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《原　著》

脳腫瘍に対する，放射線・化学療法の効果判定としての

　　　　　　　　　　　201Tl－chloride　SPECTの意義

戸村　則昭＊　小林　　満＊

加藤弘毅＊　日下一也＊

大山　洋一＊　佐藤　公彦＊
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　要旨　悪性脳腫瘍に対する，放射線・化学療法の効果判定のためのL’OiTICI・－SPECTの有用性について，

CT・MRIと比較検討した．対象は14例の悪性脳腫瘍で，放射線・化学療法の直前と直後にSPECTを施

行し，Tl－index（腫瘍部の対称部に対するカウント比）の変化をみた．　CTまたはMRIは，　SPECTと同時

期の治療直前と直後，さらに治療後1～2か．月に行い，腫瘍径を測定し，TLindexの変化と比較した．　T1－

indexの変化は，治療前と直後の腫瘍径の変化とは相関しなかったが，治療前と治療後1～2か月の腫瘍径の

変化と相関した（Pく0．005）．すなわち，治療直後でのTl－indexは，治療後1～2か月の腫瘍径を反映してい

ることを示しており，CT・MRIよりも早期に治療効果を知ることが可能と考えられ，早期の追加治療や治

療法の変更の決定に寄与する可能性があることを示唆していた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（核医学31：951－956，1994）

1．はじめに

　悪性脳腫瘍の治療としては，手術，放射線照射，

化学療法といった集学的治療が行われているD．

201Tlについてはこれまでに，脳腫瘍の検出2～4）や

その悪性度診断に有用である4””7）とする報告や，

腫瘍活性の高い部位の検出に有用である4・5）との

報告がなされている，脳腫瘍の存在診断について

は，より高分解能のcomputed　tomography（CT）

やmagnetic　resonance　imaging（MRI）が優れてい

ることは周知の事実と思われる．しかし，治療効

果判定という見地からは，CTやMRIで捕らえ

られる腫瘍の大きさのみでは必ずしも十分とはい

えず，腫瘍のviabilityの変化を捕らえる必要が

ある．201Tlが腫瘍のviabilityを反映するとすれ
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ば，治療効果判定に使用可能といえる．一方，

201Tlは骨腫瘍においても，67Gaや99mTc骨シン

チグラフィに比較して治療効果を正確に反映して

いたとする報告もみられている8）．

　single　photon　emission　computed　tomography

（SPECT）は，3次元的把握が可能であること，病

辺部とその対称部との比較が断面上で可能である

ことなど，特に解剖学的に複雑な脳においてはそ

の有用性が高いことはよく知られている．そこで

今回われわれは治療効果判定としての201Tlの利

用価値についてSPECTを用い検討した．

H．対象および方法

　対象は，1991年1月から1993年9Aまでに秋

田大学医学部脳神経外科あるいは放射線科に入院

し，放射線治療や化学療法を受けた脳腫瘍の14

例で，201T1－chloride－SPECT（T1－SPECT）を治療

前後に行った症例である（Table　1）．年齢は10～76

歳（平均48．4歳），星細胞腫Grade　IIIが12例，

小脳髄芽腫1例，悪性リンパ腫1例である．14例

すべてで手術あるいはCTガイド下での生検によ
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り病理組織診断がなされており，手術例はすべて

部分切除であった．手術または生検から1回目の

Tl－SPECTまでは，8例（case　1，3，6、7，10，11，12，

14）で1～3週であったが，他の6例（case　2，4，5，

8，9，13）は初回治療後の再増大例であり，手術か

らは5～16か月が経過していた．1例（case　14）で

は，放射線照射のみ，4例（case　1，3，6，13）では

放射線照射と化学療法を，9例では化学療法のみ

を行い，その前後にTl－SPECTを行った．放射線

照射は3例では全脳に40Gy，腫瘍部にさらに

20Gyを追加し，1例（case　13）では全脳に36　Gy

のみ，1例（case　14）では全脳に40　Gy，局所に

34Gyを追加照射した．化学療法としては，8例

（case　3，5，6，7，8，10，11，12）では塩酸ニムスチン

（ACNU）50　mgを腫瘍の栄養動脈内に選択的に1

回のみ動注し，2例（case　2，4）ではACNU　50　mg

を同様に2回動注した．1例（case　1）ではACNU

を100mgを1回，50　mgを1回選択的に動注
し，1例（case　9）ではTumor　necrotizing　factor

（TNF）4．5万単位を内頸動脈内に2回投与した．

1例（case　13）ではメソトレキセート5mg／日を

5日間経静脈性に投与した．Tl－SPECTは，治療

開始前5日以内と治療終了後5日以内に施行した．

CTあるいはMRIは，　Tl－SPECTとほぼ同時期

と，治療後1～2か月に行い，腫瘍径を測定した．

SPECTは，回転型ガンマカメラGCA　90B　E2

（東芝）を用い，スラントホールコリメータを装

着し，Tl－chloride　111MBq静注後10分から6°

step，60秒／stepで64方向から撮像した．設定エ

ネルギーレベルとウィンドウ幅は，80keV，20％

とした．検査時間の短縮という観点から，今回は

いわゆるdelayed　scanは施行しなかった．　SPECT

上で，腫瘍部のカウントとそれと対称部のカウン

トの比をとり，T1－indexとした．腫瘍が正中部に

存在していた2例では，それらの腫瘍による影響

が少なく，頭皮の集積との識別が容易であること

から，右側頭葉のカウントと比較した．Region

of　interest（ROI）は，腫瘍部では最も放射能濃度

の高い部を含み，直径8～10　matrixの円形ROl

とした．このTl－indexの変化率と，　CTあるいは

MRIから得られた腫瘍の最大径の変化率とを比

較した．CTやMRIは前交連一後交連を結ぶ直

Table　l　Patients’summary

No．　of　　Age／

case　　　Sex

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4

　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
11
　
11

F
F
M
M
F
F
M
F
F
F
M
M
F
M

刀
別
研
刷
刀
刀
野
引
W
W
W
刷
叫
㍉

5
4
3
5
2
7
4
5
5
7
3
4
1
6

Pathology　of

　tumor

Astro．　III

Astro．　III

Astro．　III

Astro．　IlI

Astro．　IIl

Astro．　III

Astro．　III

Astro．　111

Astro．　III

Astro．　III

Astro．111

Astro．　Ill

Medullobl．

ML

　Radiation／
Chemotherapy

60Gy／ACNU　150　mg
（一）／ACNU　100　mg

60Gy／ACNU　50　mg
（一）／ACNU　lOO　mg

（一）／ACNU　50　mg

60Gy／ACNU　50　mg
（一）／ACNU　50　mg

（一）／ACNU　50　mg

（一）／TNF　900001U

（一）／ACNU　50　mg

（一）／ACNU　50　mg

（一）／ACNU　50　mg

36Gy／MTX　25　mg
74Gy／（一）

Ratio　of　tumor　size

Immediately
after／befo　re

　　O．93

　　1．08

　　1．0

　　1．29

　　0．8

　　1．O

　　l．2

　　1．0

　　1．0

　　0．96

　　0．93

　　1．3

　　0．31

　　0．49

1－2months
after／before

　1．07

　0．92
　1．1
　　1．O

　　L1

　0．45

　1．77
　　1．0

　　1．05

　0．91
　　1．07

　　1．6

　0．21

　0．35

　Ratio　of
　T1－index
Immediately
after／before

　　1．19

　　0．79

　　0．99

　　0．66

　　1．2

　　0．81

　　1．99

　　0．74

　　1．1

　　0．84

　　1．13

　　1．28

　　0．63

　　0．93

T1－index，　count　ratio　of　tumor　to　normal　brain　tissue　in　the　contralateral　hemisphere；F，　female，　rt，　right；

ACNU，　nimust　ine　hydrochloride；Astro．川，　astrocytoma　grade川；（一），　not　performed；M，male；Medullobl．，

medulloblastoma；TNF，　tumor　necrotizing　factor；MTX，　methotrexate；ML，　malignant　lymphoma．
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線に平行にスキャンし，造影剤投与後の画像で，

それらスライス上で造影剤増強効果をうける腫瘍

の最大横径を測定した．

II1．結　　果

　Table　1に各症例の腫瘍径の変化率とTl－index

の変化率を示した．Fig．1に，治療前に対する治

療直後のTl－indexの変化率と腫瘍径の変化率と

の関係を示したが，特に有意な相関関係はみられ

なかった．Fig．2に，治療前に対する治療直後の

953

Tl－indexの変化率と，治療前に対する治療後1～2

か月の腫瘍径の変化率との関係を示したが，有意

な相関関係が得られた（p＜0．005）．すなわち，治

療直後のT1－indexは，治療後1～2か月でみられ

る腫瘍径の変化を反映していると考えられた．

Fi9．3にcase　6の治療前後のCTとT1－SPECT

を示した．この例では，治療終了直後にCT上

での腫瘍径はあまり変化していなかったが，T1－

indexは治療終了直後に低下していた．1か月後

に腫瘍は縮小した．
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Fig．1　Ratio　of　Tl－index　between　immediately　after

　　　and　before　therapy，　and　ratio　of　tumoral　size

　　　between　immediately　after　and　before　therapy．
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Ratio　of　Tl－index　between　immediately　after

and　before　therapy，　and　ratio　of　tumoral　size

between　1－2　months　after　and　before　therapy．

There　was　a　significant　correlation　between

them．

IV．考　　察

　脳腫瘍についての201Tlの利用としては，腫瘍

の存在診断2～4）や悪性度診断4’”7），さらには放射

線壊死との鑑別診断9）などに関する報告がこれま

でにみられる．ただし，腫瘍の存在診断について

は，MRIの方がその分解能もはるかに優れてお

り，多くの例でTl－SPECTを凌駕していることに

は異論はないと思われる．しかし，脳浮腫との識

別や，viableな腫瘍組織の判別については，　MRI

では困難なことが多い．悪性度診断については半

定量的に検討され，201Tlの集積程度が悪性度に

相関するとの報告がある7）．また，Kaplanら4）は，

病理像と比較検討して，201Tlは99mTc－91ucePtate

や67Ga－citrateに比較して，よりviableな組織に

一致して集積していたと報告している．201Tlの

集積が腫瘍のviabilityを反映しているとすれば，

これを腫瘍の治療効果判定に有用といえる．そこ

で今回われわれは，T1－SPECTを診断的利用では

なく，治療効果判定への利用価値について検討し，

先述の結果を得た．放射線治療効果判定に対する

201T1シンチグラフィの有用性については，西垣

内ら10）の動物実験における検討があり，治療後

の201Tlの腫瘍への集積度の変化が，その後の腫

瘍体積の変化を反映していたとしている．

　脳腫瘍の治療は手術・放射線照射・化学療法の

すべて，あるいはいずれかが行われているが1），

その画像上の効果判定には，多くの場合，CTや

MRIでみられる腫瘍の大きさが用いられている．

ただし，放射線療法や化学療法による場合，たと
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A B C

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　D　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　E

Fig．3　Case　6．　A　72・year－old　female　with　malignant　astrocytoma　in　the　left　temporo－

　　　　　　occipital　region，　who　was　treated　with　superselective　intra－arterial　infusion　of

　　　　　　　ACNU（50　mg）and　local　irradiation（60　Gy）．　Tumoral　size　immediately　after

　　　　　　　therapy　was　the　same　as　that　before　therapy（ratio　of　tumor　size：1．0），　ahhough

　　　　　　Tl－index　decreased　after　therapy（ratio　of　Tl－index：0．8り．　Tumor　decreased　in

　　　　　　　size　l　month　after　therapy（ratio　of　tumor　size：0．45）．　A：Computed　tomography

　　　　　　　（CT）with　contrast　enhancement　before　therapy　showing　an　enhancing　tumor

　　　　　　　（arrow）．　B：L’（）ITICI－single　photon　emission　computed　tomography（T1－SPECT）

　　　　　　　before　therapy　showing　a　high　uptake　in　the　left　temporo－occipital　region

　　　　　　　（Tl－index　4．2）．　C：CT　immediately　after　therapy．　Tumoral　size（arrowhead）was

　　　　　　　almost　the　same　as　that　before　therapy．　D：Tl－SPECT　immediately　after

　　　　　　　therapy（Tl・index　3．4）．　E：CT　l　month　after　therapy　showing　a　decreased　size

　　　　　　　of　tumor，
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え効果的な治療を行っても，予定した治療終了直

後には腫瘍の大きさは変わらず，その後に腫瘍縮

少が得られることが多い11）．逆に，予定した治療

終了後，その効果判定のために，ある一定期間待

っていたため，腫瘍が増大することもある．した

がって，CTやMRIでの腫瘍の大きさからの判

定では遅く，特に，続けての追加治療や治療法の

変更の必要性判定には不十分なものと言わざるを

得ない．今回のわれわれの検討では，T1－indexと

いう半定量的指標を用い，それとCTやMRIで

の腫瘍径との推移との関係をみた．治療前と治療

直後とでのTl－indexの変化は，治療前と治療後

1～2か月の腫瘍径の変化と相関が得られたが，

治療前と直後との腫瘍径の変化には相関していな

かった．このことは，Tl－indexでみた治療前と直

後の変化が，CTやMRIでみる腫瘍径の変化よ

り1～2か月早く治療効果を反映していることを

示していた．これは，悪性脳腫瘍の放射線・化学

療法を施行する際には，その前後でTl－SPECTを

施行し，Tl－indexをみることで，　CTやMR1で

腫瘍径を判定する前に，追加治療や治療変更の判

定が可能であることを示唆しており，本法が悪性

脳腫瘍の治療成績向上に寄与し得る可能性が考え

られた．

　瀬尾ら12｝も，われわれと同様に脳腫瘍の治療

経過とT1－SPECTの変化を検討している．彼らの

検討は，治療反応群と治療抵抗群とで分け，それ

とTl－indexの変化との関係をみており，治療後

のTl－▲ndexの低下や上昇が治療の有効性判定に

有用であると報告している．特に，delayed　scan

におけるTl－indexがearly　scanにおけるそれよ

りも有用であるとしている．今回のわれわれの検

討は，検査時間の短縮という観点からdelyaed

scanは行っていないが，　early　scanのみでの解析

でも先述の結果が得られ，early　scanでもその有

用性が示された．さらに，今回のわれわれの検討

は，201Tlの集積が腫瘍のviabilityをある程度反

映していることを支持するものであった．201T1

の腫瘍への集積については，Na＋－K＋－ATPaseの

K＋が201T1に置換されることによるとされてい

る2・3・13）が，腫瘍血流にも依存しているようであ

る6・9・13）．さらに脳腫瘍では血液脳関門の障害も大

いに関係しているとされ6・9），未だ不明な点が多

く，delayed　scanでの検討も含め今後の研究が必

要と考えられた．

V．結　　論

　悪性星細胞腫に対する放射線・化学療法の効果

判定としてTI－SPECT上でみるTl－indexは，

MRIやCTより早く治療効果が判定可能であり，

予定の治療終了直後に追加治療や治療法の変更の

必要性の判定に寄与する可能性があると考えられ

た．
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Summary

Thallium－201　Single　Photon　Emission　Computed　Tomography

in　the　Evaluation　of　Therapeutic　Response　for　Brain　Tumors

Noriaki　ToMuRA＊，　Mitsuru　KoBAyAsHI＊，　Youichi　OYAMA＊，

　　Kimihiko　SAToH＊，　Kouki　KATo＊，　Kazuya　KusAKA＊，

　　　　　　　　Jiro　WATARA1＊and　Kazufumi　SAsAKi＊＊

＊L）ejりart〃lent　of」Radiologγ，　Akita　Universit夕Schoo’01’ルfedicine

　　　＊＊1）elワart〃lent（）f　Radio　logy，ノl　k　ita　Univers”夕Hospitat

　To　evaluate　the　effectiveness　of　radiation　and

chemotherapy　of　malignant　brain　tumors，20iTICI－

SPECT（T1－SPECT）was　compared　with　CT　and

MRI．　The　subjects　were　14patients　with　malignant

brain　tumors；12　malignant　astrocytomas，1me－

dulloblastoma　and　l　malignant　lymphoma．　Tl－

SPECT　was　perf（）rmed　before　and　immediately

after　the　therapy．　On　the　T1－SPECT，　count　ratio

（Tl－index）of　tumor　to　normal　brain　tissue　was

measured．　To　evaluate　the　size　of　tumor，　CT　or

MRI　was　performed　before　and　immediately　after

the　therapy，　and　1－2　months　after　the　therapy．

The　change　of　Tl－index　immediately　after　therapy

was　compared　with　the　change　of　the　size　of　tumor．

Though　the　change　of　Tl－index　did　not　correlate

with　the　change　of　tumoral　size　immediately　after

therapy，　it　correlated　with　the　change　of　tumoral

size　1－2　months　after　the　therapy，　i．e．，　it　was

thought　that　Tl－index　reflected　the　change　of

tumoral　size　1－2　months　after　the　therapy．　Tl－

SPECT　w川be　feasible　fbr　the　evaluation　of　the

effectiveness　of　the　therapy　for　malignant　brain

tumors，　because　it　reflects　the　effectiveness　of　the

therapy　earlier　than　CT　or　MR1．

　Key　words：　SPECT，20iTICI，　Brain　tumor，

Radiation，　Chemotherapy．
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