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I.　は じ め に

近年 18F-FDG PET (以下 FDG-PET) を治療効果
の判定に用い，その有用性が検討されている．悪
性リンパ腫の評価においては，ガリウムシンチに
比べると，より分化度の高い腫瘍も検出すること
が可能で1,2)，また，早期の治療評価に対する期待
ももたれているが3～5)，その評価には standardized

uptake value (SUV) や standardized uptake ratios

(SUR) などの半定量的な数値を用いているもの
の，まだ確定的な指標は示されていない．SUV

を用いた評価は，一般的にある断層面上で関心領
域 (region of interest: ROI) を設定し，ROI 内の平
均値と分散値，あるいは最高値を，病変を要約す
る値として用いている．しかし，平均値を用いた
評価方法では，ROI 内に含まれる対象病変以外の
組織の割合が値を左右する可能性があることや，
均一でない病変の変化を必ずしも反映できないな
どの欠点が考えられる．また，病変内の最高値を
代表値として用いる場合は，その値をとる領域の
多寡がわからないため，やはり必ずしも病変の特
徴を要約する値とはならないことが予想される．
そこで今回われわれは，病変の性状とその変化を
より詳細に評価する手法として，連続する複数の
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断面像を元に直方体形の関心領域 (volume of inter-

est: VOI) を設定し，その内部のピクセルごとの
SUV 値をヒストグラム化することを考案した．
この手法を用いて，健常ボランティアを対象に，
肺および肝の SUV 値のヒストグラムを作成し，
さらに悪性リンパ腫の治療効果の早期判定も試み
た．

II.　対象と方法

健常ボランティアは，検査内容を口頭と書面に
て説明し，施行に対する同意を本人より得た成人
男性 4 例で，平均年齢は 24.1 歳であった．
病変を対象とした検討対象は，糖尿病の合併の

ない非ホジキン悪性リンパ腫 4 例 (女性，年齢 57–

81 歳) で初発の B-cell follicular mixed: 2 例，再発
B-cell follicular mixed 1 例，再発 T-cell: 1 例であ
り，いずれも生検により組織型は確認されてい
る．また，本検査の施行については，全例検査内
容を口頭と書面にて説明し，施行に対する同意を
本人より得た．

FDG-PET は，化学療法施行前，化学療法 1

クール終了後第 1 日 (day 1)， 2 クールの施行直
前にあたる，終了後約 3 週間 (3 weeks) に施行し
た．化学療法は，初発の B-cell type には R:

Rituximab , CHOP: Cyclophosphamide, Doxorubicin,

Vincristine, Prednisolone， 再発の B-cell type には
R-THP-COP: Pirarubicine， Cyclophosphamide,

Vincristine, Prednisolone,  T-cell type には THP-COP

が施行された．
装置は，18F－の生成は CYPRIS-MINITrace (住

友重機械工業)， 18F-FDG の合成には MicroLabTM

(GE 横河メディカルシステム) を用いた．PET カ
メラは Advance (GE 横河メディカルシステム)，
解析に用いたワークステーションは eNTEGRA

(GE 横河メディカルシステム) である．
18F-FDG の投与量は健常ボランティア群，疾患

群ともに約 150 MBq で，投与前の絶食時間は 4

時間以上とした．投与後 1 時間後よりエミッショ
ン 2 min/フレーム，トランスミッション1 min/フ
レームとし，1 回あたりのスキャン範囲は 144

mm で，7 あるいは 8 テーブルポジションを尾側
より撮像した．1 ピクセルの大きさは 4.0×4.0×
4.5 mm で，再合成された 1 断面は 8.59 mm であ
る．実際の投与放射能量，検査時間，集積量，と
患者体重によって SUV 値を算出し，次いで，以
下の手順で関心領域を設定し，SUV 値の計測と
ヒストグラムの作成を行った．なお，同一患者で
複数の病変が存在する場合には，体表に近く，他
の臓器あるいは組織の重なりの影響が，最も少な
いと思われる病変を視覚的に選択した．
健常ボランティアに対しては，肺右葉および肝

Table 1   Summary of changes of mean, max and standard
deviation of outer VOI (a) and of inner VOI (b) in each
cases

(a)   outer VOI

max mean s.d.

pre 11.5 3.46 2.33
case 1 day 1 6.5 2.62 1.03

3 weeks 5.0 1.69 0.78

pre 8.9 1.80 1.56
case 2 day 1 5.7 1.14 0.81

3 weeks 2.4 0.76 0.42

pre 5.7 1.11 0.97
case 3 day 1 0.8 0.47 0.14

3 weeks 0.9 0.44 0.17

pre 3.4 0.87 0.50
case 4 day 1 1.8 0.61 0.20

3 weeks 1.1 0.54 0.13

(b)   inner VOI

max mean s.d.

pre 11.5 5.86 2.31
case 1 day 1 6.3 2.70 1.19

3 weeks 4.3 2.04 0.62

pre n.a. n.a. n.a.
case 2 day 1 n.a. n.a. n.a.

3 weeks n.a. n.a. n.a.

pre 5.7 2.00 1.33
case 3 day 1 0.70 0.49 0.11

3 weeks 0.70 0.29 0.07

pre n.a. n.a. n.a.
case 4 day 1 n.a. n.a. n.a.

3 weeks n.a. n.a. n.a.

n.a.: not available
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右葉で，連続する 10 断面について 631～1301 ピ
クセルの柱状の関心領域を設定し (Fig. 1a, b)， 内
部に含まれるすべてのピクセルの SUV 値を測定
して，ヒストグラムを作成した．
次いで病変の検討においては，関心領域の設定

は以下のようにプログラムした．
1)　同一患者の画像で，施行前と，比較検討す

る画像とを選択し，頭頂を基準として両者の位置

を合わせる (Fig. 2a)．
2)　治療前の病変を含む任意の軸位断層面上

で，関心領域を設定し，病変を取り囲むように設
定したものを outer,  病変からはみ出さないように
設定したものを inner とした (Fig. 2b)．

3)　自動的に，すべての軸位断層面上で，2b

で関心領域が置かれた位置に，関心領域が設定さ
れる．すなわち，すべての断層面を貫く，頭尾方

Fig. 1   VOI were located in lung (a) and liver (b) of normal volunteers.

a

b
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a

b

c

Fig. 2
a: Setting of images of two different studies by images of
top of the head. Upper two lines are pretreatment state and
lower two lines are day 1 state. b: Typical setting position
of outer (left) and inner (right) VOI. c: ROI was located on
pretreatment lesion and same region of every axial image
(lower two lines). These ROI were copied and pasted on
same region of other study (upper two lines).

a

b

Fig. 3 Histograms of SUV values of VOI which located
in lung and liver of normal volunteers. Histo-
grams show almost normal distribution.

ttttt
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Fig. 4
Comparison of serial histograms of
outer VOI in case 1. Distribution
pattern of regional SUV was changed
from log-normal to normal with
decrease of component of higher
SUV values on the day after treat-
ment.

Fig. 5
Comparison of serial histograms of
outer VOI in case 2.

Fig. 6
Comparison of serial histograms of
outer VOI in case 3.
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Fig.  7
Comparison of serial histograms of
outer VOI in case 4.

Fig.  8
Comparison of serial histograms of
inner VOI in case 1.

Fig.  9
Comparison of serial histograms of
inner VOI in case 3.
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向に柱状な関心領域が設定される．
4)　比較対照とする検査の上で，2b で用いた断

面と，頭頂から同一の距離にある断面が自動的に
選定され，同一部位に関心領域が複写される．こ
のとき検討対象病変と位置がずれる場合，手動で
関心領域を修正する (Fig. 2c)．

5)　自動的に 3) と同様にすべての軸位断面に関
心領域が設定される．

6)　最も頭側と尾側の断面を選択し，箱状の関
心領域とする．

7)　これらによって選択された内側 (volume of

interest: VOI) のすべてのピクセルの SUV 値を計
測する．

8)　これらの平均値，標準偏差，および最高値
を求め，さらにすべての値のヒストグラムを作成
する．

III.　結　　果

1.　関心領域の設定と健常ボランティア

頭頂を合わせることで，関心領域が頭尾方向で
位置のずれを小さくするように考案したが，左右
方向は寝台上でずれることもあり，関心領域の設
定は，他の臓器との相対的な位置関係をもとに手
動での修正を要した場合があった．
健常ボランティアの肺および肝の関心領域内の

SUV 値は Fig. 3a および 3b に示すごとく正規分
布に類似した分布形式を示し，平均値と標準偏差
は肝で 1.90 と 0.11,  肺で 0.41 と 0.01 であった．

2. 悪性リンパ腫治療効果判定への応用

悪性リンパ腫の治療前の病変においては，各症
例の VOI 内の平均，標準偏差，最高値は Table 1

(a, b) のごとくとなり，各ヒストグラムは outer は
Fig. 4, 5, 6, 7， inner は Fig. 8, 9 に示すごとくと
なった．なお，inner VOI は，症例 1， 3 におい
ては設定が可能であったが，症例 2 および 4 にお
いては対象とする病変が小さく，今回考案した方
法では設定が困難であった．治療前においては，
outer ではヒストグラム上はいずれも対数正規分
布に類似した分布形式を示した．一方 inner で
は，低値から高値まで広く分布するものと，対数

正規分布に類似したものとが認められた．day 1

では，いずれの症例も平均値，最高値とも低下し
たが，変化の程度は各症例で様々であった．ヒス
トグラム上は，症例 3， 4 では平均値，標準偏差
値とも低下し正規分布に類似した分布となった
が，症例 1， 2 においては治療前と同様に対数正
規分布に類似した分布形式となった．3 weeks で
は，平均値，最高値とも day 1 に比べ低値となっ
たが，ヒストグラム上の分布形式には期間内で明
らかな変化は認めなかった．
なお outer の最高値は inner の最高値と等しい

かあるいはそれより高値であった．

IV.　考　　察

病変を治療の前後で比較評価する場合，従来は
視覚的な大きさの変化のほか，選択された 1 もし
くは複数の断面で，病変内あるいは病変が含まれ
る ROI を設定し，内部の数値の平均値，分散値あ
るいは最高値などを用いることが一般的であっ
た．しかし，平均値と分散値は，対象標本が正規
分布することを前提とした要約値であるため，特
に悪性腫瘍のように内部の性状が不均一な場合に
は，統計学的に意味をなさない可能性があり，ま
た，ROI に含まれる対象病変以外の組織の割合が
値を左右することからも，病変の評価に用いるに
は不適当な値である可能性がある．一方，ROI 内
の最高値を代表値として用いる場合では，その値
をとる領域の多寡がわからないため，特異な部分
を示している可能性を否定しきれないなどの問題
点が考えられる．これに対して，ROI 内の数値の
ヒストグラムを作成した場合，すべてのピクセル
を評価対象とでき，いくつかの異なる数値をもつ
集団があった場合でも，それぞれに対する評価が
可能であり，組織性状の割合が変化した場合で
も，それぞれの変化を鋭敏に捉えられる可能性が
あると思われる．今回われわれは，同一人物にお
ける，日時の異なる FDG-PET 検査において，相
対する位置に同一の大きさの VOI を設定し，そ
のヒストグラムを作成する方法を考案し，その臨
床応用を試みた．
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まず，関心領域の設定方法と従来の評価指標の
妥当性についてであるが，inner の最高値は outer

に比べ等しいかそれ以下となったことからは，
VOI を病変内に設定する場合には，設定の仕方次
第で最高値が異なることを意味しており，病変の
最高値を要約値として用いるためには，VOI  は
病変を取り囲むように設定しなければならないと
いえる．他方，平均値と標準偏差を要約値として
用いるためには，標本は正規分布となる必要があ
るが，ヒストグラム上は加療以前においては
inner， outer とも正規分布となることはなく，し
たがって，今回の症例に対しては，平均値と標準
偏差を病変の要約値として用いることの妥当性は
低く，また，平均値を用いた場合には，ヒストグ
ラム上では認められる，代謝活性は高いが量的に
少ない細胞成分を十分評価できない可能性があ
り，病変の性状の評価が不十分となる可能性があ
ることも示唆されると思われた．ヒストグラムを
作成する場合には，治療効果に伴う VOI 内に占
める病変の大きさの変化によって分布形式が変化
する可能性があるが，病変に含まれるすべてのピ
クセルを評価対象とし，さらに，病変内のある部
分を選択するという恣意性を低めるためにも，病
変を完全に取り囲むように VOI を設定すべきで
あり，したがって，病変を SUV 値の分布形式の
みによって評価することも妥当でないと思われ
る．
一般的に医学的な標本を対象としたヒストグラ

ムを作成した場合，その分布は正規分布ではな
く，対数正規分布に類似したものになることが知
られている．これは多くの標本が正常値付近に分
布し，異常値をとる標本数は，正常値から外れる
に従って減少することを意味している．今回のわ
れわれの検討で，健常ボランティアの肺および肝
内の SUV 値は正規分布に類似した分布形式を示
した．一方，悪性リンパ腫治療前の対象において
は，VOI を完全に病変内に設定した場合には，最
高値が大きな症例では，大きな値を示すものから
小さな値をとるものまで，比較的均等に分散する
傾向にあった．これは，病変内の腫瘍細胞の代謝

状態は均一でないことを示唆するものであり，さ
らに，このように不均一な代謝状態にある病変を
単一の要約値によって評価することの困難さも同
時に示唆されるものと思われた．一方 VOI を病
変を取り囲むように設定した場合は，いずれも対
数正規分布に類似した分布形式を示した．これは
VOI 内に正規分布に類似した分布形式を示す病変
以外の組織が含まれることによるものと思われ
た．ヒストグラムには位置情報はないので，同一
の細胞の経時的な変化を追うことはできないが，
異なる代謝状態にある細胞群がいくつか存在する
と仮定し，その代謝状態の変化を見ることで，腫
瘍全体の挙動を評価することが可能となると思わ
れる．
次いで，経過観察として施行された FDG-PET

検査では，day 1 においていずれの症例も最高
値，平均値とも低下した．ヒストグラム上は，症
例 1， 2 では分布形式の変化は認められなかった
が，症例 3， 4 では高値を示すピクセル数が著し
く減少した結果，正常肺あるいは肝で認められた
正規分布に類似した分布形式になった．さらに，
これらの day 1 で見られた変化は 3 weeks となっ
ても継続し，最高値は上昇することはなく，分布
形式にも期間内での変化は見られなかった．これ
らは治療効果と密接に関連した所見である可能性
があり，従来化学療法の効果判定は 1 週間以降に
行われることが多かったが，FDG-PET を用いれ
ば，従来と同等の情報を加療の翌日に得られる可
能性が示唆されたといえる．今回の経過観察期間
は 3 週間であり，今後さらに経過を観察し長期的
な意義を検討する必要があるが，VOI 内の SUV

値のヒストグラムを用いた評価の高い臨床的有用
性が示唆されたと考える．今日の化学療法におい
ては効果判定を必ずしも加療の翌日に行う必然性
はないが，今後，治療法が改良され，その効果判
定をより早期に求められる場合でも，それらに対
してきわめて有用な情報を与えられるものと思わ
れる．
病変の評価を行う場合には，集団としての特性

を求める要約値を用いることが多いが，今回の評
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価でも示された腫瘍性病変のように，病変内にお
いても代謝活性，あるいは代謝活性と血流量との
総和が不均一な場合には，数的に少なく要約値に
は反映され難い，SUV 値の高い成分の存在とそ
の変化が特に重要であると思われる．視覚的高集
積を中心として限定した ROI の平均値や最高値で
は，これらに対する評価が不十分となる可能性が
あるが，加療前の病変をもとに設定された VOI

内のすべての値を検討対象とする本法では，これ
らの変化に対しても十分な評価を行うことができ
る．今回の治療後に認められた高い SUV 値を示
す成分の値と数の減少の程度が治療効果と予後と
を示す変化として重要な意味をもつことが予想さ
れるが，現在経過観察期間は 3 週間であり，今後
これらの病変を長期間観察することで，ヒストグ
ラム上に示された分布形式やその変化の意義を評
価する予定である．

V.　　　　　ま  と  め

箱型に設定した関心領域内のすべてのピクセル
の SUV 値をヒストグラム化する方法を考案し，
健常ボランティアと非ホジキン悪性リンパ腫を対
象に，臨床応用を試みた．健常肺および肝臓で
は，内部の SUV 値は正規分布に類似した分布形
式を示したのに対し，悪性リンパ腫病変では，病
変を取り囲むように VOI を設定した場合，加療
前の病変では，対数正規分布に類似した分布形式
を示した．これは，従来用いていた病変の要約値

の使用には，その設定部位や内部の性状の評価が
必要であることを示唆するものと思われた．加療
後においては，加療翌日にはすでに高い SUV 値
をもつ成分の減少を特徴とする変化が認められ，
3 週間後まで継続した．したがって，加療翌日に
はすでに治療効果判定が可能で，今後の経過観察
によって，さらに病変の変化に対する詳細な情報
が得られることが期待できた．
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We designed new evaluation method using histo-
gram of regional standardized uptake value (SUV) of
every pixels of box shape volume of interest (VOI) on
18F-FDG PET. We evaluate lung and liver of normal
volunteers and also the lesions of 4 cases of patients
with non Hodgikin’s malignant lymphoma using this
method. SUV of pixels of pretreatment lesions shows
log-normal distribution, whereas SUV of lung and
liver show normal shape distribution. The next day of
chemotherapy, 2 cases of them showed changes of dis-
tribution pattern from log-normal to normal with de-

crease of component of higher SUV values. No re-
markable changes of distribution pattern were ob-
served on other 2 cases, whereas decrease of regional
mean values and max values of SUV were observed.
And these findings were continued to 3 weeks later.
These findings suggest that regional evaluation using
histograms of SUV gives additional and predictive in-
formation for tumor therapies soon after the end of
course.

Key words:   18F-FDG PET, Malignant lymphoma,
histogram, Chemotherapy.
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