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18F－fluorodeoxyglucose　PETによる肝癌治療効果判定
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　要旨原発性および転移性肝癌症例9例に対して，18FDG静注法によるdynamic－PET　studyを施行し，

腫瘍糖代謝の評価を行い，肝癌治療効果判定における有用性について検討した．全例に18FDGの集積を認

め，Patlak’s　plotの応用により求めた糖代謝率係数（C値）を用いて比較すると，0．Ol6～0．054の分布を示

し，各腫瘍ごとの糖代謝状態の較差が認められた．また，治療前後の比較および切除標本の病理組織との対

比よリ，C値は肝腫瘍のviabilityを反映していると考えられ，　C値を指標として，定量的かつ段階的な治

療効果判定が可能と考えられた．また，lipiodolの沈着した腫瘍等，他画像診断にてviabilityの評価の困難

な症例に対しても有用であると考えられた．

1．はじめに

　18F－fluorodeoxyglucose（以下18FDG）は，　glu－

coseのアナログで，脳局所糖代謝率をPositron

emission　tomograPhy　（以下PET）により求める時

に使用するトレーサーであり，また，悪性腫瘍に

も集積することが報告されている1）．今回われわ

れは，肝腫瘍症例に対して18FDG－PETによる腫

瘍の描出を行い，Patlak　plot2）を応用して腫瘍糖

代謝状態の評価を行った．さらに，経カテーテル

的肝動脈塞栓術（TAE）等の治療効果判定におけ

る，腫瘍のviabilityの指標としての有用性につい

て検討したので報告する．

II．方　　法

【合成・投与・撮像】

千葉大学病院内住友重機製小型サイクロトロン

にて，18Fを製造し，トレーサー合成装置CUPID

を用いて18FDGを合成した．静注法により148

MBq（4　mCりを投与し，静注開始直後から経時的

に動脈血採取（15秒間隔×9，30秒間隔×4，1分

間隔×4，2分間隔×3，5分間隔×3，10分間隔×3）

およびPETによる腫瘍のダイナミックスキャン

（2分×5，5分×10，10分×Dを70分後まで行い，

ウェルカウンターにて動脈血漿中放射能濃度を，

PET画像より腫瘍放射能濃度を測定した．それぞ

れの値から，Patlak　plotを応用してグラフを作成

し，その傾きより糖代謝率の係数を求めてC値と

し，この値を腫瘍糖代謝の指標として用いた．

　【対　　象】

　以下の肝腫瘍に施行した．

　肝細胞癌3例，胆管細胞癌1例，大腸癌肝転移

3例，胃癌肝転移1例，食道癌肝転移1例．

III．結　　果
　＊千葉大学医学部第二外科
　＊＊　　　同　　　放射線科

＊＊＊　　　同　　　放射線部
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　　　　　千葉大学医学部第二外科
　　　　　　　　　　　　　岡　住　慎　一・

　各腫瘍とも，dynamic　scanにて18FDGの経時

的な腫瘍への集積が認められ，70分後には，全例

hot　areaとして描出された．前述のようにして各

腫瘍の糖代謝率の係数C値を求めると（Table　1），

胃癌肝転移（Case　6）の0．054を最大，大腸癌肝転

移（Case　3）の0．016を最低とした分布を示し，糖
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代謝状態は一様でなく，各症例ごとに異なること

が示された（Fig．　D．

　治療の前後で比較した例（Case　l，2，3）をみる

と，Case　lは経カテーテル的肝動脈動注療法施行

肝細胞癌例で，CT，　MRI等の他の画像診断にて

治療前後で変化が認められなかった例であるが

（腫瘍径4cm），　C値も0．018→0．016とほぼ一定で

あった．Case　2は，手術的に挿入した肝動脈カテ

ー テルからのAdriamycin注入例で，他画像診断

にて腫瘍の縮小を認めた例であるが（腫瘍径4→

3cm），　C値も0．018→0．004と著減を呈した．　Case

3は，1司様のカテーテルからのLAK（lymphokine

activated　killer　cell）注入例であるが，治療に抵抗

し他画像診断にて病巣の拡大を認めた例で（腫瘍

径4→6cm），　C値も0．016→0．025と増加を示した．

　次に，切除標本を病理組織学的に検索し得た2

例（Case　8，9）を示す．　Case　8は経カテーテル的

肝動脈塞栓術（TAE）後肝細胞癌例である．　plain－

CT（Fig．2上段）にて，　lipiodolの沈着を認める腫

瘍表層部は，PET画像（Fig．2下段）にて18FDG

の集積を認め，腫瘍中心部にはほとんど集積を認

めない．腫瘍および動脈血放射能の経時的変化よ

り作成した，PatlakのグラフをFig．3に示す．　C

値は，腫瘍表層部：0．020，中心部：0．004であり，

切除標本の検索にて中心部の壊死が確認された

（Fig．4）．　Case　9は，50　Gy照射治療後の肝細胞癌

症例である．C値は，0．007と低値を示し，切除

標本では，線維化をきたした腫瘍組織内にviable

cellが散在していた．

　以上より，C値は腫瘍のviabilityをよく反映し

ていると考えられた．

1V．考　　察

　従来，肝癌の非手術的治療の効果判定にはAFP

等の腫瘍マーカーや，CT，　MRI，　US等の画像診

断が用いられてきた．しかし，AFP等を産生し

ない腫瘍も存在し，CT等も腫瘍の性状の変化を

捉えるのには有用であるが，間接的にviabilityを

みているため，その評価には限界があった．今回

われわれは，18FDG－PETによる肝癌の糖代謝の

描出と，Patlak　plotを応用してその数値化を試み，

腫瘍のviabilityの指標としての有用性について検

討した．

　18FDGによる糖代謝の測定は，局所脳糖代謝

測定法として，1977年sokolofrらによt・て提唱

された3）．腫瘍組織においても，脳組織と同様の

機序4｝で18FDGは腫瘍組織に集積するので，今

回われわれはSokoloffの局所脳糖代謝率の式を

応用し（下式），係数をPatlakの方法2）を用いて求

めC値とし腫瘍の糖代謝状態の指標とした．

　　　　　Cp
糖代謝率一　　　　　　　＼C
　　　　　LC

　　k1・k3
C・－

　　k2十k：3

Cp：血糖値　LC：…括定数　k1，　k2，　k3：速度定数

　各肝癌のc値をみると（Fig．　D．　o．ol6からo．054

までの分布を示しているが，これはhexokinase

活性すなオ）ち各肝癌の増殖力を反映し5），各転移

性肝癌のC値の較差はおのおのの悪性度の差を示

していると考えられた．

　kた，C値と切除標本との対比所見から，　viable

cellの減少に伴うC値の低下が示された．　C値は

腫瘍のviabilityの増減にlinearに相関すると1考え

られ，Case　l～3における治療前後のC値の変化

は，治療効果の程度を示していると考えられた．

また，lipiodolの沈着等により性状診断の困難と

な・・た腫瘍の評価も可能であった．

　以上，18FDG－PETによる肝癌の糖代謝の評価，

および治療効果判定について検討した．Patlak

plotを用いて求めたC値は，腫瘍の糖代謝を反

映し，viabilityのlinearな指標となると考えられ，

肝癌治療効果判定において有用であると考えられ

た．
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Table　1

Case Diagnosis　Treatment
Coefficient　C
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HCC：hepatoma，　CCC：cholangioma，　MLT：me－
tastatic　liver　tumor，　CC：colon　cancer，　GC：gastric

cancer，　EC：esophageal　cancer．
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Fig．1　Coefncient　C　of　each　liver　tumor　calculated　by

　　　　　Patlak‘s　plot．（　）：Case　number　in　Table　l．

Fig．2　Dynamic　PET　image　of　HCC（Case　8）using

　　　　　18FDG．　Arrows　show　the　tumor　in　the　image

　　　　　of　lipiodol－CT（A），　and　PET（B，　C，　D）．
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Fig．3　Graphic　method　to　calculate　CoeMcient℃’by　Patlak’s　plot．　The　inclination　of

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　kl・k3
　　　　　　the　graph　shows　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（＝＝　CoeMcient‘C’）of　case　8．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　k2十k3

　　　　　　●：Surface　layer　of　the　tumor　　O：Center　of　the　tumor
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Fig．4　Atransverse　section　of　surgical　specimens　of　case　8．　Arrows　show　the　tumor　and

　　　　　arrowheads　show　central　necrosis　of　the　tumor．
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Summary

E▼aluation　of　the　Effect　of　Treatment　for　Patients　with

　　Liver　Tumors　Using　i　8F－fiuorOdeoxyglucose　PET

Shinichi　OKAzuMI＊，　Kazuo　ENoMoTo＊，　Masahiko　OzAKi＊，　Hiroshi　YAMAMoTo＊，

Masahiro　YosHIDA＊，　Yasuhisa　ABE＊，　Wataru　TAKAYAMA＊，　Shigeru　YAMADA＊，

Kaichi　IsoNo＊，　Keiko　IMAzEKI＊＊，　Kyosan　YosHiKAwA＊＊，　Noboru　ARiMizu＊＊，

　　　　　　　　Yutaka　ITo＊＊＊，　Sadao　UEMATsu＊＊＊　and　Munemasa　Ryu＊＊＊＊

＊SeCO〃d　Depart〃lent　Of　Surgery，＊◎Delりart〃lent　qr　Ro直0吻y，

口．Divisio〃6ゾRadiologツ，　Chiba〃〃輌versitγSchoot　of〃edici〃θ

　　　　　　　　　　　　““口Chiba（rancer　Center

　To　evaluate　the　glucose　metabolism　in　the　liver

tumor，18FDG　PET（Positron　Emission　Tomog－
raphy）was　performed　in　g　patients　with　primary

and　metastatic　liver　tumors．　And　usefulness　of

18FDG　PET　in　clarifying　the　effect　of　treatment　on

liver　tumor　was　examined．

　　Glucose　metabolism　of　tumor　was　showed　in

terms　of　the　coefflcient‘C　calculated　by　Patlak’s

plot．　Each　tumoピs　coe而cient℃’was　O．016－0．054

and　it　decreased　after　treatment．　Compared　with

pathological　findings，　the　coeMcient℃’of　necrose

part　of　tumor　was　O．004　and　fibrous　change　after

irradiation　was　O．007．　It　suggested　that　coeMcient

℃’reflected　activity　of　tumor　and　it　was　a　useful

index　to　know　viability　of　tumors　in　the　treatment

for　patients　with　liver　tumors．

　Key　wordS：　18FDG，　Positron　emission　tomog－

raphy，　Liver　tumor．
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