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《研究速報》

ポジトロンCTによる肝細胞癌分化度評価の試み
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　要旨　23例の肝細胞癌症例に対してFDGを用いたdynamic　PETを行い，非線型最小二乗法により

rate　constants（K1～K4）を求めた．肝細胞癌のなかには，画像上FDGが集積しない例があり，これらは

K4／K3が高いことから，集積の程度はK4の関与によると考えられた．非癌部肝ではK3が低くK4／K3≧

1．0の例が大部分を占めた．肝細胞癌ではK3は非癌部肝よりも高かったが，　FDGが集積しない例ではK3

が比較的低くK4／K3が高い例が多いことから，　K4／K3が肝細胞癌の機能的分化度の指標となり得ると考

え，予後との関係をみた．K4／K3とK3の値から3群に分けて，　PETを行った時点からの生存率をみると，

K4／K3≧0．4の群で生存率が最も良く，　K3とK4によって肝細胞癌の分化度を推定できる可能性が示唆さ

れた．

1．はじめに

　近年，Positron　Emission　Tomography（PET）に

よる腫瘍の解析が行われ，その有用性が報告され

ている1’v3）．今回，肝細胞癌に対して18F－2－fluoro・

2－deoxyglucose（FDG）を用いたdynamic　PETを

行い，K3とK4から肝細胞癌の分化度推定を試
みた．

II．方　　法

　FDGの合成には，住友重機製小型サイクロト

ロン‘CYPRIS’と自動合成装置℃UPID’を用い

た．PET装置は島津製作所のHEADTOME　III

を用いた．データ収集は，0～60分までに26回の

動脈血採血（15秒×9，30秒×4，1分×4，2分×
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2，3分×1，5分×3，10分×3）と15回の腫瘍部

の連続scan（2分×5，5分×10）を行うdynamic

法によった．動脈血漿中18F放射能濃度とROI

の設定によって得た組織の18F放射能濃度から

Phelpsら4）の脳のcompartment　mode1を用いて

rate　constants（K1～K4）を求めた．計算プログラ

ムはNUMPACを，非線型最小二乗法のalgorism

は準ニュートン法を用い，HITAC－M・680で計算

した．なお，組織のデータは，腫瘍内に設定した

複数のROIのうち最大カウント部を用い，血液

量の補正は行っていない．術前にPETを行った

10例（肝細胞癌7例，転移性肝癌2例，肝血管腫

1例）について切除標本から腫瘍組織を採取し，

Monakhovら5）の方法でhexokinase活性を測定

した．K4／K3とK3の値から肝細胞癌症例を3群

に分類し，PETを行った時点からの生存率を検

討した．対象は，未治療で腫瘍径3cm以上の肝

細胞癌23例で，PET終了後の治療は肝切除
（Hr　O～Hr　2）12例（A群8例，　B群2例，　C群2

例），非切除11例（A群3例，B群3例，　C群5

例）で，非切除例の治療は照射単独の1例以外は

TAEを基本としている．
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IH．結　　果

核医学　28巻11号（1991）

　実測したhexokinase活性はK3と有意に相関

した（Fig．1）．　K3は癌部で高値を示した（Fig．2）．

非癌部肝では大部分の症例でK3が低く，　K4／K3

が1以上を示した．肝細胞癌では非癌部肝同様

K4／K3が1以上のものからゼロに近いものまで

広い範囲に分布した．これをK3との関係でみる

と，K3の低いものほどK4／K3が高い傾向を認め

た（Fig．2）．　PETを行った時点からの生存率をみ

ると，A群（K4／K3≧0．4）とB群（K4／K3〈0．4か

っK3＜0．06），　C群（K4／K3＜0．4かっK3≧0．06）

では，最長37月の観察期間でA群に生存率が高

い傾向を認めた（Fig．3）．

IV．考　　案

　今回の解析には脳のcompartment　modelを用

いたが，これを肝臓に適用する場合，入力関数が

問題となる．今回対象とした腫瘍径3cm以上の

比較的大きな腫瘍では門脈系の関与はきわめて少

なく，多くは動脈血のみである6）ことから，入力

関数として末梢動脈血の値をそのまま用いた．ま

た，より正確にrate　constantを評価するために

は血液量の補正を行う必要がある．これらの問題

0．0665

K3
（min’1）

O．0139

Y＝0．02039＋6．573E－03X

n＝0．657

P＜0．05

（nニ10）

　　　　　0．00968　　　　　　　　　　　　　　　　　　4・∠1838

　　　　　　　　hexokinase　　（しレtg　tissue）

Fig．1　K3　calculated　from　dynamic　PET　significantly

　　　correlate　with　hexokinase　activity　of　the　same

　　　region　of　resected　HCC．
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Fig．12　Distribution　of　HCC　region（○）and　llon・cancerous　region（●）by　the　value　of

　　　K4／K3　and　K3．K3　of　non・cancerous　regions　ranged　from　O．0059　to　O．0280（mean土

　　　sd＝0．0126土0．0057），　K4／K3　ranged　from　O．327　to　3，84（mean±sd＝1．46土0．74）．

　　　K3　of　HCC　regions　ranged　from　O．0213to　O．206，　K4／K3　ranged　from　O．0069　to　1．16．

　　　Non－cancerous　regions　were　distributed　at　low　K3　and　high　K4／K3（mostly　over

　　　1．0），whereas，　HCC　regions　were　placed　at　high　K3　and　K4／K3　were　widely　dis・

　　　tributed　from　barely　zero　to　over　1．0．
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Fig．3　HCC　cases　were　divided　by　the　value　of　K4／K3　and　K3　into　three　groups，　group　A：

　　　K4／K3≧0．4，　group　B：K4／K3＜0．4　and　K3＜0．06．　group　C：K4／K3＜0．4，　K3≧

　　　0，06．And　cumulative　survival　rates　were　compared　between　the　groups．（Kaplan・

　　　Meier　method）Group　A　had　higher　survival　than　those　of　other　groups．　From　the

　　　view　point　of　glucose　metabolism，　the　value　of　K4／K3　calculated　from　dynamic

　　　studies　of　FDG・PET　might　represent　the　functional　differentiation　of　HCC．

点はあるものの，実測したhexokinase活性とK3

が有意に相関することから，K3はhexokinase活

性を反映するといえる．これまでのわれわれの検

討では，肝細胞癌のなかには切除標本で壊死を伴

っていない場合でもFDGがほとんど集積しない

例があり，これらは今回データを示していないが，

dynamic法による解析からK4／K3が高い例，す

なわちhexokinase活性に比べて相対的に高い

glucose－6－phosphatase活性をもった例であると考

えている．一方，胆管細胞癌，転移性肝癌では画

像上全例強いFDGの集積を認め，　K3の値によ

らずK4／K3はゼロに近い7）ことから，前述した

ようにK4／K3が高い例があることが肝細胞癌の

特徴と考えている．通常の状態では肝細胞は，エ

ネルギー源として外因性のglucoseをほとんど使

わない8）ことから，hexokinase活性は低くglu－

cose－6－phosphatase活性が高いことが知られてい

る9）．今回得られたデータからも，非癌部肝では

K3が低くK4／K3が1以上の例が大部分を占めて

おり，従来の知見と一致すると考えられる．肝細

胞癌のなかにもK3が比較的低くK4／K3が高い

という非癌部肝によく似たパターンを示す例があ

り，これらは画像上からもFDGが集積せず，肝

組織にきわめて類似した性格をもつもの，すなわ

ち糖代謝からみて機能的分化度が高いものと考え

られる．この点に関して，今回は予後との関連で

検討したが，暫定的にK4／K3≧0．4を1っの群と

した場合，この群の生存率が最も良いことから，

K4／K3によって肝細胞癌の糖代謝機能分化度を

推定できる可能性があると考えている．今回の検

討では症例数の関係で原発性肝癌取扱い規約10）に

基づくbackgroundの統一がなされていないこと

から，今後さらに症例数を増やして再度検討した

い．

文　　献

1）Herholz　K，　Zi田ing　P，　Staffen　W，　et　al：Uncoupling

　of　Hexose　Transport　and　Phosphorylation　in　Hu－

　man　Gliomas　Demonstrated　by　PET．　Eur　J　Cancer

　Clin　Oncol　24（7）：1139－1150，1988

2）Dichiro　G：Positron　Emission　Tomography　Using

　I18F］Fluorodeoxyglucose　in　Brail1　Tumors：A
　Powerful　Diagnostic　and　Prognostic　Too1．　Invest

　Radio122：360－371，1987
3）Hiromu　T，　Yamaguchi　K，　Wakui　A，　et　a1：New

　Approach　to　Clinical　Evaluation　of　Cancer　Chemo・

　therapy　Using　Positron　Emission　Tomography　with

　18FDG（2－Deoxy・2【18F］Fluoro・D－Glucose）．　Sci　Rep

　Res　Inst　Tohoku　Univ　C・33（Nos14）：38－43，1986

Presented by Medical*Online



1356 核医学

4）Phelps　ME，　Huang　SC，　Hoffman　EJ，　et　al：Tomog－

　　raphic　Measurement　of　Local　Cerebral　Glucose

　　Metabolic　Rate　in　Humans　with（F－18）2－Fluoro－2－

　　Deoxy－D－Glucose：Validation　of　Method．　Ann

　　Neuro16（5）：371－388，1979

5）Monakhov　NK，　Neistadt　EI，　Shavlovskii　MM，

　　et　a1：Physicochemical　Properties　and　Isoenzyme

　　Composition　of　Hexokinase　from　Normal　and

　　Malignant　Human　Tissues．　J　Natl　Cancer　Inst

　　61（1）：27－34，1978

6）豊坂昭弘，岡本英三．岡空達夫，他：肝細胞癌の肝

　　内転移の機序に関する病理形態学的研究　　腫瘍流

28巻11号（1991）

　　　出血管系の構築について　　．日消外会誌24（4）：

　　　1121－1126，1991

7）榎本和夫，岡住慎一，福長　徹，他：18FDG－PET
　　　による肝腫瘍の評価．日外会誌91（臨時増刊号）：

　　　261，1990

8）Zakim　D：Hepatology，　A　textbook　of　liver　disease，

　　2nd　ed　vo1．1，　Zakim　D，　Boyer　T，　eds，　W．B．

　　SAUNDERS　COMPANY　Harcourt　Brace　Jovano－
　　rich，　Inc．，　Philadelphia，1990，　pp．65－96

9）日本生化学会編：生化学データブック【II］第1版，

　　　東京化学同人，東京，1980，P．542

10）原発性肝癌取扱い規約：㈱金原出版

Summa】【y
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　Tumor　uptake　of　18F－fluorodeoxyglucose（FDG）

was　studied　by　dynamic　positron　emission　tomog－

raphy（PET）in　23　cases　of　hepatocellular　carci－

noma．　The　metabolic　rate　constants，　KI　to　K4，

were　generated　by　non－linear　least　square　fitting

method．　We　confirmed　that　K3　from　the　PET

study　significantly　correlated　with　directly　meas－

ured　hexokinase　activity　of　the　cancer　tissue．　The

region　of　HCC　always　had　higher　K3　values，　which

represents　the　hexokinase　activity　compared　with

the　Ilon－cancerous　region．　By　FDG　images，　how－

ever，　in　50％of　cases　the　cancer　region　could　not

be　clearly　de丘ned　from　the　surrounding　non－

cancerous　hepatic　tissue．These　HCC　cases　without

a㏄umulation　of　FDG　had　a　high　ratio　of　K4／K3

（K4　represents　glucose－6－phosphatase　activity），

which　correlated　well　with　the　inverse　ratio　of

FDG　accumulating　images　on　PET．　According　to

the　PET　images　which　is　represented　by　K4／K3

and　the　hexokinase　activity　which　is　represented

by　K3，　we　divided　these　23　cases　into　three　groups

and　retrospectively　compared　their　survival　rates．

The　groups　with　high　K4／K3（≧0．40）had　longer

survival　than　other　groups．　From　the　view　point

of　glucose　metabolism，　the　value　of　K4／K3　ca1－

culated　from　dynamic　studies　of　FDG－PET　may

represent　the　functional　diffe　rentiation　of　HCC．

　Key　wor《1s：FDG，　Positron　emission　tomog－

raphy，　Hepatocellular　carcincma，　Functional　dif－

fe　rentiation．
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