高まり、
今後、検査数や検査の種類が増えていくことに
期待しています。

機能障害重症例では、6か月以上のブロック治療
と理学療法で改善が見られない場合、最終手段
として仙腸関節固定術を行うことがあります。
脊椎関節炎に関連した特殊な仙腸関節炎では、
有効な根本治療がないまま、10年以上、ブロック
療法、理学療法を続けている症例があります。
仙腸関節の異常をとらえることができる画像

検査があれば、患者さん自身が病態を理解できる
うえ、ご家族や職場の方々に原因や症状を説明
するのが容易になります。しかし、そうした画像
検査がこれまでなかったことで、患者さんはご
自分の状態を周囲の方々になかなか理解して
もらえず、家庭でも職場でもつらい思いをされて
きた、というのが現状でした。

画像診断の中で、骨SPECT検査に着目された背景
をお聞かせください
黒澤 先生 鹿児島の公益社団法人 鹿児島共済
会 南風病院 九州腰痛・仙腸関節センターの
古賀公明先生が、骨SPECT/CT検査を用いれば、
重症の仙腸関節障害を見つけることができると、
2014年に世界で初めて報告されました。すな
わち、仙腸関節障害の病態は関節の微小な不適
合で、これ自体は画像でとらえられないほどの
微小な変化なのですが、この状態が長く続くと
関節面にストレスが生じ、関節軟骨下骨部で骨
代謝が亢進します。これをSPECTでとらえている
と考えられます。古賀先生の報告と病態に関する
考察は、仙腸関節診療を大きく変える大発見で

臨床医のお立場として、この新たな機能に対して、
どのように期待されていますか
黒澤 先生 仙腸関節面における集積が強い部位
と、症状との関連が明らかになるかもしれません。
xSPECT Boneを使用することで、高分解能で
クリアな画像が得られますので、かなり細かく
検討ができるのではないかと期待しています。
その結果をもとに、有効なブロック注射の部位や、
バイオメカニクスの観点から有効な理学療法が
開発できるかもしれません。そして、xSPECT 

Boneによって得られる定量値（集積の強度）は
治療方針に影響を与える可能性があります。手術
的治療を検討する際の、集積のカットオフ値
まで明らかになれば素晴らしいと思います。
仙腸関節障害の重症度が骨SPECTでの集積

具合とどれくらい関連があるのか、脊椎関節炎に
伴う仙腸関節炎での集積はどうか、など、これまで
わからなかったことが整理できる可能性があり
ますので、大いに期待しています。

（2021年7月6日、12日取材）

した。我々も触発され、自分たちの患者さんに
試してみようと考えました。

Symbia Intevo導入前はどのように診療されて
いたかお聞かせください
黒澤 先生 当初、我々の施設にはSPECT/CTが
ありませんでしたので、国立病院機構 仙台西多賀
病院の Symbia Intevoで撮像していただきま
した。骨シンチグラフィとCTがクリアに合わさり、
仙腸関節周辺の本当に細かいところまで集積度
合いの違いが明確に表現されていて驚きました。

新装置は仙腸関節炎の診断にどのように役立って
いるでしょうか。また、今後の活用法についても
お聞かせください
黒澤 先生 臨床的に片側の仙腸関節障害重症
例と思われた症例のうちの約70％で、障害側に
仙腸関節をまたぐ高度集積を認めました。
SPECTですべて診断できるというわけではあり
ませんが、画像的な診断の裏づけがあれば、病態
の説明、診断書の記載、手術的治療の選択など、
さまざまな場面において判断がしやすくなると
実感しています。年齢や性別によっても仙腸関節
への集積度は違うようです。両側障害例での集積
具合が異常なのかどうか判断するために、仙腸
関節に問題がない症例での、年齢、性別による
集積度が通常はどのくらいなのか、背景となる
データの集積が必要と考えています。

院内に開設された「国際仙腸関節研究所」
骨標本は歩行可能なアンドロイドモデル

図2.仙腸関節障害例の年齢分布（2018年4月－ 2019年3月）
計143名の内訳は、若年者から高齢者まで男女問わず含まれていた。
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仙腸関節炎疑いの臨床画像
左：WholeBody画像　右：高分解能 xSPECT BoneによるSPECT/CTのFusion画像

黒澤 大輔 先生
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