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《原　著》

2°1Tl　SPECTによる原発性肺癌の治療効果判定の有用性

山　　路　　　　　滋＊

（主任　河野　通雄教授）

　要旨　未治療原発性肺癌20例に対し保存的治療前後にaniTl　SPECTを施行した．治療後6か月以内

の局所再発の有無により早期再発群と無再発群に分類し検討した結果，治療後のRetention・lndex（Ret．

1）は無再発群の方が有意に低値を示した（分散分析＋Scheffe検定，　p＜0．005）が，治療前のEarly　Ratio

（ER），　Delayed　Ratio（DR），　Ret．1，治療後のER，　DR，縮小率は両群間で有意差がなかった．　PR群と

NC群に分類した結果では両群間の治療前・後のER，　DR，　Ret」のいずれも有意差がなかった．以上

より原発性肺癌の保存的治療後の早期局所再発の予測は従来の腫瘍縮小率による治療効果判定では困難

であるが，2°1TI　SPECTの治療後のRet．1が有用と考えられ追加治療の適応を考慮する上で有意義な指

標になるものと考えられた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（核医学32：1333－1340，1995）

1．はじめに

　肺癌の保存的治療の効果は，通常肺癌取り扱い

規約に基づいて腫瘍の縮小率により判定されてい

るい．しかし，縮小率が予後を反映していない

ケースがしばしば経験される．その理由の一つと

して治療後に腫瘤が残存する場合，胸部単純X線

写真やX線CT等の従来の画像診断法では腫瘍の

viabilityを評価できないことがあげられる．しか

しviable・tumorが残存する場合でも適当な追加治

療を行えば患者の予後は向上すると考えられ，

viable・tumorの残存の評価は重要である．

　一方，2°’Tl－chlorideはその高い腫瘍親和性によ

り腫瘍イメージング製剤として有用性が証明さ
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れ2～4），近年では腫瘍の治療効果判定への応用も

報告されており5、9），肺癌においても治療後の予

後の推測に有用性を示唆する報告が見られる1°）．

　今回われわれは肺癌の保存的治療前後に2°ITl

SPECTを施行し，かつ治療後の経過を観察しえ

た症例を対象として2°iTl・SPECTによる治療効果

予測，効果判定および予後の推測の可能性につい

て検討したので報告する．

II．対　　象

　神戸大学医学部附属病院放射線科を受診，入院

加療した未治療の原発性肺癌患者20例（男性17

例，女性3例，年齢42～79歳，平均65．4歳）を

対象とした．臨床病期は川A3例，川B　10例，

IV　7例で，組織型は扁平上皮癌11例，腺癌4例，

大細胞癌1例，小細胞癌4例である（Table　1）．

IIL　方　　法

　1．検　　査

　同一患者の治療開始前（2週間以内）と治療終了

後（1週間以内）に2°iTl・SPECT，　X線CTを施行し

た．
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1334 核医学

　1）　20iTl　SPECT；20iTl－chloride　259　MBq（7　mCi）

を静注15分後，および3時間後にSPECTを撮

像し，各々早期像，後期像とした．使用装置は回

転型ガンマカメラZLC75　ECT（島津社製）で低エ

ネルギー用高分解能コリメータを装着した．撮像

条件は360度回転で1方向20秒，64方向，マト

リックスサイズは64×64とした．データ処理に

はSCINTIPAC　2400を用い，原画像をButter－

Worth　Filterで前処理後，吸収補正は行わずに

SPECT像を再構成した．

　2）x線CT；GE社製9800　Quick　HiLightを使

用し，縦隔条件（window　level　30　HU，　window

width・300・HU）で腫瘍の最大面の長径と短径を計

測し，腫瘍面積を長径×短径として算出した．

　2．解析方法

　2°iTl　SPECT（横断像）で腫瘍集積が最大の断面

で腫瘍部と対側健常肺にROIを設定し，各々のl

pixelあたりの平均カウント数T，　Nを求めた．利

波らの方法11）に従い，Early　Ratio（ER：早期像で

のT／N），Delayed　Ratio（DR：後期像でのT／N），

Retention　lndex（Ret．1）＝（DR－ER）／ER×100（％）を

求めた．腫瘍集積の辺縁決定時に生じる測定誤差

を少なくするためROIは不整形にせず矩形（5×

32巻12号（1995）

5　pixel；lpixel＝一辺7．5　mmの正方形）とした．

また末梢無気肺を伴う症例ではX線CTを参考に

Table　l　Patient　characteristics

Case　Age！

No．　Sex

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Local

Histolgy　Stage　Therapy　Effect　recuI了ence

　　　　　　　　　　　　　　　　　（〈6m）

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

　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

65／M　　adeno

651M　large

681F　smal1

79！M　squamous

65／F　squamous

66／M　squamous

65／M　small

741Ml　adeno

42！M　squamous

68！M　squamous

72／F　squamous

61／Msquamous
681M　squamous
68／M　　adeno

59！M　squamous
72／M　　adeno

61／M　squamous

50／M　small

711M　small

68／M　squamous

IIIA　RT十C　PR
IIIB　RT十C　PR
IV　　RT十C　PR
mB　　RT　　　　PR

IV　　RT十C　PR
IHB　RT十C　PR
IV　　RT十C　PR
mB　　RT十C　NC
mB　　RT十C　NC
mB　　RT十C　　PR

IIIA　　RT　　　　NC

IIIB　RT十C　NC
IIIB　　RT十C　　PR

IV　　RT十C　NC

mB　RT十C　PR
mA　　RT　　　　NC

IV　　RT　　　NC
IV　　RT十C　PR
IV　　RT十C　PR
IIIB　RT十C　PR

十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十

RT＝Radiotherapy　　C＝Chemotherapy
PR＝Partial　Response　NC＝No　Change
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Fig．1　1ndividual　correlation　between　Ret」（a）and　tumor　size（b）before　and　after　treatment．

　　　　Oshows　no　recurrence　cases．●shows　early　recurrence　cases．
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Fig．2　Case　l．A68－year－old　man　with　adenocarcinoma（NC，　No　recurrence）．　Before　the

　　　treatment，　X－ray　CT　showed　a　tumor　on　the　right　upper　lobe（a）．201Tl　SPECT　showed

　　　increased　uptake　in　the　tumor　on　early　image（b）and　delaycd　image（c）（ER＝196，　DR

　　　　＝2．52，Ret．1＝29．3010）．　After　the　combined　chemoradiotherapy，　the　tumor　size　was

　　　almost　stationary（d）．201Tl　SPECT　showed　increased　uptake　on　early　image（e），　but

　　　the　uptake　was　decreased　on　delayed　image（t）．　Ret」markedly　decreased（ER＝L67，

　　　DR＝1．65，　Ret．1＝－0．87％）．

Fig．3　1n　case　l，despite　no　further　treatment　the　tumor

　　　size　was　reduced　on　X－ray　CT　after　l　l　months．

腫瘍部を決定した．

　3．治療方法

　放射線療法単独群が4例，放射線療法化学療法

併用群が16例である．放射線療法は10MVX線

（三菱電機社製ML－20　MDX）を用い，原発巣と所

属リンパ節を含む照射野で1回2Gy，　total　60　Gy／

30回（5回／週）を基本とした（59．8±L95　Gy）．化

学療法併用群ではcisplatin，　mitomycin　C，　vindesine

の3剤併用の全身化学療法を基本とする放射線治

療前化学療法が12例，carboplatin，　etoposideの放

射線治療化学療法同時併用が4例である．治療法

は各症例の年齢，病期，PS（performance　status）等
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Fig．4　Case　2．　A　66－year－01d　man　with　squamous　cell　carcinoma（PR，　Early　recurrence）．

　　　Before　the　treatment，　X－ray　CT　showed　a　tumor　around　the　right　main　bronchus　and

　　　the　right　upper　trunk　with　peripheral　atelectasis（a）．201Tl　SPECT　showed　increased

　　　uptake　in　the　tumor　and　the　atelectasis　on　early　image（b）and　delayed　image（c）（ER＝

　　　L45，　DR＝L83，　Ret．1＝26」％）．　After　the　combined　chemoradiotherapy，　the　tumor

　　　size　was　markedly　reduced（d），　but　201Tl　SPECT　showed　increased　uptake　in　the　tumor

　　　on　early　image（e）and　delayed　image（f）（ER＝1．24，　DR＝L55，　Ret」＝245％）．

Fig．5 In　case　2，　the　tumor　enlarged　on　X－ray　CT　after　3

months．

を考慮して決定した．治療効果を肺癌取り扱い規

約に基づき治療前後のX線CT上の腫瘍径で判定

した結果はCR　O例，　PR　13例，　NC　7例であっ

た．

IV．検討項目

　1）PR群（n＝13），　NC群（n＝7）に対して治療

前および治療後のER，　DR，　Ret．1を比較検討し

た．

　2）治療終了後の経過観察（6か月）で単純X線

写真上またはcr上，腫瘍の増大を認めた早期再

発群（n＝13）と増大を認めなかった無再発群（n＝
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2°iTl　SPECTによる原発性肺癌の治療効果判定の有用性 1337

Table　2　Results　of　ER，　DR，　Ret．1，　tumor　size　and　reduction　ratio　of　tumor　size　in　PR　and　NC　cases

ER DR Ret．1 Tumor　size（mm2）

Before After Before After Before After Before After

Reduction

ratio（Olo）

PR　　1．92±O．40　　L48±0．28　　2．69±057　　L76±0．53　44．7±229　　18．8±21．1　2594±1401　　481．6±78．27　78．3±ll．8

NC　　2．02±0．29　L59±O．31　2．72±0．46　1．74±0．18　355±17．2　12．0±13．3　2102±1433　　1329±869．4　33．1±135

Table　3 Results　of　ER，　DR，　Ret．1，　tumor　size　and　reduction　ratio　of　tumor　size

　　　in　early　recurrence　and　no　recurrence　cases

ER DR RetJ Tumor　size（Mm2）

Before After Before After Before After BefOre After

Reduction

ratio（％）

Early　recurrence　　1．91±0．33　　L48±O．25　　2．65±0．50　　1．91±O．41　　42．7±25．2　　　28．1±14．5＊　2461±1460　　706．2±42、1　　64．5±20」

No　recurrence　　　2．03±0．39　　L57±0．36　　2．79±0．59　　L47±0．37　　39．2±14．3　－5．40±7．27＊　2348±1372　911．4±690．6　58．6±27．7

＊：P＜0．005

7）に分類し，両群に同様な検討をした．

　有意差の検定には分散分析と事後検定として

Scheffe検定を使用した．

V．結　　果

　1）治療効果によりPR群とNC群に分類した

場合，治療前・治療後ともER，　DR，　Ret．1はい

ずれも有意差を示さなかった（Table・2）．

　2）早期再発群と無再発群に分類した場合，治

療前ER，　DR，　Ret．1は両群間で有意差がなかっ

た．治療後ER，　DRは両群間で有意差がなかった

が，治療後Ret．1は無再発群において有意に低値

を示した（p＜0．005）（Fig．1，　Table　3）．

VI．症　　例

　症例1．68歳，男性．右S2腺癌　T2NOMl
stage　IV（NC，無再発）

　治療前X線CT（Fig．2a）で右S2に20×20　mmの

腫瘍を認め，201Tl　SPECT早期像および後期像

（Fig．2b，　c）で腫瘍に一致した強い集積を認めた

（ERニ1．96，　DR＝2．52，　Ret．1＝29．3％）．放射線治

療化学療法同時併用による治療終了後のX線CT

（Fig．2d）では腫瘍径に変化はなかった（20×20

mm）．2°iTl　SPECTでは早期像（Fig．2e）で高集積

を認めたが後期像（Fig．2bでは集積が低下してお

り，Ret．1も著明に低下していた（ER＝L67，　DR

＝1．65，Ret．1＝－0．87％）．本症例は追加治療せず

に経過観察していたところ，治療後11か月のX

線CT（Fig．3）で腫瘍の縮小を認めた．

　症例2．66歳，男性．右主気管支　扁平上皮

癌　T4N3MO　stage　IIIB（PR，早期再発）

　治療前X線CT（Fig．4a）で右主気管支から上幹

周囲に40×15mmの腫瘍を認め右上葉無気肺を

伴っていた．2°1Tl　SPECT早期像および後期像

（Fig．　4b，　c）で腫瘍と末梢無気肺への高集積を認め

た（ER＝L45，　DR＝L83，　Ret．1＝26．1％）．放射線

治療化学療法同時併用終了後のx線CT（Fig．4d）

で腫瘍は著明に縮小していた（20×8mm）が，

2°iTl　SPECTでは早期像，後期像（Fig．4e，　f）とも

腫瘍への高集積を認めRet．1も高値を示した（ER

＝1．24，DR＝L55，　Ret．1＝24．5％）．本症例は治

療終了後3か月のX線CT（Fig．5）で腫瘍の増大

を認め局所再発と考えられた．

VII．考　　察

　2°ITI－chlorideは心筋イメージング製剤として開

発されたが，腫瘍にも高集積を認め，腫瘍イメー

ジング製剤としても有用であると報告されてい

る2～4）．また，胸部領域でもSPECTとの併用によ

る肺腫瘤の良悪性の鑑別川や肺癌の縦隔リンパ節

転移診断12），組織型診断11・t3）に有用であると報告

されている．2°ITIの腫瘍への集積機序は血流を介
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した取り込みと細胞膜のNa－K－ATPaseを介した

取り込みの2つが大きな要因とされ，腫瘍への

2°iTlの集積は腫瘍細胞のviabilityを反映している

と考えられる14・15）．近年，腫瘍の治療効果判定や

治療後の経過観察への応用に関する報告も見ら

れ，動物実験においては放射線照射後の2°1Tlの

集積度の変化によりその後の腫瘍体積の変化が予

測可能との報告5・6）がある．臨床例では脳腫瘍7），

膵癌8），胸腺癌9）で有用性が報告されており，肺

癌でも治療後の予後の推測に有用性を示唆する報

告が見られる1°》．

　今回われわれが施行した保存的治療法は現在本

邦において有効性の確立されたプロトコールであ

り16’17），治療プロトコールを完遂できたもののみ

を対象とした．肺癌の生命予後は転移病巣により

左右されることも多いが，原発部位が生命維持に

不可欠な臓器であり原発巣の局所再発の有無が予

後を左右する重要な因子と考えられる．

　しかし，今回の研究では腫瘍縮小率は早期再発

群と無再発群間で有意差がなく，従来よりの治療

効果を表す縮小率では局所再発の予測は困難であ

ると思われた．一方，2°iTl・SPECTでは治療前で

はPR群とNC群間，早期再発群と無再発群間の

いずれでもER，　DR，　Ret．1に有意差がなく保存

的治療開始前の治療効果や再発の予測は困難と考

えられた．しかし，治療後では早期再発群と無再

発群間でRet．1が後者において有意に低値を示し

（p＜0．005），治療後Ret．1は肺癌の早期の局所再

発の予測に有用な指標になると考えられた．良性

腫瘍では悪性腫瘍に比しRet．1が有意に低値を示

す11）ことより今回の検討で無再発群で治療後の

Ret．1が有意に低値を示したことは治療による腫

瘍の悪性度の低下，つまりviabilityの低下を意味

しているものと考えられる．

　早期の局所再発の予測に治療後Ret．1が有用で

ある一方でER，　DRというRet．1を算出する因

子は有用でなかった．戸川らは201Tlの集積度の

評価には腫瘍径での補正が重要であるとしてい

る18）．そこでわれわれもER，　DRを腫瘍面積で補

正したER／腫瘍面積，　DR！腫瘍面積を検討したが

ER，　DRと同様両群間に有意差は見られなかっ

た．一方Ret」はER，　DRを用いて算出したin－

dexであるが腫瘍面積で補正することなく両群間

に有意差を検出することができER，　DRとは異な

る意義を持っているものと思われた．

　しかし今回治療後のRet．1が低値を示したにも

関わらず早期再発をきたした症例が2例みられ

た．両者に共通点は見いだせず今後の検討を要す

るが，このような例外が存在することは考慮に入

れておく必要がある．

　肺癌に対する保存的療法の効果を核医学的に

検討した報告として，治療前の67Ga集積度により

放射線療法後の腫瘍縮小率が予測可能とする報

告19）もあるが治療前の67Ga集積度では縮小効果

の予測は不可能で治療前後の集積度の変化と生存

期間を比較した結果でも予後推定は不可能との報

告2°）があり一定しない．KubotaらはiiC－methio－

nine　PETを用いて治療前後の集積の変化により早

期再発の有無の予測が可能でありCT上腫瘍が残

存する場合にviabilityの評価に有用であると報告

している21）．しかしPETは現時点では広く普及し

ておらず保険診療の適用となっていないこともあ

り臨床応用には制限がある．一方，回転型ガンマ

カメラは多施設に普及しており2°’Tl－chlorideも肺

癌に保険適用され日常診療に用いうる．したがっ

て2°iTl・SPECTにおけるRet．1は簡便で原発性肺

癌の保存的治療後の早期再発の予測に有用であ

り，追加治療の適応を考慮する上で有意義な指標

になりうるものと期待される．

VIII．結　語

　肺癌の保存的治療の効果判定における2°iTl

SPECTの有用性を検討した．早期再発群と無再

発群では腫瘍縮小率に有意差がなく従来の治療効

果による評価では早期再発の予測は困難と考えら

れたが，2°ITI　SPECTでは治療後のRet．1が有意

に低値を示し（p＜0．005）早期再発の予測に有用と

考えられた．
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Summary

Usefulness　of　2”’Tl　SPECT　in　the　Evaluation　of　Treatment　Effect

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　for　Primary　Lung　Cancer

Shigeru　YAMAJI

　　　　　　　　　（Director：Prof．　Michio　Kono，　M．D．）

Depar棚ε殉∫飽4輌0’‘・8y，　Kobe　University　Sch・・’・f　Med’cine

　　Thallium－201　single　photon　emission　computed

tomography（201Tl　SPECT）was　performed　on　20

patients　with　primary　lung　cancer　before　and　after

treatment（radiotherapy　alone　or　combination　of

chemotherapy　and　radiotherapy）．　They　were　divided

into　early　recurrence　group　and　no　recurrence　group

by　presence　of　local　tumor　regrowth　within　6　months

after　treatment．　Retention　index（Ret．1）after　treat－

ment　was　significantly　lower（p＜0．005）in　no　recur－

rence　group　than　that　in　early　recurrence　group．　There

were　no　significant　differences　in　other　items（early

ratio（ER），　delayed　ratio（DR），　and　tumor　size　after

treatment　and　all　items　before　treatment）．　The　results

of　this　study　showed　that　Ret．　I　after　treatment　was

uniquely　useful　for　prediction　of　early　local　recuπence

of　primary　lung　cancer．1n　conclusion，　Ret．　I　after

treatment　in　201TI　SPECT　indicated　viability　of　re－

sidual　mass，　so　it　was　useful　in　the　evaluation　of　treat－

ment　effect　for　primary　lung　cancer．

　　Key　words：　Primary　lung　cancer，2｛｝iTl　chloride，

SPECT，　Treatment　response．
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