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2°1Tl　SPECTによる家兎VX－2腫瘍の放射線照射後の残存度評価

X線CTおよび病理所見との比較一
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　要旨　家兎VX－2腫瘍に放射線照射を行い，腫瘍残存度の評価における2°1TI　SPECTの有用性を検討

した．20羽の家兎を対照（N）群，20Gy照射（治療効果なし：A群，治療効果あり：B群）および40　Gy

照射（C）群の4群に分けて評価した．経時的に2°iTl　SPECT，　X線CTを施行し，同時に病理組織標本も

得た．N群では体積は4週後まで増加したが，2°ITI摂取率は2週後まで増加し，その後やや減少した．

A群でも体積は4週後まで増加したが，2°ITI摂取率は1週後に一時的に減少した後，4週後まで増加し

た．B群では体積は1週後に一時的に増加した後，4週後まで減少した．°「）ITI摂取率は4週後まで減少

した．C群では体積およびx）iTl摂取率とも4週後まで減少した．　B群，　C群では，体積の減少より摂取

率の低下が早期に認められ，1週後で有意差（p＜0．01）が認められた．2°iTl　SPECTは放射線照射後の腫

瘍残存度の評価に有用であると考えられた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（核医学32：41－49，1995）

1．はじめに

　1971年に心筋イメージング剤として開発され

た塩化タリウム（2°i”　chloride）は，　Lebowitzらに

よって腫瘍への応用の可能性が示唆され12），その

後，肺癌，甲状腺癌，現在では種々の悪性腫瘍の局

在診断に広く使用されている3、6），さらに，近年で

は2°i”は腫瘍の局在診断ばかりではなく，むしろ

形態画像診断法では十分に評価できない治療効果

判定に使用されてきている7、9）．従来，治療効果

の評価には主にX線CTなどの形態画像診断法が

用いられているが，治療効果の予測や腫瘍残存度
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の評価が困難な症例が多く認められている1°・11）．

これまでクエン酸ガリウム（67Ga－citrate）による

SPECTが悪性リンパ腫の局在診断や治療効果の

評価に使用されてきたが12・13），1）血中クリアラン

スが遅いため静注から撮像まで48－72時間待たな

ければならないこと，2）肺門部への生理的集積が

あること，3）γ線エネルギーが高いため，画質が

不鮮明であること，さらに4）炎症病変にも高率

に集積することから，腫瘍残存度を評価するう

えで，必ずしも適切でない場合があった14～16）．一

方，2°1Tlは1）血中クリアランスが速いため，静注

5分後から撮像が可能なこと，2）γ線のエネルギー

が低いため画質が良いこと，および3）炎症病変

への集積が低いこと，などの利点がある．

　われわれは2°ITIのこれらの性質を利用して，

機能画像診断法としての2°1Tl　SPECTが，放射線

治療後の腫瘍残存度の評価に有用かどうかを，

XV－2腫瘍担癌家兎を用いて，1）放射線治療効果
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42 核医学　32巻1号（1995）

の予測と，2）腫瘍残存度の評価をX線CTおよび

病理所見と比較して検討したので報告する．

II．対　　象

　体重2．0－2．5kgの日本白色雄性家兎の左大腿筋

に，VX－2腫瘍の細胞約5×107個を経皮的に移植

し，移植8日後に実験に用いた．VX－2腫瘍担癌

家兎20羽を，対照群（n＝5），20Gy照射群（n＝

10），および40Gy照射群（n＝5）の3群に分類し

た．

m．方　　法

　1）放射線照射

　医用線形加速装置（NEC社，　NELAC－1018A型）

を用い，直径5cmのアプリケーターコーンを装

着し，6MeVの電子線による一回照射で，腫瘍の

吸収線量が20Gyおよび40　Gyになるように照

射した．

　2）X線CT
　照射前，照射1，2，3，および4週間後にX線CT

（東芝社製TCT－900S）を施行し，腫瘍体積を求め

た．CTによる腫瘍体積の測定方法は，大腿筋内

の10w　density　areaを腫瘍とし各スライスにおい

て腫瘍辺縁を決定して面積を求め，スライス厚

（5mm）をかけて体積とした（Fig．1）．また照射前

の腫瘍体積を100　9。として照射後の体積を経時的

に評価した．

　3）　COiTl　SPECT

　2°i”chloride　37　MBqを家兎の耳介静脈から注

射し，15分後に，SPECTを施行した．使用した機

種は，三角型ガンマカメラ（東芝社製GCA－9300A）

で，撮像条件はマトリックスサイズ128×128，回

転角度6度，収集時間30sec／step，回転360度，

スライス厚6．4mmとした．コリメータは，低エ

ネルギー高分解能パラレルホールコリメータを装

着した．前処理フィルターとしてButterworth

filter，画像再構成にはRamp創terを用いた．

　X線CTとの比較のために横断断層像を求め，X

線CTでの画像を参考にし，腫瘍が最も良く描出

されているスライスを選び出し，腫瘍（T）および

対側大腿筋（M）に同面積の関心領域を設定し，摂

取率＝100（T－M）／Mを求めた（Fig．1）．また，治

療前の摂取率を100％として，照射後の摂取率を

経時的に評価した．

　4）病理標本の作製

　治療前，治療2週および4週後に各群1羽ず

つ屠殺して腫瘍組織を取り出し，ヘマトキシリン

エオジン（HE）染色を行い，病理標本を作製し
た．

　5）統計処理

　各群それぞれ1週間毎の体積変化率および摂取

率の平均値および標準偏差を算出し，unpaircd　t－

testにより有意差検定を行った．

IV．結　　果

　1）2°ITIの腫瘍部の経時的放射能変化

　平面像（Planar　imagc）では，左大腿部のVX－2

腫瘍に集積増加を認めた．その集積は静注直後に

最高値を示し，以後60分後まではほとんど減少

しなかった（Fig．2）．

　2）腫瘍体積および川Tlの摂取率の変化

　（D　対照群

　照射前，照射1，2，3および4週間後の体積変

化率はそれぞれ，100°／．，1．77±L76×103a／・（Mean±

SD），6．92±5．48×1ぴ％，8．91±4．92×1ぴ％，10．3±

5．20×103°／。であった．摂取率はそれぞれ，IOO％，

2．08±0．59×102％，4．72±1．37±102e／・，2．75±1．26×

102％，2．59±0．60×102％であり，1，　2週間後で危険

率1°／。以下で，4週間後で危険率5％以下で有意

差が認められた（Fig．3）．

　（2）20Gy照射群

　治療前の体積に比べ治療後の体積が増加した家

兎は5羽，減少した家兎は5羽であった．20Gy

照射で治療効果がなかった群の治療前，1，2、3お

よび4週間後の体積変化率はそれぞれ，1　00　9。，　2．87

±L46×102％，　5．54±5．29×102％，　6．67±1．94×

102％，7．58±3．64×102％であった．摂取率はそれ

ぞれ，1009．，7．73±1．91×102％，9．75±3．20×102％，

Ll6±0」O×102°／・，1．18±0．23×102％であり，1週

間後では危険率1％以下で，2，3および4週間後
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Fig．
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lVX－2　tumor　in　the　left　femoral　muscle　on　201Tl

　　SPECT（left　pane1）and　X－ray　CT（right　panel）．
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Fig．2Time　activity　curve　of　20iTl　in　a　VX－2　tumor．　The

　　　　　　curve　in　the　tumor　showed　an　initial　peakjust　after

　　　　　　intravenous　injection，　then　reached　a　plateau　up　to

　　　　　　60　minutes．
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Fig．3　Changes　of　volume　and　uptake　ratios　in　a　control

　　　　　　rabbit．　Tumor　volume　rapidly　increased，　but

　　　　　　uptake　ratio　gradually　increased　up　to　2　weeks　and

　　　　　　slowly　decreased　up　to　4　weeks．
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Fig．4　Changes　of　volume　and　uptake　ratios　in　a　20　Gy

　　　　　　irradiated　rabbit（no　response）．　Tumor　volume

　　　　　　always　increased，　but　uptake　ratio　decreased　after

　　　　　　one　week　and　slowly　increased　up　to　4　weeks．
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Fig．5　Changes　of　volumc　and　uptake　ratios　in　a　20　Gy

　　　　　　irradiated　rabbit（response）．　Tumor　volume

　　　　　　increased　after　one　week，　thereafter　decreased　up

　　　　　　to　4　weeks，　whereas　uptake　ratios　decreased　all　the

　　　　　　time．
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Fig．6Changes　of　volume　and　uptake　ratios　in　a　40　Gy

　　　　　　irradiated　rabbit．　Both　tumor　volume　and　uptake

　　　　　　ratio　up　to　4　weeks，　but　uptake　ratio　significantly

　　　　　　decreased　after　one　week。
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では危険率5％以下で有意差が認められた．体積

変化率は照射したにもかかわらず，常に増加し

た．しかし，摂取率は1週間後に一時的に減少し

た後，4週間後まで増加した（Fig．4）．

　20Gy照射で治療効果があった群の治療前，1，2，

3および4週間後の体積変化率はそれぞれ，100％，

13．2±4．28×10％，88．0±59．8×10％，4．36±3．67×

10％，3．55±3．32×10％，であった．摂取率はそれ

ぞれ100％，68．1±13．2％，57．5±13．9％，14．3±

7．90％，13．7±6．80％であった．体積変化率は1週

間後に一時的に増加した後，4週間後まで減少し

た．一方，摂取率は4週間後まで常に減少し，体

積変化率より低値を示した．両者の間には1週間

後の値で危険率le／．以下で有意差が認められた

（Fig．5）．

　（3）40Gy照射群

　照射前，照射1，2，3および4週間後の体積変

化率はそれぞれ，100％77．6±25．7％，24．g±27．8％，

5．20±4．70％，1．50±1　．90　9。であった．摂取率はそ

れぞれ，100°／・，32．3±23．8％，19．5±5．30％，3．80±

L80％，1．90±2．20％であった．体積変化率および

摂取率とも経時的に減少したが，1週間後で摂取

率は体積変化率に比べ急激に減少し，両者の間に

は，危険率1％以下で有意差があった．以後2，3

週後まで摂取率は体積変化率より減少した．4週

間後では両者の値はほぼ等しく，0に近い値を示

した（Fig．　6）．

　（4）症例の呈示

　症例［1】20Gy照射群で治療効果がなかった家

兎（Fig．7）

　照射前のX線CTでは左大腿部に不均一な低

吸収を示すVX－2腫瘍を認める．2°，Tl　SPECTで

は左大腿部に集積増加を認める．HE染色による

病理組織像では充実性のviable　cellが認められ

る．照射前の体積および摂取率をそれぞれIOO9．

とすると，照射2週間後の体積変化率と摂取率は

それぞれ554％と98％であった．病理組織では

viable　ce11は治療前の約1／5に減少していた．照

射4週間後の体積変化率と摂取率はそれぞれ76％

と12％であった．病理組織像では内部に広範な

壊死が認められたが，腫瘍の辺縁部にはviable

cellが認められ，治療前の約1／2であった．

　症例【2】20Gy照射群で治療効果があった家兎

（Fig．8）

　照射2週間後の体積変化率と摂取率は88％と

58％であった．この時点ではX線CTで腫瘍が

明らかに認められるが，2°ITI　SPECTでは集積増

加は認められない．病理組織では約1／4に癌細胞

が認められるものの，多くは幽霊細胞であった．

照射4週間後の体積変化率と摂取率はそれぞれ

36％と14％であった．この時点のX線CTでは

わずかに腫瘍の存在を認めるが，2°i”SPBCTで

はまったく集積増加は認められない．集積がまっ

たく認められないのに摂取率が14％を示してい

るのは対側大腿部と比較しているため計算上，摂

Fig．72｛｝ITI　SPECT（upper　panel），　X－ray　CT（middle　panel）and　path（）10gical　featurcs（10wer　panel）in　a　20　Gy　irradiated

　　　rabbit（no　response）．　X－ray　CT　before　the　irradiation（1）showed　a　mass　density　in　the　lef“high，　and　high　uptake　was

　　　noted　in　this　lesion．　Microscopic　section（H－E　stain，×100）showed　viable　cells　of　VX－2　tumor．　In　spite　of　the

　　　irradiation，　CT　showed　the　enlarging　tumor　and　SPECT　showed　the　increasing　accumulation　after　2（II）and　4（III）

　　　weeks．　Microscopic　sections　revealed　that　viable　cells　decreased　to　about　1／5　after　2　weeks（1）　and　regained　to　about

　　　l／2after　4　weeks（川）．

Fig．82｛｝ITI　SPECT（upper　pane1），　X－ray　CT（middle　pane1）and　pathological　features（lower　pane1）in　a　20Gy　irradiated

　　　rabbit（response）．　CT　clearly　showed　that　theωmor　decaresed　in　size，　but　SPECT　showed　no　accumulation　after　2

　　　（II）and　4（III）weeks．　Microscopic　sections　revealed　that　no　viable　cells　after　2　and　4　weeks，　and　pathological

　　　findings　were　compatible　with　SPECT　findings．

Fig．92（）tTl　SPECT（upper　paneD，　X－ray　CT（middle　paneりand　pathological　feaωres（10wer　panel）in　a　40　Gy　irradiated

　　　rabbit．　CT　clearly　showed　that　the　tumor　decreased　in　size，　but　SPECT　showed　no　accumulation　after　2　weeks（II）．

　　　Both　CT　and　SPECT　showed　no　tumor　existence　after　4　weeks（川）．　Microscopic　sections　revealed　that　no　viable

　　　cells　after　2　and　4　weeks　and　pathologica｝findings　were　compatible　with　SPECT加dings．
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取率が出たと考えられる．病理組織像ではviable

cellは認められなかった．

　症例［3］40Gy照射の家兎（Fig．9）

　照射2週間後の体積変化率と摂取率はそれぞれ

25％と20％であった．この時点のX線CTでは

腫瘍の存在はわずかに認められるが，2°iTl　SPECT

では集積増加はまったく認められない．病理組織

像ではviable　cellは治療前の約1／10に認められ

た．照射4週間後の体積変化率は0％，摂取率は

計算上2％であった．この時点ではX線CTおよ

び2°in　SPECTとも腫瘍の存在は指摘できず，病

理組織像でもviable　ce11はまったく認められな

かった．

V．考　　察

　家兎VX－2腫瘍は，放射線治療および化学療法

の基礎的な研究で広く使われており，Shope　papil－

loma・virusの感染により生じた皮膚のpapillomaか

ら得られた低分化な扁平上皮癌である．VX－2腫

瘍は放射線に感受性があり，また2°inが集積す

ることで知られている17）．今回の実験において

も，201TlはVX－2腫瘍に集積増加を示し，　VX－2腫

瘍に対して腫瘍親和性を持っていることが認めら

れた．2°i”のVX－2腫瘍への取り込みは，静注直

後に最高値を示し，以後ほとんど減少しなかっ

た．このことより，われわれは，家兎の耳介静脈

より201Tlを注入してから15分後にSPECTを撮

像した．

　今回Early　imageのみとしDelayed　imageを省

略した理由は，VX－2腫瘍に対する2°1Tlの親和性

に関する論文17）で静注約4時間後まで腫瘍への取

り込みがほぼ一定であること，またDelayed　image

ではカウントが低くなり，洗い出しがあるため

ROIの設定が難しくなるためEarly　imageのみの

撮像とした．

　放射線照射による線量は，VX－2腫瘍に対する

今までの報告および予備実験より，腫瘍の完全消

失を期待し得る量として40Gy，ある程度の縮小効

果を期待できるかあるいはあまり縮小効果が期待

できないものの二つに分かれる量として20Gy，

そして照射を行わない対照群の三群としたj8・19｝．

20Gy照射群を他の群の2倍の10羽としたのは

上記の理由による．10羽のうち，治療前の腫瘍

体積に比べ縮小していたもの，および縮小してい

なかったものの二つの群に分けて検討した．

　今回観察期間を4週間とした理由は，腫瘍担癌

家兎を長期間にわたり実験を繰り返すことは非常

に困難で，ある一定の数を確保するために観察期

間に制限が生じたこと，また今回の研究では一回

照射であり4週間以内でその治療効果はほぼ判定

できると考えたからである．

　対照群では，4週間の間に約100倍まで急激に

増加した体積変化率に比べ摂取率は約5倍が限界

で，4週間後でむしろ3倍程度に低下した．これ

はVX－2腫瘍の特徴の一つである急速な腫瘍の増

大に伴う腫瘍内部の広範な壊死によると考えられ

る．腫瘍は増殖し体積は増加しているが内部に壊

死が進行するため，2°1T1は腫瘍辺縁の生きた細胞

にのみ取り込まれる．このため内部に壊死を伴う

ようになると2°iTlの摂取率の増加が限界に達す

るものと考えられる．

　20Gyの照射で治療効果がなかった群では，体

積変化率は4週間後まで常に増加した．一方，摂

取率は1週間後に一時的に減少した後，4週間後

まで増加した．これは放射線により一時的に腫瘍

細胞が障害を受けたものの回復し，再増殖したこ

とによると考えられる．

　20Gyの照射で治療効果があった群では，体積

変化率は1週間後に一時的に増加した後，4週間

後まで減少した．一方，摂取率は4週間後まで常

に減少し，体積変化率より低値を示した．特に1

週間後の値で危険率1％で有意差があった．摂取

率が体積変化率より早期に減少することから，形

態画像診断法であるX線CTより，機能画像診断

法である2°iTl　SPECTの方が治療効果を早く予測

できると考えられた．

　40Gy照射群では1，2および3週間後では摂取

率が体積変化率より減少しており4週間後では両

者の値はほぼ等しくoに近い値を示した．20Gy

で治療効果があった群と同様に，1週間後の値で
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摂取率が体積変化率に比べ有意に減少していた．

この群でもX線CTに比べ2°ITI　SPECTの方が治

療効果を早期に予測できることを示しており，

11C．L．メチオニンや｝8Fフルオロデオキシグルコー

スなどのポジトロン標識化合物を用いたPETで

の実験結果とほぼ同様な傾向が得られた2°－23）．

　2°「Tlは第3族に属する金属イオンであるが，　Tl

の一価のイオンはそのイオン半径がKと似てお

り生体内でKと類似の挙動を示す17・24～25）．血中に

入ると初回灌流で組織内の細胞に80－90％取り込

まれ，化学的小塞栓子に似た分布像を示す26）．そ

のため血中からのクリアランスはきわめて速く，

短時間のうちに高い臓器／血液比が得られ27），そ

の全身分布は心拍出量の分布を示し，単一血流を

受ける臓器，組織の血流量に比例するため，筋肉

組織にも高度に分布する28）．また腫瘍細胞にも同

様に初回循環で高率に取り込まれる．2°1T1の腫瘍

集積に影響する因子として腫瘍への血流と腫瘍細

胞のNa＋－K＋ATPase活性24・25）が最も重要な因子

と考えられている．腫瘍細胞では，その増殖とN＋－

K＋ATPase活性はよく相関していると言われてお

り29），2°iTlは癌細胞の残存度に比例して取り込ま

れると考えられる．したがって，生きている癌細

胞部分と壊死部分とを区別できないX線CTなど

の形態画像診断法に比べて，機能画像診断法であ

る2°1Tl　SPECTは感度の高い検査法と言える．ま

た定量的な評価も可能であることから，臨床的な

判定法に比べてより客観的な方法であると考えら

れる．

　しかし，従来までの平面像による評価では，腫

瘍と軟部組織の2°i”の集積が重なり，画像が不

鮮明でかつ定量的評価は困難であった18）．最近の

SPECT装置の進歩により高解像力のSPBCTが可

能となり，体内にある小さな腫瘍をX線CTと同

様に立体的に把握でき，より正確な定量的評価が

可能になった．

　機能画像診断法である2°iTl　SPECTは，摂取率

の低下が腫瘍体積の低下より時間的に早く検出で

きるために，形態画像診断法であるX線CTに比

べ，より有用であると考えられる．また2°iTlの

摂取率の低下は，病理組織像で認められたよう

に，腫瘍細胞の減少や障害を反映するので，X線

CTなどの形態画像診断法に比べ，治療効果判定

に有用であると考えられる．

VL　結　　語

　家兎vx－2腫瘍に放射線照射（20　Gy，40　Gy）を

行い，経時的にX線CTおよび2°tTl　SPECTを施

行し，腫瘍体積と2°ITIの摂取率の変化により，

放射線治療効果判定を行い，治療効果の予測と腫

瘍の残存度を評価した．また病理組織像による検

討も加えた．

　1）腫瘍体積の低下より2°ITIの摂取率の低下

が時間的に速く検出できた．このため機能画像診

断法である2°iTl　SPECTは，従来までの形態画像

診断法であるX線CTに比べて腫瘍の残存度の評

価に有用であると考えられた．

　2）病理組織像で認められたように，2°i”の摂

取率の低下は腫瘍細胞の減少や障害を反映するの

で，2°i¶SPECTは腫瘍の残存度を評価でき，治

療効果判定に有用であると考えられた．
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Summary

Assessment　of　Tumor　Viability　by　2”’Tl　SPECT　in　VX－2

　　　　　　　Tumor・Bearing　Rabbits　after　lrradiation：

Comparison　with　X－ray　CT　and　Pathohistologic　Findings

　　　　Masashi　SHiMizu，　Hikaru　SETo，　Masanari　KAGEYAMA，　Yi－wei　Wu，

Toshiro　NAGAyosHi，　Yuichi　KAMIsAKI，　Makoto　MoRiJiRi，　Kuninori　NoMuRA，

　　　　　　　　　　　　　　　　Naoto　WATANABE　and　Masao　KAKisHiTA

Department　ofRadiolog．y，　Facu’ryρ〃Uedicine，7カyα’ηo・Med輌co～and・Pha〃naceut匡cα∫伽vεr吻

　　ln　order　to　evaluate　201Tl　SPECT　for　the　assessment

of　tumor　viability　after　radiation　therapy．　Twenty

rabbits　were　implanted　with　VX－2　tumor　in　the　left

femoral　muscles　and＞were　classi而ed　into　four　groups

as　follows：normal　control　group（N），20　Gy　irradiated

response　group（A），20　Gy　irradiated　non－response

group（B），　and　40　Gy　irradiated　group（C）．　Eight　days

after　implantation，201TI　SPECT　and　CT　studies　were

performed　to　assess　the　changes　in　201Tl　uptake　and

tumor　volume　at　O，1，2，3，　and　4　weeks　after　single

irradiation．　Histol（）gic　specimens　were　also　taken．

　　ln　group　N　tumors　continued　to　increase　in　volume，

but　201TI　uptake　showed　a　steady　decrease　after　2

wecks．　ln　group　A　tumors　continued　to　increase　in

volume．　but　201Tl　uptake　showed　a　transient　dccrease

at　2　weeks，　then　a　steady　increase．　In　group　B　tumors

showed　a　transient　increase　in　volume　at　2　weeks，　then

acontinuous　decrease，　but　201TI　uptake　showed　a

continuous　decrease　throughout　the　study．　In　group　C

there　was　a　continuous　decrease　both　in　volume　and

201TI　uptake　with　the　later　more　prominent．201Tl　up－

take　was　decreased　earlier　than　tumor　volume　both　in

group　B　and　C，　at　one　week　that　was　signi行cant（p＜

0．01）．

　　201TI　uptake　by　tumor　reflects　the　burden　of　viable

tumor　on　histology；therefore　201TI　SPECT　is　of　great

use　in　assessing　the　therapeutic　effects　on　tumors．

　　Key　words：　201TI　chloride，　SPECT，　VX－2　tumor，

Tumor　viability，　X－－ray　CT．
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