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　要旨　Low　grade　gliomaの診断に際しては，　X線CTにおいてしばしば脳梗塞との鑑別，腫瘍の範囲な

どの，診断に困難な症例に直面することがある．アミノ酸は脳腫瘍を含めた腫瘍組織によく取り込まれ，脳

腫瘍のイメージング剤として注目されている．そこで，われわれは生検により診断の確定したastrocytoma

grade　2の10例について，14回の11C－MethionineによるポジトロンCTを施行し，経時的動脈血採血とト

レーサ注入45分後のイメージからuptake　indexを算出し，定量的評価を試み，　low　grade　glioma診断に

おける11C・Methionineの有用性について検討した．腫瘍部位には11C－Methionineの取り込みがみられる

こと，再発部位でも取り込みがみられること，uptake　indexは放射線照射により減少することが確認され

た．これらのことからlow　grade　gliomaの腫瘍の範囲，再発の有無，放射線照射の効果などを診断する方

法として，11C－MethionineによるポジトロンCTが臨床上有用であると考えられた．

1．はじめに

　ブドウ糖とその誘導体，およびアミノ酸は代謝

基質として脳腫瘍を含めた腫瘍組織によく取り込

まれ，脳腫瘍のイメージング剤として注目を浴び，

その有用性についての報告がなされているト7）．

しかし，low　grade　gliomaに限ってみると，ブドウ

糖とその誘導体のトレーサは腫瘍への取り込みは

少なく，腫瘍の範囲，再発の有無の診断，治療効果

判定などには役立たないことがある．一方，アミノ

酸の標識トレーサである11C－Methionineはlow

grade　gliomaにもよく取り込まれることから，

low　grade　gliomaの診断に有用と考えられる3・5”7）．

そこで，生検にてastrocytoma　grade　2と診断さ
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れた10症例について11C－Methionineを用いたポ

ジトロンCTを施行し，経時的動脈血採血とト

レーサ注入45分後のイメージからuptake　index

を算出し，定量的評価を試み，llC－Methionineの

10w　grade　gliomaに対する診断上の有用性につい

て検討を加えたので報告する．

II．対象および方法

　1）対　　象

　組織学的にastrocytoma　grade　2と判定された

10症例について検討を加えた（Table　1）．10例の

うち4例は放射線治療後にも検査を行っている．

1例は再発の症例である．

　2）放射性薬剤

　超小型サイクロトロン（BC－・1・68）を用いて11C，

150を生産し，「秋田脳研サイクロトロン産生放

射性薬剤製造および品質基準」に従って，11C－L一

メチオニン注射液（11C－MET），150－一酸化炭素ガ

ス（Cl50）を製造して使用した．一部の症例には

150一二酸化炭素ガス（C1502）による測定を行い，

脳血流量を測定している，
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Table　l　Patients　list

核医学　27巻4号（1990）

Table　2

　　　　　　　　　　　　　　　　　Postradia－No．　Case　Age　Sex　Tumor　location
　　　　　　　　　　　　　　　　　tion　study

185－24954j　F，tpa，昆t。11。b，（＋）60Gy

286－099729Mlt　frontal　lobe（十）60　Gy

384－069437Frtfrontal　lobe＊　none
480－075158Mlt　frontal　lobe　none
587－096837Mlt　parietal　lobe（十）60　Gy
6　87－2004　15　F　rt　temporal　lobe　　none

7　87－2478　56　F　rt　temporal　lobe　　none

888－025769Mlt　temporal　lobe　none
988－099258Fltfrontal　lobe　　none
1087－286055Mrt　fronta川obe（十）60　Gy

11C－methionine　uptake　index　of　tumor　tissues

and　normal　cortices

Case　　Tumor　tissue　Normal　cortex
　　　　　　　　　　　　　　　　T／NratioNo．

＊recurrence　　rt：right　　lt：1eft

　1
　2
　3
　4
　5
　6
　7
　8
　9
　10

Mean
S．D．

（％）

0．0423

0．0436

0．0240

0．0426

0．0433

0．0381

0．0331

0．0269

0．0249

0．0635

0．0382＊

0．0112

（％）

0．0217

0．0245

0．0232

0．0271

0．0297

0．0263

0．0175

0．0240

0．0231

0．0262

0．0243＊

0．0032

1．95

1．78

1．03

L57

L46
1．45

1．89

L12
1．08

2．42

1．58

0．42

　3）方　　法

　最初にC150の1分間の吸入により脳血液量を

測定した．次いで，液量を5m1に調整した11C－

METを1分間静注法にて投与した．　Cl502　scan

を行う場合は，最初にC1502を持続吸入法によ

り投与した．おのおのの投与量は体重lkgあた

り，C150が55．5　MBq（1．5　mCi），11C－METが

22．2MBq（0．6　mCi）となるように設定した．

C1502の吸入では3．7　MBq（0．1　mCi）／min程度で

吸入を行っている．Cl50，　Cl502のトレーサの投

与法および測定法はすでに報告した方法と同一で

あるs）．動脈血採血のため饒骨動脈に22Gのカ

ニューレを留置した．11C－MET投与直後から動

脈血の採血を行い，45分後からスキャンを行った．

検出装置はHEADTOME　IIIg）を用いた．

　4）解析法
　11C－METの集積の評価は投与45分後のイメー

ジと動脈採血から以下の方法で求める11C－MET

集積率（iiC－MET　uptake　index）を算出して評価

した．この値はポジトロンCTで測定される投与

45分後の時点での局所組織の11C放射活性（C（t））

を経時的動脈血採血により得られる血漿中のllC

放射活性（Cp（t））の積算値で除した値とした．

・・C．MET。p，。k。　i。dex－一・－C（t）

　　　　　　　　　　　／9C・（・）d・

　　　　T＝45min

血管内に残る11Cの放射活性は血液量により補正

＊There　is　a　significant　difference　between　tumor

tissues　and　normal　cortices（p＜0．005）、
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Fig．1　Relation　between　l1C－methionine（11C－Met）

　　　uptake　index　and　T／N　ratio　of　the　low　grade

　　　gliomas．

を行った．

　関心領域は腫瘍部位，腫瘍の反対側のsylvian

fissure後方の皮質に設定した．これらの関心領域

のカウント数から腫瘍部位（T）と対側半球正常皮

質（N）の比（TIN　ratio）も合わせて算出し，比較

した，
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III．結　　果

　1．腫瘍への取り込み

　10例の測定のいずれでも腫瘍部位の11C－MET

集積は高く，再発症例（case　3）を除き，腫瘍部位

は陽性に描画された．腫瘍部位のlIC－MET集積

率は平均で0．0382％と腫瘍の存在する反対側の

正常皮質の0．0243％に比し約1．6倍の取り込みを

示し，統計学的に有意な増加（p〈0．005）を示した．

T／Nratioは1．58を示した（Table　2）．腫瘍部位

における11C－MET　uptake　indexとT／N　ratioは

Fig．1に示すごとく有意な正の相関（p＜0．001）

を示した．

　X線CTと比較すると，　X線CTでは腫瘍の辺

縁は不明瞭であったが，11C－METではその取り

込み範囲は明瞭であった．その1例を提示する
（Fig．2）．

　【症例（case　4）】58歳男性．

　1984年10月頃より自分の意志と無関係に話をし

たり動作をする発作が出現した．1985年2月14日
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精査のため某病院に入院し，X線CTにて左前頭

葉に低吸収域を指摘されている．脳血管撮影では

mass　signは明らかではなく，外来で経過観察さ

れていた．1986年6．月末に失語症の発作で再入院

したが，X線CTでは著変を示さない．性格の変

化を認めている．

　1986年7月23日11C－MET，　C1502，　Cl50による

ポジトロンCTを施行した．　liC－MET　uptake

indexは0．0389％と著明に増加し，血流量も

64m〃100　m〃minと増加がみられたが，血液量

は4．4m〃100　mlと正常組織と同程度であった．

　生検にてastrocytoma　grade　2と確診された．

　2．再発腫瘍への取り込み

　再発を疑われた1症例（case　3）では後に手術に

より確認された部位はX線CTで低吸収域で，

脳血流量は著明な減少を示すにもかかわらず，

11C－METは正常とほぼ同程度の取り込みを示し

た．その判定は比較的容易であった．症例を示す

（Fig．3）．
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B

Fig．2　PET　and　X－ray　CT（XCT）images　of　a　58　year－old　man　with　astl’ocytonla　gradc　2

　　　　　case　4）．　A：upper　column　is　PET　images　of　iiC－Met、　middlc　co）umn　is　CBF，

　　　　　and　lower　one　is　CBV．　B：XCT　images．　There　is　a　high　accumulation　of日C－Mct

　　　　　in　the　tumor　of　the　left　fronta川obe．

A

Presented by Medical*Online



Low　Grade　Gliomaの診断における11C一メチオニンの有用招 297

B

C

Fig．3　PET　and　XCT　images　of　a　37　year－old　woman　with　recurrence　of　astrocytoma

　　　　　grade　2（case　3）．　A：PET　images　of　CMRlc（upper　column），　CMRO2（middle），

　　　　　and　CBF（lower）before　the　first　operation．　B：PET　images　of　l1C－Met，　CMRGIc，

　　　　　CBF　just　before　the　second　operation．　C：XCT　images　without（upper　images）

　　　　　and　with（lower　images）contrast　medium　before　the　second　operation．
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　【症例（case　3）】37歳女性．

　1981年頃より早朝の頭痛が出現．1984年4月11

11当センター受診．神経学的には異常なく，X線

CTでは右前頭葉に低吸収域を認めた，

　1984年4月17日i8FDG，　C1502，1502，　C150に

よるポジトロンCTが施行された．ブドウ糖消費

量が低いことから｜ow　grade　gliomaが考えられ

た．1984年5月部分摘出術施行．組織標本により，

astrocytoma　grade　2と診断された．放射線療法

はせず，経過観察されていた．

　1986年2月初旬よ1）頭重感，嘔吐を訴えるよう

になる．1986年4月22日当センター入院．うt・血

乳頭，嘔吐を訴える．

　1986年5月7日i8FDG，　C1　50　，・　，1・’02，　cl50に
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Fig．4　PET　and　XCT　images　of　a　43　year－old　woman

　　　with　astrocytoma　grade　2　treated　with　radia－

　　　tion（60　Gy）．　A：PET　images；Upper　images

　　　obtained　before　radiation　therapy，　and　lower

　　　images　obtained　after　irradiation．　Left　images

　　　are　l1C－Met，　center　images　are　CBF，　and　right

　　　ones　are　CBV．　B：XCT　images　without（1eft　）

　　　and　with　（right）contrast　medium；Upper
　　　images　obtained　before　radiation　therapy，　and

　　　lowers　were　after　radiation　therapy．

B
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より，1986年5月14日llC－MET，　Cl50によりポ

ジトロンCTを施行した．右前頭葉で血流量は

17．5m〃100　m／／min，酸素消費量は1．44　m〃100

m／／min，ブドウ糖消費量は1．63　mg／100　m／／min，

と対側皮質に比して著しい低値で，11C－MET

uptake　indexは0．0267％と正常の皮質と同程度

であった．明らかな陽性像ではなかったが，腫瘍

組織が存在すると考えられた．生検によりastro－

cytoma　grade　2の再発が確認された．

　3．放射線照射による変化

　放射線照射前後で検査が可能であったのは4例

である．2回目の検査は1回目の検査から3－8か

月後に行われている．照射量はいずれも60Gyで

ある．照射前後で比較すると，照射前が0．0482％，

照射後が0．0419％と11C－MET　uptake　indexは

平均で13．1％の低下を示した．また，正常皮質

も0．0255％から0．0232％と9％の減少を示した．

T／Nratioは1．90および1．85と変化は少ない．2

回の検査の間には統計学的有意差はみられなかっ

たが，腫瘍部位では4例とも11C－MET　uptake

indexは2同目の検査が低値を示した．症例を示す．

　【症例（case　1）】43歳女性．

　1985年9月6日左半身の知覚鈍麻，左片麻痺，

が一過性（5－10分）に出現しその後も時々同様な

症状が出現している．1985年10月16日精査のため

当センターに入院．神経学的には異常なし．脳血

管撮影ではright　fronto－parietal　areaにavascular

massがみられる．　X線CTでもright　fronto－

parietal　areaに淡い低吸収域を伴う正常吸収値を

示す腫瘤がみられる．mass・effectにより右側脳室

がわずかに圧排され変形している．造影剤増強効

果はみられない．

　llC－MET，　C150，　C1502によるポジトロンCT

を施行した．llC－METの取り込みはright　fronto－

parietal　areaのmassの部位で0．0471％と高い．

血流量は61．8m∫／100・mt／minと正常よりも高値

を示した．血液量は4．10m∫／100　m1と正常範囲

内であった．

　1985年11，月28日生検にてastrocytoma　grade　2

と診断された．
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　1986年1月9日放射線治療が開始され，全脳照

射で30Gy，局所に30　Gy照射を受ける．1986年

7月精査のため入院．1986年7月23日11C－MET，

C1502，　Cl50によるポジトロンCTを施行．血流

量は24．3m／／100　ml／minと減少し，11C－MET

uptake　indexは0．0399％と低下を示した．血液

量も減少を示している．

IV．考　　察

　Methionineは脂肪族アミノ酸に属し，イオウ

を含む中性アミノ酸に分類される．ラットでの

brain　uptake　indexは38％と高く10），脳のイメー

ジング剤として優れているものと考えられる．今

回，われわれが使用したのはメチル基を11Cで標

識した形のトレーサである．このトレーサを用い

て人間の脳組織のタンパク合成能を測定できると

する考えもあるが11），この形の標識は体内で活性

メチオニンに変化し，メチル基の供与体として働

く代謝経路が最も活発であるとする考えもみられ

る12）．この考えに従えば，その集積はタンパク合

成能を表すというよりも，メチル基の転移反応や

TCA回路などのアミノ酸全般の代謝の活発さを

示すと考えられる．一般的には脳腫瘍組織の場合，

BBB透過性の元進により拡散が起こり，アミノ

酸輸送系により能動的に細胞内に運び込まれる過

程以外の要因を考慮する必要があるとされるが，

今回われわれの経験した10w　grade　gliomaでは

X線CTにて造影剤増強効果がみられないにもか

かわらず11C－MET集積率が高いことより，　BBB

透過性の元進の関与は少ないと推測される．この

ようなことから，脳腫瘍組織における11C－MET

集積増加はアミノ酸の能動輸送系充進のあるいは

アミノ酸代謝系の充進を評価しており，脳腫瘍組

織の性質を推定する指標として有益であろうと推

定される．

　これまで，11C－METのlow　grade　gliomaへの

集積についての検討は少なく，Ericsonら3・6），

Liljaら5）の報告にみられるのみである．　Ericson

ら3）は12例の10w　grade　gliomaに対する11C－

METの集積を対側の皮質と視覚的定性的に比較
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検討し，9例で正常皮質よりも高く，3例で同程

度かやや低いことを報告している．同時に検討し

たanaplastic　astrocytomaの2例では10w　grade

gliomaよりも明らかに集積が高いと述べている．

また，その後の報告6）では3一コンパートメントモ

デルを用いてlow　grade　gliomaを検討し，7例で

正常皮質より高い集積を認め，4例で正常あるい

はやや低い集積がみられ，いずれもinflux，　ac－

cumulation　rate，　partition　coeMcientが並行して

変動していたとしている．一方，Liljaら5）は

12例のhigh　grade　gliomaと2例の10w　grade

gliomaのllC－METの取り込みを対側皮質との比

率を算出し，比較検討している．low　grade　glioma

では正常皮質と同程度の取り込みであるとしてい

るが，2例と少なく，十分な検討とはいいきれな

い．

　今回のわれわれが行った組織学的に確認された

astrocytoma　grade　2の10症例の検討では10例全

例で11C－MET　uptake　indexで0．0249－0．0635％，

T／NratioではLO8－2．42と明瞭な取り込みがみ

られた．比較的正常皮質に近い値から正常皮質

の2．5倍程度までの集積である．Ericsonら3’6）の

報告も正常皮質と同程度の集積から明らかに高い

集積を示す例など集積にある程度の広がりがある

としている．Liljaら5）の症例は比較的正常皮質

に近い症例のみを検討したものと考えられる．

　われわれの検討でも組織学的には同一のgrade

の症例をまとめているが，その11C－MET　uptake

indexは比較的広い分布を示す．この値の差につ

いては腫瘍の質的診断の立場からは興味のある問

題点を含んでいる．Ericsonら3），　Liljaら5）の論

文はhigh　grade　gliomaとlow　grade　gliomaとの

鑑別に11C－MET集積の差異を利用しようとの主

旨を述べているが，low　grade　gliomaの間でも差

異があることは，さらにこれらの間にも11C－MET

を利用して細分類できる可能性を含んでいるもの

と考えられる．おのおのの腫瘍組織により，①組

織の細胞密度，②アミノ酸能動輸送系活性，③ア

ミノ酸代謝系活性，などの差異があり，これらが

治療効果や予後などに密接に関係してくるのでは

ないかと推測される．しかし，この問題の解決に

はアミノ酸取り込み増加がどのような組織機能の

変化によるのかなど不明な点が多く，今後の検討

が必要と考えられる．

　今回の症例ではX線CTにては腫瘍の辺縁が

不明瞭なこと，18FDGによるポジトロンCTが

行われた1例では陽性には描画されないことなど

から，low　grade　gliomaが考えられる症例に対し

て11C－METは腫瘍の進展範囲の推定に有効な診

断法と考えられる．

　再発の疑いにて測定を行った症例では，正常組

織とのコントラストは不十分であったが，X線

CT上低吸収域を示す領域で11C－MET集積率が

正常皮質と同程度であり，局所に積極的に11C－

METを取り込む正常ではない組織の存在が考え

られることから，再発との判定およびその範囲の

診断が可能と考えられた．再発の有無や放射線壊

死の診断には18FDGによるブドウ糖消費量の測

定が有効であるとする報告がみられる13・14）．しか

し，low　grade　gliomaの場合腫瘍組織のブドウ糖

Table　3 Changes　of　l1C－methionine　uptake　index　and　T／N　ratio

between，　before　and　after　radiation　therapy

Tumor　tissue Normal　cortex T／Nratio
Case　No．

　1

　2

　5
10

Mean
S．D．

before

O．0423

0．0436

0．0433

0．0635

0．0482

0．0089

after

O．0295

0．0408

0．0412

0．0561

0．0419

0．0094

before

O．0217

0．0245

0．0297

0．0262

0．0255

0．0029

after

O．Ol56

0．0286

0．0269

0．0218

0．0232

0．0050

before

L95

L78
1．46

2．42

1．90

0．35

after

1．88

L43

L53

257

1．85

0．45
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Low　Grade　Gliomaの診断における11C一メチオニンの有用性

消費量は正常組織よりも低値であり，再発や放射

線壊死の有無の判定には利用しにくい場合が多い．

このような場合にi8FDGの代わりに11C－MET

を用い，再発や放射線壊死の診断を行うことが有

効と考えられる．

　さらに，Table　3にまとめたように放射線照射

により”C－MET　uptake　indexが変化することか

らlow　grade　astrocytomaの放射線照射後の効果

判定の観察にも有用と考えられる．

　脳腫瘍組織への11C－MET集積によるlow
grade　gliomaの診断への応用の可能性はEricson

ら3｝，Li　ljaら5｝より報告されているが，再発症例

や放射線照射の効果判定への応用例の報告はなく，

11C－METの新たな利用法といえる．

　今回われわれは腫瘍部位のアミノ酸取り込みの

活発さを示す指標として，uptake　indexを導入し

た．この指標はT／Nratioと比較的よい相関を示

すことから，これまで報告されたT／Nratio15｝と

同様に脳腫瘍診断に利用可能な指標である．一方，

脳腫瘍の治療経過を追っていく場合を考えると，

われわれの結果では放射線照射後の正常皮質での

取り込みも低下することがあり，T／N　ratioが必

ずしも照射後で低下するとはいえない．このため，

腫瘍のアミノ酸取り込みを比較検討するには不適

当といわざるをえない．したがって，放射線や化

学療法などの効果を含めて，脳腫瘍患者の経過観

察にはT／Nratioよりはuptake　indexの方が適し

ていると考えられる．

　以上のことから，11C－METを用いたイメージ

ングおよびuptake　indexの算出は10w　grade

gliomaの進展範囲，再発の有無，治療効果判定な

どに有用と考えられた．
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Summary

Value　of　i　iC－Methionine　and　PET　in　the　Diagnosis　of　Low　Grade　Gliomas

Fumio　SHIsHIDo＊，　Kazuo　UEMuRA＊，　Atsushi　INuGAMI＊，　Noriaki　ToMuRA＊，

　　　　　　Shuichi　HIGANo＊，　Hideaki　FuJITA＊，　Matsutaro　MuRAKAMI＊，

　　　　　lwao　KANNo＊，　Nobuyuki　YAsul＊＊and　Katsuyoshi　MINEuRA＊＊＊

＊Z）epart〃lent　of　Radio’08ッa〃d∧luclearルtedi‘’ine，　Resear’h　1〃ぷr”〃’e／br　Brai〃a〃d　Bloodレ乏∫ぷθ’ぷ一／l　k　ita

　　　　＊＊Deρa〃〃7θ〃’ρ／∫〃rg’ea1∧／θ〃〆o／o宮γ，」Research　1〃ぷ〃’〃teノ～）r　Brain　a〃dβ1ρo〃Vessels－／l　k〃a

　　　　　　　　　　　　　　＊＊＊Neuros〃rgi〔・a1　Servi〈・e，　Akita　U〃iversitγ　Sc／ioo1　of　Medicine

　　Ten　patients　with　low　grade　glioma　were　ex－

amined　with　positron　emission　tomography（PET）

using　l1C－methyl－L－methionine（llC－Met）．　In　4

cases，　follow－up　study　was　performed　after　radia－

tion　therapy．11C－Met　uptake　index　was　calculated

by　sequential　arterial　blood　sampling　and　PET

image　on　45　minutes　after　injection．　The　tumor

was　clearly　seen　in　the　images，　and　uptake　index

in　the　tumor　lesion　was　higher　than　that　in　the

normal　cortex．　The　uptake　of　IIC－Met　was　ob－

served　in　a　recurrent　lesion　that　was　confirmed　by

operation．11C－Met　uptake　indices　were　decreased

in　the　tumor　lesions　after　radiation　therapy．　From

these　results　PET　with　l1C－Met　is　a　useful　clinical

tool　for　diagnosis　of　low　grade　gliomas．

　Key　words：　Brain　tumor，　Low　grade　glioma，

llC－methionine，　Positron　emission　tomography．
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