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口腔

M2IIIA1

第 3会場

9：00～ 10：00

10286
顎骨浸潤を伴う歯肉癌への FDG 集積

小豆島 正典 1，寺崎 一典 1，原 康文 1
1
岩手医大・歯・歯放
口腔癌において、歯肉癌への FDG 集積が舌癌のそれよりも
大きいことをしばしば経験する。歯肉癌では、腫瘍の顎骨
浸潤を伴っていることが多いため、FDG の 18F 自体が破壊
された骨のハイドロオキシアパタイトに結合している可能
性がある。本研究では、11C あるいは 18F で標識した Choline
と FDG との集積を比較し、上記可能性について検討するこ
とを目的とした。
（1） 舌癌 23 例、顎骨浸潤を伴う歯肉癌 16 例の FDG-PET を
分析したところ、SUV は舌癌より顎骨浸潤を伴う歯肉癌に
対し高値を示した。
（2） 11C-Choline あるいは 18F-Choline の
（3）
舌 癌 に 対 す る 集 積 は、18FDG と 同 程 度 で あ っ た。
11
C-Choline あるいは 18F-Choline による PET では、舌癌と顎
骨浸潤を伴う歯肉癌に対して有意な SUV の違いは認められ
なかった。
以上の成績から、FDG は腫瘍細胞のみならず骨芽細胞や破
骨細胞などの間質細胞へ集積し、ハイドロオキシアパタイ
トへの結合は少ないことが予想された。
10468
C-Methionine PET を用いた口腔扁
平上皮癌患者の評価・検討
阿部 貴洋 1，村井 知佳 1，北川 善政 1，玉木 長良 2，
2
志賀 哲 ，竹井 俊樹 2
1
北大院歯 口腔診断内科，
2
北海道大学大学院医学研究科 病態情報学講座核医学分野
【目的】FDG-PET は，糖代謝を反映するため炎症性病変へ
の集積が問題であった．今回，この欠点を補うトレーサー
としてアミノ酸代謝を反映する 11C-Methionine（MET）を
用いた PET 検査を行い，その有用性を検討した．
【対象と
方法】2005 年から 2008 年に北大病院歯科診療センターを
受診し，口腔癌の診断で治療前に MET-PET 検査を施行し
得た扁平上皮癌 49 例について検討した．性別は男性 31 例，
女性 18 例で平均年齢は 64.7 歳であった（24 歳〜 84 歳）
．対
象症例の原発部位は舌の 21 例が最も多く，ついで上顎歯肉
の 8 例であった．これら対象症例の SUVmax からカットオ
フ値を設定し，２群に分け５年生存率を比較した．
【結果】
Kaplan-Meier 法および Log-rank テストによる単変量解析で
は SUV が高い症例（中央値 4.4 以上）症例は低い症例より
．
【結論】MET-PET
も生存率は有意に低かった
（p=0.017）
の SUVmax は，予後と関連する可能性が示唆された．

M2IIIA2
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10339
歯科用インプラント埋入後の顎骨変化：
骨シンチグラフィによる検討
佐々木 善彦 1，織田 隆明 1，亀田 綾子 1，
1
外山 三智雄 ，羽山 和秀 1，土持 眞 1
1
日歯新潟放
歯科インプラント治療における埋入部周囲歯槽骨の骨代謝
はインプラント体の植立の予後に影響すると考えられる。
この関係を明らかにするためにＸ線撮影写真、骨シンチグ
ラフィ、骨代謝マーカーの検査結果を検討した。対象：下
顎骨への歯科用インプラント体埋入を行った閉経後の女性
11 名（40 歳代〜 70 歳代）で、埋入術前に血中骨代謝マーカー
測定、歯槽骨吸収量を測定するために埋入術直後と約 100
日後に口内法Ｘ線撮影を行なった。骨シンチグラフィは埋
入術約 1 ヶ月後に施行した。結果：歯槽骨吸収量と埋入術
前骨代謝マーカーには関連はみられなかった。歯槽骨吸収
量と術後骨シンチグラフィの集積程度には関連がみられた
（r=0.528、p＜0.05）
。術後骨シンチグラフィ集積と術前骨
代謝マーカーの血清 PICP 濃度には負の相関がみられた（r=0.824、p＜0.001）。結論：歯槽骨の吸収が大きいほど骨シ
ンチグラフィの集積程度が亢進し、集積程度が亢進した対
象は骨代謝マーカーの骨形成に関連する血清 PICP 濃度が
低い傾向を示した。

M2IIIA3

M ２ VI A1 ① M は口演，P はポスター
② 2: 第 2 日目，3: 第 3 日目

例 ① ② ③ ④ ③ 会場名（I 〜 IX）
④ 固有演題番号
10316
頭頸部腫瘍治療後患者における FDGPET/CT の有用性
中村 伸 1，大河内 清 1，鳥井原 彰 2，渋谷 均 2
2
1
東医歯大口放， 東医歯大医放
【目的】 頭頸部腫瘍患者に対する術後検査としての FDGPET/CT の有用性を評価することを目的とした。【方法】
頭頸部癌治療後に FDG-PET/CT 検査を受けた患者のうち、
病理組織学的もしくは最低 6 ヶ月間のフォローアップ、他
の画像検査などによって最終的な診断が確定した 319 症例
を対象とし、局所再発、頚部転移または再発および胸腹部
病変の有無を評価項目とし FDG-PET/CT 診断能の分析を行っ
た。
【結果】 157 症例において再発病変、後発転移または
重複癌のいずれかの存在が確定した。FDG-PET/CT のこれ
ら 病 変 に 対 す る 診 断 能 は、sensitivity=94%、
specificity=91%、positive predictive value=91%、negative
predictive value=94%、accuracy=92% であった。【結論】
FDG-PET/CT は高い sensitivity、specificity および accuracy
を示し、頭頸部癌患者の術後検査としての有用性は高いと
考えられた。

M2IIIA4

10321
ＰＥＴにより同時性重複癌が検出さ
れた口腔癌の臨床的検討
岩崎 昭憲 1，澤井 史 1，大林 由美子 1，小川 尊明 1，
1
三宅 実 ，山本 由佳 2，西山 佳宏 2，松井 義郎 1
1
香川大口外，2 香川大学医学部放射線医学講座
口腔癌の重複癌は比較的多いことが知られているが、その
治療には苦慮することもある。また近年、急速に FDG- Ｐ
ＥＴ診断を導入する施設が増え、ＰＥＴ撮像によって腫瘍
の広がりや遠隔転移だけでなく重複癌と診断される症例が
増えている。FDG- ＰＥＴを撮像した顎口腔領域癌患者８
６例中、ＰＥＴ撮像にて同時性多重癌が検出されたのは７
例（8.1%）であった。６例が男性、１例が女性であった。
口腔癌の原発部位として、
舌癌６例、
下歯肉癌１例であった。
組織型としては全例が扁平上皮癌であった。重複癌の部位
として、腎臓癌２例、Ｓ状結腸癌１例、食道癌１例、肺癌
１例、上咽頭癌 1 例、腹腔内悪性リンパ腫１例であった。
７例中５例は重複癌の臨床症状は認めなかった。５例に対
し検出から２カ月以内治療が開始でき、５例には根治的治
療が施行され経過良好であった。しかし、２例は進展した
重複癌によって不幸な転帰をとった。ＰＥＴは口腔癌の同
時性重複癌のスクリーニング検査として有用で、早期発見、
早期治療により口腔癌の予後改善に貢献できる可能性がある。

M2IIIA5

10165
頭頸部悪性腫瘍術後における縫合糸
膿瘍の診断に関する検討
鬼頭 慎司 1，古賀 博文 2，森本 泰宏 1
2
1
九歯大歯放， 北九州 PET 健診センター
【目的】頭頸部悪性腫瘍の術後に発症した縫合糸膿瘍と局
所再発あるいはリンパ節転移とを鑑別すること。
【方法】
頭頸部悪性腫瘍の根治術を行った 137 例の経過観察中で縫
合糸膿瘍と局所再発・リンパ節転移との判断に苦慮した 10
症例を抽出し、CT、MRI、PET、超音波検査の画像所見、
血液検査結果および病理組織像をレトロスペクティブに比
較検討した。
【結果と結論】病理組織像で局所再発、リン
パ節転移と診断されたものは 5 症例、縫合糸膿瘍と診断さ
れたものは 5 症例であった。画像所見としては、縫合糸膿
瘍においても、CT・MRI での中心壊死様所見や PET 検査
による高 SUV 値を示すものが多く、局所再発、リンパ節転
移との鑑別診断が困難であった。一方で超音波検査におい
ては、縫合糸膿瘍では hypoechoic な腫瘤の中に hyperechoic
なドット状の構造物が含まれる特徴的な所見が確認できた。
縫合糸膿瘍と局所再発・リンパ節転移との鑑別においては
超音波検査が有用ではないかと考えた。
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心： 負荷・病態

第 6 会場

9：00～ 10：00

10431
負荷心筋シンチグラフィーで発泡剤
は消化管の影響を除去できるか
持木 瑞規 1，外山 卓二 2，高橋 薫 1，井野 利彦 1，
1
木暮 初男 ，町田 利彦 1，小山 恵子 3，大島 茂 2
1
群馬心血セ放課，2 群馬心血セ循内，3 群馬心血セ放科
99m
Tc 心筋血流製剤を使用した SPECT 検査で肝，胆道系か
ら消化管へ排泄された高濃度放射性物質が心臓の下壁に近
接し画像処理，QGS の解析，並びに読影の妨げになること
が報告されている。消化管の影響除去においては炭酸飲料
水の有用が報告されている。今回発泡剤において同等の結
果が得られるかを検討した。通常の負荷心筋 SPECT 検査
を施行した 50 症例（N 群）
、炭酸飲料水 100ml を使用して
50 症例（soda 群）、発泡剤約 3.0g を使用した 50 症例（B 群）
の 3 群間において心臓下壁と消化管の分離について負荷時
において比較検討した。消化管からの影響を無しの 0 点か
ら強くありの３点の４段階でスコア化した。N 群、soda 群、
B 群のスコアはそれぞれ、0.66±0.79、0.35±0.65, 0.11±0.32
であった。soda 群、B 群が N 群に比し有意に低値
（P＜0.01）
であった。99mTc 心筋血流製剤を用いた負荷心筋血流シンチ
グラフィ撮像において発泡剤は炭酸飲料水と同様に，負荷
像において消化管の影響除去に有用であった。

M2VIA1

10173
急性心筋梗塞の経皮的冠動脈インター
ベンション時における高用量ニコラ
ンジル投与の効果
1
外山 卓二 ，星崎 洋 1，大島 茂 1
1
群馬心血センタ−
【目的】ST 上昇型急性心筋梗塞に対する高用量のニコラン
ジル投与を従来投与量
（低用量）と比較検討。
【方法】ST 上
（年齢 =57+/-11y,M/F=20/5）
を無作為に高
昇型心筋梗塞 25 例
、低
用量（HD；0.2mg/kg/5 分静注後 0.2mg/kg/h 持続投与）
用量
（LD；4mg 静注後 4mg/h 持続投与）群に振り分け 24 時
間持続点滴投与。再灌流直後にニコランジル 2mg の冠注併
用。亜性期に５γドブタミン負荷 MIBI 心筋シンチを施行し ,extent
score（ES:area at risk の区域数）、総欠損スコア（TDS）から
心筋救出率（4×ES-TDS）×100/4×ES また DOB 負荷前後
【結
の EF 改善度 ,心肺運動負荷試験から運動耐用能を比較。
（HD:13+/-7% vs.
果】患者背景に差はなかった。EF 改善度
LD:11+/-7%:p=0.57）, 心 筋 救 出 率（HD:20+/-15% vs.
LD:30+/-22%:p=0.24）, Peak-VO2（HD:18.8+/-3.8ml/min/kg
vs. LD:16.1+/-4.2ml/min/kg:p=0.13）に差を認めなかった。
【結
論】ST 上昇型急性心筋梗塞患者における高用量ニコラン
ジル投与は低容量投与に比し亜急性期において有効性を示
さなかった。

M2VIA2
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られ、ニコランジル投与によりいずれの領域においても虚
血改善効果が得られた。
10207
CTCA と負荷心筋シンチグラフィー
における subtraction 画像との fusion
画像の有用性
1
長坂 崇司 ，外山 卓二 1，星崎 洋 1，大島 茂 1
1
群馬心血センター
【目的】近年、虚血性心疾患の診断において CTCA や負荷
心筋シンチグラフィーといった非侵襲的な画像診断が注目
されている中、診断精度の問題が指摘されているのも事実
である。今回、subtraction 画像を用いることで診断精度の
向上に有用であるかを検討した。
【方法】虚血性心疾患を
疑われた 12 症例
（male/female:7/5）全例に対して CTCA と負
を施行
荷心筋シンチグラフィーならびに冠動脈造影
（CAG）
した。CTCA では視覚的に重度狭窄と思われる病変を有意
と判断し、CAG では 75% 以上を有意狭窄とした。さらに
subtraction 画像では rest 画像から stress 画像の差を hot image
と認識できたものを有意と判断した。
【結果】CTCA で認
（40%）
、
めた 20 病変のうち 8 病変は subtraction 画像で陽性であり
2 病変は CTCA では判定できない領域であった。CAG では
14 病変に有意狭窄を認め、その中で 10 病変が subtraction 画
。
【結論】今回の結果から
像において陽性であった
（71.4%）
CTCA での過大評価を subtraction 画像を用いることで補正
でき有用と考えられた。

M2VIA4

10116
新しい心臓用半導体 SPECT 装置の有
用性：従来型 SPECT との比較
起塚 香子 1，宮川 正男 1，川口 直人 1，城戸 倫之 1，
1
城戸 輝仁 ，倉田 聖 1，望月 輝一 1
1
愛大放
【目的】心臓用半導体 SPECT Discovery NM 530c（以下 D）
を用いて，心筋虚血評価と画質について，従来の標準型 2
検出器 SPECT（以下 S）
と同一症例において比較検討した．
．ATP 負 荷 Tc-99m
【 方 法 】 対 象 は 11 症 例 （ 平 均 68 歳 ）
tetrofosmin 心電図同期心筋シンチグラフィの負荷像（296MBq）,
安静像（740MBq）
を D で 10 分収集後，引き続き S で 20 分収
集して，同一症例における SSS，SRS，SDS を比較した．
【結果】D は半
画質については視覚的に 4 段階に評価した．
分の収集時間にもかかわらず，S に比べて分解能，画質と
．
も有意に優れていた（3.82±0.12 vs 3.0±0.19，p＜0.005）
SRS には有意差がなかったが SSS（4.09
虚血評価においては，
±1.67 vs 2.18±1.20）
と SDS（2.36±1.00 vs 0.55±0.25）
はD
で有意に大きかった（p＜0.05）
．11 例中 4 例において S で指
摘できない灌流低下域を D で指摘できた．このうち 3 例は
多枝病変で，後下壁から側壁で認められた．
【結論】心臓
用半導体装置を用いて，従来型に比べ 1/2 の収集時間で，
高分解能かつ高画質の SPECT 像が得られた．灌流低下域
検出の感度も向上した．

M2VIA5

10204
10142
急性虚血性心不全例におけるニコラ
肥大型心筋症における心内膜下虚血
ンジル負荷心筋血流 SPECT の有用性
1
1
1
1
福嶋 善光 ，鳥羽 正浩 ，桐山 智成 ，小林 靖弘 ，
と超音波組織性状解析
川崎 達也 1，酒井 千恵子 1，張本 邦泰 1，
時田 祐吉 2，佐藤 直樹 2，田中 啓治 2，汲田 伸一郎 1
2
1
1
山野 倫代 ，三木 茂行 1，神谷 匡昭 1
日医大放， 日医大一内
1
松下記念循
（目的）急性虚血性心不全例において、虚血心筋の範囲、回
復の可能性をニコランジル負荷心筋血流 SPECT により検 【背景】肥大型心筋症では冠動脈に狭窄病変がなくても心
内膜下虚血を生じるが，
その診断は負荷心筋シンチグラフィ
討した。
（方法）急性虚血性心不全にて集中治療室に入室し
を除いて一般に困難である．
【方法】中隔肥大を有する肥
（ニ
た 19 例を対象とした。ニコランジル負荷心筋血流 SPECT
99m
大型心筋症 17 例に運動負荷テトロフォスミン心筋シンチグ
コランジル 0.2mg/kg を 5 分で静注後、 Tc-MIBI 600MBq
静注、30 分後より撮像）
、2 日後に安静時 SPECT を施行した。 ラフィを行い，負荷後と安静時における短軸 15 断面から算
負荷時、安静時における TDS、LVEF、LVEDV、LVESV
出した内腔容積比から心内膜下虚血の有無を判定した．超
を比較した。CAG にて有意狭窄の有無により領域を分類し、 音波組織性状の後方散乱信号を解析し中隔右室側と中隔左
室側における心周期変動量と心内膜下虚血との関連を検討
（結果）
TDS は負荷時 14.2
それぞれ SSS と SRS を比較した。
した．
【結果】肥大型心筋症 17 例中 10 例に心内膜下虚血を
± 6.0、安静時 17.9 ± 6.0 とニコランジル負荷により有意
。ニコランジル負荷により LVEF
な改善を認めた
（p＜0.05）
認めた．心周期変動量の中隔右室側 / 中隔左室側は心内膜
下虚血を認めた群で高値であった
（1.19±0.10 vs 0.84±0.10,
は 41.0% → 43.7%、LVESV は 92 → 88ml と改善傾向がみら
p = 0.04）．受信者動作特性曲線から算出した中隔右室側 /
れた。有意狭窄灌流域の SSS は 3.1±2.7、SRS は 7.4 ±3.7
と改善、非狭窄部灌流域でも SSS は 1.1 ±2.1、SRS は 3.9
中隔左室側の最適な分割値は 1.0 で，その時の心内膜下虚
血に対する診断能は感度 80%，特異度 71%，正診度 76% で
±3.2 と改善がみられた。
（結語）急性虚血性心不全例では
有意狭窄灌流域のみならず非狭窄部領域にも心筋虚血がみ
あった．
【結語】肥大型心筋症における心内膜下虚血の検
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出は，負荷心筋シンチグラフィに加えて，超音波組織性状
解析でも可能であると考えられた．

心： MIBG BMIPP
第 6会場

10：00～ 11：00

10061
BMIPP シンチグラフィによる脂肪酸
代謝障害は急性心筋梗発症後の心血
管イベントの予測因子となるか？
1
佐藤 万基人 ，外山 卓二 2，星崎 洋 2，大島 茂 2，
倉林 正彦 3
1
深谷日赤，2 群馬心血セ循内，
3
群馬大学大学院医学系研究科
目的：BMIPP 心筋シンチグラフィが、心筋梗塞後後の心血
管イベント発症の予測因子となりうるか検討した。方法：
急 性 期 に PCI が 行 わ れ た 256 人 の AMI 患 者 を 対 象 に、
123
I-BMIPP（BM）および 99mTc-MIBI（MIBI）シンチグラフィ
を亜急性期に施行し、TDS を求めた。その後の追跡で心血
管イベントが起こった群
（CE 群）と、起こらなかった群
（non-CE 群 ）と で、BM・MIBI そ れ ぞ れ の TDS お よ び、
MIBI シンチグラフィにおける QGS によって測定された左
室機能と予後との関連性を解析した。結果：単変量解析
（t
検定）では、CE 群と non-CE 群とで、Max CPK、BM-TDS
（p=0.0004）
、MIBI-TDS、EDV、ESV、EF において、各々
有意差を認めた。しかし多変量解析においては、ESV のみ
、
他の因子は強い相関を示さなかっ
有意に相関し
（p=0.0493）
た。結語：BMIPP シンチグラフィの TDS は、心筋梗塞発症
後のイベント予測因子の一つになりうると考えられた。

M2VIB1

、補正
は分離できるが
（後期 H/M 1.40±0.44 vs 2.36±0.64）
。
により両者の差が大きくなった（1.46±0.50 vs 2.52±0.65）
設定 2 として多施設間の H/M 校正により両群の統計的差異
を検討したが、補正効果は同様であった。
【結論】収集条
件の異なる MIBG 検査の校正を行うことにより、同施設内
の異なる機種および多施設間の比較が容易になることが分かっ
た。
10170
心筋 I-123 MIBG イメージングの多施
設共同研究におけるコリメータと
ROI 解析方法の影響
1
奥田 光一 ，中嶋 憲一 1，桐原 ゆみ子 2，
石川 丈洋 2，松尾 信郎 1，滝 淳一 1，絹谷 清剛 1
1
金大核，2 富士フイルム RI ファーマ株式会社
目的：基礎検討として 15 種類のコリメータの隔壁通過に関
する性能比較を行なった．心縦隔
（H/M）比に関しては，参
加施設の手動による解析結果と単独術者の半自動解析によ
る結果を比較した．方法：γ線の隔壁通過を計測するため，
サブウィンドウを設けて撮像した．臨床症例は 68 例を対象
とした．半自動解析では円形の心臓の関心領域（ROI）を
手動で設定し，
縦隔 ROI は心臓 ROI を基に自動的に決定した．
結果：LEHR，LEGP，LME，ME コリメータにおいてメイ
0.39，
ンウィンドウに対するサブウィンドウのカウント比は，
0.30，0.15，0.10 となった．1 施設で手動解析と半自動解析
での H/M 比に有意な差が認められた（2.49±1.10 vs. 2.09±
0.90，p＜0.0001）．結論：MIBG の多施設研究においては，
コリメータの特性を考慮し，ROI の大きさと位置が標準化
された方法で解析を行うことが望ましい．

M2VIB4

M2VIB5

10092
心房細動合併高血圧症におけるβ遮
断薬治療の効果についての核医学的
検討

10140
I-BMIPP SPECT と CKD ステージ
中村 政彦 1
による心疾患の既往のない糖尿病患
1
山梨県立中央病院循内
者の心事故予測
【目的】心房細動（AF）合併 HT におけるβ遮断薬の治療
百瀬 満 1，三宅 善順 2，福島 賢慈 1，中島 崇智 2，
1
1
2
1
の効果について，核医学的検査法で心機能，交感神経機能
近藤 千里 ，澤本 博史 ，萩原 誠久 ，坂井 修二
1
を検討したので報告する．
【方法】対象は心機能の保たれ
東京女子医大画像核，2 東京女子医大循内
た慢性 AF 合併 HT 12 例で，bisoprolol 加療前，半年後に Tl［目的］ 糖尿病患者の心事故予測に BMIPP シンチが有用か
MIBG 心筋シンチを施行した．T ｌシンチ QGS 法で左室拡張，
を評価し、
CKD 分類やその他の危険因子とも対比する。［対
収 縮 末 期 容 量（EDV, ESV）
（68±12 歳）
， 左 室 駆 出 率（EF）
，Peak
象と方法］対象は心疾患の既往のない糖尿病患者
Filling Rate（PFR），Time to Peak Filling rate（TPF）を計測
で BMIPP-TL 2 核種同時 SPECT を行った後 2 年以上
（平均 3.4
（H/M）比，
し た．MIBG シ ン チ で は planar 像 の 心 縦 隔
±1.5 年）
経過観察できた 163 例。SPECT 画像を 17 領域に分
TLDS）を算出。Hard event（=HE:
washout rate（WR），SPECT の %uptake を算出した．【成績】
割し総欠損スコア（BMDS、
治療後収縮・拡張期血圧は有意に低下し，心拍数は低下傾
心臓死 , AMI）
と総心イベント
（=TE: HE＋3 か月以降の血行
向であった． LVEF, EDV, ESV, PFR,TPF には有意な変化は
再建・致死性不整脈・重度心不全）の有無を調査。また、
なかった．MIBG シンチ後期像の H/M 比，%uptake に有意
予後解析因子として CKD 分類（1-5）
、透析の有無（HD）
、
な変化はなかったが WR は 32.4±15.3 % から 26.8±11.9 %（p
その他の冠危険因子を選択した。
［結果］経過中に HE、TE
がそれぞれ 13 例、30 例に認められた。Cox ハザード単変量
＜0.05）と有意に低下した．
【結論】β遮断薬により降圧効
解析では、BMDS,TLDS,CKD が TE において有意な予測因
果が認められた AF 合併 HT で，収縮，拡張機能は変化なかっ
たが，交感神経障害の改善が示された．心不全のない AF
子であり、多変量解析では BMDS と CKD が独立した予測
合併 HT 例でも，β遮断剤投与後の交感神経機能評価の有
因子であった
（χ2 =17.0, p=0.0002）
。一方、HE では HD の
2
効性が示唆された．
。
［結論］
みが有意な予測因子であった
（χ =8.69, p=0.003）
TE については CKD のステージと BMIPP の欠損程度が、
10122
HE では HD が独立した予測因子であった。
Tc-99m MIBI の心筋からの撮像タイ
ミングによる washout と速度定数に
10014
関する検討
I-123 MIBG 心縦隔比の標準化が多施
1
沖崎 貴琢 ，浦野 由彦 2，笹川 裕 3，中山 理寛 1，
設研究に与える影響
石戸谷 俊太 1，油野 民雄 1
中嶋 憲一 1，奥田 光一 1，松尾 信郎 1，
1
旭川医大放，2 留萌市立病院放，3 留萌市立病院内科
桐原 ゆみ子 2，滝 淳一 1，山田 正仁 3，絹谷 清剛 1
1
（H/M）
は心筋ダメージの評
目的：Tc-99m MIBI の心縦隔比
金沢大核，2 富士 RI，3 金沢大神内
価に有効であるが、心集積の強さに影響を受ける。一方、
【目的】MIBG の心縦隔比（H/M）を機種間で校正すること
により、SPECT の機種変更前後および多施設研究でどのよ
コンパートメントモデル解析を用いれば、薬物動態を観察
することが可能である。今回の目的は、H/M の値を薬剤投
うな影響がでるかを検討した。
【方法】10 施設について心
与から撮像開始までの時間を変えて観察し、これとモデル
筋 MIBG 校正ファントムの撮像を行ない、カメラの機種と
解析によって得られた速度定数との関係を明らかにするこ
コリメータの校正を行った。データ収集は、低および中エ
とである。方法：心疾患が疑われた５４名を対象とし、
ネルギー（LE、ME）対応型の両方法を比較した。H/M が
Tc-99m MIBI を投与後、連続収集を２４分間施行、３分ご
低値になる神経疾患群として Lewy 小体病（LBD）
とそれ以
とのデータを１０パターン生成した。後期像は３時間後に
【成
外の症例（nonLBD）に分類して補正効果を検討した。
撮像し、H/M を計算した。また、モデル解析を施行し、薬
績】設定 1 として同施設内で SPECT 機種が変更した前後で
物動態に関する速度定数を算出、H/M と比較した。成績：
66 症例につき検討したところ、LE と ME が混在しても 2 群
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薬剤投与後３分の H/M は有意に小さな値を示し、撮像が遅
くなるほど大きな値を示す傾向が認められた。また、投与
後５分以降の H/M は組織から血中への速度定数 K2 と負の
有意な相関を認めた。結論：H/M を算出する際には、薬剤
投与から５分以降で撮像を施行する方が良いと考えられた。
そしてその H/M は組織から血中への速度定数を反映した値
である可能性が示唆された。

心： PET

第 6会場

11：00～ 12：00
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北大分子
【目的】123I MIBG による局所交感神経機能異常の検出によ
り不整脈イベントの予測価値が期待されている。しかし、
MIBG 集積は正常例でも不均一となることがある。本研究
の目的は健常者において MIBG 局所集積低下につき 11C
hydroxyephedrine（HED）PET と比較し特徴、原因を明らか
にすることである。
【方法】健常者 8 例で MIBG および
HED PET を施行し、画像を前壁、中隔、下壁、側壁にグルー
H/M 比 と 左 室 全 体 HED
プ 化 し た。
【 成 績 】MIBG
retention index に相関を認めた（R＝0.79, P＜0.05）。前壁、
側壁の集積値に有意差なし。MIBG では HED に比し下壁、
中隔の集積が低下していた（下壁 70.1±7.0 vs 82.5±7.9%,
P＝0.006, 中隔 72.4±3.1 vs 82.6±7.5%, P＝0.01）。【結論】
MIBG の心筋全体の集積は HED と差が無いが、健常者で
も MIBG は下壁、中隔の集積低下を認め、軟部組織或いは
肝臓集積によるアーチファクトの関与が示唆された。
MIBG では下壁、中隔の評価に注意を要する。
5

10215
心サルコイドーシスの治療効果判定
における FDG PET/CT の有用性
宮川 正男 1，菊池 隆徳 2，井上 武 2，起塚 香子 1，
1
川口 直人 ，城戸 倫之 1，城戸 輝仁 1，倉田 聖 1，
10081
望月 輝一 1
1
超短時間心電図同期 Acetate PET に
愛媛大放，2 愛媛県中放
よる心筋血流・代謝・機能同時測定
【目的】心サルコイドーシスに対する FDG PET/CT の診断
の試み
能およびステロイド治療効果判定における有用性を検討する。
1
工藤 崇 ，中野 顯 2，荒川 健一郎 2，森 哲也 3，
【方法】対象は、心サルコイドーシスを疑われ PET/CT を施
3
清野 泰 ，岡沢 秀彦 3
（平均年齢 58±11 才）
。FDG 投与前の 16 時間以
行した 48 例
1
長崎大学原研放射，2 福井大循，3 福井大高エネ
上の絶食と 15 分前にヘパリン静注を併用。心筋への集積は
none、diffuse、focal、focal on diffuse の 4 種類に分類した。 【目的】血流と代謝の同時評価が可能な Acetate PET は
dynamic 収集が必要なため心電図同期が困難である。C-11
48 例中 24 例が心サルコイドー
【成績】
厚労省診断基準により、
シスと診断された。インスリン値は、
2.7±2.1μU/mL と抑制、 Acetate 投与後 4 分から 8 分までの 4 分間だけ心電図同期収
FFA は、2374±1600 mEq/L と上昇。6 名が diffuse, 9 名が
集を行うことで、心機能の評価が可能であるかどうか検証
した。
【方法】12 名の心筋梗塞患者に対して、Acetate PET
focal, 他の 9 名が focal on diffuse パターンを呈した。PET/
CT の sensitivity は 100%、specificity は、83.3% だった。17
を行った。収集プロトコルは投与から 3 分まで Dynamic 収
、4 分間の心電図同期収集、12 分の Dynamic
集 （MBF 用）
例においてステロイド治療後 PET/CT で経過観察した。心
収集（代謝用）の順である。3 時間後、経口糖負荷に FDG
筋集積は、SUVmax 7.5±2.5 から、4.5±2.2（ p＜0.001 ）
と
PET を撮影し、両者を pFAST2 で心機能解析、対比した。【成
減少した。17.8±8.3 カ月の観察期間中、17 例中 15 例で一
績】Acetate PET では全例解析が可能であった。一方、
度は心集積は完全消失したが、再発例では再度集積亢進が
FDG PET では 3 例で画質不良のため解析ができなかった。
出現した。
【結論】FDG PET/CT は、心サルコイドーシス
Acetate、FDG、 血 流 SPECT で の 左 室 駆 出 率 は そ れ ぞ れ
の診断および治療効果判定に有用である。
44.3±7.5、44.3±11.2、49.3±8.8％であり、FDG PET と血
【結論】超
流 SPECT の間のみ統計学的な有意差を認めた。
10182
18
短時間心電図同期収集によって C-11 Acetate PET による血流・
［ F］FDG による不安定プラークのイ
代謝・心機能同時イメージングが可能であった。FDG PET
メージングにおけるマクロファージ
と異なり代謝環境に伴う画質の変動が少なく、優れた検査
泡沫化の影響
1
2
1
であると考えられた。
小川 美香子 ，中村 悟己 ，小杉 睦 ，
1
1
斎藤 有里子 ，間賀田 泰寛
2
1
10358
浜松医大 MPRC， 浜松医大三内
11
C- 酢酸 PET 検査における右室心筋
［18F］
FDG-PET により動脈硬化不安定プラークを画像化す
酸素代謝率の自動定量プログラム開
ることができるが、病態進展のどの状態を捉えているのか
発
は不明である。そこで、マクロファージの泡沫化が
［18F］
1
葛西 克彦 ，加藤 千恵次 1，吉永 恵一郎 2，
FDG の取り込みに及ぼす影響について、検討を行った。マ
真鍋 治 2，玉木 長良 2
ウス腹腔マクロファージを採取し 24 時間後に acLDL を加え、
1
北大保健，2 北大核
12, 24, 48 時間培養した。 acLDL 処理 24 時間後ではコントロー
FDG の取込みを認めた。なお、 【目的】肺高血圧症の定量的診断、治療効果判定を目的と
ルと比較し有意に高い
［18F］
して、右室心筋酸素代謝定量のため 11C-酢酸を用いた PET
acLDL 処理 24 時間後から泡沫化が認められ、48 時間後で
検査を施行した。右室心筋酸素代謝を適切かつ簡便に計測
は完全に泡沫化していた。また、Hexokinase 活性、G6Pase
するため自動算出プログラム開発を試みた。
【方法】対象
活性、GLUT 発現量を測定したところ、Hexokinase 活性の
18
は肺高血圧症患者 35 例、PET 装置は Siemens HR+ を使用し
FDG 取込み量が変化していた。G6Pase
変化に応じて
［ F］
11
18
た。 C-酢酸を 740MBq 静注と同時に 30 分間のダイナミッ
活性、GLUT 発現量は、
［ F］
FDG 取込み量と関連しなかっ
ク PET 撮像を行った。酢酸クリアランス Auto-Kmono を自
た。以上のことから、不安定プラークのイメージングにお
18
動的に求めるプログラムを作成した。この方法を従来から
いて、
［ F］
FDG は、泡沫化の初期、すなわち、プラーク
確立されている手動による ROI 設定にて、右室心筋放射能
進展過程の比較的初期段階を捉えていることが示唆された。
曲線から酢酸クリアランスを求める方法と比較した。
【結果】
また、プラーク進展過程に伴い Hexokinase 活性が変化して
18
Manual-Kmono と Auto-Kmono の間には有意な相関関係を
おり、プラークへの
［ F］
FDG 取込みに関与しているもの
認めた（r＝0.95、p＜0.01）
。再現性は Auto-Kmono が有意
と考えられた。
。
【結論】11C- 酢酸 PET 検査にて右室
に高かった
（p＜0.01）
心筋酸素代謝率を自動的に定量するプログラムを開発した。
10029
11
従来の煩雑な手動による右室心筋 ROI 設定を自動化し、同
C hydroxyephedrine PET との比較
123
等の結果が得られ、再現性が高かった。
による I metaiodobenzylguanidine
（MIBG） SPECT の心筋局所集積の
特徴
吉永 恵一郎 1，加藤 千恵次 2，真鍋 治 3，
2
葛西 克彦 ，千葉 知 4，西嶋 剣一 5，玉木 長良 3
1
北大光生物，2 北大保健科学，3 北大核，4 北大循内，

M2VIC1

M2VIC4

M2VIC2

M2VIC5
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10062
10003
ApoE- /- マウス動脈硬化に対するテル
Threshold 法を用いた 201TlCl 心筋コ
99m
ミ サ ル タ ン の 治 療 効 果：
ントロールデータベースの作成（第
Tcannexin A5 による評価
一報 Threshold 法の妥当性の検討）
1,2
1,2
3
2
1,4
趙 芫 ，趙 松吉 ，久下 裕司 ，玉木 長良
成田 篤 ，對間 博之 2，下西 祥裕 3，大村 昌弘 3，
1
北大 トレーサー，2 北大 核医学，3 北大 CIS
山永 隆史 3，浜田 一男 4，山木 範泰 4，東 眞 4，
【目的】Telmisartan （ARB）による動脈硬化の治療効果を
塩見 進 5
99m
1
Tc-annexin A5（99mTc-AN5）で評価できるかを検討する。
大阪市大院，2 茨城県立医療大保，3 大阪市大中放部，
4
日本メジフィジックス，5 大阪市大核
【方法】6 週齢の ApoE-/-マウスを Telmisartan （3mg/kg/day）
投与群と対照群（n=10/ 群）に分け、22 〜 27 週齢で 99mTc- 【目的】
自施設でのノーマルデータベースを作成するにあたっ
AN5 を 投 与 し た。 動 脈 病 変 へ の 99mTc-AN5 集 積 を
て、常に正常データの判断基準・例数の確保に苦慮する。
今回、病変部を除いたピクセルのみを使用したコントロー
Autoradiography で評価し、心筋集積との比で表した。病理
ルデータベース（CDB）を作成することで、これらの問題
染色で病変サイズ、病変タイプ、macrophage 浸潤と脂質沈
着を検討した。
【結果】Telmisartan 治療によって、病変サ
を解決できる可能性を見出したので報告する。
【方法】欠
損を作成しない心筋ファントムと欠損を作成した心筋ファ
イズ
（54% 減）
、macrophage 浸潤範囲
（31% 減）
と脂質沈着程
99m
度
（45% 減）は有意に減少した。 Tc-AN5 の動脈病変への
ントムを用意し、それぞれ撮像時間を変えて 12 パターンの
、その集積は
集 積（ 心 筋 比 ） も 有 意 に 減 少 し
（39% 減 ）
撮像を行った。これらに対し、Threshold で 0% 〜 70% まで
macrophage 浸潤程度と正の相関を示した（r=0.69, p＜0.01）。 の閾値設定で欠損部を任意に除外し、各々を加算平均する
99m
ことで CDB を作成した。各セグメントで日本核医学会提
Tc-AN5 の正常動脈への集積は心筋集積と同レベルで、
不安定病変への集積は心筋集積の約 2.5 倍であった。
供の日本人ノーマルデータベース（NDB）と比較し、その
【結論】
99m
Telmisartan 治療により、 Tc-AN5 の病変への集積は、病
【結果】閾
妥当性とその際の Threshold 値の検証を行った。
変の縮小、macrophage の浸潤程度と一致して低下した。
値設定で欠損部を除外することで、疾患データを使用して
99m
もデータベースが作成できる可能性が示唆された。
【結語】
ARB による動脈硬化治療の効果評価における Tc-AN5 の
この方法を用いることで、
機器の特性を加味した自施設デー
有用性が示された。
タベース作成の可能性が見出された。

M2VIC6

M2VID3

心： SPECT解析・定量

M2VID4

10004
Threshold 法を用いた 201TlCl 心筋コ
ントロールデータベースの作成（第
第 6会場 13：30～ 14：30
二報臨床データを使用した検討）
1,4
成田 篤 ，對間 博之 2，下西 祥裕 3，大村 昌弘 3，
10114
山永 隆史 3，浜田 一男 4，山木 範泰 4，東 眞 4，
心電図同期心筋血流 SPECT による左
室収縮協調不全評価：心不全重症度
塩見 進 5
1
判定および CRT 治療効果予測への有
大阪市大院，2 茨城県立医療大保，3 大阪市大中放部，
4
日本メジフィジックス，5 大阪市大核
用性
【目的】
木曽 啓祐 1，井元 晃 1，藤崎 宏 1，徳 俊成 1，
Threshold 法を使用したコントロールデータベース（CDB）
西村 圭弘 1
作成法が、臨床データにおいても適用可能か検討を行った。
1
国循セン放部
【方法】臨床データに対し、Threshold で 0% 〜 70% までの
【目的】左室収縮協調不全
（LVDS）
閾値で病変部を除外し、各々を加算平均して CDB を作成
は CRT の適応決定に重要
とされるがその評価法は限られている。今回心電図同期心
した。これらを日本核医学会提供の日本人ノーマルデータベー
筋血流 SPECT
ス（NDB）と比較し、また臨床例についても検討を行った。
（GMPS）を用いた LVDS の評価法を新たに開
発し、心不全の重症度評価や CRT の治療効果予測に関する
【結果】50% 以上の Threshold では偽欠損様の部位が出現し、
有用性を検討した。
【方法】慢性心不全患者 31 名を対象に
また疾患データを用いるため、
NDB と比較し標準偏差（SD）
CRT 前及び 6 ヶ月後に GMPS を施行し、心筋 20 領域の各領
が大きくなる傾向が見られた。これらは Delayed 像のみを
域における時間 -count 曲線を作成、R 波から最大 count まで
用いて作成した結果だが、領域別に閾値を変化させて作成
の時間を収縮末期時間
（TES）と定義し、20 領域間での TES
した場合、全データを用いても良好な結果が得られた。
【結
語】Delayed データを用いた場合に、Threshold40% で SD
の変動係数（CV）及び最大 TES 時間差を R-R 時間で補正
したもの（Dyssynchrony Index: DI）
と左室機能との関連を
を調節することで NDB（-2SD）時と同等の結果が得られた。
調べた。
【結果】CRT 前では CV・DI ともに LVEF と有意な
またセグメント毎に閾値を変化させた場合は、臨床データ
負の相関
（DI: r=0.71, P＜0.0001, CV: r=0.57, P＜0.001）
を示し、 を全例使用でき、SD 調節の必要なく CDB を作成できる可
LVESV とは正の相関（DI: r=0.50, P＜0.005, CV: r=0.33,
能性が示唆された。
P=0.07）を 認 め た。 さ ら に CRT 前 の CV・DI は CRT 後 の
LVEF および LVESV の改善と有意な相関を認めた。
【結語】
10307
以上の結果から本解析法による LVDS 評価は心不全の重症
Tc-99m 心筋 SPECT 画像より局所心
度評価や CRT の治療効果予測に有用な可能性が示唆された。
筋壁厚を推定する方法を考案し、肥
大型心筋症症例で有用性について検
10216
討した
山口 英宣 1，鳥羽 正浩 1，三好 永哲 2，新田 浩一 2，
FFR 計測値と比較した心筋 SPECT 評
1
価法の検討
水村 直 ，趙 圭一 1，汲田 伸一郎 1
1
大阪 肇 1
日医大 放，2 日立メディコ
1
秋田成人医技
方法 : マトリックスサイズ 128×128 で収集した心筋ファン
【背景】当院では負荷心筋 SPECT や冠動脈造影などから
トムデータに対し、Astonish 法のフィルターを用いた画像
補正を行った。カウントプロファイルカーブの微分値の絶
PCI 施行の適応が評価困難な症例に対して、FFR による冠
対値を心筋辺縁の同定に用いた。基礎的検討から得られた
動脈血流予備能を用いて評価しており、またその有用性は
パラメータを用い、臨床例では得られた局所心筋壁厚の推
広く報告されている。
【目的】今回、同時期に施行された
定値を心エコーより求めた実測値と比較した。 結果 : 本法
負荷心筋 SPECT 評価から FFR の計測が予測可能か検討を行っ
た。
【方法】心電図同期を加えたアデノシン負荷による心
による局所心筋壁厚推定値は心エコーによる実測値と有意
筋シンチを施行し、血流評価・機能評価を行い、FFR の計
な正の相関が見られ、壁肥厚の強い部位でも壁厚を良好に
評価する事が可能であった。 考察 : 我々が考案した壁厚推
【考察】今回の検討からは、心筋 SPECT
測値と比較した。
定プログラムにより心筋壁厚を良好に評価可能であり、今
の血流評価と FFR 計測値の両者の所見には乖離が認められ
後臨床応用が可能と考えられた。
たが、心電図同期による機能評価からは予測の可能性が伺
えた。
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10196
Gate SPECT による冠動脈疾患の左
い増加した。Ms index は肺機能評価に臨床的有用性がある
室 dyssynchrony 評価
と考えられた。
1
2
2
長尾 充展 ，阿部 光一郎 ，馬場 真吾 ，
2
2
3
4
50019
磯田 拓郎 ，丸岡 保博 ，千住 竜之 ，高橋 由武 ，
米澤 政人 2，神谷 武志 2，松尾 芳雄 2，本田 浩 2
肺 動 静 脈 瘻 の 肺 血 流 変 化： 肺 血 流
2
3
4
1
九大分子イ， 九大放， 九大医技， 富士 RI
SPECT と dual-energy, dual-source
CT による評価
目的）
SPECT の不均一分布を定量化する濃度フラクタル解
1
析を gate SPECT に応用し冠動脈疾患の左室 dyssynchrony を
菅 一能 ，松永 尚文 2，徳田 修 2，岡田 宗正 2
1
評 価 す る。 方 法 ）狭 心 症 疑 い の 18 人 に adenosine 負 荷
セントヒル病院 放射線科，2 山口大放
thallium SPECT と 256-slice 冠 動 脈 CT を 実 施 し た。Gate 【目的】肺動静脈瘻では、右左短絡評価に加え、盗塁現象
SPECT は、安静と負荷時に一心周期 16 相で収集した。安
による肺血流分布異常も起きるため、肺血流分布の評価は
静と負荷時の収縮末期・拡張中期・拡張末期の濃度フラク
重要である。肺動静脈瘻例における肺血流分布異常の検出
を算出し、これを左
タル解析による Fractal dimension（FD）
における肺血流 SPECT の有用性を dual-energy, dual-source
室 dyssynchrony の指標とした。冠動脈病変は CT で評価した。 CT で得た perfused blood volume map（PBVM）
と比較して
結果）
冠動脈 CT により、狭窄無・単枝病変 13 人と多枝病変
検討した。
【方法】対象は肺動静脈瘻５例で、肺 SPECT-CT
5 人を検出した。負荷時収縮末期と拡張中期の FD が、多枝
融 合 像 と 64 列 CT 装 置（SOMATOM Definition） で 得 た
病変群で
（0.09±0.02; 0.12±0.02）
、狭窄無・単枝病変群と
PBVM で描出された肺野血流欠損域を対比した。【結果】
比べ有意に大きかった
（0.06±0.02, p＜0.05; 0.07±0.02,
全例で SPECT と PBVM の血流欠損域の描出のされ方に差
p=0.005）。負荷時拡張末期と安静時の 3 相において、2 群間
異のある部位を認め、SPECT で完全な血流欠損を呈しても
で有意差は認めなかった。結論）多枝病変において負荷時
さまざまの程度に PBVM では造影効果を認め、特に肺辺縁
FD の増加は、左室 dyssynchrony を反映する。負荷時拡張
の血流欠損が不明瞭であった。
【結論】肺動静脈瘻の肺血
中期と収縮末期 FD は、多枝病変検出の有用な指標となり
流分布異常評価において、PBVM では体循環からの灌流の
得る。
影響があり肺辺縁の血流欠損が不明瞭になる傾向があり、
右左短絡評価も同時に行なえる肺血流 SPECT の方が有用
性は高い。

M2VID6

M2VIE3

SPECT臨床 血流 その他

10345
推算 GFR と 99mTc-MAG3 腎動態シン
チグラフィによる ERPF の関係
50014
山根 拓郎 1，浅野 雄二 1，菊池 敬 2，徳重 尊宣 2，
2
QSPECT Dual Table ARG 法を用い
大関 裕介 ，ウッドハムス 玲子 1，入江 つぐみ 1，
た血行再建術による治療評価の有用
小笠原 豪 1，原 敏将 1，井上 優介 1
1
性
北里大診，2 北里大学病院放射線部
中井 完治 1，小須田 茂 1，喜多 保 1，林 克己 1
（目的）近年、推算 GFR
（eGFR）
が腎機能の評価に用いられ
1
防衛医大放
ている。我々は、eGFR と 99mTc-MAG3 を用いた腎動態シン
【背景／目的】QSPECT Dual Table ARG 法は、脳血流量の
（方法）
チグラフィから求めた ERPF との関係を検討した。
定量性の高い IMP を使用し、同日 1 回の検査で安静時、血
対象は 2011 年 3 月 27 日から 5 月 9 日までに当院で腎動態シ
管反応性の評価ができる上、標準化された SPECT 画像再
ンチグラフィを行い、その施行日前後 1 カ月以内の eGFR
構成プログラムである。今回我々は本検査方法の血行再建
を入手可能であった 30 例
（年齢 19 〜 78 歳）
。腎動態シンチ
術治療効果の有用性について検討したので報告する。
【方法】 グラフィの解析には、新しいユーティリティを使用し、半
2008 年 12 月より今年 5 月まで実施した連続 102 件のうち、
自動関心領域設定法を簡略化した方法で関心領域を設定し、
脳虚血性治療前後に施行できた 7 例を対象とした。全て男
算出した腎集積率を経験式を用いて MAG3 クリアランスに
性で、平均年齢は 61.8 歳であった。症候性 6 例、無症候性
換算し、0.53 で除して ERPF を求めた。得られた ERPF と
1 例で、治療内容は CEA4 例、頭蓋内 PTA1 例、椎骨動脈起
eGFR との関係を直線回帰で検討した。（結果）半自動関心
始部ステント留置 1 例であった。治療前後に QSPECT を行い、 領域設定法で良好な関心領域設定が可能であった。e-GFR
解析ソフトウェア SEEJET により安静時脳血流量、血管予
の平均は 54.6 mL/min/1.73 m2 で、ERPF の平均は 346.6
mL/min/1.73 m2 であり、相関係数は 0.904 であった。（結語）
備能を比較検討した。
【結果】狭窄改善を目的とした CEA
および EC-IC バイパスでは全例脳血管予備能の改善がみら
新しい腎動態シンチグラフィ用ユーティリティを用い、
デー
れたが、塞栓防止のための CEA では脳血管予備能の改善は
タ処理者依存性を減らした ERPF 算出が可能であった。得
み ら れ な か っ た。
【結論】定量性および再現性の高い
られた ERPF は eGFR から推定値よりやや高値であったが、
QSPECT は治療評価を行う上で有用な検査方法である。
相関は比較的良好であった。

14：30～ 15：20

M2VIE4

10214
肺血流シンチ SPECT による肺機能の
定量化の試み

M2VIE5

第 6会場

M2VIE1

M2VIE2

見供 修 1
1
沼田病放
肺機能評価に肺血流シンチ SPECT で算出された血流の不
均一分布と容積変動を統合した Ms index の有用性を検討し
、心疾患群（Gc）
、心肺
た。対象 634 例は、肺疾患群（Gp）
、非心肺疾患群（Go）に分けられた。被検
疾患群（Gcp）
者は仰臥位で、Tc-99m MAA 185MBq を急速静注後 SPECT
が施行された。ROI、s は全肺、左右肺に各々ｗ、ｌ、ｒ
とし、Max count 10％閾値で基礎的肺容積、BVs が算出さ
れた。BVw に対する BVs 比を Bs とし、Br≧0.56 は右肺、
Br＜0.56 は左肺を優位とした。BVs の各 10％閾値幅の部分
肺容積比と Control との差から Ds index、予測肺活量に対す
る 30％閾値肺容積比と Control との差から Vs index が各々
算出され、両者の平方和の平方根を Ms index とした。全例
Mw index 平均値は 29.4 で、呼吸重症化に従い有意に増加し、
Gp と Gcp は、Gc、Go に比し有意に高かった。Mw index
は BGA、Spirometry 値と逆相関した。Gp で Mw index は優
位肺と相関し、優位肺は劣位肺に比し低く呼吸重症化に従

10417
核医学検査で経験した有害事象の 2 例

宮崎 知保子 1，原田 太以佑 1，小林 健太郎 1，
西岡 典子 1，石黒 絵里 1，臼渕 浩明 1
1
市立札幌放診
核医学検査で有害事象の発生はまれである．最近経験した
2 例の有害事象を報告する．症例 1：40 歳代後半の女性．
乳癌術後症例で骨シンチグラフィ終了間際時，意識障害，
呼吸停止によりコードブルーが発生，
激烈な代謝性アシドー
シスが観察された．閉所恐怖症から過度の過換気症候群を
引き起こし，低酸素状態にさらされたと推察された．前医
での CT 検査は可能であり，
閉所恐怖症の自覚に乏しかった．
症例 2：30 歳代前半の男性． SLE と抗リン脂質抗体症候群
が疑われ経過観察中に黒内障の頻度増加や抗 DNA 抗体の
上昇傾向がみられた．123I-IMP シンチグラフィが施行され，
CNS ループスと診断された．検査数週後より，右手のしび
れや疼痛，感覚障害の訴えあり，右橈骨動脈での脈拍触知
不良がみられた．CT 検査により上腕動脈から橈骨 / 尺骨動
脈分岐部にかけての閉塞がみられた．123I-IMP 検査時の動
脈血採血穿刺部位との関連が疑われた．ワーファリン投与

― S231 ―

11一般演題抄録.indd

231

2011/08/29

14:06:57

第 51 回日本核医学会学術総会

294

により症状は消失し，
橈骨動脈での脈拍触知も良好となった．

腫瘍：SPECT

M2VIIA1

第 7会場

9：00～ 10：00

脳腫瘍における 201Tl-SPECT

10399

種と診断された .AS では両側副腎の描出を認めなかった .
【考察】PPNAD は若年より Cushing 症候群を呈し ,両側副腎
に 1cm 以下の黒褐色の小結節を多数認める .Carney 複合を
高率に合併し ,多彩な腫瘍性病変を合併するためフォローアッ
プが必要である .black adenoma は compact cell が大部分を占
める腺種であり AS では集積を認めないことが多い .
【結語】臨床情報と総合的に検討することで ,稀な副腎腫瘍
の鑑別に AS は有用である .

10198
I-131 MIBG シンチグラフィによる副
能勢 歩美 1，大塚 秀樹 2，音見 暢一 1，能勢 隼人 1，
1
1
1
腎褐色細胞腫の診断能についての検
寺澤 かおり ，國金 大和 ，原田 雅史
1
討
徳島大放，2 徳島大 画像情報医学
1
201
阿部 光一郎 ，馬場 眞吾 1，磯田 拓郎 1，
【目的】脳腫瘍の良悪性鑑別における Tl-SPECT の有用性
丸岡 保博 1，佐々木 雅之 2，本田 浩 1
（男：
について検討。
【対象】病理学的診断を得た脳腫瘍 88 例
1
九大放，2 九大保
44、女：44）、年齢 3−80 歳（平均 55 歳）。悪性 58 例、良性
30 例。【方法】（1）視覚的評価：a）集積の有無、b）集積有り ［目的］ I-131 MIBG シンチグラフィを用いて副腎褐色細胞
腫の診断能を検討した。
［対象と方法］対象は副腎褐色細胞
の病変について、201Tl-SPECT 早期像・遅延像のみで放射
腫を疑われて I-131 MIBG シンチグラフィを施行された患
線診断医 3 名で、5 段階評価法にて ROC 解析を行った。
（2）
（男性 8 例、
女性 11 例）
。年齢は 32-73 歳、
中央値 60 歳。
者 19 例
（RI）
＝delayed ratio
（DR）
/
半定量的評価：Retention index
early ratio（ER）を算出。ER・DR はそれぞれ早期像・遅延
最終診断は組織学的に確定され、褐色細胞腫 9 例、皮質腺
腫 7 例、副腎癌 1 例、悪性リンパ腫 1 例、正常副腎 1 例であっ
像の病変部
（L）カウント / 正常部
（BG）カウントで計算。病
た。Planar 画像後面像にて集積程度を 4 段階にスコアリン
変部・正常部ともに平均カウントを使用する RI Lmean/
BGmean、RI Lmax/BGmax、RI Lmax/BGmean の 3 パター
グし、肝臓よりも集積の高い 3 以上を陽性とした。褐色細
胞腫 1 例を除く 18 例では SPECT/CT でも解析を行い、肝臓
a）88 例中 14 例で集積陰性。
ンを比較検討した。
【結果】
（1）
の集積に対する副腎腫瘍の集積をカウント比で算出した。
［結
b）全ての読影者で正診率 70% 以上、経験年数が長いほど正
果 ］ Planar 画 像 を 用 い た 視 覚 評 価 で の 診 断 能 は、 感 度
RI はカウントの mean・max に関わら
診率は高かった。
（2）
75.0%、特異度 90.9%、正診率 84.2% であった。SPECT/CT
ず有意に良悪性の鑑別ができた。RI の cut off 値を 0.6 とす
での副腎 / 肝臓カウント比の解析では、2 および 3 以上を陽
【結
ると、良悪性鑑別は感度 85.2%、特異度 50% であった。
201
性とした場合の感度、特異度、正診率はそれぞれ、2 以上
論】 Tl-SPECT の視覚的および半定量的評価は、脳腫瘍
で 75%、80%、77.8%、3 以上で 75%、90%、83.3% であった。
の良悪性鑑別に有用である。
［結論］ I-131 MIBG シンチグラフィは、感度は低いものの
特異度が比較的高く副腎褐色細胞腫の診断において有用で
10129
ある。
Tc-99m-MIBI 副甲状腺シンチにおけ
る SPECT-CT と超音波検査との比較
1
1
1
1
10467
吉田 敦史 ，東山 滋明 ，河邉 讓治 ，小谷 晃平 ，
子 宮 体 癌 に お け る sentinel node
川尻 成美 2，小野田 尚佳 2，塩見 進 1
2
1
navigation surgery：
大阪市大核， 大阪市大腫瘍外
lymphoscintigraphy の有用性
外科手術が前提となることが多い副甲状腺病変では術前に
1
中原 理紀 ，進 伸幸 2，片岡 史夫 2，村上 康二 1，
精度の高い解剖学的情報の要求が高く超音波検査により解
栗林 幸夫 1
剖学的位置を確認している。しかし、超音波検査では検査
1
者による差異があり、客観的な情報を得るには限界がある。
慶應大放，2 慶應大婦
また、胸腔内病変の描出は困難である。SPECT-CT では客 【 目 的 】 わ れ わ れ は 婦 人 科 領 域 に お け る sentinel node
concept の成立に関しての臨床研究を報告してきた。今回、
観 的 に 精 度 の 高 い 解 剖 学 的 情 報 を 提 供 で き る。 今 回
SPECT-CT と超音波検査との描出能を比較した。【対象】
SNNS における lymphoscintigraphy（LSG）の有用性について
99m
検討したので報告する。
【方法】手術前日、子宮鏡を用い
2010 年 4 月〜 2011 年 3 月まで Tc-MIBI を用いた SPECTCT による副甲状腺シンチを行い、超音波検査・切除術を
て 99mTc-phytate を腫瘍周囲に投与した。13-15 時間後に LSG
【方法】副甲状腺シンチをおこない、指摘
施行、その 1 時間半後に SNNS を行った。術中には色素法
行なった 20 例。
（SNL）
を同定した。術中迅
しえた病変と超音波所見・手術所見を比較した。
【結果】
も併用し、sentinel lymph node
速凍結切片および術後のパラフィン切片によるサイトケラ
副甲状腺シンチでは 20 例中副甲状腺病変は 18 病変を指摘
チン染色にて転移の有無を評価した。
【成績】評価可能 7 例
した。超音波検査では 24 病変が指摘された。手術では 26
において、色素法では 6 例、RI 法では全例において術中に
病変を認めた。腺腫 18 病変、過形成 8 病変であった。超音
波検査と比較すると、
18 病変の内 13 病変は一致していたが、 SLN の同定が可能であった。平均の SLN 同定個数は，6.9
3 病変は偽陽性であった。また、2 病変は縦隔内病変であり、 個だった。そのうち LSG で同定可能であったものは 7 例中
6 例（86%）であった。SLN に転移を認めたのは 3 例 4 リン
超音波検査では指摘しえなかった。SPECT-CT にて指摘し
えなかった病変は 11 病変であった。
パ節で、micrometastasis および 3 つの ITC であった。SLN
以外に転移を認めた症例はなかった。
【結論】現時点では
子宮体癌における SLN concept は成立していると考えられ
10228
るが、今後症例数を増やし詳細な検討が必要である。
Cushing 症候群を呈する稀な副腎腫
瘍の画像と病理所見の検討
1
1
1
10390
原田 太以佑 ，宮崎 知保子 ，小林 健太郎 ，
軟 部 腫 瘍 の 良 悪 性 鑑 別 に お け る Tl西岡 典子 1，石黒 絵里 1，臼渕 浩明 1，辻 隆裕 2，
2
3
3
4
201 腫瘍シンチグラフィの有用性
深澤 雄一郎 ，高田 徳容 ，関 利盛 ，和田 典男
1
佐藤 修平 1，新家 崇義 1，奥村 能啓 2，金澤 右 1
市立札幌 放診，2 市立札幌 病理，
2
3
4
1
岡山大放， 福山市民病放
市立札幌 泌尿器， 市立札幌 糖尿病内分泌
【目的】 Cushing 症候群を呈する稀な副腎腫瘍の画像検討を 【目的】軟部腫瘍の良悪性鑑別における Tl シンチグラフィ
の有用性について後方視的に検討した。
【方法】対象は
行う .
1995 年 4 月から 2007 年 12 月の間に軟部腫瘤を主訴として
【症例 1】
20 代女性 .CT 検査で右副腎に 5mm 大の結節を認め ,
病理組織では両側性の原発性色素性小結節性副腎異形成
（PPNAD） 当院を受診し Tl シンチグラフィを施行した 192 症例。内訳
の診断となった .アドステロールシンチグラフィ
は悪性 85 例、良性 107 例である。Tl シンチグラフィは 15 分
（AS）では
後の早期相および 2 時間後の後期相を撮像し、それぞれの
両側副腎に淡い集積を認めた .【症例 2】30 代男性 . CT 検査
相で腫瘍部および対側健常部に関心領域を設定し、
腫瘍 / バッ
で左副腎に 27mm,右副腎に 13mm の結節がみられ ,左副腎は
（T-BG）/
肉眼的に黒褐色を呈する black adenoma,右副腎は通常の腺
クグラウンド比（TBR）を算出した。TBR＝［

M2VIIA4

M2VIIA2

M2VIIA5

M2VIIA3

M2VIIA6
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BG］×100（ ％）【 結 果 】 悪 性 症 例 の 早 期 TBR は 124±
109 ％、後期 TBR は 82±83 ％、良性症例の早期 TBR は 22
±42 ％、後期 TBR は 12±25 ％と、いずれも統計学的有意
差を認めた。但し、pitfall として高分化型脂肪肉腫は偽陰
性を示し、色素性絨毛結節性滑膜炎と腱鞘巨細胞腫は偽陽
性を示す傾向にあった。
【結論】軟部腫瘍の良悪性鑑別に、
Tl シンチグラフィの定量性評価は有用であったが、偽陽性、
偽陰性を示しやすい腫瘍は認知しておく必要がある。

腫瘍：SPECT臨床 骨 1
第 7会場

10：00～ 10：50

10082
骨シンチ診断支援ソフト
「BONENAVI」
の初期使用報告
薄井 広樹 1，加藤 弘毅 1，本多 正徳 1，飯島 賢了 2，
3
菊池 明泰
1
済生会宇都宮・放，2 済生会宇都宮・医療技術部，
3
金沢大学大学院・医学系研究
この度、
富士フイルムＲＩファーマ株式会社のご協力により、
同社の開発した骨シンチグラフィ診断支援ソフトウェア
「BONENAVI」
を使用する機会を得たので、同ソフトウェアの初期使用経
験に関し、実際の使用症例も交えて報告する。

M2VIIB1

M2VIIB2

10224
Bone NAVI の有用性に関する検討

内山 裕子 1，志賀 哲 1，岡本 祥三 1，真鍋 治 1，
竹井 俊樹 1，上林 倫史 1，平田 健司 1，玉木 長良 1，
服部 直也 2，吉永 恵一郎 3
1
北大核医学，2 北大 分子イメージング講座，
3
北大 光生物学分野
【目的】BONE NAVI software は従来の視覚的評価に加え、
客観的な情報を提供し、診断を支援するソフトである。今
回の目的はさまざまな原発の骨転移に対してのこの
software の有用性を明らかにすることである。【方法】対象
は肺癌 2 例、前立腺癌 2 例、乳癌 2 例、多発性骨髄腫 2 例、
GIST、胸膜中皮腫それぞれ 1 例の計 12 例（36Scan）
尿管癌、
胃癌、
の Tc-99m MDP 全身骨シンチを評価した。BONE NAVI と
核医学専門医２名での視覚的評価を比較した。
【成績】12
症例中 1 例で骨格のセグメントが不適切、2 例で表示サイ
ズがばらつき評価不能であった。溶骨性転移、恥骨転移、
骨外病変は自動検出されなかった。頚部や肩関節周囲の集
積の異常確率が過剰評価であった。複数の検査のスケール
を統一化することが容易であり、経時的変化の視覚的評価
をするのには有用であった。
【結論】複数の骨シンチ画像
の表示スケールの統一化は骨転移の経時的変化の評価に有
用であったが、溶骨性病変など異常集積の自動検出や異常
確率の提示などについては改善が望まれる。
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らに検討を進める必要がある。
10271
骨シンチ診断支援ソフト BONENAVI
の検討 ; カウント情報と ANN, BSI 値
の関係
1
須山 淳平 ，篠塚 明 1，西城 誠 1，後閑 武彦 1，
2
河上 一公 ，菊池 明泰 3
1
昭和大放，2 島根大学大学院，3 金沢大学大学院
セグメンテーショ
骨シンチ診断支援ソフト BONENAVI は、
ン処理・ニューラルネットワーク解析により、診断支援情
報（ANN 値、ホットスポット数、BSI 値）を提供する。条
件の変化が画像情報に及ぼす影響は不明であり、
ホットスポッ
トのカウント情報が解析結果に与える影響を検討することが、
99m
今回の study の主目的である。 Tc-MDP による骨シンチ画
像で、脊椎のホットスポットのカウントを 0.5 → 3.0 倍と変
化させ、ANN 値と BSI 値を検討したところ、全体的にはカ
ウントが上がるにつれ、ホットスポット数と BSI 値も大き
くなり、カウントの増加が、他のホットスポットを検出す
る基準にも影響があると考えられる。またホットスポット
の局所において、rBSI 値はカウントが 2.5 倍以上になると
ほぼ一定の値となる症例が多く、カウントの増加がホット
スポット辺縁の認識に影響があると考えられた。ANN 値
に大きな変化は見られなかった。ホットスポットのカウン
トの変化の、その検出や BSI 値への影響が確認され、集積
の大きさ・形状などが ANN,BSI 値がどのように変化する
かを含め、報告する。

M2VIIB4

10293
骨シンチ診断支援ソフト BONENAVI
の検討；転移の有無と ANN 値 , BSI
値の関係について
1
須山 淳平 ，篠塚 明 1，西城 誠 1，崔 翔栄 1，
1
後閑 武彦 ，河上 一公 2，菊池 明泰 3
1
昭和大放，2 島根大大学院，3 金沢大学大学院
今回、骨シンチ診断支援ソフトである BONENAVI を使用
する機会をえた。本ソフトはホットスポットを認識し、セ
グメンテーション処理・ニューラルネットワーク解析により、
診断支援情報（ANN 値、ホットスポット数、BSI 値）を提
供する。従来通りの視覚評価に加え、定量値および転移ら
しさを表す ANN 値などの数値を参考にし、診断に役立て
る事ができる様になったが、転移の有無とこれらの数値の
変化についての詳細については、今後の検討段階である。
今回は転移の有無が全身および局所の ANN 値、BSI 値に与
える影響を検討する事が目的である。以下、転移の有無に
つきそれぞれ 19 症例ずつの結果を示す。転移を有する症例
は、BSI 値 0.861±1.72、ANN 値 0.652±0.273、無い症例
は BSI 値 0.27±0.272、ANN 値 0.128±0.281 であった。全
く異常集積が無い症例では、BSI と ANN 値がともに 0 とな
る事もあり、症例群全体としては転移を有する症例のほう
が高値となるが、当然多くの overlap が存在する。症例を
重ね、
これらの値を用いた時の診断能につき検討・報告する。

M2VIIB5

10070
骨シンチ診断支援ソフト BONENAVI
を用いたホットスポット検出率の検
討
1
若林 大志 ，中嶋 憲一 1，稲木 杏吏 1，小西 貴広 2，
第 7会場 11：00～ 12：00
菊池 明泰 3，絹谷 清剛 1
2
3
1
金大核， 金大放射線部， 金大大学院保健
10154
【目的】骨シンチにおける診断支援ソフト BONENAVI が開
コンピューター支援診断（CAD）に
発された。BONENAVI ソフトを使用した臨床的有用性を、
よる骨シンチグラフィーの診断能向
連続症例と骨転移症例の 2 群で解析検討した。
上の評価に関する研究，臨床的検討
【方法】日本
1
朝永 博康 ，有坂 有紀子 1，樋口 徹也 1，中澤 梓 1，
人用のデータベースを基にしたニューラルネットワーク技
小平 明果 1，織内 昇 1
術を用いて全身骨スキャンで認める高集積部位のリスク分
1
類を行い、
指標として示される artificial neural networks
（ANN）
群大核
について視覚的評価と比較検討を行っ 【目的】骨シンチグラフィーにおける転移の有無の診断に
と bone scan index（BSI）
た。
【結果】連続症例について検討したところ視覚的に認
おいて、コンピューター支援診断（CAD）の使用による診
められる高集積以外でも BONENAVI は高集積部位を良好
断能向上を認めるか評価する。
に検出したが、偽陽性の集積を頭蓋骨、肩関節、仙腸関節
【方法】対象は転移が疑われ骨シンチグラフィーを撮影し
で認めた。骨転移症例の経過観察においては視覚的な集積
た 150 名（乳癌、前立腺癌、肺癌その他：各 50 名、内 36 名
の 増 減 が ANN、BSI の 変 化 と 合 致 し て い た。
【結論】
に転移あり）
。3 名の 読影診断 と 読影＋CAD 診断
の Reference standard に対する一致率、患者単位及び領域単
BONENAVI の高集積部位の検出率は良好で経過観察には
有用であるが、スクリーニングで診断に用いる際は今後さ
位での感度・特異度の比較を行った。
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【結果】 読影診断 と 読影＋CAD 診断 の Reference
standard に対する一致率に有意差は認めず、感度・特異度
も概ね有意差は認めなかった。 読影診断 の感度 75.0 〜
86.1%、特異度 87.8 〜 93.0% であり、 読影診断＋CAD
の感度 66.7 〜 86.1%、特異度 90.4 〜 94.7% であった。
【結論】CAD システムは習熟した読影者の使用では有意な
診断能向上を認めないが、経験の浅い読影者の場合では診
断能の向上が期待できる。
10299
コンピューター支援診断（CAD）に
よる骨シンチグラフィの診断能向上
の評価に関する研究（基礎編）
1
河上 一公 ，織内 昇 2，樋口 徹也 2，有坂 有紀子 2，
嶋田 博孝 3
1
富士フイルム RI ファーマ，2 群馬大学核医学，
3
群馬大学放射線
【目的】骨シンチグラフィの診断支援ソフト BONENAVI は、
人口ニューラルネットワーク解析により診断支援情報であ
る ANN 値を出力する。今回、ANN 値の骨転移の有無に対
する診断能を評価したので報告する。
【方法】99mTc-MDP
で収集された骨シンチ画像 150 例について、BONENAVI を
用いて解析を行い ANN 値を算出し、骨転移有無に対する
ROC 曲線を作成した。リファレンススタンダードは骨シン
【結果】
チ、CT、MRI 等の所見から総合的に決定した。
ROC 曲線の AUC は ANN 値で 0.875 であった。【結論】骨転
移有無の診断に対して、BONENAVI の ANN 値は高い診断
能を有することが確認され、骨シンチの診断支援に有用で
あることが示唆された。

M2VIIC2

能性がある。
10382
原発癌の違いによるプラナー全身骨
スキャンのコンピュータ支援読影法
の精度について
1
堀越 浩幸 ，岡山 絢 1，大屋 成之 1，秋吉 司 1，
清水 淳史 1，菊池 明泰 2，河上 一公 2，鈴木 英樹 3
1
群がんセンター放診断，2 富士フィルム RI ファーマ
（株）
，
3
岸病院放
【目的】プラナー全身骨スキャンのコンピュータ支援読影
ソフト（CAD）を使用し，原発癌の違いにより骨転移診断
の精度に差がでるかについて検討したので報告する。
【対
象と方法】対象は骨転移検索のために骨シンチグラフィを
施行した 223 症例（原発癌：乳癌 125，前立腺癌 64，肺癌
34）。当院で診断が確定しているデータを用い CAD 用のデー
タベースを作成。次に診断の確定しているプラナー全身骨
スキャンに対し CAD を施行した。原発癌の違いにより
CAD の精度に差が出るかを統計学的に検討した。【結果】
原発癌の違いによる CAD の感度 / 特異度 / 正診率は乳癌，
前立腺癌，肺癌でそれぞれ 88 ％（7/8）/92 ％（108/117）
/92％（115/125），100％（10/10）/81％（44/54）％ /84％（54/64），
92 ％（12/13）/76 ％（16/21）/82 ％（28/34）で，各群間の
正診率に有意差（p＜0.05）を認めた。一方感度に明らか
な有意差は認めなかった。
【結論】CAD の感度に原発癌の
違いで差がないことから，病変検出においては，原発癌ご
とのデータベース作成は必要ないと考えられた。

M2VIIC5

10124
骨シンチグラフィ自動解析ソフトに
10150
よる前立腺癌予後予測の可能性
高橋 佳子 1，吉村 真奈 2，鈴木 邦仁 2，橋本 剛史 2，
骨シンチ自動解析ソフトウェアによ
1
る骨シンチグラフィーの定量的評価
小泉 潔 ，徳植 公一 2
1
市川 聡裕 1，小林 直樹 1，栃木 佳宏 1，野津 聡 1，
東医大八王子放，2 東医大放
齊藤 吉弘 1，井上 賢一 1，中島 哲夫 2
（目的）骨シンチグラフィにおける EOD（extent of disease）
1
スコアや BSI（bone scan index）
埼玉ガン放，2 白岡中央総合病院
は前立腺癌予後予測に有用
【目的】骨シンチ定量解析ソフトウェア（EXINI bone、富
である事が知られている。しかしこれらの方法は、煩雑で
士フイルム RI ファーマ）の初期使用経験について報告する。
また判定者によるばらつきが見られる事がある。今回我々
は骨シンチグラフィの自動解析ソフトウェア BONENAVI
（EXINI
【方法】当院にて施行された 99mTc-MDP 骨シンチグラフィー
diagnostics AB 社製）により算定される BSI 値が EOD スコ
の患者を対象とした。前後面全身像の DICOM データを解
析に用い正常データベースと比較し異常所見を拾い出しス
アと相関するかどうかについて検討した。
（方法）骨シン
コアの算出を行った。数名の乳癌骨転移患者については経
チグラフィが施行された前立腺癌患者 135 例を対象とした。
過中複数回の骨シンチが施行されており、治療経過とスコ
各々の症例の EOD スコアは放射線科専門医により判定され、
アとの比較を行った。
【成績】解析ソフトの操作自体は簡
BSI は BONENAVI により自動解析された。（結果）BSI は 0
便で骨シンチグラフィーの定量評価、数値化が行えた。複
〜 13.2 ま で の 範 囲 で あ っ た。EOD 0 で は 0.150±0.141,
EOD1 では , 1.202±0.618、EOD2 〜 4 では 8.342±3.452 を
数回施行された患者についても異常集積部位の再現性は概
ね良好であった。
【結論】集積機序も併せて骨シンチでの
（Tukey
示した。EOD 0, 1 と 2 〜 4 は有意差が認められた。
Kramer test : EOD 0 vs EOD 1, P＜0.001; EOD 0 vs EOD 2 〜
異常集積のみで骨転移とは断定できない場合も多いが骨シ
ンチ定量解析ソフトウェアにより異常集積の見落としの減
4, P＜0.001; EOD 1 vs EOD 2 〜 4, P＜0.001）
（結語）従来法
.
少など一定の効果が期待できる。また骨シンチの集積程度
による EOD スコアと自動解析による BSI は相関した。自
と転移巣の活動性が異なる場合もあるものの数値化により
動解析による BSI は前立腺癌予後予測に有用であることが
ある程度客観的な指標が得られるものと考えられた。
示唆された。

M2VIIC3
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10166
フラクタル解析を用いた骨シンチグ
ラフィ臨床診断補助の検討
我妻 慧 1，三輪 建太 1，小山 眞道 1，早坂 和正 1，
第 7会場 13：30～ 14：30
2
長尾 充展 ，高橋 由武 3
2
3
1
がん研有明， 九大病院， 富士 RI
10384
従来、骨シンチグラフィは定性的な評価が行われてきた。
脳血管障害におけるＱＳＰＥＣＴを
さらに定量的な情報を加味することによって鑑別診断の一
用いた脳血流定量測定の有用性
助だけでなく、
治療効果判定など新たな可能性を期待できる。 橋川 一雄 1，杉浦 由理 1，小林 潤也 1，高橋 大介 1，
2
本研究では、骨シンチ濃度フラクタル解析の臨床診断補助
高出 直子
1
への可能性を検討した。骨シンチを施行した前立腺がんの
大阪南医セ脳内，2 大阪南医セ放
被検者 76 例（転移例 24 例、脊椎変性例 24 例、正常例 28 例） 【目的】当院では 2007 年末に QSPECT を導入し脳血管障害
を対象とした。年齢は 69.6±7.8 歳であった。骨シンチ全
を中心に臨床に用いてきた。今回はその有用性および問題
身像の脊椎前後に長方形の ROI を設定し、濃度フラクタル
点について述べる。
【方法】用いた SPECT 装置は、シーメ
コリメータは汎用低エネルギー用コリメー
解析を行い、フラクタル次元を求めた。フラクタル次元を
ンス社製 E-CAM、
【成績】臨床的に正常と判断された症例の平均
転移例、変性例、正常例の 3 群において有意差検定を行った。 タである。
脳血流は、ACA 領域 33.4±4.5 ml/min/100gr
（mean±sd）
、
脊椎前後のフラクタル次元において、転移例は変性例、正
。また、転移例
MCA 35.6±3.7、PCA 36.7±3.9、また、Diamox 負荷増加
常例の両者とも有意差があった（p＜0.01）
のフラクタル次元の平均値は他の 2 群より低値を示した。
率 は 42.9±12.3%、44.3±10.8、44.9±7.9 で あ っ た。ICA
あるいは MCA に 70% 以上の狭窄性病変を有する症例では、
濃度フラクタル解析は骨シンチ臨床診断補助になり得る可
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当該領域での Diamox 増加率の低下を認めた
（p＜0.05）
。
ACA や BA 高度狭窄例で対応する領域の Diamox 増加率低
下を認めた。少数ではあるが臨床に一致しない極端な低値
を認めることがあった。
【結論】脳血流量および Diamox 負
荷増加率は従来の報告と良く一致した。しかし、はずれ値
についてはその原因の検討が必要であった。



297

採血法との間には高い相関があった。DTARG 法との相関
はあまり高くなかった。
【結論】1 点動脈採血で SD 法に準
ずる rCBF 定量は可能であり、静脈採血でも持続動脈採血
の代用が可能であることが示唆された。

10344
推定入力関数を用いた非侵襲的
10080
DTARG 法による脳血流量測定の試み
3D 脳ファントムを用いた QSPECT
福島 和人 1，森脇 博 1 , 2，森田 奈緒美 1，福本 真司 1，
1
再構成画像の施設間再現性評価
山田 直明 ，内藤 博昭 1
1
国循セ放，2 国循セ脳内
堀 祐樹 1，平野 祥之 1，銭谷 勉 1，飯田 秀博 1
1
【目的】小児症例を対象に開発した、入力関数を推定して
国循セ研・画診
脳血流量
（CBF）
を非侵襲に測定する Dual table ARG 法（推
【目的】QSPECT は、吸収、散乱を正確に補正する SPECT
画像再構成ソフトウェアで、施設間再現性の高い画像を提
定法）の精度について検討した。
【方法】対象は脳血管障害
供することが期待される。一方これまでに施設間再現性を
患者 15 例。体重と投与時刻、投与量で補正した実測の動脈
系統的に評価した報告は、脳臨床画像を用いた研究 1 例の
血 RI カウントの平均値をこれまでのデータベースを用いて
みである。本研究の目的は、QSPECT 再構成画像の施設間
算出し、その平均値から各症例の体重と投与時刻、投与量
から推定動脈血 RI カウントを算出し、CBF を測定する推
再現性を確認することである。
【方法】各施設にて、本研
究部で作成した構造が既知である脳ファントムの撮像を行い、 定法と、実測法と PET 法のそれらと比較した。
【成績】推
QSPECT および従来ソフトウェアでの再構成を行った。こ
定法は実測法よりも高値を示す傾向がみられた。PET 法と
れらの再構成画像に対してレジストレーションを行い、設
比較では、実測法は PET 法より低値を示す傾向がみられた
が、推定法は、ばらつきが大きいものの、比較的 PET 法に
計図であるデジタル画像に位置を合わせた。ソフトウェア
ごとに施設間の平均画像、COV 画像を算出した。また
一致していた。
【結論】推定法による CBF 測定を成人例に
QSPECT 再構成画像と空間分解能を合わせたデジタル画像
応用した。今後、推定法による CBF が実測法よりも高値を
の差分画像を算出した。
【結果】QSPECT 再構成の COV 画
示したり、ばらつく要因を詳細に検討し、推定法による
CBF 測定の精度を向上させたい。
像の方が、従来再構成の COV 画像よりも低い値となった。
また差分画像より、位置合わせ、統計、再構成による誤差
すべてを含め、10% 以下となった。
10292
【結論】QSPECT で再
構成された画像は施設間再現性が高く、多施設研究にも利
IMP graphic plot 法 と ARG 法 で の
用可能である。
Diamox 負荷後の血流増加率の比較検
討
1
10459
須山 淳平 ，篠塚 明 1，西城 誠 1，後閑 武彦 1，
2
脳血流定量における IMP 投与方法の
高瀬 正 ，和田 晃 3，安部 琢己 3
1
評価法の検討
昭和大放，2 昭和大学放射線部，3 昭和大脳神経外科
大西 拓也 1，秀毛 範至 2，安藤 彰 1，山本 綱記 1
Graphic plot 法（以下 GP 法）と ARG 法を同時に施行した症例
1
で、健常大脳半球での Diamox 負荷による血流増加率を検
釧路孝仁会記念病院 放部，
2
釧路孝仁会記念病院 放射線科
［方法］対象は片側性の ICA または MCA の狭窄や
討した。
閉塞があり、対側大脳半球には MRI や MRA で粗大病変の
IMP ARG 法では IMP 投与法は標準入力関数の収集時と同
［NEURO FLEXER］
を用いて基底核上部
一方法にて行うことが望ましい。しかし自施設での投与法
無い 20 例である。
。
［結果］
安静時、
レベルの 1 スライスでの血流値を測定した。
の妥当性を評価する手段はない。そこで今回臨床データで
負荷時とも血流値は GP 法の方が高値であった。血流増加
ある 28 分間の DynamicSPECT 収集による実測脳カウントと、
標準入力関数より計算した推定脳カウントとのフィッティ
率は ARG 法 43.3±30.3%、GP 法 18.4±11.6％で、ARG 法
の方が有意
（p＜0.006）
ング精度による投与法の評価を変動係数により行いその検
に高かった。
［結語］
GP 法の血流増加
証を行った。検証は、投与方法により 3 群に分けた臨床デー
率が低いのは使用している関数のパラメータ値が原因と思
タを使用した。脳カウント推定、フィッティングは薬剤動
われる。GP 法では血流増加率が過少評価されており、軽
態計算プログラムである WinSaam を使用し、標準入力関数
度の循環予備能低下領域が見落とされる危険がある。
は 2 種類のデータを使用した。
結果は各群間で変動係数に差がみられ、また投与法を変更
した場合のシミュレーションを行うことが可能であった。
本法は臨床データで評価が可能であり、投与方法の評価法
として有用であると考える。
第 7会場 14：30～ 15：30
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10195
10211
123
Split-dose 法を基にした 1 点動脈採血、
I-IMP を用いた脳血流 SPECT 検査
静脈採血による局所脳血流量定量法
における肺のクリアランスについて
の検討
の有用性
1
1
1
1
1
森田 奈緒美 ，福島 和人 1，東 将浩 1，山田 直明 1，
中村 誠治 ，菊池 隆徳 ，井上 武 ，石丸 良広 ，
松木 弘量 1，小亀 雅広 1，稲月 千尋 1
内藤 博昭 1
1
1
愛媛県中放
国循セ放
【目的】Split-dose 法
（目的）123I−IMP の肺でのクリアランスに影響する因子に
（SD 法）による局所脳血流
（rCBF）定量
をより低侵襲・簡便に施行するため、1 点動脈・静脈採血
ついて検討した。
（対象と方法）連続 48 症例 51 検査（男性
から持続動脈採血カウントを推計する方法を検証し、その
35、女性 13、平均 64.0 才）。2 例は異なる呼吸条件下（覚醒、
有用性を検討した。
【方法】平成 22 年 1 月から平成 23 年 4
鎮静のみ、
鎮静＋呼吸補助）で 2 回以上同じ検査が行われた。
脳血流シンチ撮像開始と同時に移動式の半導体検出器
（THE
月までに当院で SD 法にて rCBF 定量を施行した 50 症例に
123
DIGIRAD）にて肺への集積を測定、得られた time activity
ついて検討した。 I-IMP を 0 分、27 分に等量静注し、初
curve から T1/2 を計算した。年齢、性別、既往歴や動脈血
回静注後 6 分間の持続動脈採血に加え、10 分動脈採血、60
ガス所見と T1/2 に関連があるか検討した
分静脈採血を施行し、SD 法に準じて rCBF を求め、Dual
（spearman s rank
Table ARG（DTARG）法により求めた rCBF、我々の開発し
test）。また異なる呼吸条件下での T1/2 を比較した。
（結果）
た 1 点動脈・静脈採血用定量ソフトより求めた rCBF を比較
T1/2 は心疾患と喫煙歴（rs=0.4074，rs=0.4237；p＜0.01）、
pO2 と Hct（rs=-0.3541, rs=0.3389; p＜0.05）に関連を認めた。
検討した。
【結果】1 点動脈採血法で求めた rCBF と持続動
（33.9
脈採血法で求めた rCBF の間に高い相関があり、同じ 1 点動
喫煙群の T1/2 は非喫煙群よりも有意に延長しており
脈採血を用いた DTARG 法とほぼ同等であった。1 点静脈
±6.8, 27.4±5.8 ; p＜0.005，unpaired ttest）
、同じ患者でも
採血法では、1 点動脈採血法よりは若干劣るが、持続動脈
鎮静＋呼吸補助下で行った場合の T1/2 はより延長していた。
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（結論）喫煙や呼吸状態の変化が肺のクリアランスを低下
させる原因の１つとして考えられるため、これらの影響も
加味して血流値を評価するのが望ましい。
10448
ACZ 負荷 IMP 脳血流 SPECT ARG １
日法における平均血流増加率の推定
秀毛 範至 1，大西 拓也 1，安藤 彰 1，山本 綱紀 1，
2
稲垣 徹 ，入江 伸介 2，齋藤 孝次 2
1
釧路孝仁会記念放，2 釧路孝仁会記念脳外
（ACZ）
負荷脳血流 SPECT
【目的】I-123 IMP acetazolamide
ARG １日法により得られる負荷前後の２つの全脳平均時
間放射能曲線
（TAC）の 2-compartment model 解析から、非
採血下に平均血流増加率を推定する。
【方法】脳主幹動脈
狭窄患者 56 例を対象とした。ACZ
（1000mg）負荷前後の２
つ の 全 脳 平 均 TAC と 非 較 正 標 準 入 力 関 数 を 用 い て
2-compartment model 解析を施行し、脳への流入速度定数（K1:
ml/min/ml brain）と流出速度定数（k2: 1/min）について、安静
および負荷時の値（安静時：CfK1,k2; 負荷時：CfK1d,k2d,
*Cf は標準入力関数較正定数）を求めた。４つの parameter
をすべて最適化した場合
（4P）
, および VD を負荷前後で一
定と仮定した場合
（3P）の２つのモデルについて parameter
を決定後、
血流増加率
（K1d/K1）
について 4P と 3P で比較した。
【結果】4P,3P ともに全例において収束した。K1d/K1 は、
4P, 3P で一致し、平均 1.34±0.22 であった。【結論】本法に
より、非採血下に ACZ 負荷による全脳平均血流増加率の推
定が可能である。4P および 3P モデル間で、結果に有意な
差は認められなかった。

M2VIIE2

M2VIIE3

10338
DTARG による血管予備能と術後の過
灌流について

大友 一匡 1
1
広南病院放
当院では、CEA および CAS を施行対象とした患者に対し、
DTARG を行い手術の適応および術後の過灌流予測に用い
ている。CEA 施行の 12 件、CAS 施行の 27 件の症例におい
て術前の DTARG による血管予備能と術翌日の ARG による
L/N 比について検討した。対象領域は、ACA 領域、MCA
領域 1、2、3 とした。それぞれの術前の予備能と術翌日の
L/N 比を求め過灌流を評価した。血管予備能が 20% を下回
る領域より L/N 比が上昇したが相関が良いとは思われなかっ
た。あらかじめ術前の情報より患者の術中管理、術後管理
に影響されると思われる。また、より過灌流の予測ができ
ないかを検討してみた。血管予備能の L/N 比と術後の L/N
比を比較したら、有意差はあまりみられないがより予測は
しやすいと思われた。

10278
頸動脈狭窄患者における認知機能障
害と脳血管反応性
瀬戸 陽 1 , 2，松田 博史 2，久慈 一英 2，今林 悦子 2，
2
島野 靖正 ，藤島 基宣 2，菊田 大介 2，伊藤 邦泰 2 , 3
1
埼医大病院核，2 埼医大国際セ核，3 上白根病院放
【目的】血行力学的脳虚血と認知機能低下の関連性は不明
である。もし関連するならば血行再建術により認知機能の
改善が期待できる。本研究の目的は，頸動脈ステント留置
術（CAS）が患者の認知機能に与える効果を調べること。
さらに，
血行力学的脳虚血の指標である脳血管反応性
（CVR）
を評価することにより認知機能と血行力学的脳虚血との関
連性を検証することである。
【方法】対象は CAS が施行さ
れた患者 80 人。術前，術後 1 ヶ月，術後１年に QSPECT
Dual Table ARG 法を用いた CVR と神経心理学的検査を評
価した。Japanese EC-IC bypass trial 用にカスタマイズされ
【結果】
た voxel-based の解析プログラムを用いて解析した。
CVR 低下患者において CAS 後 CVR が有意に上昇した。神
経心理学的検査成績は CAS 後に上昇し１年後も保持された。
CVR 変化と一部の神経心理学的検査成績変化が関連した。
【結論】内頸動脈狭窄患者の認知機能障害に血行力学的脳
虚血などの可逆的要因が関与している可能性がある。

M2VIIE5

10324
循環予備能低下患者の PET-OEF と術
後神経学的予後の検討
辻 篤司 1 , 2，松村 憲一 1，新阜 宏文 1，中洲 敏 1，
3
前田 清澄 ，蒲原 正典 3
1
草津総合脳外科，2 草津総合脳卒中，3 草津総合放科
【目的】COSS study で、PET-OEF で misery perfusion と定義
された患者に対するバイパス術の脳梗塞予防効果は否定さ
れた。2008 年 1 月以降脳血流 SPECT と酸素ガス PET をいず
れも実施した症例で、定量的脳血流測定でステージ 2 であ
るが PET-OEF（酸素摂取率）の上昇していない症例を抽出
SPECT/PET の所見とバイパス術の意義を検討した。
検討し、
【症例 1】60 歳 男性 minor stroke で発症した左 MCA 閉塞
SPECT ではステージ 2 PET では matched hypoperfusion
であった。バイパス術後 2 週間で神経障害の完全回復を認
めた。
【症例 2】62 歳 男性 minor stroke で発症した右
MCA 閉 塞 SPECT で は ス テ ー ジ 2 PET で は matched
hypoperfusion であった。バイパス術後 4 週間で神経障害の
完全回復を認めた。
【結果】
術前 minor stroke で SPECT ステー
ジ 2 かつ PET-OEF で matched hypoperfusion の部位は神経細
胞脱落部位と判断されるが、同部位の機能回復が期待でき
る可能性が示唆された。機能回復を目的としたバイパス術
適応の標準化を目的とする研究を計画する必要がある。

M2VIIE6

脳： 統計解析

10125
脳血流 SPECT
（eZIS）
によるうつ症状
第 7会場 15：30～ 16：30
と脳血流低下部位の検討
1
1
2
1
10132
東山 滋明 ，河辺 讓治 ，橋本 博史 ，吉田 敦史 ，
123
I-IMP 脳血流検査の統計学的画像解
小谷 晃平 1，井上 幸紀 2，切池 信夫 2，塩見 進 1
2
1
析結果において自施設 NDB と同機種、
大市大核， 大市大神経精神
多施設の NDB とでは差はないか？
脳血流 SPECT を用いた統計的画像解析である eZIS は、ア
1
嶋田 博孝 ，大竹 英則 1，樋口 徹也 2，
ルツハイマー型認知症（DAT）の客観的画像診断として広
2
有坂 有紀子 ，織内 昇 2，石北 朋宏 3，宮下 剛 3
く使用されているが、うつ病における客観的な脳画像評価
1
群大病放部，2 群大核，3 群大顎口腔外科
法として左前頭葉の血流低下も報告されているいる。昨年度、
4 例の症例で老年期うつ病と DAT の鑑別の可能性について 【目的】3D-SSP 解析を用いて自施設で作成した NDB と
NDB の構築が困難な施設が使用している、推奨される同
の発表を行った。今回、
うつ症状と血流低下部位の検討を行っ
【方法】 平
機種、多施設 NDB において比較検討をした。
たので報告する。対象は 2009 年 3 月より 2010 年 11 月まで、
均画像、標準偏差画像、標準偏差分布、変動係数において
うつ症状を主訴として当院神経精神科を受診し、脳血流
NDB の比較検討をした。また、臨床例において統計学的
SPECT を施行した 15 例（女性 8 例、男性 7 例 平均年齢 64.6
画像解析ソフト SEE（Stereotactic Extraction Estimation）を
歳）
。Tc-99m-ECD SPECT を施行し、eZIS 解析を行った。
使用して結果に差がないか比較検討した。
【結果】 平均画像、
帯状回を前、中、後部の 3 部位に別けて検討した。全例に
標準偏差画像、標準偏差分布、変動係数において大きな有
中部帯状回の血流低下を認めた。さらに経過観察で DAT に
意差はなかった。また、臨床例においても SEE 結果に差は
よるうつ症状であった 1 例で後部帯状回・楔前部にも血流
見られなかった。
【まとめ】 NDB において同機種であれ
低下を認めた。うつ病であった 10 例全例で左右中前頭回と
ば一施設のNDBと多施設のNDBの3D-SSP
（Three-Dimensional
前部帯状回の血流低下を認めた。帯状回では前部帯状回と
Stereotactic Surface Projection）解析結果に違いがないこと
うつ病との関連、また左右中前頭回とうつ病との関連も示
により、NDB 作成困難な施設においては、同機種、多施
唆された。
設 NDB を使用することも可能となった。
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10002
10295
ESD 検 定 を 用 い た voxel-based 脳
多施設共同研究 J-ADNI における頭
18
SPECT 正 常 デ ー タ ベ ー ス の 作 成 :
部 F-FDG PET 撮像画像への体動補
3429 症例を用いた検討
正処理効果
1
2
3
1
1,2,3,4
，西尾 知之 1 , 2 , 3 , 4，真喜志 遥子 1 , 2 , 3 , 4，
西川 和宏 ，岡林 篤弘 ，秀毛 範至 ，東 眞
井狩 彌彦
1
日本メジフィジックス，2 旭川日赤放部，
宮 ゆかり 1 , 3 , 4，千田 道雄 1 , 4，伊藤 健吾 5 , 6
3
3
1
釧路孝仁会記念放
先端医療セ，2 バイオ組合，（株）マイクロン，
4
J-ADNI PET QC コア，5 国立長寿医療研究センター，
【目的】統計学的画像解析では、使用する正常データベー
6
を自施設で作成するのが最も望ましいが、正常例
J-ADNI PET コア
ス
（NDB）
を収集することが困難等の理由から作成される例は少ない。 【目的】J-ADNI 研究では、体動による画質の劣化を抑制す
るため、頭部 18F-FDG 撮像を 5min*6 の多フレーム収集とし、
しかし、ESD 検定を用いれば自施設の臨床例から正常デー
を作成することが可能である。今回、3429
J-ADNI PET QC コアが体動補正を行っている。体動補正に
タベース
（CDB）
症例を用いて種々の条件で CDB を作成し、その妥当性を
よってどの程度、補正された画像に影響があるのかを評価
検討したので報告する。
【方法】脳血流 SPECT 検査を施行
した。
【方法】2010/1/1 までに体動補正処理が行われた
56 〜 84 歳の 3429 症例を使用した。 JADNI 研究組入時 18F-FDG 撮像画像 172 例で検討した。体
した連続 4419 症例のうち、
前後半の二群に分け同数の症例を用いて、また、男女別の
動評価と体動補正処理を行い、体動補正前後のダイナミッ
二群、年齢別の三群に分けて CDB を作成し、ピクセル毎
ク画像を評価した。
【結果】標準化ダイナミック画像上後
に検定を行った。
部帯状回 VOI 値のフレーム内変動係数を評価した。体動評
【結果】同数症例の二群の比較において、
の相関は症例数に係わらず強い相関を示した。
平均値
（MN）
価 と 体 動 補 正 処 理 前 後 で の 変 動 係 数 は、 体 動 な し : 前
標準偏差値
（SD）の相関は 200 症例以上で r＞0.8、500 症例
=0.8%/ 後 =0.5%、軽度 : 前 =0.8%/ 後 =0.5%、軽〜中等度 : 前
=1.8%/ 後 =0.4%、中等度 : 前 =1.2%/ 後 =0.3%、中等〜重度 :
以上で r＞0.9 の強い相関を示した。男女の比較においては
MN（r＝0.991）、SD（r＝0.954）、年齢別の比較においては
前 =2.0%/ 後 =0.7%、重度 : 前 =3.1%/ 後 =0.4% となった。
【結
MN（r＞0.954）、SD（r＞0.876）と強い相関を示した。【結論】 論】変動係数はより重度の体動ほど大きかったが、補正処
理後はほぼ同程度の値となった。JADNI PETQC コアで実
ESD 検定を用いて作成された CDB の妥当性が確認された。
施している頭部体動補正は体動の影響を低減させ、より精
10221
度が高い頭部 18F-FDG PET 撮像画像を得ることができる。
eZIS 疾患特異領域解析で得られる指
10332
標から作成した識別器を用いてのア
11
C メチオニン PET/CT 検査の画像統
ルツハイマー病診断
1
2
1
1
計解析による評価の検討
橋本 順 ，佐々木 貴浩 ，橋田 和靖 ，川田 秀一 ，
今林 悦子 1，中島 怜子 2，松田 博史 1，久慈 一英 1，
今井 裕 1，彌冨 仁 3
2
3
3
1
瀬戸 陽 ，島野 靖正 1，藤島 元宣 1，菊田 大介 1
東海大画診， 稲城市立病院， 法政大理工
1
埼玉医大国際セ核，2 埼玉医大国際セ放，
【目的】ECD 脳血流 SPECT で行われる eZIS 疾患特異領域解
3
埼玉医大病院核
析（SVA）で得られる３指標によるアルツハイマー病の鑑
11
別診断能を評価する。
【方法】SVA で得られる指標である
C-メチオニンの脳への集積は少なく、通常腫瘍集積の評
、疾患特異領域内の血流低
疾患特異領域の血流低下度（S）
価は比較的容易であるが、小脳や脳幹部など生理的集積が
下領域の割合（E）
高い領域における存在診断や、非腫瘍性変化への弱い集積
、疾患特異領域と全脳の血流低下領域の
は評価が難しい場合もある。今回我々は Z スコア画像による、
割合の比（R）を用いて、所定の臨床診断基準をみたすア
、その他の認知症 50 例（OD
ルツハイマー病 50 例（AD 群）
健常者群との比較による病変抽出を試みた。PET/CT 装置
はシーメンス社製 Biograph6 および 16 を用いた。C-11 メチ
群）
、
認知機能正常例 50 例（NC 群）の鑑別を試みた。
【成績】
AD と NC の鑑別の正診率は S または E の単独使用で 90 から
オニンを 6MBq/kg 静脈投与し、20 分後より 7 分間全脳撮像
を行った。健常者群の PET/CT 撮像時に得られた CT 画像よ
92%、R の単独使用で 80% であったが、AD と OD の鑑別で
は S、E または R の単独使用で 64 から 68％にとどまった。
り皮質を抽出し、標準脳に変換し、同じパラメータを用い
そこでロジスティック回帰に基づく識別器を作成して診断
てメチオニン PET 画像の標準化を行うことにより、テンプ
したところ、E の単独使用で AD と OD の鑑別の正診率は
レートを作成した。このテンプレートを用いて患者の PET
72％に上昇した。【結論】SVA は AD と NC の鑑別では高い
画像を標準脳に変換し、Z スコア画像を作成した。また、
精度を有するが、AD と OD の鑑別においては指標の使用
SUV 値での検討に加え、正規化部位については全脳、小脳
法に工夫を要する。
での検討を行った。mass effect が強い場合にアーチファク
トが出現する傾向が見られたものの、得られた Z スコア画
10254
像にて病変部が良好に描出された。
統計的手法による脳血流 SPECT と
DWI のミスマッチ領域の描出
小倉 利幸 1
1
麻生脳外放
［目的］ 急性期脳梗塞の治療は、再開通後の reperfusion
第 7会場 16：30～ 17：30
injury を 防 ぐ べ く、 正 確 な 診 断 が 必 要 と な る。 脳 血 流
SPECT は、時間分解能が悪いものの虚血検出能に優れ、統
10275
J-ADNI FDG-PET 検査における被験
計画像解析により血流低下領域をより客観的に描出するこ
者の体動評価
とが可能である。今回我々は、拡散強調画像（DWI）の高
西尾 知之 1 , 2 , 3 , 4，真喜志 瑶子 2 , 3 , 4，井狩 彌彦 1 , 2 , 3 , 4，
信号領域を統計処理により描出させ、SPECT の解析結果と
1,2
合わせてミスマッチ領域の描出を試みたので報告する。
［方
千田 道雄
1
法］明らかな脳梗塞のない 50 例にて、DWI 用のデータベー
先端医療セ，2 J-ADNI PET QC core，3 バイオ組合，
4
（株）マイクロン
スを作成した。受信コイルの感度特性を考慮し、3 種類の
コイルについて作成した。次に、DWI と SPECT から算出 【目的】全国 24 の PET 施設で J-ADNI FDG-PET 検査が実施
した Z-score を 2 値化して融合し、SPECT のみ描出される
されている .PET QC コアでは全 PET データについて品質管
領域をミスマッチ領域とした。 ［結果］統計的手法で DWI
理をおこない ,その項目の一つに検査中の体動評価がある .
の高信号領域を描出することが可能であった。しかし、受
今回すでに品質管理がおこなわれた 641 検査
［健常
（NC）
群 :195,
軽度認知障害
（MCI）
群 :294,アルツハイマー病
（AD）
群 :152］
信コイルの違いがみられ、それぞれのデータベースを作成
する必要があった。DWI と SPECT からミスマッチ領域が
の体動評価の詳細につき検討した【方法】
.
J-ADNI では
FDG 投与 30 分後より 5 分×6 フレーム（fr）のデータ収集を
明瞭に描出され、それぞれの領域の割合を算出することも
おこなう。得られたデータに対し 1fr を基準に 2fr 以降の位
可能となった。
［結語］
本法は、Ischemic core と penumbra の
客観的な観察に有用であると考えられた。
置合せをおこなう . この時得られる位置合せの移動量情報
「体動なし」
「軽度」
「軽度〜中等度」
「中
をもとに 6 段階（
等度」
「中等度〜重度」
「重度」
）で体動評価する .併せて検

M2VIIF2

M2VIIF3

M2VIIF4

M2VIIF5

M2VIIF6

脳： 認知症

M2VIIG1
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査中のどのタイミングで体動が起こるかを検討した【結果】
.
「体動なし」または「軽度」と評価されたものは ,NC 群
75％ ,MCI 群 64%,AD 群 42％であった .逆に「中等度〜重度」
ま た は「 重 度 」 と 評 価 さ れ た も の が NC 群 3 ％ ,MCI 群
11%,AD 群 27％であった .体動のタイミングは各群とも検査
中盤の 3-4fr で最も多く ,MCI,AD 群では NC 群と比べ検査前
半 1-2fr の体動が多かった .

ら SD と診断された 3 例。PET 装置は Siemens 社製 ECAT
Accel を用い 3D-SSP（Minoshima）を使い、統計画像を作成
した。
「結果」症例 1.65 歳女性、物忘れを主訴、MRI では
深部白質病変、MMSE:21 点、FDG-PET で左側頭葉の限局
性集積低下。神経心理検査にて SD。症例 2. 71 歳女性。失語、
失算を認め、MRI では脳梗塞巣なし、MMSE: ７点、FDGPET にて左側頭・前頭葉低下。神経心理テストにて SD. 症
例 3. 76 歳女性。軽度の物忘れを主訴。MRI では深部白質
病変。MMSE:27 点。FDG-PET にて左側頭葉に限局性低下、
「結語」3 例とも FDG詳細な神経心理検査にて SD 疑い。
PET で特徴的な所見を有しており、すぐに神経心理テスト
に移行でき、早期に診断可能であった。

10336
FDG-PET 画像を用いた MCI から AD
への移行予測：SEAD-J と US-ADNI
の比較
1,2,3,4,5
，加藤 隆司 1 , 2 , 3，伊藤 健吾 1 , 2 , 3，
藤原 謙
10300
STUDY GROUP SEAD-J 2，STUDY GROUP J-ADNI 3
1
アルツハイマー病の進行における血
長寿研脳画像，2 SEAD-J，3 J-ADNI，4 バイオ組合，
5
管リスクファクターの影響 - 縦断的
（株）マイクロン
SPECT 研究 【目的】J-ADNI で登録された健常
（NL）
群とアルツハイマー
1
佐藤 友彦 ，羽生 春夫 1，平尾 健太郎 1，
病
（AD）群の FDG-PET 画像から作成した ROI を用いて、
1
清水 聰一郎 ，金高 秀和 1，櫻井 博文 1，
SEAD-J, US-ADNI で登録された軽度認知症（MCI）群の追
岩本 俊彦 1，小泉 潔 2
【方法】J-ADNI
跡 3 年間での AD への移行予測を検討した。
1
東京医大老，2 東京医大八王子医療センター放
で登録された NL 群 106 例と AD 群 60 例の登録時の FDGPET 画像について、SPM5 を用いて群間比較をし、有意差 【目的】心血管系危険因子（高血圧、糖尿病、高脂血症）が
アルツハイマー病
（AD）の発症リスクを高めるという報告
が 得 ら れ た 領 域 に ROI を 設 定 し た。 作 成 し た ROI を
は数多いが、AD の進行そのものにどのような影響を及ぼ
SEAD-J 114 例 , US-ADNI 203 例の MCI 被験者の FDG-PET
しているかは不明である。今回、心血管系危険因子のＡＤ
画像に適用し、ROC 解析により追跡 3 年間での AD 移行予
の進行に及ぼす影響を脳血流検査を用いて検討した。
測を行った。
【結果】J-ADNI のデータから作成した ROI を
SEAD-J, US-ADNI に適用した結果、ROC 曲線下面積（AUC） 【方法】対象は NINCDS-ADRDA により probableAD と診断
された外来患者 150 例。観察期間は約 40 ヶ月で、心血管系
は US-ADNI が 0.718, SEAD-J が 0.719 とほぼ同等であった。
危険因子の有無により、危険因子のない０群
（45 例）
、１個
US-ADNI と SEAD-J のそれぞれで最も高い正診率が得られ
（65 例）
、２つ以上の B 群
（40 例）
に分けて脳血流
のみの A 群
た値をカットオフ値とすると、SEAD-J は感度 71%, 特異度
検査を解析した。
65%, US-ADNI は感度 61%, 特異度 78% となった。【結論】
FDG-PET 画像を用いた AD への移行予測は、SEAD-J と 【結果】ベースラインの年齢、罹患期間、教育歴、ＭＭＳ
Ｅスコアおよびドネペジル投与例は３群で相違はみられなかっ
US-ADNI でほぼ同等の正診率が得られたが、US-ADNI と
た。ベースラインと約 40 ヶ月後の SPECT 所見を比較した
比べて SEAD-J では、感度が高く、特異度が低かった。
結果、０群と比べて A 群や B 群でより頭頂側頭葉や前頭葉
の血流低下が著しかった。
10026
【結論】心血管系危険因子の数とＡＤの認知機能障害の進
脳領野感度分布図を用いた診断支援
行との関連が示唆された。特に、高血圧の有無が進行に関
法の MCI への応用
与していると考えられた。
垣本 晃宏 1 , 4，伊東 繁 1，吉川 悦次 1，岡田 祐之 1，
2
3
4
西澤 貞彦 ，蓑島 聡 ，尾内 康臣
2
3
1
10088
浜松ホトニクス， 浜松光医学財団， ワシントン大学，
4
アルツハイマー病におけるテルミサ
浜松医科大学
ルタンによる脳糖代謝の変化の検討
【背景】アルツハイマー型認知症
（AD）の客観的評価法とし
今林 悦子 1，松田 博史 1，久慈 一英 1，瀬戸 陽 2，
て脳領野の感度分布差を利用した診断支援法を考案し、精
1
度と有用性を確認した。
【目的】
本手法が軽度認知障害
（MCI） 島野 靖正 ，藤島 基宣 1，菊田 大介 1，伊藤 邦泰 1 , 3
1
埼医大国際セ核，2 埼医大病院核，3 上白根病院放
の診断支援法としても適応可能か評価する。
【方法】対象
高血圧合併アルツハイマー病（AD）患者 4 人のテルミサル
40 名と MCI 患者 24 名。MCI 患者は複数回
者は健常者
（NL）
の follow-up 検査を受診しており、数年以内に 10 名が AD へ
タン（アンギオテンシン受容体遮断薬）投与前後の脳
18
F-FDG-PET/CT 画像を検討した。18F-FDG-PET は３ヶ月
移行、14 名は MCI のままであった。画像は FDG-PET を使
間隔で３回施行。１回目検査後、テルミサルタン以外の降
用し、データ解析は 3D-SSP ツールによって非線形変換さ
圧剤にて治療開始し、２回目検査時より 40 〜 80mg のテル
れた脳表投影画像を使用した。まず、各被験者において全
34 個の脳領野毎の平均 SUV を求め、NL と MCI を比較し感
ミサルタンを３ヶ月以上追加投与し３回目の検査を施行。
度分布を算出した。この領域毎の感度を重み付け値として
画像統計解析には SPM2 を用いた。テルミサルタン投与前
の１回目と２回目の比較では嗅索に相当する直回下部にて
34 領野の平均 SUV を 1 つの指標値にまとめ、NL 群と MCI
糖代謝低下の進行が見られた。テルミサルタン治療前後の
群の識別能力を評価した。さらに、AD 移行群と非移行群
比較では治療後、やはり嗅索に相当すると思われる直回下
における指標値の差を評価した。
【結果】NL と MCI の識別
部にて糖代謝の保持が見られた。AD では嗅索の anterior
能力は、感度 75%、特異度 93%、正診率 88% であった。ま
olfactory nucleus（AON）にアミロイドβ蛋白（Aβ）やタ
（p
た、AD 移行群と非移行群の初回受診時の指標値に有意差
ウの蓄積が確認されている。テルミサルタンは、脳の炎症
＜0.01）
が見られた。本手法は数年内に MCI から AD へ移行
を抑制するペルオキシゾーム増殖剤応答性受容体γ（PPAR
する患者を識別できる可能性を有する。
γ）作用を介して Aβ沈着を抑制すると考えられている。
10367
AON の糖代謝は AD の進行に伴い低下し、テルミサルタン
治療により保持される可能性が考えられた。
Semantic dementia の FDG-PET 所
見

M2VIIG2

M2VIIG5

M2VIIG3

M2VIIG6

M2VIIG4

宮沢 伸彦 1
1
甲府脳外 PET
「はじめに」Semantic dementia
（SD）
は認知症の中でも稀な
疾患である、失語症状があり、脳梗塞と誤認されている場
合がある。今回当センターにて経験した 3 例について症状、
「症例・方法」2005 年
脳 FDG-PET 所見について報告する。
3 月から 2011 年 2 月までに脳 FDG-PET を施行した 510 例の
うち、特徴的な所見を有し、神経心理テスト、臨床診断か
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10156
小 動 物 用 PET-CT 装 置 を 用 い た
Detector normalization 収集条件によ
る画質への影響
第 8 会場 9：00～ 10：00
1
北田 孝幸 ，藤原 健太郎 1，古山 桂太郎 1，
1
荒井 拓也 ，高橋 美和子 1，百瀬 敏光 1
10121
1
東大核
半導体検出器を用いた小動物用
SPECT 装置（speCZT/CT120）の初 【目的】従来の PET 装置では，Detector normalization として
LOR-base での直接補正法が使用されてきた．最近では，個々
期使用経験
デー
の要因に着目した Component-base 法を採用することで，
松成 一朗 1，佐村木 美晴 2，島 啓介 2
2
1
タ収集時間の短縮が可能となっている．そこで，これらの
先端医薬研， 金大神内
補正法におけるデータ収集時間が，PET 画像に与える影響
近年、種々の病態解明や創薬のツールとして分子イメージ
を検討した．
【方法】小動物用 PET-CT Inveon （Siemens
ングが注目を集めている。我々の施設では半導体検出器を
Medical Solutions）を用いて，68Ge を封入した円柱ファント
用いた小動物用 SPECT/CT 装置（speCZT/CT120）を導入
ムに対して，List mode 収集を行った．その際，データ収集
した。本装置はテルル化カドミウム
（CZT）による半導体検
時 間 を 変 化 さ せ， ２ つ の 補 正 法 に よ り Normalization
出器をリング状に 10 パネル配置し、従来のヨウ化ナトリウ
ムを用いた検出器に比べ高いエネルギー分解能が期待される。 sinogram を 作 成 し た． ま た， こ れ ら の Normalization
sinogram は，NEMA ファントムを用いた Emission データの
コリメータは高分解能を目的としたピンホール型と広視野
画像再構成に用いられた．ファントム画像より，画質の評
を目的としたスリット型を備える。今回、ファントム実験
価を行った．
【結論】Component-base 法を用いることで，
とマウスで基礎的な性能評価を行ったので、その結果を報
告する。
画質を保ちつつ Normalization 収集時間の短縮が可能であっ
た．
10341
10265
酸素依存的分解ドメインを含む融合
マウス PET/MRI イメージングにおけ
タンパク質を利用した HIF-1α陽性領
る頭部固定装置の開発と、吸収によ
域可視化 SPECT プローブの開発
る画質および定量性への影響
柿島 祐 1 , 2，梅田 泉 1，木村 禎亮 1，口丸 高弘 3，
1
3
2
1
藤原 健太郎 ，古山 桂太郎 1，北田 孝幸 1， 1 , 2，
近藤 科江 ，谷中 昭典 ，藤井 博史
1
荒井 拓也 1，高橋 美和子 1，関野 正樹 2，百瀬 敏光 1
国立がんセ東 機能診断，2 東理大院・薬，
3
1
東大核，2 東大工
東工大院・生命理工
小動物 PET による脳機能解析を行う際、
CT や MRI とのフュー
【目的】低酸素応答転写因子 1α
（HIF-1α）
は腫瘍の悪性度と
ジョン画像は、脳の部位同定に有用である。そのために重
密接に関連し、その非侵襲的可視化はがん治療法の選択に
要なことは、複数の modality 間で、頭部の傾き等を抑え、
有用である。本研究では細胞膜透過性ドメイン
（PTD）
、
同一のポジショニングでの撮像を可能にする頭部固定装置
HIF-1αを特徴づける酸素依存的分解ドメイン（ODD）、低
の開発である。東京大学では、マウス上切歯と耳孔を固定
分子リガンド
（HL）
と特異的に結合するタグタンパク質
（HaloTag）
して頭部を一定の姿勢で保持できるアクリル円筒型の固定
を作成し、放射性核種で標
からなる融合タンパク質
（POH）
装置を開発した。C57BL/6J マウスに対し麻酔下で MRI と
識し、HIF-1α陽性領域可視化を目指した。
【方法・結果】
18
F-FDG PET イメージングを行い、得られたフュージョン
HL-NH2 とp -SCNBzDOTA から HL-SCNBzDOTA を合成し、
111
画像から MRI の形態学的情報に基づいて ROI を設定し、大
In で標識後、POH と結合させ、FM3A 担がんマウスに尾
脳、小脳、基底核における 18F-FDG の集積率（%ID/g）を
。投与直後は肝臓・腎臓
静脈投与した（13 MBq/70μg/ 匹）
算出した。PET 撮像にあたり 30 分間の Transmission scan を
への集積が高いが、24 時間後には各々平均 23.2、45.1％投
行い、減弱補正に関する検討を行ったところ、減弱補正の
与量 /g に減少し、腫瘍には 0.71％ /g の集積を認めた。小動
有無で %ID/g に約 15% の差が認められたが、変動係数に大
物用 SPECT 装置による腫瘍ex vivo 撮像で、プローブの腫
きな差は見られず、
画像上の肉眼的な差異も小さいことから、
瘍内部の不均一な分布が描出され、
その分布は凍結切片オー
本装置での脳機能解析に際し Transmission scan 未施行での
トラジオグラムと良好な相関を得た。
【結論】
合成したプロー
可能性が示唆された。
ブは腫瘍内部に不均一に分布し、腫瘍内 HIF-1α領域を描
出できる可能性が示唆された。
10499
光音響マンモグラフィ （PAM）によ
10153
る乳がんの性状診断を目的としたポ
小動物 PET/CT による in vivo イメー
リマーナノ粒子プローブの開発
ジング研究
1
1
1,2
2
1
尾江 悟 ，牧野 顕 1，天滿 敬 1，佐野 紘平 1，
渋谷 勝彦 ，古本 祥三 ，舟木 善仁 ，岡村 信行 ，
志水 陽一 1，山内 文夫 2，矢野 哲哉 2，青木 裕之 3，
石川 洋一 2，田代 学 2，岩田 錬 2，谷内 一彦 1
1
伊藤 紳三郎 3，小野 正博 1，佐治 英郎 1
東北大院機能薬理，2 東北大 CYRIC
1
京大院薬，2 キヤノン，3 京大院工
近年登場した小動物用 PET/CT の登場により、必要最小限
【目的】抗 HER2 scFv 修飾 indocyanine green 内包 polymer
の小動物により正確かつ信頼性のある研究が行えるようになっ
nano particle（PNP（ICG））は優れた光音響効果を有し分子
た。そのため、医学、薬理学研究の発展に不可欠なツール
標的 PAM への利用が期待されている。そこで、インビボ
となることが期待されている。しかしながら、現在、日本
での有効性を明らかにするとともにマルチモダリティイメー
における小動物 PET/CT による研究は少ない。そこで本研
ジングへの応用を視野に入れ、
［125I］
抗 HER2 scFv-PNP
（ICG）
究の目的はげっ歯類を用いた in vivo イメージング研究に対
の定量的体内動態評価を行った。
【方法】scFv-PNP
（ICG）
、
する小動物用 PET/CT の有用性を調べることである。我々
PNP（ICG）、scFv-PEG-distearoyl phosphatidyl ethanolamine
は今年導入された小動物用 PET/CT を用いて、まず、in
125
vivo による小動物の脳内受容体分布解析をモルモットで行っ （DSPE）、PEG-DSPE、scFv についてそれぞれ I 標識体を
作製した。HER2 発現量の異なる 2 種の細胞を移植した担
［11C］
た。トレーサーとして脳内 H １受容体に特異的に結合する
がんマウスを用いて、125I 標識体の経時的な体内放射能分
Doxepin を用いて、抗ヒスタミン薬によるモルモット脳内
布変化を調べた。
【結果】scFv-PNP
（ICG）は PNP
（ICG）と
H1 受容体のブロッキングを確認することが出来た。さら
比べて HER2 高発現腫瘍では 10 倍程度高い約 20%ID/g の集
に ［18F］フッ化ナトリウムによる骨イメージングの結果に
積を示し、
低発現腫瘍においてはいずれも低い集積を示した。
ついても報告する。
また、PNP 構成成分の 125I 標識体は HER2 高発現腫瘍におい
ても最大約 4%ID/g の低集積であった。以上より、scFvPNP（ICG）が乳がんの性状診断のための分子標的 PAM 用プ
ローブとして有効である可能性を示した。
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MI理工学

場合には行なう必要があることがわかった．

第 8会場

10：00～ 11：00

10174
ラット脳血流定量のためのマルチピ
ンホール SPECT 撮像の最適化
銭谷 勉 1，河嶋 秀和 1，福田 肇 1，橋川 美子 1，
1
越野 一博 ，平野 祥之 1，堀 祐樹 1，山本 明秀 1，
圓見 純一郎 1，三宅 義徳 1，飯田 秀博 1
1
国循セ研・画診
【目的】マルチピンホール SPECT は小動物を高解像度かつ
高感度で撮像できるが、視野の広範囲で RI が一様に分布す
る場合、定量性は必ずしも補償されない。本研究では、ラッ
ト脳血流定量のためのマルチピンホール SPECT装置
（NanoSPECT,
Bioscan 社製）の撮像条件を最適化することを目的とする。
【方
法】ラット用の２種類のコリメータ
（APT5: 視野 60mm 全身
を対象に、ラット脳と同程
用、APT6: 視野 30mm 高感度用）
度のサイズの一様濃度 99mTc 封入円柱ファントム
（φ23mm×
21mm、7.4MBq/mL）を用いて再構成画像の一様性を評価
123
し た。 ま た、 I-IMP を 用 い て ラ ッ ト 脳 を 撮 像 し、
Autoradiography 画像と比較し、画像の妥当性を評価した。
【結果】APT5 では検出器上で投影像のオーバーラップは無
く、ファントム画像は一様な分布を示した。一方、APT6
ではオーバーラップが存在し、リング状のアーチファクト
が 見 ら れ た。 ま た、APT5 で の ラ ッ ト 脳 画 像 は
Autoradiography に一致した画像が示された。【結論】ラッ
ト脳を定量的に画像化するには視野の大きい APT5 でオーバー
ラップなく撮像する必要がある。

M2VIIIB1

M2VIIIB2

PPIS-4800 の 3 次元化の試み

10227

10119
PiB-PET 長期追跡研究における DVR
パラメトリック画像と SUVR 画像の
比較
1
安達 和彦 ，千田 道雄 2 , 5，中川 祐介 1，
井狩 彌彦 2 , 3 , 5，西尾 知之 2 , 3 , 5，清水 敬二 4，
山根 登茂彦 2
3
1
神戸大院工，2 先端医療センター，（株）マイクロン，
4
神戸市立医療センター中央市民病院，
5
J-ADNI PET QC core
【目的】長期研究における DVR パラメトリック画像と
SUVR 画像の有用性を比較する．【方法】アルツハイマー
病
（AD）と軽度認識障害
（MCI）各１例でダイナミック PET
撮像し
（Baseline）
，
12 ヶ月後に同じ撮像を繰り返した（12M）．
各症例，各撮像に対して，DVR パラメトリック画像と
SUVR 画像を作成した．Baseline と 12M のパラメトリック
画像に対して差分画像
（Δ DVR，Δ SUVR）
と度数分布図を
Baseline と 12M の度数分布図の比較から，
作成した．
【結果】
MCI 症例では AD 症例と比べて分布形状の変化が少なく，
今回の MCI 症例はアミロイド蓄積が非進行性と考えられた．
AD 症例では，度数分布のピークが Baseline に比べて 12M
で高集積側に移動した．AD 症例は，Δ DVR の平均値がΔ
SUVR の平均値より大きくなった（Δ DVR ave.=0.054，Δ
SUVR ave.=0.049）．MCI 症例では，ΔDVR の標準偏差が
Δ SUVR の標準偏差より小さくなった
（Δ DVR SD=0.15，
．
【結論】今回の MCI 症例を非進行性と
Δ SUVR SD=0.4）
仮定すると，Baseline に対する 12M の再現性は SUVR 画像
より DVR パラメトリック画像の方が良好と考えられる．

M2VIIIB4

10120
PiB-PET パラメトリック画像におけ
る MRTM2, SRTM2, LGAR と SUVR
渡部 浩司 ，桃崎 壮太郎 ，金井 泰和 ，
の比較
下瀬川 恵久 2，畑澤 順 2
2
1
1
安達 和彦 ，千田 道雄 2 , 5，中川 祐介 1，
阪大医分子イメージング， 阪大医トレーサー
浜松ホトニクス製 PPIS-4800 はポジトロントレーサーを投
井狩 彌彦 2 , 3 , 5，西尾 知之 2 , 3 , 5，清水 敬二 4，
与した小動物のプラナー画像として撮像する装置である。
山根 登茂彦 2
3
1
神戸大院工，2 先端医療センター，（株）マイクロン，
非常に高い時間分解能で、全身の薬剤分布の時間変化を追
4
神戸市立医療センター中央市民病院，
えるため、分子イメージング研究において活躍している。
5
しかし、得られる画像が投影された二次元画像であるため、
J-ADNI PET QC core
放射能分布の奥行き情報は不明である。本研究では小動物
【目的】複数の手法で DVR パラメトリック画像を作成し，
を回転させて撮像することにより、
二次元情報しかないデー
臨床で多用されている SUVR 画像と比較する．
【方法】ア
タより、深さ方向の情報を付加し、より薬剤の分布を視覚
ルツハイマー病
（AD）１症例のダイナミック PET 撮像デー
的に観察しやすくすることを目的とする。小動物を新たに
タを SRTM2，MRTM2，LGAR の各手法で解析し，DVR
開発したジグの上に固定し、PPIS-4800 で撮像する。この
パラメトリック画像を作成した．また，
各 DVR パラメトリッ
ジグは撮像中、一定の角度で回転をする。また、回転の様
ク画像と SUVR 画像を比較するとともに，解析時間を比較
した．
【結果】SRTM2 と MRTM2 でそれぞれ作成した DVR
子を USB カメラで連続的に観察し、動物の位置情報を得る。
PPIS-4800 の撮像はリストモード収集とし、データを動物
パラメトリック画像は互いに似た画像となったが，LGAR
を用いると SRTM2，MRTM2 と比べ過小評価された画像と
の位置によってソーティングすることにより、カメラ位置
なった．各 DVR パラメトリック画像は SUVR 画像と異なっ
の異なる 2 つの画像を作成する。このデータを三次元メガ
ネで観測することにより、三次元情報を付加したデータと
た．撮像後期相のみ用いた SUVR 画像と撮像初期相・中期
相も用いた DVR パラメトリック画像の違いが原因と考え
して観測できる。
られ，撮像初期相や中期相で PiB 高集積でありながら後期
10089
相で PiB 低集積に移行する領域で差が出ると考えられた．
小動物実験用 PET 装置感度の長期的
解析時間は SRTM2 で 15720 秒，MRTM2 で 660 秒，LGAR
変化関して
で 3300 秒 に 対 し，SUVR 画 像 で 5 秒 で あ っ た．
【結論】
1
1
1
和田 康弘 ，林中 恵美 ，渡辺 恭良
DVR パラメトリック画像は SUVR 画像と比較して，後期
1
理研 CMIS
相で PiB 低集積となる異常集積領域を検出することができ
ると考えられる．
理化学研究所分子イメージング科学研究センタでは小動物
実験用 PET 装置を 2 台運用している．それぞれの装置は別々
50017
の部屋に設置され、独立した空調により温度湿度を 24 時間
RI アンチセンス化学療法に係る基礎
管理されている．装置は毎朝使用前にトランスミッション
68
68
研究
用 Ge- Ga 密封点線源をガントリ中心に設置しデータ収集
渡邉 直行 1，遠藤 啓吾 2
を行いその結果から検出器故障の有無のチェックを行なっ
1
群馬県立大学県民健康科学大学 診療放射線学部 画像
ている．このデータをもとに装置感度の変化を知る目的で
診断学，2 京都医療科学大学
カウント数変化の検討を行なったので報告する．その結果、
自然減衰を考慮したカウント数の変動は２％程度以下であ
生命のセントラルドグマである遺伝子情報の流れに係るメッ
ること、また定期点検や修理等で検出器の調整が行なわれ
センジャー RNA（mRNA）を分子標的とし、オージェ電
ると５% 程度以下のカウント数の変化があることがわかった． 子を放出するラジオアイソトープ（RI）である放射性イン
これらの結果から当施設の PET 装置感度は安定しているが
ジウム -111 を標識した合成核酸鎖（アンチセンス）はヒト
検出器の調整等により変化すると考えられ、そのため PET
神経芽細胞腫において増幅した mRNA に放射線損傷を与え、
装置のキャリブレーションは検出器の調整等が行なわれた
その mRNA から翻訳される蛋白発現量を減少させることが
1

1

1
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できる。その結果、RI アンチセンスでヒト神経芽細胞腫細
胞と実験動物に移植したヒト神経芽細胞腫を用いた基礎研
究でそのがん細胞の増殖が抑制できることを我々は示した。
今回、この RI アンチセンス療法に化学療法を併用すること
でヒト神経芽細胞腫細胞と実験動物に移植したヒト神経芽
細胞腫を用いて基礎研究を実施し、RI アンチセンス単独療
法にくらべて RI アンチセンスに化学療法を併用することで
ヒト神経芽細胞腫の増殖に対する更なる制御の可能性が示
されたので報告する。

医療機器 PET

第 8会場

M2VIIIC1

11：00～ 12：10

東北大学 PEM の開発

10333

伊藤 繁記 1，三宅 正泰 2，熊谷 和明 2，馬場 護 2，
伊藤 正敏 3，山本 誠一 4
1
古河機械金属 素材研，
2
東北大 サイクロトロンＲＩセンター，
3
仙台画像検診クリニック，4 神戸高専
【目的】微小乳腺腫瘤の質的診断を目的とし、東北大と神
戸高専、古河機械金属株式会社の産学協同プロジェクトに
【方法】
て乳腺専用 PET（PEM）を開発し、評価を行った。
本装置は、東北大多元研が開発した Pr:LuAG シンチレータ
（2.1mm 角
を使用した対向平板型小型 PET である。20x64 個
x15mm）の結晶ブロックと 3 連の PS-PMT からなる検出器ア
（15x20cm）
。出力信号をゲ
レイを 4 つ並べた検出面を持つ
イン調整回路と重心演算回路を通してデータ収集回路に送り、
波高分析、エネルギー・位置弁別、コインシデンスなどの
信号処理を行い、独自に開発した最尤法を用いる対向型用
三次元画像再構成を行う。点線源の測定結果から、
エネルギー
分解能と時間分解能、
位置分解能を得る。
【結果】
結晶ブロッ
ク作製精度の改良、結晶と PS-PMT の接着方法の改良等に
（FWHM）を得た。
よりエネルギー分解能が向上し、18.0%
また、時間分解能は 3.1ns
（FWHM）
、空間分解能は、散乱
補正無しで 2.0mm、補正有りで 1.1mm を得た。また、回路
の 改 良 に よ り、 検 出 器 の 小 型 化 を 図 っ た。 本 研 究 は、
NEDO の助成により行われた。

M2VIIIC2

東北大学 PEM の基礎性能評価

10337

伊藤 繁記 1，三宅 正泰 2，熊谷 和明 2，馬場 護 2，
伊藤 正敏 3，山本 誠一 4
1
古河機械金属 素材研，
2
東北大 サイクロトロンＲＩセンター，
3
仙台画像検診クリニック，4 神戸高専
【目的】微小乳腺腫瘤の質的診断を目的とし、東北大と神
戸高専、古河機械金属株式会社の協同プロジェクトにて乳
腺専用 PET
（PEM）を開発した。これは、Pr:LuAG 結晶（東
北大多元研開発）を使用した対向平板型 PET で、最尤法を
用いる対向型用三次元画像再構成も独自で開発している。
【方
法】本研究では、PEM の基礎性能評価のためにファントム
実験を行い、その結果から PEM 装置のハードウエア設定
の最適化を行うことを目的とした。検討内容は、
プールファ
ントムまたは乳房ファントム
（バックグラウンドとターゲッ
トの放射能濃度比、1:4）測定から得られる計数率特性及び
再構成画像とした。
【結果】計数率特性から計数率の増加
に伴う NECR の低下が問題となったが、エネルギーウィン
ドウを 5% 拡大することによって改善した。乳房ファント
ム測定の結果からは、人を視野外線源とした場合に 4.8mm
のターゲットが確認できた。視野外線源を遮蔽するために
を置いたが、
検出器周囲にタングステンシート
（Pb 3mm 当量）
改善は優位とはいえなかった。本研究は、NEDO の助成に
より行われた。

M2VIIIC3
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10037
東北大学 PEM の臨床的性能評価

伊藤 正敏 1，三宅 正泰 2，熊谷 和明 1 , 2 , 4，
山本 誠一 3，伊藤 繁記 4，田代 学 1，馬場 護 2
1
仙台画像，2 東北大サイクロ，3 神戸高専，4 古河機械
【目的】 微小乳腺腫瘤の質的診断を目的として東北大と古
河（株）の産学協同プロジェクトとして乳腺専用 PET（PEM）
を開発した。これは、2.2 mm 角の Pr:LuAG 結晶（東北大
多元研開発）と PosPMT を使用する 15x20 cm 検出器によ
る対向平板型 PET である。最尤法を用いる対向型用三次元
画像再構成も独自で開発している。
【方法】 本研究は、こ
の PEM の性能評価を行うことにより PEM 撮影の最適化を
はかることを目的とした。臨床評価に際しては、クリニッ
ク倫理委員会の承認を得た。
【結果】 Gent-4 によるモンテ
カルロ・シミュレーションでは、検出器を患者身体に近接
して配置することによる計数飽和が重大な問題とされた。
また、時に見られる心筋内の強い放射能の影響をどのよう
に軽減するかが問題であった。臨床経験を積むにつれ、乳
房内の総放射能は予想より少ないことが分かり、検出器間
隔を小さくすることで視野外からの放射線の影響を軽減で
きること、心筋内に強い放射能があっても診断可能な画質
が得られることが判明した。
10208
NEMA NU 4-2008 を用いたリング型
マンモ PET 装置の性能評価
井上 美香 1，中本 裕士 2，松本 圭一 3，川瀬 滋人 1，
4
大井 淳一 ，山川 義之 4，北村 圭司 4，東村 享治 1，
富樫 かおり 2，小野口 昌久 5，遠藤 啓吾 3
1
京大病院放，2 京大大学院，3 京都医療大，4 島津製作所，
5
金沢大学
リング型マンモ PET 装置は、1.44×1.44×4.5 の LGSO シン
チレータを 32×32 マトリックスに配列し、さらにその検出
器 を 4 層 に 積 層 し た 三 次 元 放 射 線 位 置（depth of
interaction）検出器にすることで高分解能と高感度を両立
している。また、本装置は腹臥位型であるため、乳腺を十
分に伸展させ、かつ体動の少ない画像を得ることが可能で
ある。今回われわれはリング型マンモ PET 装置の物理学的
性能評価を NEMA NU 4-2008 に準拠して行った。断面内空
、
間 分 解 能 は 中 心 か ら 5mm の 距 離 で 1.4mm（FWHM）
50mm の距離で 1.6mm（FWHM）であった。体軸方向分解
、1.4mm（FWHM）であった。
能は同じく 1.3mm（FWHM）
システム感度は 11.2% であり、rat-like ファントムにおける
散乱フラクションは 30.1% であった。雑音等価計数の最大
値 は、24.9MBq で 373.8kcps で あ っ た。 リ ン グ 型 マ ン モ
PET 装置は、高い物理学的性能を有しており、通常の全身
PET 検査に 5 分程度の追加撮像を行うことで乳がんの早期
発見に大きく貢献できる装置であると示唆された。

M2VIIIC4

10091
OpenPET リアルタイムイメージング
システムの試作と性能評価
田島 英朗 1，吉田 英治 1，木内 尚子 1 , 2，錦戸 文彦 1，
1
稲玉 直子 ，村山 秀雄 1，吉川 京燦 1，菅 幹生 2，
羽石 秀昭 2，山谷 泰賀 1
1
放医研，2 千葉大学
現在我々が開発を進めている OpenPET は、検出器リング
間に物理的な開放空間を持ち、PET 撮影中に患者へのアク
セスが容易となるため、PET 画像ガイド化の手術や針生検
の実現が期待されている。その際、PET 撮影から画像化ま
でをリアルタイムに行う必要があるため、高速な画像再構
成アルゴリズムを GPU 上に実装し、また、安定化のために
データ転送制御システムを導入したアーキテクチャを提案
した。開発したシステムでは、
再構成処理で使用されるデー
タ量の上限を再構成の処理速度に応じて設定し、定量性確
保のために使用したデータ量と検出されたデータ量の比によっ
て再構成像を補償する。今回、提案システムを OpenPET
小型試作機に実装し、線源追跡の性能評価を行った。毎秒
2 フレーム以上での再構成像の表示が可能で、表示された
画像強度がカウントレートの変化に追随して変化している
ことを確認した。また、光学カメラの映像と再構成像を同
時に取得して、表示された線源位置を比較することでシス
テム全体の遅延を評価した。
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50016
分 解 能 補 正 再 構 成 法（SharpIR） の
使用経験
中別府 良昭 1，田邉 博昭 1，神宮司 メグミ 1，
1
中條 正豊 ，谷 敦至 2，中條 政敬 1
1
鹿児島大，2 国立病院機構 鹿児島医療センター
GE 社製（Discovery PET/CT 600）には、分解能補正再構成
法（SharpIR）が導入された。SharpIR は、あらかじめ、シ
ステムの空間分解能低下（以下ボケ）を測定しておき、こ
れを、再構成時の逐次近似法にもりこみ、ボケを補正する
装置である。従来法と SharpIR との比較を行った。方法：
2 次元フーリエ変換法（2DFFT）
視覚的、
直線上のプロファイル、
および SUVmax 値の変化について検討した。結果：視覚的
には明らかに鮮明な像が得られ、1 次元プロファイルでは、
コントラストが改善し、細かく小さい変化の多い（ノイズ
領域）部位の変動が低下していた。2DFFT では従来法より
やや高周波領域の信号は増強したが、さらに高周波領域の
信 号 は 低 下 し て い た。ROI に よ る 検 討 で は、 従 来 法 と
SharpIR とは強い直線相関を認めた。まとめ：臨床的使用
に お い て、SharpIR は シ ャ ー プ な 画 像 を 呈 し た。 ま た
SharpIR による SUV 値から従来法の SUV 値を予測すること
は可能と思われた。

M2VIIIC6

50092
Evaluation results of a prototype
PET/MR small animal scanner
Kálmán Nagy 1，Gábor Németh 2，Péter Major 2，
2
Dávid Völgyes ，Zoltán Nyitrai 2，Judit Lantos 2，
Gergely Patay 2，Miklós Tóth 1，Jenny Haggkvist 1，
Balázs Gulyás 1，Domokos Máthé 3，István Bagaméry 2，
Christer Halldin 1
1
Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden，2 Mediso Ltd,
Budapest, Hungary，3 CROmed Ltd, Budapest, Hungary
<Introduction>Primarily to the increasing availability of small
animal disease models, in recent years molecular imaging
techniques for pre-clinical research, including drug and
molecular imaging biomarker development, have gained an
increasing importance. The imaging systems used in small
animals need to provide researchers with precise anatomical
and biochemical information. Consequently, the instruments
should combine high spatial resolution with high sensitivity.
Furthermore, for the interpretation of biochemical data coregistered anatomical images with good soft tissue contrast and
possibly low radiation dose to the subject is required. These
requirements are especially valid for CNS research in rodents,
where sub-mm PET resolution should be complemented with
appropriate detailed anatomical images of the brain. The
Mediso nanoScan PET/MR resembles in its workflow a
conventional PET/CT scanner, but instead of a CT module it
features a compact MRI component to record anatomical
images. The design relies on the most advanced, commercially
available components. The 18 cm diameter PET-detector
polygon is formed by 12 detector modules of 81 x 39 LYSO
crystals（1.12 x 1.12 x 13 mm3）, tightly packed（pitch 1.17
mm, PF 94%）and coupled to two 256-channel PS-PMT s
（Hamamatsu H9500）each via a thin light guide. The detector
ring is specially shielded to protect the PMT tubes from the
magnetic field of the MR. The MR component is based on an
ultra compact 1 tesla permanent magnet with exceptionally low
fringe fields. It features integrated gradient coils capable to
deliver 450 mT/m gradient pulses with 250 μs rise time and an
integrated RF shielding. The magnet bore is 76 x 200 mm and
accommodates either a 60 mm diameter coil for rats or a 35
mm diameter coil for mice.
<Methods>.The PET subsystem has been characterized
following the NEMA-NU4-2008 standard for small animal
PET systems. Spatial resolution, system sensitivity, scatter
fraction, count losses and image quality are evaluated. The MR
subsystem is characterized following the NEMA MS 1-2007,
MS 2-2008 and MS 3-2007 standards for signal-to-noise ratio,
two dimensional geometric distortion and image uniformity
respectively.
<Results>. Results of measurements of spatial resolution,
sensitivity and peak count rates are presented. The peak
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sensitivity reaches 8%, the resolution （ with FBP
reconstruction）is around 1.3 mm in the central 12 mm DSV.
Phantom, mouse and rat data, illustrating the performance of
the system are also featured. Two point discrimination distance
using micro-derenzo phantoms has been found to be less than
1 mm.
<Conclusions>. The Mediso nanoScan PET/MR imaging
system fulfils the original PET and MR specifications. Crosstalk effects are well tolerable. The system presented here is a
prompt, viable and commercially unique solution providing
high PET resolution together with effective, flexible MR
imaging in the same animal in the same imaging session.

医療機器 SPECT

第 8会場

13：30～ 14：10

10260
スタティックデータ収集を目指した
マルチピンホール頭部 SPECT システ
ムの開発
1
尾川 浩一 ，乳井 嘉之 2，福士 政広 2
2
1
法政大理工， 首都大学東京健康福祉
【目的】本研究の目的は、頭部 SPECT を検出器回転数の少
ないスタティックデータ収集に近い状態で実現するシステ
ムを構築することである。
【方法】データ収集にはマルチ
ピンホールガントリー（６角形状）を用い、その３面に 3
個ずつピンホールを配した。また、ピンホールの中心軸を
それぞれ微少角度変え、ガントリー全体も検出器を固定し
たまま、微少角度回転可能とした。これらの構造に対して、
シミュレーションを実施し、
画像再構成に必要となるパラメー
タを変化させ、画質との関係を調べた。
【結果】シミュレー
ション結果から、提案する SPECT ジオメトリでは検出器
の回転を５、ガントリー回転を７程度にする必要があるこ
とがわかった。
【結論】スタティックにより近いデータ収
集を実現する頭部専用 SPECT システムは、マルチピンホー
ルを用いた感度改善ならびに、半導体検出器などの高い空
間分解能を有するピクセル形検出器を使用することで実現
可能である。

M2VIIID1

10261
自由な角度からデータ収集可能な心
筋 SPECT の開発
尾川 浩一 1，乳井 嘉之 2，福士 政広 2
2
1
法政大理工， 首都大学東京健康福祉
【目的】本研究の目的は、半導体検出器の有する軽量、コ
ンパクトという特性を生かした心筋専用の新しいイメージ
ングシステムの開発に必要な設計要件を検証することにある。
【方法】MCAT ファントムを用いたシミュレーションによっ
て、実験系と同等のジオメトリでの心筋イメージングに最
適なデータ収集角、方向数を決定した。さらに、試作した
システムでこれらのパラメータを用いて、心筋ファントム
実験を行い有効性、問題点を検討した。
【結果】シミュレー
ションでは３次元的に 12 方向の投影データを得ることが可
能ならば、従来の心筋画像とほとんど遜色ない画像となる
ことがわかった。また、実験では複数のパラメータを変え
ることで画質は変化するが、シミュレーションとほぼ同様
の結果が得られた。
【結論】自由な角度からデータを収集
し再構成するシステムでは、コリメータの開口補正や吸収
補正などが重要である。

M2VIIID2

10060
高感度化 4 ピクセルマッチドコリメー
タを使用した半導体 SPECT 装置の検
証
1
久保 直樹 ，鈴木 敦郎 2，石津 崇章 2，
2
上野 雄一郎 ，小橋 啓司 2，志賀 哲 3，久下 裕司 1，
玉木 長良 3
1
北大 CIS，2 日立中研，3 北大核
【目的】固有空間分解能が高いという半導体検出器の特長
を活用し高感度と高空間分解能を両立させた 4 ピクセルマッ
-SPECT システムの特性を従来型ガ
チドコリメータ
（4PMC）
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ンマカメラと比較した．
【方法】1.4 mm ピッチの CdTe 検出
器に対し 4PMC は高感度化のため孔ひとつが素子 4 個分の
大きさになる．そして 4 素子全ての点線源応答を逐次近似
再構成へ利用することで空間分解能の劣化を抑制する．従
来機は東芝社製 GCA-9300A とし，プラナーにおける総合
感度，臨床条件を模擬した低カウント収集のコールドロッ
トおよび Hoffman 脳ファントム SPECT 画像を比較した．
【結
果】4PMC-SPECT システムと従来機の感度はそれぞれ 496
および 190 cpm/μCi であった．コールドロットファントム
SPECT では 4PMC-SPECT システムが 8mm 径，従来機が
10mm 径までを描出していた．脳ファントムにおいても
4PMC-SPECT システムのほうが，より詳細な構造を描出
していた．
【結論】4PMC-SPECT システムは高感度で空間
分解能劣化を抑制しており，カウントの少ない臨床条件下
でも有用であるといえた．
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10283
高い標的指向性を有する多価放射性
ガリウム錯体：RGD ペプチドを用い
た検討
1
上原 知也 ，六川 武美 1，Francisco L. Guerra Gomez 1，
1
花岡 宏史 ，荒野 泰 1
1
千葉大院薬
1,4,7-Triazacyclononane-1,4,7-triacetic acid（NOTA）に 3 分子
の標的分子認識素子が導入可能な 1,4,7-triazacyclononane1,4,7-triglutaric acid （NOTGA）の 有 用 性 を 評 価 し た。
NOTGA に 3 分子の RGDfK を結合した NOTGA-RGD3 を合
成し、67Ga との錯形成反応、67Ga 標識体の安定性、担癌マ
ウスにおける体内動態を検討した。NOTGA-RGD3 は配位
子濃度 10μM において 95％以上の放射化学的収率で 67Ga 錯
体を与えた。本 67Ga 錯体は apo-transferrin 中において、6 時
間安定に存在した。担癌マウスに投与したところ、67GaNOTGA-RGD3 は、RGD を１分子結合した 67Ga-NODAGARGD よりも有意に高い腫瘍集積を示す一方で、血中から
同程度の消失を示した。以上の結果は、NOTGA が多価効
果に基づく高い標的指向性のガリウム標識プローブの設計
に有用であることを示す。

M2VIIIE2

10158
4-Pixel Matched Collimator を用いた
SPECT 装置におけるアーチファクト
低減手法
1
石津 崇章 ，鈴木 敦朗 1，土屋 一俊 1，
10019
上野 雄一郎 1，小橋 啓司 1
1
日立中研
新 規 18F 標 識 MMP-2 プ ロ ー ブ［18F］
SAV47H の合成・評価
【目的】1 つのコリメータ穴に 4 つの検出器を配置する
伊東 弘晃 1，古本 祥三 2 , 3，石川 洋一 2，岩田 錬 2
4PMC（4 Pixel Matched Collimator）は感度と分解能を向上さ
2
1
東北大院薬， 東北大 CYRIC，3 東北大院医
せる有用な手段であるが、コリメータと検出器との位置ず
【目的】細胞外基質分解酵素の一種である MMP-2 は悪性腫
れによるアーチファクトが発生しやすい。本研究ではこの
位置ずれの影響を低減する一手法としてコリメータを半ピ
瘍など病的状態で過剰に発現し病態の進行に関与するため，
クセルずらして配置する手法について検討した。
【方法】
診断・治療の標的として期待されている．本研究では PET
CdTe 検出器（検出器ピッチ：1.4mm）と 4PMC（穴ピッチ：
用 MMP-2 画像化プローブの開発を目的として、新規 18F 標
2.8mm）を用い、検出器とコリメータの位置が一致した体
【方法】酵素活性
識 MMP-2 阻害剤の合成・評価を行った．
系と半ピクセルずらした体系でコリメータのずれによる再
中心金属への強力な配位結合を期待してヒドロキサム酸基
構成画像への影響をシミュレーションにより評価した。また、 を部分構造に取り入れた新規 MMP-2 阻害剤
（SAV47H）
を合
半ピクセルずらしたコリメータを用いてファントム撮像試
成し，MMP-2 阻害アッセイにより IC50 値を求めた．また，
18
験を行い位置分解能を評価した。
【結論】4PMC では 100μ
SAV47H の標識合成法を確立し，小動物 PET を用いて
［ F］
m のコリメータの配置ずれにより再構成画像に 15％程度の
健常マウスにおける体内分布について簡易的に評価した．
【結
アーチファクトが生じたが、半ピクセルシフトさせた条件
果・考察】MMP-2 阻害アッセイの結果，SAV47H は強い阻
18
では 3% 程度と小さな値であった。また、
実験によりコリメー
を示した．また，
［ F］
SAV47H の標
害活性
（IC50 = 0.28 nM）
タを半ピクセルずらしても位置分解能の劣化がほとんど無
識合成を行ったところ低収率ながらも放射化学的純度 96%
18
い事を確認した。
で得られた．
［ F］
SAV47H を健常マウスへ尾静脈投与し小
動物 PET を用いて撮像したところ，
投与後 90 分において骨・
肝臓へは殆ど集積しておらず，
腸管への高い集積が認められ，
18
SAV47H は腸管を介して排出されることが示唆された．
［ F］

M2VIIID4

M2VIIIE3

PET・SPECT薬剤、創薬 1
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14：10～ 15：20

10284
A novel bifunctional chelator for the
development of multimeric 68Galabeled radiopharmaceuticals
上原 知也 1，Francisco L. Guerra Gomez 1，六川 武美 1，
1
花岡 宏史 ，荒野 泰 1
1
千葉大院薬
68-Gallium is one of the emerging radionuclides for PET. It
forms stable complexes with triazacyclononane-based ligands.
Since multimeric compounds exhibit increased avidity toward
target molecules, we developed a chelator
1,4,7-triazacyclononane-1,4,7-triglutaric acid for the
preparation of trimeric 68Ga-radiopharmaceuticals. A model
compound with three phenethylamines was synthesized and
quantitatively labeled with 67Ga in 5 min, pH 5, 10 μM, 37 oC.
One single specie of the desired complex was detected upon
HPLC analysis. It remained stable more than 6 h in the
presence of human apo-transferrin. A new precursor for the
preparation of trimeric 68Ga-radiopharmaceuticals has been
obtained.

M2VIIIE1

10186

F］Fluoroacetate を用いたヒト肝癌
M2VIIIE4 ［細胞株における集積実験
18

竹本 研史 1，西井 龍一 2，加川 信也 3 , 4，東 達也 3，
波多野 悦朗 1，長町 茂樹 2，田村 正三 2
1
京大外，2 宮大医放，3 滋賀成人病セ画像研，4 金大保健
［18F］
我 々 は 新 規 腫 瘍 PET イ メ ー ジ ン グ の 開 発 と し て
Fluoroacetate（［18F］FACE）を標識合成に成功し，前臨床検
討 を 含 め た 臨 床 応 用 へ 向 け た 検 討 を 行 っ て い る．
Fluoroacetate は細胞内 TCA 回路に Fluoroacetyl-CoA として
取り込まれ，citrate synthase にて Fluorocitrate に代謝された
後，以降の aconitase による酵素反応を受けず，Fluorocitrate
として回路内にとどまる化合物として知られている．本検
討では組織分化度の異なる 4 種類のヒト由来肝癌細胞株培
養細胞（JHH-1，JHH-5，HuH7，HepG2）を施設内で合成
した
［18F］FACE を用いて腫瘍細胞内のトレーサー取り込み
を検討した．また citrate synthase 阻害を目的に 100uM の
ATP を添加した培地条件での［18F］FACE 集積実験も行った．
さらに対照として行った
［18F］ FDG の集積結果とも比較検
討したので，その結果を報告する．
10268
薬物の経口投与後の消化管吸収過程
における PET イメージングの有用性
評価
1,2
高島 忠之 ，新垣 友隆 3，田中 雅彰 2，鴫原 良仁 2，
1
片山 由美子 ，片岡 誠 4，和田 康弘 1 , 2，杉山 雄一 5，
山下 伸二 4，渡辺 恭良 1 , 2
1
理研 CMIS，2 大阪市大医院，3 ADME リサーチ，
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摂南大薬， 東大院薬
有効な経口剤を開発する上で、薬物の経口投与後の消化管
吸収過程を in vivo で詳細に解析することは重要である。
PET を用いた解析は、組織中薬物濃度の時間変化の定量解
析が可能であり、消化管吸収における PET 評価系を構築す
ることにより、消化管吸収過程の定量解析がより詳細に可
能となり、経口剤開発研究の更なる発展につながると考え
られる。本研究では、まず初めに hexose 消化管吸収の機能
fluoro-2-deoxy-D-glucose（［18F］
評価PETプローブとして2-［18F］
FDG）を用い、げっ歯類における薬物経口投与後の消化管
吸収過程を定量的に解析するための PET 評価系の確立を行
なった。更に安全に PET プローブをヒトに経口投与できる
方法の開発を行い、本手法をヒト臨床 PET 研究へと応用し
た結果についても紹介し、消化管吸収研究における PET 評
価の有用性を動物からヒトまで応用した結果を含め報告する。
本研究の一部は NEDO マイクロドーズ臨床試験を活用した
革新的創薬技術の開発として行った。
4

5

10006
C-4DST 動態解析に関する基礎的検
討
豊原 潤 1，坂田 宗之 1，石渡 喜一 1
1
都健康長寿研神経画像
【目的】11C-4DST（4DST）は DNA 合成画像化新規腫瘍イメー
ジング剤として期待されている。しかし、定量解析のため
に必要な代謝モデルに関しては詳しく検討されていない。
4DST 代謝モデルを構築する目的でラット血中およびマウ
ス組織中の代謝を検討した。
【方法】Wistar ラットに 4DST
を静注し、経時採血して血漿中放射性代謝物を分析した。
ddY マウスに 4DST を静注し、経時的に脾臓と十二指腸を
【結果】
摘出し、DNA への放射能取り込み率を調べた。
4DST はラット血漿中では殆どが未変化体で、その割合は
投与 60 分後で 90% であった。4DST の経時的な増殖組織へ
の DNA 取り込み率は Michaelis-Menten 型の飽和曲線で示さ
れ、十二指腸及び脾臓では、投与後 5 分及び 8 分で放射能
の 50％が DNA に取り込まれ、最大取り込み率は 99% 及び
94% に達した。これらの組織の時間放射能曲線（TAC）は
DNA の TAC と対応し、非 DNA（未変化体＋リン酸化体）
とは異なった。
【結論】げっ歯類での 4DST 集積動態は
DNA への集積動態と一致することから、DNA 取り込み過
程が律側と考えられた。

M2VIIIE6
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10163
シグマ受容体イメージングを目的と
した放射性臭素標識化合物の開発
神原 弘弥 1，小川 数馬 1，清野 泰 2，森 哲也 2，
3
北村 陽二 ，小阪 孝史 3，柴 和弘 3
1
金沢大院医，2 福井大高エネ研，3 金沢大学際セ
シグマ受容体は種々のヒト癌細胞に過剰発現しているため、
癌イメージングの有望な標的となり得る。これまでに我々は、
シグマ受容体への高い親和性を有する化合物p IV（p -iodovesamicol）
-p IV が担癌マウスにおいて腫瘍へ高集積
を見出し、
［125I］
を示すことを報告してきた。本研究では、76Br を用いた
PET 薬剤への応用を目指し、p BrV（p -bromovesamicol）を合
成し、76Br の代わりに 77Br を用い、評価を行った。p BrV の
シグマ受容体親和性を測定した結果、p BrV はp IV と同等程
度の高いシグマ受容体への親和性を示した。担癌マウスに
-p BrV の体内分布実験を行った結果、高い腫
おける
［77Br］
瘍集積を示し、筋肉や血液への集積は低く、腫瘍に対する
集積比は高い値を示した。以上の結果、
［76Br］
-p BrV による
PET への応用が期待される。

M2VIIIF1

10044
膵β細胞 GLP-1 受容体を標的とする
SPECT 用 イ メ ー ジ ン グ プ ロ ー ブ
Exendin（9-39）誘導体の開発
1
小川 祐 ，木村 寛之 1，河嶋 秀和 2，豊田 健太郎 3，
3
向 英里 ，藤本 裕之 3，平尾 佳 4，松田 洋和 1 , 4，
小野 正博 1，稲垣 暢也 3，佐治 英郎 1
1
京大院薬，2 京大病院，3 京大院医，4 アークレイ
（株）
【目的】2 型糖尿病の発症時に膵β細胞量は減少していると
報告されている。糖尿病の予兆を早期に捉えること等を目
的とした膵β細胞量の非侵襲的な定量法の開発が望まれて
いる。そこで、膵β細胞膜上に発現する GLP-1 受容体に着
（9-39）
（Ex
目し、GLP-1 受容体に結合するペプチド Exendin
（9-39）
） を 3-［123I］
iodobenzoyl（［123I］IB）化 し た［123I］IB-Ex
（9-39）
の SPECT 用プローブとしての性質を評価した。
【方法】
IB 化位置が異なる 3 種の IB-Ex（9-39）の単離膵島への親和
125
性を評価した。
［ I］
IB-Ex（9-39）を合成し、正常マウスで
123
I 誘導体を用いて、
の体内放射能分布を測定した。さらに、
正常マウスでの SPECT 撮像を行った。
【結果】3 種の化合
物は単離膵島への親和性を有した。また、体内放射能分布
実験で近傍臓器に対する膵臓の放射能集積比が総じて良好
な化合物について、123I 誘導体を合成し、正常マウスで
SPECT イメージングを行った結果、膵臓が明瞭に抽出され
た。
【結論】
［123I］
IB-Ex（9-39）は、膵β細胞の SPECT 用イメー
ジングプローブとして有用な性質を有すことが示された。

M2VIIIF2

10127
FDG-PET/CT による triple negative
乳癌の検討
浜中 恭代 1 , 2，林田 孝平 1，廣瀬 朋宏 2，金崎 周造 2，
3
仁尾 義則
1
武田病院 画診セン，2 康生会武田病院 放，
3
仁尾クリニック
【目的】Triple negative
（TN）
乳癌は エストロゲン受容体、
HER2 蛋白が全て陰性（ER-PR-HER2プロゲステロン受容体、
10237
）で、乳癌の中で最も予後が悪く、その治療法について注
低酸素腫瘍イメージングを目的とし
目を集めている。TN 乳癌の FDG-PET/CT における画像の
た低酸素特異的安定型ペプチドプロー
特徴を検討した。
【方法】2006 年 1 月から 2010 年 6 月の間
ブの開発に関する基礎的検討
1
に当センターにて FDG-PET/CT 検査を施行した術前乳癌症
小川 京 ，上田 真史 1 , 2，大島 譲介 1，福島 隆宏 1，
例の内、手術にて TN と判明した 24 例と TN と予後が対照
小野 正博 1，佐治 英郎 1
1
22 例について画像を比較検
京大院薬，2 京大病院 RI
的とされる群
（ER+PR+HER2-）
（平均±標準偏差）
53.3±11 歳、 【目的】低酸素誘導因子（HIF-1）発現は腫瘍悪性化に関与し、
討した。
【結果】
年齢分布は TN
対照群 52.1±10.5 歳。腫瘍サイズは TN3.3±1.6cm、対照群
その存在領域イメージングは腫瘍治療に有用である。そこ
2.2±1.3cm で有意差はなかった。SUVmax にて TN9.0±7.5、 で HIF-1αの酸素依存的分解配列を基にペプチドプローブ［125I］
対照群 3.7±3.4 で有意差が認められた
（P= 0.0042）
。集積形
KOP30 を設計し、有用性を評価した。【方法】［125I］KOP30
状については、TN で中央部の集積が周囲より低いドーナ
を細胞に処置し 20％又は 0.1％ O2 下で 1 時間培養し細胞内
ツ型が２例見られたが、対照群では認められなかった。
【結
KOP30 を投与
放射能を測定した。次に担癌マウスに
［125I］
論】TN 乳癌は悪性度を反映して対照群に比し集積程度が
して経時的に屠殺し体内動態を調べた。また投与 1 時間後
高い。また特徴的な形状を示す事があるので、FDG-PET/
に腫瘍・腎臓・肝臓を摘出し代謝物分析を行うと共に腫瘍
CT は術前検査として TN 乳癌に有効であると考えられた。
切片を作製しオートラジオグラフィと HIF-1 免疫染色を行っ
た。更に HIF-1 活性依存的に luciferase を発現する担癌マウ
KOP30 の腫瘍集積量と発光量を比較した。
【結
スを用い
［125I］
KOP30 は 0.1％ O2 で 20％ O2 より 4.4 倍高く集積し
果】
［125I］
た。代謝物分析の結果、腫瘍で正常臓器より未変化体の割
合が高かった。また
［125I］
KOP30 の腫瘍集積は HIF-1 活性と
相関し
（R＝0.72,P＜0.05）その腫瘍内局在は HIF-1αの局在
125
と一致した。
【結論】
［ I］
KOP30 は HIF-1 存在低酸素腫瘍
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イメージングプローブに必要な基礎的性質を有する事を見
出した。
10357
網内系集積の低減と腫瘍特異性向上
99m
111
を目指した Tc 及び In 封入リポソー
ムの開発
1,2
小池 悠介 ，梅田 泉 1，木村 禎亮 1，東 顕二郎 2，
2
上原 知也 ，森部 久仁一 2，荒野 泰 2，山本 恵司 2，
藤井 博史 1
1
国立がんセ東 機能診断，2 千葉大院薬
【目的】リポソームの高い腫瘍集積はがんの診断や内照射
療法への応用を期待させるが、網内系への非特異的集積が
臨床応用を妨げている。本研究ではリポソーム内に封入す
る放射性核種と配位子の選択で、核種の体内動態を制御し、
網内系集積の低減と腫瘍特異性向上を目指した。
【方法】
active loading 法を応用して、99mTc-ethylenedicystein（EC）
111
99m
、 In-EC、 Tc-N ,N -bis（2-mercaptoethyl）
-N ,N -diethylethylenediamine（BMEDA） 及 び 111In-nitrilotriacetic acid
（NTA）
をリポソームに封入した。動物実験には Sarcoma180
担がんマウスを用いた。
【結果・考察】99mTc-BMEDA、
111
In-NTA 封入リポソームでは放射活性は網内系に集積し、
99m
Tc 及び 111In-EC 封入リポソー
投与後長時間滞留した。一方、
ムでは、放射活性は腎及び胆道排泄され網内系から急速に
消失し、投与 24 時間後には、腫瘍への選択的高集積が認め
られた。両者の違いは網内系取込後の動態の違いに起因す
ると推察された。
【結論】網内系集積を低減し、腫瘍選択
性を高めた放射性核種封入リポソームの開発に成功した。

M2VIIIF4

10285
スペーサ構造の変換による 99mTc 標識
プローブ体内動態の制御
上原 知也 1，立石 裕行 1，竹森 英晃 1，
1
秋本 菜保子 ，平良 優一郎 1，花岡 宏史 1，荒野 泰 1
1
千葉大院薬
D-Penicillamine のアミノ基からヘキサン酸（Hx）を介して c
（RGDfK）を結合した 1 価化合物 Pen-Hx-c
（RGDfK）と 99mTc
との錯形成反応で得られる 2 価 99mTc-［Pen-Hx-c
（RGDfK）
］
2 は、
過剰の 1 価化合物を除去せず、そのまま投与しても標的分
子の画像化を可能とする。しかし本標識体は、肝臓と腸管
に高い集積を示した。本研究では、99mTc 標識体の体内動態
の改善を目的に、Hx スペーサ構造を 2 または 3 ユニットの
エチレングリコール
（EG2, EG3）
, D-Ser-D-Ser-Gly（SSG）配
列に変換した化合物を合成し、それぞれの 99mTc 標識体の
マウス体内動態を SPECT 撮像から評価した。EG2, EG3 を
スペーサに用いた場合には体内動態に変化は観られなかっ
たが、SSG を用いた 99mTc 標識体は、肝臓や腸管の放射活
性を大きく低減し、優れた腫瘍肝臓比を与えた。以上の結
果は適切なスペーサの導入が 99mTc 標識プローブの体内動
態の制御に有用であることを示す。

M2VIIIF5

10095
糖尿病足病変の診断のための感染性
炎症イメージング PET プローブの開
発
1
山内 早紀 ，木村 寛之 1，河嶋 秀和 2，小野 正博 1，
1
佐治 英郎
1
京大院薬，2 京大病院
【目的】糖尿病足病変は、感染症、潰瘍、深部組織の破壊
性病変であり、足切断に至ることも多い。本研究では、糖
尿病足病変の診断が可能な PET 用プローブを開発するため、
白血球の中でも炎症部位に最初に到達する好中球に高発現
を標的とした 18F 標
しているホルミルペプチド受容体
（FPR）
識ペプチド誘導体を創製し、その感染性炎症イメージング
プローブとしての可能性を検討した。
【方法】数種類のペ
プチドを設計・合成し、FPR への親和性を
［125I］
WKYMVm
をリガンドとした阻害実験により評価した。さらに、高親
18
和性の化合物について F 標識体を合成し、それを大腸菌
の接種により作製した感染性炎症モデル動物に投与して体
内放射能分布実験および PET 撮像を行った。
【結果】高い
親和性を有する化合物の 18F 標識体を合成し、感染性炎症
モデル動物に投与したところ、感染性炎症部位へ非炎症部
位よりも高く集積した。また、
PET 撮像実験を行ったところ、

M2VIIIF6
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感染性炎症部位を明瞭に描出できた。
【結論】感染性炎症
イメージングプローブとして可能性のある 18F 標識化合物
を開発した。
50004

of C-11 Methionine
M2VIIIF7 （Comparison
MET） and F-18 FDG uptake in

hepatomas: in vitro study
Daniel H. Y. Shen 1，MH Chung 1，HC Chu 2，LF Lin 1，
1
CY Cheng
1
Dept. of Nuc. Med, Tri-Service General Hospital，2 Dept. of
Int. Med, Tri-Service General Hospital
The FDG avidity in HCC varies, leading to unsatisfied
detection of HCC and, thus, other tracer being studied.
Previously we demonstrated the use of MET PET to detect the
non-FDG avid HCC and also inverse relationship between
MET and FDG uptake in HCC. Herein we aim to compare
both uptakes in HCC in vitro. Three cell lines, HepG2, HA59T
and Hep3B were used to examine their MET vs. FDG uptake
in presence of t-Retinoic acid （tRA（
）0~100μM） or
Trichostatin A（TSA（
）0~1.2μM）
. Both tRA and TSA treatedHCC showed delayed growth and changed kinetics of uptake
in a dose-dependent manner. The decreased FDG accumulation
in HCC paralleled the reduced growth of HCC while the MET
uptake increased conversely. TSA-treated HA59T showed the
most significant growth delay（>50%）as the MET uptake was
enhanced >25% after treatment for 72 hrs. Whether MET can
be an alternative to assess HCC and related mechanism
warrants for further study.

PET・SPECT技術・解析 1
第 8会場

M2VIIIG1

16：30～ 17：40

10178
頭部用高解像度 SPECT 装置の概念設
計

銭谷 勉 1，平野 祥之 1，富永 貴則 2，堀 祐樹 1，
湊 小太郎 2，畑澤 順 3，飯田 秀博 1
1
国循セ研・画診，2 奈良先端大情報，3 阪大核
PET に 匹 敵 す る 5mm 以 下 の 実 用 的 な 頭 部 用 高 解 像 度
SPECT 装置の実現を目指し、設計パラメータの最適化を行っ
（8×8）
た。検出器は平板 NaI シンチレータとマルチアノード
位置感応型光電子増倍管を 5×3 配列させたものを組み合わ
せた。2mm 程度の検出器固有分解能を達成するために各ア
ノード信号をデジタル収集し、かつデジタル演算する機能
により位置演算ロジックの最適化を可能にした。検出器サ
イズは 250mm×150mm として脳全体を見込む視野とした。
穴径 0.8mm、
長さ 50mm の高解像度用パラレルホールコリメー
タの使用により回転半径 130mm でのシステム解像度は理
論的に 3.4mm となるが、感度は現在の臨床 SPECT 装置に
汎用コリメータ（LEHR など）を装着した場合に比べて 1/7
に程度になる。コリメータ開口補正モデルを組み込んだ画
像再構成ソフトウェアを利用することで、およそ 10 倍の感
度上昇に匹敵する統計ノイズの抑制効果を期待した。本装
置は、従来 SPECT 装置と同程度以上の感度を確保しつつ、
システム解像度 3 〜 4mm を実現することが予測された。
10245
頭部用高解像度 SPECT 装置の開発と
評価
富永 貴則 1，平野 祥之 2，堀 祐樹 2，銭谷 勉 2，
1
湊 小太郎 ，畑澤 順 3，飯田 秀博 2
1
奈良先端大情報，2 国循セ研・画診，3 阪大核
【背景】5mm 以下の解像度を目指し、25cm×15cm の NaI シ
ンチレータと H8500 マルチアノード PMT15 個にフルデジ
タル位置演算回路を組み合わせた検出器およびパラレルホー
ルコリメータで構成される実用的な頭部用高解像度 SPECT
装置を開発している。検出器を回転機構に搭載、吸収・散
乱およびコリメータ開口の補正を有する画像再構成ソフトウェ
アを実装し、SPECT 画像が取得可能となった。
【目的】本

M2VIIIG2

― S245 ―

11一般演題抄録.indd

245

2011/08/29

14:07:02

第 51 回日本核医学会学術総会

308

研究では、一連のファントム SPECT 撮像により本装置の
基本的性能評価を行うことを目的とした。
【方法】円柱ファ
ントム、ピラミッドファントムにより画像の感度一様性、
定量精度の形状およびサイズ依存性を評価した。また、マ
ルチラインソース、3D 脳ファントムを対象に画像の空間
解像度を評価した。
【結果】アノード毎にエネルギーウィ
ンドウを設定することで画像の高い感度一様性が確認でき、
6mm 程度の解像度が得られ、さらにデジタル位置演算の搭
載によって改善が期待された。
【結論】従来 SPECT 装置よ
りは空間解像度が高く、かつ空間解像度、感度ともに一様
の画像が得られた。
10395
ヘッドホルダーが頭部 SPECT に及ぼ
す 影 響 ―3DBrainPhantom を 使 用 し
て―
1
舘 真人 ，丸野 廣大 2，森 一晃 1
1
虎の門放部，2 虎の門放科
【目的】頭部 SPECT において CT 減弱補正法に比べて Chang
法による減弱補正によって後頭葉領域の RI 分布が低く評価
されているとの報告がある。今回頭部の覆い方が異なる
flat 型、ring 型、round 型 の ヘ ッ ド ホ ル ダ ー を 用 い て、
3DBrainPhantom の SPECT 画像を比較検討した。【方法】
Tc-99m で満たされた 3DBrainPhantom をヘッドホルダーご
とに SPECT/CT 装置により撮像した。ヘッドホルダーと再
構成法（FBP 法と OSEM 法）と吸収補正の有無（FBP 法は
Chang 法、OSEM 法は X 線 CT による減弱補正）によって、
前頭部と後頭部のカウント比に差が生じるか検討した。カ
ウント比の算出には３DSRT を用いて、
「脳梁辺縁領域」と
「後大脳領域」を比較した。
【結果】round 型は後大脳領域
のカウントが最も低下したが、吸収補正ありの OSEM 法で
再構成することにより flat 型と同等の SPECT 画像を得るこ
とができた。ring 型はどの再構成法においても後大脳領域
におけるカウント低下が少なかった。また最も後大脳領域
のカウントを改善したのは吸収補正ありの OSEM 法であっ
た。

M2VIIIG3

10451
I-IMP 3D-SSP 多施設共同作成機
種別正常 DB と自施設 ESD 検定コン
トロール DB の比較
1
安藤 彰 ，秀毛 範至 1，大西 拓也 1，山本 綱記 1
1
釧路孝仁会記念病院
【目的】3D-SSP 研究会で 123I-IMP 多施設共同機種別正常デー
タベースが作成された。当院の機種も対象であったため、
患者データから ESD 検定を用いて作成した自施設データベー
（以下
ス
（以下 CDB）が多施設共同機種別正常データベース
NDB）とどの様に違うものかを検討した。【方法】NDB と
CDB を平均値（t-test）と標準偏差（F-test）を比較した。
【結果】
NDB の平均値は 0.999999、t-test で 961 ボクセル（6.02％）、
標準偏差は 0.0747、F-test で 222 ボクセル
（1.39％）
、CDB の
（5.98％）
、標準偏
平均値は 1.000077、t-test で 954 ボクセル
差は 0.0904、F-test で 3343 ボクセル
（20.94％）
であった。
【考
察】SD は平均で NDB より ESD の方が約 21% 大きくなった
が、投与量が半分であったためカウントが少なかったこと
が原因のひとつであると考えられる。
【結論】CDB は、
NDB よりも標準偏差の大きいものとなった。Z-score は多
少小さくなることが予想されるが、データが多くあること
から、
階層別に作成できることなどのメリットが示唆された。
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10147
Hybrid SPECT 画像再構成法を用い
た SPECT 画像の画質改善
松本 圭一 1 , 2 , 3，高橋 康幸 2 , 4，和田 康弘 3，
2
村瀬 研也 ，遠藤 啓吾 1
1
京都医療大，2 阪大大学院，3 理研 CMIS，4 群馬健科大
SPECT 収集における非対称収集は画像再構成に必要な情報
量が増加するため、
空間分解能の向上やストリークアーチファ
クトの低減に効果的である。一方、PET 収集では隣接する
検出器リング間で同時計数を計測し、両検出器リングの中
間断層面を得ている。本研究の目的は、非対称収集された
離散的な SPECT 投影データに対して、PET 収集における中
間断層面の概念を収集角度に適用させるハイブリッド

M2VIIIG5

SPECT 画像再構成法の有効性を検証することである。数値
ファントム（Shepp-Logan phantom）から、従来である対
称収集の投影データ、非対称収集の投影データ、および提
案手法の投影データを作成した。また、二検出器型ガンマ
カメラを用いて脳ファントムを SPECT 収集し、同じく 3 種
類の投影データを獲得した。数値ファントムと脳ファント
ムの投影データを画像再構成して、実空間および周波数空
間で画質評価を行った。提案手法の画質は良好であり、投
影方向数が極端に少ない場合には不向きであるが、通常の
臨床検査時間を 1/2 〜 1/3 に短縮することのできる有効な手
法であると示唆された。
10075
分解能補正を用いた SPECT による腎
容積算出に関する基礎的検討
鷺池 真吾 1，小野口 昌久 2
1
武蔵野赤十字病院，2 金沢大学大学院医学系研究科
【目的】DMSA 検査において、腎容積と腎摂取率は、臓器
の機能を知る上で重要な指標となるが、SPECT を用いて腎
容積を算出する場合、その精度に影響を与える大きな因子
としてバックグランド
（BG）があり、それが正確な容積を
得るための最適しきい値を左右している。そこで、分解能
補正を使用することで、BG に対する最適しきい値の算出
がより正確になると考え、臨床画像における腎とその周囲
の BG との比を参考にして、設定した BG 比でのファント
ム実験を行い、BG に対する最適しきい値の算出を試みた
ので、その測定法について報告する。
【 方 法 】Infinia を 使 用 し て フ ァ ン ト ム 実 験 を 行 い、
Evolution で処理し、容積測定の最適しきい値を算出した。
【成績】正確な腎容積算出ができる BG 比に対応する最適し
きい値の算出方法を考案した。
【結論】分解能補正を使用することで、短時間の SPECT 撮
像が可能となり、さらに正確な腎容積算出が可能となった。

M2VIIIG6

10242
Tc-GSA SPECT/CT 3 次元融合画
像を用いた術後肝再生能予測につい
て
1
吉田 守克 ，白石 慎哉 1，阪口 史 1，冨口 静二 2，
山下 康行 1
1
熊大放，2 熊大保健
はじめに : 術前の 99mTc-GSA SPECT/CT3 次元融合画像によ
る定量評価を用い、肝切除後の残存肝再性能予測について
検討した。方法 : 対象は慢性肝障害で肝切除を施行され、
術前後に 99mTc-GSA SPECT/CT が行われた 31 例。SPECT 画
像再構成として減弱、散乱、開口径補正を施行した。術前
後に残存肝の機能的予備能指標remnant Liver Uptake Value（rLUV）
を測定し、その増加率を算出した。増加率予測指標として、
（rLV）
、rLUV、残存肝の単位体
術前の CT 上の残存肝体積
積あたりの GSA 集積率 remnant Functional Liver index（rFLI）
、
ICG R15、HH15、LHL15 を用いて検討した。結果 : 各予測
（r=-0.69, p＜0.001）
、
指標と rLUV 増加率との相関は、rLUV
rFLI（r=-0.11, p=0.55）、rLV（r=-0.32, p=0.07）、ICG R15（r=0.05, p=0.78）、HH15（r=-0.33、p=0.06）、HH15（r=-0.07,
p=0.67）であり、rFLV のみ有意な逆相関を認めた。結語 : 慢
性肝炎、肝硬変患者における肝切除術後の残存肝再生予測
について、rFLV は rFLV 増加率と有意な逆相関関係を示し、
有用な指標になりうる可能性が示唆された。

M2VIIIG7

小児

99m

第 9会場

14：00～ 14：40

10447
PMT 肝胆道シンチによる小児生体肝
移植後の胆道狭窄の評価
北村 正幸 1，正木 英一 1
1
国立成育医療セ放
当施設では劇症肝炎や胆道閉鎖症等による肝硬変の乳幼児
に生体部分肝移植を行っている。当初、移植後吻合部狭窄
を生じる症例に場合があり PMT 肝胆道シンチを行ったが、
正常と異常の境界評価が難しかった。そのため移植後 3 ヶ
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月の留置胆管チューブ抜去時に肝胆道シンチをルーチン化
して評価を重ねてきた。対象は 2005 年から 2010 年の小児
生体肝移植後の肝胆道シンチ 100 症例への 144 検査（平均
。撮影は正面と右側面の 2 方向から 60 分連続
年齢 5.26 才）
撮影を行い、60 分排出率を算出した。重複例や超音波検査・
酵素上昇など臨床的に吻合部狭窄と診断された症例では平
均 50.9%、標準偏差 14.3 であるのに対し、良好例では平均
80.6%、標準偏差 5.0 と有意差（p＜0.01）を認めた。良好
例の排出率は、通常の成人正常値よりも高値となる傾向を
示した。これは胆管空腸吻合ではファーター乳頭が無いた
め通過性が高まることが理由と考えられた。よって 60 分排
出率が 70% 以下となる場合は、胆道狭窄の存在が疑われる
と考えられた。
10110
難治性小児てんかんのケトン食療法
におけるフルマゼニルＰＥＴの集積
変化
1
西井 龍一 ，東 達也 2，岸辺 喜彦 2，高橋 昌章 2，
加川 信也 2，山内 浩 2，長町 茂樹 1 , 2，水谷 陽一 1，
清原 省吾 1，田村 正三 1
1
宮大医放，2 滋賀成人病セ画像研
【目的】高脂肪、低蛋白、低炭水化物のケトン食療法は、
薬物療法にも抵抗を示す難治性てんかんに対する有効な治
療法である。脳内 GABA が増加などの作用機序仮説が唱え
られているも、本療法の抗てんかん機序の詳細は依然不明
である。
【方法】今回、ケトン食療法を受ける小児難治性
てんかん患者 5 名に、食事療法前後の C-11 フルマゼニル
PET 検査を施行する臨床研究を経験しえた。すべて薬剤投
与 直 後 か ら 40 分 間 の ダ イ ナ ミ ッ ク 撮 影 を 行 い、Logan
Plotting 法 に よ り ベ ン ゾ ジ ア ゼ ピ ン 受 容 体 の Binding
potential （BP）を算出し比較検討した。【結果考察】ケトン
食有効例（3 症例）の大脳皮質のフルマゼニル BP は 2.5-3.5
でありケトン食導入前（1.0-2.5）に比し有意に増加した。
一方、無効例（2 症例）の BP の有意上昇はなかった。この
ことは、ケトン食療法によりベンゾジアゼピン受容体と同
じ部位にある GABAA 受容体の活性上昇の傍証かもしれない。
本報告はケトン食療法による脳内変化を画像で示す貴重な
ものであり、非常に意義深いと考える。

M2IXA2

10383
小児に対するアデノシン製剤による
負荷心筋血流イメージング
金丸 浩 1，住友 直方 1，唐澤 賢祐 1，麦島 秀雄 1
1
日大小児
【目的】当科の小児アデノシン製剤による負荷の現状を考
察する。
【方法】15 歳以下の小児に対して、アデノシンま
たは ATP（Adenosine triphosphate）による薬物負荷を施行
した 60 例の施行時平均年齢、対象疾患、負荷薬剤および検
査時有害事象の有無を検討した。
【結果】
平均年齢は 6.0±4.0
歳。対象疾患は川崎病冠動脈障害が 54 例（重症例が 46 例）
、
先天性心疾患術後が 2 例、冠動脈奇形が 4 例であった。負
荷薬剤はアデノシン 6 例，ATP54 例であり、使用核種は Tc99m テトロホスミンが 32 例、Tl-201 が 28 例であった。肝
集積の近接によるアーチファクトを 21.7％（13 例）に認め
た。負荷中に嘔気、一過性胸痛などの副作用を 20%（12 例）
に認めたが、負荷中止後に症状は速やかに消失しいずれも
軽症であった。
【考察】小児のアデノシン製剤による負荷
心筋血流イメージングは安全に施行でき、適切な運動負荷
ができない小児では心臓疾患診断補助剤のアデノシンによ
る薬物負荷が第１選択になると考える。

M2IXA3

10343
当院における小児
［18F］-FDG PET/
CT の現状と有用性についての検討
加古 伸雄 1，斎藤 聡子 1，兼松 雅之 4，星 博昭 4
1
岐阜県総合医療センター放，
2
岐阜県総合医療センター小児，
3
岐阜県総合医療センター循，4 岐阜大学放
［目的］
当院で施行された小児科領域の 18F-FDG PET/CT
（以
症例を対象とし、検査目的や有用性について臨
下 PET/CT）
床的に評価した。
［対象・方法］
対象は 2008 年 4 月から 2011
年 3 月に PET/CT 検査を行った小児 17 症例
（32 検査）で、内
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訳は、男児 11 例、女児 6 例、平均年齢 4.7 歳である。それ
ぞれの検査目的や画像所見、検査後の臨床経過を調査し、
臨床的に検討した。
［結果］疾患や検査目的としては、悪性
リンパ腫の病期および再発診断が最多で 9 例、血液疾患が
2 例、固形癌が１例、感染源不明の炎症性疾患が 5 例であっ
た。悪性疾患では悪性リンパ腫が最多で、成人での有用性
と同様、
初発時の病期診断や、
治療後の再発診断に有用であっ
（60%）で、PET/CT が
た。また、炎症性疾患 5 例のうち 3 例
感染源を同定する契機となった。感染源検索に関しては少
なからず被曝がある点から、慎重に適応を考慮すべきであ
るが、CT・MRI 検査での被曝や造影剤使用のリスクを考慮
［結論］小
すると、PET/CT の有用性は高いと考えられた。
児科領域の PET/CT は、成人の場合と同様、臨床的有用性
が高いと思われた。

画像工学・医療経済・その他
第 9会場

15：50～ 16：50

10159
高感度 4PMC-SPECT における検出
器とコリメータ間のギャップの画像
への影響
1
鈴木 敦郎 ，土屋 一俊 1，石津 崇章 1，
上野 雄一郎 1，小橋 啓司 1
1
日立中研
【目的】一つのコリメータ穴に 4 個の検出器を見込む 4 ピク
セ ル マ ッ チ ド コ リ メ ー タ（4-Pixel Matched Collimator:
4PMC、穴ピッチ 2.8mm）と CdTe 検出器（ピクセルピッチ：
1.4mm）を用いた高感度 SPECT 装置を開発中である。本研
究では、4PMC-SPECT における最適な設計を目指し、コ
リメータと検出器間のギャップが画質へ及ぼす影響をシミュ
レーションにより評価した。
【方法】コールドスポットを
含んだ円柱ファントム（スポット径：7 〜 15mm）の投影デー
タをギャップ長さを 0 〜 16mm の間で変化させて作成し、
再構成した画像の画質を評価した。
【結果】ギャプ長さが
長くなるほど 7mm のコールドスポットのコントラストが
向上するとともに、15mm のコールドスポットのコントラ
ストは少しずつ低下するというトレードオフが存在するこ
とが分かった。
【結論】4PMC-SPECT では、ギャップ長さ
を 5 〜 10mm 程度に設定することにより、ギャップ長さが
0mm の場合よりも画質の向上が可能である。

M2IXB1

10225
分子イメージングのための実験デー
タベース MIBASE の構築
渡部 浩司 1，加藤 弘樹 2，下瀬川 恵久 2，畑澤 順 2
1
阪大医分子イメージング，2 阪大医トレーサー
分子イメージング研究では、種々のモダリティが存在し、
対象も小動物から臨床まで多岐にわたる。また、
得られるデー
タは、画像のみならず、実験に付随して、異なるフォーマッ
トを持つ千差万別なデータが生じる。さらに、
実験参加者は、
複数の分野から構成されており、データの取扱いに対して、
異なる視点を持つ。このような状況において、実験やデー
タの管理は困難を伴う。本研究では、分子イメージング研
究における実験およびデータの管理のためのデータベース
システム MIBASE を構築した。MIBASE は柔軟性が高い設
計を目指し、フォーマットを選ばず、データを格納できる。
実験のログなどの実験に付随するデータを実験参加者がイ
ンタネット上で閲覧・更新できる。また、セキュリティに
も配慮し、プロジェクト毎の管理体制を可能とした。
MIBASE を使うことにより、系統的に分子イメージング研
究における実験やデータの管理ができる。

M2IXB2

10280
カラー画像とモノクロ画像を自動認
識し適切な階調に設定するモニタの
認識精度向上について
1
松田 恵雄 ，本田 憲業 2，奥 真也 3
1
埼玉医大総医セ中放，2 埼玉医大総医セ放，3 会津大学
【目的】カラーモニタ上で核医学画像のようなカラー画像
領域と、X 線画像のようなモノクロ領域を自動認識し、適
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切な表示階調を自動設定する Hybrid Gamma 機能を搭載し
たモニタの認識精度を向上する。
【方法】認識手法を大幅
に改善し、画像単位でカラー・モノクロを判断するアルゴ
リズムを組み込んだ。
【結果】従来手法で苦手であった、
PET 等の核医学画像表示において、認識率が大幅に向上した。
【考察】Hybrid Gamma 機能は、核医学のようにカラー画像
が多用される領域において、必須の機能と考えられ、その
認識率向上は、大変有益である。
【結語】認識手法の見直
しにより、カラー画像・モノクロ画像それぞれの認識精度
が大幅に改善した。
10414
自作可視光装置を用いた実験による
画像再構成法の理解度について
水野 直子 1，坂口 和也 2
2
1
中央医療， 北里大医療衛生
【目的】画像再構成法の理解は講義だけでは理解が難しい。
そこで学生研究において自作可視光装置の作成からデータ
収集、再構成処理を学生主体で行うことで画像再構成法の
理解を高めることを目的とした。
【方法】6 人 1 班として、
A 班、B 班の計 2 班に分かれて実験を行った。A 班は自作可
視光透過型装置を作成し、B 班は自作可視光放射型装置を
作成した。画像再構成は A 班、B 班ともフィルタ補正逆投
影法にて行った。画像処理には A 班は Microsoft Excel と
Adobe Photoshop を使用し、B 班は C 言語と ImageJ を使用
した。実験前に画像再構成に関する簡単な試験を実施、実
験後に再度同様の試験を実施した。
【結果】A 班、B 班とも
に実験前よりも実験後の試験の方が正答率は良かった。ま
た平均正答率は B 班の方が良かったが個人差も大きかった。
【結語】2 班とも撮像から画像再構成まで実施することで、
講義のみよりも理解度は深まった。ただし、
専用ソフトウェ
アを用いる場合には傍観者が出ないよう配慮が必要である
ことが示唆された。

M2IXB4
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10253
地域に根ざした核医学検査の展開

石橋
中井
塩森
光野

章彦 1，大森 智子 2，熊谷 広和 2，
いずみ 2，池野 直哉 2，上田 智弘 2，
智文 2，堀口 順子 3，関本 博之 4，佐々木 徹 5，
譲6
1
NHO 箱根放，2 NHO 相模原放，3 NHO 相模原循，
4
NHO 西新潟中放，5 国際医療セン放，6 がんセン中放
【目的】2002 年より核医学検査の地域連携をスタートした。
しかし装置の老朽化に伴い 2011 年 10 月 SIEMENS SPECT・
CT SymbiaT16 を導入した。その経緯と今後の展開につい
て報告する。
【経緯】2007 年には 300 人を越える依頼となっ
たが装置の老朽化に伴い、リスクを回避するため負荷心筋
シンチの依頼を自粛するも、2009 年には 400 人に迫る検査
依頼となり連携率 20％を越えた。病院規模から高額医療機
器の購入に際しては慎重論あったが、経済効率として、地
域連携を促進することで検査件数を増やす、空き時間に
CT 検査を行う等の提案により、IQ・SPECT のオプション
込みで導入が了解された。
【展開】現在２６施設から核医
学検査依頼があるが、ＣＴ・ＭＲＩ検査依頼施設の中４１
施設は核医学検査依頼が無い。検査依頼のお願いとともに、
Ｃ＠ＲＮＡによる自動予約システム加入促進や、診断シス
テムの構築の提案などにより、より良い地域に根ざした地
域連携と成り得ると思う。核医学検査の地域連携の推進は、
医療格差をなくす国立病院機構の役割の事業の一つである
とも言える。
10017
東日本大震災に伴う福島原発事故の
周辺住民の放射線測定と初期医療
松尾 信郎 1，絹谷 清剛 1，中嶋 憲一 1，茶畑 光浩 2，
1
中村 文音 ，若林 大志 1，稲木 杏吏 1，萱野 大樹 1，
福岡 誠 1，滝 惇一 1，奥田 光一 1
1
金沢大核，2 金沢大放部
東日本大震災による東京電力福島第一原発から放射性物質
が飛散し ,放射線測定員チーム医師
（松尾）,放技師 ,看護師 ,
事務員とで福島県で被曝管理に従事し放射線測定チームと
して活動した .福島県災害拠点地区２カ所で ,初期被ばく医

M2IXB6

療を担当し ,医療支援と放射線サーベイを行った .我々はサー
ベイ会場の設置をバックグラウンド放射線量の低値の場所
を選び会場とした . ボランティアの方々に受付と会場への
誘導を指示し ,チームでサーベイを行った。10,000cpm 以上
を有意な被曝有りと定義しカウント測定後に現地の人に証
明書を発行した .4 日間の医師の線量計は 32μSv であった .
原発事故災害で被曝管理と医療ニーズに応えることができる .
被曝医療と医療支援は自己完結型でなくてはならない . 想
定される余震や二次災害 ,放射線への監視などを行いつつ ,
スタッフと自分の身を守るための情報を常に確保する必要
がある . 原発事故での被曝管理では放射線測定と医療支援
をセットで行う必要があり , 核医学を専門とする医師は現
地に赴き原発事故によって生じる様々な問題に対処できる
可能性がある .

脳 1

ポスター会場 1 14：30～ 15：19

10086
FDG-PET のみによる脳グルコース代
謝と萎縮の同時評価
松田 博史 1，今林 悦子 1，久慈 一英 1，瀬戸 陽 2，
1
島野 靖正 ，藤島 基宣 1
1
埼玉医大国際核，2 埼玉医大病院核
【目的】FDG-PET のみによる脳グルコース代謝と萎縮の同
時評価法を開発し、有用性を検討する。
【方法】42 歳から
71 歳の健常 17 人に PET/CT 装置を用いた FDG-PET を行い、
FDG template に線形の形態変換を行った後に高次元ワーピ
ングを行った。このワーピングにより得られた Jacobian
determinant 画像を自然対数変換し、正と負の画像に分離し、
負の画像を萎縮パラメータ画像とした。高次元ワーピング
画像と萎縮パラメータ画像の正常データベースを作成し、
同様に処理した認知症症例の FDG−PET 画像のグルコース
【成績】本解析法により、
代謝と萎縮の Z スコアを求めた。
アルツハイマー型認知症において頭頂葉から後部帯状回を
中心としたグルコース代謝低下と内側側頭部の萎縮を検出
することができた。同時期に得られた MRI の VSRAD 解析
と類似の結果を萎縮画像で得ることもできた。
【結論】
FDG-PET のみによるグルコース代謝と萎縮の同時評価は、
認知症診断に有用である。

P2IA1

10423
SPECT/CT が局在診断に有用であっ
た脳脊髄液減少症
加藤 洋 1，亀田 圭介 1，米山 達也 1，森尻 実 1，
1
神前 裕一 ，野口 京 1，瀬戸 光 1
1
富山大放
50 歳代後半の男性。3 ヶ月前雪かきを契機に、肩、頚部に
強い疼痛が出現。その 1 ヵ月後より起立時の頭痛・嘔吐な
どが出現。頭部 MRI で慢性硬膜下血腫が出現し、脳脊髄液
減少症が疑われた。In-111 DTPA による脳槽シンチグラフィ
が施行された。5 時間後の撮影でも頭蓋円蓋部まで核種は
認められず、膀胱内への RI 集積がみられた。SPECT/CT で
下位頚椎レベルで前側方のくも膜外腔に核種の漏出が見ら
れた。脳脊髄液減少症と診断され、硬膜外自家血注入が施
行され、症状は軽快した。
40 歳代後半の男性。スノーボードで転倒した 1 ヵ月後より、
起立性頭痛が出現するようになった。頭部 MRI では下垂体
の軽度腫大、円蓋部硬膜の軽度の肥厚がみられ、脳脊髄液
減少症が疑われた。In-111 DTPA による脳槽シンチグラフィ
が施行された。SPECT/CT では上位胸椎レベルで複数個所
の漏出が見られた。保存的治療にて、症状は軽快した。
脳槽シンチグラフィは脳脊髄液減少症の診断に信頼性の高
い検査であり、今回局在診断に SPECT/CT が有用であった
例を経験した。若干の文献的な考察を加え報告する。

P2IA2
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10298
基底核の代謝低下を伴う有棘赤血球
舞踏病の一例
伊藤 公輝 1，中田 安浩 1，木村 有喜男 1，
1
神谷 昂平 ，佐藤 典子 1
1
国精神神経セ
有棘赤血球舞踏病は，進行性の舞踏病類似の運動障害，進
行性遠位型ミオパチー，有棘赤血球症などを特徴とする遺
伝性疾患である。運動障害のほとんどが舞踏運動であるが，
パーキンソン症候群を伴う患者もいる。ジストニアは一般
的であり，口腔領域，とりわけ舌が侵される。また、有棘
赤血球が赤血球の 5 〜 50％を占めるとされる。通常、有棘
赤血球舞踏病の診断は遺伝子診断や特徴的な MRI 所見と筋
疾患所見に基づく。核医学では被殻、尾状核などの代謝低
下が報告されているが、
その所見はほとんど知られていない。
今回、有棘赤血球舞踏病の患者に FDG-PET/CT を施行し、
特徴的な所見が見られたため若干の文献的考察を加え報告
する。
【症例】50 歳代男性、
有棘赤血球舞踏病の家族歴有り。
数年前より全般性強直間代性や舌の不随意運動が出現し、
てんかん精査で入院となった。FDG-PET/CT が行われたと
ころ、
両側基底核の萎縮を伴う明瞭な集積低下が認められた。
最終的に家族歴や末梢血の所見から有棘赤血球舞踏病と診
断された。

P2IA3
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10327
全身 FDG-PET/CT から得られた脳糖
代謝画像を用いた統計画像解析
野々熊 真也 1，桑原 康雄 2，高野 浩一 2，
2
吉満 研吾 ，東原 秀行 1
1
福大筑紫放，2 福大放
全身 FDG-PET/CT から得られた脳糖代謝画像を用いて統計
画像解析を行い、Head mode によるデータと比較した。同
時に PET/CT 画像における CT と PET 画像の位置ずれ評価を
行った。対象は、Head mode での撮像と全身スキャンが行
なわれた腫瘍群 17 例である。FDG を 185MBq 投与し、45
分後から 10 分間の頭部撮像を行い、引き続き 60 分後より 1
ステップ 2 分の全身スキャンを行なった。全身スキャンの
DICOM データから頭部部分を抽出、analyze format に変換後、
SPM で処理した。同様に作成した健常者群 15 名のデータベー
ス を 用 い 各 症 例 ご と に z-map を 作 成 し た。 結 果 は Head
mode と全身スキャンから得た z-map はよく一致し、補助診
断法として有用であると考えられたが、全身モードではコ
ントロール群、PET 検診群、患者群のいずれでも位置ずれ
がみられるものが多く、頭部の固定に配慮が必要と考えら
れた。

P2IA6

P2IA7

10020
新フュージョン画像における認知症
スペクトラム解析

10424
角 弘諭 1
FDG PET/CT にて診断に苦慮した脳
1
けいじゅ PET-CT センター
炎の一例
【背景と目的】
以前、
定量的評価が可能な新フュージョン
（qFIVSM）
冨田 浩子 1，河野 正志 3，中井 完治 1，小須田 茂 1，
2
1
坂田 郁子 ，島 克司
画像の開発を報告した。今回、qFIVSM 画像を用いた認知
2
1
症スペクトラム解析を実施する。
【方法】アルツハイマー
防衛医大放， 所沢 PET 画像診断クリニック，
3
型認知症
（AD）
新宿整形外科内科
、レビー小体型認知症
（DLB）
、前頭側頭型
認知症
（FTD）
10 歳代の女児。テニス練習中に右上下肢の痙攣発作が出現
等の患者 18 名の qFIVSM 画像を作成し、各疾
し近医受診。頭部ＣＴで異常所見なく、当院入院時に施行
患の病巣分布パターンと経時的変化を検討した。
【結果】
AD、DLB、FTD の疾患で、特徴ある脳萎縮と脳血流低下
した MRI FLAIR 像で左前頭葉深部白質に高信号、上前頭
溝の狭小化と周囲皮質の軽度高信号を認めた。入院２週間
パターンがみられた。各疾患とも脳萎縮域と脳血流低下域
後の FDG PET/CT で高信号部位の辺縁部および大脳半球間
は互いに異なった部位から出現し、
病態早期の時点ではマッ
裂部を超えて、対側の前頭葉に異常集積増加を認めた。同
チエリア（脳萎縮と脳血流低下が同程度みられる病変域）
部の SUVmax は１時間像で 11.56、I-123 イオマゼ二―ル
が存在しないことが判明した。病態が進行するに従い、互
いの病変域が接するボーダーゾーンが出現しマッチエリア
SPECT で集積低下部位は FDG 集積部位と一致せず、解離
へと変化した。以降、このマッチエリアの脳表面積が徐々
した所見が得られた。GABA-A 受容体の低下領域は糖代謝
に拡大する現象がみられた。
【結論】新フュージョン画像
が亢進していないことを示唆しているものと思われた。高
は各認知症診断に応用でき、特徴的な経時変化を捉えるこ
集積像は活動性の炎症を反映している可能性がある。FDG
PET/CT と病理組織の所見から、本症例では MRI で描出さ
とができた点で、臨床・研究面での有用性が高いと考えら
れた。
れた領域に加え、更に炎症が周囲に波及していることが示
唆された。T 細胞優位の encephalitis の所見を得たが各種検
査でも明らかな原因は特定できず、
非特異性脳炎と診断した。
診断に苦慮し、生検を要した小児脳炎の稀な１例を経験し
たので報告する。

P2IA4

心：マルチモダリティ・予後 他
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10112
パーキンソン病におけるプラミペキソー
ルによる脳血流変化

平野 成樹
1
千葉大神内，2 放医研分イメ
【目的】パーキンソン病における非麦角系ドパミン受容体
刺激薬であるプラミペキソール内服による脳血流の影響を
検討した。
【方法】対象は未治療パーキンソン病 7 例（年齢 ,
71.2 ± 6.3 歳 ; Hoehn & Yahr ステージ ,2.3 ± 0.8）である。
99m
［ Tc］
-ethyl cysteinate dimer SPECT をプラミペキソール内
服前と内服開始 2-3 カ月後に内服 1-2 時間後に再撮影した。
SPM8 を用いて空間的標準化平滑化し、global normalization
のもと、paired t-test にて統計解析を行った。
【成績】プラミ
ペキソール内服により運動症状は改善した
（UPDRS part III:
治療前 38.3±11.3, 治療後 17.0±7.1, p ＜0.004）
。左小脳脳
。
血流の血流低下を認めた
（p＜0.001, uncorrected, Zmax 4.16）
【結論】無治療パーキンソン病では小脳での相対的血流上
昇が報告されており、プラミペキソールによる小脳血流の
低下は臨床的改善と関連する可能性がある。
1

ポスター会場 1 14：30～ 15：19

10466
冠動脈ＣＴと負荷心筋血流シンチグ
ラフィの比較検討
古賀 清子 1，中原 理紀 1，陣崎 雅弘 1，村上 康二 1，
1
栗林 幸夫
1
慶大放
（CCT）
の普及が急速に進んでいるが、
（背景）近年冠動脈 CT
実際に治療方針につながるような所見は検討不十分である。
負荷心筋血流シンチグラフィ（MPS）における虚血診断は
（目
治療方針決定に有用であることはすでに確立されている。
的）
CCT の所見と MPS の虚血所見とを対比し、虚血と診断
された症例に特徴的な CCT 所見があるかを検討した。
（方法）
2009 年 8 月から 2011 年 2 月まで MPS を施行した
1736 件のうち、2 か月以内に CCT を施行した症例は 336 例
であった。このうち CCT で有意狭窄を指摘されたのは 211
例であった。これら 211 症例のうち、MPS で虚血ありと虚
血なしの２群を比較し、CCT および MPS 所見が実際の治
療方針に与えた影響を観察した。また、両モダリティ所見
の関連性を調べた。
（結果および考察）
MPS における虚血診
断は、上記対象群において治療方針決定に有用であったが、
CCT における狭窄率だけでは治療方針決定に影響を与えな
かった。本学会では狭窄率以外の形態的な情報と MPS にお
ける虚血との関連性について報告する。
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10190
Dual Energy を用いた心筋 perfusion
stenosis by CTCA and 41％ by MRCA. Coronary intervention
was performed in 29 ％ （MPI → CTCA） and 53.8 ％
の可能性について―心筋シンチとの
（MPI → MRCA）
. Conclusion: As screening strategy in patients
比較―
with moderate cardiovasculer risk, combined analysis of CTCA
中原 健裕 1，外山 卓二 2，関 亮太郎 1，
1
1
1
or MRCA and MPI can avoid unnecessary intervention.
小板橋 紀通 ，庭前 野菊 ，中島 忠 ，
斉藤 勇一郎 1，金古 善明 1，織内 昇 3，新井 昌史 1，
1
10219
倉林 正彦
1
群馬大学 臓器病態内科学，
心筋逸脱酵素の上昇を認めた大動脈
2
99m
201
群馬県立心臓血管血管センター，
TcPYP/
TL dual
弁狭窄症の
3
SPECT 所見
群馬大学大学院医学系研究科 放射線診断核医学
1
2
2
Dual-Energy CT で造影剤分布を把握できる。今回我々
［背景］
明石 まどか ，福島 賢慈 ，百瀬 満 ，中島 崇智 1，
は Dual-EnergyCT による心筋虚血評価の有用性を検討した。 近藤 千里 2，萩原 誠久 1，坂井 修二 2
1
［方法］
Dual Energy による Cardiac CT および心筋シンチを
女子医大 循内，2 女子医大 画像核科
施行した 11 症例を対象にした。iodine map を作成し、心筋
大動脈弁狭窄症
（AS）は冠動脈狭窄がなくとも狭心症を呈
の 17 segment に対して、それぞれ 3 か所ずつ CT 値を測定し
する事があり、心肥大、冠血流低下等の関与が報告されて
た。各領域の CT 値を他の領域と比較して、P＜0.01 の領域
いる。今回心筋逸脱酵素の著明な上昇を認めた AS に対し、
を有意な虚血と判断した。心筋シンチを標準とし、CT に
梗塞病変の関与を検討するために Tc-99m PYP
（PYP）
/ TLおける心筋 perfusion における虚血部位の一致率を検討した。 201
（TL）2 核種同時 SPECT を施行した。対象は中等度〜重
［結果］シンチで虚血を認めた症例は 3 症例、計 10segment
症 AS で心不全症状増悪により緊急入院し心筋逸脱酵素上
であった。そのうち軽度の虚血部位 3segment は CT では検
（年齢 85±2）
。入院後 3 〜 5 日で
昇
（CK, MB）を認めた 3 例
出できなかったが、
他の７segment は検出することができた。 PYP/TL を施行し、両核種の集積分布を評価した。3 例の
CT のみに所見を認めた症例は、下壁の陳旧性心筋梗塞の
max CK（U/L）はそれぞれ 3578,2043,1623, maxMB（ng/mL）
症例と三枝病変の症例であり、さらに後者では CT 上、下
は 302, 329, 243 で、TL では全例が正常集積であった。PYP
壁および前壁の血流障害を認めた。RCA の PCI 時の FFR は
集積は２例で陽性で、いずれも心内膜にびまん性集積を認
LAD0.80、LCx0.89 であり、実際の虚血をほぼ正確に評価
めた。PYP 無集積例では CK、MB が最も低値であった。
Dual Energy CT は、中
できていた可能性があった。
［結語］
AS で心筋逸脱酵素上昇が認められた場合、心内膜側にび
等度以上の虚血において心筋シンチと同等以上の評価を行
まん性の梗塞を起こしている可能性がある。機序として心
える可能性が示唆された。
不全による冠血流低下によって引き起こされた微小循環障
害の可能性が示唆された。
10457
当院における冠動脈病変の検出に対
10236
する負荷心筋シンチと心臓 CT の有用
Tc を 用 い た Rapid low dose/high
dose 1 day protocol の導入：小倉記
性の検討
平井 稔久 1，根岸 陽輔 1，南 健太郎 1，川瀬 治哉 1，
念病院における検討
1
1
1
1
1
金村 則良 ，三木 研 ，安田 信之 ，鈴木 徳幸 ，
大村 淳一 ，横井 宏佳 1，延吉 正清 1，野坂 秀行 1，
1
1
田中 寿和
岩淵 成志 ，合屋 雅彦 1，近藤 克洋 1，酒井 孝裕 1，
1
岡崎市民循環器
白井 伸一 1，安藤 献児 1，有田 武史 1
1
【背景】冠動脈病変の検出のために負荷心筋シンチ（MPI）
小倉記念循
と心臓 CT（MDCT）が汎用されている。
【目的】冠動脈病
【背景】心臓核医学検査は虚血の有無を評価するだけでは
変の検出に MPI と MDCT のどちらが有用であるかを検討す
なく、患者のリスクを層別化することで、PCI の質の向上
ること。
【方法】MPI か MDCT で冠動脈病変の存在を指摘
を期待されている。しかし、
従来の 2 日法による Tc プロトコー
された症例で、実際に CAG にて冠動脈病変が検出された
ルでは時間がかかるため、迅速な診断を要求される虚血性
率を算出し有用性を検討する。
【対象】2009 年の 1 年間で
心疾患において核医学検査の運用は制限されていた。松本
CAG を施行された症例は 517 例。CAG 前に MPI を施行さ
らが Tc によ Rapid low dose/high dose 1 day protocol を報告し、
、MDCT を施行された症例は 55
れた症例は 47 例（MPI 群）
検査時間の短縮と高い診断精度の可能性が示唆された
（Circ
J 2006:1585）。【目的】当院での Tc による Rapid low dose/
例（MDCT 群）
。両群において CAG 所見から冠動脈病変の
high dose 1 day protocol を用いた使用経験を報告する。【対
検出率を算出した。
【結果】症例背景は両群間に明らかな
差は認めなかった。冠動脈病変の検出率はMPI 群で 31/47
（66.0%）
象と方法】2011 年 1 月から 2011 年 3 月までの Tc による負荷
（50.9%）であった。
【考察】MPI
であり MDCT 群では 28/55
【結果】検査時間
心筋シンチを行った 262 例について検討。
群の方が検出率では優れていたが、両群とも文献的に報告
はすべて 150 分以内であり、心臓核医学検査に前後して冠
されているよりは検出率が低い。MPI 群では過剰な読影、
動脈造影を施行した 181 名における診断能の解析では 75％
MDCT 群では冠動脈の石灰化による評価不良によると考え
特異度は 88％であっ
以上の冠動脈病変の検出の感度は 78％、
られた。
【結語】MPI は冠動脈病変の検出と治療方針の決
た。また、陽性的中率は 91％、陰性的中率は 79％であった。
定に有用である。MPI と MDCT での検出率をあげる為には 【結論】Rapid low dose/high dose 1 day protocol は検査精度
読影力の向上、患者の選別などが必要である。
を保ちながら、検査時間を短縮する。

P2IB2

P2IB5

P2IB3

P2IB4
谷口 泰代 1
1
姫路循セ循内

P2IB6

10456
画像診断モダリティをどう治療にい
か す か、 冠 動 脈 CT, MRI, 心 筋
SPECT から

Aims: We analyzed the how to use noninvasive imaging tests
for screening symptomatic patients with moderate risk in real
world.Methods: Patients were divided into 4 groups;
CTCA → MPI：n=62, MPI → CTCA: n=61, MRCA → MPI：
n=15, MPI → MRCA n=66, and examined thier treatment
strategy.Results: Of the patients with coronary stenosis by
CTCA, abnormal perfusion was detected in 60％ and by
MRCA in 73％ . Of the patients with both significant stenosis
and abnormal perfusion, coronary intervention was performed
in 29％（CTCA → MPI）and 10%（MRCA → MPI）. Fifty two
percent had abnormal myocardial perfusion with significant

10097
急性心筋梗塞患者の冠動脈血行再建
術後における脂肪酸代謝の改善度と
冠微小血管抵抗指数との関係につい
て
岡田 健一郎 1，伊藤 賀敏 1，山田 憲明 1，
1
土井 泰治 ，林 亨 1
1
済生会千里病院循内
（以
冠微小血管抵抗指数 Index of Microcirculatory Resistance
下 IMR）は、梗塞の重症度を予測し得るとされている。一
方で、血流 -BMIPP 集積乖離や BMIPP 欠損の大きさは、心
事故の独立した予後規定因子である。今回我々は、IMR と
脂肪酸代謝の改善度との関係について評価を行った。2008
年 7 月から 2010 年 3 月までに初回急性心筋梗塞患者 30 例を
（発症約 7 〜
対象として、再灌流後に IMR を計測、急性期
10 日後）にＢＭＩ PP シンチを、慢性期（発症約 6 ヶ月）に運
動 or 薬剤負荷心筋血流シンチを施行。IMR 高値群（n＝

P2IB7
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10）、IMR 低値群（n＝20）の 2 群に分け、それぞれ急性期の
BMIPP 欠損スコア（A）、慢性期の Tc 欠損スコア（B）を計測。
A−B を脂肪酸代謝の改善とみなした。その結果、A は両
群間で有意な差は認めなかった。一方、A−B は IMR 低値
群で有意に高値であった。したがって、急性期の IMR が低
値の場合、慢性期の脂肪酸代謝の改善が良好である可能性
が示唆された。

心：SPECT解析・定量

ポスター会場 1 14：30～ 15：12

10202
心筋血流スペクト画像における
Motion-frozen 画像再構成法の効果
鈴木 康之 1，松本 直也 1，益岡 啓子 1，依田 俊一 2，
1
長尾 建 ，平山 篤志 2
1
駿河台日大循，2 日大循
（MF）処理の
【目的】心筋スペクトにおける motion frozen
（TPD）
によって評価しその効
効果を、Total perfusion deficit
99m
果と特徴を明らかにすること。
【方法】 Tc スペクトで
Summed stress score2 以上の血流欠損を認めた連続 102 名を
男女各 40 例について、
解析した。検査前確率の低い
（＜5％）
標準的画像処理（FBP）と MF 画像処理による標準画像を
作製した後 FBP 処理と MF 処理を行い、それぞれの欠損サ
イズを FBP-TPD, MF-TPD として算出した。また各症例に
【成績】MF対し QGS により LVEF と EDV を計測した。
TPD の平均値は FBP-TPD よりも小さかった（MF-TPD 16.3
±12.7 vs Standard-TPD 19.0±11.0）
。80.3 ％の症例では
MF-TPD＜FBP-TPD であり、同群では平均 LVEF＝51.7%、
（11.7 ％）の 症 例 で は MF-TPD＞
平 均 EDV＝121ml、12 名
FBP-TPD であり LVEF＝38.5％、EDV＝174ml、8 名（7.8％）
では MF-TPD＝FBP-TPD であった（LVEF=50.0％、EDV＝
126ml ）。【結論】MF 画像処理は、左室の動きによるアー
チファクトを軽減するがその効果は LVEF や EDV によって
左右される。

P2IC1

10203
心筋 SPECT のリスク層別化や予後予
測 -Defect severity index の有用性に
対する検討 1
西尾 まゆ ，根本 貴祥 1，上田 恭敬 1

P2IC2
1

OPH

目的：心筋 SPECT によるリスク area の広さが心血管イベン
トのリスク層別化や予後予測に有用であることは周知の事
実である。今回われわれはリスクの広さのみでなく、虚血
の程度を加味した指標である Defect severity index（DSI）
を
用いてその予後予測について検討した。対象：2007 年に運
動もしくは薬剤負荷心筋 SPECT を施行した連続 480 例。方
法：心尖部から心起部まで 15 スライスに分割しさらに各ス
ライスを放射線状に 40 分割した 600 セグメントに分割。
%Tl uptake が -2SD より低いセグメントを欠損部とし、全
欠損部における％ Tluptake の mean-2SD からの差の総和を
DSI として算出した。一方 2011 年 1 月まで平均 1200 日の観
察期間に心血管イベント（心血管死、心不全発症、冠動脈
形成術）の有無について検討した。結果：負荷時の DSI に
おいて、イベント発症率は 50 以上の群と未満の群で有意差
を認めた。まとめ：DSI を用いた予後評価は可能であり、
定量的指標であるため読影者によるぶれなくリスク評価が
できる点で有用であると考えられた。
10105
SPECT/CT に搭載された IQ・SPECT
による Tl-201 心筋イメージングの臨
床的検討
1
堀口 順子 ，森田 有紀子 1，上田 智弘 2，
2
塩森 智文 ，漢那 雅彦 1，川口 悟史 1，西川 慶 1，
譲原 光伯 1，飯沼 直紀 1
1
NHO 相模原病院循，2 NHO 相模原病院放射線科
目 的：SPECT/CT（Siemens Simbia T16） を 用 い、IQ・
SPECT による短時間収集 Tl-201 心筋 SPECT（IQ）（4 分間
撮像）を、LEHR コリメータ・OSEM-3D 再構成法を用いた

P2IC3
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従来法
（LEHR（
）15 分間撮像）と比較した。方法：12 例の患
者にて、Tl-201 負荷心筋 SPECT 後期像を、LEHR と IQ で
撮像した。呼吸中期時 fast CT により減衰補正した SPECT
像（AC）と、減衰補正を行わない画像
（no AC）
について、
各々比較した。SPECT 像を 17 分割し、各セグメントにお
いて欠損スコアを視覚的に評価（5 段階評価）した。心電
にて QGS を用い左室心機能値を算出した。
図同期像
（no AC）
結果：IQ の画質は良好だった。IQ と LEHR で欠損スコアが
一致したセグメントの割合は、no AC 84%, AC 91％だっ
た。AC では、IQ, LEHR とも主に下壁の減衰が補正された。
の平均は LVEDV 8.1ml
両者の左室心機能値の差
（LEHR-IQ）
（95%CI 4.7ml−11.6ml）
、
LVEF 1.9%（95% CI -2.5%−6.3%）
だった。結論：SPECT 画像の欠損度は、IQ と LEHR では高
頻度に一致した。LVEDV は IQ が LEHR より過小評価傾向だっ
たが、LVEF では両者は同等だった。
10415
心筋血流 SPECT による心筋虚血の評
価；CT 補正と従来法の比較
高野 晃枝 1，樋口 徹也 2，前原 康延 1
1
富岡総合病院放 ，2 群馬大核
目的：心筋血流 SPECT 画像において、従来の FBP 法によ
る画像再構成では下壁の吸収による集積低下が疑陽性所見
としてみられる。新規導入された SPECT/CT にて CT での
吸 収 補 正 の 有 用 性 を 検 討 し た。 方 法： 虚 血 疑 い に て、
SPECT/CT を行われた６症例を対象。SPECT/CT は、シー
メンス社製 Symbia T で、CT による吸収補正
（CTAC）と従
来法
（FBP）にて補正を行い比較した。全例で心臓カテーテ
ル検査を行った。結果；合計 6 人の患者、102 領域の Defect
score を２名の核医学専門が評価した。102 領域それぞれに
ついて、平均値の差を検定したところ、CTAC、FBP の平
、
均はそれぞれ、負荷時（0.71±0.85,0.99±0.97, p＜0.001）
と負荷時で有意に CTAC
安静時像
（0.47±0.69 0.58±0.74）
での defect score が低かった。領域別検討では、下壁では、
負荷時、安静ともに FBP で有意に defect score が高かった。
結論；CTAC による吸収補正で、FBP による過補正が改善
され、偽陽性の虚血診断を減らすことに貢献できる可能性
が示唆された。

P2IC4

10113
心電図同期心筋血流 SPECT を用いた
左室収縮協調不全の新たな評価法：
QGS 位相解析法との比較
1
木曽 啓祐 ，井元 晃 1，藤崎 宏 1，徳 俊成 1，
西村 圭弘 1
1
国循セン放部
【目的】左室収縮協調不全（LVDS）は CRT の適応決定に
重要であるがその評価法は限られている。今回、心電図同
期心筋血流 SPECT
（GMPS）を用いた LVDS 評価法を新たに
開発し、欧米で LVDS 検出の有用性が報告されている位相
解析法と比較した。
【方法】慢性心不全患者 31 名を対象に
CRT 前及び 6 ヶ月後に GMPS を施行し、心筋 20 領域モデル
において各領域の時間 -count 曲線を作成、R 波から最大
count までの時間を収縮末期時間（TES）と定義し、20 領域
間での TES の変動係数
（CV-TES）及び最大 TES 時間差
（Δ
TES）を求めた。一方、QGS の位相解析法を用いて同様に
心筋 20 領域において time to maximum thickening: TTMT を
計測し、領域間での CV 及び最大時間差
（Δ TTMT）
を求め、
【結果】CRT 前及び 6 ヶ
先述の CV-TES・Δ TES と比較した。
月後共にΔ TES/ Δ TTMT（前：r=0.71, P＜0.0001, 後：
r=0.41, P＜0.01）及び CV-TES/CV-TTMT（前：r=0.55, P
＜0.005, 後：r=0.50, P＜0.005）
とも良好な相関関係を認めた。
【結語】本評価法はすでに LVDS の検出に有用とされてい
る位相解析法と同様に LVDS 評価が可能であった。

P2IC5

10378
adenosine 負 荷 + 安 静 TL 心 筋 血 流
GateSPECT と 3D 心エコーによる、
位相解析評価値の比較検討
1
太田 三恵子 ，渡邉 崇量 2
2
1
岐阜総医療セ放， 岐大学院医学研
〈目的〉一過性の局所同期不全は心筋虚血に対する鋭敏な
指標といわれている。SPECT 血流評価に同期不全評価を追
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加することより、虚血評価の感度向上になると思われる。
しかし。SPECT による位相解析がどこまで正確か疑問であ
る。そこで、心筋負荷時に同時に行った 3D 心エコーと
GateSPECT を使用して、負荷と安静時の位相解析評価値を
比較検討したので報告する。
〈方法と対象〉虚血性心疾患
を疑った連続 25 例。QGS の左室駆出率（EF）
、LV Phase
Entropy（LVPE）と、3D エコーの EF、Systolic DI（SDI）を負荷、
安静時でそれぞれ比較検討した。
〈結果〉QGS と 3D エコー
の EF の比較は負荷 r=0.743、安静 r=0.729、LVPE と SDI の
安静 r=0.524 と共に相関を認めた。
〈考
比較は、
負荷 r=0.401、
察〉QGS とエコーで、心機能、位相解析評価値が負荷、安
静時共に同等であることが確認された。今後、QGS の位相
解析を用いて、虚血との同期不全の評価を検討したい。

腫瘍：PET臨床 肺 1

ポスター会場 1 14：30～ 15：26

ドモデル）で検討した。対象：2002 年 5 月〜 2007 年 8 月ま
での期間で重粒子線治療が施行された原発性非小細胞肺癌
（装置：Biograph
患者のうち、治療前・後に MET-PET/CT
Duo）を施行し得た 47 症例（腺癌 25 例・扁平上皮癌 22 例）
を対象とした。治療後観察期間は平均 36.2±22.8 ヵ月であっ
（TNR: 腫瘍正常組織比）を用
た。MET 集積は半定量的指標
いた。単変量解析
（Kaplan-Meier 法）にて予後・局所再発・
（治
転移のいずれか一つ以上に有意な関連を示した MET 集積
（性別、腫瘍長径）に年
療前 TNR・後 TNR）および臨床因子
齢を加えた５因子で多変量解析を施行した。結果：MET 集
積は単変量解析では、治療前 TNR が予後と、治療後 TNR
が転移と予後に有意に関連していた。多変量解析では治療
後 TNR と腫瘍長径が転移・予後に関して有意な関連を示し
た。結論：今回検討した因子のうち肺癌の重粒子線治療に
おいて、多変量解析によって治療後 TNR が重要な予測因子
の一つである可能性が示唆された。

10157
肺結節増大と、FDG 集積上昇は相関
10287
するか？
肺 RFA 後の再発診断能における FDG
濱田 星紀 1，橋本 博美 1
1
PET/CT の有用性の検討
ＭＩクリニック放
須澤 尚久 1，山門 亨一郎 1，竹田 寛 1
【目的】SUVmax 値は質的診断の有力な指標となるが、血
1
糖値等の様々の要因に左右され、必ずしも特異的なもので
三重大 放
はない。FDG-PET/CT が施行された肺結節で、経過を見る
［目的］
肺悪性腫瘍 RFA 後の FDG-PET/CT から得られる機能
137 名（男
（SUVmax）
的、形態的情報の再発診断能を評価した。
［方法］
ことができた症例に対して、
腫瘍増大が FDG 集積
84 名、女 53 名）、平均 67 歳の肺腫瘍患者 224 病変（1.6±0.7cm） 上昇と相関するかを検討した。【方法】対象は、2010 年の
（男
に RFA を施行。3 ヶ月ごと 12 ヶ月まで施行された FDG期間中に、2 度目の経過 PET-CT 検査を施行した、19 例
PET/CT を後ろ向きに検討し SUVmax、サイズ縮小率（RFA
女比 12:7、平均年齢 76 歳）の肺結節である。観察期間は平
後 1 週間が基準）を求め ROC 解析をおこなった。
［結果］ 均 11 ヶ月。視覚的に肺結節同一部位の SUVmax を測定した。
ROC 曲線下の面積は 3 ヶ月の SUVmax（0.695）、3,6,9,12 ヶ
肺結節容量測定には、1.25mm 厚で再構成した CT 画像に、
GE 社製の lung VCAR を使用した。増大速度は、肺結節容
月のサイズ縮小率
（0.558,0.601,0.653,0.629）で は less
accurate となり、6,9,12 ヶ月の SUVmax（0.816,0.809,0.853） 量変化を観察期間で割り求めた。【結果】1 例を除き、経過
は moderately accurate となった。
観察中に増大し、肺癌の増大速度は、平均 0.213ml/month
［結論］
肺悪性腫瘍 RFA 後
であった。SUVmax の上昇は、平均 2.4 であり、腫瘍増大
の FDG-PET/CT では特に 6 ヶ月以降の機能的評価における
再発診断能の有用性が示唆された。
速度と SUVmax の増加率は、正の相関
（r=0.61）を認めた。
FDG 集積も改善し、炎症性結節であっ
サイズ縮小した 1 例は、
10381
た。
【結論】肺癌増大速度と SUVmax の増加率は相関する
と考えられる。
肺 RFA 後患者における肺門リンパ節
FDG 集積上昇に関する検討
10169
児玉 大志 1，山門 亨一郎 2，高木 治行 2，
2
鹿島 正隆 ，浦城 淳二 2，中塚 豊真 2，山中 隆嗣 2，
FDG-PET で偽陰性を示した充実型原
2
2
2
須澤 尚久 ，村嶋 秀市 ，竹田 寛
発性肺癌の検討
1
鈴鹿中央病院 放，2 三重大 放
岩野 信吾 1，伊藤 信嗣 1，加藤 克彦 2，長縄 慎二 1
2
1
【目的】肺 RFA 後患者において、肺門リンパ節の FDG 集積
名大放， 名大放技
上昇が起こる頻度を調べた。
【方法】症例は 126 例。肺 RFA
【目的】原発性肺癌の中でも CT 上スリガラス影主体の肺癌
前及び RFA 後 1 年以内に PET/CT を施行されている症例、
は FDG-PET で陰性を呈することが知られている。しかし
少なくとも一年以上の経過観察で肺門リンパ節転移のない
ながら充実型の肺癌でも FDG 集積が低く陰性と診断される
ことが確認された症例を対象とした。PET/CT が肺 RFA 後
ケースが存在する。FDG-PET で偽陰性となった充実型肺
（n=56）
、4-6 ヶ月群
に施行された時期から患者を 1-3 ヶ月群
癌の原因を調査した。
【方法】2006 年 11 月〜 2011 年 2 月に
（n=55）
、7-12 ヶ月群
（n=15）の 3 群に分類し、RFA 前後の
当施設で行われた PET/CT 症例のうち、手術で病理診断の
PET/CT 画像から肺門リンパ節の最大 SUV 値を測定し、そ
確定した充実型の原発性肺癌で、かつ術前 PET/CT で視覚
の変化率
（%）を計算した。25% 以上の上昇が見られた症例
的に有意な集積を認めないか SUVmax＜2.5 の症例を検索した。
、 【結果】条件に合致したのは 43 症例、平均年齢は 67 歳（44
を有意な上昇とした。
【成績】1-3 ヶ月群では 16.1%（9/56）
4-6 ヶ月群では 25.5% （14/55）、7-12 ヶ月群では 0% （0/15） 〜 81 歳）であった。平均腫瘍径は 20.5mm で、22 例は径
に肺門リンパ節 SUV の有意な上昇がみられた。有意な上昇
20mm 以下であった。左右の下葉に存在した腫瘍は 15 例であっ
がみられた頻度は 7-12 ヶ月群と比較し、4-6 ヶ月群で有意
た。病理組織では 39 例が腺癌で、そのうち 18 例は細気管
に頻度が高かった
（p＜0.04）
。
【結論】
肺 RFA 後 6 ヶ月までは、 支肺胞上皮癌
もしくは BAC の成分を含む腫瘍であっ
（BAC）
肺門リンパ節の FDG 集積上昇がみられるのは稀ではない。
た。径 20mm 以下、下葉原発、BAC を含む腫瘍のいずれに
リンパ節転移と誤診してしまわないよう、この現象を認知
【結論】充
も当てはまらない腫瘍が 7 例（16%）存在した。
しておく必要がある。
実型の原発性肺癌であっても FDG の集積が乏しい症例が存
在する。術前 PET 診断の際には腫瘍の大きさ、部位、組織
10308
などを総合的に検討する必要がある。
肺癌の重粒子線治療効果予測因子：
メチオニン PET と多変量解析による
10243
検討
肺結節影における FDG PET/CT の呼
1
1
1
桃原 幸子 ，吉川 京燦 ，大橋 靖也 ，
吸同期撮影の検討
長谷部 充彦 1，石川 博之 1，白石 貴博 1，
安賀 文俊 1，山本 由佳 1，前田 幸人 2，小野 優子 1，
1
1
1
1
1
谷本 克之 ，福村 利光 ，馬場 雅行 ，佐賀 恒夫 ，
西山 佳宏
1
鎌田 正 1
香大放，2 香大病放
1
放医研
目的；肺結節影の評価に FDG PET/CT を施行し、息止めな
目的：重粒子線治療が施行された肺癌患者を対象に予後・
しの撮像（自由呼吸撮像）と呼吸同期撮像を比較検討した。
局所再発・転移の予測因子を多変量解析
（Cox 比例ハザー
方法；対象は肺結節影の評価に自由呼吸撮像と呼吸同期撮
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像の FDG PET/CT を施行した 54 症例 58 病変。撮像方法は、
FDG を静注 2 時間後に自由呼吸下で体幹部を撮像し、続い
て呼吸同期下で胸部を撮像した。評価方法は視覚的評価と
半定量的評価として病変の最大値 SUV を算出した。また病
変部位を上中下肺野に区分し、自由呼吸撮像での SUV に対
する呼吸同期撮像での SUV の増加率を算出した。結果；
58 病変すべてで FDG の取り込みを認めた。自由呼吸撮像
では、36 病変で PET と CT で位置ずれが生じた。呼吸同期
撮像では 9 病変に位置ずれを生じた。58 病変のうち 50 病変
で自由呼吸撮像に比べ呼吸同期撮像で SUV が上昇した。呼
吸同期撮像での平均 SUV は自由呼吸撮像での平均 SUV と
比べ有意に高値を示した。中、下肺野病変の SUV 増加率は
上肺野病変のそれに比べ有意に高値を示した。結論 : 肺結
節影における呼吸同期撮像は、自由呼吸撮像に比べ位置ず
れが減少し、集積程度も強くなった。
10100
胸腺上皮性腫瘍における dual-timepoint FDG-PET/CT の検討
石橋 愛 1，石守 崇好 1，山田 剛史 1，林 貴史 1，
1
渡邊 祐司
1
倉敷中央放
【目的】胸腺上皮性腫瘍の悪性度評価において dual-timepoint 18F-FDG-PET/CT の有用性を検討した。
【対象と方法】
当院で治療前に dual-time-point 18F-FDG-PET/CT を行い、
病理学的組織診断が得られた胸腺上皮性腫瘍 33 例。低リス
ク胸腺腫
（type A, AB, B1）12 例、高リスク胸腺腫（B2, B3）
9 例、 胸 腺 癌 12 例 の 早 期 相 及 び 後 期 相 の SUVmax、
Retention index を算出し、組織型と対比した。【結果】早期
SUVmax、後期 SUVmax とも低リスク胸腺腫（平均 :4.92、5.70）、
高リスク胸腺腫
（4.71、5.17）
に比し、胸腺癌
（10.67、12.84）
で有意に高値であった。Retention index はいずれの群の間
。
【結
でも有意差を認めなかった
（11.95％、6.61％、17.33％）
論】 SUVmax は早期相・後期相とも胸腺腫と胸腺癌の鑑別
に有用であるが、いずれの腫瘍も後期相で集積が増強し、
後期相撮像による診断能向上は見られなかった。
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PET・SPECT技術・解析 1

ポスター会場 1 14：30～ 15：05

10270
低用量の抗癌剤多剤耐性モジュレーター
と放射線照射の併用効果 - 抗癌剤多剤
耐性非小細胞性肺癌細胞での検討 1
菅野 渉平 ，宇都宮 啓太 1，池田 耕士 1，
1
上埜 泰寛 ，河 相吉 1，河野 由美子 1，澤田 敏 1
1
関西医大放
をもつ
【目的】抗癌剤多剤耐性（Multidrug resistance: MDR）
と
非小細胞性肺癌細胞での MDR モジュレーター（GG918）
：MDR
放射線照射の効果について検討した。
【方法】
（1）
をもつ非小細胞性肺癌細胞株
（H1299）を用いた。
（2）
：前
述の細胞を single cell suspensions にして、6 Gy の放射線照
射をし、48 時間フラスコで培養した群（照射群）と放射線
を用意する。
（3）
：GG918 濃度を
照射しない群 （非照射群）
1μM, 0.1μM, 0.001μM, 0μM（Control）となるようにそれ
99m
： Tc MIBI を加えて、RI の細胞内へ
ぞれに加えた。
（4）
の取込み量と細胞外への洗出し率を測定した。
【結果】非
照射群では GG918 濃度 1μM の群だけが、照射群では 1μM,
0.1μM, 0.001μM の群がいずれもが、 control と比較して、
有意に RI の細胞内への取込み量が増加し、細胞外への洗
出し率が減少した。
【結論】放射線照射は、低用量の MDR
モジュレーターの有効性を高めた。

P2IE1

10311
放射性ヨウ素標識 PYK－SPECT 画像
より得られる癌特性情報に関する基
礎的検討
1
大桃 善朗 ，平田 雅彦 1，吉本 光喜 2，
小川 美香子 3，間賀田 泰寛 3
1
大阪薬大，
2
国立がんセンター研究所 癌予防基礎プロジェクト，
3
浜松医科大学 光量子医学研究センター
【目的】EGF 受容体は多くの癌で過剰発現し、癌の増殖、
10010
浸潤などに関与している。我々が開発した EGFR-TK 活性
肺癌副腎転移診断におけるメチオニ
診断薬剤 PYK は、癌を明瞭に描出でき、癌診断薬剤として
ン PET/CT の可能性
有望であった。本研究では、様々な組織由来の癌を用いて、
1
1
1
大橋 靖也 ，吉川 京燦 ，桃原 幸子 ，
PYK によるゲフィチニブ（gef）薬効予測の可能性について
1
1
1
長谷部 充彦 ，石川 博之 ，白石 貴博 ，
FDG と比較検討した。【方法】各種
検討した。また、［18F］
谷本 克之 1，福村 利光 1，馬場 雅行 1，佐賀 恒夫 1，
癌細胞の gef 感受性と
［125I］
PYK の癌集積量を調べた。次に、
1
鎌田 正
［125I］
PYK の EGFR-TK に対す
各種癌細胞の EGFR 発現量と
1
放医研
る結合親和性を調べた。さらに、
［18F］
FDG-PET 画像と比
125
目的：当院では肺癌患者に重粒子線治療を行っており、そ
PYK の癌集積量と gef 感
較検討した。
【結果・考察］［ I］
11
（MET）
PET/CT 検査を行なって
の治療前後に C メチオニン
受性の間には、EGFR 遺伝子変異の有無に関わらず、高い
いる。副腎は肺癌が転移する部位の一つとして知られ、今
］
PYK は、gef 感受性癌を
相関性がみられた。また、
［125I］
回我々は MET-PET/CT の副腎転移診断能について検討した。
PYK の癌集積量から、gef 薬
明瞭に描出可能であり、
［125I］
対象 :2006 年〜 2009 年の間に MET-PET/CT が施行され、2
効予測の可能性が示唆された。各胆癌モデルマウスにおけ
年以上の経過観察が行われた肺癌患者 125 名を対象とした。 る
［18F］
FDG-PET 画像では、ほとんどの癌が描出されたが、
（左 3 症例・右 2
このうち副腎転移が認められたのは 5 症例
インビトロで低集積かつ成長速度の遅い、一部の癌を描出
症例）であった
（病理組織学的に確認）
。方法 : 左右の正常副
できなかった。一方、
［125I］
PYK は［18F］FDG が描出できなかっ
腎の集積の平均の差を non-pared t-test で評価した。METた癌を画像化できた。
PET/CT による副腎転移診断能を ROC カーブを用いて評価
した。結果 : 左右正常副腎の集積の平均は左 2.8±1.0、右 3.9
10164
±2.0 であり、右正常副腎の集積が左に比べて有意に高かっ
Table look-up 法による 123I―IMP 脳血
た
（p＜0.01）
。左右それぞれの ROC 解析では、左副腎では
流 SPECT 定量における測定誤差の評
AUC=0.77 と moderate accuracy で あ っ た。 右 副 腎 は
価
1
AUC=0.68 と low accuracy であった。結論 :MET-PET/CT の
生駒 洋子 ，伊藤 浩 1
1
肺癌副腎転移に対する診断能は左副腎に対しては比較的精
放医研・分子イメージング
123
度がよい可能性があったが、右副腎では低い診断能が予想
I-IMP脳血流SPECTの定量法の一つであるTable look-up（TLU）
される。
法では、標準入力関数を１点動脈採血で校正して求めた入
力関数と、
早期および後期 SPECT スキャンのカウントから、
脳血流量（K1）と分布容積（V ｄ）を求めることができる。
本研究では、SPECT 画像のノイズが TLU 法の K1、V ｄ推定
値に与える影響を、
シミュレーションにより評価した。様々
な K1、V ｄ値の組み合わせと塩酸 N-イソプロピル -4-ヨード
123
アンフェタミン（ I）注射液による実測の入力関数データ
から、1-tissue コンパートメントモデルにより組織時間放
射能曲線（TAC）を作成した。この TAC にカウントに応じ
たガウスノイズを付加し、40 分後と 180 分後のカウントか
ら TLU 法により K1、V ｄ値を求め、真値と比較した。その
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結果、K1 値が低く V ｄ値が高くなるにつれ、V ｄ推定値の誤
差が増加した。特にノイズレベルが高いボクセル単位の推
定では、脳血流量が低下している領域で、V ｄ の推定精度
が低いことが示された。
10309
新規
［99mTc］標識 EGF 受容体チロシン
キナーゼ活性診断薬剤の合成と基礎
的検討
1
平田 雅彦 ，広沢 信英 1，吉本 光喜 2，
小川 美香子 3，間賀田 泰寛 3，大桃 善朗 1
1
大阪薬大，2 国立がんセ，3 浜医大・光医研セ
【目的】EGFR-TK は、癌診断や治療の標的として注目され
ている。これまでに、癌診断用薬剤として放射性ヨウ素標
識 PYK の開発に成功した。今回、汎用性に優れる 99mTc 標
識薬剤の開発を計画した。
【方法】構造活性相関に基づき
新規キナゾリン誘導体
（
［99mTc］
KND、
［99mTc］
KOB）をドラッ
グデザインした。まず、標識前駆体である KND、KOB を
合成した。続いて、これらの Re 錯体を合成し、EGFR-TK
阻害活性を測定した。さらに、
［99mTc］
KND、［99mTc］KOB
を合成し、インビトロ、インビボで基礎的に検討した。
【結
果・考察］KND、KOB の Re 錯体は、癌診断薬剤として十
99m
分な EGFR-TK 阻害活性を示した。 ［ Tc］
KND、KOB は
インビトロで EGFR-TK に対し選択的結合を示した。また、
99m
これらの Tc 誘導体は、各組織に集積後、血液、筋肉な
らびに関心組織である肺から速やかに排泄されたが、肝、
消化管では、蓄積傾向が認められた。さらに、胆癌モデル
マウスを用いた検討では、良好な癌集積性と癌対組織比を
示した。以上、新規 99mTc 誘導体は癌診断薬剤として基本
的性質を有することが確認された。

P2IE4

10446
SPECT による副腎シンチグラフィの
集積率測定の検証
東 直樹 1，木村 純子 2，萩原 真清 2，勝田 英介 2，
2
太田 豊裕 ，石口 恒男 2
1
愛知，2 愛知医大放
副 腎 皮 質 シ ン チ グ ラ フ ィ の 131I-adosterol 集 積 率 測 定 を
STATIC IMAGE を用いた場合と SPECT-CT を用いた場合で
比 較 検 証 を 行 っ た。
【 方 法 】STATIC IMAGE の 撮 像 後
SPECT を撮像し ROI 測定による RI 集積率を算出した。γ
カメラの測定精度検証のため SPECT,STATIC 各々に対し
ACTIVITY COUNT の直線性を確認した。【結果】キュリー
（MBq）
と STATIC
メータで測定した Sample Vial の activity
IMAGE の ROI 測定値との間には高い直線性が確認された。
PHANTOM 内に Vial を装填した SPECT も同様に高い直線
性 が 確 認 で き た。 臨 床 DATA の 検 証 で は、SPECT 法 と
STATIC 法の測定値の間に相関はあるがバラつきも大きかっ
た。
【考察】ガンマカメラの測定精度は SPECT でも STATIC
でも信頼できる。実際の症例では SPECT-CT は吸収補正に
より精度が向上するが低集積例の感度不足は問題となる。
STATIC のみでは吸収補正が正確に行われず肝臓等のバッ
クグラウンドの影響が大きい。
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10161
［ C］Nelotanserin の標識合成と PET
薬剤としての評価
熊田 勝志 1，浅川 千春 1，小川 政直 2，由井 譲二 1，
1
羽鳥 晶子 ，福村 利光 1，張 明栄 1
1
放医研 分イメ，2 住重加速器サービス（株）
Nelotaserin （APD-125）は、セロトニン受容体サブタイプ
5-HT2A に高い親和性と選択性を示すリガンドである（pIC50:9.2,
HT2A/5-HT2C=2.4）。 5-HT2A 受容体は、脳内では大脳皮
質や前脳基底等に多く分布し、精神疾患に関連した研究が
行われているが、5-HT2A に対して選択的な PET リガンド
［11C］
が少ないのが現状である。我々は、標識中間体として
ホスゲンを用いた非対称型尿素誘導体を合成する手法を開
発し、その応用として
［11C］
Nelotaserin の標識合成に成功

P2IF1

11

したので報告する。標識原料のアニリン誘導体を、文献に
従い合成し、他方市販試薬である 2,4-Difluoroaniline を塩酸
塩として、両者に対し
［11C］ホスゲンを THF 中で作用させ
たところ、約 86% の転化率で目的物が得られた。得られた
薬剤の放射化学純度は９８％以上であった。現在、
［11C］
Nelotaserin の評価を行っている。
10024
O PET 脳循環代謝測定における体
動の影響とその補正
松原 佳亮 1，茨木 正信 1，佐藤 郁 1，大村 知己 1，
1
中村 和浩 ，山口 博司 1，工藤 和彦 1，梅津 篤司 1，
木下 富美子 1，木下 俊文 1
1
秋田脳研放
【背景】15O PET による脳循環代謝機能の検査は 60-90 分に
わたって行われる。その間被検者が同じ姿勢を保持できず、
動いてしまうことにより、脳血流量や酸素代謝量を誤って
評価してしまう可能性がある。
【目的】15O PET 検査におけ
る被検者の体動の影響を評価し、
体動補正を試みた。
【方法】
脳卒中患者
（n = 131）
を対象とした 15O PET 検査 で得た画像
15
15
15
（C O、 O2、H2 O 画像）を SPM8 によりそれぞれ位置合
わせし、各スキャン間の平行移動量及び回転量を推定した。
体動が顕著な例に対しては位置合わせの結果に基づき剛体
変換を行うことで体動を補正し、補正前後で CBF, OEF,
CMRO2 画像を比較した。【結果】3mm 以上の平行移動また
は 5 度以上の回転がみられた例
（7/131, 5.3%）
では OEF 画像
にアーチファクトが確認されたが、体動補正を行うことで
15
改善した。
【結論】 O PET 検査において体動が生じる頻度
は少ないが、生じた場合には体動補正の実施を考慮するべ
きである。

P2IF2
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10346
高 分 解 能 半 導 体 PET 装 置 と F-18
fluoromisonidazole に よ る 脳 腫 瘍 の
低酸素イメージング
1
平田 健司 ，竹内 渉 2，寺坂 俊介 3，小林 浩之 3，
3
山口 秀 ，服部 直也 1，志賀 哲 1，森本 裕一 2，
梅垣 菊男 2，久下 裕司 1，玉木 長良 1
1
北大核，2 日立製作所，3 北大脳外
背景：我々が開発した半導体 PET 装置は高い空間分解能
（視
を有するが、半導体特有の性質と
野中心 FWHM=2.3 mm）
して感度が低いのが欠点で、特に低酸素イメージング製剤
FMISO のように集積度の低いトレーサーの画像化には不利
である。我々は再構成アルゴリズムの改良と撮影時間の最
適化を行い、従来機と同等の画像が得られるかを検証した。
方法：9 人の神経膠腫患者に対して 400MBq の FMISO を静
注し、
4 時間後に無作為の順序で半導体 PET（Emission 30 分、
137
Cs Transmission 3 分、maximum a posterior 法で再構成）お
（Siemens HR+）
で撮影した。
（1）
視覚的集積
よび従来型 PET
有無、
（2）
tumor-to-background ratio（TBR）、（3）集積体積で
比較した。結果：6 例で FMISO 集積が陽性となり、視覚的
集積有無は両装置で完全一致した。TBR には有意差がなく
（3.36±0.52 vs 3.27±0.67, R2=0.87）
、集積体積にも有意差
、いずれも良
がなく
（23.8±14.2 vs 25.0±16.1ml, R2=0.97）
好に相関した。結論：半導体 PET による FMISO 画像の腫
瘍全体のコントラスト、集積範囲は従来機によるものと同
等であった。

P2IF3

10318
画像再構成法および吸収補正法が、
脳 SPECT 正常データベースにおける
voxel 値のばらつきに与える影響につ
いて
1
加藤 弘樹 ，下瀬川 恵久 1，今泉 昌男 1 , 2，
1
礒橋 佳也子 ，巽 光朗 3，渡部 浩司 4，金井 泰和 4，
畑澤 順 1
1
阪大核医学，
2
大阪大学免疫学フロンティア研究センター，3 阪大放，
4
大阪大学大学院医学系研究科 医薬分子イメージング学寄附講座
我々はこれまでに吸収補正法および画像再構成法に依存し
た定性あるいは定量脳血流 SPECT の局所脳血流値の差異
について報告してきた。本研究では、吸収補正法および画
像再構成法に依存した定性脳血流 SPECT 正常データベー
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スの voxel 値のばらつきを評価することを目的とした。20
人の健常者データに関して。FBP 法あるいは 3D-OSEM 法
および Chang 法あるいは CT 吸収補正法の 4 通りの組み合わ
せで定性脳血流 SPECT 画像を再構成した。画像の解剖学
的標準化を行い、さらに proportional scaling を行って全脳
血流平均値を均一化した上で正常データベースの変動係数
（CV）を voxel 毎に算出した。ROI 解析によって比較した
結果、3D-OSEM 法より FBP 法、Chang 法よりは CT 吸収補
正法で CV が有意に低いことが分かった。統計画像解析に
おける Z score は対比される正常データベースの CV 値が低
いほど高くなると考えられるため、再構成法、吸収補正法
の選択に際しては留意する必要がある。
10023
ドパミン受容体イメージング剤とし
11
Benperidol 誘導体の合成検
ての［ C］
討
1
1
山口 博司 ，工藤 和彦 ，茨木 正信 1，中村 和浩 1，
松原 佳亮 1，梅津 篤司 1，木下 富美子 1，木下 俊文 1
1
秋田脳研放
【目的】ドパミン受容体に親和性の高い薬剤の一つとして
知られているベンペリドールおよびその誘導体を合成し、
その標識について検討をおこなうことを目的とする。
【方法】
ベンペリドールは、ブチロフェノンやベンズイミダゾール
などの芳香環を有する化合物である。各芳香環に置換基を
導入した誘導体を用い、カップリング反応によってベンペ
リドール誘導体を合成し、それぞれの誘導体について標識
を検討した。
【結果】既知であるベンペリドールの標識条
件により誘導体についての標識反応を行い、アルキル基や
ハロゲン基を導入した各誘導体については、ベンペリドー
ルと同様の標識ができた。ヒドロキシル基を導入した誘導
体のみ副生成物の生成が認められた。
【考察】アルキル基
やハロゲン基を導入したベンペリドール誘導体は、置換基
導入部位が標識部位から離れており、標識反応に影響を与
えないと考えられる。一方、ヒドロキシル基を導入した誘
導体は、導入した置換基自身がメチル化反応を受け副生成
物が生成したと考えられる。

P2IF5

10256
代謝型グルタミン酸受容体 1（mGluR1）
11
PET リガンド［ C］ITMM による脳虚
血イメージング
1
由井 譲二 ，藤永 雅之 1，山崎 友照 1，羽鳥 晶子 1，
1
河村 和紀 ，念垣 信樹 1 , 2，福村 利光 1，張 明栄 1
1
放医研 分イメ研セ，2 住重加速器サービス
代謝型グルタミン酸受容体 1（mGluR1）は、興奮性神経伝
達を制御する受容体であり、脳虚血障害における神経細胞
死との関わりが注目されている。本研究では、mGluR1 の
PET リガンドである［11C］ITMM を用いて、脳虚血障害にお
ける放射能集積の変化及び脳保護薬投与による効果を PET
により評価した。神経炎症はラット一過性脳虚血モデルを
用いて作製し、末梢性ベンゾジアゼピン受容体 PET プロー
DAC で確認した。その結果、術後 2 日目における
ブ
［11C］
虚 血 側 放 射 能 集 積 AUC（0-60min）は、 対 照 側 に 比 べ、
［11C］
DAC は 2 倍に増加したが［11C］ITMM では 15 ％減少した。
一方、脳保護薬であるミノサイクリン投与により、炎症を
示す
［11C］
DAC は減少し、［11C］ITMM は正常レベルまで上
DAC および［11C］ITMM の組み合わせによる
昇した。
［11C］
PET は、脳虚血における炎症反応と神経細胞死シグナルの
両側面から評価が可能であると示唆された。

P2IF6



317

（ isopropylamino ）
pyrimidin-4-yl ］-1,3-thiazol-2-yl ］
-N-methylbenzamido を 11C 及び 18F によって標識合成した（［11C］
18
ITMM,［ F］FITM）。ラット脳切片を用いた in vitro ARG で
は、2 つの PET リガンド共に、mGluR1 高発現領域で、高
集積を示した。PET の動態は、18F 体は投与後 90 分まで、
集積が上昇し続けたのに対し、11C 体は 45 分後をピークに、
減少傾向を示した。定量解析による小脳の BPND は、18F 体
で 8.7、11C 体で 4.5 となった。血中の代謝物分析では、18F
体は投与後 30 分で 30% は未変化体であるのに対し、11C 体
は 95% 以上が代謝物となっていた。本研究の結果から、こ
れら 2 核種の PET リガンドは、体内の代謝経路が異なるが、
受容体結合能は良好な結果が得られ、
それぞれ、
用途の異なっ
た使用法が期待される。
10222
構造活性相関を指向した mGluR1 受
容体の新規イメージング剤開発と評
価
1
藤永 雅之 ，山崎 友照 1，由井 譲二 1，
吉田 勇一郎 1 , 2，念垣 信樹 1 , 2，福村 利光 1，張 明栄 1
1
放医研 分イメ研セ，2 住重加速器サ
代謝型グルタミン酸受容体 1 型
（mGluR1）
は小脳失調症やパー
キンソン病などの病気に関与していると考えられているが、
mGluR1 の役割については解明されていない。これまでに、
［18F］
FITM の
我々のグループでは新規 PET プローブとして
開発に成功している。今回、我々は、FITM のフッ素原子
をヒドロキシル基へと変換した化合物 1 を前駆体とし、数
種類の新規 PET リガンド合成と動物評価を行い、構造活性
相関について考察した。 ［11C］
CH3I 及び［11C］CH3OTf を用
ITMM が放射化学的収率で
いた1のメチル化反応では［11C］
23.0±6.0％ （n=6）であった。この他に［18F］FCH2CH2Br を
11
ITMM において、ラット脳
用いた標識合成も行った。
［ C］
切片を用いた in vitro ARG では、mGluR1 が存在する小脳
において高い結合能を示した。一方、
［18F］
フルオロエチル
化したリガンドの場合、脳内への優位な取り込みは見られ
なかった。詳細については本会にて発表する。

P2IF8

10213
TOF-PET を用いた 90Y 標識イブリツ
モマブチウキセタン集積の描出
馬場 真吾 1，阿部 光一郎 1，磯田 拓郎 1，
1
丸岡 保博 ，氷室 和彦 2，佐々木 雅之 3，本田 浩 1
1
九大医放，2 九大病院 放射線部，3 九大医保険学科
【目的】90Y の壊変に伴う微量の positron を PET カメラで検
出すること。
【方法】リンパ腫病変への Zevarin 集積を 111In
SPECT/CT から推定した。90Y の検出能、直線性を二種類
（BGO、LSO）
で測定し Time of Flight
（TOF）
の PET システム
を含め、各種パラメータによる違いを検討した。また 3 名
90
の患者について YZevarin 投与後 48 時間後に 40 分間の
PET/CT 撮像を行った。【結果】ファントム実験での信号の
直線性および視覚評価での画質は LSO-TOF システムで最
（KBq/ml）で 直 線 性 が 保 た れ た。
も よ く、70 か ら 2500
740kBq/ml 以上の信号はいずれのシステムでも検出可能であっ
たが 200KBq 以下の信号は BGO システムでは検出困難であっ
た。LSO-TOF システムを用いた 3 名の臨床データではいず
れも 18FDG-PET、111In-SPECT 同様の部位に集積が描出さ
れた。
【結論】PET/CT を用いて 90Y の信号を検出すること
が可能であり、LSO-TOF システムが最も優れていた。 本
研究の結果は 90Y を用いた RI 内用療法の集積評価に PET/
CT が利用可能であることを示すものである。

P2IF9

10162
代謝型グルタミン酸受容体１を標的
11
［ C］ITMM
とした新規 PET リガンド
と
［18F］
FITM の小動物における動態
評価
山崎 友照 1 , 2，藤永 雅之 1，由井 譲二 1，羽鳥 晶子 1，
1
河村 和紀 ，脇坂 秀克 1，福村 利光 1，張 明栄 1
1
放医研 分イメ，2 東北大院 薬学研
mGluR1 は、グルタミン酸作動性の興奮性神経伝達を制御
する受容体であり、多くの中枢神経疾患との関わりが注目
されている。そこで、
我々は mGluR1 イメージングのために、
mGluR1 の強力なアンタゴニストである 4-fluoro-N-［4-［6-
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素の TAC の線形和で示されることを用いて、Laguerre 多項
式展開による特徴量空間上での二重指数関数の理論式と実
測値の比較によりV T を算出することを試みた。シミュレー
ションの結果、推定は可能であったが実測値の持つ膨大な
雑音のため推定分散が増大した。本検討により、推定の安
定化は必要なものの、新たな総分布容積推定法になり得る
ものと示唆された。

10145
脳内ノルエピネフリン・トランスポー
タイメージング PET 薬剤としての放
-BPBM の基礎的評
射性臭素標識（SS）
10084
価
1
2
2
心筋交感神経終末機能評価薬剤
清野 泰 ，角田 拓也 ，池田 理絵 ，佐野 圭祐 2，
1
2
3
1
11
森 哲也 ，浅井 竜哉 ，藤林 康久 ，岡沢 秀彦
C-hydroxyephedrine の安全性評価
1
福井大高エネ研，2 福井大工，3 放医研分イメセンター
西嶋 剣一 1，吉永 恵一郎 1，趙 松吉 1，趙 芫 1，
1
様々
【目的】ノルエピネフリン・トランスポータ（NET）は、
真鍋 治 ，加藤 千恵次 1，阿保 憲史 1，玉木 長良 1，
な神経疾患において NET の発現変化が報告されていること
久下 裕司 1 , 2
1
から、NET は神経疾患の病態解明や治療法開発のための重
北大医，2 北大 CIS
【目的】11C-hydroxyephedrine （HED） は、心臓交感神経終
要なターゲットであると考えられる。そこで、脳内 NET の
末前シナプスのノルエピネフリン再取り込み部位の機能を
PET イメージング目的とする（SS）
［
- 76Br］BPBM を設計・合
評価する薬剤である。今回、院内で製造した HED 製剤の
成し、その評価を行った。
【方法および結果】本検討にお
安全性をラット、健常人において評価した。
いては、Br-76 の代わりに、半減期が長く比較的取扱の容
【方法】ラッ
77
（SS）
［
- Br］BPBM の標識合成は、ヨ
易な Br-77 を用いた。
トにおいて、非標識 HED による拡張型単回投与毒性試験、
ウ素前駆体を用いたヨウ素−放射性臭素交換反応にて達成
ならびに院内で製造した HED 製剤による単回投与毒性試
験を実施した。健常人において、HED 製剤投与前後の血液
した。In vitro 結合実験では、
（SS）
-BPBM は NET に対して
高い親和性および選択性を示した。ラットにおけるex vivo
生化学的検査、および HED 製剤投与後の PET 撮像を実施
ARG 実験の結果、報告されている NET の発現量と（SS）
［
- 77Br］ した。【結果・考察】拡張型単回投与毒性試験において、
BPBM の集積量の間に、高い相関を認めた。また、阻害剤
一般状態、体重、血液生化学的検査に毒性学的に意義のあ
を用いた in vivo 実験の結果、脳各部位での
（SS）
［
- 77Br］ る変動は認められなかった。単回投与毒性試験において、
死亡例はなく、組織重量においても製剤投与群と対照とし
BPBM の集積は NET 選択的であることが明らかとなった。
-BPBM が脳内 NET イメージン
た生食投与群とに有意な差は見られなかった。健常者にお
【結論】放射性臭素標識
（SS）
グ PET 薬剤としての基本的な性質を有することが示された。
いて、HED 製剤の投与前後における血液生化学的検査に異
常は認められなかった。HED 製剤の性質にともなう心臓へ
の均一的な放射能集積が確認され、全身分布画像も既報と
10200
同様であった。
【結論】院内製造した HED 製剤の注射用製
オンカラム法を用いた［11C］メチオニ
ン標識合成条件の検討
剤としての安全性が確認された。
1
1,2
3
3
仲 定宏 ，金井 泰和 ，木下 大輔 ，松浦 邦広 ，
10244
加藤 弘樹 1，下瀬川 恵久 1，畑澤 順 1
1
阪大院医核医学，2 阪大院医医薬，3 住重加速器
PET 腫 瘍 診 断 薬［18F］Fluoroacetate
11
メチオニンの標識合成は、一般的にバブリング法にて
［ C］
の合成基礎検討
行われているが、近年、オンカラム法による合成も報告さ
加川 信也 1 , 2，西井 龍一 1 , 3，東 達也 1，岸辺 喜彦 1，
1
れている。オンカラム法は、反応液の加熱や溶媒留去等の
高橋 昌章 ，山内 浩 1，竹本 研史 4，波多野 悦朗 4，
操作が不要で迅速かつ簡便に合成でき、臨床でのルーチン
長町 茂樹 3，川井 恵一 2，田村 正三 3
1
使用が期待される。そこで今回、
オンカラム法を用いた
［11C］
滋賀成人病セ研，2 金沢大院，3 宮大放医，4 京大外
メチオニンの標識合成について最適条件の検討を行った。
［11C］ 我々は、
［18F］
2-fluoro-2-deoxy-D-glucose （［18F］FDG）とは
メチオニンの標識合成には住友重機械工業社製のメチオニ
異なる機能画像として Acetate をフッ素標識した PET 診断
ンミニチュアモジュールを用い、標識合成条件については、
薬
［18F］
Fluoroacetate （［18F］FACE）に着目し、臨床応用へ向
前駆体濃度、水酸化ナトリウム溶液濃度、C18 固相抽出カ
けた様々な基礎的検討を行っている。Fluoroacetate は、細
ラム充填量について検討した。その結果、0.1mol/l 水酸化
胞 内 TCA 回 路 に Fluoroacetyl-CoA と し て 取 り 込 ま れ、
ナトリウム溶液を用いて前駆体濃度 4.5mg/ml、カラム充填
citrate synthase にて Fluorocitrate に代謝された後、以降の
aconitase による酵素反応を受けず、Fluorocitrate として回
量 0.1ml の時に放射化学的純度 96% 以上と最も良好な値が
メチルトリフレー
得られた。また、放射化学的収率（
［11C］
路内にとどまる化合物として知られている。
［18F］
FACE の
11
トより算出）は 80% 以上と高い反応効率で
［ C］メチオニ
acetate を用いてフッ素化
合成は、前駆体 Ethyl（p -tosyloxy）
ンを合成することができた。以上から、オンカラム法にて
反応を行った。得られた中間体は、水酸化ナトリウムにて
メチオニ
高純度かつ高収率で臨床使用に十分な品質の
［11C］
加水分解を行い、精製した後、
［18F］
FACE を高収率で合成
ンが合成可能であることを確認した。
した。また、臨床応用のための品質検定項目（比放射能・
放射化学的純度・残留有機溶媒等）
、安全性試験、被曝線
10304
量評価等も行ったので、その初期検討を報告する。
PET 神経受容体濃度画像作成のため
の直交展開を用いた総分布容積推定
10273
法
新規低酸素イメージング剤 分子内
1
2
1
1
坂口 和也 ，坂田 宗之 ，五味 勉 ，梅田 徳男 ，
にアミノ基を含む 2-nitroimidazole 誘
木村 裕一 2 , 3
導体の合成と評価
2
1,2
1
北里大医療衛生， 都健康長寿研神経画像，
栗山 拓也 ，小島 良紀 3，木村 禎亮 1，梅田 泉 1，
3
4
放医研分子イメージング
西谷 潔 ，小島 周二 2，藤井 博史 1
1
PET 神経受容体濃度解析のひとつとして、Logan plot など
国立がんセ東 機能診断，2 東理大 薬，
3
のグラフ解析法を用いた総分布容積
（V T）
の算出が挙げられ
国立がんセ東 薬，4 帝京平成大 薬
る。グラフ解析法は薬剤投与後のある一定時間
（t *）以降に 【目的】低酸素イメージング剤である 2-nitoroimidazole 誘導
おいて、特異的結合部以外の速度定数の早い要素が平衡に
体へのアミノ基の導入は、がん病巣への集積向上と排泄の
達し、1 組織 2 コンパートメントモデルと見なすことがで
促進が期待される。そこで我々はピペリジン等のアミノ基
きる前提の下で実施する解析法である。しかしながら、
実デー
を有する化合物を合成し、その 18F 標識体の有用性を検討
タには多くの雑音が含まれており、Logan plot ではV T の過
した。
【方法・結果】2-Nitoroimidazole と epichlorohydrin と
小評価が生ずることが知られている。今回、我々はグラフ
の反応後、ピペリジンその他の二級アミンを導入した。得
解析法におけるモデルの簡略化に着目し、時間放射能曲線
られた ethanolamine をメシル化し、18F 標識の前駆体とした。
（TAC）がt * 以降で指数関数的に減衰するとの仮定の下、簡
フッ素化反応では aziridinium イオンを経由した転移フッ素
略化後の組織の TAC が血漿の TAC と、最も減衰の遅い要
化体と、脱離体であるオレフィンの生成が確認された。ピ
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ペリジン誘導体では F 標識体の自動合成、ならびに 2 種の
フッ素化体の単離精製に成功した。得られた 18F 標識体は
血清およびマウス体内においてトレーサーとしての安定性
を示した。
【結論】分子内にアミノ基を含む 2-nitroimidazole
誘導体の合成とその 18F 標識に成功した。新たな低酸素イメー
ジング剤として期待される。
18
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て D 体アミノ酸トレーサーの腎集積が低い要因を検討した。
ノーマルマウスにおける体内分布実験の結果、D-［18F］
FAMT は投与早期から腎臓に集積したが、腎臓へ滞留する
ことなく速やかに尿中へ排泄された。一方で L 体である L-［18F］
FAMT は投与 10 分後をピークとして腎臓に滞留した後、徐々
FAMT は腎細
に尿中排泄された。以上の結果より、L-［18F］
FAMT は腎細胞に取り込まれ
胞に取り込まれるが、D-［18F］
ることなく排泄されるため、腎集積性が低い可能性が示唆
された。詳細なメカニズムについては現在検討中である。

10250
F- フロロデオキシマンノースの腫瘍
イメージング剤としての特性評価
古本 祥三 1 , 2，新保 亮 2，石川 洋一 2，谷内 一彦 1 , 2，
2
岩田 錬 ，福田 寛 3
1
東北大院医，2 東北大 CYRIC，3 東北大加齢研
FDG の構造異性体 2-［18F］フロロ
【目的】本研究では、
［18F］
ポスター会場 1 14：30～ 15：26
-2- デオキシマンノース（［18F］FDM）の腫瘍イメージング剤
FDM は、独自に
10022
としての特性評価を行った。
【方法】
［18F］
全身 Ga-67 シンチを用いた IgG4 関連
開発した標識前駆体から
［18F］
KF/Kryptfix222 の SN2 反応によっ
18
疾患の特徴
［ F］
FDM
て標識合成し、逆相分取 HPLC で精製した。その
石井 士朗 1，宍戸 文男 1，宮嶋 正之 1，中島 大 1，
に関して、
［18F］
FDG と比較する形で、ヘキソキナーゼに
1
佐久間 光太郎 ，鴫原 武志 1，佐藤 友美 1，菊池 賢 1
よるリン酸化評価、AH109A 腫瘍細胞への取り込み解析お
1
福島医大
よび代謝物分析、そして小動物 PET による腫瘍イメージン
グ評価を行った。
【結果】
［18F］
FDM は［18F］FDG と比べて 【目的】IgG4 関連疾患での全身プラナー像での Ga シンチの
より速やかに 6-リン酸化が進行し、30 分で 98％以上のリン
集積部位を検討した。
【方法】2005 年 1 月から 2010 年 12 月
FDM の細胞取り込みは Glu によっ
酸化体が生成した。
［18F］
の間で IgG4 関連疾患と診断された 15 症例について Ga シン
FDG の約 4 倍大きい値となった。 チの集積部位を検討した。男性 13 例、女性 2 例、平均年齢
て阻害され、
その IC50 値は、
腫瘍細胞での代謝は、
［18F］
は 65.5 歳であった。
FDM では 6-リン酸化体が主であっ
【結果】15 症例中 12 症例（80%）で肺
18
FDG ではより極性の高い代謝物が多くみられた。 門リンパ節、10 例（67%）で膵臓、9 例（60%）で唾液腺、
たが、
［ F］
18
FDM を用いた AH109A 担癌ラットの小動物 PET では、
9 例（60%）で涙腺、3 例（20%）で腹部大動脈周囲、2 例（13%）
［ F］
［18F］
で腎臓、
FDG と同程度に腫瘍は明瞭に描出されたが、脳の
2 例（13%）で肺野への集積亢進が認められた。
【結論】
18
SUV は［ F］FDG と比較して有意に低くなり、腫瘍 SUV は
IgG4 関連疾患では膵臓への集積のほか、肺門や唾液腺、涙
脳よりも高い値となった。
腺への集積の頻度が高く認められており、病変の進展度の
確認や鑑別診断に有用と思われた。
10335
10065
Cycloheximide 投与による肝障害ラッ
FEDAC の PET イメー
IgG4 関連疾患の診断における FDGトを用いた
［18F］
PET
ジング
羽鳥 晶子 1，由井 譲二 1，山崎 友照 1，謝 琳 1，
1
1,2
1
1
河村 和紀 ，吉田 勇一郎 ，熊田 勝志 ，
小山 眞道 ，田中 宏子 2，三輪 建太 1，我妻 慧 1，
福村 利光 1，張 明栄 1
田村 慎太郎 1，早坂 和正 1
1
1
放医研 分イメ研セ 分子認識，2 住重加速器サ
がん研有明核，2 がん研有明画
【目的】末梢性ベンゾジアゼピン受容体（PBR）;Translocator
自己免疫性膵炎をはじめとする、血清 IgG4 高値と IgG4 陽
protein ［TSPO］は、副腎、腎臓、肺、心臓などの末梢の組
性形質細胞の病変部への浸潤を特徴とする全身疾患は、
織に広く発現し、また炎症性の疾患では炎症細胞に高発現
IgG4 関連疾患という新たな疾患概念として、近年、報告が
すると報告されている。今回は、PBR の PET 用リガンドと
増えている。当院にて、FDG-PET あるいは PET/CT を施行
FEDAC を用い、タンパク合成阻
して弊所で開発した
［18F］
した、IgG4 関連疾患例について検討した。組織学的に診断
害 剤 で あ る Cycloheximide（CHX） を 投 与 し た ラ ッ ト の
の得られた眼窩（涙腺）病変 4 例および顎下腺病変 1 例、
PET 撮像を実施し、肝障害との関連について検討した。【方
そのほか、臨床的診断例 5 例を対象とした。FDG 集積は軽
投与後 1, 2, 4,
法】SD ラットに CHX5mg/kg を腹腔内投与し、
度
（SUVmax 2 〜 5 程度）のことが多かった。主病変が顎下
6 時間に［18F］FEDAC を静脈内投与し PET 撮像を行った。
FDG 集積（SUVmax 3.5）
腺病変の症例では、
膵体尾部の腫大、
また CHX 投与ラットの肝臓を用いて免疫組織学的検索を
もあり、自己免疫性膵炎も示唆された。眼窩で筋円錐内外
18
実施した。
【結果・考察】
PET の結果、CHX の投与により［ F］ に病変があり、外眼筋の生理的集積のため、PET のみでの
FEDAC の肝臓への取り込みが 1.5 倍以上に増加した。また
診断が困難な症例があった。IgG4 関連疾患と悪性腫瘍の合
抗 PBR および抗 ED1 抗体による 2 重染色結果では、両者と
併も知られており、画像上は、MALT など悪性リンパ腫と
もに検出された細胞数が CHX 投与群で増加した。PBR を
の鑑別が問題となる。IgG4 関連疾患は、FDG-PET のみで
18
発 現 し て い る ク ッ パ ー 細 胞 の 増 加 が 示 唆 さ れ、
［ F］
診断可能なものではないが、全身での病変の分布の確認、
FEDAC-PET が炎症性疾患の非侵襲的な診断として有用で
生検部位の選択などに有用と考えられた。
あると考えられた。
10155
10319
癌性腹膜炎（播種）に似た所見を呈
18
D 体 ア ミ ノ 酸 ト レ ー サ ー 3-［ F］
した、播種性結核の 3 例
fluoro-alpha-methyl-D-tyrosine（D諸岡 都 1，窪田 和雄 1，南本 亮吾 1，岡崎 百子 1，
18
2
［ F］FAMT）の腎集積性に関する検
伊藤 公輝 ，宮田 陽子 3，三本 拓也 1，佐藤 敬 1，
討
川口 晋吾 1，田口 好晃 1
1
大島 康宏 1，花岡 宏史 2，富永 英之 3，渡邉 茂樹 1，
国際医療セ放，2 国立精神セ放，3 メディチェック岩井
織内 昇 3，遠藤 啓吾 3，石岡 典子 1
症例 1: 30 代男性。1 カ月前より発熱、下痢、出血傾向。入
1
原子力機構量子ビーム，2 千葉大院薬，3 群大院医
院時、溶血性貧血、血小板減少、急性腎不全を認め、TTP/
D 体アミノ酸トレーサーは体内からのクリアランスが早く、 HUS と診断された。血漿交換後も発熱続き、精査目的に
投与早期からの明瞭な腫瘍イメージングを可能にすると期
FDG PET/CT 撮像。症例 2: 30 代男性。腹部造影 CT で腹水、
待され、種々の D 体アミノ酸トレーサーが開発されている。
腹膜肥厚、播種性病変指摘。IL2-R 高値。QFT 陰性。生検
さらに D 体アミノ酸トレーサーは排泄臓器である腎臓への
可能な表在病変探索目的に FDG PET/CT 撮像。症例 3: 50
代女性。半年前に左乳癌 Stage3A にて化学療法中。骨、脳
集積性も低いことが知られているが、そのメカニズムにつ
18
ほか明らかな遠隔転移なし。今回、腹痛にて CT 撮像、腹
いてはあまり検討されていない。そこで本研究では 3-［ F］
fluoro-alpha-methyl-D-tyrosine （D-［18F］FAMT） を使用し
膜炎の所見あり。腹水細胞診で class2 だが、転移・再発検
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索のため FDG PET/CT 撮像。いずれも腹膜に著明な集積を
認めたため癌性腹膜炎（播種）が否定できなかったが、最
終的に播種性結核と診断された。結核性病変への FDG 集
積が癌病変、またその再発や転移と紛らわしいとの報告が
散見されるが、結核の肺外病変が見られる際は通常肺病変
を伴うことが多く、肺外病変のみ呈するのは AIDS 患者で
多いとされる。今回我々は HIV 陰性だが肺外病変所見が目
立つ 3 例を経験した。文献的考察を交えつつ、症例を提示
する。
10400
FDG-PET/CT が診断に寄与した結核
性腹膜炎の１例
江戸 博美 1，京藤 幸重 1，藤川 章 1，宮地 隆史 2，
3
佐藤 仁哉 ，直居 豊 1
1
自衛隊中央放，2 自衛隊中央消内，3 自衛隊中央病理
症例は 80 歳代、男性。糖尿病性腎症による慢性腎不全にて
血液透析中、炎症反応高値・腹痛・腹部膨満感が出現し、
精査加療目的に当院内科に入院。腹部造影 CT にて大量の
腹水貯留と広範囲の腹膜炎の存在が示唆されたが、腫瘍性
か感染性かの鑑別は困難であった。腹水は淡黄色透明でリ
ンパ球優位の浸出性で、一般培養や抗酸菌培養は共に陰性。
腹水中の異型細胞なし。腹水 ADA 増加、血清 sIL-2R 増加、
CA125 増加などから癌性腹膜炎や結核性腹膜炎が疑われた。
癌性腹膜炎を考慮し FDG-PET/CT を施行。腹膜および大網
にびまん性の集積増加（max SUV：3.27-6.05）を認めた。
腹 腔 鏡 補 助 下 に 腹 膜 お よ び 大 網 生 検 を 施 行。 病 理 で
Langerhans 型巨細胞や乾酪壊死を伴う類上皮肉芽腫の像で
あり、Ziehl-Neelsen 染色にて少数ながら抗酸菌の像を認め、
結核性腹膜炎と診断された。結核性腹膜炎は稀な病態であり、
また FDG-PET 所見についての報告例は少ない。自験例の
画像所見を呈示し若干の文献的考察を加え報告する。

P2IH4

10016
F-FDG PET/CT による関節リウマ
チの治療効果判定の検討
有坂 有紀子 1，樋口 徹也 1，中澤 梓 1，宮下 剛 1，
1
天沼 誠 ，対馬 義人 1
1
群馬大 核
【目的】関節リウマチの治療効果判定における F-18-FDG
PET/CT の有用性について検討した。【方法】対象はインフ
リキシマブを使用した RA 患者 16 例（女性 16 例、年齢 18
〜 72 歳）
。全例治療前と治療 6 ヶ月後に PET/CT を施行し、
治療前後の活動性指標因子の変化について DAS スコアを含
めて評価した。FDG 集積程度は SUV max を用いて評価した。
【結果】合計 128 関節が評価対象となった。治療前後の
DAS スコアの変化率と CRP, 大関節平均 SUV、全罹患関節
数それぞれの変化率の相関について多重回帰分析にて評価
した結果、DAS スコア変化率は、CRP、全罹患関節数の変
化率との間には有意な相関は見られなかったものの、大関
節平均 SUV との間には、
有意な相関が認められた
（r=0.6269,
p＜0.01）。【結論】F-18-FDG PET/CT は DAS スコアによる
評価と同等な治療効果診断能を有し、関節リウマチの治療
効果判定に有用であることが示唆された。

P2IH5
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10317
検診 FDG-PET/CT 下肢撮像にて、迅
速に診断確定・治療可能であった心
筋サルコイドーシスの一例
1
宮内 勉 ，藤井 洋平 1，杉原 政美 2，利波 紀久 1
1
とやま PET 画像診断セ，2 富山市民病院放
50 歳代後半女性。既往歴；1 年前より腎結石や眼圧上昇を
指摘されていた。FDG を 148.7MBq 静注１時間後より頭頂
から鼠径部の FDG-PET/CT 施行し、融合傾向なく腫脹した
肺門・縦隔リンパ節への FDG 異常集積（SUVmax 9.3）に
加え、心筋にも FDG 異常集積（SUVmax 6.4）を認めた。
続けて下肢の撮像も施行し、左腓腹筋・右前脛骨筋にも
FDG 異常集積（SUVmax 11.3）を認めた。これら部位のサ
ルコイドーシス病変を疑い、専門医療機関紹介。検診 7 日
後の受診時には、徐脈に加えて心電図で完全房室ブロック
を認め、当日入院となった。FDG 異常集積が見られた左腓
腹筋内側頭で皮下結節を認め、筋生検を施行。乾酪壊死を
伴わない類上皮肉芽腫を認め、サルコイドーシスと診断確

P2IH6

定した。プレドニゾロン 40mg 投与で心電図は徐々に洞調
律化。投与 1 か月後の胸部造影 CT では、肺門・縦隔リンパ
節腫脹の改善を認めた。本性例では FDG 投与 12 時間前か
ら糖分制限されており、心筋病変が明瞭に描出された。さ
らに下肢撮像施行により、迅速なサルコイドーシス診断確
定が可能であった。
10306
消化管出血シンチグラフィの今日的
意義
岡田 淳一 1，東辻 由雅 1，眞山 靖史 1
1
成田赤十字病院放
【目的】消化管診断における内視鏡および CT 技術の進歩は
著しい。今日における消化管出血シンチグラフィの意義を、
三次救急医療機関である当院において検討した。
【方法、
成績】当院では、2005 年から 2011 年において、27 症例に
対して出血シンチグラフィ（Tc-99m 標識赤血球法、Tc99m- アルブミン法）が施行された。うち 18 例において出
血を認め、出血源を診断できた。18 例中 10 例は検査 1 日目
に、8 例は検査 2 日目に出血を認めた。出血源は、小腸 9 例、
回腸末端 3 例、上行結腸 5 例、横行結腸 1 例だった。原因疾
患は、結腸憩室 6 例、腫瘍 2 例、潰瘍 2 例などであった。出
血源が診断された後、1 例は手術が、5 例は内視鏡的治療が、
残りの症例は薬物治療がなされた。内視鏡技術が進歩して
もいまだ診断が難しい小腸出血の症例に、本検査が施行さ
れる場合が多かった。また、結腸憩室が多発している場合、
治療すべき憩室を見つけるために本検査がオーダーされる
ことがあった。
【結論】間欠的な少量の出血を捉えること
が可能な本検査は今日においても有用性が高い。

P2IH7

10107
腹腔シンチグラフィーが横隔膜交通
症の診断、治療方針に有用であった 3
例
1
長谷川 明 ，安井 光太郎 1
1
岡山済生会放
症例 1 は 80 歳代後半女性。腹膜透析中、多量の右胸水貯留
が出現。採取した胸水の性状は透析液に近く、99m Tc-MAA
にて腹腔シンチグラフィーを施行。胸腔への RI の漏出が確
認でき、横隔膜交通症と診断した。以後腹膜透析は中止、
血液透析に移行した。症例 2 は 50 歳代後半女性。腹膜透析中、
多量の右胸水貯留を認めたため、
同様に腹腔シンチグラフィー
を施行し、
横隔膜交通症と診断できた。手術で交通部を確認、
閉鎖術を施行した。術後 1 週間から腹膜透析を再開、現在
も腹膜透析を継続している。症例 3 は 70 歳代前半男性。腹
膜透析中、多量に右胸水貯留を認め、腹腔シンチグラフィー
を施行したが、胸腔への RI の漏出は確認できなかった。腹
膜透析を中止していたが、さらに胸水が増加したため再検
査したところ胸水中の細胞数に増加が見られ、炎症性胸水
と診断、加療にて胸水は改善した。その後、腹膜透析を再
開したが、胸水貯留の増悪はなく、現在も腹膜透析を継続
している。腹腔シンチグラフィーが診断と治療方針に有用
であったため、今回報告する。

P2IH8

脳 2

ポスター会場 1 15：30～ 16：19

10230
線条体、線条体外におけるドーパミ
ン D1、D2 レセプターの分布比の健
常者データベース
1
木村 泰之 ，伊藤 浩 1，藤原 広臨 1，小高 文聰 1，
1
高野 晴成 ，須原 哲也 1
1
放医研分イメ
統合失調症患者の死後脳研究において D1 と D2 受容体のバ
ランスの変化が報告されている。従って、
健常者脳において、
D1 と D2 受容体濃度を測定し、その比の分布をデータベー
ス化する事は、神経精神疾患の病態理解に役立つものと考
える。本研究の目的は、同一個体において PET を用いて線
条体内外の D1/D2 比の分布を評価する事である。＜方法＞9
名の健常男性に 11C-SCH23390、11C-raclopride、11C-FLB457

P2II1
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を用いた計 3 回の PET スキャンを施行した。各受容体結合
能を算出し、線条体および線条体外について D1/D2 比の画
像を作成した。＜結果＞線条体では、sensorimotor striatum
の D1/D2 比は associative striatum や limbic striatum に比べて
有意に低かった。線条体外では、側頭葉の D1/D2 比は他の
皮質領域に比べて有意に低かった。＜考察＞線条体におい
ては D2 受容体が豊富な extrastrisomal matrix が感覚運動系に
関連するという知見と一致した。線条体外では側頭葉で D2
受容体が多いという死後脳研究と一致した。
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イメージングプローブとしての有用性を評価した。
【方法】
（1-42）
CH 誘導体の評価は Aβ
凝集体を用いたインビトロ競
マウス脳切片を
合阻害実験、トランスジェニック
（Tg2576 ）
用いた蛍光染色実験、正常マウスを用いた体内放射能分布
実験により行った。
【結果・考察】インビトロ競合阻害実
（1-42）
験の結果、合成した CH 誘導体のうち、いくつかは Aβ
凝集体に対して高い結合親和性を有していることが示された。
また、
その CH 誘導体を用いて蛍光染色実験を行ったところ、
Tg2576 マウス脳切片上に CH 誘導体の集積による蛍光像が
観察された。また正常マウス体内放射能分布実験において、
投与後の速やかな脳移行性とその後の消失性を認めた。

10331
PET を用いたドーパミン D2 受容体の
10176
結合能定量におけるフレーム位置合
アミロイドイメージングプローブと
わせによる体動補正の検討
1
1
1
1
してのスチリルクロモン誘導体の評
生駒 洋子 ，木村 泰之 ，白石 貴博 ，関 千江 ，
価
菅野 巌 1，伊藤 浩 1
1
1
小川 綾華 ，渡邊 裕之 2，小野 正博 2，新 竜一郎 1，
放医研・分子イメージング
PET の受容体定量解析では、線条体などの比較的小さい部
西田 教行 1，山下 有紀 1，淵上 剛志 1，原武 衛 1，
位や、前頭葉など脳表に近い領域に関心領域（ROI）を設
中山 守雄 1
1
長崎大院医歯薬，2 京大薬
定するため、
検査中の頭部の動きが定量値に大きく影響する。
本研究では、
［11C］
raclopride および［11C］FLB457 を用いたドー 【目的】プリオン病では異常型プリオンタンパク質（PrPSc）
の沈着が見られ、
これはアミロイドに分類される。今回我々
パミン D2 受容体の定量評価において、体動が定量値に与え
はスチリルクロモン
（SC）
を選択し、アミロイドイメージン
る影響およびその補正法を、シミュレーションと実データ
グプローブへの応用を目的として、アミロイドへの結合性
により評価した。吸収補正なしエミッション画像において、
と脳内挙動を検討した。
【方法】SC 誘導体のアミロイドへ
フレームごとに正規化相互情報量を用いて基準フレームに
の結合性の評価はリコンビナントプリオンタンパク質凝集
位置合わせし、
変換関数を求めた。その後、
トランスミッショ
体を用いた結合実験、BSE プリオン感染マウス脳切片を用
ンデータを用いて吸収補正を行い、PET 放射能濃度画像を
いた蛍光染色実験により行った。また脳への移行性と消失
作成した。その画像において、線条体や大脳皮質に ROI を
性を検討するために、正常マウスを用いた体内放射能分布
置き、得られた時間放射能曲線から受容体結合能を求め、
実験を行った。
【結果・考察】SC 誘導体は導入する置換基
体動補正前後で比較した。その結果、生理学的動態に適わ
の違いでアミロイド凝集体に対する結合親和性が大きく異なっ
ない放射能曲線の変化が体動補正によって改善され、健常
た。蛍光染色実験より、BSE 感染マウス脳切片上のアミロ
群における結合能推定値のばらつきも小さくなった。頭部
イド斑に対しても幾つかの SC 誘導体が結合性を有するこ
の動きに対して、ソフトウェア的な体動補正でも効果があ
とが示された。また正常マウスを用いた体内放射能分布実
ることが示された。
験行った結果、数種の SC 誘導体について、投与後初期で
10363
の脳移行性とその後の消失性が認められた。
11
［ C］
DAC-PET による実験的自己免
10233
疫性脳脊髄炎の早期診断と治療効果
線条体領域と線条体外領域のドーパ
評価の非侵襲的画像診断の開発
1,2,3
3,4
3
3
ミン D1 受容体結合能の関連について
謝 琳
，山崎 友照 ，由井 譲二 ，河村 和紀 ，
の検討
熊田 勝志 3，羽鳥 晶子 3，市丸 直嗣 5，
1
5
3
1
2
藤原 広臨 ，伊藤 浩 1，高野 晴成 1，小高 文聰 1，
野々村 祝夫 ，張 明栄 ，李 小康 ，高原 史郎
1
木村 泰之 1，高畑 圭輔 1，須原 哲也 1
成育，2 阪大，3 放医研，4 東北大，
5
1
放医研・分子イメージング
大阪大学大学院医学系研究科 器官制御外科学
DAC,a new developed PET probe for translocator protein ［目的］ドーパミン（DA）作動性神経系の主要なものは、黒
［11C］
18kDa（TSPO）, is adopted to evaluated the neuroinflammation
質
（A9）と中脳被蓋野
（A10）より起始する。線条体はこれら
and treatment effects of experimental autoimmune
が 入 力 す る 部 位 で、 大 脳 皮 質 域 と の 線 維 連 絡 か ら、
11
encephalomyelitis （EAE）, an animal model of MS. ［ C］ associative （AST）, sensorimotor（SMST）, limbic striatum
DAC-PET enabled visualization of neuroinflammation lesion （LST）という機能的下位領域に分類される。本研究では、
of EAE by tracing TSPO expression in spinal cords; the
線条体の機能的下位領域の D1 受容体結合能と、線条体外の
maximal uptake value reached in day 11 and 20 EAE rats with
それとの相関を検討した。
［方法］
男性健常者 30 名を対象に、
profound inflammatory cells infiltration compared with control ［11 C］SCH23390 による PET を施行し、線条体下位領域の
rats. Biodistribution studies and in vitro autoradiography
D1 受容体結合能を算出した。D1 受容体結合能のパラメトリッ
confirmed these in vivo imaging results. Doubling
クマップを作成し、SPM5 にて線条体内外の相関を画像化
immunohistochemical studies showed the infiltration and
した。
［結果］線条体各下位領域の結合能は、AST で 1.61±
expansion of CD4+ T cells, CD11b+ microglia; CD68+
0.26、SMST で 1.70±0.24、LST で 1.36±0.17 で あ っ た。
macrophage were responsible for increased TSPO levels
AST と SMST は大脳皮質の広範な領域との相関を認めたが、
visualized by ［11C］DAC-PET. These results indicated that
LST は他の脳領域との相関を認めなかった。［結論］AST と
11
SMST、および大脳皮質の D1 受容体発現のメカニズムにつ
［ C］
DAC-PET imaging is a sensitive tool for noninvasively
monitoring the neuroinflammation response in EAE/MS.
いては類似の背景が存在するが、LST は他の下位領域とは
異なる可能性がある。
10175
10461
アミロイドイメージングプローブと
脳内ニコチン受容体 PET イメージン
しての I-125 標識カルコン誘導体の合
18
グ剤：［ F］2FA の臨床適用にむけた
成と評価
合成と小動物での動態検討
山下 有紀 1，小川 綾華 1，小野 正博 2，淵上 剛志 1，
1
1
1
齋藤 有里子 ，小川 美香子 1，二ツ橋 昌美 2，
原武 衛 ，中山 守雄
1
堺 俊博 1，河合 亜由美 1，尾内 康臣 1，間賀田 泰寛 1
長崎大院医歯薬，2 京大院薬
1
浜松医大，2 浜松ホトニクス
【目的】
脳内に蓄積したアミロイドβ
（Aβ）
のインビボイメー
脳内ニコチン受容体
（nAChR）
の発現変化は、
アルツハイマー
ジングはアルツハイマー病の早期診断に繋がることが期待
病やパーキンソン病等の神経疾患との相関が認められており、
される。すでに我々はフラボノイド化合物であるカルコン
（CH）
診断や治療効果判定マーカーとしての有用性が期待される。
が Aβ凝集体に対して結合親和性を有することを報告した。
nAChR のα4β2 サ ブ タ イ プ と 高 い 親 和 性 を 持 つ（2（S）
本研究では、新たに数種のカルコン誘導体を合成し、Aβ
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-azetidinylmethoxy） pyridine を母体とする PET イメージン
2FA は欧米での臨床研究も開始されている。本
グ剤、
［18F］
2FA の臨床適用を目的として、
研究では、日本国内での
［18F］
自動合成化を行うとともに、前臨床試験としてラットでの
PET 撮像を施行した。その結果、比放射能、放射化学的純度、
無菌試験等、臨床利用に適する結果が得られた。また、本
剤は所期の通り、nAChR の発現量の多い視床で顕著な集積
が見られた。末梢血中では代謝物が認められたが、脳内で
は投与 4 時間後でも約 80％が未代謝体として存在した。さ
2FA の動態解析を行う
らに、無採血下でラット脳内の
［18F］
ため、幾つかの動態モデルで比較検討中である。

心：PET

ポスター会場 1 15：30～ 16：12

10392
腎機能低下症例におけるルビジウム
-82 血流 PET を用いた心筋血流予備
能の検討
1
福島 賢慈 ，樋口 隆弘 2，Mehrbod Javadi 2，
Paco Bravo 2，Frank Bengel 3
1
女子医大放，2 ジョンズ・ホプキンス病院、放射線科，
3
ハノーバー大学、核医学部
における心筋血流及び予備能
（MFR）
を正
腎機能低下
（CRF）
常腎機能症例と比較検討した。
［対象］ルビジウム血流 PET
を行った正常灌流及び正常心機能例 80 名を腎機能正常及び
低下グループ
（NG; n=44、RF; n=36、eGFR＜60、透析導入
例及び移植例は除外）の 2 群に分類した。両群における
MFR をジピリダモール負荷安静心筋 PET でのダイナミッ
ク撮像より算出した。
［結果］両群で年齢、血圧、心拍数、
冠危険因子、EF、EDV に有意な差は認めなかった。血清
クレアチニンは RF 群で著明な高値を認めた
（1.9±1.1 vs 0.8
±0.2, p＜0.001）
。MFR は RF で NG と比べ有意に低下して
。安静時心筋血流は
いた
（2.2±1.0 vs 3.0±1.2; P=0.0027）
RF で 有 意 な 上 昇 が 見 ら れ た（1.1±0.4 vs 0.8±0.2;
P=0.0073）。負荷時心筋血流は両群で有意な差は認められ
なかった。
［結論］腎機能低下では心筋血流予備能が低下し
ており、それは負荷時心筋血流の低下ではなく安静時血流
の上昇による機序が示唆された。

P2IJ1

10205
同時係数機能を搭載した SPECT 装置
による心筋糖代謝と心筋血流評価の
経験
1
小山 恵子 ，外山 卓二 2，星崎 洋 2，大島 茂 3，
有坂 有紀子 3，樋口 徹也 3，織内 昇 3
1
群馬心血管セ放，2 群馬心血管セ循内，3 群大核
（症例）
今回私たちは同時係数機能を搭載した SPECT 装置で，
虚血心筋の糖代謝と心筋血流を評価したのでこれを報告する．
症例は亜急性期心筋梗塞２症例，陳旧性心筋梗塞に狭心症
が疑われる２症例．心筋血流，糖代謝，また亜急性心筋梗
塞症例に心臓 MRI を施行し，心筋性状を観察した．
（結果）
心筋梗塞症例は糖尿病合併が多く，検査時血糖コントロー
ルに苦慮した．FDG% uptake を使用すると，小 SUV でも，
各区域差を客観的に評価できた．血流低下部位に FDG 最低
値が，正常血流区域に FDG100% uptake 区域が一致した．
亜急性心筋梗塞症例で FDG 最低値区域に MRI で傷害、炎
症心筋を観察し、FDG% uptake がより低いと transmurality
index はより高かった．（まとめ）心筋梗塞症例の心筋 FDG
分布が FDG % uptake 使用で評価が容易になった．今回亜
急性心筋梗塞症例の炎症区域で，FDG 心筋分布は心筋血流
分布から予想されるものであった．

P2IJ2

10322
24 時間超の糖質制限を加えた低糖高
脂肪食による心筋 FDG 集積抑制効果
の検討
1
小林 靖宏 ，石原 圭一 1，秋山 一義 1，佐藤 英尊 1，
須田 匡也 2，櫻井 実 2，汲田 伸一郎 1
1
日本医大放，2 日本医大健診医療センター
【背景・目的】18F-FDG-PET において心筋への生理的な

FDG 集積を抑制する低糖高脂肪食負荷法は心筋病変の検出
に有用視されている。今回、長時間の糖質制限を重視した
食事負荷をかけることでより良好な集積抑制が得られるか
検討した。
【方法】当施設の通常プロトコル
（4 〜 6 時間以
（男性 6 人、
平均年齢 50.5±14.5 才）
上の絶食）
で撮像した 13 人
に対して、新プロトコル
（FDG 投与 28.1±0.80hr 前からの
糖質制限と低糖高脂肪食、および投与 1 時間前に Atkins 社
の高脂肪飲料を追加摂取）で撮像した。各々について FDG
投与後 60 分後における左室心筋集積
（SUVmax）
および血液
（target to background ratio）
を算出し、
プールに対する TBR
新プロトコルの心筋集積抑制効果を paired -t test で検定した。
【結果】食事負荷が適切に行われた 11/13 人において、左室
心筋の集積は 4.11±2.29（絶食時）/1.28±0.39
（ 負荷時）
、
p=0.0017、TBR は 2.70±1.92/0.80±0.18,p=0.0072 であり、
良好な集積抑制が得られた。
【結論】糖質制限を長時間に
設定した低糖高脂肪食負荷法は有用な心筋 FDG 集積抑制法
と思われた。
10379
F-FDG PET-CT と経食道心エコー
による Pitavastatin の胸部大動脈プラー
クに対する効果の検討
1
渡邉 崇量 ，小野 浩司 1，加藤 崇 1，小島 帯 1，
野田 俊之 1，渡辺 佐知郎 1，太田 三恵子 2，
加古 伸雄 2，川崎 雅規 3，湊口 信也 3
1
岐阜県総医セ循，2 岐阜県総医セ放，3 岐大循
【 目 的 】 今 回 我 々 は、 胸 部 大 動 脈 プ ラ ー ク に 対 す る
Pitavastatin の抗炎症作用を、PET-CT によるプラークの炎
症の定量的評価と、従来の経食道心エコー（TEE）による
評価の両者を用いて検討した。
【方法】対象患者に PET-CT
を 施 行 し、 胸 部 大 動 脈 で 18F-FDG の 集 積 を 認 め た target
plaque の max SUV を測定し、その後 2 週間以内に同部位を
TEE で観察した。Pitavastatin 2mg/ 日を 6 ヶ月間投与した後
に再度同様に評価した。
【結果】9 名の胸部大動脈の 18 病
変を検討した。SUV は 18 病変中 16 病変で減少し、治療前
と治療後では有意な減少を認めた。また、
エコーにおいては、
IMT や IB 値において 18 病変中 17 病変で減少し、治療前と
治療後で有意な減少を認めた。両者の治療前後で相関を検
討した。
【結論】Pitavastatin は動脈硬化プラークに対する
抗炎症作用を持ち、プラークを退縮させる効果があること
が示された。PET と TEE の両方を施行することにより、プ
ラークの質的・量的な評価ができた。

P2IJ4
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10240
活動性炎症が認められる心サルコイドー
シス患者におけるステロイド治療の
有用性の評価
1
高峰 佐智子 ，藤原 征 1，伊藤 達郎 1，茂 真由美 1，
井上 智裕 1，川合 宏哉 1，平田 健一 1
1
神戸大循
目的：心筋に活動性炎症の存在が認められた心サルコイドー
シス患者（心サ）におけるステロイド治療の有用性を、核
医学的手法を用いて検討すること。方法：FDG-PET により
活動性炎症ありと判定された心サ 24 例を対象とし、FDGPET 施行と同時期および半年後に安静時 99mTc-TF SPECT・
二回撮像法を施行。初期像および後期像の欠損スコアを算
出し、その差を洗い出しスコアと定義した。また左心機能
の指標として左室駆出率を算出した。結果：ステロイド投
与群（14 例）と非投与群（10 例）の 2 群に分類し、両群に
おける各指標の変化を検討した場合、投与群ではいずれの
指標も有意な改善が認められたが、非投与群ではいずれも
有意な改善は認められなかった。結語：心サ患者に対して
ステロイド治療を行うことで、局所心筋における炎症の消
退に伴う心筋ミトコンドリア機能の回復が、左室機能の改
善に関与している可能性が示唆された。
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10185
ミニブタ心筋虚血モデルにおける交
感神経機能の変化に関する検討
河嶋 秀和 1，越野 一博 1，福田 肇 1，橋川 美子 1，
1
島田 誉弘 ，樋掛 正明 1，石兼 真 2，相根 弘史 3，
池田 智明 2，植田 初江 3，飯田 秀博 1
1
国循セ研・画診，2 国循セ研・再生，3 国循セ病・病理
【目的】ameroid constrictor（AC）を用いて心筋虚血モデル
を作製し、心臓交感神経機能の変化を PET と病理学的検討
により評価した。
【方法】NIBS 系ミニブタの左冠動脈前下
行枝の末梢を完全結紮後、本幹部に AC を装着することで
心筋虚血モデルを作製した。施術 5 ヶ月後にアデノシン持
続投与下の
［15O］水 -PET により局所心筋血流量（MBF）と
残存組織率（PTI）を測定した。さらに
［11C］
mHED-PET に
よる心筋交感神経機能の定量評価を試みた。PET 後に心臓
組織切片を染色し、病理像と比較した。
【結果・考察】
［15O］
水 -PET 像で欠損を認めた心前壁領域の MBF はアデノシン
負荷で増加せず、心筋虚血状態にあることが示唆された。
また、同領域の PTI も非処置群と比較して低下していた。
mHED-PET でも放射能集積は低下し、前壁を
一方、
［11C］
支配する交感神経末端の障害が示された。さらに、病理標
本 か ら、PET 陰 性 像 を 示 し た 領 域 周 辺 に お け る
norepinephrine transporter 発現の減少を確認した。【結論】
外科的処置により作製したミニブタの虚血心筋において、
交感神経機能の低下を認めた。

P2IJ6

腫瘍：PET臨床 脳・頭頸部

ポスター会場 1 15：30～ 16：19

10350
脳腫瘍輪郭抽出方法－11C-methionine
PET を用いた妥当性と再現性の検討
－
1
真鍋 治 ，平田 健司 1，孫田 恵一 1，志賀 哲 1，
臼居 礼子 1，服部 直也 1，玉木 長良 1
1
北大核
【背景】11C-methionine（MET）
はアミノ酸代謝を反映する薬
剤であり、正常脳実質への集積が低く、脳腫瘍の検出及び
腫瘍輪郭抽出に有用と考えられる。集積範囲を理論的に決
定することは、治療範囲の決定、治療効果判定に有用と考
えられるが、現在のところ確立した方法はない。adaptive
region-growing 法を用いて、その妥当性と再現性を、従来
法と比較検討した。
【対象と方法】組織学的に glioma と診
断された 30 症例を対象とし、
（1）adaptive region-growing 法、
（3）
中間値法の 3 つの腫瘍輪
（2） simple region-growing 法、
郭 抽 出 法 に て 検 討 を 行 っ た。
【 結 果 】adaptive regiongrowing 法の成功率は、simple region-growing 法には劣るが、
中 間 値 法 を 大 き く 凌 駕 し た。2 人 の 操 作 者 が adaptive
region-growing 法で抽出した腫瘍体積は、全例で一致した。
一方、simple region-growing 法と中間値法では不一致例が
多数見られた。
【結語】MET PET 画像の脳腫瘍輪郭抽出に
おいて adaptive region-growing 法は治療範囲決定や効果判
定に重要な高い再現性を有していた。
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原発巣 YK 分類では微小転移でも検出できたものがあった。
SUV 変化率が最も高い感度および特異度を示した。
また、3）
10053
FDG-PET による口腔悪性腫瘍の術前
頸部リンパ節転移診断：FAMT-PET
の追加による診断特異性改善の可能
性
宮下 剛 1，樋口 徹也 2，織内 昇 2，有坂 有紀子 2，
2
石北 朋宏 ，宮久保 満之 1，根岸 明秀 1，横尾 聡 1
1
群馬大学顎口腔科学，
2
群馬大学大学院医学系研究科 放射線診断核医学
頸部転移を評価することは口腔悪性腫瘍の治療結果や予後
にとても重要である． FAMT はアミノ酸製剤の PET であり，
高い特異性をもち，頭頸部に有用であることが報告されて
いる．今回，頸部リンパ節転移症例にたいして FDG と比較
して検討を行った．対象・方法 2007 年４月から 2010 年 3
月までに当科を受診した 90 人の口腔腫瘍の患者を対象とし
た．すべての患者は外科治療前に FDG，FAMT を撮影した．
リンパ節の SUV を測定し，リンパ節転移の診断能に関して
ROC 解析を行い cut-off 値を算出した．結果 合計 72 個のリ
ンパ節に関して検討を行い転移リンパ節は 24 個，非転移リ
ンパ節 48 個であった．このデータに基づき FDG および
FAMT による転移診断の cut off 値はそれぞれ 2.3，1.0 であり，
感度，特異度，正診率は FDG で 83.3%, 77.1%, 79.2%．
FAMT で 79.2%，81.3%，80.6% であった．特異度に関し
ては FAMT で有意に高かった（
. p≦0.01）結論 FDG に FAMT
を加えることでより特異性の高い頸部リンパ節転移診断が
可能であり，今後これに基づき縮小手術の可能性が示唆さ
れた．

P2IK3

10387
FDG-PET/CT 癌検診を契機に診断さ
れた唾液腺良性腫瘍の検討
宮内 勉 1，隅屋 寿 2，一柳 健次 3，亀井 哲也 4，
5
絹谷 啓子 ，滝 鈴佳 6，藤井 洋平 1，利波 紀久 1
1
とやまＰＥＴ画像診断セ，2 富山県中放，3 高岡市民核，
4
済生会高岡放，5 砺波総合核，6 砺波総合健診セ
【目的】FDG-PET/CT 癌検診で唾液腺腫瘍を検出した症例
を検討した。
【対象と方法】2007 年 11 月から 2011 年 3 月ま
での検診受診者 3134 名中で唾液腺に FDG 異常集積を認め、
手術・生検・経過観察などで良性腫瘍と診断された 12 例（男
性 10 例 女性 2 例、平均年齢 60.3 歳）
。FDG を 4MBq/kg 静
【結果】唾液
注し、1 時間後から頭頂〜鼠径部の撮像施行。
腺腫瘍摘出や細胞診・生検にてワルチン腫瘍 3 例、多形腺
腫 2 例、右舌下腺オンコサイトーマ 1 例と診断され、残り 6
例は経過観察にて良性腫瘍と診断された。右舌下腺オンコ
サイトーマ以外の病変は全て耳下腺病変であった。各病変
には SUVmax が 4.8-14.7（平均；8.4）の FDG 異常集積を認
めた。疾患毎の SUVmax は、ワルチン腫瘍；6.6-12.4、多
形腺腫；4.8-7.1、オンコサイトーマ；14.7、経過観察良性
腫瘍判定群；4.5-15.0 であり、疾患毎の FDG 集積の有意な
差は指摘困難であった。
【結論】FDG-PET/CT 検診発見の
唾液腺良性腫瘍には強い FDG 集積を呈する傾向があった。
非常に稀な舌下腺オンコサイトーマの 1 症例も認められた。

P2IK4

10218
［18F］FDG-PE/CT による口腔癌頸部
10226
リンパ節転移診断の検討
唾液腺腫瘍の二相撮像 FDG PET/CT
1
1
1
2
望月 裕美 ，小村 健 ，原田 浩之 ，中村 伸 ，
倉林 亨 2，渋谷 均 3
鳥井原 彰 1，中村 伸 2，久保田 一徳 1，牧野 朋子 1，
1
東医科大顎口腔外，2 東医科大歯放，3 東医科大医放
大河内 清 2，渋谷 均 1
1
【目的】口腔癌の転移リンパ節に対する術前
［18F］
FDG-PET/
東医歯大放，2 東医歯大歯放
CT 検査の診断能を検討した。【対象】2006 年 1 月から 2011 【目的】唾液腺腫瘍の良悪性鑑別における二相撮像 FDG
PET/CT の有用性を後ろ向きに検討した。【方法】対象は組
年 2 月までに東京医科歯科大学顎口腔外科で、手術単独療
法で頸部郭清術またはリンパ節生検を施行した口腔扁平上
織診断を得た唾液腺腫瘍 34 例
（良性 18 例、悪性 16 例）
。
皮癌一次症例 70 例（男性 40 例、女性 30 例、平均年齢 63.9 歳）
FDG 静注後、60、120 分後から頭頚部スポット像を撮像した。
を対象とした。
【方法】PET で検出できた転移リンパ節と
二相における腫瘍の SUVmax を計測し、その増加率を算出
検出できなかった転移リンパ節とを病理組織学的に比較した。 し た
（ 増 加 率＝
（ 後 期 SUVmax− 早 期 SUVmax）／ 早 期
また原発巣の YK 分類とこれらの転移リンパ節との対応付
SUVmax×100（%））。【結果】早期 SUVmax は良性 7.6±4.6、
けも行った。また、SUVmax 早期値、晩期値および両者間
悪性 9.3±5.0、後期 SUVmax は良性 8.7±6.0、悪性 11.3±6.5、
の変化率における至適カットオフ値を算出し診断能を評価
増加率は良性 9.5±12.6%、悪性 19.1±11.0% であり、いず
した。
【結果】1）
PET 検出転移リンパ節群と非検出転移リ
れも悪性で高値であったが、有意差を認めたのは増加率の
ンパ節群とで転移巣の大きさに違いが認められ、2）一部の
みであった
（p=0.044; Mann-Whitney U test）
。ROC 解析にお
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ける曲線下面積は早期 SUVmax で 0.599、
後期 SUVmax で 0.608、
増加率で 0.703 であった。SUVmax と増加率を組み合わせ
ても、悪性診断の感度は 68.8%、特異度は 72.2%、正診率
（後期 SUVmax=5.9 かつ増加率 =15%
は 70.6% にとどまった
をカットオフとした場合）
。
【結論】FDG PET/CT による唾
液腺腫瘍への集積は良悪性間でオーバーラップが大きく、
二相撮像でも鑑別困難な場合が多い。
10401
顎骨壊死の FDG-PET - 病理組織と
の比較
（2）
吉川 邦彦 1，曽根 照喜 1，森谷 卓也 2，永井 清久 1，
1
1
三村 浩朗 ，福永 仁夫
1
川崎医大放（核）
，2 川崎医大病理
目的：前回、頭頸部癌の放射線治療後、またはビスフォス
ホネート治療中に顎骨壊死をきたし、同部に FDG の集積が
認められた症例について、病理所見と比較して報告した。
以降これらによる顎骨壊死はさらに増加し、最近の文献的
考察も踏まえながら再度報告する。症例：対象は、放射線
治療（3 〜 4 年前）と全例選択的動注療法を併用した中咽
頭癌や口腔底癌と、化学療法施行後ゾレドロン酸ビスフォ
スホネートを投与中の多発性骨髄腫や乳癌の患者それぞれ
数例。結果：いずれの症例も FDG-PET では、顎骨壊死と
思われる部位に高集積がみられた。病理組織では、腐骨の
状態であり、肉牙組織や化膿性炎症がみられた。また放線
菌の存在も認められた。また RT 後とビスフォスフォネー
ト投与との病理組織の違いも今回報告する。考察：顎骨放
射線骨壊死は、頭頸部癌の放射線治療 3 前年後に生じ、5
〜 15% に発症するといわれている。最近は顎骨壊死の原因
として、ビスフォスフォネート（特に静注投与）の方が多
数報告されている。FDG-PET は、顎骨壊死の発見や感染
防止の手助けとなると思われた。

P2IK6

4 例は集積低下〜欠損に部位に一致した炎症後の瘢痕性変
化等の器質性病変があった。2 例は単発性の肺塞栓症が疑
われた。1 例は器質性変化を含む換気障害が、もう 1 例は
器質性変化を含まない換気障害が疑われ、この 2 例は Kr81m による肺換気シンチの併用にて判定された。何らかの
末梢の気道・肺野病変が示唆された。 肺器質性病変や縦隔、
心臓の変化による集積集積低下〜欠損の診断は、胸部
Xp、胸部 CT との比較で容易だと思われるが、少数ながら、
肺に明らかな器質性病変がない場合、単発性の肺塞栓症以
外に、何らかの末梢の気道・肺野病変が含まれることも考
えられ、臨床症状や肺換気シンチの併用がその診断に有用
と思われた。
10398
肺血流シンチにおける肺血流分布逆
転現象
堀川 歩 1，竹林 茂生 2，井上 登美夫 3
1
横浜南共済病院放，
2
横浜市大附属市民総合医療センター放，3 横浜市立大放
肺血流シンチにおける肺血流分布逆転現象は、左心不全や
僧帽弁疾患に伴う肺高血圧症に見られる。背臥位で Tc-99m
MAA を静注した場合は、S3、S4、S5 といった肺前方部
の集積が強くなる。 平成 18 年 4 月〜平成 19 年 3 月に、横
浜市大附属付属市民総合医療センターで肺血流を施行した
症例のうち、肺血流分布逆転現象を呈した 12 症例について
検討した。 1 例は肺高血圧症を呈していた。5 例は明らか
な心拡大を伴う心不全、心臓弁疾患があった。6 例は明ら
かな心拡大を伴わない軽度の心不全、軽度の慢性閉塞性肺
疾患、慢性肺塞栓症等を伴うか、明らかな心臓・肺疾患を
伴わなかった。 肺高血圧症に至らなくても、明らかな心
拡大を伴う心不全、心臓弁疾患では、高率に肺血流分布逆
転現象が生じることが考えられた。また慢性閉塞性肺疾患
や肺塞栓症で出現する頻度は低かった。しかしながら、明
らかな心臓・肺疾患を伴わなかった症例でも見られ、その
機序は不明であった。さらなる検討が必要だと思われた。
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10279
頭頸部腫瘍における［Cu-62］-ATSM
および
［F-18］
-FDG 集積の比較
10025
岡沢 秀彦 1，清野 泰 1，森 哲也 1，工藤 崇 1 , 2
2
1
福井大高エネ， 長崎大原研放射
心臓関連腫瘍の FDG PET/CT 所見
【目的】腫瘍低酸素組織描出 PET 薬剤として治療計画への
吉田 毅 1，金子 恒一郎 1，増成 暁 1，小野 研 2
-ATSM を頭頸部がんに応
応用が期待されている、
［Cu-62］
1
古賀２１ PET セ，2 新古賀病院 放射線科
用し、FDG-PET との集積の比較を行った。
【方法】30 名の
の FDG PET/CT 所見。対象：当
目的：心臓関連腫瘍
（3 例）
-ATSM および FDG-PET
頭頸部腫瘍患者に対して、
［Cu-62］
院で FDG PET/CT 検査を施行した心臓関連腫瘍 3 例：左心
を 1 週間以内に行った。
［Cu-62］
-ATSM PET はトレーサー
）60 歳代後半女性）
・心臓悪性リンパ腫
（ML）
房粘液腫
（myxoma（
投与後 20 分間の経時的撮像を行い、最後 10 分間の積算画
（60 歳代後半女性）
・心膜悪性線維性組織球腫
（MFH（
）70 歳
像を両者の比較画像として用いた。両者の SUV 画像を用い
て位置合わせを行い、
同じ位置で多数の関心領域を設定して、 代後半女性）
。方法：3.7MB ｑ /kg の FDG 静注 1 時間後、1 ベッ
ド emission2 分・transmission1 分で撮像。結果： ML 症例は
腫瘍内の集積分布の相関関係を解析した。
【成績】扁平上
検査時には診断が確定していたが、myxoma 症例は PET が
皮癌 27 名では、全ての腫瘍において Cu-ATSM と FDG の負
ん検診目的、MFH 症例は消化管出血の原因精査目的で
の相関が認められた。これに対し、腺癌 3 名では全例正の
FDG PET/CT を施行した。腫瘍部 SUVmax は myxoma 2.66、
相関を認め、以前解析を行った肺癌と同様の結果であった。
ML 10.64、MFH 36.42 であり、MFH 症例は ML や肉腫との
相関の傾きの平均値は、扁平上皮癌 -0.12±0.08, 腺癌 0.28
鑑別が必要であった。結語：比較的稀な心臓関連腫瘍
±0.12 であった。
【結論】肺癌同様、頭頸部癌においても、
（3 例）
の FDG-PET 所見を提示した。
Cu-ATSM と FDG の集積は扁平上皮癌と腺癌で異なる傾向
を示した。
10079
腫瘍患者における両側性かつ左右対
称性の肺門及び縦隔リンパ節への 11Cメチオニンの取り込み亢進の特徴
礒橋 佳也子 1，下瀬川 恵久 1，梁川 雅弘 2，
ポスター会場 1 15：30～ 16：26
1
金井 泰和 ，仲 定弘 1，加藤 弘樹 1，巽 光朗 2，
今泉 昌男 1，渡部 直史 1，畑澤 順 1
10397
1
阪大核医学，2 阪大放
肺血流シンチにおける単発性集積欠
【目的】腫瘍患者における胸部領域のリンパ節
（LN）への
損
11
C-メチオニン（MET）の取り込み亢進の特徴を調べる。【方
1
2
3
（年齢幅 25-81 歳）
並
法】胃癌 10 例 , 肺癌 6 例 , 縦隔腫瘍 3 例
堀川 歩 ，竹林 茂生 ，井上 登美夫
1
びに健常成人11人
横浜南共済病院放，
（年齢幅24-26歳）
を対象とした。MET
（7.4MBq/
2
3
kg）を静注 20 分後より撮像を行い、胸部領域の LN の MET
横浜市大附属市民総合医療センター放， 横浜市立大放
集積が縦隔の血液プールより高い場合を病的と評価した。
肺血流シンチにおける単発性集積欠損の所見はしばしば見
最終診断は病理学的所見 , その後の画像結果や臨床経過と
られる。平成 18 年 4 月〜平成 19 年 3 月に、横浜市大附属市
民総合医療センターで肺血流を施行した症例のうち、単発
比較し、評価した。
【結果】19 腫瘍例中 13 例で、肺門や縦
隔の LN に MET の集積亢進を認めた。うち 11 例では MET
性の集積低下〜欠損を呈した 11 症例について検討した。集
の集積亢進は左右対称性であり、9 例は肺炎症性疾患 , 肺気
積低下〜欠損部の大きさ、形状は様々であった。3 例は胸
部大動脈瘤、大動脈蛇行、縦隔の変位に伴うものであった。 腫 , 塵肺や多発 ground-glass opacity と関連し、2 例は CT の
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腫瘍：PET臨床 肺 2
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炎症像と関連していた。残りの 2 例では MET の集積亢進は
片側性であり、1 例は転移であった。MET の集積亢進を認
めなかった 6 例では、炎症も転移もなかった。また、健常
【結語】腫
成人 11 人では MET の集積亢進を認めなかった。
瘍患者において、肺門や縦隔の左右対称性の MET 集積亢
進はしばしば肺炎症性病変に関連する。片側性の MET 集
積は転移の除外が必要である。
10094
気管・気管支腫瘍の 18FDG-PET/CT
の有用性とピットフォール
篠崎 健史 1，歌野 健一 1，大竹 悠子 1，芦崎 道太 2，
2
川村 義文 ，杉本 英治 1
1
自治医大放，2 自治医大病院放
【目的】18FDG-PET/CT が施行された気管・気管支腫瘍性病
変の臨床的有用性とピットフォールについて検討する。
【対
象】18FDG-PET/CT が施行された気管・気管支腫瘍症例で、
女性 2 人、
病理組織学的に診断が確定した 11 症例（男性 9 人、
35 歳〜 77 歳）。【結果】 気管支腺様嚢胞癌 1 例、気管原発性
扁平上皮癌 2 例、肺原発扁平上皮癌の術後気管・気管支再
発 3 例、定型カルチノイド 2 例、非定型カルチノイド 2 例、
気管支腺腫 1 例。SUVmax 癌病変で 3.45 〜 23.12、
腺腫で 7.72、
カ ル チ ノ イ ド 定 型 2.17 〜 10.04、 非 定 型 1.36 〜 2.52。
18
FDG-PET のみでの質的診断には SUVmax 値のオーバーラッ
プがあり、限界があった。経過の CT 画像、HRCT 画像に
よる形状的・経時的評価により診断しえたのは肺癌術後の
再発病変のみであった。全例で予期せぬ転移巣や、併存す
る悪性腫瘍の検出はなかった。
【結論】症例数は少ないが、
SUVmax 値や CT 所見から質的診断を絞り込むことは困難
であった。病変を可視化することで気管・気管支鏡検査前
の病変の同定や、積極的な侵襲的検査・生検の意義付けに
有用と考えられた。

P2IL5

10209
FDG-PET/CT による肺定位放射線治
療
（SBRT）
後の肺線維症と再発の鑑別
中島 直美 1，菅原 敬文 1，高橋 忠章 1，清水 輝彦 1，
1
1
梶原 誠 ，細川 浩平 ，酒井 伸也 1
1
四国がんセンター 放
後に出現する肺線維
【目的】肺癌の定位放射線治療
（SBRT）
症の陰影は、CT 上腫瘍の再発と鑑別が困難な場合がある。
今回我々は SBRT 後の FDG-PET/CT 所見を評価し再発との
鑑別点について検討した。
【対象】2006 年 6 月から 2009 年 6 月の間に SBRT を施行した
131 例のうち、1 年以上の観察期
肺癌
（組織未確診例を含む）
間があり、経過で FDG-PET/CT を施行した 59 症例。
【方法】治療後の PET 撮像の時期毎に FDG の集積の強さを、
intensity 0: 集積なし、1: 縦隔プールと同程度の集積、2: 中
等度から強い集積の三段階に分け、集積の形状を shape 0:
腫 瘤 状 で な い、1: 腫 瘤 状 の 2 種 類 に 分 け た。 ま た、
SUVmax 値を算出した。
【結果】非再発例では、intensity1,shape 0 の組み合わせが
49％で最多であり、再発例では intensity 2,shape 1 が 91 % だっ
た。非再発例では集積が強くても境界不明瞭であり、経過
で集積が減弱した。再発例では腫瘤状の強い集積を呈した。
再発例の SUVmax 値は非再発例よりも有意に高く全例
SUVmax＞4 だった。
【結論】FDG の集積のパターンと SUVmax の値が再発診断
に有用であると考えられた。

P2IL6

10188
フラクタル次元を用いた肺癌と炎症
性疾患の鑑別
三輪 建太 1 , 3 , 4，我妻 慧 1，小山 眞道 1，犬伏 正幸 2，
2
佐賀 恒夫 ，長尾 充展 3，佐々木 雅之 4
1
がん研有明放，2 放医研分子イメ，3 九大放，4 九大大学院
肺腫瘤性病変の正確な良悪性の鑑別は、治療方針の決定に
重要である。しかし PET では結核や肺炎も強集積を示すた
め偽陽性となり、肺癌との鑑別が困難な場合がある。そこ
でフラクタル解析を用いた肺癌と炎症性疾患の鑑別の可能
性について検証した。対象は肺癌疑いで PET/CT を施行し
た患者のうち、その後病理により確定診断が得られた 53 例
（肺癌 35 例、炎症 18 例）である。PET 画像に濃度フラクタ
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ル解析を適用して濃度フラクタル次元を算出した。また、
肺野条件の CT 画像で特定した病巣の輪郭に対する構造フ
ラクタル次元も算出した。それぞれの次元を用いて肺癌と
炎症性疾患との統計的有意差検定を行った。構造フラクタ
ル次元は肺癌と炎症性疾患との間に有意差は認められなかっ
た。しかし PET 画像から算出した濃度フラクタル次元では
有意差が認められた（p=0.00076）
。肺癌と炎症とのカット
オフを 0.025 とした場合、感度 69%、特異度 67% であった。
また濃度フラクタル次元は病巣の位置やサイズに依存しなかっ
た。よって、濃度フラクタル解析は肺癌と炎症の鑑別に有
用である。
10365
肺癌患者の PET/CT 検査における消
化管異常集積と消化管重複癌および
消化管転移の検討
1
佐藤 始広 ，阿部 考志 1，伊藤 裕太 1，内川 容子 1，
児山 健 1，林 靖孝 1
1
茨城県中放
【目的】 肺癌の病期診断、再発診断時に消化管の FDG 異常
集積を認めることが経験されるが、消化管重複癌および消
化管転移などの悪性腫瘍や、
腸管の炎症、
生理的集積など様々
な病態が存在する。本院で施行された肺癌患者の FDG
PET/CT において消化管重複癌および消化管転移の頻度と
その PET/CT 所見について検討する。
【方法】2006 年 3 月か
ら 2010 年 12 月に施行された FDG PET/CT を retrospective に
解析した。
【成績】病期診断で施行された 1205 例中 102 例、
再発診断で施行された 786 例中 36 例に限局性の強い FDG 異
常集積を認め、その中から食道癌 1 例、胃癌 4 例、大腸癌
13 例の重複癌および胃転移 3 例、十二指腸転移 1 例、小腸
【結論】肺癌患者の FDG PET/CT で
転移 4 例が確認された。
は、消化管の FDG 異常集積比較的高頻度に消化管重複癌、
および消化管転移を反映する所見で、その診断には臨床症
状の評価や内視鏡・造影検査などでの評価を考慮する必要
がある。

P2IL8

PET・SPECT技術・解析 2

ポスター会場 1 15：30～ 16：05

10179
I-IMT 集積増大を示すチロシンエス
テル曝露の細胞内誘導経路に関する
検討
1,2
小倉 正人 ，鹿野 直人 2，中島 修一 3，山口 直人 2，
對間 博之 2，津田 啓介 1 , 4，小林 正和 1 , 4，
川井 恵一 1 , 4
1
金沢大院保，2 茨城医療大放，3 茨城中央病放，
4
福井大高エネ研
アミノ酸トランスポータの一部は細胞外のアミノ酸を取り
込む際に細胞内のアミノ酸を外側へと放出する交換輸送に
よるアミノ酸取り込みが見られる。我々はこの交換輸送を
利用したチロシン誘導体 IMT の集積増大を可能とする方法
を検討し、その誘導経路の解明を試みた。チロシンエステ
ルを事前に曝露した細胞では、未処理細胞と比べ、IMT 投
与直後から有意に取り込み促進効果が見られた。また、
IMT 投与と同時に曝露させた場合においても促進効果を示
した。細胞外からのチロシンエステル曝露が IMT 集積を誘
導したことから、チロシンエステルの加水分解によりアミ
ノ酸トランスポータの交換輸送基質が生成されたと考えら
れる。この交換輸送基質の生成過程について、
細胞ホモジネー
トを用いて様々な条件下で反応させ、検討を行った。低温
状態や D-体のチロシンエステルを含む細胞ホモジネートで
は、緩衝液と同程度に加水分解の反応速度は低く、酵素反
応による基質生成が行われることが示唆された。さらに、
幾つかの阻害剤を添加し、加水分解に寄与する酵素の同定
を試みた。

P2IM1

125

― S263 ―

11一般演題抄録.indd

263

2011/08/29

14:07:09

第 51 回日本核医学会学術総会

326

10251
ミトコンドリア膜電位に依存した集
積を示す薬剤の開発
堺 俊博 1，齋藤 有里子 1，小川 美香子 1，
1
間賀田 泰寛
1
浜松医大
ミトコンドリア膜電位をインビボで評価することは、
アポトー
シ ス 等 の 細 胞 の 生 理 状 態 を 評 価 す る 上 で 意 義 深 い。
triphenyl phophonium（TPP）のような、ホスホニウム構造を
有する脂溶性カチオンは、ミトコンドリア膜電位を評価し
TPP が用いら
うるインビトロ用試薬として着目され、
［3H］
TPP の構造の有用性に着目し、
れてきた。そこで本研究では、
利用の広汎性が高い I-123 を放射性核種に用いた新規イメー
ジング剤を開発し、ミトコンドリア膜電位の画像的評価を
行うこととした。今回は、I-125 を放射性核種に用いて
［125I］
p -Iodobenzyl triphenyl phosphonium（［125I］ITPP）を合成し、
マウス体内動態を検討した。その結果、ミトコンドリア膜
電位の高い心臓に、所期の通り高い集積を示すとともに、
［125I］
明瞭な心筋 SPECT 画像を得ることが出来た。現在、
ITPP の膜電位評価用プローブとしての基礎的性質について、
さらに検討中である。

P2IM2

P2IM3

10144
天然 Mo（n, γ）99Mo を原料とする大量
99m
Tc 製造技術の開発

津口 明 1
1
化研
従来高濃縮ウランを原料として核分裂法（Fission 法）で製
99
Mo 国産化の実現を目指して、
造されてきた 99Mo に代わり、
（n, γ）法で製造する高線量
（n,γ）
天然 Mo の中性子放射化
99
Mo を原料として、新しい原理である活性炭捕集法を利用
99m
した大量 Tc 製造技術開発を進めている。その一環として、
MoO3 ペレットを中性子照射して製造した 80Ci 規模の（n,γ）
99
Mo を用いて 99mTc 製造プロセスの検証を行った。その結果、
従来品の Fission 法と同等の品質の高純度 99mTc を高収率で
製造できる実用的なプロセスであることを確認できた。

学的性質より低酸素細胞内に蓄積するものである。
【方法・
結果】種々のリガンドを合成し、99mTc- グルコヘプトン酸
錯体との錯体交換反応を用いて標識することで目的の 99mTc
錯体を得た。低酸素または常酸素下で培養した細胞を用いて、
合成したプローブの低酸素下での細胞集積性を評価した結果、
99m
Tc-SD32 が最も優れた低酸素集積性を示した。低酸素細
胞画分から調製した細胞溶解液を解析した結果、99mTcSD32 の還元代謝物が検出され、還元代謝により細胞内に
蓄積していることが示された。
【結論】
新規 99mTc 標識プロー
ブ、99mTc-SD32 は腫瘍内低酸素領域イメージングプローブ
としての有用性が期待される。

PET・SPECT技術・解析 3

ポスター会場 1 15：30～ 16：12

10436
院内製造 PET 製剤向けフィルター完
全性試験機の試作
西嶋 剣一 1，阿保 憲史 1，田中 明 3，久下 裕司 1 , 2，
1
玉木 長良
1
北大医，2 北大 CIS，3 ユニバーサル技研
院内製造 PET 製剤の GMP 管理を行う上で、製造プロダク
トバリデーションとして最終製剤に使用するフィルターの
不具合を検知するフィルター完全性試験を実施することが
求められるようになってきた。今回我々はフィルター完全
性試験機を試作したので、その性能について報告する。検
定方法は藤林ら
（放射線医学総合研究所）
の方法に従い、
フィ
ルターに加圧し、一定の圧力で漏れがないことを確認して、
さらに高圧にして破壊圧を測定する方式とした。本装置は
100V 電源のみを使用し、シリンジポンプで加圧、マイコ
ンで圧力を管理する。また、本体表示部のランプの色と破
壊圧力値で、正常終了が判定できるようにした。

P2IN1

10272
10235
理研 CMIS における PET 薬剤製造エ
リアの作業環境について
不安定性動脈硬化プラークイメージ
田沢 周作 1，森本 陽子 1，林 和孝 1，蔵地 理代 1，
ング剤の開発：酸化 LDL 結合ペプチ
1
ドプローブに関する検討
高橋 和弘
1
西郡 寛太郎 1，天滿 敬 1，依田 敬子 1，小野 正博 1，
理研 CMIS
1
【目的】当センターでは、治験薬 GMP を準用した PET 薬剤
佐治 英郎
1
製造システムを立ち上げ運用を開始している。PET 薬剤を
京大院薬
製造するクリーンルームは、部品・器具を組み立てるクリー
［目的］
脂質コア内に蓄積した酸化 LDL 量は動脈硬化プラー
ンベンチと合成・分注を行うホットセルを日本薬局方の基
クの不安定性と相関している。そこで、不安定性動脈硬化
準にしたがってグレード A（クラス 100）
プラークの核医学分子イメージングを目的として、酸化
、その他の作業区
LDL を標的とする放射性ペプチドプローブの開発を計画し
域をグレード B（クラス 10,000）に設定した。クリーンルー
た。
［方法］酸化 LDL 結合性タンパク質 Asp-Hemolysin の結
ム以外の部屋は、
グレード C（クラス 100,000）に設定した。
合部位を母体とした、125I-AHP7 を設計、合成した。種々
今回、あらかじめ定めた手順書にしたがって試験を実施し、
【方法】
の酸化度の酸化 LDL と、Lysophosphatidylcholine（LysoPC）
施設立ち上げ時から約 1 年間の測定結果を報告する。
浮遊微粒子は、
ビオテスト社のエルゴタッチプロを用いて 0.5
の生成を抑制した酸化 LDL を作製し、125I-AHP7 の結合率
μm と 5μm の微粒子数を測定した。浮遊微生物は、ハイフ
を求めた。動脈硬化モデルウサギ（WHHLMI ウサギ）お
ローエアーサンプラーを用い、付着微生物は、 コンタクト
よび対照ウサギに、125I-AHP7 を投与し、投与 30 分後にお
け る 大 動 脈 へ の 放 射 能 集 積 を 調 べ た。
［ 結 果・ 考 察 ］
スライドを用い、真菌数と一般細菌数を測定した。
【結果
125
および考察】その結果、すべて設定した作業区分に適合し
I-AHP7 は酸化度と相関して酸化 LDL に結合した。また、
ていた。夏季は、微生物が増加し、冬季は、微粒子が増加
LysoPC の生成を抑制した酸化 LDL への結合率は、非処置
する傾向にあった。製造区域を他の区域から隔離することは、
群に比べ有意に低下した。更に、WHHLMI ウサギ大動脈
製造区域の環境維持に効果的であった。
の放射能集積は対照ウサギと比べ約 3 倍と有意に高かった。
125
以上より、 I-AHP7 は酸化 LDL に対する特異的な結合性
10334
を有し、不安定性動脈硬化プラークイメージングプローブ
肺における異物排出ポンプ機能の測
となりうる可能性が示された。
定を目的とする PET プローブの開発
岡村 敏充 1，菊池 達矢 1，岡田 真希 1，張 明栄 1，
10143
1
脇坂 秀克
腫瘍内低酸素領域の可視化を目指し
1
放医研
た新規メタボリックトラップ型 99mTc
異物排出ポンプの multidrug resistance-associated protein 1
標識プローブの開発
1
1
1
（MRP1）は薬剤耐性や炎症反応に関与しているほか、一部
木村 禎亮 ，梅田 泉 ，藤井 博史
1
の肺疾患では MRP1 の発現量の変化が認められている。従っ
国立がんセ東 機能診断
99m
【目的】我々は臨床上有用な Tc による腫瘍内低酸素領域
て、MPR1 機能の非侵襲的測定は肺疾患の病態解明や薬物
治療の改善に繋がると期待される。本研究では、MRP1 機
のイメージングを可能にすべく、新規メタボリックトラッ
能のみを正確に測定するため、肺に移行した後、水溶性基
プ型 99mTc 標識プローブの開発を行っている。ペプチド性
（
［11C］
リガンド部位にニトロ芳香族を組み込んだ本プローブは低
質のグルタチオン抱合体に変換する 11C 標識プリン誘導体
I）
を設計した。
［11C］
Iはマウスに投与後 1 分で肺に速やかに
酸素下で還元され、水溶性の高い錯体へと変化し、その化

P2IM4
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、その後、肺の放射能は急速に減少した。
移行し
（20% ID/g）
一方、Mrp1 欠損マウスでは肺に取り込まれた後、緩やか
に減少し、投与 60 分後の肺 / 血液比は野生型マウスに比べ、
13 倍有意に高かった。また、投与 15 分後の Mrp1 欠損マウ
スの肺における化学形を HPLC で分析したところ、放射能
の大分部はグルタチオン抱合体であった。以上より、肺に
おける MRP1 機能の非侵襲的測定が可能であることが示唆
された。
10234
［11C］
CH2O-TMAO 混合物を用いた環
状化合物骨格をもつ PET プローブの
構築
1
破入 正行 ，高田 由貴 2，河村 和紀 1，福村 利光 1
1
放医研 分子イメ，
2
横浜市立大学大学院・医学研究科・放射線医学
【目的】近年、
［11C］
COCl2, ［11C］CH3NO2 などの標識中間体
が簡便にかつ高い再現性で調製でき、それらを利用した
PET プローブが報告されている。一方、［11C］CH2O も有効
な標識中間体として考えられるが、それを利用した PET プ
CH3I とトリメチル
ローブの合成例は少ない。我々は
［11C］
ア ミ ン -N - オ キ シ ド
（TMAO）か ら 得 ら れ る
［11C］
CH2OTMAO 混合物を利用し、ピクテ -スペングラー反応により
形成される環状骨格を有する PET プローブの合成を検討し
-1,2,3,4-テトラヒドロ -β-カルボリンの合
た。
【結論】
［11C］
成は基質としてトリプタミン、酸触媒としてトルエンスル
ホン酸、溶媒として DMF を用いた際収率よく目的物が得
。一方、
［11C］
-1,2,3,4-テトラ -β-カル
られた（EOB=29.7%）
ボリン -3-カルボン酸の合成は Trp を用いた場合全く目的物
が得られないのに対して、Boc-Trp を用いた場合収率よく
目的物を得ることに成功した。
（EOB=28.5%）

P2IN4

10098
MAP 推定法による PET 動態データの
雑音除去アルゴリズム
木村 裕一 1，本谷 秀堅 2，坂口 和也 3，織田 圭一 3，
3
石井 賢二 ，坂田 宗之 3，石渡 喜一 3
1
放医研分子イメージング，2 名工大情報，
3
北里大医療衛生，
4
都健康長寿医療センター研究所神経画像
PET データ（tTAC）に含まれる雑音は定量解析の精度を低下
させる原因となっており、その除去が必要である。本研究
では、事後確率最大化
（MAP）
推定法に基づいた雑音除去ア
ルゴリズムを提案する。MAP 推定では、薬剤毎の速度定
数の範囲に関する情報をアルゴリズムに組み込むことがで
きることから、効率的な雑音除去が期待できる。σ1 受容体
プローブである 11C-SA4503 を想定したシミュレーションの
結果、画素相当の雑音が重畳した tTAC から雑音を除去し、
真の tTAC を推定することができた。また動脈採血を伴う
（V T）
臨床データに対して Logan plot 法によって総分布体積
を計算した。ROI 内で平均することで得た tTAC によるV T
を真値としてV T のバイアスを求めたところ、雑音除去を
行わなかった場合では 25 〜 69% あった過小評価が 3.2 〜 5.0%
まで改善した。提案アルゴリズムは推定手法に依存せずに
実行できることから、提案アルゴリズムの tTAC に対する
雑音除去への有効性が示唆された。

P2IN5
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撮像し、画質評価を行った。
【結果】同一の臨床的治療体
積
（CTV）に照射した場合、BS 法による陽電子放出核種の
分布体積は BB 法に比べわずかに増加した。これは BS 法の
ペナンブラによるもので、ACT-PET が正確に照射領域を画
像化できることが明らかとなった。現在、BS 照射後の患
者さんを対象とした ACT-PET 検査を施行し照射領域の画
像化に取り組んでいる。
【結論】これらの結果から ACTPET が重粒子線治療の QC/QA において有用な手段である
ことが示された。

PET・SPECT薬剤、創薬 3

ポスター会場 1 15：30～ 16：12

10040
PET 用プローブとしての［11C］イリノ
テカンの有用性の検討
河村 和紀 1，小川 政直 1 , 2，由井 譲二 1，山崎 友照 1，
1
脇坂 秀克 ，藤永 雅之 1，熊田 勝志 1，浅川 千春 1，
福村 利光 1，張 明栄 1
1
放医研 分イメ研セ，2 住重加速器サ
イリノテカン（IRI）は生体内で活性体 SN-38 を生成する
プロドラッグであり、I 型 DNA トポイソメラーゼ阻害作用
により抗がん剤として使用されている。IRI 及び SN-38 は、
薬剤排出トランスポーターである P 糖蛋白質（Pgp）及び
乳がん耐性蛋白質（BCRP）に影響を受けることが分かっ
IRI を合
ており、これらをインビボで評価するため、
［11C］
成し、小動物 PET 測定を行った。
［11C］
IRI は［11C］ホスゲン
11
［ C］
CO2 からの放射化学的収率が 8.8
と SN-38 から合成され、
±2.0％
（n=8）
、比放射能が合成終了時で 77 〜 197 GBq/μ
mol、放射化学的純度が≧99％であった。マウス PET 測定
IRI 投与後の放射能レベルは Pgp 及び BCRP の
では、
［11C］
多く存在する腎臓、肝臓、小腸で高く、Pgp&Bcrp ノック
アウトマウスでの脳及び小腸での放射能レベルは正常のマ
ウスに比べて増加した。
［11C］
IRI を用いた PET 測定により
薬物排出トランスポーターによる影響を評価することがで
きた。

P2IO1

10229
マイクロウェーブを利用した 68GaDOTATOC 標識合成の効率化の検討
上田 真史 1 , 2，久田 隼人 2，佐野 紘平 2，河嶋 秀和 3，
2
小野 正博 ，中本 裕士 4，富樫 かおり 4，佐治 英郎 2
1
京大病院 RI，2 京大院薬，3 国循セ研，4 京大院医
ソマトスタチン受容体を発現する内分泌腫瘍に対して、
68
Ga-DOTATOC を用いた画像診断に注目が集まっている。
68
Ga は半減期が 68 分と短いことから、本研究ではその効率
的・ 迅 速 な 合 成 法 確 立 を 目 的 と し た 検 討 を 行 っ た。
Obninsk 社製 68Ge-68Ga ジェネレータから溶出した 68Ga 水溶
液を DOTATOC（40 μg）を含む 1.2 N 酢酸ナトリウム水溶
液に添加し、pH を 4-5 に調整後、ブロック恒温槽あるいは
マイクロ波照射装置を用いて、100 度で 2、5、15 分間加熱
した。加熱終了後、放射化学的収率を逆相 HPLC あるいは
ITLC にて分析した。ブロック恒温槽で加熱した場合は、2 分：
43%、5 分：59%、15 分：95% と経時的に放射化学的収率
が増加したが、マイクロ波照射装置では 2 分で 97% 以上の
収率を達成し、
加熱時間を延ばしてもその収率は維持された。
またどちらの方法で加熱しても、逆相 HPLC 分析でのメイ
ン放射能ピークの保持時間はコールド体の保持時間と一致
し た。 以 上 の 結 果 か ら、 マ イ ク ロ 波 照 射 に よ り 68GaDOTATOC が迅速に合成されることが示された。

P2IO2

10373
オートアクチベーション PET と重粒
子線三次元ビームスキャニング照射
法
1
白石 貴博 ，吉川 京燦 1，谷本 克之 1，松藤 成広 1，
古馬 裕介 1，大橋 靖也 1，桃原 幸子 1，鎌田 正 1，
安藤 裕 1，辻 比呂志 1，渡邊 和洋 1
10139
1
放医研
［11C］ホスゲンを用いた非対称［11C］ウ
【背景と目的】当施設では複雑な腫瘍形状に合わせてペン
レア骨格の標識合成と応用
シルビームを照射する三次元ビームスキャニング照射
（BS）
浅川 千春 1，小川 政直 1 , 2，藤永 雅之 1，熊田 勝志 1，
1
法を開発した。従来のブロードビーム
（BB）法は細いビー
福村 利光 ，張 明栄 1
1
ムを腫瘍形状に拡大して照射するのに対して BS 法は多数
放医研 分イメ研セ，2 住重加速器サ
のスポットでがんの形状に合わせて塗りつぶす照射法である。 ［11C］
COCl2 を用いたウレア骨格の標識は、分子内環化反応
本報告では BS 照射法によるオートアクチベーション PET
や分子間の対称ウレア骨格形成に多く用いられてきた。し
（ACT-PET）画像の評価を行った。
【方法】それぞれの照射
かし Sorafenib のような種々の薬剤には、非対称のウレア骨
方法で照射された PMMA ファントムを島津社製 PET/CT で
格を有する物があり、
その標識法の確立が望まれる。そこで、

P2IN6
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COCl2 を用いた非対称ウレアの
異なるアミン前駆体と
［ C］
Sorafenib は 2 つの
標識を種々検討し、評価を行った。
［11C］
11
COCl2 から合成し、［11C］CO2 か
芳香族アミン誘導体と
［ C］
（n =9）
、比放射能 38±18GBq/
らの放射化学的収率 42±11％
μmol
（n =9（
）EOS）
、放射化学的純度＞99％であった。また
11
Sorafenib を用いたマウス PET 測定では、P-gp&Bcrp ノッ
［ C］
クアウトマウスの脳での放射能レベルが正常マウスより増
加した事を確認した。さらに、オキサゾール誘導体やスル
ホンアミドを持つ誘導体など様々な芳香族アミンを前駆体
に用い、
［11C］
COCl2 による非対称型ウレア骨格の標識に成
功した。
11

10296
［11C］MeOH を用いた新規 PET 標識法
の開発
大井 紀人 1 , 2，吉田 勇一郎 2 , 3，念垣 信樹 2 , 3，
2,3
小川 政直 ，張 明栄 2，福村 利光 2，樋口 真人 2，
須原 哲也 2
1
エーザイ，2 放医研分イメ，3 住重加速器サ
［11C］
MeOH は C1 化学種でありながら、また［11C］CH3I 合
成途上に存在する中間体であるにもかかわらず、PET 化学
種として標識合成に用いられた報告はされていない。その
理由に、無水に近い
［11C］
MeOH を調製し、対応するメトキ
シドの反応性を高めて反応に供することが要求されること
から、その利用が困難であったためと推察される。一方、
メトキシドを求核剤として用いることが出来れば、ウィリ
アムソン合成などに利用でき、簡便かつ有用な標識法とな
りうる。今回、我々は既成の
［11C］
MeI 自動合成ユニットを
MeOH を調製し、
［11C］
MeOH を用いた［11C］
利用しながら
［11C］
メトキシ化による新規の PET 標識法を開発した。詳細は本
会にて発表する。

P2IO4

ントムに 18F 溶液 60 kBq/mL を封入し 10 回連続して PET を
【結果】
撮像した．そして PET 画像から dV/dT を計算した．
dV/dT の絶対値において，均一な type-0 より他のファント
ムの値は大きかった．また 10 回の変動は，どのファントム
【結論】体積
においても 5% 未満であり再現性は高かった．
閾値関数微分係数
（dV/dT）は均一なものと不均一なものを
分離できる指標であり再現性は高いものであるといえた．

内用療法 1

ポスター会場 2 14：30～ 15：05

10289
当院における Y-90 標識 ibritumomab
tiuxetan 治療の初期成績
御前 隆 1，駒木 拓行 1，林 孝昌 2，金松 誠 3，菅 剛 1
1
天理よろづＲＩセ，2 天理よろづ血内，
3
天理よろづ薬剤部
【目的】低悪性度リンパ腫に対する、市販のβ線放出核種
標識抗 CD20 抗体による治療効果と副作用発現に関与する
因子の検討。
【対象・方法】2009- 10 年度に治療した 10 例。
男女比 4:6、年齢は 43-75（平均 62）歳、組織型は濾胞リン
パ腫 8、MALT 1、mantle 細胞型 1。前治療は外照射のみ 1 例、
他の 9 例では化学療法を 1-5regimen 施行（うち 2 例では外
照射併用）
。標準プロトコルどおり抗体を自施設で Y-90 標
識し、rituximab 前投与後に静注した。
【結果】治療に先立っ
て行なった I-111 標識抗体によるシンチグラムでは、いず
れも適格分布と判定した。腫瘍集積は 6 例に認めた。治療
効果は CR2 例、near CR or good PR4 例、PR2 例、PD1 例（死
亡）
、不明（他院からの紹介）1 例。副作用として 10 例中 5
例に輸血が必要な血球減少が見られた。
【考察】他施設か
らの既報どおり、この治療までの臨床経過が比較的短くか
つ残存腫瘍量が少ない症例で、
特に有効な治療法と思われる。
ただし、シンチグラムで適格分布であっても骨髄障害が起
こりうることに注意が必要である。

P2IIA1

10314
TOF 装置における呼吸停止下収集の
検討
椎葉 真人 1，石原 圭一 2，櫻井 実 2，金谷 浩司 2，
2
長谷 康二 ，箱崎 謙太 1，佐藤 英尊 1，吉原 尚志 1，
汲田 伸一郎 1
10076
1
日本医大放，2 日本医大健診医療センター
悪 性 リ ン パ 腫 に 対 す る Y-90
ibritumomab tiuxetan 放射免疫治療
【目的】TOF 装置を用いて呼吸運動が問題となる横隔膜近
を試みた。
傍の病変において呼吸停止下収集
（BH breath hold）
の初期経験
1
【方法】対象は悪性腫瘍 25 症例 40 病変、良性病変 7 症例 12
戸矢 和仁 ，金子 英樹 1
1
病変。通常収集
（non-BH）の後、中肺野〜肺底部あるいは
東京医療セ放
肝臓病変に対して Philips 社製 Gemini TF にて 1 ベッド 45 秒
【目的】当院で悪性リンパ腫に対して Y-90 標識イブリツモ
〜 60 秒呼吸停止下
（BH）に追加収集した。病変に関心領域
マブチウキセタンによる放射免疫治療（以後、Y-90 ゼヴァ
を設定し，カウントの回復を SUVmax の増減により評価し
リン治療）施行された症例につき調査した。
【対象・方法】
た。
【成績】
良性病変の平均 SUVmax は non-BH で 2.27±0.88、
平成 21 年 3 月より当院で Y-90 ゼヴァリン治療が施行された
BH で 3.37±1.64 で あ っ た。 悪 性 腫 瘍 の 平 均 SUVmax は
難治性ないし再発性の B 細胞性リンパ腫患者 11 症例（年齢
non-BH で 4.55±3.61、BH で 6.41±5.13 であった。良悪性
39 〜 73 歳）を対象とした（濾胞性リンパ腫 9 名、マントル
（それ
両者とも BH にて有意差を持ってカウントは回復した
。In-111 標識イブリツモマブチウキセタ
細胞リンパ腫 2 名）
ぞれ p＜0.01）
。中肺野の病変では BH にて平均 27.2 ％カウ
ンによるイメージングで適応と判断し、リツキシマブによ
SUVmax は non-BH と有意差はなかった。 る前処置後に 14.8 ないし 11.1MBq/kg を静注投与にて Y-90
ントは回復するも、
下肺野、肺底部、肝臓の病変については BH にて有意にカ
ゼヴァリン治療を施行した。平成 23 年 5 月までの期間で治
ウントは回復した
（平均回復率はそれぞれ 45.6%、62.6%、
療効果と有害事象を検討した。
【結果】経過観察期間は 80
37.0%）。【結論】下肺野〜肝臓の横隔膜近傍の病変では、
〜 791 日（平均 3 ４６.2 日）であった。全例生存を確認し、
呼吸運動によりカウントは過小評価され、呼吸停止下に収
効果判定可能であった 10 名のうち CR および PR 併せて 8 名
集することでカウントは回復した。
であった。血小板と白血球の減少が全例に認められ、grade
は 1 〜 3 であった。
【結論】当院での Y-90 ゼヴァリン治療で
10102
は奏功率 80% で、重篤な有害事象はなかった。
体積閾値関数微分係数による腫瘍内
代謝不均一性の再現性についてのファ
10077
ントム実験
I-131 標識ラクトソームを用いた内用
1
2
3
4
久保 直樹 ，岩橋 秀樹 ，孫田 惠一 ，志賀 哲 ，
療法
久下 裕司 1，玉木 長良 4
竹内 恵理 1，原 功 1，山原 亮 1，牧野 顕 2，
2
3
4
3
1
北大 CIS， 岩見沢市立病院， 北大病院， 北大核
栗原 研輔 ，木村 光晴 4，大西 いぶき 4，
【目的】FDG-PET における腫瘍内代謝不均一性を体積閾値
山本 文彦 4，清水 章 3，小関 英一 1，木村 俊作 3 , 5
1
関数微分係数
（dV/dT）によって評価することが報告されて
島津製作所基盤研，2 京大院薬，3 京大病院探索医セ，
4
いる．今回この指標の再現性を確かめるためにファントム
東北薬大，5 京大院工
実験を行った．
【方法】ファントムは 4 種類で，いずれも内 【目的】腫瘍増殖時の新生血管に顕著にみられる EPR 効果
径 27 mm の球形であった．球形そのままで均一である typeに着目し、ナノキャリアによるドラッグデリバリーシステ
0，アクリル充実球 10 mm 径を一つ挿入した type-1，充実
ム（DDS）開発が期待されている。我々は両親媒性ポリデ
球 10 mm 径を 2 個挿入した type-2，そしてアクリル充実球
プシペプチドミセル「ラクトソーム」を開発し、腫瘍に集
20 mm 径を一つ挿入した type-3 を作製した．それぞれのファ
積することを確認してきた。本研究では 131I 標識ラクトソー
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ムの放射線内用療法としての可能性を探るために、in vitro
及びin vivo 評価を行った。
【方法】131I 標識ラクトソームは、
iodobenzyl 標識ポリマーをフィルム法で粒子化する際
［131I］
に混合することで調製した。in vitro 評価では SUIT2（ヒト
膵臓がん由来株）を用いて細胞生存率評価を行った。in
vivo 評価では SUIT2 皮下移植マウスを用いて腫瘍の体積変
化を評価した。また、4T1（マウス乳癌細胞株）乳腺移植
マウスを用いて PEIT（経皮的エタノール注入療法）との
併用療法の評価を行った。
【結果】in vitro 評価および in
vivo 評価から 131I 標識ラクトソームが放射線内用療法薬剤
として有用であることが示された。
10408
アルファ放射体の国内供給のための
230
226
U/ Th ジェネレーターの開発
鷲山 幸信 1，高橋 成人 2，篠原 厚 2，横山 明彦 3，
1
天野 良平
1
金沢大保健学系，2 大阪大院理，3 金沢大物質科学系
α線は癌治療への応用が期待されているが、臨床量の α放
射体を確保することが難しく利用促進の妨げとなっている。
国内で臨床量のα放射体を貯蔵している施設は皆無に等しく、
加速器で製造可能なα放射体の R&D が重要である。
【目的】
加速器を用いた 230Pa および 230U の製造、
および 230U/226Th ジェ
ネレーターの開発を検討する。
【方法】
酸化トリウムターゲッ
トに大阪大学核物理研究センター K-70 AVF サイクロトロ
ター
ンから得られる 22MeV 陽子ビームを照射した。照射後、
ゲットを溶解したのち、陰イオン交換樹脂カラム法および
230
抽出クロマトグラフィー法を用いて U を分離精製しカラ
ムに再充填してジェネレーターとした。このジェネレーター
に塩酸を流して 226Th の溶離を行い、ミルキングの再現性や
不純物の確認を行った。
【結果】核反応によって容易に
230
Pa を製造することができた。またジェネレーターは核分
裂生成物をほとんど含まないものとなり 226Th も再現性よく
ミ ル キ ン グ で き た。
【 結 論 】 本 研 究 に よ り、 国 内 で の
230
U/226Th ジェネレーター製造の可能性が示された。

P2IIA4

P2IIA5

10465
Lu-177 標識抗体によるがん治療
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方法:Gamma medica-idea 社製小動物用ピンホール SPECT
（FX）
にピンホール孔数が１及び５つのコリメーターを装着し実験・
を、円筒ファン
検討した。体軸方向の有効視野
（体軸 FOV）
トムのスライス毎の ROI 値が中央スライスに対して 5％以
内の範囲であると定義し、各コリメーターに対して、回転
半径と体軸 FOV の関係を調べた。結果 : 単孔ピンホールの
場合には、回転半径に比例して体軸 FOV が広くなること
が確認されたが、５孔ピンホールの場合にはこの比例関係
がみられなかった。これは、５孔ピンホールでは検出器に
投影される像のオーバーラップが存在したことが原因であ
ると考えられた。結論 : 小動物用ピンホール SPECT 装置で
多孔ピンホールコリメーターを用いる際には、定量撮影可
能な有効視野を実験的に測定する必要があることが示唆さ
れた。
10352
小 動 物 用 PET を 用 い た
11
C-Flumazenil の Binding potential
解析における Maximum a posteriori
再構成の評価
孫田 惠一 1，久保 直樹 2，趙 松吉 3，久下 裕司 2，
3
平田 健司 ，服部 直也 3，志賀 哲 3，加藤 千恵次 4，
玉木 長良 3
1
北大放部，2 北大 CIS，3 北大核，4 北大保健
【目的】小動物用 PET 装置を用いた物理評価および正常ラッ
トの 11C-Flumazenil （FMZ） PET 撮像より、FBP と MAP の
Binding potential（BP）測定に与える影響を調べた。【方法】
であった。
画像再構成は、FBP および MAP（β: 0.5, 0.005）
空間分解能測定（中心部と辺縁部）および真の放射能に対
するピクセルカウント、画像ノイズを算出した。また、正
常ラットの 11C-FMZ PET スキャンを行い、参照領域法を用
いて解剖学的領域ごとに BP を算出した。
【結果】中心部の
はほぼ同じであった。
空間分解能は、FBP と MAP（β: 0.005）
辺縁部では 1/10 幅に違いが見られ、MAP（β: 0.005）
が最も
、MAP（β:
良かった。画像ノイズは FBP、MAP（β: 0.005）
0.5）の順に小さくなった。ピクセルカウントは、MAP は低
放射能領域で過大評価となった。BP は再構成法によって
解剖学的領域ごとに差があった。
【結論】MAP は、空間分
解能を維持しつつ画像ノイズを抑制できた。BP 算出にお
ける FBP と MAP の差は、辺縁部における空間分解能の差
が影響していると考えられた。

P2IIB2

花岡 宏史 1 , 2，橋本 和幸 3，渡辺 智 3，石岡 典子 3，
荒野 泰 1，遠藤 啓吾 2
1
千葉大院薬，2 群大院医，3 原子力機構量子ビーム
10021
治療用核種として 6.7 日と比較的長い半減期を有する 177Lu は、
PET/MRI 一体型装置によるラット脳
抗体のように血液クリアランスが遅く腫瘍への集積に数日
血流定量評価
を要する分子を用いた治療に適していると考えられる。そ
渡部 直史 1，下瀬川 恵久 1，渡部 浩司 3，
こで本研究では、抗 CD20 抗体および抗 Her-2 抗体にキレー
177
3
ト剤として SCN-Bz-DTPA を結合、 Lu 標識を行い、その
金井 泰和 ，加藤 弘樹 1，今泉 昌男 2，巽 光朗 1，
有用性を検討した。CD20 または Her-2 を高発現している担
花岡 宏平 1，山本 誠一 4，畑澤 順 1 , 2
1
阪大核医学，2 阪大免疫学フロンティア研究センター，
癌マウスに、それぞれの 177Lu 標識抗体を投与したところ、
3
腫瘍への高い集積性および滞留性を示した。同様の担癌マ
阪大医薬分子イメージング，4 神戸工専
ウスに対して 177Lu 標識抗体を投与し治療実験を行ったとこ
【目的】PET/MRI 一体型装置（iPET/ MRI）を用いて 15O 標
ろ、
腫瘍の増殖抑制効果および腫瘍の縮小効果が認められた。 識ガスによる正常ラットの脳血流の定量評価を行う。
【方法】
また 90Y 標識抗体による治療効果と比較したところ、増殖
ミダゾラムおよびキシラジン麻酔下、正常ラット 3 匹（9
177
週齢 , 286±4.9g）
に気管切開を行い、
人工呼吸器に接続した。
が遅い Her-2 陽性腫瘍においては Lu 標識抗体の方が治療
効果の持続期間が長かったが、増殖が早い CD20 陽性腫瘍
大腿動脈にカニューレを挿入し、動脈ラインを確保した。
90
15
O-CO2 ガス（約 20MBq/min、240ml/min）の吸入開始 10
では Y 標識抗体の方が増殖抑制効果が大きかった。以上
より、腫瘍の性質により 90Y 標識抗体と 177Lu 標識抗体を使
分後より PET と MRI（FLASH: TR=50, TE=5）の同時撮像
い分けるのが有用であると考えられる。
を行い、定常吸入法による脳血流の PET 定量計測を行った。
入力関数として吸入開始 10,13,16 分後に大腿カニューレよ
（cps/g）
を測定した。
り動脈採血を行い、
動脈血の RI カウント
【結果】吸入開始 10 分後には頭部のカウントは定常状態に
達しており、MRI 画像上の大脳・小脳に一致する PET での
高集積が確認された。PET および動脈血カウントから計算
ポスター会場 2 14：30～ 15：12
された全脳平均脳血流量は 34.8±4.1ml/100g/min であった。
10123 【結論】15O-CO2 定常吸入法による脳血流の定量評価を行っ
た。今後、15O-O2 による脳酸素代謝の定量評価を行い、脳
小動物用ピンホール SPECT 装置の回
転半径と体軸方向の有効視野の関係
酸素摂取率の定量画像の作成が可能と考えられる。
に関する検討
志田原 美保 1，犬伏 正幸 2，田村 元 1，渡部 浩司 3，
2
村井 知佳 ，小泉 満 2，佐賀 恒夫 2
1
東北大医保，2 放医研分イメ，3 阪大分イメ
目的: 小動物用ピンホール SPECT 装置におけるピンホール
の数、回転半径、体軸方向の有効視野の関係を検討した。

P2IIB3
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10489
高分子ミセル「ラクトソーム」の構
造制御と体内動態解析
牧野 顕 1，山原 亮 2，原 功 2，竹内 恵理 2，
2
小関 英一 ，栗原 研輔 3，塚田 秀夫 4，山本 文彦 5，
佐治 英郎 1，清水 章 3，木村 俊作 3 , 6
1
京大院薬，2 島津製作所基盤研，3 京大病院探索医セ，
4
浜松ホトニクス中研，5 東北薬大，6 京大院工
【目的】両親媒性ポリデプシペプチドから調製される高分
子ミセル「ラクトソーム」は高いステルス性を有すること
から、疾患部位選択的な診断と治療を可能とするナノキャ
ラクトソー
リアとして我々は注目している。これまでに
［18F］
ムが EPR 効果を用いた癌診断に有効であることを明らかに
したが、ラクトソームは血中滞留性が良く、投与後短時間
で高解像度な撮像をするにはその動態を改善する必要があっ
た。そこで本研究では、ラクトソームの体内動態改善を検
討した。
【方法】ラクトソーム構成分子の構造を制御する
ことによって、粒子径や粒子表面の親水性ポリマー密度が
異なる改良型ラクトソームを調製した。また、放射性同位
体や近赤外蛍光剤にて標識を行い、各種イメージング装置
で体内動態を評価した。
【結果】ラクトソームの粒径や表
面性状を制御することで、腫瘍部位にラクトソームが最大
集積する時間を、投与 24 時間後からおよそ 9 時間後へ大幅
短縮することに成功した。これにより、マウスに移植した
癌疾部位を PET にてコントラスト良く描写することができた。

P2IIB4

10484
抗 CD133 抗体を用いるがん幹細胞イメー
ジングに向けての検討
古川 高子 1 , 2，曽川 千鶴 1，金 朝暉 1，藤林 靖久 1 , 2，
1
佐賀 恒夫
1
放医研分子イメージンング，2 福井大高エネ
近年、がんにも正常組織と同様に幹細胞が存在し、このが
ん幹細胞
（CSC）が転移や再発など、癌の悪性度に深く関与
するとする がん幹細胞仮説が 広く受け入れられている。
CSC は色素排出能の高い subpopulation として識別されるほ
か、組織幹細胞と共通する細胞膜抗原などの発現によって
も特徴づけられる。このような CSC マーカーのうち、
CD133 は結腸がんを含め多種類のがんにおいて CSC マーカー
として認知されており、CD133 の分子イメージングは腫瘍
内の CSC の検出を可能にし、効果的ながん治療に貢献する
と期待される。本研究では CD133 の腫瘍免疫イメージング
の可能性を探るため、細胞表面の抗原を認識する抗 CD133
抗体の I-125 標識および標識抗体と CD133 高発現細胞との
結合実験を行い、検討に用いた４つの抗体のうち一つにつ
いて抗体活性を維持した標識が可能なことを確認した。さ
らに一部の細胞が CD133 を発現する結腸がん細胞を移植し
てモデルマウスを作製し、体内および腫瘍結節内の分布を
検討した。

P2IIB5

10274
ラット心筋虚血再還流モデルにおけ
る C-14- メチオニンイメージング
滝 淳一 1，若林 大志 1，稲木 杏吏 1，諸岡 都子 2，
2
窪田 和雄 ，廣江 道昭 3，今中 恭子 4，小川 数馬 5，
柴 和弘 6，絹谷 清剛 1
1
金沢大核，2 国際医療センター放，
3
国際医療センター循，4 三重大病理，5 金沢大薬，
6
金沢大アイソトープセンター
【目的】細胞へのメチオニン集積は蛋白合成、アミノ酸の
トランスポートやメチル基転移も反映していると考えられる。
脳梗塞や脳腫瘍では C-11 メチオニンの集積が血管新生を反
映していることが示唆されている。そこで虚血再還流心筋
においての C-14 メチオニン
（Met）
集積をラットにて検討した。
【方法】左冠動脈を 30 分閉塞し再還流 1,3,7,14,28 日 ,3,6 月
後に 7.4MBq の C-14 メチオニンを投与し 10 分後に Tl-201
（14.8MBq）
を投与した。さらに 10 分後に area at risk 描出の
（150-180MBq）投与後
ため冠動脈を再結紮し Tc-99m-MIBI
屠殺し心筋を摘出した。心筋スライスを 3 核種オートラジ
（正
オグラフィにて画像化した。
【結果】再還流 1 日では Met
常部の 0.71±0.13 倍）
,Tl ともに虚血部で集積が低下したが、
３日では Tl の集積低下部にほぼ一致して Met の集積は正常
部の 2.03±0.33 倍に増加した。その後 Met 集積は徐々に低
下し 3 月以降ではほとんど増加はみられなかった。
【結論】

P2IIB6

Met 集積は梗塞心筋部の血管新生を含めた組織修復、リモ
デリングの活動性の高さを反映していることが示唆された。

医療機器 PET・SPECT

ポスター会場 2 14：30～ 15：12

10192
PET 標識化合物製造のための蒸発操
作用マイクロチップ
大崎 勝彦 1，水川 陽介 1，菊谷 善国 2，馬渡 和真 3，
3
北森 武彦 ，山崎 茂樹 1，高橋 和弘 4
1
JFE テクノス，2 マイクロ化学技研，3 東大院工，
4
理研分子イメージング
PET 用標識化合物の製造にマイクロ合成技術を適用するた
めの研究が近年、盛んに行われている。しかしながら、
PET 用標識化合物の製造プロセスには、蒸発乾固工程、蒸
留工程、溶媒交換工程などの蒸発操作を伴ったプロセスが
含まれ、これらの工程をマイクロチップ上で効率的に行う
ことは困難であった。本研究では、PET 用標識化合物の全
製造プロセスをマイクロチップに集積化することを目的と
して、
効率的な蒸発操作を行うことが可能であるマイクロチッ
プの開発を行ったので報告する。蒸発操作用マイクロチッ
プとして、底面に幅 300-500μｍ、深さ 300-1000μｍの溝
が加工されたチャンバーをもったマイクロチップを製作した。
マイクロチップに供給された液体は毛管力により溝を伝い、
チャンバーにプールされる。チャンバー上部の空間に窒素
ガスを流しながら、マイクロチップの下面を加熱し、蒸発
操作を行った。本マイクロチップを用いて 18F 標識反応、
11
C よう化メチル合成、調剤工程を実施し、その性能を評
価した。

P2IIC1

10217
PET 薬剤供給体制の強化を目指した
滅菌濾過フィルター完全性試験装置
の開発
1
森 哲也 ，高木 健志 2，清野 泰 1，浅井 竜哉 2，
藤林 靖久 1 , 3，岡沢 秀彦 1
1
福井大高エネ研，2 福井大院工，
3
放医研分子イメージング
PET 薬剤を院内製造する上で製剤の無菌性を確保すること
は必要不可欠であり、
一般的に最終工程で小型メンブレンフィ
ルターによる滅菌濾過が行われている。この工程の安全性
を確認するため、欧米ではフィルター使用後に完全性試験
が実施されているが、
本邦では作業者の被曝等の観点から行っ
ている施設は少ない。薬剤調製後直ちに試験可能な装置が
あれば、投与前に安全性が確認でき、より高度な薬剤供給
体制が構築できると考えられる。本研究では、開発してき
た自動合成装置システムを応用してバブルポイント法によ
る自動完全性試験装置の開発を試みた。接液部には医療用
耐圧ディスポ品を採用し、
試験フィルターは Millex-OS
（0.22
μm、日本ミリポア）を用いた。試験は、薬剤調製後に窒
素でフィルターに圧力をかけて行い、通気するバブルポイ
ン ト を 計 測 し た（n=14）
。 そ の 結 果、 全 試 験 で 耐 圧 値
340kPa を上回る値が確認された。試験は約 1 分で完了した。
以上より、滅菌濾過用フィルターの完全性試験が簡便に実
施可能となり、院内薬剤供給体制の強化に繋がると考えら
れた。

P2IIC2

10413
FDG 分注投与装置 UG-05 の使用量増
加と被爆低減処置について
田中 明 1，尾川 松義 2，臼井 淳之 2，井上 登美夫 3，
3
岡 卓志
1
ユニバーサル技研，2 横浜市立大学附属病院，
3
横浜市立大学放
ユニバーサル技研製「FDG 自動分注投与装置 UG-05」は院
内製造用 FDG の自動分注投与およびデリバリー FDG の自
動全量投与が可能な装置として、平成 19 年に医療機器承認
を受けた。現在（H23 年 5 月）までに２３台（海外６台を
含む）が稼働し、装置から受ける被曝線量の実績値として
1μSv/ 人以下を確保している。しかし、本装置は最大使用

P2IIC3
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量 18.5GBq で医療機器承認されているため、増大する FDG
使用量に対応できなくなってきており、早急に最大使用量
37GBq に対応できるように変更する必要があった。今回横
浜市立大学付属病院と共同で本装置の最大使用量の増大と
一層の被爆低減に対応するため、遮蔽を増強した装置を試
作し、装置の遮蔽性能向上を確認したので報告する。
10276
PET 測定用ファントムが乾燥してい
ない場合の線源調整
佐々木 敏秋 1，寺崎 一典 1，世良 耕一郎 1
1
岩手医大サイクロ
【背景と目的】PET 装置のメンテナンスには NEMA IEC
BODY ファントムが多く用いられており、多くの場合ファ
ントムの線源調整が必要である。そのためにはファントム
球の内部が乾燥していることが望ましい。しかし、実験間
隔が短い場合、必ずしも乾燥しているとは限らない。対策
としては、ドライヤで球内部を乾燥する方法と球への RI の
入れ替え回数を増やす方法がある。本研究では球の内部の
液体を入れ替え回数が何回必要であるか検討した。
【方法】
ホット球を水で満たした後、抜き取りと RI の入れ替えを繰
り返し、その濃度をウェルカウンターで測定し、すべての
球の濃度差が 1% 以内になるまでの回数を検討した。
【結果】
各ホット球への入れ替え回数は 10mm：2 回、13mm：2 回、
1mm: １回、22-37mm：0 回で球の濃度差が１% 以内となっ
た。通常球の線源調整を行う場合はファントム全体に RI が
封入されているため被ばくを伴う。さらに実験精度を上げ
るため入れ替え回数は多くする傾向がある。そこで回数を
特定することで線源調製に係わる時間と被ばくを軽減でき
ると考えられる。

P2IIC4

10374
PET を用いた脳機能イメージングに
おける装置間差の影響
白石 貴博 1，木村 泰之 2，伊藤 浩 2，須原 哲也 2，
2
谷本 克之 ，渡邊 和洋 1，藤林 康久 2，菅野 巌 2
1
放医研，2 放医研・分子イメージング
FLB による神経受容体
【背景と目的】当センターでは
［11C］
の解析結果が PET 装置により異なり、その原因の特定が急
務である。本報告では装置間差に関わる因子をファントム
実験により検討した。
【使用機器と方法】PET 装置にはシー
メンス社製 EXACT HR+ と島津社製 Eminence Sophia を用
いた。放射能とカウントの線形性についてはホフマンファ
ントムに 3mCi の
［11C］
MET を封入し、4 時間のダイナミッ
ク収集を行った。視野外放射能による影響の評価では視野
内と視野外が 1 対 8 となるように調整したプールで同様の
収集を実施した。
【結果と考察】ホフマンファントム実験
では両装置とも臨床レベルの放射能濃度では問題となる原
因はみられなかった。一方、視野外放射能による影響は両
装置とも視野内で不均等性がみられた。現在、視野外放射
能がない状態のプール撮像と対比した上で、
［11C］
FLB のダ
イナミック全身分布に基づいて視野外放射能が受容体解析
に及ぼす因子を評価する。

P2IIC5

10262
SMARTZOOM Collimator に よ る
201
Tl を用いた心臓ファントムにおけ
る収集条件の検討
1
塩森 智文 ，上田 智弘 1，池野 直哉 1，熊谷 広和 1，
臼井 俊一 1，藤井 哲夫 1，大森 智子 1，瀧川 政和 1，
堀口 順子 2，森田 有紀子 2，石橋 章彦 3
1
ＮＨＯ相模原放，2 NHO 相模原循，3 NHO 箱根放
【 目 的 】 当 院 で は、 心 臓 専 用 コ リ メ ー タ SMARTZOOM
Collimator（IQ・SPECT）を搭載した、SymbiaT16 を導入
した。今回我々は、RH-２Kyoto Heart P ｈ antom を用い従
来の LEHR コリメータにて Tl 負荷心筋シンチによる診断画
像と同等の診断能を有する画像を得るための収集条件につ
いて検討した。
【方法】201TlCl:35.5KBq/ml をファントム
注入し、IQ・SPECT の収集条件として、Matrix Size128×
128、IQ・SPECT と LEHR コリメータの１フレームあたり
の収集にて感度を測定し収集時間を検討した。次に IQ・
SPECT におけるステップ数による収集を行い適正収集条件
を 求 め た。
【 結 果 】LEHR と 同 等 な 収 集 時 間 は、

P2IIC6
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SMARTZOOM で 1step:10 秒であった。画像処理に対しては、
CTAC（−）、SC（−）、3D-OSEM、Ita:30、Sub:1 とした。【考
察】SMARTZOOM Collimator の検査時間の短縮は心臓を
中心とした収集軌道は収集カウントを稼げる機構であり、
更に専用の再構成をおこなうことで結果的に収集時間の短
縮に寄与している。しかし、画像処理等検討すべき事象も
あり、引き続き検証を行う予定である。

腫瘍：PET臨床 その他

ポスター会場 2 15：30～ 16：26

10377
F-18 NaF-PET/CT による正常骨集積
の解析
雫石 一也 1，杉山 昌弘 1，米山 智啓 1，宍倉 彩子 1，
1
立石 宇貴秀 ，井上 登美夫 1
1
横市放
目的 PET/CT 検査にて，正常骨への F-18 NaF の生理的な集
積を観察し，検査時間短縮を念頭においた臨床的利用が可
能なプロトコールのための基礎データを収集する．方法対
象は，正常ボランティア 12 名と患者ボランティア 11 名．
全ての被検者に，F-18 NaF 185MBq を投与 10 分後より，
全身の収集を開始する．各 bed につき約 10 分間隔で 60 分後
まで撮像を繰り返す．収集した画像より，任意の骨に関心
領域を設定し，時間 - 放射能曲線解析を行う．骨自体の
SUV のほか，骨周囲の筋肉をバックグラウンドとし，SUV
の骨／筋肉比も検討する．結果体格を問わず，185MBq の
投与で，1 分／ bed の収集で臨床的に診断可能と思われる
レベルの画像が得られた．正常骨への集積は，薬剤投与
40-50 分後にて peak となることが多く，60 分後にて緩徐に
低下をきたす．骨／筋肉比では，20-30 分後に peak となる
ものもみられる．結語本研究により，F-18 NaF PET/CT の
臨床使用のプロトコール作成の根拠となるデータが示された．

P2IID1

10380
術後飢餓骨症候群をきたした原発性
副甲状腺機能亢進症の一例
耕崎 志乃 1，大西 剛直 2，村田 和子 3，宮武 加苗 4，
4
田所 導子 ，福本 光孝 5，野上 宗伸 2
1
細木病院放，2 高知大 PET センター，
3
高知医療センター放，4 高知大放，5 田辺病院内科
症例は 40 歳代後半男性。関節痛のため近医を受診し高カル
シウム血症を指摘された。原発性副甲状腺機能亢進症が疑
われ、精査加療のため紹介となった。99mTc-MIBI で左甲状
腺下極尾側に集積が見られ、副甲状腺腺腫が疑われた。術
前施行の FDG-PET/CT では多発性骨転移類似の全身骨への
著明な FDG 集積が見られた。副甲状腺腺腫への FDG 集積
は見られなかった。骨シンチグラフィーでは典型的な全身
骨への集積亢進が見られた。頚部腫瘤摘出術が施行され、
副甲状腺腺腫の病理診断を得た。術後四肢の痺れと痙攣が
出現し、飢餓骨症候群としてカルシウム製剤とビタミン D
製剤での治療が開始された。FDG-PET/CT と骨シンチグラ
フィーが再検され、骨への FDG 集積は著明に改善し、骨シ
ンチグラフィーは若干の集積改善が見られた。原発性副甲
状腺機能亢進症の骨シンチグラフィーと FDG-PET/CT は多
発性骨転移類似の所見を呈することで有名である。今回は
飢餓骨症候群の FDG-PET/CT と骨シンチグラフィーを提示
報告する。

P2IID2

10042
FDG-PET/CT 検査を施行した乳房外
パジェット病の２例
浅野 隆彦 1，五島 聡 1，近藤 浩史 1，兼松 雅之 1，
2
星 博昭
1
岐大 放射線科，2 岐阜大大学院 放射線医学
症例１は表皮内限局型の 73 歳男性。早期胃癌による手術歴
あり。数年前より右陰部の皮疹が出現し、生検により乳房
外パジェット病と診断された。FDG-PET/CT 検査にて、病
変部に淡い FDG 集積（SUVmax：2.69）を認めた、遠隔転
移や他臓器癌の所見は見られなかった。症例 2 は浸潤型の
75 歳男性。7 ヶ月前より左陰嚢に掻痒感出現し、3 ヶ月前

P2IID3
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より左下肢浮腫が出現した。生検により乳房外パジェット
と診断され、FDG-PET/CT 検査にて、病変部に有意な FDG
集積（SUVmax：早期相 14.22 →後期相 21.49）を認めた。
全身の骨、リンパ節にも多数の集積を認め、多発リンパ節
転移及び骨転移を認めた。乳房外パジェット病は表皮内限
局型と浸潤癌に分類される。表皮内限局型は一般に予後良
好であるが、浸潤癌は遠隔転移や他臓器癌の合併が多く、
予後不良である。今回我々は、表皮内限局型 1 例、浸潤癌
1 例の FDG-PET/CT 検査を経験したが、乳房外パジェット
病の FDG-PET/CT 所見に関する報告は少ないので、文献的
考察も含めて報告する。
10259
F-fluoromisonidazole（FMISO）PET
による低酸素イメージングの半定量
法の検討～静脈血は必要なのか？～
1
島野 靖正 ，久慈 一英 1，今林 悦子 1，藤島 基宣 1，
松田 博史 1，瀬戸 陽 2，伊藤 邦泰 3，福原 純一郎 4
1
埼玉医大国際核，2 埼医大核，3 上白根病院放，
4
埼医大国際医療薬
固形腫瘍内の低酸素評価に関して、現在まで腫瘍血液比を
半定量的に算出している。今回、我々は、採血を避ける為、
静脈血に代わる最適な参照部位を検討した。脳腫瘍 8 名、
（平均 59 歳）の患者に FMISO を投与、静注 2
頭頸部腫瘍 8 名
時間後撮像、
撮像前後で静脈採血を実施した。PET 画像から、
正常組織の脳、胸部大動脈、心室、筋肉、肝臓に手動で関
心領域を設定し、各部位での放射線濃度の測定値、静脈血
の放射線濃度値から組織血液比を計算した。左室にて組織
、変動係数 9.1% と他の参
血液比は 1.2±0.11 （mean±SD）
照部位と比較して、高い安定性、患者間変動の少なさを示
した。左室を参照部位として、腫瘍血液比と腫瘍左室比を
算出、0.84±0.06 と非常に高い安定性を得た。腫瘍血液比
と腫瘍参照部位との相関係数を検討した。結果、腫瘍血液
比と腫瘍左室比は r=0.967 と高い相関係数が得られた。こ
れら結果から、腫瘍血液比は腫瘍左室比に置き換えて半定
量が可能となり、採血という侵襲的手法を避けられること
が示唆された。

P2IID4
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10355
原発巣と転移巣での FDG 集積の乖離
について
菅原 敬文 1，酒井 伸也 1，高橋 忠章 1，梶原 誠 1，
1
清水 輝彦 ，細川 浩平 1，井上 武 2，青野 祥司 3
1
四国がんセ 放診，2 愛媛県中 放，3 南松山 放
【目的】原発巣の集積が低いとされている疾患を主体に転
移巣との間で FDG 集積に乖離があるかどうか検討した。
【方
法】対象は、胃癌 13 例、腎癌 11 例、肝細胞癌 7 例、前立腺
癌 9 例の計 40 例。病巣の FDG 集積を視覚的ならびに半定量
的指標として SUVmax を測定し、原発巣と転移巣の集積の
比較、組織型の検討を行った。
【結果】胃癌 13 例中 12 例で
転移巣に高集積を示した（SUVmax=4.9-18.5）が、原発巣
の集積は様々であった。腎癌転移巣は 8 例で低集積、3 例
が高集積（SUVmax=4.7-8.8）を示した。肝細胞癌 7 例は原
発巣と転移巣の集積が類似しており、
高集積
（SUVmax=7.4-13.1）
を示した 4 例は、中〜低分化、未分化癌であった。前立腺
癌は原発巣の高集積は 2 例だったが、転移巣 6 例で高集積
【結論】原発巣の集積が低
（SUVmax=6.2-14.9）を示した。
くても転移巣では高集積を示すことがあり、転移巣が先行
して発見された場合の原発巣診断や病期診断、再発の評価
には注意が必要である。

P2IID5

10388
悪 性 リ ン パ 腫 に お け る dual-timepoint F-18 FDG PET/CT の有用性
新家 崇義 1，佐藤 修平 1，奥村 能啓 2，金澤 右 1
2
1
岡山大放， 福山市民病放
【目的】悪性リンパ腫における dual-time-point 法の有用性の
検討。
【方法】2007 年 1 月〜 2010 年 12 月の間に F-18 FDGPET/CT が施行され基準を満たした 44 症例を対象とした。
（A）
Hodgkin s lymphoma、（B）the indolent lymphomas、（C）the
aggressive lymphomas の 3 グループに分類した。各グルー
プ内での早期相、遅延相 SUVmax の有意差及び各 3 グルー
プ間での早期相、遅延相の SUVmax、RI-SUVmax の有意

P2IID6

差を検定した。
【結果】各 3 グループにて遅延相 SUVmax
が早期相 SUVmax より有意に高値であった。各グループ間
での早期相 SUVmax、遅延相 SUVmax、RI-SUVmax に関
する有意差検定では大部分の項目で有意差が検出されたが
早期相 SUVmax では AC 群間で、遅延相 SUVmax では AC
群間で、
RI-SUVmax では AB 群間にて有意差が検出されなかっ
た。
【結論】治療前の悪性リンパ腫
（グループ A,B,C）
におい
ては遅延相での集積がより強いことが示された。各グルー
プ間にて有意差が検出されない項目も存在したがそれら２
群間にてもいずれかの指標にて有意差が検出された。
10282
皮 膚 と 精 巣 を 原 発 と し た
lymphoblastic lymphoma の一例
清水 裕次 1，長田 久人 1，高橋 健夫 1，本戸 幹人 1，
1
渡部 渉 ，中田 桂 1，西村 敬一郎 1，大野 仁司 1，
山野 貴史 1，柳田 ひさみ 1，本田 憲業 1
1
埼医大総合医療セ・放
症例は 22 歳男性。前額部の紅色局面を主訴に近医受診。外
用剤・内服薬が奏功せず当院皮膚科紹介受診。生検の結果
B-lymphoblastic lymphoma と診断された。Gascintigraphy で
は 前 額 部・ 精 巣 に Ga 高 集 積 を 認 め、 精 巣 割 面 に も
B-lymphoblastic lymphoma の細胞が認められた。化学療法
施行の結果 CR となり、Gascintigraphy 上 primary focus への
Ga 集積消失。その後再燃し骨髄移植施行するも GVHD を
発症したが、治療により改善。lymphoblastic lymphoma は、
リンパ節外病変が出現することがあるが、本症例も皮膚症
状を契機に診断された。しかし、精巣の病巣は自覚症状を
欠き、核医学検査が病巣検出に有用であった。

P2IID7

10422
乳癌センチネルリンパ節診断におけ
る SPECT/CT の有用性
岩野 茉梨絵 1，谷 瞳 1，武田 美那子 1，
1
三樹 いずみ ，森谷 愛 1，杉原 康郎 1，桐山 智成 1，
村上 隆介 1，石原 圭一 1，汲田 伸一郎 1
1
日本医大 放射線医学
目的：乳癌センチネルリンパ節
（以下 SN）生検における
SPECT/CT の有用性について検討した。対象および方法：
（40 〜 82 歳）
であった。
原発性乳癌 44 症例。平均年齢 60.2 歳
手術当日に 99mTc フチン酸を腫瘍周囲皮下に投与後 Planar 像
と SPECT/CT 撮像を施行。確信度を、0: 陰性もしくは判定
困難、1:SN の可能性、2: 恐らく SN、3: 確実に SN、の 4 段
階に分類し、SN 検出能を比較検討した。結果：全 44 例で
病 理 診 断 に て SN（60 個 ） が 検 出 さ れ た。Planar 像 と
SPECT/CT それぞれの平均スコアは 2.77、2.89 と有意（p＜0.05）
に SPECT/CT の検出能が高かった。結論：乳癌センチネル
リンパ節生検において SPECT/CT は有用であると考えられた。

P2IID8

腫瘍：PET臨床 腹部

ポスター会場 2 15：30～ 16：26
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10440
胃癌における FDG/PET の有用性

箱崎 謙太 1，石原 圭一 1，清水 康弘 1，佐藤 英尊 1，
吉原 尚志 1，椎葉 真人 1，桑子 智之 1，桐山 智成 1，
汲田 伸一郎 1
1
日医大放
現在の胃癌診療における FDG-PET 検査の役割は進行癌の
病期診断や再発、播種巣の検索が主体である。また局所に
ついては腫瘍および腫瘍の周縁部に核種が集積することに
より検出が可能とされているが、感度 / 特異度とも十分な
結果が得られていないのが現状である。FDG-PET による
胃癌の局所描出は腫瘍の容量や組織型に依存するとされ、
集積しやすい組織型は乳頭腺癌
（pap）
や管状腺癌
（tub1,2）
、
低分化腺癌充実型
（por1）などが挙げられる。他にも局所進
展度や背景の胃粘膜の状態との関連も推測されるが、その
報告は少ない。今回我々は進行胃癌 40 症例において生検ま
たは切除標本による病理結果や胃内視鏡による検査結果を
もとに組織型、肉眼的分類、深達度、および背景の胃粘膜
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の状態
（胃炎の有無、H. ピロリ抗体など）と FDG-PET によ
る胃癌検出との関連性につき検討した。

P2IIE2

10291
FDG PET/CT による胃癌集積の検討

小山 孝一 1，岡村 光英 2，瀬浦 宏崇 2，濱澤 良将 3，
三木 幸雄 1
1
大阪市大 放，2 大阪府済生会中津病院 PET センター，
3
大阪府済生会中津病院放
【方法】
【目的】胃癌原発巣の FDG 集積に関して検討した。
対象は 2006 年 8 月から 2011 年 3 月までに済生会中津病院で
FDG PET/CT を施行し組織学的に胃癌と診断された 64 患者
68 病変（男 41 名：女 23 名、平均 69 歳）。FDG PET/CT は
FDG 投与 1 時間後に早期、2 時間後に後期を撮像した。
FDG PET/CT は視覚的・定量的に検討した。【結果】視覚
的評価では、早期 50/68 病変・後期 52/68 病変で異常集積を
同定でき、後期で同定の 52 病変は全て早期より集積増強し
た。早期か進行かが判明した早期胃癌 13 病変や進行胃癌
50 病変では、早期で 8/13・5/50 病変、後期で 8/13・4/50 病
変が同定できなかった。定量的評価では、進行胃癌の SUV
は早期 6.9 ± 4.2・後期 8.7 ± 5.7 で早期・後期間に有意差
を認めたが、早期胃癌の SUV は早期 3.0 ± 2.5・後期 3.4 ±
3.2 で有意差はなかった。進行胃癌では、管状腺癌と低分
【結
化型腺癌の SUV 間に早期・後期ともに有意差を認めた。
論】PET/CT により進行胃癌の大半を同定できたが、早期
胃癌は半数以上で同定困難であった。進行胃癌では組織型
により集積に有意差を認めた。
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10189
FDG-PET/CT における空腸・回腸へ
の集積例の検討
菅谷 武史 1，坂本 攝 1，吉田 理佳 2，比氣 貞治 1，
1
山崎 英玲奈
1
獨協医科大学，2 獨協医科大学 放射線科
【目的】FDG-PET/CT における空・回腸への集積に関して
検討した。
【方法・対象】2005 年 3 月〜 2010 年 12 月に実施
した計 20,395 例中、空・回腸への集積を報告書に記載した
147 例のうち、追跡できた 81 例（男：女＝42：39 例、平均
61 歳）を対象とした。集積の分布から腸管に沿う集積（Linear,
L 群）とそれ以外（Focal, F 群）に分類し、集積度 SUVmax
も測定した。各例を手術、内視鏡などで最終的に病的（治
療や継続した検査を要する）と、病的でないと判明した例
に分類し、
PET の診断能を評価した。【成績】19 例が病的（リ
ンパ腫９例、GIST ５例、原発・転移性小腸癌各１例）と
診断され、L 群が 59 例、F 群が 22 例であった。F 群すべて
を病的，F 群で SUVmax＞4.0 を病的とした場合、感度、特
異度、正診率は各々 0.84、0.90、0.88 と 0.78, 0.73, 0.90 であっ
た。
【結論】FDG は空・回腸への生理的な集積も多いが、
FDG-PET/CT は小腸病変の診断に有用な可能性がある。

P2IIE5

10201
PET-CT による肝臓良性疾患スクリー
ニングの可能性
入江 寿美子 1，林田 直美 1，宮本 泉 2，臼井 敏也 2，
2
千葉 憲哉 ，工藤 崇 3，高村 昇 1
1
長崎大学 原研国際，
2
西諫早病院癌検 PET/CT 画像診断センター，
3
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 アイソトープ診断治療学研究分野
10366 【背景】生活習慣病を基礎に発症する非アルコール性脂肪
性肝疾患の一部に肝硬変や肝癌に進展する非アルコール性
胃悪性リンパ腫のガリウムシンチ所
脂肪肝炎
（NASH）が あ る。 今 回、PET-CT に よ る 肝 臓 の
見
FDG 集積パターンと血液検査・生化学的検査などとの関連
1
1
1
を評価し、PET-CT 検査が NASH を含めた肝臓良性疾患の
須藤 久男 ，篠崎 淳 ，福島 正秀
1
スクリーニングとして有用かどうかを検討した。
【対象と
松戸市立放
方法】PET-CT 検診を受診した男性を対象とした。肝臓の
【はじめに】最近 PET の普及によりガリウムシンチが減少
FDG 集積パターンを Homogeneous 群と Heterogeneous 群に
傾向にあるが，ガリウムシンチはリンパ腫に対する集積性
分類し、飲酒歴、血液学的検査、生化学的検査等との関連
の高さが知られている．当院における胃悪性リンパ腫のガ
を 比 較 検 討 し た。
【 結 果 】Heterogeneous 群 で は
リウムシンチ施行例について検討した．
【対象】胃悪性リ
Homogeneous 群 に 比 べ て BMI、AST、ALT、γ-GTP、
ンパ腫に対して過去 5 年間にガリウムシンチを施行した 17
LDH、Hb、Ht、TC、TG、UA、Cr、BS が 有 意 に 高 く、
症例であり，
びまん性大細胞型 B 細胞リンパ腫（DLB）6 例，
【考察】
MALT リンパ腫（MALT）10 例，濾胞性リンパ腫（濾胞性） HDL-C は Heterogeneous 群において有意に低かった。
1 例であった．その内 7 例に放射線治療が施行された．
【結果】 FDG 集積が不均一で結節状に強い集積を認める肝臓の所見
は肝機能検査異常や脂質代謝異常と関連していた。PETガリウムシンチの異常集積は DLB 6 例中 6 例，MALT 10 例
CT でのこのような集積は NASH などの肝臓良性疾患を反
中 5 例，濾胞性 1 例中 0 例に認めた．腫瘤の大きなものは
映している可能性があり、スクリーニングに有用であるこ
強い集積を示した．集積陰性例の内視鏡所見は，胃粘膜病
とが示唆された。
変が主体の小病巣であり，粘膜不整，色調変化および瘢痕
であった．放射線治療は 17 例中 7 例に施行され，治療後異
10370
常集積は消失した．リンパ腫の補助診断および病変の広が
術前化学放射線治療前後の局所進行
りの判断有用であった．
【おわりに】胃悪性リンパ腫は比
膵癌における FDG-PET の潜在的役割
較的稀な疾患である．種々の画像診断法との比較が必要で
に関する検討
あるが，ガリウムシンチは手軽で有用な検査法である．
1
竹井 俊樹 ，岡本 祥三 1，志賀 哲 1，服部 直也 1，
2
蒲池 浩文 ，神山 俊哉 2，藤堂 省 2，玉木 長良 1
10376
1
北大・核，2 北大 1 外
FDG 高 集 積 を 示 し た 十 二 指 腸
目的：局所進行膵癌の術前化学放射線療法（neoCRT）によ
endocrine cell carcinoma の一例
る効果判定を FDG-PET を用いて評価した。手段：前向き
中神 佳宏 1，佐竹 光夫 1
1
に施行された11例の局所進行膵癌患者に対し、
neoCRT（50.4Gy/28fr
国がん東放診
と隔週 GEM 併用）
を行い前後で FDG-PET で評価した。結果：
FDG 高集積を示した十二指腸 endocrine cell carcinoma を経
neoCRT 後、6 例が根治切除可能で、5 例は開腹のみで終了
験したので報告する。症例は 60 歳、女性。健診時の腹部超
した。中央生存期間は 11 カ月。総生存率は 5 例
（45％）
であっ
音波検査にて腹部腫瘤を指摘され、前医受診。CT にて十
た。RECIST 評価では neoCRT 前後で殆ど全く縮小を認め
二指腸〜空腸の腫瘤を指摘されて当院紹介となった。造影
なかったが、
SUVmax と CA19-9 値は優位に低下した（SUV：
CT では、十二指腸水平脚の背側から頭側にかけて比較的
6.3±3.4 vs, 3.3±1.6, p=0.018、CA19-9：207±192 vs, 57.7
境界明瞭で辺縁平滑な腫瘤を認めた。その内部は充実性成
±58.5, p=0.023）
。ただし、SUVmax やその減少率は切除の
分が主であり、非常に血流に富んでいた。また、嚢胞性成
可否・生存率に依存しなかった。結論：FDG-PET は予後因
分も一部認められた。造影 MRI でも同様な所見であった。
子としては今回明らかな有用性は見いだせなかったものの、
FDG-PET では上記腫瘍には FDG 高集積が認められ、その
neoCRT 前後で、形態変化に先駆けて治療効果を判定し得
SUV 最 大 値 は 18.2 で あ っ た。 消 化 管 endocrine cell
carcinoma の FDG-PET に関する報告は少ない。本症例で経
る要因としての可能性を示した。
験したように、消化管 endocrine cell carcinoma には FDG が
高集積すると期待される。特に、内視鏡検査を施行するこ
とが困難な小腸発生の endocrine cell carcinoma の同定には
FDG-PET が有益であると思われる。
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10372
リ ン パ 脈 管 筋 腫 症
（lymphangioleiomyomatosis，
LAM）のリンパ管シンチグラフィ所
見
1
中西 淳 ，鈴木 一廣 1，堀田 昭博 1，玉本 文彦 2，
桑鶴 良平 1，志賀 教克 3，佐藤 輝彦 4，瀬山 邦明 4，
青木 茂樹 1，笹井 啓資 1
1
順天堂大放，2 東京都立大塚病院 診療放射線科，
3
順天堂大学 総合診療科，4 順天堂大学 呼吸器内科
【はじめに】LAM は若年から中年女性に生じる進行性の多
発肺嚢胞、反復性気胸、乳び胸水、腹部大動脈周囲リンパ
節腫大などの症状を呈する稀な疾患である。今回、腹腔内
に生じた LAM のリンパ管シンチグラフィを中心に報告する。
【症例 1】50 歳代後半女性、8 年前に検診で後腹膜腫瘤を指
摘され左腎と脾臓摘出され平滑筋肉腫と診断、翌年に転移
が疑われ頚部リンパ節生検で LAM と診断された。一昨年
子宮切除後、呼吸苦で縦隔拡大しリンパ管シンチグラフィ
が施行され、後腹膜腔から腹腔内に発達したリンパ管と胸
【症例 2】30 歳代後半女性、思春期
腔内 RI 貯留を認めた。
より膣からのリンパ液漏出があり 10 年前帝王切開施行、翌
年敗血症、骨盤腹膜炎併発し抗生剤で経過観察、不明熱で
右鼡径部リンパ節生検で LAM を指摘された。リンパ管シ
ンチグラフィで腹腔内・体表に拡大したリンパ管が描出さ
99m
れた。
【結語】
Tc・HAS−D によるリンパ管シンチグラフィ
は侵襲的だが、リンパ還流の変化や病態の把握に有用であ
ると思われる。

P2IIE8

内用療法 2

ポスター会場 2 15：30～ 16：12

10290
甲状腺癌 131I 内用療法時の尿中ヨード
測定はヨード制限を改善する
工藤 工 1，西原 永潤 1，伊藤 充 1
1
隈病院 内科
【目的】甲状腺癌に対する 131I 内用療法にはヨード制限が重
要であるが、これまで尿中ヨード測定が不可能で評価が困
難であった。今回、2009 年より測定が可能となったため、
131
I 内服時に尿中ヨードを測定し評価した。【方法と結果】
2009 年 3 月から 2011 年 4 月までに 131I 内用療法を受けた患
者 430 名で尿中ヨード /Cr が＜100μg/g を良、100 〜 200μg/
g を可、＞200μg/g を不良とし評価した。全体では良、可、
不良は 43.5 ％、38.6 ％、17.9 ％であった。ヨード制限方法
別には、患者自身が 2 週間行った場合は良、可、不良が
44.4％、37.1％、18.5％で、さらに内服 1 週間前から入院し
た場合には 60％、36％、4％と入院により改善した。また、
尿中ヨード測定結果を聞いた次回の内服時には 58.3 ％、
20.0％、21.7％と明らかに改善していたが、初めて尿中ヨー
ドを測定したのが 2 回目以降の 131I 内服患者の場合には
36.5 ％、47.1 ％、16.4 ％と変化がなかった【考察】測定結
果を聞いた次回の改善は、単にヨード制限食の経験による
ものではなく、測定結果をフィードバックしたことによる
と考えられた。

P2IIF1

FDG、ヨードともに集積が認められず、治療効果を反映し
た所見と考えられた。
10389
Sr-89 初回投与後の多発骨転移疼痛緩
和効果の検討
秋元 達也 1 , 2，中川 学 1，山口 慶一郎 1，福田 寛 2
2
1
仙台厚生放， 東北大学加齢研機能画像
【目的】多発骨転移による骨性疼痛に対して Sr-89 を用いた
症例の初回投与後の疼痛緩和効果・副作用を検討する。
【対象】2008 年 2 月から 2011 年 1 月にかけて Sr-89 を投与し
投与後の追跡調査が可能であった 44 症例。
た 61 症例のうち、
内訳は前立腺癌 11 例、乳癌 10 例、肺癌 10 例、胃癌・肝癌
各 3 例、腎癌・大腸癌 各 2 例、膀胱癌・頭頚部癌・原発不
明癌 各 1 例。男女比は 21：23（平均 66.3±10.1 歳）
。
【方法】Sr-89 投与の 2 週間後、4 週間後、2 ヶ月後、3 ヶ月
後に診察を行い、骨性疼痛の変化（Numerical rating scale：
NRS で 11 段階に評価）、鎮痛薬使用量の変化、血液学的検
査の変化について評価する。
【結果】44 例中 8 例で著効し、16 例で有効、16 例で不変、4
例で増悪と奏功率は 54.5％であった。鎮痛薬使用は 10 例で
減少、7 例で不変、3 例で不変であった（残る 24 例につい
ては不明）
。3 例で骨髄抑制が認められた。7 例が 3 ヶ月以
内に死亡していた。
【考察】1 回の投与で除痛効果が数ヶ月得られ、骨転移によ
る疼痛緩和に対して有効な治療法と考えられるが、症例選
択には検討の必要がある。

P2IIF3

10393
ストロンチウム -89 を 2 回投与した骨
転移症例の検討
米矢 吉宏 1，細野 眞 2，土屋 典生 2，熊野 正士 2，
2
山田 譲 ，任 誠雲 1，柳生 行伸 1，石井 一成 1，
足利 竜一朗 1，西村 恭昌 3，村上 卓道 1 , 2
1
近畿大放診，2 近畿大先端 PET，3 近畿大放腫
【目的】ストロンチウム
（Sr-89）内用療法では、多発骨転移
の疼痛緩和目的という薬剤の特性のため患者の病状が進行
していることが多く複数回投与できる患者は限られる。当
院で Sr 内用療法を 2 回行った患者について、疼痛緩和効果、
副作用などの検討を行った。
【方法】対象は、2008 年 1 月
〜 2010 年 3 月までに Sr 内用療法を行ったのべ 56 例の中で 2
回投与された 6 例で、血液検査（白血球、血色素量、血小板、
腫瘍マーカー）は Sr の投与前 1 か月、投与時、投与後 1 〜 6
か月で測定し経時的変化と適切な再投与について検討した。
【結果】1 回目の Sr 投与で明確な疼痛緩和、抗腫瘍効果が得
られた患者に 2 回目投与の希望が多かった。多発骨転移で
も転移数が少なく血液検査値が 1 回目の値程度に回復して
いれば比較的安全に再投与が可能であった。一方、多発骨
転移でびまん性骨転移に準ずる症例は骨髄機能が低下して
いることが多く、
2 回目の投与は困難な場合が多かった。
【結
論】2 回目投与には血液検査で基準値を満たし、汎血球減
少について十分な説明と対応できる医療機関との連携が必
要である。

P2IIF4

10460
Sr-89 投与直後の末梢血に対する影響
10326
について
ヨード 131 SPECT-CT と F-18 FDG
浜 幸寛 1，植松 正裕 1
1
PET-CT の対比検討－複数回投与例に
江戸川病院放
ついて
【目的】Sr-89（メタストロン）の有害事象の一つに骨髄抑
1
1
1
1
浦部 真平 ，本荘 浩 ，河野 崇行 ，小室 敦司 ，
制があげられるが、急性期の末梢血に対する影響について
石井 士朗 2，宍戸 文男 2
は不明な点が多い。今回我々は、Sr-89 治療における急性
2
1
白河厚生放， 福島医大放
期の末梢血に対する影響について検討した。
【方法】2010
放射性ヨード内用療法を施行された術後甲状腺癌症例のうち、 年 10 月から 2011 年 4 月の間、Sr-89 治療が行われた前立腺
複数回の治療を受けた症例について、1 回目と 2 回目それ
癌多発骨転移 3 症例を対象とした。Sr-89 投与前、
投与 1 日後、
ぞれの治療前の 18F FDG PET-CT と治療後の 131I SPECT-CT
2 日後、1 週間後に末梢血 CBC を測定。投与 1 日後に治療前
の画像を対比検討した。対象としたのは 2009 年 11 月から
の値より±25% 以上変化があった場合、1 週間後まで採血
2011 年 5 月までに当院で放射性ヨード内用療法を複数回施
を繰り返した。
【結果】3 例とも投与１日後の血小板の減少
行された 6 例である。治療回数は全例が 2 回であった。初
を認めたが、2 例において 25％以上の減少を認めた。25％
回治療前に FDG 集積の認められた病変、特に骨転移巣につ
以上の血小板減少を認めた２名の減少率の平均値は -46%
いては 2 回目の治療時に不変ないし増悪する傾向にあった。
であった。白血球数が 25% 以上減少した症例は 1 例で、１
初回治療時、甲状腺床部に FDG 集積が見られずヨード集積
週間以内に前値に回復した。Hb には大きな変動は認めら
が見られた症例については、2 回目の治療時には全例が
れなかった。
【結論】前立腺癌多発骨転移に対する Sr-89 治
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療では、投与直後から血小板減少をきたす症例があり、注
意を要すると考えられた。
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においても 3.3 ± 1.4 と高値を示した。さらに、膵臓と腹
111
In-DOTA-c（RGDfK）
膜の間に発生した化膿性炎症巣では、
の 集 積 は 認 め ら れ な か っ た。 以 上 の 結 果 か ら、111InDOTA-c（RGDfK）を用いた早期膵がんイメージングの可能
性が示唆された。

10138
甲状腺癌転移に対する放射性ヨード
内用治療患者管理における抗サイロ
10012
グロブリン抗体値測定 第２報
1
ヒト癌移植マウスにおける抗 EGFR
河邉 讓治 ，東山 滋明 1，小谷 晃平 1，吉田 敦史 1，
2
2
1
抗体（Cetuximab）による分子標的
川尻 成美 ，小野田 尚佳 ，塩見 進
1
大市大核，2 大市大腫瘍外
療法：18F-FMISO を用いた早期治療
甲状腺癌転移の放射性ヨード内用治療の評価には一般に血
効果評価
中サイログロブリン（Ｔｇ）値を用いる。抗Ｔｇ抗体が存
趙 松吉 1 , 2，久下 裕司 3，趙 芫 1 , 2，竹内 啓 4，
村上 正紘 1 , 2，李 花 1 , 2， 1 , 2，西嶋 剣一 5，
在している場合計測Ｔｇ値が実際よりも低くなり過小評価
されることが知られる。血中抗Ｔｇ抗体がどのぐらいの頻度、 竹井 俊樹 2，秋田 弘俊 4，玉木 長良 2
1
量を示すのか検討した。対象 ２００９年１月から２０１
北大トレーサー，2 北大核，3 北大 CIS，4 北大腫瘍内，
5
１年１月に甲状腺癌全摘後転移で放射性ヨード内用治療を
北大分子
受け経過観察中の１１７例（男３６例 女８１例 年齢１ 【目的】: 上皮成長因子受容体（EGFR）の選択的阻害薬で
９歳〜８２歳 平均５９．８＋／ -１４．０歳）
。複数回測
ある cetuximab は抗血管新生作用を有することから、腫瘍
定例では治療前での最新のものを用いた。結果 抗Ｔｇ抗
内の異常血管を正常化し、低酸素状態を改善すると考えら
体陽性は１１７例中３９例（３３．３％ ０．３〜２０２
れている。今回、
ヒト癌細胞を移植したヌードマウスを用い、
18
F-FMISO を用いた低酸素イメージングによる cetuximab
００Ｕ／ｍｌ 平均７８＋／ -３３６１Ｕ／ｍｌ 中央値１．
２Ｕ／ｍｌ 年齢１９歳〜７９歳 平均５７．４＋／ -１５．
の早期治療効果評価の有用性を検討した。
【方法】
：ヒト肺
３歳）に見られた。この３９例を、抗Ｔｇ抗体値が０．８
癌細胞株 NCI-H1975 をヌードマウスに移植し治療群と対照
群に分けた（各群 n=7）
で層別すると０．８未満は１６例 Ｔｇ値の平均５６０＋
。治療群には cetuximab（1.0 mg）
を
／ -１３２８、０．８以上は２３例 平均８．８＋／ -１４．
腹腔内投与した。治療 5 日目、18F-FMISO 及び pimonidazole
を投与し、PET 撮像及び病理学的検討を行った。
【成績】
：
３で両群間にＰ＝０．００１９の有意差が認められた。
Cetuximab 治療により、18F-FMISO の腫瘍集積は対照群の
25％まで低下した（治療群：0.07±0.04 SUVmax；対照群：
0.27±0.10 SUVmax、 p＜0.001）。Cetuximab 治療により、
腫瘍内の pimonidazole 陽性領域と微小血管数も低下した。
治療前後で、腫瘍の大きさには有意差は認められなかった。
ポスター会場 2 15：30～ 16：05
【結論】
：18F-FMISO-PET により、低酸素状態を指標とした
10083
cetuximab の早期治療効果評価の可能性が示唆された。
放射性ソマトスタチンアナログを用
いた膵内分泌細胞 PET イメージング
10301
1,2,3
，長谷川 功紀 1，西村 三恵 1，
佐古 健生
マウスモデルにおける腫瘍と炎症部
1
1
1
1
11
18
崔 翼龍 ，和田 康弘 ，林中 恵美 ，片岡 洋祐 ，
位への C-AIB と F-FDG の集積の比
千田 道雄 2 , 3，渡辺 恭良 1
較
2
3
1
1
理研 CMIS， 神大院医学研究科， 先端医療センター
辻 厚至 ，加藤 孝一 2 , 3，須堯 綾 1，岡田 真希 3，
1
近年、糖尿病において、血糖値上昇などの臨床所見が顕在
須藤 仁美 ，吉田 千里 1，脇坂 秀克 4，張 明栄 3，
化する前から膵β細胞数が減少することが明らかになり、
佐賀 恒夫 1
1
膵β細胞の量的変化を知ることが糖尿病の早期診断や治療
放医研分子イメ研究セ分子病態，
2
に有益であると考えられている。本研究は、PET を用いた
国立精神・神経医療研究センター 脳病態統合イメージングセンター，
3
侵襲性の低い膵β細胞量の測定法の開発を目的としている。
放医研分子イメ研究セ分子認識，
4
我々は膵β細胞に特異的に発現しているソマトスタチン受
放医研分子イメ研究セ先端計測
68
18
容体に着目し、これまでに
［ Ga］
DOTA-octreotide （OC）を
F-FDG は腫瘍へ高集積するが、治療に伴う炎症部位にも
用いた動物 PET 実験を行い、
その有用性を明らかにしてきた。 集積することから、治療効果判定には、腫瘍への集積の選
今回、膵β細胞に発現しているソマトスタチン受容体サブ
択性が高い他の PET トレーサーの開発が望まれている。
タイプに対する特異性と親和性を考慮して、新たに
［68Ga］
AIB は非天然アミノ酸のひとつであり、11C-AIB は腫瘍へ
68
DOTA-Tyr3-octreotide（TOC）,［ Ga］DOTA-Tyr3-octreotate
高集積することが報告されているが、炎症への集積の評価
（TATE）
の 2 つの PET プローブを合成し、これらの膵臓への
はされていない。本研究では、マウスモデルにおいてダイ
集積を比較検討した。% Injected Dose による集積比は
ナミック PET を行い、腫瘍と炎症への集積を 18F-FDG と比
TOC/OC で 1.545 倍、TATE/OC で 2.044 倍の高値を示し、
較した。方法 : ヌードマウスの皮下に小細胞肺癌細胞を移
これら PET プローブの有用性が示唆された。
植し、反対側の大腿筋に PET の 24 時間前にテレビン油を
投与し炎症を誘発した。同じマウスで 11C-AIB PET と
18
10257
F-FDG PET を 6 時間の間隔で実施し、PET 終了後に炎症
ハムスター化学発癌モデルにおける
が誘発されていることを病理標本で確認した。結果と考
111
In-DOTA-c（RGDfK）の 早 期 膵 が ん
察 :11C-AIB の 腫 瘍 へ の 集 積 は、 時 間 と と も に 上 昇 し、
18
イメージング
F-FDG より有意に高かった。それに対して、炎症への集
吉本 光喜 1，津田 啓介 2，梅田 泉 2，藤井 博史 2
積は 18F-FDG より有意に低かった。11C-AIB は、治療効果
1
国立がん研究セ研 発がんシス，
判定に有用な PET トレーサーの候補であることが示唆された。
2
国立がん研究セ東 機能診断
膵がんは極めて予後不良のがんであり、早期発見が予後の
10425
改善、生存率の向上に重要である。近年、αvβ3 インテグ
頭頸部における SPIO とガドキセト酸
リンがヒト膵がんで強発現していることが報告された。我々
を用いた組織 MRI リンパ造影と放射
は、ハムスター膵がんモデルを用い、αvβ3 インテグリン
性コロイドを用いたリンパ節描出の
111
（RGDfK）
が早期膵がん
イメージング剤である In-DOTA-c
比較
イメージングに利用できるかを検討した。発がん物質を処
木下 亮 1，冨田 浩子 1，小須田 茂 1，藤井 博史 2，
111
2
置したハムスターに In-DOTA-c
（RGDfK）
を投与し、1 時
梅田 泉 ，河野 正志 3
1
間後に小動物用 SPECT/CT を用いて撮像した結果、膵頭部
防衛医大放，2 国立がんセンター東病院，
3
の膵がんを明瞭に検出することができた。その後、膵臓の
新宿整形外科内科
凍結切片を作成し、
ARG 解析により腫瘍正常膵臓組織比（T/
ヌードマウスを用いて、頭頸部領域における超常磁性酸化
N）を算出した。膵がんでの T/N は 4.6 ± 1.0、前がん病変
鉄（SPIO）とガドキセト酸を用いた組織 MRI リンパ造影
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と放射性コロイドを用いたセンチネルリンパ節描出の比較
を行うことを目的とした。BALB/c Slc-nu/nu ヌードマウス
の舌右縁粘膜下に Tc-99m フチン酸 0.01 mL, 3.7 MBq ある
いは gadoxetate sodium 0.01 mL あるいは ferucarbotran 0.01
mL を投与し、NanoSPECT/CT 装置もしくは 4.7-T MRI 装
置を用いて、経時的に撮影を行った。NanoSPECT/CT にて
投与後 10 分でオトガイ下、顎下リンパ節が良好に描出され
たが、ferucarbotran 投与では 30 分から 24 時間後にわたり
T2*WI にて顎下リンパ節が低信号として描出された。
gadoxetate sodium 投与では 10 分から 80 分にわたり T1WI に
て 顎 下 リ ン パ 節 が 高 信 号 と し て 描 出 さ れ た。SPIO,
gadoxetate sodium は組織 MRI リンパ造影剤としての可能性
があると思われたが、リンパ節描出能は Tc-99m フチン酸
による NanoSPECT/CT が優れていた。

P2IIH3

10455
福島第一原発事故での当科の初期対
応

中島 大 1，宍戸 文男 1，石井 史朗 1，鴫原 武志 1，
宮嶋 正之 1
1
福島県立医科大放
2011 年 3 月 11 日、東北関東大震災、津波の影響により東京
電力福島第一原発事故が生じ、放射線物質が飛散した。多
くの県民が避難勧告を受け、圏外へ避難を余儀なくされた。
事故発生直後から対策本部への移行が進むまでの短期間
（約
7 日間）に当科での被曝患者、避難民に対し、初期に行わ
れた対応（サーベイ、除染）の様子を報告する。

10041
FDG-PET/CT レポートのキー画像添
付の工夫
小口 和浩 1，竹内 亮 1，柳澤 新 2
1
相澤病院 PET センター，2 信州大放
ポスター会場 2 14：30～ 15：05 【背景・目的】FDG-PET/CT 検査において、診断結果をわか
りやすく伝えるのにアノテーション等を付記したキー画像
10356
が重要である。当院でのキー画像作成・添付の運用を紹介
する。
【方法】使用装置は、PET/CT 診断 GE Advantage
福島原発事故直後からの福島医大病
Workstation 4.5、レポート作成 PSP iReporter、CD-R 作成
院屋内外の空間線量率経過と考察
1
1
1
1
菊池 賢 ，石井 士朗 ，佐藤 友美 ，中島 大 ，
CODONICS VirtuaE。ワークステーション上でキー画像を
宮嶋 正之 1，佐久間 光太郎 1，鴫原 武志 1，
作成し、DICOM 画像サーバーに登録。サーバー上のキー
1
宍戸 文男
画像をコピーしてレポートに添付した。診断終了後にサーバー
1
福島医大放
上の検査データとキー画像を CD-R に記録した。
【結果】
キー
2011 年 3 月 11 日に東日本大震災が発生し、福島第一原子力
画像を画像サーバーに登録し、診断終了後に CD-R を作成
発電所は機能不全に陥り水素爆発と炉心溶融を生じた。こ
することで、キー画像を CD-R に記録することが可能であっ
れにより放射性物質が相当量放出され、
相当範囲に飛散した。 た。これにより、依頼元医療機関でも良好な画質でキー画
これにより福島第一原発から 20km 圏内は警戒区域とされ、
像を参照することができ、
キー画像が失われることがなくなっ
原則立ち入りができない状態となった。福島県は震災と津波、
た。また、依頼元の画像サーバーにもキー画像が登録され、
放射線、
風評被害という何重もの苦難に見舞われる結果となっ
参照が可能となった。
【まとめ】画像データと共にキー画
た。福島第一原発から約 60km 離れた福島市に位置する福
像を CD-R に記録することで、診断結果が失われることな
島県立医科大学付属病院においてもその影響はみられ、依
く確実に依頼医に伝えられると思われる。
然として比較的高い空間線量率が続いている。このような
原発事故の遷延する状況での放射線の人体への影響は不明
10281
確であり、応急的対応として被曝を出来る限り少なくする
厚生労働省標準規格 PDI による FDG
PET/CT の可搬型記憶媒体による情報
ことが必要と思われる。今回は 2011 年 3 月 15 日から約 1 ヶ
月の福島県立医科大学付属病院の箇所別の空間線量率を
連携の当科における経験
1
NaI シンチレーションカウンタで経時的に測定し、その結
清水 裕次 ，奥 真也 2，長田 久人 1，高橋 健夫 1，
果から被曝低減のために具体的にどのような点に注意すれ
松田 博史 3，本田 憲業 1
1
ばいいのか、避難に望ましい場所の条件、人体への影響等
埼医大総合医療セ放，2 公立大学法人会津大学，
3
を考察してみる。
埼玉医科大学国際医療センター核医学科
目的：平成 22 年 3 月に電子カルテの厚生労働省標準規格が
10172
定められ、可搬型記憶媒体による画像情報連携には PDI 統
ホットラボにおける薬剤師の放射線
合プロフィールが採用された。当院ではこの方法により情
被ばくの評価
報連携を実現しているので経験を報告する。対象と方法：
18
11
13
－ F-FDG、 C-MET そして N-NH3
埼玉医科大学国際医療センターとの間で PDI に基づく
の比較－
FDG-PET/CT の情報交換開始以降の検査件数とその内訳を
1
1
1
内田 朋毅 ，片見 敏彦 ，小野寺 晋志 ，
調査し、問題を検討した。結果：2008 年 5 月 1 日 -2011 年 3
吉野 喬博 1，遠藤 晴子 1，内野 福生 1
月 31 日の間に 465 件依頼があった。内訳は、初回 staging 目
1
千葉療護セ
的 76 例・再発診断 285 例・原発不明癌の原発巣推定 25 件、
【目的】PET/CT はがんの診断、治療において需要が高まっ
その他 79 件であった。この間情報連携の失敗はなく、検査
ており、ホットラボでの業務も重要になっている。しかし、 結果は当院の患者 ID に変換され画像サーバに保存でき、
ホットラボ内の業務に関する報告はほとんどない。今回、
他の画像診断と同様に参照できた。胸部の PET/CT は PDI
前向き試験としてホットラボ内での職業被ばくについて検
を利用しない情報連携のため、レポートと付属キー画像の
討を行った。
【方法】
放射線被ばくは、
ポケット線量計
（ALOKA
スキャン画像のみ参照可能で、
利便性に大差があった。結論：
社製 , MYDOSE mini PDM-112）
でおこなった。被ばく量は
PDI による情報連携は実現可能であり、連携の結果、画像
18
それぞれの核種の合成が終了した毎に測定を行った。
（ F-FDG,
を院内発生画像と全く同様に扱え、情報連携の質の向上に
n=87;11C-MET, n=51 そ し て 13N-NH3, n=14）【 結 果 】
寄与した。
18
F-FDG は合成、検定は自動的に行われるので被ばく量は
低く抑えられた
（平均 2.1 μSv/ 合成）
。しかしながら、他の
核種の 11C-MET、13N-NH3 は、18F-FDG に比べて高い被ばく
平均 15.3μSv/ 合成）
。
量になった
（それぞれ平均 8.3μSv/ 合成、
【結論】薬剤師の被ばく量は、半減期が短くなるにつれて
多くなる傾向にあった。放射線被ばくを少なくするためには、
11
C や 13N の品質管理などの装置を改良する必要があると考
えられる。また、被ばく量の低減は連携がとれた医療チー
ムによるものが大きいと思われる。

被曝管理・医療経済
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標
（SUV）
を用い，各時刻における検出能を検討する。

10：00～ 10：50

10183
FDG-PET における褐色脂肪組織集積
と外気温の検討
武中 泰樹 1，八木 進也 1，児山 久美子 1，
1
福下 貴子 ，藤澤 英文 1，浮洲 龍太郎 1，櫛橋 民生 1
1
昭和大横北・放
【目的】我々の施設（神奈川県横浜市）で経験した褐色脂
肪組織（BAT）集積症例と外気温の関連について検討する。
【対象及び方法】対象は 2006 年 3 月〜 2011 年 4 月に施行さ
れた FDG-PET/CT 施行症例（5090 例）のうち画像及び臨床
経過より BAT 集積と診断した 8 例である。外気温には気象
庁による横浜地区の気温を利用した。性別、BMI と併せ検
討した。
【結果】症例の内訳は男性 2 名、女性 6 名で BMI は
20.0±1.51 であった。検査当日の平均気温は 7.3±4.6℃であっ
た。検査施行日は 11 月〜 2 月の期間であった。同時期で集
積をみない年と比較し 1 日の平均気温 5℃以下の割合が多かっ
た。
【結語】本集積は寒冷刺激によるとされるが、検査当
日だけでなく前後の気温の推移の影響も示唆された。BAT
への集積はリンパ節の集積と紛らわしく特に頸部で判別が
難しい場合がある。性別や体型、外気温の変化が診断の参
考となると共に、通常と異なる時期の BAT 様集積の判定に
は十分な注意が必要と思われる。

M3VA1

10310
全身 FDG-PET/CT における下肢末梢
側の病変頻度について
河田 修治 1，丸山 薫 1，津田 恭 1，奥 直彦 1，
1
柏木 徹
1
兵庫医大核
従来 PET/CT のルーチンワークでの撮像範囲は頭頂から大
腿中央レベルまでとすることが多く、この範囲の撮像で全
身 PET/CT と呼称されてきた。しかし、一般に全身といえ
ば頭頂から足先までを指すとの認識もあり、PET 検査従事
者と一般患者との認識に差があるのも事実である。最近で
は PET/CT 装置の進歩に伴い、撮像範囲も体軸方向に 2m 近
くまで可能になり、
本当の意味での全身検査が可能になった。
当院では 2010 年 4 月より全例で頭頂より足先までの撮像を行っ
ている。
【方法】2010 年 4 月からの 1 年間に行った PET/CT
を対象とし、大腿中部より末梢に病変を認めた頻度、病変
の良悪について retrospective に評価した。
【結果】1 年間で
4922 検査が施行され、694 検査で大腿中部より末梢に異常
所見がみられた。FDG の異常集積が 609 検査で認められ、
53 例が悪性病変、19 例で更なる精査や経過観察を要し、
537 検査が良性病変と考えられた。CT では 93 検査で異常
を指摘され、2 例が悪性、他が良性病変と考えられた。
【結
語】
ルーチンワークでの全身撮影は有用であると考えられた。

M3VA4

10396
10199
FDG の胸鎖乳突筋集積に対する静注
PET-CT における有痛性肩関節への
後待機中の体位の影響
FDG 集積の検討
浅野 雄二 1，山根 拓郎 1，菊池 敬 2，徳重 尊宣 2，
1
1
2
2
2
釡崎 敏彦 ，林田 直美 ，宮本 泉 ，臼井 敏也 ，
大関 裕介 ，ウッドハムス 玲子 1，入江 つぐみ 1，
千葉 憲哉 2，工藤 崇 3，高村 昇 1
小笠原 豪 1，原 敏将 1，井上 優介 1
1
1
長崎大原研国際，2 西諫早病院癌研 PET/CT センター，
北里大診，2 北里大学病院放射線部
3
（背景および目的）
長崎大原研放射
FDG は時に局所的な筋肉への集積増加が
【背景】PET-CT 検査において、FDG が集積する筋や関節部
認められる。今回我々は、FDG 投与後から撮像までの待機
位が有痛性であるか否かは明らかにされていない。
【目的】
時間中の姿勢に着目し、待機時間中のベッドのヘッドアッ
肩関節における FDG の集積と、疼痛や生化学的所見との関
プありなしで、胸鎖乳突筋の集積増加の頻度が変化するか
FDG-PET/CT を 2011 年
連を評価することで、PET-CT による肩関節疾患のスクリー
否かを検討した。
（対象および方法）
ニングが可能かどうかについて検討を行った。
【対象と方法】 3 月 1 日から 4 月 30 日に施行した 298 例を検討した。2011 年
3 月 1 日から 31 日に施行した 159 例はヘッドアップなし、
対象は PET-CT 検診を受診した 79 名、158 関節。FDG 集積
の程度を SUV で評価し、SUV を右肩、左肩、両肩平均、
2011 年 4 月 1 日から 4 月 30 日に施行した 139 例はヘッドアッ
左右の最高値に分けて検討した。問診表にて肩関節の安静
プありで、
胸鎖乳突筋の集積増加の有無を判定した。
（結果）
時痛、動作時痛を聴取し、検診時の採血で生化学的検査を
ヘッドアップなしの症例 159 例中 15 症例
（9.4%）
に胸鎖乳突
実施した。
【結果】肩関節痛の有無による SUV の比較では、 筋の集積増加が認められ、ヘッドアップありの 139 症例中
7 症例（5.0%）で胸鎖乳突筋の集積増加が認められ、ヘッドアッ
安静時痛あり群ではなし群に比べ有意に SUV が高く、動作
時痛あり群はなし群に比べ SUV が高い傾向にあった。さら
プにより、
胸鎖乳突筋の集積増加率の低下が認められた。
（考
察）ヘッドアップにより、胸鎖乳突筋の集積増加の症例は
に、SUV と生化学的検査の検討では、右肩、左肩、両肩平
減少したが、改善が認められない症例の中には、胸鎖乳突
均、左右の最高値のいずれにおいても SUV は尿酸と正に相
筋のみならず、複数の筋肉増加が認められる例もあり、待
関し、また左肩、両肩平均 SUV では CRP と正に相関して
機時間中の姿勢の改善のみでは筋肉集積防止策として限界
いた。
【結語】PET-CT において、疼痛を有する肩関節では
があると考えられた。
SUV が高く、PET-CT が関節疾患のスクリーニングに有用
である可能性が示唆された。

M3VA5

M3VA2

10385
NaF-PET の至適撮像開始時間の検討
- 悪性骨病変の検出について 米山 智啓 1，雫石 一也 2，倉田 精二 2，宍倉 彩子 1，
1
萩原 浩明 ，立石 宇貴秀 1，井上 登美夫 1
1
横浜市大医，2 久留米大放
悪性腫瘍の骨転移検索において核種を用いた骨シンチグラ
フィーは感度および特異度ともに高く、有用な検査の 1 つ
である。その一方で従来より骨シンチグラフィーで用いら
れる 99mTc は注射してから 3 〜 4 時間後の撮影であり、検査
に長い時間を要する。NaF は 99mTc とほぼ同様の集積機序で
骨に取り込まれる PET 製剤であり、空間分解能に優れるた
め骨転移病変に対して高い感度を有する。また、血漿中の
タンパクとの結合が少ないため、速やかな血液クリアラン
スを有し、投与後 1 時間での撮像が可能とされている。こ
れは従来の骨シンチグラフィーで用いられた 99mTc と比べ
ても早く、検査時間の短縮につながる。加えて、NaF では
これより短い時間で撮像可能であるとする報告が複数認め
られる。本研究では NaF 注射後 60 分まで 10 分毎にダイナミッ
ク撮像し，悪性骨病変への集積を視覚的評価や半定量的指

M3VA3

腫瘍：PET その他 1
第 5会場

11：00～ 11：50

10167
C-methionine と 18F-FDG を 用 い た
同日 PET 検査法 Part2：視覚評価に
基づく検証
1
三本 拓也 ，南本 亮吾 1，伊藤 公輝 2，岡崎 百子 1，
1
諸岡 都 ，窪田 和雄 1，佐々木 徹 1，福士 政広 1
1
国際医研セ，2 国立精神・神経医療研究センター，
3
首都大学東京 大学院
11
C-methionine（MET）
目的：本研究の目的は視覚評価に基づき、
と 18F-FDG（FDG）
を同日に施行した際においてコンタミネー
ションが画像に与える影響を評価する。方法：被験者は、
MET および FDG を同日に施行した 60 名（MET+FDG）と
別けて施行した 60 名（FDG）の頭頚部癌患者 120 例で構成
された。MET 撮像後に FDG 撮像は様々な注射間隔（注射
間隔範囲：30 - 120 分、平均時間 69 ± 26 分）で行われた。
臓器（肝臓、
読影モニターは SUV を一定のレベルに固定し、

M3VB1
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膵臓、脾臓、骨髄、下行大動脈、肺など）のスコア化を行
いコンタミネーションの影響を検討した。結果：合計スコ
アでは、MET+FDG と FDG 優位差は検出されたが、臓器に
関しては肝臓と膵臓のみであった。注射間隔を考慮するこ
とでコンタミネーションの影響は無い事が確認された。
10171
C-methionine と 18F-FDG を 用 い た
同日 PET 検査法 Part1：定量値に基
づく検証
1,3
三本 拓也 ，窪田 和雄 1，南本 亮吾 1，岡崎 百子 1，
1
諸岡 都 ，佐藤 敬 1，佐々木 徹 1，伊藤 公輝 2，
福士 政広 3
1
国際医研セ，2 国立精神・神経医療研究センター，
3
首都大学東京 大学院
と 18F-FDG（FDG）
を同日に使
目的：11C-methionine（MET）
用する臨床利点はあるが、2 核種のコンタミネーションは
診断上、問題を含む事がありえる。本研究の目的は、コン
タミネーションの影響を定量値の観点から検証する事である。
方法：対象者は頭頚部 62 名から構成され、MET 撮像後に
FDG 撮像を施行した。プロトコルは固定し MET 投与から
FDG 投与までの注射間隔を変化させた。本研究のために
FDG 撮像開始から 40 分後に肝臓 1bed 画像を収集した。撮
像開始画像と肝臓 1bed 画像の肝右葉（MET の生理的集積：
高集積）と筋肉（低集積）に、関心領域
（VOI）を設定しコ
ンタミネーションを算出した。結果：肝臓では注射間隔が
短いほどコンタミネーションの影響は観測されたが、筋肉
では観測されなかった。FDG と MET を用いた同日 PET 検
査は注射間隔が 90 分以上である場合、コンタミネーション
は定量値に影響を与える事なく施行可能であり、1 日で 2
核種の診断が可能である。

M3VB2

11

10323
肺野病変の呼吸性移動による
misregistraion の補正：息止め，呼吸
同期，息止め呼吸同期
1
横山 邦彦 ，辻 志郎 1，道岸 隆敏 2，大口 学 3，
4
山本 治樹
1
松任中央病院 PET，
2
公立公立松任石川中央病院 甲状腺診療科，
3
公立松任石川中央病院 放射線治療科，
4
公立松任石川中央病院 放射線室
【目的】病変の呼吸性移動により PET の画像がぼけたり，
PET と CT とで病変位置がずれると misregistration が生じる．
その結果，SUV 値算定の誤差のため定量的な再現性が損な
われる．定量性の改善方法を検討した．
【方法】61 症例，
88 病変を対象とし，GE Discovery PET-CT 600M を用いた．
息止め法では，深吸気 CT 撮影後，20 秒間の深吸気息止め
PET を 3 回連続行った．呼吸同期法では 1 位相を 5 分割し，
10 分間のデータを収集した．【成績】短時間息止め法は 48
例で，呼吸同期法は 55 例で実施可能であった．短時間息止
め法では S/N の低下のため再構成処理パラメータを変更す
る必要があったが，CT の画像は呼吸同期法より良好であっ
た． 呼 吸 同 期 法 で は， 規 則 正 し い 呼 吸 で な い と
misregistration が生じたが，ぼけの少ない PET 画像が得ら
れた．
【結論】短時間息止め法と呼吸同期法には一長一短
があり，臨床目的により使い分けることが望ましい．これ
らの補正法は，肺野のみならず肝内病変にも応用可能と考
えられた．

M3VB3

10038
PET 設備を有さない当院が他施設に
依頼する PET 検査の現状と課題につ
いて
1
森 浩希 ，西原 圭祐 1，廣川 裕 2，新宅 香恵子 3
2
1
JA 尾道総合放， 広島平和クリニック，3 中電病院放
【目的】当院はがん診療連携拠点病院の指定をうける地域
中核病院（病床数 442）であるが、院内に PET 設備はない。
PET は現在の癌医療に必要不可欠な検査となっており、当
院でも多くの検査を他施設に依頼している。それらの他施
設に依頼する PET 検査（FDG-PET）にどのような傾向が
あるかを分析し、PET を所有しない施設の現状と課題を考
察した。
【方法】当院から PET 検査を依頼している二施設

M3VB4

に協力を求め、6 年間分 670 例について分析した。
【成績】
依頼科は外科、内科、産婦人科、耳鼻科の順で多く、この
4 科で 95％を占める。疾患別では肺癌、乳癌が多く、両疾
（471 例）
患で検査数のほぼ半数に達する。依頼目的の約 70％
は悪性腫瘍の治療後の経過観察で、次いで治療前のステー
【結論】当院から
ジング目的が約 16％（109 例）であった。
依頼する PET 検査は特定の科、依頼医、疾患、目的に偏っ
ているが、自院に設備がないことによるアクセスの不便性、
依頼手順の煩雑さ、有用性が周知徹底されていない、等の
原因が考えられた。
10269
FDG PET/CT 検査待機中の患者の検
査説明に関するアンケート調査
河野 正志 1 , 2，寺村 易予 1，小須田 茂 1，直居 豊 2，
2
小野 正裕 ，宮沢 幸司 2，伊藤 靖利 2，京藤 幸重 2
1
防衛医大放，2 自衛隊中央病院放射線科
18
F-FDG PET/CT 検査の説明に関して検査直前にアンケー
ト調査を行い、18F-FDG PET/CT 検査の運用向上のための
資料とすることを目的とした。対象は 18F-FDG PET/CT 未
経験の悪性腫瘍患者 100 例であった。施設、設備、運用面
での患者からの希望がアンケート調査から把握できた。
FDG PET/CT の検査直前に繰り返し検査説明を行うことは、
検査への不安を緩和ないし除去できる効果がある。核医学
専門医による詳細な説明は検査を受けることに対して安心
感を与え、悪性腫瘍およびその検査結果の不安、懸念を緩
和する方向に働く。

M3VB5

腫瘍：PET その他 2
第 5会場

13：30～ 14：30

10135
悪性腫瘍 94 例における遅延像後の造
影 FDG-PET/CT の経験
小森 剛 1，山口 実 1，平井 智 1，赤木 弘之 2，
2
新保 大樹 ，結城 雅子 2，鳴海 善文 2
1
北摂総合放，2 大阪医科大学放射線医学教室／大阪医大放
【対象と方法】対象は造影検査をした連続 94 悪性腫瘍症例。
依頼理由は再発診断 58 例、病期診断 9 例、他 27 例。方法は
FDG 投与 60 分後早期、120 分後遅延像、後造影 CT 施行した。
【結果】病的集積は 67/94（71.3%）でみられ、診断へのイ
ンパクトを認めたものは 50/94（53.2%）
、内訳はリンパ節
。尿管とリンパ節の区別容易（8 例）
、
転移の指摘容易
（28 例）
腫瘍造影された（ＨＣＣ、卵巣甲状腺腫）など。また治療
変更に寄与したのは 16/94（17.0%）で、内訳は尿管とリン
パ節転移鑑別（2 例）
、腫瘍の造影の有無評価可能など。ま
た、後期像は造影なしでも有用性があった（生理的集積、
後期で出現する病変など）
。造影 CT 追加に対する利点は診
断精度の向上だが、具体的には解剖学的に複雑な部位の診
断容易、生理的集積（尿管、腸管、褐色脂肪など）と病変
との区別容易、血管内病変の同定容易など。また欠点は造
影剤副作用、
スループット低下、
被曝や費用の増加など。
【結
論】症例や疾患により、 FDG-PET/CT 遅延像後に造影ＣＴ
を追加することで、診断精度が向上する症例を経験した。

M3VC1

10117
［F-18］
FDG 体内分布に与える検査時
血糖値の影響
伊藤 和夫 1，鐘ヶ江 香久子 1
1
恵佑会札幌放画セ
［背景および目的］
［F-18］
FDG PET/CT 検査（以下 FDG と略す）
の臓器 SUV に対する血糖値（FBS）による影響を検討した。
［対象および方法］
FDG 検査施行例で下記の条件を満たす症
例を選択した。A 群：FBS130 mg/dl 以下、100 例。B 群：
FBS が 130 〜 149 ｍｇ /dl、46 例。C 群：FBS が 150 〜 199 ｍ
ｇ /dl で、45 例。D 群：FBS が 200mg/dl 以上、66 例。検査
、
は４〜 6 時間の絶食後、市販 FDG を静注（154~378MBq）
1 時間の安静後に開始した。装置は GEMINI−GXL（Philips）
を用いた。
［結果］計測した脳、肺、肝臓、筋組織および骨
髄の SUV は骨髄を除く 4 つは FBS レベルに有意に影響され
る結果が示された。なお、唯一脳集積と FBS は逆相関を示

M3VC2

―S276―

11一般演題抄録.indd

276

2011/08/29

14:07:14

第 51 回日本核医学会学術総会



339

10146
FDG の体内分布は FBS レベルに有意な影響を
化学療法による C-methionine 集積
した。
［結語］
受ける。特に脳集積は血糖値に極めて鋭敏な反応を示すため、
の変動；胃癌の一例
脳の定量解析には血糖値に対する十分な配慮が必要である。 渡辺 晋一郎 1，礒橋 佳也子 1，巽 光朗 2，
1
加藤 弘樹 ，渡部 直史 1，仲 定宏 2，今泉 昌男 1，
下瀬川 恵久 1，畑澤 順 1
10118
1
阪大核医学，2 阪大放射線部
［F-18］
FDG 腫瘍集積に対する血糖値
【はじめに】我々の施設では全身の 11C-methionine PET の臨
の影響
床的応用について研究している。化学療法
（TS-1+CDDP）
伊藤 和夫 1，鐘ヶ江 香久子 1，久須美 貴哉 2
1
前後で複数臓器で SUVmean 値が変動した症例を経験したの
恵佑会札幌放画セ，2 恵佑会札幌消外
【方法】静注
で報告する。
【症例】40 歳代前半女性、胃癌。
Guideline で示されている血糖値の制限の
［背景および目的］
20 分後より頭頂から鼠径部までを撮像、主要臓器に円形
妥当性を評価することを目的に、検査時高血糖が及ぼす
ROI を取り、SUVmean 値を計測した。これを健常ボランティ
FDG 腫瘍集積に関して Retrospective に検討した ［対
［F-18］
ア 11 名から得られた SUVmean 値と比較した。
【結果】複数
象ならびに方法］大腸癌初回検査で腫瘍集積（+）
、転移病
臓器で変動を認めた。胃の SUVmean 値は前から比較的低値
変（-）の症例を対象に 2 群に分類した。A 群：血糖値（FBS）
であったが、化学療法後はさらに低下した。肝の SUVmean
130 ｍｇ /dl 未満 ,B 群：130 ｍｇ /dl 以上。なお、腫瘍集積の
値は化学療法後に低下した。骨髄の SUVmean 値は化学療法
上限は SUVmax30 以下とした。検査は FDG 投与 1 時間後に
後に軽度増加した。
【結論】化学療法は全身のアミノ酸代
開始し、装置は Genimi GXL
（Philips）を使用した。
［結果］
謝に影響を及ぼす可能性がある。
大脳、肝臓、筋組織は血糖値レベルと有意な相関を示し、
脳は逆相関、肝および筋組織は正相関を示した。一方、腫
瘍集積と FBS には有意な相関が示されなかった。
［結語］
血
糖値は臓器分布に有意な影響を及ぼすが、腫瘍集積には有
意な影響が観察されなかった。FDG PET/CT 検査による腫
瘍診断時の血糖値の適用基準は再検討されるべきかもしれ
第 5会場 14：40～ 15：30
ない。
10009
脳腫瘍の種類による代謝と低酸素状
10152
態の関係についての検討
PET を用いた膵臓交感神経機能の評
久慈 一英 1，島野 靖正 1，今林 悦子 1，瀬戸 陽 2，
価と代謝指標との関連
4
1
2
2
伊藤 邦泰 ，伊藤 公輝 3，藤島 基宣 1，松田 博史 1
服部 直也 ，加藤 千恵次 ，葛西 克彦 ，
1
埼玉医大国セ核，2 埼玉医大病院核，
孫田 恵一 3，吉永 恵一郎 3，玉木 長良 3
3
1
国立精神神経医研セ放，4 上白根病放
北大核，2 北海道大学 医学部保健学科，
3
脳腫瘍は、多様で腫瘍の種類や悪性度によって異なる代謝
北海道大学 核医学科
様態を示すことが予想される。本研究の目的は、異なる種
【目的】膵臓の交感神経機能障害はレプチン抵抗性の原因
類や悪性度の脳腫瘍にて、11C- メチオニン （ MET ）
、
となり、metabolic syndrome を誘発している可能性がある。
18
F-FDG、18F-fluoromisonidazole（ FMISO ）を用いて代謝の
我々は C-11 hydroxyephedrine（HED）PET を用いて、膵臓
差異を検討することである。対象は、8 例の脳腫瘍患者で、
の交感神経機能を評価し脂質指標との関連を検討した。
【方
膠腫 6 例、髄膜腫 1 例、脳原発悪性リンパ腫 1 例である。治
法】正常男性８名（33 ± 10 歳）に対し、
HED のダイナミッ
療前に、3 種類の FDG-PET/CT 検査を施行し、各代謝画像
ク PET を 40 分間施行し、 膵臓の交感神経機能を HED の
を得て、SUVmax を用いて測定した。腫瘍の種類により各
retention index（RI = Uptake（pancreas）/ integral of input
function（ml -1））を用いて評価、血中の代謝指標と比較した。 代謝が異なる集積度を示した。MET と FDG は、膠腫では
病理学的悪性度と関連があったが、
良性の髄膜腫では高かっ
【成績】平均の膵臓の RI は 0.19 ± 0.06（1/ml）であった。
悪性度と相関が良い傾向が認められた。
た。FMISO 集積は、
脂質コントロールの悪い症例は RI が高い傾向にあり、糖質
悪 性 リ ン パ 腫 で は FDG と MET 集 積 度 が 高 か っ た が、
コントロールの悪い症例は RI が低い傾向を認めた。
【結論】
FMISO 集積は乏しかった。腫瘍代謝活性は、FDG、MET
膵臓の HED の RI は、血液の代謝指標と相関を示した。
で反映されるが、低酸素状態は必ずしも相関しないことが
PET を 用 い た 膵 臓 の 交 感 神 経 機 能 の 評 価 は、metabolic
syndrome の病態解明に有用である可能性が示唆された。
わかった。腫瘍の種類により異なる代謝パターンを持つこ
とがわかった。
10000
10288
絶食４ - ５時間は FDG-PET/CT プロ
DNA 合成診断薬剤 11C-4DST の悪性
トコールとして適切か…年齢層別化
脳腫瘍治療効果モニターリングへの
による症例対照研究
臨床応用
中谷 航也 1，中本 裕士 1，三宅 可奈江 1，
1
1
1
1
成相 直 ，豊原 潤 2，稲次 基希 1，田中 洋次 1，
栗原 研輔 ，早川 延幸 ，富樫 かおり
1
坂田 宗之 2，織田 圭一 2，山本 昌昭 3，窪田 和雄 4，
京大放診
石井 賢二 2，石渡 喜一 2，大野 喜久郎 1
【目的】食後インスリン分泌は FDG の骨格筋びまん性集積
1
医歯大脳外，2 健康長寿研神経画像，
を生じ読影に支障をきたすため最低 4 時間の絶食が必要と
3
水戸ガンマハウス，4 国際医療セ
されるが、十分で無い場合がある。この現象を生じやすい
DNA 合成速度の定量を目指した新規薬剤 11C-4DST の悪性
要 因 を 探 っ た。
【 方 法 】3603 人 中 44 例（28-90 歳、 平 均
66.6 歳）でインスリンの影響と思われるパターンを呈した。 脳腫瘍患者への臨床応用を開始した。脳腫瘍患者 9 名に対
対照として絶食 4 時間台で問題の集積が無い 100 例
（28-88 歳、 して 11C-4DST 投与後のダイナミック PET 撮影と動脈血採
血による動態解析あるいは後期定常状態画像から悪性腫瘍
BMI、血糖値、糖尿病（及
平均 65.5 歳）を年齢層別化抽出し、
と健常部への取り込み評価を行った。患者は悪性神経膠腫
び疑い）の有無、インスリン治療の有無、CT 上の胃内残
６名、転移性脳腫瘍２名、中枢性悪性リンパ腫 1 名である。
渣概量を比較した。
【成績】症例群 44 人中 29 人が絶食 4 時
11
C-MET PET および造影 MRI も行い全ての画像を重ね合わ
。BMI は症例群 22.0±3.0
間台であった（残りは 5 時間以上）
せ各画像の性質に関し検討した。11C-4DST の取り込み亢
と対照 21.4±2.9 で有意差は無かった。血糖値は症例群
進域は、11C-MET 取り込み亢進部 や MRI 造影領域とは一
134.9±44.0mg/dl で対照 114.1±32.9 より有意に高かった（P
致しなかった。ガンマナイフ治療後早期で造影 MRI や
＝0.0065）
。症例群は糖尿病（疑い含む）がオッズ比 4.73（P
11
C-MET では変化がみられない段階から 11C-4DST の取り
＜0.0001）
で有意に高頻度でインスリン治療者がオッズ比 5.59
込み抑制がみられた。テモゾロミドにより増殖が抑えられ
（P＝0.0026）
で多く、相当量の胃内残渣はオッズ比 4.62 （P
ている造影病変には 11C-MET は取り込まれたが、11C-4DST
＝0.0008）で高頻度にみられた。
【結論】びまん性骨格筋集
の取り込みはなく、テモゾロミド投与後の変化にてその後
積は糖尿病者ないし疑い例、胃内残渣が多い場合に生じや
の経過が予測できた。治療効果の早期判定とその後の経過
すい。
の予測には 11C-4DST が優れていると考えられ、11C-MET と
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の併用が新たな脳腫瘍イメージング法として有望と考えてた。
10434
正常下垂体と下垂体腫瘍にたいする
Methionine（MET）集積の検討
露口 尚弘 1，池田 秀敏 1，東山 滋明 2
2
1
大市大脳外， 大市大核医学
MET 集積は背景の脳組織に比較して高集積であるため脳
腫瘍の診断に有用である。しかし、通常下垂体を含めた腺
組織には集積は強く下垂体腫瘍の鑑別には問題がある。ま
た下垂体は直径１ｃｍ弱の組織であり解像度が 5mm 程度
の PET カメラでは信頼できる評価は難しい。さらに正常の
代謝がわかっていないため、病変が小さい場合はそれが腫
瘍か正常組織かの判断も困難である。我々は正常下垂体の
MET 集積度を計算するとともに、下垂体腫瘍の診断につ
いて検討した。対象は、正常下垂体と考えられる症例 90 例
と下垂体腫瘍 27 例とした。正常対象には下垂体の機能障害
がある例、脳幹部、側頭部、頭蓋底部に腫瘍がある例を除
外した。正常集積は高齢になるほどやや低下し、情勢の方
が高い傾向にあった。前頭葉と下垂体との集積比
（LN）
は 1.5,
mean SUV は 2.3 であった。腫瘍のほとんどが LN1.8 以上で
下垂体より腫瘍が高集積であった。腫瘍の存在は明らかであっ
たが、逆に腫瘍近傍にある正常下垂体は鑑別できなかった。

M3VD3

10266
脊 髄 腫 瘍 の F-18 FDG お よ び C-11
methionine PET 所見
戸村 則昭 1，鷺野谷 利幸 1，三浦 由啓 1
1
南東北病院放
18
FDG（FDG）および，11C-methionine（MET）
【目的】
脊髄腫瘍に，
を用いた PET を行い，その臨床的有用性について検討した。
【方法】8 例の脊髄髄内腫瘍を対象とした。5 例が上衣腫，1
例が血管芽腫，1 例が悪性星細胞腫，1 例が海綿状血管腫で
あ る。 全 例 で PET-CT に よ り 撮 像 し，FDG と MET の
SUVmax を測定し比較した。【成績】1 例の悪性星細胞腫で
は，FDG, MET と も に そ の uptake は 両 者 と も に 高 く，
SUVmax は 7.4 と 2.7 であった。1 例の血管芽細胞腫は FDG,
MET ともに uptake は低かった。ただ，5 例の上衣腫のうち
4 例でも FDG の集積は比較的高く，それらの SUVmax は 5.4
〜 11.2 で あ っ た。 そ の う ち の 2 例 で は MET の 集 積 も
SUVmax は 2.4 と 2.9 と比較的高かった。組織学的に出血の
（上衣腫と海綿状血管腫）でも，FDG の集積
確認された 2 例
は SUVmax が 11.2 と 5.2 と比較的高かった。
【結論】悪性星
細胞腫では FDG，MET ともに集積は高いが、良性腫瘍の
上衣腫でもそれらの集積は比較的高く，さらに出血のみら
れる腫瘍でも FDG は比較的高く，集積のみでの鑑別には注
意を要すると思われた。

M3VD4

腫瘍：PET その他 3
第 5会場

15：40～ 16：30

50012
ミトコンドリア DNA 欠損細胞並びに
MELAS 患者由来サイブリッドを用い
た細胞内還元状態と放射性 Cu-ATSM
集積に関する検討
1,2
吉井 幸恵 ，米田 誠 3，井川 正道 3，古川 高子 1，
清野 泰 2，森 哲也 2，吉井 裕 4，大山 伸幸 3，
岡沢 秀彦 2，佐賀 恒夫 1，藤林 靖久 1 , 2
1
放射線医学総合研究所，
2
福井大学・高エネルギー医学研究センター，
3
福井大学・医学部，
4
放射線医学総合研究所・緊急被ばく医療研究センター
放射性 Cu-ATSM（*Cu-ATSM）は、低酸素下で過還元状
態にあるがん細胞において還元され蓄積するため、低酸素
がん検出薬剤として知られる。一方我々は、*Cu-ATSM を
ミトコンドリア（Mt）病 MELAS 患者に適用し、脳卒中様
症状病変を描出できることを明らかにした。上記病変では
血流が維持されており、*Cu-ATSM は酸素有無に関わらず
細胞内過還元状態を検出する可能性が考えられた。そこで、
Mt 病における *Cu-ATSM 集積特性を解明するため、Mt
DNA 欠損）
P 0 細胞並びに MELAS 患者由来 Mt 含有サイブリッ
（P）
ドを用いて、*Cu-ATSM 集積と細胞内還元状態（NAD
H 量）並びに酸素有無の関係を検討した。その結果P 0 細胞・
MELAS Mt 含有サイブリッドは、正常細胞に比べ、常酸素
下でも *Cu-ATSM 集積が高かった。また、*Cu-ATSM 集積
（P）
H 量と正の相関を示した。
は、酸素有無に関わらず NAD
以上より、*Cu-ATSM は Mt 異常における細胞内過還元状
態を検出できることが示された。

M3VE1

10005
C-4DST PET の腫瘍と炎症の鑑別診
断に関する基礎的検討
豊原 潤 1，Elsinga Philip 2，石渡 喜一 1，Dierckx Rudi 2，
2
Aren van Waarde
1
都健康長寿研神経画像，2 UMCG Groningen
【目的】11C-4DST（4DST）は DNA 合成画像化新規腫瘍イメー
ジング剤として期待されている。しかし、鑑別診断への有
用性については検討されていない。4DST が腫瘍と炎症の
鑑別診断に役立つか否かを検討した。
【方法】Wistar ラッ
ト右肩部に C6 glioma を移植し、9 日後にテレピン油を左後
肢に注射して、腫瘍・急性炎症モデルを作成した。起炎翌
日に小動物 PET で 4DST 動態撮像を行い、撮像後に体内分
布を実施して、FLT、FDG、コリン、メチオニンならびに
2 つのシグマ受容体リガンド（FESA5845 と SA4503）と比
較した。
【結果】4DST は検討薬剤の中で最も高い腫瘍集積
（SUV4.9）を示し、腫瘍筋肉比は 13 で FDG に匹敵した。
4DST の腫瘍炎症比は非常に高く（49）、FESA5845 と同程
度で、FDG より 10 倍以上高かった。4DST は腫瘍と骨髄で
持続的な集積増大を示した。一方、炎症組織からは洗い出
【結論】
され、投与 40 分後で正常筋肉と同レベルとなった。
4DST は感度・選択性ともに最も優れた薬剤であり、腫瘍
と炎症における動態は全く異なっていた。以上の結果は
4DST の臨床有用性を強く示唆する。

M3VE2
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10128
FDG-PET/CT にて早期診断し得た脊
柱管内転移の 5 例
柳澤 新 1，角谷 眞澄 1，小口 和浩 2
2
1
信大 画像医学， 相澤病院 PET センター
【目的】脊髄転移や髄膜播種は、四肢麻痺や膀胱直腸障害
を来す恐れがある。その早期発見における FDG-PET/CT の
有用性について検討する。
【対象・方法】FDG-PET/CT に
て脊柱管内転移を診断し得た 5 例。年齢は 46-74 歳（平均
64.2 歳）で、男性 2 例、女性 3 例。原発巣は 2 例が肺癌、3
10126
例が乳癌。全例で局所再発巣や他臓器転移を認め、全身検
索のため FDG-PET/CT を施行した。
【結果】全例で脊柱管
FDG-PET/CT 腸管偶発腫の検討
内に異常集積を認め、その後の画像検査や経過から脊髄転
移あるいは髄膜播種と診断された。
【考察】5 例とも脊柱管
上埜 泰寛 1，河 相吉 1，宇都宮 啓太 1，菅野 渉平 1，
内病変はいずれも小さく、うち 4 例は FDG-PET/CT にて初
澤田 敏 1
1
関西医大枚方核
めて検出できた。脊髄転移や髄膜播種は進行すると患者の
【目的】FDG-PET において、生理的集積とは区別される限
活動性を大きく阻害するため、FDG-PET/CT による早期診
断は患者のマネジメントに寄与できたと思われる。
【まとめ】 局した腸管陽性集積がしばしば見られる。関西医大枚方病
FDG-PET/CT にて早期診断し得た脊柱管内転移を経験した。 院にて、腸管以外の他疾患の検索目的で FDG-PET/CT が施
既知の多臓器多発転移を有する悪性腫瘍においても、
行され、偶発的に腸管陽性集積を認めた症例の臨床的意義
FDG-PET/CT による脊柱管内転移検索は有用である。
2008 年９月から 2011 年４月までの期間、
を検討した。
【対象】
全 6581 例中、FDG 陽性で腸管偶発腫とされた 53 例 （男 30
女 23；年齢 37-91 歳）
。
【方法】PET/CT 機器は GE Discovery
ST を使用、18F-FDG 185MB ｑ投与１時間後 全身像を撮像
した。45 例で２時間後に腹部スポット遅延像を追加した。
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【結果】偶発腫とされた腸管集積の SUVmax 中央値は 7.5 で
あった。PET 診断後の臨床経過が確認できた 39 例中、大腸
癌、他の悪性腫瘍は 19 例、腺腫 14 例、炎症５例、生理的
集積１例であった。また 21 例で外科的切除や内視鏡的治療
FDG-PET 検査における腸管偶発腫は、
が施行された。
【結論】
悪性腫瘍あるいは腺腫の頻度が高く、内視鏡検査の必要性
があると思われた。

M3VE4

10066
PET/CT による追加所見の解析

中本 裕士 1，岡田 知久 1，中谷 航也 1，栗原 研輔 1，
富樫 かおり 1
1
京大放
【目的】PET/CT までに施行された画像診断で指摘されず、
PET/CT で追加された病変がどのようなものか解析すること。
【方法】PET/CT 2697 件の報告書を振り返り、以前の画像
診断で指摘されず、PET/CT で追加された病変を抽出した。
このうち、
最終診断で真病変と確定したものを解析対象とし、
原疾患や検査目的別の頻度とあわせ検討した。
【結果】
PET/CT で新たに付加された真病変は 57 人、67 病変であった。
以前の画像で明瞭に描出されていたもの 33 病変、不明瞭な
もの 17 病変、不明なもの 10 病変、撮像範囲外 7 病変であっ
た。内訳は骨病変
（27）が多く、リンパ節転移
（12）
、局所再
と続いた （括弧内は症例数）
。原疾患別では悪性リン
発
（5）
（16.7%）と様々だが有意差はみ
パ腫
（0.8%）から子宮内膜癌
られなかった。病期診断、再発診断、原発巣検索の検査目
的別ではいずれも頻度 2% と差がなかった。
【結論】PET/
CT による追加所見は骨転移が多く、リンパ節転移と続いた。
これらの追加所見の約半数は以前の画像で明瞭に描出され
ていた。
10441
既 知 の 悪 性 病 変 に 対 す る 18F-FDG
PET/CT 検査中に偶然発見された他の
悪性病変の検討
1
三浦 弘行 ，対馬 史泰 1，清野 浩子 1，小野 修一 1
1
弘前大放
【はじめに】既知の悪性腫瘍に対する 18F-FDG PET/CT 検査
において、他の悪性腫瘍を偶然発見することがしばしばあ
るが、
その診断能や問題点について検討する。
【対象と方法】
18
F-FDG PET/CT で既知の悪性腫瘍検索の症例中 17 例（男
性 14 例、女性 3 例、41 〜 81 歳、平均 65.7 歳）で、他の悪
性病変を疑わせる異常集積を認め、
これらの症例の解析を行っ
た。また PET 核医学専門医と非専門医に対し、他に悪性病
変の確認されていない症例も併せて読影実験を行い、検出
能の検討やそれに関連する因子、CT など他のモダリティ
での検出の可否、
などついて検討した。
【結果】17 例のうち、
前立腺癌 5 例、肺癌 4 例、結腸直腸癌 3 例、胃癌 2 例、食道
癌 1 例、子宮頚癌 1 例、胸腺癌 1 例、耳下腺腫瘍 1 例（重複
あり）疑いが新たに検出された。
【考察】特に前立腺癌や
喫煙関連疾患への留意が示唆された。読影実験の結果から、
二重チェックも含めた注意深い読影が望まれる。
【結語】
18
F-FDG PET/CT 検査での多重癌検出はまれではなく、先
入観にとらわれない読影評価が必要である。

M3VE5

内用療法 1

第 6会場

9：00～ 10：00

10033
89Sr 制動放射線 SPECT の試み―そ
の１：基礎的検討―
宇野 正樹 1，加藤 正基 1，石黒 雅伸 1，
2
太田 誠一朗 ，外山 宏 2，菊川 薫 2，片田 和広 2，
夏目 貴弘 3，田所 匡典 3，市原 隆 3
1
藤田保健衛生大放部，
2
藤田保健衛生大学 医学部 放射線科，
3
藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科
89Sr の 全 身 体 内 分 布 を 把 握 す る た め 89Sr 制 動 放 射 線
SPECT の撮像を試みた。2 検出器 SPECT 装置でエネルギー
ウインドウを制動放射線のエネルギー分布に合わせて、全

M3VIA1
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身プラナー像及び merged SPECT 像を撮像した。臨床画像
による収集カウントを基にしたファントムを作成し、基礎
（Tl）
シンチレー
的な検討を行なった。また、
異なる厚さの NaI
の SPECT 装置の比較も行った。全身
タ
（3/8 及び 5/8 インチ）
SPECT を撮像することで 89Sr の集積部位がより明瞭となっ
た。5/8 インチの画像の方が明瞭であった。ファントム実
験では線源の濃度差を、SPECT での制動放射線カウントの
差として確認できた。89Sr 制動放射線 SPECT は 89Sr のよ
り詳細な集積部位の把握に有用と考えられた。
10028
89Sr 制動放射線 SPECT の試み －そ
の 2：骨シンチグラムとの比較－
太田 誠一朗 1，外山 宏 1，宇野 正樹 2，加藤 正基 2，
2
石黒 雅伸 ，夏目 貴弘 3，伊藤 文隆 1，菊川 薫 1，
田所 匡典 3，市原 隆 3，片田 和広 1
1
藤田保衛大医放，
2
藤田保健衛生大学病院 放射線部 / 藤田保衛大病院放部，
3
藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科 / 藤田保衛大医療放
詳細な 89Sr の全身体内分布を把握するため 89Sr 制動放射
線 SPECT の撮像を試みた。89Sr 治療を行なった 9 症例にお
いて 89Sr 制動放射線全身プラナー像と SPECT を撮像し、
ほぼ同時期に撮像した 99mTc-HMDP 全身プラナー像および
SPECT 像と比較した。99mTc-HMDP 全身プラナー像および
SPECT 像では、9 症例において合計 111 カ所の転移部位を
（55%）
、
検出した。このうち 89Sr 全身プラナー像では 61 カ所
89Sr SPECT 像では 72 カ所（68%）の一致した集積を確認で
きた。89Sr 制動放射線 SPECT を撮像することにより、プ
ラナー像よりも詳細に 89Sr の局所集積を把握することがで
きた。また、今回検討した 9 症例のうち 3 症例で 89Sr の腸
管集積を認め、文献的に生理的な腸管内排泄との関係が示
唆された。

M3VIA2

M3VIA3

10449
制動放射線による Sr-89 の体内分布

馬庭 淳 1，八木 勝己 1，石本 勝巳 1，牛嶋 陽 1
1
松下記念病院中放
【目的】疼痛緩和目的で投与された Sr-89 の体内分布を調べ
るために制動放射線を利用して画像化を試みた。
【方法】
対象は Sr-89 を投与した 8 症例（乳癌７例、前立腺癌１例）
で、乳癌２例は２回投与した。Sr-89 を投与後、6 〜 7 日目
に全身像を撮像した。撮像条件は、
スキャン速度５cm ／分、
エ ネ ル ギ ー ウ イ ン ド ウ 100keV±50 ％、 コ リ メ ー タ は
MEGP を使用した。【結果】全例骨病変部位への集積が認
められ、投与前の検査で認められている異常部位と一致す
る傾向にあったが、
疼痛部位とは一致しない例も認められた。
異なる２症例において結腸が抽出された。いずれも便秘傾
向のある例であったが、投与後消化器症状の出現は認めら
れなかった。
【結語】Sr-89 は骨代謝亢進部位によく集積す
ると思われたが、疼痛緩和とは必ずしも一致しないように
思われる。また便秘症例では投与後に下剤投与を考慮する
ことも必要と思われた。
10361
悪性リンパ腫に対する放射免疫療法
111
における Ｉｎ - ゼヴァリンの集積度
と治療効果
1
戸川 貴史 ，久山 順平 1
1
千葉がん核
【目的】悪性リンパ腫に対する放射免疫療法における１１１Ｉ
ｎ - ゼヴァリンの病巣への集積度を視覚的に判定し、治療
効果と関連があるかどうか検討した。
【方法】２００９年
１０月から２０１１年１月までに９０Ｙ -ゼヴァリンで放射
免疫療法を行った悪性リンパ腫６例を対象とした。病巣へ
の集積度を視覚的に４群に分類した。すなわち、Ｇ０：集
積なし、Ｇ１：病巣の一部に集積、Ｇ２：病巣全体に集積（血
管プール像と同程度）
、Ｇ３：病巣全体に集積（血管プー
ル像よりも高度）とした。治療前後の１８ＦＤＧ ＰＥＴＣ
Ｔを比較し治療後に集積が消失したものをＣＲ、明らかな
集積が残存するものをＰＲ、集積が変わらないものをＮＣ、
腫瘍が増大しているものをＰＤとした。
【結果】ＣＲは４
例であり内訳はＧ０が１例、Ｇ２が２例、Ｇ３が１例であっ
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た。ＮＣ、
ＰＤは各１例であり、
いずれもＧ１であった。
【結
論】腫瘍への１１１Ｉｎ -ゼヴァリンの集積度が良好であるも
のでは放射免疫療法の治療効果が得られる傾向が認められた。

治療後画像を比較することによって初回 I-131 治療での残
【結果】I-131
存甲状腺組織の ablation 達成率を評価した。
治療前の TSH 上昇が不十分であった 3 名は除外した。残り
の 26 名は、全例で治療日 TSH は 30mIU/L 以上であった。
26 人中 24 人（92.3%）で、初回 I-131 治療で残存甲状腺組織
のアブレーションが達成できた。今回の結果は、治療後か
ら甲状腺ホルモンを再開した場合でのアブレーション率に
関する過去の文献報告と比較して、同等のアブレーション
達成率であった。
【結論】I-131 治療の前日から甲状腺ホル
モンを再開しても、十分なアブレーション率を達成できる
ことが示された。

10130
悪性リンパ腫放射免疫療法における、
Y-90 標識抗体の制動放射線イメージ
ングの試み
1
石守 崇好 ，石橋 愛 1，山田 剛史 1，林 貴史 1，
渡邊 祐司 1
1
倉敷中央放
【目的】悪性リンパ腫に対する放射免疫療法において、
10180
Y-90 標識抗体の体内分布の、制動放射線の画像化による評
悪性甲状腺腫術後 remnant ablation
価を試みた。
の評価について：rhTSH 使用時の検
【対象・方法】2009 年 7 月から 2011 年 4 月までに放射免疫
討
療法を施行した 20 例。Y-90 標識抗 CD20 抗体投与後 3 時間・
1
野口 靖志 ，野口 志郎 2
18 時間に全身像を撮像。制動放射線条件として 81KeV±
1
野口病院放，2 野口病院外科
15% のエネルギーウィンドウを用いて撮像し（LEGP コリメー
rhTSH 使用時の血清 Tg 測定と放射性ヨードシンチグ
［目的］
タ使用）
、In-111 条件の画像と比較検討した。
ラムによる ablation の評価について検討した。
［対象・方法］
【結果】全例で制動放射線条件撮像により In-111 条件の撮
対象は ablation 後 6 ヶ月以上が経過した 12 例、男性 2 例、女
像と類似の体内分布が確認できた。薬剤標識率
（95% 〜
（14-61）
。12 症例中 11 例は LT4 剤補充
性 10 例、平均 49.2 歳
99%）の差異による影響はみられなかった。ただし 1 例では
下で血清 Tg 値が 1.0ng/ml 以下であった
（1 例：補充下 2.8
In-111 条件で検出できる病巣への集積は制動放射線条件で
ng/ml）。全ての症例で rhTSH を 2 日連日投与後、3 日目に
は検出できず、前週投与の In-111 標識抗体の影響、Y-90 標
5 日目に全身シンチグラフィー
識抗体投与から撮像までの時間、
制動放射線条件画像の画質、 放射性ヨード 155.9MBq 投与し、
を施行した。また、TSH 値及び血清 Tg 値を rhTSH 投与よ
などが関与している可能性が示唆された。
り 7-8 日連日測定した。
［結果］12 症例の 3 例には血清 Tg の
【結論】Y-90 標識抗体の制動放射線イメージングにより、
上昇はみられず、血清 Tg 値上昇が見られた 9 症例中血清
薬剤の確実な投与の確認、体内分布の確認、などに有用で
Tg 値のピークが 3 日目となった症例が 1 例、5 日目が 2 例、
ある可能性が示唆された。
6 日目が 4 例、7 日目が 2 例であった。血清 Tg の最高値は
21.8 ng/ml で、LT4 剤補充下で血清 Tg 値が 1.0ng/ml 以下の
10246
症例では 3.4ng/ml であった。シンチグラムは 12 症例全て陰
抗 ROBO1 抗体を用いた小細胞肺癌
性であった。
［結論］ ablation の評価は、rhTSH 使用時の血
に対する放射免疫療法の開発
1
1
1
清 Tg 測定と放射性ヨードシンチグラムで解離がみられ、
古山 桂太郎 ，藤原 健太郎 ，北田 孝幸 ，
1
1
1
どちらを用いて容易ではなかった。今後、更に検討が必要
荒井 拓也 ，高橋 美和子 ，百瀬 敏光
1
と考えた。
東大核
（SCLC）
など
膜タンパク質 ROBO1 は肝細胞癌や小細胞肺癌
10108
に特異的に高発現しているため、ROBO1 を標的とする放
外来診療における甲状腺癌全摘後 131I
射免疫療法
（RIT）の達成が期待されている。そこで本研究
64
アブレーション治療
では、SCLC マウスを導入し、小動物用 PET を用いて Cu
鈴木 邦仁 1，吉村 真奈 1，高橋 佳子 1，橋本 剛史 1，
標識抗 ROBO1 抗体の腫瘍への集積をin vivo で確認した後、
1
90
小泉 潔 ，徳植 公一 1
Y 標識抗 ROBO1 抗体による RIT を施行した。小動物用
1
東京医大放
PET 実験では、64Cu 標識抗 ROBO1 抗体を SCLC マウスに
（目的）残存甲状腺組織に対するアブレーションを目的と
投与し、3 日後まで吸入麻酔下にて経時的に PET 撮像を施
した 131I 内用療法を外来にて行った。1110MBq 投与時にお
行し、その画像から標識化抗体の腫瘍への集積を確認した。
けるアブレーションの成功率を検討した。
（方法）他臓器
また、収集データから腫瘍への集積や体内動態の定量的評
への転移がなく、甲状腺全摘術後にアブレーション治療が
価も行った。この結果を踏まえて施行した RIT 実験では、
90
行われた分化型甲状腺癌 39 例を対象とした。治療評価のた
Y 標識抗 ROBO1 抗体を SCLC マウスに対し 0.18 mCi の用
めの whole body scan （WBS） はアブレーション施行後の
量で投与し、腫瘍体積および血球数を測定したところ、腫
6-12 ヵ月に、甲状腺ホルモン剤の休薬もしくは組換えヒト
瘍の縮小が観察され、投与 20 日後には腫瘍体積は投与前の
甲状腺刺激ホルモン使用下で行った。同時にサイログロブ
6% まで減少し、血球数も投与 1 ヶ月後にはほぼ正常となっ
（ 結 果 ）WBS 陰 性 か つ TG：
リ ン（TG） 値 を 測 定 し た。
た。以上より、RIT 創薬における標識抗体の体内分布評価
90
10ng/ml 未満の症例は 20 例であり、アブレーションは完成
目 的 へ の 小 動 物 用 PET 撮 像 の 有 用 性 お よ び Y 標 識 抗
ROBO1 抗体を用いた SCLC への RIT の可能性が示唆された。 したと考えられた。WBS 陰性であるが TG：10ng/ml 以上
の症例は 14 例であり、潜在的な転移の存在もしくは甲状腺
組織の残存が示唆された。WBS で残存甲状腺への集積を
示した症例は５例でアブレーション治療の再施行が必要で
あると考えられた。
（結論）131I 1110MBq による甲状腺癌全
摘後アブレーションの成功率は WBS 陰性かつ TG：10ng/
第 6会場 10：00～ 11：00
ml 未満を成功の定義とすると 51.3％、WBS 陰性を示した
症例とすれば 87.2％であった。
10249
分化型甲状腺癌 I-131 治療時における
10258
治療 1 日前からの甲状腺ホルモン再開
分化型甲状腺癌に対する I-131 アブレー
萱野 大樹 1，稲木 杏吏 1，中村 文音 1，若林 大志 1，
1
1
1
ションと同時施行した FDG-PET：治
福岡 誠 ，滝 淳一 ，絹谷 清剛
1
療後のサイログロブリン値の変化
金大核
1
岩野 信吾 ，伊藤 信嗣 1，加藤 克彦 2，長縄 慎二 1
【目的】分化型甲状腺癌に対する I-131 治療について、I-131
1
名大放，2 名大放技
治療の前日から甲状腺ホルモンを再開することの有効性を
【目的】分化型甲状腺癌に対する I-131 アブレーションと同
検討した。
【方法】対象は分化型甲状腺癌に対して 12 カ月
時に FDG-PET を施行し、その結果とアブレーション後の
以内に初回と 2 回目の I-131 治療が施行された患者 29 名。
【方法】2003
サイログロブリン
（Tg）値の変化を検討した。
甲状腺ホルモン休薬による TSH 上昇を確認後、I-131 治療
の前日から甲状腺ホルモンを再開し、
I-131 治療を施行した。 年〜 2010 年に分化型甲状腺癌に対する甲状腺全摘術後のア
ブレーションを施行した症例のうち抗 Tg 抗体＞20UI/ml の
I-131 治療後撮像にて残存甲状腺組織の有無を調べ、2 回の
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症例を除外した 54 症例（男性 16、女性 38）を検討した。
国立精神・神経医療研究センター 放射線科
アブレーションと同時に施行した FDG-PET 所見と 3 〜 6 か
［目的］嗄声は声帯の器質的病変やその支配神経である反回
【結果】FDG-PET で陽性所見
月後の血清 Tg 値を比較した。
神経の障害によって生じる病態である。我々は、嗄声を生
頸部リンパ節：
を呈したのは 18 患者の 25 部位（甲状腺床：9、
じた患者における FDG-PET/CT の有用性について検討した。
12、縦隔リンパ節：3、腋下リンパ節：1）であった。16 か ［方法］声帯麻痺が喉頭鏡で確認され、FDG-PET/CT 撮影時
所のリンパ節のうち 5 か所だけがアブレーション後のシン
に嗄声を生じていた患者 61 名を対象とした。左右声帯の
チで放射性ヨードの集積を認めた。術後に Tg が陰性化し
FDG 集積（SUVmax）を測定し、さらに FDG-PET/CT 画像
陰性群の 60％で、 における病変存在部位の確認を行った。これらの結果を、
た症例（＜1.5ng/ml）は PET 陽性群の 28%、
PET 陽性群の方が有意に少なかった（p=0.026）。【結論】
喉頭鏡の結果と対比した。
［結果］声帯麻痺を生じた患者を
分化型甲状腺癌患者のアブレーションと同時に FDG-PET
病変部位によって 3 グループ（グループ 1：喉頭及びその
を施行することで残存病変を早期に検出することが可能で
周囲、グループ 2: 反回神経走行域、グループ 3：迷走神経
あり、アブレーション後の治療選択の一助になるものと考
の中枢側）に分けて検証を行った。グループ 1, 2 では左右
声帯への FDG 集積に有意差が確認され、グループ 1 は病変
えられた。
存在部位側の声帯、グループ 2 は障害を受けていない反回
10315
神経側の声帯が高かった。
［結論］
嗄声を生じた患者において、
甲状腺癌術後ヨード治療の結果予測；
声帯の FDG 集積から、麻痺声帯の客観的な評価が可能であ
所属リンパ節 FDG 集積による分析
り、さらに病変の部位の特定にも FDG-PET/CT は有用性を
磯田 拓郎 1，阿部 光一郎 1，馬場 眞吾 1，
示す。
1
2
1
丸岡 博保 ，佐々木 雅之 ，本田 浩
1
10073
九大臨放，2 九大保健
甲状腺原発悪性リンパ腫の超音波像
（目的）甲状腺癌術後ヨード治療症例において、初回治療
と FDG PET/CT との比較
時 FDG-PET 所見がヨード治療効果の予測因子となる可能
性について検討する（対象）甲状腺癌術後ヨード治療症例
中駄 邦博 1，河合 裕子 2，櫻井 正之 1
2
1
において、初回治療時に FDG-PET を施行し、すでにヨー
北光記念放， LSI 札幌クリニック
ド治療が終了している患者 48 症例（男：女＝15:33、年令 【目的】甲状腺原発悪性リンパ腫の治療前超音波所見と
22-67 才、中央値 56 才）を対象とした。（方法）患者を A 群
FDG-PET/CT 所見を比較する。【対象と方法】既知の橋本
病があり、増大する甲状腺腫を主訴として来院、病理診断
24 例（画像で残存病変無し、TG 低値）、B 群 10 例（残存病
が確定し、治療前に超音波
（US）と FDG-PET/CT を行った
、C 群 14 例 （残存病変あり、TG 高値）
の
変無し、TG 高値）
（ MALT リンパ腫 23 例 , DLBCL7 例 .
３群に分け、所属リンパ節の FDG 集積を比較した。最も高
悪性リンパ腫 30 症例
い FDG 集積を示すリンパ節を対象とした。
（結果）所属リ
男性 5 例 , 女性 24 例 . 年齢 42-78 歳）
を対象とした。
【結果】
（SUVmax）は、A 群 3.31、B 群 3.19、
, B）non-nodular and
ンパ節への FDG 集積
治療前の US 所見は A）nodular（n=17）
C 群 11.44 と非奏効例（C 群）でリンパ節への集積が高かった。 inhomogenous（n=9）, C）non-nodular and homogenous（n=4）
FDG 集積が高い症例（SUVmax＞5）は、A 群 3 例（12.5%）、 に分類した。A 群 17 例中、10 例（59%）が PET/CT で甲状腺
また、
への FDG 集積が nodular で、7 例
B 群 2 例（20%）、C 群 10 例（71%）であった。（結論）初回治
（41%）
は diffuse であった。
B 群と C 群は全例が diffuse であった。Nodular uptake と
療時の FDG-PET で所属リンパ節に高い集積を認める症例
diffuse uptake の間に SUV の有意差はみられなかった（8.1±
では、ヨード治療が奏効しない可能性が示唆された。
2.7, vs. 6.7±3.5）。【結論】おそらく合併する橋本病への
10210
FDG 集積のため US と PET/CT 所見の解離を認める症例が
全体の３割を占めた。甲状腺原発悪性リンパ腫においては
アイソトープ治療におけるリンパ球
超音波所見に関わらず、PET/CT では甲状腺へのびまん性
の放射線組織障害に関する検討
1
1
1
1
集積として示される事の方が多いので、画像所見の解釈に
道合 万里子 ，渡邉 直人 ，高橋 知子 ，谷口 充 ，
1
2
2
2
注意を要する。
利波 久雄 ，萱野 大樹 ，福岡 誠 ，絹谷 清剛
2
1
金沢医大放， 金沢大核
10391
小核試験は、一般に発癌性や突然変異の評価可能な検査法
で広く用いられている。以前より我々はアイソトープ治療
超音波検診により発見された甲状腺
に小核試験を用いてリンパ球に対する放射性組織障害に関
癌と F-18-FDG-PET
する検討を報告してきた。しかし、小核試験は DNA 損傷
道岸 隆敏 1，横山 邦彦 1，辻 志郎 1，大口 学 2
1
を間接的に検出する方法であり感度が低いと考えられ、よ
松任中央病院甲状腺，
2
り高感度の手法と考えられるγ-H2AX を用いる評価法を新
公立松任石川中央病院 放射線治療科
たな検討方法として確立を試みた。方法：基礎的検討とし 【目的】
女性のみを対象に超音波による甲状腺検診を実施し、
て正常者（７名）より採血した正常リンパ球を in vitro で段
主に 5mm 以上の充実性結節について精査した。甲状腺癌
階的に X 線照射を行い、固定したリンパ球をγ-H2AX で反
と診断された全例に F-18-FDG-PET/CT による全身検索を
応させ免疫染色し DNA 損傷個数を計測する。DNA 損傷個
実施した。
【結果】1813 名の受診者のうち 43 名（2.4%）
、
（X）との間には正の相関があることを
35 歳〜 71 歳に甲状腺癌が発見された。42 名の 47 病巣が乳
数
（Y）と外部照射量
確認し、標準線を求める。次に甲状腺ヨード治療を行った
頭癌、
1 名の 1 病巣が濾胞癌であった。FDG 集積は 24 名（56%）
５名に対し投与前後で採血を行い、基礎的検討と同様に免
（56%）に認め、17 名の 19 病巣では陰性、2 名 2 病
の 27 病巣
疫染色し DNA 損傷の個数を計測する。結果：甲状腺ヨー
巣は甲状腺全体のびまん性集積であった。リンパ節集積や、
ド治療前後で DNA 損傷個数は検出でき、標準線を用いて
遠隔転移を示唆する集積は認められなかった。このうち微
小甲状腺乳頭癌は 39 例の 44 病巣であり、
FDG 集積は 21 例（54%）
放射線量を定量できた。結論：アイソトープ治療における
（55%）であった。手術は 29 例に実施され、10 例
の 24 病巣
放射線組織障害は生物学的に定量可能である。
が経過観察中である。腺外浸潤は 26%（10 例 /39 例）
にみとめ、
（+） は 21%（8 例 /38 例、1 例は
全例が pEX1 であった。pN
LN 郭清なし）に認めた。【結語】5mm 以上の微小乳頭癌に
おいて、甲状腺外浸潤は約 1/5 と少なかった。また、FDGPET のみによる検診では、5mm 以上の微小甲状腺乳頭癌の
第 6会場 13：30～ 14：40
半数近くが見逃される可能性があると推測された。
10096
嗄 声 を 生 じ た 患 者 に お け る FDGPET/CT の有用性の検討
1
南本 亮吾 ，窪田 和雄 1，諸岡 都 1，岡崎 百子 1，
2
田山 二朗 ，伊藤 公輝 3，田口 好晃 1，三本 拓也 1，
川口 晋吾 1，佐藤 敬 1
1
国際医療セ 核，2 国際医療セ 耳鼻咽喉，
3
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10312
I 治療により寛解した甲状腺がん骨
18
転移の再発検出に FDG PETCT が有
用であった１例
1
戸川 貴史 ，久山 順平 1
1
千葉がん核
【はじめに】計５回 / ５年間の 131 Ｉ治療（総投与量５００ｍ
Ｃｉ）により一旦消失した胸骨転移が寛解 5 年後に再発し
18
ＦＤＧ ＰＥＴＣＴにて検出し得た症例を報告する。
【症
例】症例は６７歳、女性、濾胞腺がんである。１１年前に
右第７肋骨腫瘍で発症し肋骨切除術を受けた。組織学的検
索で甲状腺原発であることが判明し、甲状腺全摘術後 5 年
間に計５回の内照射療法を行った
（総投与量 ５００ｍＣｉ）
。
胸骨転移巣への 131 Ｉ集積は最終治療の２年後に消失し最終
131
治療４年後でも集積は陰性であった。初回 Ｉ治療から１
０年後に胸痛を訴え 18 ＦＤＧ ＰＥＴＣＴを撮像し胸骨へ
の 18 ＦＤＧ集積を認め胸骨転移の再発と診断された。胸骨
切除術を受け組織学的に濾胞腺がんの再発が確認された。
【結
語】複数回の 131 Ｉ治療によって一旦寛解した胸骨転移の再
18
発巣の検出に ＦＤＧ ＰＥＴＣＴは有用であった。

M3VIC4

131

50018
眼窩領域の F-18-FDG PET/CT の有
用性と限界
菅 一能 1，松永 尚文 2，徳田 修 2
1
セントヒル病院 放射線科，2 山口大放
【目的】眼窩領域には、発生頻度は他臓器腫瘍に比し少な
いが、涙腺、神経原性腫瘍など腫瘍性病変、悪性リンパ腫
などのリンパ増殖性疾患の他、眼窩炎性偽腫瘍など炎症性
病変、眼瞼，副鼻腔，頭蓋など隣接組織から続発性に生じ
る腫瘍性病変や転移腫瘍も起きる。画像診断ではＣＴ、Ｍ
ＲＩが重要な役割を果たしているが、腫瘍病変、炎症性病
変ともに FDG は集積し FDG PET ／ CT も有用性があると考
えられる。
【方法】眼窩内と周辺組織病変を有した 19 患者
19 病変（原発性眼窩腫瘍 続発性腫瘍 ,炎症性疾患）を対象に、
FDG PET ／ CT 検査の臨床的有用性と限界を検討した。【結
果と結論】FDG PET/CT は眼窩領域の悪性病変の検出や局
在に有用であったが、炎症性偽腫瘍などの炎症性病変にも
しばしば高集積を示し鑑別には注意を要する。MALT リン
パ腫やミクリクツ病では、病変の全身性の広がり評価に有
用であった。

M3VIC5

10303
頭頚部癌に対する放射線治療経過に
おける低酸素と糖代謝の変化
岡本 祥三 1，安田 耕一 2，志賀 哲 1，竹井 俊樹 1，
4
孫田 恵一 ，久下 裕司 3，白土 博樹 2，玉木 長良 1
1
北大核，
2
北海道大学大学院 医学研究科 病態情報学講座 放射線医学分野，
3
北海道大学 アイソトープ総合センター，
4
北海道大学病院 放射線部
目的：18F-FMISO PET は腫瘍の低酸素 imaging 検査として
知られているが、放射線照開始後の低酸素状態の変化につ
いてはあまり解明されていない。今回我々は、頭頚部癌に
対する FMISO 集積の IMRT 開始後の変化を FDG 集積と比
較 し 検 討 し た。 方 法： 未 治 療 の 頭 頚 部 癌 患 者 に 対 し、
IMRT 治療前・治療中・治療後に FMISO-PET と FDG-PET
を行った。SUVmax を用いて治療の経過における FMISO
と FDG の集積の変化を解析した。結果：７例がプロトコル
を完遂した。FMISO-PET における SUVmax は治療前が 2.1
±0.7、治療中が 1.5±0.2、治療後が 1.3±0.3 であった。一
方 FDG-PET における SUVmax は治療前が 15.7±6.3、治療
中が 6.5±3.2、治療後が 285±1.2 であった。FMISO は治療
中に集積がほぼ消失しているのに対して、FDG は治療中に
は明らかな集積残存が見られた。結論：IMRT により、腫
瘍内の再酸素化が糖代謝の消失よりも先行して見られた。

M3VIC6

50009
Correlation of FDG PET, I-131 scan
and serum thyroglobulin （Tg） in
patients died of or with imminent
death from advanced differentiated
thyroid cancers（DTC）
Daniel H. Y. Shen 1，LF Lin 1，CY Cheng 1
1
Dept. of Nuc. Med, Tri-Service General Hospital
The aim of this retrospective study was to investigate the PET
features of patients died of or with imminent death from
advanced DTC, as compared to their I-131 scan and Tg level.
From 2003 to 2010, a total of 872 patients with DTC were
referred for high-dose I131 treatment and 127 of them
underwent FDG PET due to suspected I-131 negative lesions
or high serum Tg level. Of the 17 patients with cancer-related
deaths or imminent deaths, nine （53%）patients had distant
metastases of at least two organs, five（29%）patients had lung
metastases only whereas the rest three did not reveal any FDGavid metastasis but regional tumors invading trachea. The FDG
uptake within main tumor for each death or dying case varied
with SUVmax of 1.5~22.4 and the serum Tg level also varied
greatly from 3.5 to >25000 ng/mL. As compared to the
pertinent I-131 scans, most FDG-avid bony lesions showed
appreciable I-131 avidity while the other FDG-avid lesions
showed very little iodine uptake.

M3VIC7

腫瘍：PET臨床 リンパ腫・骨髄腫
第 6会場

14：40～ 15：40

10087
悪 性 リ ン パ 腫 経 過 観 察 中 の FDGPET/CT 所見と血中可溶性 IL-2 レセプ
ター値の関係性
1
山田 剛史 ，石守 崇好 1，石橋 愛 1，渡邊 祐司 1
1
倉敷中央放
【目的】悪性リンパ腫の経過観察における FDG-PET/CT 所
見と血中可溶性 IL-2 レセプター
（sIL-2R）値の関係性につい
て検討した。
【対象・方法】悪性リンパ腫と診断され、経過観察目的の
PET/CT を施行した 488 例。延べ 1562 回の PET/CT 所見およ
び同時期の sIL-2R 値（cut off 値 500U/ml）の判定を後ろ向
きに比較検討した。
【成績】PET/CT 陽性 513 例、
陰性 1049 例、
sIL-2R 陽性 520 例、
陰性 1042 例であった。sIL-2R 陽性例中 PET/CT 陽性 51%・
陰性 49%、sIL-2R 陰性例中 PET/CT 陽性 24%・陰性 76% で、
両検査の判定一致率は 68% であった。PET/CT 判定を基準
とした sIL-2R の感度特異度は 52%,76% であった、
【結論】経過観察中に sIL-2R 値で PET/CT 所見の完全な予
測は困難であるが、sIL-2R 高値の場合は PET/CT 陽性率が
高く、検査の必要性が高まる。

M3VID1

10036
悪性リンパ腫と良性リンパ節との鑑
別における FDG-PET/CT 早期・後期
像撮像の有用性
1
中山 理寛 ，沖崎 貴琢 1，石戸谷 俊太 1，油野 民雄 1
1
旭川医大放
【目的】FDG-PET/CT は悪性リンパ腫診断に多く用いられ
ているが、集積が比較的低値の場合には良性リンパ節との
鑑別に苦慮することは少なくない。今回悪性リンパ腫病変
と良性リンパ節における後期像撮影の診断への有用性を検
討した。
【方法】 12 例の悪性リンパ腫患者及び 16 例の良性
リンパ節へ集積を認めた他疾患患者全例に FDG-PET/CT を
逐次計 2 回施行（投与 50 分後と 100 分後）した。早期像の
SUVmax が 5.0 以下であった悪性リンパ腫 30 病変、49 の良
性リンパ節を対象とし、早期と後期像におけるリンパ節の
SUVmax、 そ の 差 分（deltaSUVmax）及 び 平 均 変 化 率
（%deltaSUVmax）
を算出し、これらの値の相関を評価した。
【結果】 悪性リンパ腫病変では良性リンパ節に比較し、後
、deltaSUVmax（P＜0.0001）
期 像 の SUVmax（P＜0.005）
及び %deltaSUVmax（P＜0.0005）が有意に高かった。早
【結論】 FDG期像の SUVmax では有意差は認めなかった。

M3VID2
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PET/CT におけるリンパ節への集積が比較的低値の場合には、
後期像を追加撮像することで悪性リンパ腫の鑑別診断に有
用な可能性が示唆された。
10305
メソトレキセート関連リンパ増殖性
疾患における治療前後の FDG-PET 所
見の変化
1
内田 佳孝 ，内山 勝弘 1
1
山王病院 PET センター
症例は 60 歳代前半の女性。強直性脊椎炎に対してメトト
レキサートとレミケードによる治療中に発熱と頚部リンパ
節腫大が出現したため、診断目的で FDG-PET を施行した
ところ頚部だけでなく胸腹部などの全身のリンパ節腫大と
FDG の強い集積亢進所見を認め、他にも脾臓や肝臓などに
も FDG の異常集積を認めた。その後、他の各種所見とあわ
せてメソトレキセート関連リンパ増殖性疾患の診断を受け
たため、メソトレキセートを休薬したところ各種臨床症状
は大幅に改善した。今回治療前後に FDG-PET 検査を行い
所見の大幅な変化を認めたため、若干の文献的考察を加え
て報告する。

M3VID3

10051
多発性骨髄腫の FDG-PET、メチオニ
ン PET、チミジン PET の比較検討
岡崎 百子 1，窪田 和雄 1，諸岡 都 1，南本 亮吾 1，
1
伊藤 公輝 ，三輪 哲義 1 , 2
1
国立国際医療セ，2 国立国際医療セ 血内
【目的】多発性骨髄腫に FDG-PET/CT は有用とされ、保険
適応になっている。一方骨髄腫のγグロブリン産生を反映
するメチオニン PET や核酸合成能を反映するチミジン PET
の有用性は確立されておらず、その有用性について比較検
討した。
【方法】FDG、メチオニンの PET/CT を施行した多
発性骨髄腫の患者 10 例を対象とした。うち 5 名はチミジン
PET/CT も施行した。それぞれの PET/CT において、CT で
骨病変の見られた部位の活動性について比較検討した。
【結
果】10 症例中、多発性骨髄腫の診断において FDG が他の
薬剤と同等であったのが 5 症例、FDG よりも他の薬剤がよ
り多くの病変を検出したものが 4 例、他の薬剤よりも FDG
がより多くの病変を検出したものが 1 例であった。10 例中
4 例で、FDG と比較して、他の薬剤に有用性が認められた。
【結語】多発性骨髄腫において、メチオニン、チミジンは
有用であると考えられた。しかし、いずれも正常の骨髄へ
の集積があり、病変との区別において、今後さらなる検討
が必要である。

M3VID4

10325
FAMT-PET/CT の多発性骨髄腫に対
する有用性について：FDG-PET/CT
との比較・検討
1
中野 祥子 ，有坂 有紀子 1，樋口 徹也 1 , 2，
富永 英之 2，山口 藍子 3，宮下 剛 1 , 4，石北 朋宏 4，
嶋田 博孝 5，大竹 英則 5，織内 昇 1
1
群馬大核，2 群馬大分子画像学，
3
群馬大バイオイメージング情報解析，
4
群馬大顎口腔科学，5 群馬大付属病院放射線部
PurposeWe evaluated the additional value of［F-18］alphamethyl tyrosine （FAMT） in the evaluation of multiple
myeloma （MM） and compared with FDG.Materials and
Methods FAMT and FDG-PET were performed in 8 MM
patients. FDG positive lesions was analyzed using SUV
analysis. Average SUV are set on aortic arch as mediastinal
background SUV and on normal bone marrow to calculate the
lesion to mediastinum ratio（L/M ratio）and lesion to bone
marrow ratio（L/B ratio）in both FDG and FAMT and those
values were compared by student t- test.ResultsTotally 34
lesions with positive FDG uptake were defined. There were no
significant change in L/M ratio. FAMT uptake was lower than
FDG but it showed definite FAMT uptake in most FDG avid
MM lesion.ConclusionEquivalent semi-quantitative value was
obtained using L/M ration and its application as monitoring
tool of MM is expected in future study.

M3VID5
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10160
大腸悪性リンパ腫のＦＤＧ - ＰＥＴと
ＣＴ診断
河 相吉 1，上埜 泰寛 1，菅野 渉平 2，宇都宮 啓太 2，
2
澤田 敏
1
関西医大枚方核医学，2 関西医大放
大腸悪性リンパ腫の画像診断は内視鏡検査が主であり、Ｘ
線検査とくにＣＴ、ＦＤＧ - ＰＥＴにおける画像所見の検
討は十分ではない。大腸悪性リンパ腫におけるＦＤＧ - Ｐ
ＥＴ / ＣＴ所見の特徴を明らかにすることを目的とした。
対象は当院においてＦＤＧ -ＰＥＴ / ＣＴ検査が施行された
大腸悪性リンパ腫 16 例である。病変の部位、SUVmax、大
きさを観察し、肉眼型分類を試みた。主な組織型はびまん
性大細胞 B 細胞性リンパ腫であった。部位は直腸・S 字結
腸 7 例が最も多く、次いで全結腸であった。SUVmax は、5.0
以下 4 例、10.0 以下 4 例、10.1 以上 7 例であり、1 例は診断
困難であった。大きさは評価し得た 11 例中 5 例で 7cm を越
えた。病変の肉眼型は塊状腫瘤型
（9 例）
、び漫浸潤型
（4 例）
、
限局隆起型
（2 例）に分類できた。リンパ節病変は 10 例、大
腸以外の節外病変は 8 例に認められた。大腸悪性リンパ腫
の肉眼型は塊状腫瘤型、び慢浸潤型が多く、リンパ節病変、
他の節外病変と併せて診断的特徴であると考えられた。

M3VID6

炎症・肉芽腫

第 6会場

15：40～ 16：40

10058
Tc アプロチニンシンチグラフィー
によるアミロイドイメージング
南本 亮吾 1，窪田 和雄 1，諸岡 都 1，岡崎 百子 1，
2
伊藤 公輝 ，中島 和彦 1，三本 拓也 1，田口 好晃 1，
川口 晋吾 1，佐藤 敬 1
1
国際医療セ 核，2 国立精神神経医療セ
99m
Tc-アプロチニンはアミロイドへの特異性が高く、
［目的］
特に心アミロイドーシスの判別に有用とされている。我々は、
99m
Tc- アプロチニンの生理的分布とアミロイドーシス患者
における検出能を検討した。
［方法］アミロイド沈着が強く
疑われた計 12 症例に 99mTc アプロチニン検査を行った。
99m
Tc-アプロチニンを 740MBq 投与後、90 分より全身プラナー
像を撮影し、SPECT 像を追加した。これらの結果を血清ア
99m
［結果］
Tc- ア
ミロイド（SAA）値と比較検討を行った。
プロチニンは、肝臓、脾臓、腎臓、膀胱に生理的な集積が
認められた。心アミロイドーシスの検出に有用性があると
考えられた一方で、生理的集積が認められる部位における
評価は非常に困難であった。関節リウマチ患者では関節に
おける有意な集積が認められた。SAA は 99mTc-アプロチニ
ン検査陽性例で優位に上昇していた。
［結論］対象を明確に
したアミロイド沈着の検出に関して 99mTc- アプロチニン検
査は有用性があると考えられた。

M3VIE1

99m

10054
関節・腱付着部の FDG 集積：健常人
の加齢変化について
窪田 和雄 1，南本 亮吾 1，諸岡 都 1，岡崎 百子 1，
2
伊藤 公輝 ，宮田 陽子 3，三本 拓也 1，佐藤 敬 1
1
国立国際医療セ，2 国立精神神経セ 放，
3
メディチェック画像診断セ
これまで FDGPET によるリウマチなど関節炎の診断を報告
してきたが、
正常加齢変化の範囲と疾患の違いが不明確であっ
た。
【目的】健常者における関節・腱付着部のＦＤＧ集積
が加齢によりどの程度変化するかを調べ、疾患との違いを
明らかにすること。
【方法】症状がなく病的所見がないと
診断された 30 歳台、50 歳台、70 歳台の人間ドックなどの
ボランティアの FDGPET 画像の関節・腱付着部の SUV を
測定し、年齢による変化を調べた。
【結果】胸鎖関節や、
頸椎、胸椎の椎間関節、仙腸関節の加齢変化は乏しかった。
肩甲下極や腸骨陵の腱付着部にも正常者では所見がなかった。
肩関節周囲、股関節周囲、大転子、坐骨結節、腰椎椎間関
節は高齢者で集積が高くなる傾向が明らかであった。【結論】
関節疾患の PET 所見の評価には正常加齢所見を理解する必
要がある。
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10057
菊池病における FDG-PET でのリンパ
節集積の検討
常山 奈央 1，渡邉 直人 1，谷口 充 1，高橋 知子 1，
1
利波 久雄
1
金沢医大放
亜急性壊死性リンパ節炎（菊池病）は稀な、原因不明の疾
患であり、これまで PET におけるリンパ節での FDG の高
い集積が指摘されてきた。我々は臨床経過から菊池病が疑
われた、11 〜 39 才の男女 4 例（女性 1 例、男性 3 例）の
PET における、リンパ節集積の傾向について検討した。
FDG 集積は 4 例中 4 例で陽性であり、集積の部位はそれぞ
れ以下のようであった。症例 1:13 才女児・右頚部リンパ節
症例 2:39 才男性・右頚部、肝門部リンパ節 症例 3:26 才
男性・両側頚部、両側腋下、右縦隔、腹部リンパ節 症例 4:11
才男児・右縦隔、腹部から右頚部、両側頚部へと経時的に
集積部位が拡大。全例において、FDG 集積の多くが頚部で
認められた。FDG‐PET は菊池病の病変の評価に有用であ
る可能性が示唆された。

M3VIE3

10106
心臓サルコイドーシス診断における
Ga シンチグラフィと造影 MRI の検討
菅 剛 1，野間 恵之 1，御前 隆 1，魚谷 健祐 1，
1
中林 美日
1
天理よろづ放
（Ga）
【目的】
心臓サルコイドーシス診断における 67 ガリウム
シンチグラフィの診断能を検討し、同時に比較可能な造影
MRI 所見とも対比した。【方法】1999 年 11 月から 2010 年
11 月までに、心臓サルコイドーシス診断目的で Ga シンチ
検査を施行された 34 人を対象とし、診断精度を検討した。
また、造影 MRI 検査が併用された 15 人については、二つ
のモダリティの所見を比較した。
【成績】34 人中、11 人が
心臓サルコイドーシスと診断された。Ga シンチによる感
度は 36%
（4/11）
、
特異度は 100%
（23/23）
、
正診率は 79%
（27/34）
で、偽陰性例が 7 例で存在した。一方 MRI による感度は
75%（3/4）と比較的高かった。二つのモダリティの比較では、
Ga シンチ偽陰性例一例で、MRI により心臓サルコイドー
シス所見を描出し得たが、
陽性率には有意差は見られなかっ
た
（p=0.48）
。
【結論】Ga シンチでは偽陰性症例が一定に存
在した。他のモダリティの併用による有用性についてはさ
らなる検討を要すると考える。

M3VIE4

10184
胃排出シンチグラフィによる糖尿病
性胃腸症の評価
小谷 晃平 1，川村 悦史 2，吉田 敦史 1，東山 滋明 1，
1
河邉 讓治 ，川野 直也 3，森岡 与明 3，森 克仁 3，
絵本 正憲 3，稲葉 雅章 3，塩見 進 1
1
大阪市大核医学，2 同 肝胆膵内科，
3
同 代謝内分泌内科
【目的】糖尿病ではしばしば胃腸障害を呈することが知ら
れている。今回、糖尿病における胃排出能を、胃排出シン
チグラフィを用いて検討した。
【方法】血糖コントロール不良の糖尿病患者 32 例を対象と
した。全例に Tc-99m-DTPA 37MBq 添加ワッフル検査食を
用いた胃排出シンチグラフィを行った。検査食摂取後 0 分
から 120 分まで経時的に撮像し、胃全体および胃近位・胃
（T1/2）
を計測した。
遠位 RI カウントが 50% になるまでの時間
T1/2 と糖尿病関連因子との相関を検討した。
【結果】女性が男性よりも胃全体 T1/2 が延長する傾向が認
められた
（113 ± 29 vs. 94 ± 34 min, p=0.062）
。胃全体 T1/2
は、足関節上腕血圧比
（ABI（
）r=-0.496, p=0.005）と負の相
）r=0.446,
関を認め、頸動脈内膜中膜複合体肥厚度
（IMT（
p=0.012）と正の相関を認めた。その他の糖尿病関連因子（罹
病期間、空腹時血糖、HbA1c 等）との間には相関は認めら
れなかった。
【結語】糖尿病患者では血管障害合併例にて胃排出が遅延
する可能性が示唆された。

M3VIE5

10034
超音波所見が正常の無痛性甲状腺炎
における甲状腺シンチグラフイ
中駄 邦博 1，櫻井 正之 1，松本 高雪 2
2
1
北光記念病， 新日鉄室蘭総合病院
【目的】急性期の超音波検査で炎症を疑う所見を示さなかっ
た無痛性甲状腺炎の甲状腺シンチグラフイ所見を報告する。
【成績】生化学的に甲状腺機能亢進症を認め、超音波検査
（男性 5 名、女性 2 名。年齢は
を施行した 327 症例中 7 例
27-62 歳）で、受診時の主訴は動悸で 2 例では心房細動を合
併していた。TRAb（第三世代）は一例を除き陰性、白血
球数と CRP は全例で陰性であった。頸部の圧迫感、圧痛や
自発痛は認めなかった。超音波では７例とも甲状腺内には
結節や低エコー領域は認めず、Doppler での血流信号も正
常と考えられた。一方、同時期に施行された Tc 甲状腺シン
チグラフイでは全ての症例が甲状腺の Tc の集積の瀰漫性低
下を示し、摂取率も低値であった。甲状腺機能正常化後の
再検では甲状腺へ Tc の集積は全例で回復していた。超音波
では５例で急性期よりも甲状腺のサイズの縮小みられた。
即ち、retrospective にみて判断できる軽度の腫大が唯一の
所見であった。
【結論】エコーでは異常所見を示さない無
痛性甲状腺炎でも甲状腺シンチグラムでは典型的な所見を
呈する。

M3VIE6

脳： 神経伝達

第 7会場

9：00～ 10：00

10104
ドーパミン D2 受容体部分アゴニスト
抗精神病薬によるドーパミン D2 受容
体占有率の脳内局所差に関する検討
1,2
高畑 圭輔 ，伊藤 浩 1，高野 晴成 1，木村 泰之 1，
1
藤原 広臨 ，小高 文聰 1，須原 徹也 1
1
放医研分子イメージング，2 慶大精神科
非定型抗精神病薬は、定型抗精神病薬に比べて錐体外路症
状の発現率が低いにも関わらず、同等の臨床効果を示すと
されており、その理由として、非定型抗精神病薬が大脳辺
縁系の D2 受容体の選択的に遮断するという仮説が提唱され
ている。本研究では、非定型抗精神病薬の一つであるドー
パミン D2 受容体部分アゴニスト抗精神病薬による D2 受容
体占有率の脳内局所差の有無を検討した。男性健常者 5 名
を対象に、未服薬状態と部分アゴニスト抗精神病薬である
アリピプラゾール
（6mg）服薬後で
［C-11］
raclopride および
［C-11］
FLB457 による PET 検査を施行し、線条体および線
条体外のドーパミン D2 受容体占有率を測定した。各部位の
占有率は、線条体で 71%±3%、線条体外では視床で 58%
±9%、前頭葉で 53%±9%、側頭葉で 58%±3%、頭頂葉で
58%±5% であり、辺縁系などの線条体外での占有率が線
条体よりも高いとは言えず、線条体外における占有率にも
明らかな脳内局所差はみられなかった。以上、部分アゴニ
スト抗精神病薬における辺縁系に選択的なレセプター占有
を支持する結果は得られなかった。

M3VIIA1

10136
健常人におけるドーパミン D2/3 受容
体結合能の脳内局所間での相関につ
いて
1
小高 文聰 ，伊藤 浩 1，藤原 広臨 1，木村 泰之 1，
高野 晴成 1，島田 斉 1，須原 哲也 1
1
放医研・分子イメージング
ドーパミン
（DA）作動性神経系における A9 神経系は中脳腹
側被蓋野から腹側線条体および大脳皮質に、A10 神経系は
黒質から背側線条体に DA 神経を投射する。一方、後シナ
（D2/3R）
結合能は受容体密度を反映するが、
プス DAD2/3 受容体
D2/3R 結合能の脳内局所間での相関における DA 神経投射元
の関与についてはよく探索されていない。本研究では
20-39 才の 22 名の健常男性を対象に D2/3R 結合能の脳内局
所 間 で の 相 関 を 探 索 し た。 ［11C］
raclopride お よ び［11C］
FLB457 による PET 撮像を同日に施行し、SPM を用いて背
側および腹側線条体と大脳皮質の各領域との相関解析をボ
クセル単位で施行した。線条体と大脳皮質は全領域におい
て強い相関関係を示しが、偏相関解析では腹側線条体のみ
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に内側前頭前野および後部帯状回の相関を認めた。D2/3R
結合能の脳内局所間での相関には DA 神経の投射元が共通
であるか否かが関与している可能性があると考えられた。
10056
抗うつ薬による脳内セロトニン、ノ
ルアドレナリントランスポ－タ－の
占有率のＰＥＴによる測定
1
1
1
高野 晶寛 ， ， ， 1
1
カロリンスカ研 臨神

M3VIIA3

Antidepressive drugs are considered to show pharmacological
effects though monoamine systems. In this PET study we
aimed to measure in vivo occupancy of SERT and NET by two
combined serotonin and norepinephrine reuptake inhibitors
（SNRIs）
, venlafaxine and milnacipran, in nonhuman primates.
Dynamic PET measurements with［11C］MADAM and［18F］
FMeNER-D2 were performed for two female cynomolgus
monkeys using the High Resolution Research Tomograph
（HRRT）system at baseline and several doses of pretreatment
conditions. Both SERT and NET occupancy by venlafaxine
and milnacipran increased in a dose and plasma concentration
dependent manner. Similar affinity for SERT and NET were
shown for both antidepressants. PET occupancy investigation
would help to characterize antidepressants in vivo.
10035
ヒト脳におけるニコチン受容体リガ
18
2FA 結合の簡便評価法の検
ンド［ F］
討
1
1
尾内 康臣 ，小川 美香子 ，二ッ橋 昌実 3，
斉藤 有里子 1，吉川 悦次 3，管野 敏彦 4，
谷崎 康夫 4，岡田 裕之 3，鳥塚 達郎 2，間賀田 泰寛 1
1
浜医大 MPR セ，2 浜医大子どもセ，3 浜松ホトニクス，
4
浜松医療セ
2FA はニコチン受容体のα4β2 サブタイプのアゴニス
［18F］
トである。これまでヒト脳内のα4β2 受容体分布は視床、
橋、
中脳で高く、小脳や線条体で低く、淡蒼球と脳梁でほとん
18
2FA の結合は遅く平衡に達するのは
どないとされる。
［ F］
投与後 3 〜 4 時間で長時間の撮影が必要であることからよ
り簡便な撮影法が望ましい。今回、2TCM のフィッティン
グ法で求めた BP を基準にして、非侵襲 Logan 法 による
BPnd と 3 時間半から 4 時間の分布画像より求めた組織参照
比 BPeq との相関を調べて、簡便評価法が可能か検討した。
PET は投与開始 2 時間と 3 時間半からの 30 分間の連続撮像
を行い、2 時間連続動脈採血と TLC 代謝物解析を行い、3
時間半からは静脈採血を行った。その結果、脳梁と淡蒼球
を参照領域とする場合、淡蒼球では ROI 設定が困難なため、
PET では非現実的であった。脳梁を参照とする BPeq は BP
とよく相関しており、
簡便法として利用できることがわかっ
2FA のニコチン受容体検査では、長時間安静を
た。 ［18F］
保てない患者でも BPeq を使うことでニコチン受容体機能
を評価することが可能である。

M3VIIA4

10039
末梢性ベンゾジアゼピン受容体 / 輸送
蛋白（18kDa） PET による脳内活性化
ミクログリアの評価―毒性転換との
関係
野村 昌彦 1，外山 宏 1，籏野 健太郎 2，山田 貴史 2，
1
太田 誠一朗 ，片田 和広 1，伊藤 健吾 2
1
保衛大放，2 長寿研脳機能画像
ラット脳傷害モデルに LPS を投与し、神経障害性の増強と
/ 輸送蛋白（18kDa（
）TSPO）
末梢性ベンゾジアゼピン受容体
（PBR）
リガンド PET 所見を、ドーパミントランスポーター PET と
ともに検討した。方法：ラット右線条体へ 6-OHDA を注入
し傷害モデルを作成、3 日後、半数に LPS を腹腔内投与した。
4 日後、ドーパミントランスポーター PET 製剤（11C-βCFT）を、
（18F-FEPPA）
をそれぞれ静注後
その後 PBR/TSPO PET 製剤
とドー
撮像した。撮像後脳を摘出、
活性化ミクログリア
（MI）
パミン神経線維の免疫染色、炎症性サイトカインの遺伝子
解析、線条体ドーパミン含量を測定した。結果 :LPS 投与で
は非投与に比べ傷害側線条体の活性化 MI が多かった。炎
症性サイトカインは傷害側で多く発現し、LPS 投与では非

M3VIIA5



347

投与に比べ増幅され、特に傷害側で増幅が大きかった。
11
C-βCFT PET で LPS 非投与，投与ともに傷害側に集積低
下を認めたが、18F-FEPPA PET では LPS 投与で非投与より
集積増加を認めた。結論 : 脳傷害ラットで、LPS 腹腔内投
与により MI がさらに活性化するだけでなく、毒性転換が
増強すると考えられた。
10068
高分解能半導体 PET が明らかにする
赤核と対側小脳の代謝相関
平田 健司 1，服部 直也 1，志賀 哲 1，竹内 渉 2，
2
森本 裕一 ，梅垣 菊男 2，寺坂 俊介 3，小林 浩之 3，
山口 秀 3，玉木 長良 1
1
北大核，2 日立製作所，3 北大脳外
背景：中脳赤核は対側小脳と線維連絡があり運動障害の責
任病変たりえるが、赤核はサイズが小さく PET での画像化
はこれまで困難だった。我々が開発した半導体 PET は高い
空間分解能
（視野中心 FWHM=2.3mm）によって赤核を描出
できる可能性があるため、
今回小脳と赤核の代謝を比較した。
方法：31 人の大脳神経膠腫症例に対し FDG 400MBq 投与 1
時間後に半導体 PET で 3D エミッション収集 30 分と 137Cs ト
ランスミッション収集 3 分を行った。Maximum a posteriori
法で再構成後、MRI と重ねて赤核の SUVmax、小脳半球の
SUVmean を測定した。asymmetry index＞0.05 を crossed
cerebellar diaschisis（CCD）と定義した。結果：SUV は腫瘍
。
側赤核と対側小脳で良好に相関した
（R=0.89, P＜0.001）
CCD を有する 21 例では腫瘍側赤核は対側に比べて有意に
低集積であった
（SUVmax:5.89±1.22 vs 6.42±1.45, p＜0.01）
が、
CCD のない 10 例では赤核に左右差がなかった（SUVmax:7.37
±1.24 vs 7.41±1.05, NS）
。結論：半導体 PET は赤核と対側
小脳の理論的代謝相関を示すことができ、赤核の病態評価
に有用と考えられる。

M3VIIA6

脳：てんかん パーキンソン
第 7会場

10：00～ 11：00

10231
内側側頭葉型癲癇症例の発作間欠期
画像における Asymmetry Index を応
用した脳画像統計解析法の有用性
1,2,3
相馬 努
，百瀬 敏光 2，高橋 美和子 2，
3
村瀬 研也 ，大友 邦 2
1
ＦＲＩソ開，2 東大放，3 大阪大医
【目的】内側側頭葉型癲癇の発作間欠期画像に対して、以
前報告した Asymmetry Index（AI）を応用した解剖学的標準
化脳画像統計解析法を適応することによる有用性を検討した。
【方法】側頭葉内側の焦点切除術を施行し、術後２年で予
後判定を実施した症例を対象とした。解剖学的標準化を行っ
た核医学画像に対して全脳平均を用いたカウント正規化画
像および AI 画像を作成し、被験者と正常者群の間で voxel
by voxel で統計値を算出し、統計画像として検討を行った。
【結果・結論】AI を応用した方法を用いることで焦点部位
検出能が向上した。また、全脳平均を用いてのカウント正
規化法と併用することで、両側で低下している症例につい
ても情報を得ることができる。

M3VIIB1

10232
内側型側頭葉てんかん症例の発作間
欠期画像における Asymmetry 解析法
の術後予後予測における有用性
1
高橋 ミワコ ，相馬 努 2，古山 桂太郎 2，
3
川合 謙介 ，大友 邦 1 , 2，百瀬 敏光 1 , 2
1
東大放，2 東大院，3 東大脳外
【目的】内側型側頭葉てんかんの発作間欠期画像に対し、
Asymmetry Index（AI）を応用した解剖学的標準化脳画像
統計解析法を用いて、術後の発作予後予測における有用性
を検討した。
【方法】側頭葉内側の焦点外科加療を施行し、
術後 2 年で予後判定を実施した症例を対象とした。Engel
Class1 を良好群（18 症例）、これ以外を非良好群（12 症例）
とした。AI 画像を作成し、正常群との比較を行い、統計画
像を作成し、各群の比較を行った。
【結果】AI を応用した

M3VIIB2

― S285 ―

11一般演題抄録.indd

285

2011/08/29

14:07:18

第 51 回日本核医学会学術総会

348

方法を用いることで、両群の術前における核医学画像に有
意な差が得られ、術後の予後予測に役立つ可能性が示唆さ
れた。
10194
Parkinson 病、DLBD/PDD の 統 計 解
析 診 断 に お け る SPECT 単 独 診 断
vsSPECT-CT 併用診断
1
佐藤 英尊 ，水村 直 2，桑子 智之 1，汲田 伸一郎 1
2
1
日医大放射， 東邦大医放
SPECT-CT での脳血流 SPECT において、CT 補正を併用す
ることにより、CT 補正以外の吸収補正を用いたものより
も後頭葉における血流が増加することが報告されている。
今回我々は、disease control によ作り成した標準能血流デー
タを用いて、
Parkinson 病（PD）やルビー小体型認知症（DLBD）
などの後頭葉領域の血流低下が診断の一助となる症例に対
して、SPECT 単独での統計解析診断と SPECT-CT での統計
解析診断の比較検討を試みた。検討方法としては、正常例
として MMSE24 点以上、HDSR21 点以上、臨床上高次機能
障害やパーキソニズム、幻視が認められない 10 症例を用い
て、normal data base を作成した。臨床例としては PD、
DLBD と臨床上診断された、または強く疑われる 10 症例を
用いた。FBP＋chang、OSEM＋CTAC の画像を作成し、そ
れぞれについて統計解析画像を作成した。検討項目としては、
SPECT 画像＋統計解析画像を併用した診断における ROC
解析および統計解析画像における解剖学領域毎の SPECT
単独 vsSPECT-CT を検討した。

M3VIIB3

10458
パーキンソン症候群鑑別診断におけ
る MIBG 心筋シンチグラフィーの役
割
1
鈴木 正彦 ，橋本 昌也 1，川崎 敬一 1，吉岡 雅之 1
1
慈恵青戸神内

M3VIIB4

To investigate the diagnostic potential of cardiac 123I-MIBG
scintigraphy in various parkinsonian disorders, we performed
cardiac 123I-MIBG scintigraphy in 36 patients with idiopathic
PD（HY stage 1; 8 patients, HY 2; 22, HY 3; 6 patients）, 2
with autosomal recessive juvenile parkinsonism（AR-JP）, 14
with multiple system atrophy（MSA）, 6 with dementia with
Lewy bodies（DLB）, and 16 normal control subjects（NC）.
The mean values of the H/M ratio were lower in the order of
DLB（lowest）, PD, MSA, and NC groups. Each of values of
H/M ratio in patients with AR-JP was preserved within the
same level as the mean value of H/M ratio in NC. In
conclusion, Lewy body disease （LBD） have a marked
abnormality of cardiac sympathetic function, which is in
agreement with the results of the previous 123I-MIBG studies.
123
I-MIBG myocardial scintigraphy may help to differentiate
LBD from AR-JP and MSA.

布を呈する。前方優位の血流低下を示すものが多いが後方
の血流低下を示すものもある。いずれのタイプもシャント
手術効果適中率に差はないが、後方領域の血流低下がみら
れるものは症状が強いといえる。
10439
認知症脳における局所灰白質密度と
血流低下の比較
橋本 昌也 1，川崎 敬一 1，吉岡 雅之 1，村上 舞子 1，
1
鈴木 正彦
1
慈恵青戸神経内科
と機能情報
（SPECT）
は異なる情報として個
形態情報
（MRI）
別に評価されている。本研究の目的は、認知症患者におい
て両情報を同一の指標を用いて統合的に検討することである。
アルツハイマー型認知症 5 例、Lewy 小体型認知症 5 例、前
頭側頭葉変性症 2 例と、正常対象群 10 例の脳 MRI、IMPSPECT 画像との間で SPM 統計解析を施行。次に vbSEE を
用いて標準化画像上に関心領域を設定した後、局所の灰白
質密度低下および血流低下を示す同一指標を算出し検討した。
後部帯状回において 3 疾患に同一の傾向が認められ、血流
低下は高度で灰白質密度低下は軽度であった。後部帯状回
は DMN の中心領域とされ、AD の認知機能障害との関連が
示 唆 さ れ て い る。 本 研 究 の 結 果 は、AD の み で な く、
FTLD、DLB の認知機能障害と DMN 障害との関連を示唆
している可能性がある。

M3VIIB6

脳： アミロイド 1

第 7会場

11：00～ 12：00

10407
名古屋市総合リハビリテーションセ
ンターにおける PiB－PET 検査の現
状
1
田島 稔久 ，日比野 新 1，飯田 昭彦 2，加藤 隆司 3，
3
伊藤 健吾
1
名古屋リハ企画，2 名古屋市総合リハビリテーションセ
ンター 放射線診断科 / 名古屋リハ放，3 国立長寿医療
研究センター 認知症先進医療開発センター 脳機能画
像診断開発部 / 長寿研脳機能
名古屋市総合リハビリテーションセンターではアルツハイマー
型認知症の早期診断ツールとして期待されている PiB−
PET 検査を 2008 年から開始し、現在までに正常ボランティ
アおよび認知症関連の当院通院中患者合計 40 名のデータが
収集された。内訳は正常 17 名、アルツハイマー型認知症
13 名、MCI 6 名、レビー小体型認知症 1 名、パーキ
ンソン病 2 名、低酸素脳症 1 名である。PiB 陽性例は、
正常 1 名、アルツハイマー型認知症 11 名、MCI 4 名、
レビー小体型認知症 1 名、パーキンソン病 0 名、低酸素
脳症 0 名であった。認知機能正常例の PiB 陽性率は 5.8％、
アルツハイマー型認知症の PiB 陰性率は 7.7％で、現時点で
は従来の報告より頻度は低い結果となっている。今後症例
を積み重ね、アルツハイマー型認知症の多施設共同研究
ADNI の結果も踏まえながら PiB の臨床的意義の確立を目
指したい。

M3VIIC1

10368
特発性正常圧水頭症の脳血流 SPECT
― 多 施 設 共 同 研 究 SINPHONI CBF
study の報告―
1
石井 一成 ，橋本 正明 2，林田 孝平 3，橋川 一雄 4，
張 家正 5，中川原 譲二 6，中山 禎司 7，森 敏 8，
榊原 隆次 9
10220
1
近畿大放診，2 公立能登脳外，3 武田画像セ，
［11C］
PIB による片側脳低灌流モデル
4
5
6
マウスの局所脳血流量評価
大阪南医セ脳内， 横浜南共済脳外， 中村記念脳外，
7
関 千江 1，樋口 真人 1，齋藤 茂芳 1，徳永 正希 1，
浜松医セ脳外，8 滋賀県大人間看護，9 東邦大佐倉神内
1
【目的】特発性正常圧水頭症
（iNPH）の 多 施 設 共 同 研 究
丸山 将浩 ，岡内 隆 1，青木 伊知男 1，伊藤 浩 1，
SINPHONI にて脳血流 SPECT により iNPH の特異的な血流
須原 哲也 1
1
放医研分子イメージング
パターンを調べ、
シャント手術の効果予測の有用性を調べる。
【目的】脳血流低下はアルツハイマー病（AD）の加速要因
【方法】対象：SINPHONI に参加した 84 名の iNPH 患者。
123
I-IMP 脳血流 SPECT を施行し、脳血流パターンを前方低
と考えられる。アミロイドトレーサー PIB を用いた PET 撮
下型
（A）
像で、
アミロイドβ（Aβ）沈着と同時に局所脳血流（rCBF）
, 後方低下型（P）,混合型（M）に分類した。各群のシャ
ント手術効果適中率を調べた。
【結果】iNPH 患者の脳血流
を評価できれば、AD モデルマウスに低灌流を起こさせて
Aβ沈着への影響を明らかにできる。ここではその基礎検
は脳梁・シルビウス裂周囲で低下し内側前頭・頭頂葉で相
対的に増加していた。A 型 49 例、M 型 25 例、
討として、野生型マウスで左総頚動脈永久結紮を行い、
P 型 10 例であっ
PIB-PET による rCBF 評価を行なうことを目的とした。
た。シャント手術効果適中率は A 型 :83%, M 型 :84%, P 型 :90%
【方法】モデルは C57BL/6J で作製した。結紮当日から 6 週
で あ っ た。A 型 群 は 他 の ２ 群 よ り 有 意 に mRS は 低 く
MMSE スコアは高かった。【結語】iNPH は特徴的な血流分
（SRTM）での脳
間まで PIB-PET 撮像を行った。参照領域法
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移行率小脳比 R1 を rCBF の指標とした。また、数例で MRI
灌流画像撮像を行った。
【結果】結紮後 2 週間程度までの PIB-PET 初期画像では、結
紮側大脳半球で広範囲な PIB 集積低下が確認され、6 週間
後では大脳半球への集積の左右差は消失した。R1 は MRI 灌
流間流画像からの rCBF の小脳比より左右差が小さいものの、
これらの値はよく相関した。
【結論】更に定量的観点から rCBF 指標としての R1 評価を行
PIB-PET で rCBF の定量評価も可能なことが示された。
えば、
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の SUV を求め、小脳を参照領域として大脳皮質領域におけ
る SUVR を 計 算 し た。 両 ト レ ー サ ー 共 に AD に お い て
SUVR は有意に高値であった。AD 患者における両トレーサー
の脳内分布には違いがみられ、後頭葉、海馬傍回では
［C-11］
PIB の集積が相対的に低値、前頭葉、頭頂葉では［C-11］
PIB の 集 積 が 相 対 的 に 高 値 で あ っ た。 ［F-18］FACT は
neuritic plaque に主に結合し、［C-11］PIB は neuritic plaque
と diffuse plaque の両方に結合するが、前頭葉に比べ後頭葉
では diffuse plaque が相対的に少ないことも病理学的に示さ
れており、
両トレーサーの脳内分布の差異はそれぞれのトレー
サーが反映する脳病理変化の違いを反映している可能性が
ある。

10008
3D-SSP 変法による BF-227 を用いた
アミロイド PET 解析
10032
金田 朋洋 1，岡村 信行 2，蓑島 聡 3，古川 勝敏 4，
5
［11C］
AZD2184 PET によるアミロイ
四月朔日 聖一 ，田代 学 5，岩田 錬 5，福田 寛 6，
2
7
4
谷内 一彦 ，工藤 幸司 ，荒井 啓行
ドイメージング
1
島田 斉 1 , 2 , 3，篠遠 仁 1 , 4，平野 成樹 1 , 3，森 崇明 1 , 5，
東北大放診，2 東北大機能薬理，3 ワシントン大放，
1,6
4
5
6
東北大老内， 東北大サイクロ， 東北大加齢研，
佐藤 康一 ，田中 典子 1 , 7，高野 晴成 1，伊藤 浩 1，
7
須原 哲也 1
東北大未来医工学
1
放医研分イメ，2 千葉大フロンティアメディカル，
目的：3D-SSP は FDG template を用いるため、アミロイド
3
千葉大神内，4 旭神経内科，5 愛媛大脳と心，
PET 解析では不具合が生じる。今回、同一症例の FDG 画像
6
帝京大ちばメンタルヘルス，7 東京女子医東脳外
を利用した 3D-SSP 変法を用いて、BF-227 を用いたアミロ
［11C］
AZD2184 は , アミロイドβ蛋白（Aβ）に高い親
（AD）
19 例、 【目的】
イド PET 解析を行った。方法：アルツハイマー病
和性を有し , 脳組織における非特異的結合が比較的小さい
MCI20 例、正常（NC）17 例を対象とした。MCI 例中 12 例が
ことが予備的な研究で示されている . 本研究では , ［11C］
長期観察され、6 例が AD に convert した。解剖学的標準化
AZD2184 PET を用いて各種認知機能障害患者ならびに健
に FDG template を用いた従来法と、同一症例の FDG 画像
常高齢者の脳内アミロイド沈着を測定し ,［11C］
AZD2184 の
を解剖学的標準化した際のパラメータを利用した変法で
特徴を検討した .
3D-SSP 解析を行った。結果：従来法で解剖学的標準化し
対象は Alzheimer 病 2 例 , 前頭側頭型認知症 1 例 ,
た全 56 例中、20 例で変形が見られた。変法では明らかな 【対象・方法】
軽度認知機能障害 1 例 , 健常高齢者 6 例である . ［11C］
変 形 は 認 め な か っ た。 ま た 従 来 法・ 変 法 と も 各 葉 で
AZD2184 を約 370MBqq 静脈投与し , 島津社製 Eminence で
AD-NC および MCI-NC 間で有意差が見られた。MCI 例中
90 分間ダイナミックスキャンした . 小脳皮質を参照領域と
の convert 群と非 convert 群において、従来法では有意差を
して SUVR 画像作成ならびに Logan plot 解析を行った .
認めなかったが、変法では有意差を認めた。結語：3D-SSP
【結果】健常群の 6 例中 2 例 , MCI 群と AD 群の全例で , 楔前
変法を用いることで、適切なアミロイド PET 解析が可能に
部から頭頂連合野等において高度な Aβ沈着を認めた . 過
なると考えられた。
PIB PET によるアミロイドイメージングと比較す
去の
［11C］
ると , 白質の非特異結合が少なく , 前頭葉の集積も比較的低
10027
18
い傾向を認めた .
新規アミロイドイメージング剤［ F］
【結論】
［11C］
AZD2184 PET によるアミロイドイメージング
フロルベタベンの薬物動態と被曝線
PIB PET とは集積のパターンに違いがみられ , 異
は , ［11C］
量（第 I 相臨床試験の成績）
1
1
1
なる病理変化を捉えている可能性が示唆された .
千田 道雄 ，佐々木 將博 ，山根 登茂彦 ，
清水 敬二 1 , 2
2
1
先端医療セ， 神戸中央市民
【目的】外国で臨床開発が進む新規アミロイドイメージン
グ剤［18F］
Florbetaben（BAY94-9172, 旧名 AV-1）を日本人
健常者に投与し、安全性と薬物動態、被曝線量を評価した。
第 7会場 13：30～ 14：30
【方法】健常者 18 名（62±5 歳、59±8kg、マスドーズ 5μg
10013
以下と 50-55μg で 9 名ずつ）
を対象に 300MBq を静脈投与し、
健常、MCI、アルツハイマー病にお
血中薬物動態を測定する一方、ECAT HR+ PET カメラにて
けるβアミロイド集積と局所脳萎縮
全身と脳のスキャンを経時的に行った。ドイツのライプチ
の関係：BF227-PET と MRI による相
ヒでの 18 名の健常者（64±5 歳、74±10kg）のデータと比
関解析
較した。
【結果】安全性に問題なく、血中からは速やかに
前野 信久 1，加藤 隆司 2，藤原 謙 2，籏野 健太郎 2，
消失して代謝物が出現した。尿排泄と肝臓から胆道腸管へ
3
岡村 信行 ，谷内 一彦 3，田代 学 4，伊藤 健吾 2
の排泄が見られた。実効線量は、日本人 26.9μSv/MBq, ド
1
愛知淑徳大学，2 国立長寿医療研究センター，
イツ人 19.3μSv/MBq で、体重による差と考えた（それぞ
3
東北大学医学部機能薬理学分野，
れ 56.8kg, 73.7kg モデルで計算）
。脳への集積は白質に軽度
4
東北大学サイクロトロン核医学研究部
見られ、大脳皮質への異常集積例は日本人で無、ドイツ人
［C-11］
BF227-PET を用い Aβ集積と局所脳萎縮の
１名であった。いずれのデータにおいても、マスドーズに 【目的】
関連を検討した。
【方法】認知機能正常者
（NL）
15 例、健忘
よる有意差はなかった。
【結論】明らかな人種差は認めら
20 例、アルツハイマー病患者（AD）
型軽度認知障害患者
（aMCI）
れず、今後わが国を含めたグローバル臨床試験による開発
21 例に対して［C-11］BF227-PET 検査、MRI 検査を実施した。
が期待される。
撮像開始後 20-40 分の BF227-PET 加算画像から小脳の参照
領域値で基準化した SUVR 画像を得た後、大脳皮質平均の
10001
関 心 領 域 値 を 求 め た。3D-T1MRI 画 像 を、DARTEL と
［F-18］
FACT による脳内アミロイド
SPM5 で処理した後、BF227 集積大脳皮質平均と統計学的
PIB との比較
蓄積の評価：
［C-11］
に有意に相関する灰白質体積の部位を得た。
【結果】BF227
伊藤 浩 1，島田 斉 1，篠遠 仁 1，高野 晴成 1，
1
1
2
2
集積と灰白質体積の間に負の相関が認められたのは、NL
小高 文聰 ，須原 哲也 ，岡村 信行 ，谷内 一彦
2
1
群では内側側頭葉、腹側前部帯状回、楔部などの比較的限
放医研分子イメージング， 東北大機能薬理
局した領域だった。aMCI 群では、前部帯状回全域、内側
東北大学で開発されたアミロイド測定用トレーサー
［F-18］
前頭葉、下部側頭葉、下部頭頂葉で、AD 群では、広範囲
FACT を用いて脳内アミロイド蓄積を定量的に評価した。
の側頭葉、楔前部、後部帯状回、後頭葉で、それぞれ負の
アルツハイマー病
（AD）
患者 6 名を対象に
［F-18］
健常者 6 名、
相関部位が認められた。
【結論】NL から MCI を経て AD に
FACT および［C-11］PIB による PET 検査を同日に施行し、
至る各段階のアルツハイマー病の病理進行に応じた脳の局
MRI を用いた部分容積効果補正により単位灰白質量当たり

M3VIIC3
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M3VIIC4

脳： アミロイド 2
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脳内アミロイド沈着は増加していくことが確認された。

所萎縮の進行を明らかにすることができた。
10149
アルツハイマー型認知症の発症前・
11
18
後に於ける
［ C］
-PIB と［ F］-FDG
PET によるアミロイド蛋白とブドウ
糖代謝
畑下 鎮男 1，山崎 英智 1
1
湘南厚木病院
の発症前・後において、
【目的】
アルツハイマー型認知症
（AD）
アミロイド蛋白とブドウ糖代謝の関係について検討する。
【方
法】AD 114 例、軽度認知障害（MCI）93 例 , 健康者（HC）
11
127 例を対象とした。アミロイド PET 検査は［ C］-PIB を投
（DVR）
を
与、関心領域を設定し、distribution volume ratio
算出した。脳ブドウ糖代謝 PET 検査は
［18F］
-FDG を投与、
SUVR 値を算出した。【結果】typical PIB AD pattern は AD
で 100％、MCI で 45％、HC で 18％にみられた。DVR 値は
PIB 陽性群で増加したが、各群間で有意な差はなかった。
典型的 FDG AD pattern は中等度 AD で 93％、PIB 陽性 MCI
で 21 ％、PIB 陽性 HC ではみられなかった。FDG 値は PIB
陽性 MCI で有意に低下し、AD でさらに低下した。PIB と
FDG との有意な相関はみられなかった。FDG は MMSE と
相関を認めた。
【結論】アミロイド蛋白蓄積は AD の発症前
にもみられ、脳ブドウ糖代謝低下は AD の進展に関与する。

M3VIID2

10239
C-11 PiB-PET を用いたレビー小体型
認知症における脳内アミロイド蓄積
の評価
1
百瀬 敏光 ，高橋 美和子 1，古山 桂太郎 1，
北田 孝幸 1，藤原 健太郎 1，小島 良紀 1，
荒井 拓也 1，大友 邦 1
1
東大
における脳内アミロイド蓄積を
レビー小体型認知症
（DLB）
評価するために、C-11 PiB-PET を施行した。対象は、臨床
症状、各種神経心理検査、I-123 MIBG 心交感神経シンチ
グラフィー、I-123 IMP-SPECT、F-18 FDG-PET から DLB
と診断された 7 例である。散乱除去シールドを用い、C-11
PiB 投与直後から 70 分間の動態撮像をおこない、小脳を基
準とした DVR 画像および SUVR 画像（50-70 分加算）を作
群およびアルツハイマー病
（AD）
成し、
正常コントロール
（N）
群と比較した。その結果、7 例中 2 例で脳内アミロイドの
蓄積を認めたが、その蓄積量は、AD 群に比し、軽度であっ
た。また、アミロイド蓄積を認めた部位は、FDG-PET で
糖代謝低下を認める部位であった。DLB 症例では、アミロ
イド蓄積例と非蓄積例が存在すること、
および、
蓄積例では、
病態に何らかの影響を与えることが示唆された。

M3VIID5

10328
10464
PiB-PET 陰性認知症の追跡結果 : PiBレ ビ ー 小 体 病 に お け る［C-11］PiBPET、FDG-PET 、MRI、 心 理 検 査
PET
の比較
1
1
1
2
1
安宅 鈴香 ，嶋田 裕之 ，竹内 潤 ，河邊 譲治 ，
石井 賢二 ，金丸 和富 2，村山 繁雄 3，織田 圭一 1，
下西 祥裕 3，山永 隆司 3，和田 康弘 4 , 5，塩見 進 2，
坂田 宗之 1，豊原 潤 1，石渡 喜一 1
1
三木 隆巳 1，渡邊 恭良 4 , 5
都健康長寿研神経画像，2 都健康長寿医セ神内，
3
1
大阪市大老神，2 大阪市大核，3 大阪市大中央放，
都健康長寿研神経病理
4
【目的】レビー小体病
（LBD）の各臨床病型と脳アミロイド
理研 CMIS，5 大阪市大システム神経
【目的】臨床的にはアルツハイマー病（AD）と初期に診断
沈着の関係を検討する。
【方法】臨床診断基準により診断
されたが PiB-PET では皮質集積を認めず陰性であった認知
されたレビー小体型認知症
（DLB）
8 例、認知症を伴わないパー
2 例、純粋自律神経障害（PAF）3 例、レム
症の画像変化、臨床経過、心理検査を追跡する。
【方法】
キンソン病
（PD）
NINCDS-ADRDA の診断基準より probable AD と診断され
1 例を対象とした。全例で 11C-CFT
睡眠時行動異常症
（RBD）
PET によるドパミントランスポータ評価を実施し黒質変性
たが PiB が陰性の患者 9 名（女性 5 名、男性 4 名、平均年齢
75±3 歳）で初回および平均 22 カ月後に検査の再検を行った。 を認めた。健常者 10 例、アルツハイマー病（AD）患者 21
PiB 集積は各皮質に関心領域を置き、小脳を参照とした無
例を対照とし、全例で 11C-PiB PET と 18F-FDG PET を実施
採血 Logan 法で解析。皮質の DVR の平均値＝mean cortical
した。
【結果】DLB 8 例中、4 例が PiB 集積陽性、4 例は陰
DVR（MCDVR）を定量値として比較。PiB 陰性の判断は
性であった。DLB の FDG 画像は全例で後頭葉の相対的代
視覚的評価および各皮質の領域で DVR が 1.3 を超えないも
謝低下を認めた。PiB 陽性 DLB 群は陰性群に比べ側頭葉内
のとした。
【結果】臨床症状の悪化や、心理検査の点数の
側の代謝が低く、DLB に AD の特徴が重複していた。認知
症を伴わない PD および PAF と RBD は全例 PiB 陰性であっ
低下は通常の AD に比べ緩やかであった。MCDVR の変化
PAF と RBD では後頭葉の代謝低下が見られた。
【結論】
率は±10% 以内と全例有意な増加はなく、頭部 MRI では海
たが、
馬、皮質の委縮の進行が軽度なものが多かった。
【結論】
LBD においてアミロイド沈着は認知機能障害と関連し画像
PiB 陰性認知症では症状が進行しても PiB 集積の増加を認
にも AD 的な特徴を付与する。後頭葉代謝低下は LBD 病理
めなかった。観察期間が短いが臨床経過や皮質の委縮も通
の存在を示唆する。画像バイオマーカの組み合わせにより
常の AD と比較すると進行が緩除であるものが多かった。
LBD の病態分類が可能と考えられる。

M3VIID3

M3VIID6

10059
［11C］PIB PET の縦断的研究 －健常
高齢者、
軽度認知障害、
アルツハイマー
病における変化―
第 7会場 14：30～ 15：50
1
1
1
篠遠 仁 ，森 崇明 ，島田 斉 ，平野 成樹 1，
1
1
1
1
田中 典子 ，佐藤 康一 ，入江 俊章 ，江口 洋子 ，
10046
脳下垂体における 11C-methionine の
伊藤 浩 1，須原 哲也 1
1
正常集積について－年齢および性差
放医研分子イメージング
の検討－
、軽度認知障害
（MCI）
, アルツ
【目的】健常高齢者（NC）
1
ハイマー病
（AD）
におけるアミロイド沈着の変化を測定する。 内野 福生 ，小野寺 晋志 1，遠藤 晴子 1，内田 朋毅 1
1
千葉療護脳外
【対象】NC 11 例、MCI 10 例、AD8 例を対象として約 2 年
［11C］
PIB PET を行った。NC 7 例で 【目的】メチオニン PET では正常下垂体に集積を認める。
間の間隔をおいて 2 回の
11
11
11
はさらに 4 年目に 3 回目の
［ C］
PIB PET を行った。
【方法】
［ C］
C-メチオニン（以下 MET）の下垂体への生理的集積を検
PIB を静脈投与し、HR+ スキャナーにて 90 分間撮像した。
討し、正常下垂体の年齢による変化や性差について把握す
小脳皮質を参照領域として Logan 解析を行い、大脳皮質の
ることが目的。
【方法】脳 MET-PET 検査を行った 190 例（女
【結果】被験者全体において
分布容積比
（DVR）を求めた。
性 76 男性 114）について検討。間脳下垂体に病変を認める
2 年間で DVR が 0.048 単位（1.8%/ 年）の増加がみられた（p
例や、脳に治療歴のある例は除外した。年齢や性別ごとの
＜ 0.02, Paired t-test）
。健常者、MCI, AD の 3 群において
subgroup で検討。集積評価として下垂体に対する正常前頭
DVR の 2 年間の増加に有意差はなかった。3 回目の測定を行っ
葉集積
（SUV 値）との比（P/N）で示した。年齢、性別と集
た健常者 7 名において DVR は 4 年間で 0.06 （1.4％ / 年）の
積との関係を検討した。
【結果】女性は男性より有意に高
い下垂体 MET 集積を認めた
DVR の増加がみられた。【結論】NC、MCI, AD において、
（女性 2.34±0.5、
男性 1.85±0.4）

M3VIID4
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。男女とも 15 から 19 歳の group で集積が最も多く、
（P＜0.001）
加齢と共に減少する傾向がみられた。20 歳以上の女性で集
積は年齢とともに低下したが男性ではこの関係は女性ほど
明らかでなかった。
【結論】年齢や性別により正常下垂体
の MET 集積は異なる。下垂体機能の評価に MET-PET を利
用できる可能性があり、この正常データは、間脳下垂体病
変等による下垂体評価の基準値として有用と考える。
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にある。
【方法】エネルギーウインドウを 390-540, 450540, 494-540 and 502-540keV の４種類変化させ、ファント
ム実験での Scatter fraction（NEMA NU2-1994）と健常人
FDG 脳検査での皮質白質比、NEC の比を比較した。【成績】
Scatter fraction、NEC はエネルギーウインドウを狭めるに
つれちいさくなった。皮質白質比は 494-540KeV と 502540KeV とで差がなかった。【結論】半導体 PET においては
ヒト FDG 脳検査をする上では 494-540KeV のエネルギーウ
インドウが最適だと考えられた。

10277
用手療法の有用性に関する FDG-PET
10134
研究
再現性試験および結合阻害試験によ
小倉 毅 1，田代 学 1，四月朔日 聖一 1，三宅 正泰 1，
11
1
1
1,2
1
平岡 宏太郎 ， ，山口 慶一郎 ，谷内 一彦 ，
る C-carfentanil-PET の 計 測・ 解 析
伊藤 正敏 1 , 3
法の検討
2
1
1
坂田 宗之 ，渡辺 信博 2，織田 圭一 1，豊原 潤 1，
東北大サイクロ核医， 仙台厚生病院先端画像医，
3
3
日浦 幹夫 ，内田 さえ 2，堀田 晴美 2，石井 賢二 1，
仙台画像検診クリニック
石渡 喜一 1
【目的】カイロプラクティック療法の有用性に関し、中枢
1
健康長寿研神経画像，2 健康長寿研自律神経，3 法政大学
神経系への影響を脳 PET 画像解析を用いて検討を行うこと
である。
【方法】12 人の実験時頚部痛を持つ男性被験者に 【目的】鎮痛作用等に関係するとされるμ受容体のリガン
ドである 11C-carfentanil を用いた脳 PET 計測について、再
対し安静後とカイロプラクティック施術後、計２回の
現性試験と受容体拮抗薬 naloxone を用いた結合阻害率測定
FDG-PET 撮影を実施し画像比較を行った。主観的評価と
して心理アンケート及び疼痛スケールを施術前後に実施した。 を通して計測法および解析法を検討した。
【方法】健常ボ
客観的評価として、施術による末梢構造への影響を評価す
ラ ン テ ィ ア 8 名 に、 動 脈 採 血 及 び 代 謝 分 析 を 伴 う
11
るために筋硬度計を使用し頚部筋緊張度の計測、自律神経
C-carfentanil の 90 分ダイナミック PET 計測を同日に 2 度ず
機能の評価として唾液アミラーゼ値の計測を実施した。
【結
つ行った。うち 3 名については 2 回目の計測の約 5 分前に
naloxone 0.6 mg を静注した。視床、前頭葉を対象領域とし、
果】PET 画像比較では施術後に疼痛、自律神経活動、リラ
クゼーションと関連すると思われる脳部位に糖代謝変化が
血液波形と参照領域
（後頭葉）をそれぞれ用いた Logan 法で
検出された
（p＜0.001）
。主観的評価では、アンケート、疼
は、
解析した。
【結果】視床、
前頭葉の binding potential（n=5）
痛スケール共に施術後のスコア減少がみられた。頚部筋硬
それぞれ 2.9±0.3、1.7±0.2、再現性試験における 2 回の計
度計測及び唾液アミラーゼ値計測においても施術後の数値
測間の変動率はそれぞれ 4.2%、3.7% であり、高い再現性
減少が検出された。
【結論】カイロプラクティック施術に
が示された。naloxone 投与によって総分布体積は視床で
よる中枢神経系への影響が疼痛、自律神経活動、リラクゼー
38%、前頭葉で 29% 低下したが、後頭葉の低下は 2% にと
ション効果と関連すると思われる局所脳糖代謝変化として
どまり、後頭葉が参照領域として適していることが示唆さ
示唆された。
れた。
【結論】11C-carfentanil-PET の高い再現性と参照領域
法の可用性が確認された。
10438
10141
H2O-PET で測定した健常者における
食道酸注入刺激による局所脳活動変
PET を用いた［C-11］sulpiride の全身
化
分布と薬理量負荷後の変化の予備的
田代 学 1，小林 茂之 2，阿部 靖彦 2，小池 智幸 2，
検討
2
2
2
3
1
飯島 克則 ，今谷 晃 ，大原 秀一 ，渡辺 諭史 ，
高野 晴成 ，伊藤 浩 1，関 千江 1，木村 泰之 1，
四月朔日 聖一 1，福土 審 3，下瀬川 徹 2
須原 哲也 1
1
1
東北大サイクロ核医，2 東北大院医消化器，
放医研分イメ
3
東北大院医行動医学
【目的】PET では薬物を直接標識することにより、ヒト生
【目的】本研究の目的は、食道に酸刺激時を行った際の局
体で当該物質の動態・分布を見ることが可能である。
所脳活動の変化を観察することである。
【方法】男性健常
sulpiride は長年向精神薬として汎用されているにもかかわ
被験者 15 名を対象として、塩酸
（pH1 または pH2）あるいは
らず、脳移行性が低いことが示唆されているが、我々は
15
sulpiride を標識した［C-11］sulpiride を開発し、sulpiride の体
蒸留水
（pH7）
を経鼻管にて食道に注入し、
［ O］
H2O-PET に
【方法】健常若年男
て脳血流の変化を観察した。また、毎回の PET 測定直後に
内分布に関する予備的検討を行った。
胸やけ症状の強さをスコア化してもらった。
【成績】胸や
性 2 名を対象に、PET-CT を用いて
［C-11］
sulpiride 投与 30 分
け症状の強さは、注入した塩酸の酸性度にともなって段階
後から頭部から大腿部まで 3 分ずつ 8 ベッドの撮像を行った。
的に変化したが、初回の pH1 刺激時よりも 2 回目刺激時の
さらに、非標識の sulpiride 500mg を経口投与 3 時間後に再
ほうが胸やけ症状が強かった。液体注入に関連して島部前部、 び
sulpiride PET を施行し、分布の変化を観察した。
【結
［C-11］
側頭葉、帯状回などが共通して賦活を呈し、酸刺激時には
果と結論】
［C-11］
sulpiride のベースライン時の集積は脳で
帯状回前部、
海馬傍回などが賦活を示した。pH1 刺激時のデー
きわめて低く、代謝臓器である肝臓や主たる排泄経路であ
タを胸やけ症状の違いで比較すると、前頭葉眼窩面が賦活
る腎・尿路系で高かった。また、薬理量を負荷した後は 2
を示した。
【結論】食道の酸刺激によって自律神経機能・
例とも
［C-11］
sulpiride の肝臓への集積が減少した（投与放射
情動処理に関連する脳領域が賦活した。前頭葉眼窩面は、
。その原因
能に対する分布の割合で平均 12.6% から 5.0%）
食道感覚の sensitization のプロセシングに関与している可
の一つとして肝臓の薬物トランスポーターの関与の可能性
能性があることが示唆された。
が考えられたが、今後さらに詳細な検討が必要である。

M3VIIE2

M3VIIE5

M3VIIE3

M3VIIE6

10069
半導体 PET 装置での脳 FDG PET 検
査におけるエネルギーウインドウの
最適化
1
志賀 哲 ，竹内 渉 2，久保 直樹 3，平田 健司 1，
服部 直也 1，臼居 礼子 1，森本 裕一 2，小橋 啓司 2，
梅垣 菊雄 2，玉木 長良 1
1
北大核，2 日立中研，3 北大 CIS
目的】
半導体 PET はエネルギー分解能が 4.1％と非常に高い。
エネルギーウインドウを狭くすると散乱線は減少するが総
カウントは減少する。この研究の目的はヒト脳 FDG 検査に
おいてどのエネルギーウインドウが最適かを検討すること

M3VIIE4

10111
健常人における C-11 PBR28 の全身
ダイナミックイメージング
今泉 昌男 1，金井 秦和 2，仲 定宏 3，礒橋 佳也子 3，
3
加藤 弘樹 ，巽 光朗 3，渡部 直史 1 , 3，渡辺 晋一郎 3，
渡部 浩司 2，下瀬川 恵久 3，畑澤 順 1 , 3
1
阪大免フロ，2 阪大医薬分子，3 阪大核医
18kDa translocator protein （TSPO）に結合し、神経免疫の
PET イメージング製剤として期待されている C11-PBR28 に
ついて臨床検証を行った。アジア人種における C11-PBR28
の non-binder の存在と正常体内分布を検証するため、健常
日本人の全身測定を行い、体内臓器における C11-PBR28 放

M3VIIE7
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射能濃度の経時的変化について検討を行った。8 名の健常
日本人の測定では、C11-PBR28 の SUV 値は投与 2 分前後で
最大となり、脾臓、肺、心筋、膵臓、甲状腺、腸管、腎臓、
肝臓の順に高く、
骨髄への集積も上昇していた。心筋、
肝臓、
腸管への集積は投与 15 分以降も比較的安定していた。脳の
最大 SUV 値は投与 10 分前後と他臓器に比べて遅く、かつ
相対的に低かった。脳内の C11-PBR28 は灰白質優位に広く
分布しており、TSPO の発現が示唆された。さらに、今回
測定した 8 名の被験者の中には non-binder は存在しなかった。

reconstruction-due artifacts in 125I-SPECT imaging warrant for
a reliable MRI atlas co-registration for accurate identification
and quantification of data. The PET/MRI studies executed
have revealed unseen brain structure binding data with PET
whereas appropriate MRI contrast was achieved. The serial
quantification of data will also benefit from a coregistered MRI
atlas（model-to-modality type）.Research Support. CROmed
Ltd., Mediso Ltd. VWP and SRD were supported by the
Intramural Research Program of NIH（NIMH）.

50093
Comparison of applications: PETMRI and dual-isotope SPECT-CT
studies in the mouse brain
第 8会場 9：00～ 10：00
1
Domokos Máthé ，Kálmán Nagy 2，Krisztián Szigeti 1，
Sean R. Donohue 3，Miklós Palkovits 4，Victor W. Pike 3，
10294
15
Lars Farde 2，Christer Halldin 2，Balázs Gulyás 2，
O- ガス PET 検査に使用されるマス
5
Tamás F. Freund
クの影響－最大呼気二酸化炭素およ
1
び呼吸数を指標として－
CROmed Research Ltd., Budapest, Hungary，2 Karolinska
3
1
Institute, Stockholm, Sweden， NIMH, NIH, Bethesda,
堀 祐樹 ，三宅 義徳 1，福島 和人 2，森田 奈緒美 2，
USA，4 Dept. of Anatomy, Semmelweis University,
徳 俊成 2，清水 彰英 2，中舎 幸司 2，松室 圭司 2，
Budapest, Hungary，5 Institute of Experimental Medicine飯田 秀博 1
1
HAS, Budapest, Hungary
国循セ研・画診，2 国循セ放
15
Aim. Recently the availability of high-definition nuclear
O-ガス PET 検査では放射性ガス吸入が必須である。ガス
imaging for small animals has reached the resolution levels
供給マスクは物理的な誤差を生じさせるだけでなく生理的
where even subdivisions of the brain can be reliably visualized.
変化の要因になる。特に閉鎖系マスクを装着した場合、生
This has already been present using high-resolution SPECT,
理的変化について考慮する必要がある。本研究はマスク装
however recently a high-resolution combined rodent PET/MRI
着によって PET 指標に影響与える因子を明らかにし、実用
imaging system became available, too,（Mediso nanoScan） 的な供給システムの 設計概念を構築する。方法：鼻側形状、
offering a resolution almost at the range of physical limitations.
体積が異なる数種のマスクを用い、カプノグラフィにて終
末呼気二酸化炭素濃度（EtCO2）および毎分呼吸 数を 5 秒
（0.75 mm FWTM）
. Our aim was to explore and compare
strengths and challenges of the available high-resolution
間隔で同時に連続的に測定し、マスク装着前後の変化、マ
multimodality mouse brain imaging methods multi-isotope
スク間の差、さらにそれぞれのマスクにおいて装着中の安
SPECT/CT and PET/MRI using different receptor ligand
定性について無マスク時の mean±2sd 以上の出現頻度にて
2
systems. Methods. We imaged the biodistribution of
63.7±30.4%、鈍角 77.5±5.7%）
評価した。結果：EtCO（鋭角
radioactivity in mouse brains using radiolabeled receptor
においてマスクの間で差 はなかったが、呼吸数（鋭角 35.5
ligands with different cortical and subcortical accumulation.
±25.3%、鈍角 3.9±0.3%）については検査中に大きく変動
Dopamine transporter detection was assessed by 18F-FEPE2I,
した。結論：ガス PET 検査における放射性ガス供給マスク
11
11
D3 binding by C-raclopride, D2/D3 binding by C-FLB457
の形状等は呼吸および PET 指標に影響を与え得る。
11
and serotonin transporter-binding by C-MADAM ligands in
mice with the PET/MRI nanoScan imaging system（Mediso,
10241
Hungary）. For fluorinated tracer studies, 8-10 MBq of activity
頭部 PET 測定における 3D DRAMA
11
was used, with C-tracers 12 to 15 MBq was applied. To assess
画像再構成の評価
SPECT receptor imaging with custom radiotracters, a newly
茨木 正信 1，松原 佳亮 1，佐藤 郁 1，大村 知己 1，
1
developed radio-iodinated cannabinoid-1 receptor （CB1R） 中村 和浩 ，山口 博司 1，工藤 和彦 1，水田 哲郎 2，
ligand, 125I-SD-7015 was imaged in the mouse brain. As CT
木下 俊文 1
1
does not provide an anatomical brain landmark reference, for
秋田脳研放，2 島津製作所
validation, CB1R knock-out（-/-CD-1 type）and control（+/+ 【目的】3D PET において，従来 FORE を用いた 2D 画像再
type） were imaged using SPECT/CT （NanoSPECT/CT,
構成が行われてきたが，近年の大幅な計算速度向上に伴い
Mediso, Hungary）. Circa 1 MBq of［125I］SD7015 radioactivity
3D 画像再構成法が主流になりつつある。本研究では 3D
was injected systemically. Animals were sacrificed after
dynamic RAMLA（3D DRAMA）画像再構成の評価を目的
SPECT imaging. Brains, livers and bodies were measured for
とし，頭部 PET 測定でのコントラスト‐ノイズ特性を検証
ex vivo organ radioactivity. A mouse MRI atlas had to be fused
した。
【方法】
3D PET 装置（SET-3000GCT/M）による頭部デー
to the SPECT/CT images. Brain phosphorimager plate
タ（FDG および 15O）に対し，FORE+2D DRAMA と 3D
autoradiography（ARG）was performed on 4 μm-thin cryostat
DRAMA の比較を行った。画像ノイズは bootstrap 再サンプ
sections. SPECT/CT/MRI-atlas coronal brain sections were
リング法により評価し，画像コントラストは灰白質 - 白質
matched with corresponding ex vivo ARG sections of the same
カウント比とした。
【結果】再構成パラメータ（繰返し数等）
animals.Results. All PET/MRI studies were providing images
を変化させ両手法を比較したところ，3D DRAMA は 2D
of expected quality where the anatomical landmarks provided
DRAMA に比して良好なコントラスト - ノイズ特性曲線を
by T2 MRI images were applicable to identify structures of
示した。これは，同コントラスト条件ではより低ノイズの
high uptake on PET. The subcortical basal-ganglial
画像が，同ノイズ条件ではより高コントラストの画像が得
subdivisions were discernable at striatal-non striatal sites, and
られることを意味する。視覚評価においては，3D DRAMA
midbrain structures such as the red nucleus were identifiable
の方が基底核や大脳皮質等の構造描出がより明瞭であった。
after PET image post-processing. SPECT images from CB1R（- 【結論】3D 画像再構成導入により，従来の FORE+2D 画像
/-）mice showed very low radioactivity uptake. No specifically
再構成に比して，より高画質の PET 画像が得られる。
bound autoradiography signal was recorded from any （-/-）
mouse ARG. High uptake regions of SPECT images and ARGs
in control animals corresponded to CB1R-rich areas of the
hippocampus, limbic areas and cingulate cortex as identified
by the MR atlas. Some asymmetry was present both in positive
in vivo images and autoradiograms. Conclusions. In vivo
mouse high-resolution brain imaging was made possible using
both methods, but the higher noise level and more
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10193
O 標識水 PET を用いた心筋血流量定
量における右心室からの spillover の
影響
1
越野 一博 ，福田 肇 1，橋川 美子 1，平野 祥之 1，
樋掛 正明 1，堀 祐樹 1，石兼 真 2，河嶋 秀和 1，
銭谷 勉 1，池田 智明 2，飯田 秀博 1
1
国循セ研画診，2 国循セ研再医
目的：15O-標識水を使った心筋血流量検査では中隔領域に
おいて右心室からの spillover に基づく系統的誤差が存在し
える。これを補正する解析モデルの効果を評価した。方法：
3 頭の健常および 5 頭の 1 〜 3 ヵ月の陳旧性心筋梗塞有する
ミニブタを対象に、安静およびアデノシン持続負荷時（投
与量：100、200 および 400 μg/kg/min）において 15O-水静
注 PET 撮像を行った。コンパートメントモデル解析におけ
る spillover 補正に関して、左心室内腔のみを考慮した SSC
法と、それに加えて右心室内腔を考慮した DSC 法により、
中隔領域の局所心筋血流量（MBF）
を比較した。結果：SSC
法および DSC 法による MBF は、それぞれ 0.96±0.77、1.15
±0.89（mL/min/g）
であり、DSC 法は心筋全体でほぼ一様、
（MBFSSC＝−0.02 + 0.86MBFDSC;p
かつSSC法よりも高値を示した
＜0.0001）
。赤池情報量基準は SSC 法が 804±35、DSC 法は
766±20 であり、DSC 法が優れていることが示唆された。
結論：右心室内腔からの spillover を補正することで、心筋
血流量をより正確に定量可能である。

M3VIIIA3
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10078
FDG PET 検査における短時間収集で
の至適画像再構成法の検討
津田 啓介 1，對間 博之 1，鹿野 直人 1，小倉 正人 1，
2
鈴木 天之 ，戸矢 和仁 3，平山 昭 4，福士 政広 5，
藤井 博史 6
1
茨城医療大放，2 東都クリニック放，3 東京医セ放，
4
GE，5 首都大放，6 国立がんセ東機診
【目的】短時間収集 FDG PET 検査における至適画像再構成
法を後ろ向きに検討した．
【方法】List mode 収集した 19 症
例の中腹部 FDG PET 画像データを FORE+OSEM 法および
3D-OSEM 法で再構成した．各再構成画像上に FDG の集積
（SUVmax, CV 値）
程度に応じた 3 種類の ROI を配置し定量的
および視覚的
（ 描 出 能， 画 質 ）に 評 価 し た．
【結果】
FORE+OSEM 再構成画像では，収集時間の短縮により，
SUVmax に有意な変化はなかったが，統計変動が増大し，
CV 値が悪化した．視覚評価でも中程度の集積部位の描出
能は維持されたが，画質は有意に劣化した．3D-OSEM 再
CV 値の変化はなかっ
構成画像では，
収集時間の短縮により，
たが，SUVmax は過小値を示した．視覚評価では中程度の
集積部位の描出能は有意に劣化したが，画質は維持された．
【結論】短時間収集 FDG PET 検査では，FORE+OSEM 法に
より画質の劣化が，3D-OSEM 法により集積の描出能が劣
化した．PET/CT 装置を用いた場合，重畳させた CT 画像と
の比較により，集積部位の同定が比較的容易となるため，
短時間収集では FORE+OSEM 法が有用であろう．

M3VIIIA6

10045
C-HED 心筋 PET における交感神経
機能定量プログラムの開発
加藤 千恵次 1，葛西 克彦 1，真鍋 治 2，
2
吉永 恵一郎 ，玉木 長良 2
第 8会場 10：00～ 11：00
1
北大保健，2 北大核
11
10238
【目的】交感神経終末に結合する C-HED を用いた心筋
PET3D 収集データから心筋交感神経機能を定量化するため、
mCT を用いた O-15 ガス PET 検査のファ
心筋への血液放射能混入を補正して左室心筋の Retention
ントム実験に基づく精度評価
Index を算出するプログラムを開発した。【方法】正常例 8
平野 祥之 1，堀 祐樹 1，三宅 義徳 1，飯田 秀博 1
11
1
名に 40 分間 C-HED 心筋ダイナミック PET 検査を 3D 収集
国循研セ画
で施行し、さらに 123I-MIBG シンチグラフィを行った。各
【背景】シーメンス社 mCT 装置の 3D 収集法にて O-15 ガス
例の左室心筋全体および左室内腔に関心領域を設定し、左
PET 検査を行うためには定量精度を阻害する要素を洗い出し、
室内腔放射能曲線を荷重関数とした最小自乗法、および荷
その精度評価を行う必要がある。
【目的】ガスマスク等由
重関数を使わない従来法でコンパートメントモデル解析を
来の偶発同時計数や数え落としを最小化し、かつ正確な散
行い、左室心筋全体の Retention Index を算出した。
乱補正の条件を見出すことを目的とした。
【方法】F-18 溶
【成績】
11
C-HED PET から得られた左室心筋全体の Retention Index
液 1mCi を充填した脳ファントムを撮像した後、ガスマス
123
クを着用し、200-800MBq/min の O-15 ガスを輸送しながら
と I-MIBG シンチグラフィから得た心／縦隔比との相関
係数は、荷重関数を用いた場合、R=0.74 で、荷重関数を用
撮像した。肺からの放射能を想定した円柱ファントム
（10mCi）
いない場合の、
R=0.63 と比べ有意に改善を認めた（p＜0.01）。 を視野外に置いた場合、それをシールドした場合で撮像し、
11
脳ファントムのみの定量値を基準として比較した。さらに
【結論】3D 収集の C-HED 心筋 PET データで心筋交感神経
ガスマスク等から発生するポジトロン線の影響を評価した。
機能を定量化する方法として、心室内腔放射能曲線を荷重
【結果・考察】ガス量を多くするにつれて、最大で 20% の
関数とした血液成分補正法を開発した。
過大評価が認められたが、これは偶発同時計数、散乱線の
10313
補正の矛盾で説明された。視野外にファントムを置いた場
合も約 5% の過大評価が得られたが、シールドを置くこと
［F-18］
-FDG の尿中への生理的排泄量
で基準値と同程度の値が得られた。マスク内の放射能量を
1
1
1
1
下げる工夫により、高精度の定量計測が可能であることが
奥 直彦 ，丸山 薫 ，河田 修治 ，津田 恭 ，
1
確認された。
柏木 徹
1
兵医 核 PET
10191
【目的】
［F-18］
-FDG（以下 FDG）PET では、FDG 集積の半
定量的評価として、SUV が汎用されている。この研究では
NEMA IEC ボディファントムを用い
SUV の定義上考慮されていない尿中への FDG の排泄量を
た画像再構成条件の違いによる分解
測定した。
【方法】FDG を 4.44MBq/Kg 静注 1 時間後から
能実験
1
岩瀬 幹生 ，菅野 幸則 1，吉岡 千峰 1，仙田 宏平 1
PET/CT（Gemini GXL-16: Philips）で頭頂から足尖まで 3D
1
収集した。全身の SUV 値の総和から尿路系への FDG 集積
光生会病院先端画像センター
目的）NEMA IEC ボディファントムと球ファントム φ
SUV の総和を減じ、総ボクセル数で除することで、体内に
【成績】透析患者８名の
10mm とφ5mm を用い、がん FDG-PET/CT 撮像法ガイドラ
残存する FDG の割合を算出した。
解析では FDG の残存量は平均 98.4±3.6 ％であった。結果
イン第一試験を用い各画像再構成条件における分解能実験
を行った。使用装置）GE Discovery ST Elite Performance。
が正常であった健診受診者２０名の解析では FDG の残存量
【結論】これらか
は平均 90.1±4.2％（82 〜 97）であった。
方法）BG と球ファントムの濃度を 1：4 と 1：8 とした。
ら FDG の尿中への生理的排泄は平均 10％であるが、個人
Recon 条件は、装置の Default、当院設定の 4 種類の条件（全
。評価は視覚的判定と、BG 上に 6×
差も大きいことがわかった。
身、脳 2 種、治療用）
13cm の Box ROI と球ファントム中心に円形 ROI を設定、
BG からは Max（BG max）と Ave（BG ave）値を、球ファント
（Ph max）
値を求め、Ph/BG=
（Ph max-BG ave）
ムからは Max
/BG ave（%）を比較。結果）視覚的判定は、φ10mm 球は全
例で判別可能であった。φ5mm 球は 1：4 では判別は困難
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であった。1：8 では Default は 3 分収集から、他は 2 分収集
から判別可能であった。定量的評価は、Ph/BG が最も高値
なのは治療用 Recon で、Default は最低であった。結語）
Default では分解能・定量値共に評価は低かった。当院の画
像再構成条件は Default よりも良好で、特に高分解能条件
である治療計画用画像再構成は良好であった。

M3VIIIB3

非拘束頭部用 PET の検討

10031

吉川 悦次 1，安藤 一郎 1，小杉 壮 1，垣本 晃宏 1，
清水 良幸 1，岡田 裕之 1，尾内 康臣 2
1
浜松ホトニクス，2 浜松医科大学
頭部を固定しなくても良好な PET 画像が得られるデータ補
正法を考案し、頭部用 PET に実装して有用性を検討した。
PET 計測は、浜松ホトニクス製頭部用 PET（SHR12000）を
使用した。被験者は、4 点の LED マーカが付いた帽子を装
着し、頭部を固定せずに PET 計測を行った。PET ガントリ
背面に装着した浜松ホトニクス製インテリジェントビジョ
ンシステム
（IVS）カメラにて、被験者頭部の LED マーカの
三次元座標を 1/250 秒で追跡した。PET はリストモードで
計測した。リストデータは、
IVS カメラで得られた LED マー
カの三次元座標を基に、四元数を用いて計測開始位置に補
正した。ヒトボランティア PET 計測にて、体動補正方法の
有効性を検討した。18F-FDG 90MBq を静脈注射、30 分安
静の後、
ガントリを 90 度傾けた頭部用 PET にて、
椅子に座っ
た状態で様々な頭部の動きの状態を 5 分間計測した。体動
により非常に乱れた頭部 PET 画像が、補正によって良好に
なることが確認された。本手法は固定を伴わずに PET 計測
が可能なため、脳変性疾患の病態診断や脳機能研究に有用
な手法になると考えられる。
10416
CBF/CMRO2 迅速検査のための非侵
襲入力関数推定法の検討
久冨 信之 1，渡部 浩司 2，林 拓也 2，笹川 泰弘 1，
1
山本 由佳 ，西山 佳宏 1，飯田 秀博 2
1
香大医，2 国循研画像
CBF/CMRO2 は 15O-PET により定量画像化が可能である。我々
は 10 分程度と迅速な検査法を開発した。この検査に対する
更なる問題点は、侵襲的な動脈採血を要することである。
問題の解決のため画像からの入力関数の推定法を開発した。
健常者
（6 人）
および脳血管障害の疑われる患者
（6 人）
に対し
標識酸素および水を連続的に投与する PET 迅速検査法で検
査を行った。撮像中動脈採血 / 血中放射能濃度測定を行い
参照法とした。画像推定法は入力関数に対するモデル関数
を導入し、脳組織曲線モデル関数を解析的に求めた。複数
の関心領域から取り出した濃度曲線を、脳組織モデル関数
を使い同時にフィットする手法をとった。得られたパラメー
タから入力関数を再構築した。得られた入力関数と測定に
よ り 得 ら れ た 入 力 関 数 を 比 較 し た、 こ れ ら か ら CBF/
CMRO2 を計算し比較した。推定した入力関数は測定によ
り得られたものと良く一致し、かつ、CBF/CMRO2 に対し
て差は 12% および 15% 程度であった。CBF/CMRO2 迅速検
査法に対する非侵襲的な検査の可能性が示唆された。

M3VIIIB4

本研究では、18mm 角の LYSO 結晶をレーザー加工により 9
×9×9 に区画分けしたシンチレータ部を試作した。各区画
は 2mm 角の立方体である。試作器に 511keV の γ線を一様
照射し、
全 729 個の区画の識別が可能であることを確認した。
現在、1 ペア検出器による分解能の実証実験を進めており、
最終的には 1mm 前後の分解能を目指す。なお本研究の一
部は科学技術振興機構
（JST）先端計測分析技術・機器開発
事業支援のもと行われた。
10055
PET 装置の定量性校正・評価のため
の新しい Ge-68/Ga-68 点状線源
長谷川 智之 1，織田 圭一 2，和田 康弘 3，佐藤 泰 4，
5
山田 崇裕 ，村山 秀雄 6，齋藤 京子 1，武田 徹 1，
菊池 敬 7
1
北里大，2 健康長寿研，3 理研分子イメージング，
4
産総研，5 アイソトープ協会，6 放医研，7 北里大病院
目的：PET 装置の定量性評価・校正の信頼性・利便性を改
善するため、点状線源を用いる新しい手法を開発している。
昨年は Na-22 点状線源に関する研究成果を報告したが、今
回は、新たに Ge-68/Ga-68 点状線源とその活用例について
報告する。方法：直径 8mm のアルミ球の中心部に約 1MBq
の Ge-68/Ga-68 を封入した点状線源を開発した。試作した
点状線源の放射能を標準校正施設において測定した。消滅
放射線対の減弱率は Monte Carlo シミュレーション計算に
より評価した。この点状線源を、島津製作所 SET-2400W
の有効視野内に設置し、5 分間の 3D 収集により 3D モード
の校正定数の決定を試みた。そして、F-18 水溶液を封入し
た円筒ファントムを用いる従来手法で求めた校正定数と比
較した。結果・考察：Ge-68/Ga-68 点状線源で求めた校正
定数は従来手法の結果と 3% 以内で一致した。点状線源の
位置依存性は 3% 以内であった。今後、Na-22 点状線源とと
もに、提案手法の有用性・信頼性の検討・評価をさらに進
めることが望まれる。結論：Ge-68/Ga-68 点状線源は PET
装置の校正定数決定に有用である。

M3VIIIB6

PET・SPECT薬剤、創薬 3
第 8会場

11：00～ 12：10

10267
代謝型 PET トレーサにおいてトレー
サ代謝物の漏出が代謝活性推定精度
にもたらす影響
1
大矢 智幸 ，岡村 敏光 1，永井 裕司 1，福士 清 1，
入江 俊章 1，須原 哲也 1，張 明栄 1，福村 利光 1，
菊池 達矢 1
1
放医研 分イメ
脳内の代謝活性は、代謝型 PET トレーサを用いて計測でき
る。動態的にはトレーサ代謝物の脳内トラップが完全であ
ることが望ましいが、現実にはある速度（kel）で代謝物の
漏出が生じている。本研究ではどの程度の漏出まで定量計
測上許容されるか、
MP4A の臨床データに基づいたシミュレー
ションにより調べた。また実際に、一定の代謝物漏出が認
められるトレーサ（
［18F］
FEP-4MA）と、漏出が少ないトレー
MP4A）を同じサルに対しそれぞれ投与し、両者
サ（
［11C］
の解析精度を比較した。シミュレーションの結果から、代
謝速度（k3）の推定精度には二つの動態特性値α（k3/k2 比）
、
β（kel/k2 比）が大きく影響し（k2 はトレーサの標的組織か
ら血中への移行速度定数）
、精度上許容される領域はそれ
ぞれ 0.2 〜 1（α）
、＜0.1（β）であることが示唆された。
実際、サルの実験結果は、シミュレーションの結果と良く
一致した。学会では、両動態特性値と精度との詳細な関係
とβを近似的に推定する簡便な方法について紹介する。

M3VIIIC1

10093
DOI-PET 検出器クリスタルキューブ
の開発：レーザー加工によるシンチレー
タ部の３次元分割の性能評価
1
稲玉 直子 ，森谷 隆広 2，吉田 英治 1，錦戸 文彦 1，
田島 英朗 1，村山 秀雄 1，山谷 泰賀 1
1
放医研 分子イメージング，2 浜松ホトニクス
我々は、PET のさらなる高分解能化を目指し、次世代 DOI
検出器クリスタルキューブの開発を進めている。本検出器
はシンチレータ部の全 6 面に半導体受光素子を光学結合し
た構造をもち、出力信号の演算でシンチレータ内の放射線
10359
検出位置の 3 次元的な分布を取得する。シンチレータ内部
Vesamicol 誘 導 体 を 用 い た 新 規
に反射材を使用しないため効率的な受光が期待できる。シ
VAChT イメージング剤の開発
ンチレータ部は細かな結晶素子の 3 次元配列で構成してい
小阪 孝史 1，鵜野 いずみ 1，北村 陽二 1，
2
たが、代わりにレーザー加工により一塊のシンチレータ内
小川 数馬 ，川井 恵一 2，絹谷 清剛 2，柴 和弘 1
1
に 3 次元的な光学的不連続面を形成したシンチレータ部を
金沢大学際セ，2 金沢大院医薬保
採用すれば、結晶素子配列の作成に伴う困難を回避できる。 【 目 的 】 ア ル ツ ハ イ マ ー 病 の 早 期 診 断 を 目 的 と し て、
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o -iodo-trans -decalinvesamicol （OIDV）を 始 め と す る
vesamicol 類縁化合物群を合成し、高い選択性・親和性を
有する新規 VAChT イメージング剤の開発研究を行った。
【方
法】ラット脳もしくは肝ホモジネートを用いたin vitro 薬物
阻 害 実 験 に よ り、 合 成 し た vesamicol 類 縁 化 合 物 の
VAChT、σ-1 及びσ-2 受容体に対する親和性を調べた。ま
OIDV を標識合成し、in vivo によるラット体内分布
た
［125I］
実験を行った。
【結果】OIDV は VAChT に対して vesamicol
の約 2 倍程度の高い親和性を示した。またσ-1、σ-2 受容体
OIDV の標識合成は、
に対しては低親和性を示した。
［125I］

高い相関を示すことから、NFT の主成分である tau を標的
とした核医学イメージングプローブの開発が望まれている。
本研究では、ベンゾチアゾール
（BTA）を母核とする数種の
誘導体を合成し、その有用性について基礎的評価を行った。
Aβおよび tau 凝集体を用いて、
【方法】BTA 誘導体を合成し、
チオフラビン S を競合リガンドとする結合阻害実験を行った。
AD 患者脳切片を用いて ARG および蛍光染色を行った。正
常マウスの体内放射能分布実験を行い、
脳移行性を検討した。
【結果】結合阻害実験により、BTA 誘導体は Aβに比較し、
tau への高い選択的結合性を示した。また AD 患者脳切片を
スズ体を前駆体としたスズ−放射性ヨウ素交換反応にて行い、 用いた ARG および蛍光染色実験において、BTA 誘導体は
放射化学的収率 32％、
放射化学的純度 99％で標識体を得た。
脳切片上の NFT への結合性を示した。正常マウス体内放射
体内分布においては、
線条体への選択的な高い集積（1 〜 2％
能分布実験により BTA 誘導体は脳内 tau のイメージングに
十分な脳移行性を示した。
【結論】BTA 誘導体は AD 脳内
dose/g）が認められ、線条体／大脳皮質比は 11.5 〜 17.7 であっ
tau の核医学イメージングプローブとして基礎的性質を有
た。
することが示された。
10085
10133
アミロイドイメージングのための
99m
Tc 標識ベンゾフラン誘導体の開発
臨床使用を目的としたループ法によ
1
1
1
1,2
11
程 妍 ，小野 正博 ，木村 寛之 ，上田 真史 ，
る C PBR28 標識合成条件の最適化
中山 守雄 3，佐治 英郎 1
金井 泰和 1，仲 定宏 2，木下 大輔 3，南間 貴之 3，
2
3
2
1
下瀬川 恵久 ，今泉 昌男 4，渡部 浩司 1，畑澤 順 2
京大院薬， 京大病院， 長崎大院医歯薬
1
【目的】脳内 Aβの検出は、アルツハイマー病の早期診断に
阪大院医 医薬分イメ，
99m
2
繋がると考えられる。本研究では、
Tc を用いた Aβイメー
大阪大学大学院医学系研究科 核医学講座，
3
ジングプローブの開発を目的として、ベンゾフランを母核
住重加速器サービス，
99m
4
とする Tc 標識化合物を合成し、その有用性についての
大阪大学免疫学フロンティア研究センター 核医学研究室
99m
検討した。
【方法】錯体形成部位として BAT を用い、 Tc
末梢性ベンゾジアゼピン受容体は活性化ミクログリアに高
発現し神経炎症などに深く関連しており、脳血管障害、神
標識ベンゾフラン化合物を合成した。Aβとの結合性を検
討するために、Aβ42 凝集体を用いた阻害実験を行った。
経変性疾患などにおける役割が注目されている。 本研究
Tg2576 マウス脳切片を用いた ARG により、脳内 Aβとの
は末梢性ベンゾジアゼピン受容体リガンドである
11
結合性を検討した。正常マウスでの体内放射能分布実験を
C-PBR28 の合成法を使用する前駆体や反応溶媒を極力減
99m
行い、脳移行性を評価した。
【結果】 Tc 標識体を放射化
らしながら最適化することを目的とした。 11C-PBR28 は、
11
学的収率 80−95％、放射化学的純度 98% 以上で得た。イン
C-CO2 からループ法により合成した。合成は、前駆体濃度、
ビトロ結合実験において、99mTc 標識体は Aβ42 凝集体への
液量およびアルカリ量を検討し、臨床使用が可能な品質で
高い結合性を示した。さらに、Tg2576 マウス脳切片上の
合成できるかを検証した。合成条件を検討した結果、前駆
体の濃度は 2 mg/ml まで、反応液量は 40 μl まで減らすこと
アミロイド斑への結合性を認めた。また、正常マウス体内
99m
が可能であり、アルカリとして水酸化テトラブチルアンモ
放射能分布実験において、 Tc 標識体は脳への移行性と速
99m
やかな消失を示した。
【結論】以上より、 Tc 標識ベンゾ
ニウムを前駆体に対して 1.3 倍量を用いることで良好な放
フラン化合物は、SPECT 用 Aβプローブとして有効である
射化学的収率
（30% 以上）で合成することができた。この条
件を用い、臨床スケールでの合成を試みた結果、放射能量
可能性が示された。
は約 1 GBq、比放射能は 37 GBq/μmol 以上で合成すること
10252
ができ、また十分な品質で合成することができた。
タウイメージング用プローブの候補
10297
化合物としての THK-951 の検討
岡村 信行 1，古本 祥三 1 , 2，原田 龍一 1，岩田 錬 2，
ループ標識法を用いた［11C］
PIB の迅速・
1
3
谷内 一彦 ，工藤 幸司
効率的な合成法の検討
1
寺崎 一典 1，石川 洋一 2，小豆島 正典 3，
東北大医機能薬理，2 東北大サイクロ，3 東北大未来医工
1
【目的】
脳内に蓄積したアミロイドβ、
タウ蛋白の生体イメー
世良 耕一郎 ，岩田 錬 2
1
岩手医大サイクロ，2 CYRIC，3 岩手医大歯放
ジングは、アルツハイマー病（AD）の診断や病態把握に
有用である。我々はタウ蛋白を検出するプローブを新たに
ループ標識法は、細いチューブをループ状にしたものに基
開発する目的で、新規化合物 THK-951 の結合特性および脳
質反応溶液を入れ、高反応性の
［11C］
メチルトリフレートと
移行性について検討した。
【方法】AD 患者脳標本を用いて、
反応させるフロー式の迅速・効率的な標識合成法である。
11
化合物のタウ病変に対する結合選択性を検証した。さらに
本研究は、
［ C］
PIB をループ標識法によって合成し、臨床
標識化合物を ICR マウスに静脈内投与し、化合物の脳移行
PIB
利用可能な薬剤に成熟させることを目的とする。
［11C］
性とクリアランスを調べた。
【結果】AD 患者脳切片におい
の合成は、基質溶液
（60μL）をループに注入し、
［11C］メチ
て、THK-951 は神経原線維変化やニューロピルスレッドを
ルトリフレートを 20 mL/min の流速でループに導入し、反
明瞭に染色した。また 11C 標識体を用いたオートラジオグ
応物を HPLC で分離・精製した後、C18 カートリッジで固
ラフィーにおいても、海馬 CA1 領域への集積が顕著であり、
相抽出し、エタノールで溶出後製剤化した。ループ法では、
既存のプローブと異なる結合特性を示した。ICR マウスへ
適切な反応溶媒の選択が反応効率を左右するが、DMF、メ
の静注後の脳内集積量は、2 分後で 3.2 %ID/g、30 分後で 0.15
チルエチルケトン、シクロヘキサノンで合成を試みた。ア
11
%ID/g であった。【結論】［ C］THK-951 はタウ蛋白への結
ルカリ添加の効果、液相中の標識合成との比較を含めて、
合選択性を示し、また脳移行後、速やかなクリアランスを
最適な自動合成条件を検討したので報告する。
示すことから、有力なプローブ候補化合物と考えられた。

M3VIIIC3

M3VIIIC6

M3VIIIC4

M3VIIIC7

10248
アルツハイマー病における神経原線
維変化を標的とした核医学イメージ
ングプローブの開発
1
松村 憲志 ，小野 正博 1，木村 寛之 1，岡本 洋子 2，
猪原 匡史 2，高橋 良輔 2，佐治 英郎 1
1
京大院薬，2 京大院医
【目的】アルツハイマー病
（AD）の脳内病理学的変化のひと
つである神経原線維変化
（NFT）は、その蓄積が臨床症状に
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腫瘍：PET臨床 腎・尿路
第 8会場

13：30～ 14：20

10007
C-choline PET/CT による尿管癌の
検出
加藤 克彦 1，阿部 真治 2，末澤 正太郎 2，
3
岩野 信吾 ，土屋 賢一 3，太田 尚寿 3，伊藤 信嗣 3，
池田 充 1，長縄 慎二 3
1
名大医保，2 名大院医技，3 名大医放
目的：本研究の目的は 11C-choline PET/CT による尿管癌の
検出能を検討することである。方法：尿管癌が疑われた 16
症例
（男性10名、
女性6名）
に対して11C-choline PET/CT
（Siemens
Biograph 16）を施行した。全症例に対して手術か生検が施
行され、病変の病理組織学検査を行った。結果：16 症例中
12 症例が尿管癌、1 症例悪性リンパ腫、1 症例 IgG4-関連疾患、
2 症例が良性病変であった。尿管癌での SUVmax は 1.97-8.08
（mean±S.D. 4.24±0.52）
、悪性リンパ腫では 2.94、IgG4関連疾患では 3.25、
良性疾患では 1.85-2.21（2.03±0.25）
であっ
た。尿管癌で SUVmax が高かったものの、有意差はなかっ
11
た。結論： C-choline の集積は良性疾患と比較し尿管癌で
高かったが、有意差はなかった。さらに症例を増やして検
討したい。

M3VIIID1

M3VIIID2

11

10109
尿路上皮癌における FDG-PET/CT 所
見

戸矢 和仁 1，金子 英樹 1
1
東京医療セ放
【目的】一般に FDG-PET 検査は尿の集積の影響で尿路上皮
癌にあまり有用とされていない。しかし、平成 22 年 4 月の
診療報酬改定により、尿路上皮癌にも保険が適用されるよ
うになった。我々は当院で施行された尿路上皮癌の FDGPET/CT の所見を検討した。【対象・方法】平成 22 年 5 月よ
り平成 23 年 3 月に当院で FDG-PET/CT が施行され、病理学
的に尿路上皮癌と診断された 10 例（男 9 例・女 1 例、年齢
69 〜 86 歳・中央値 72.5 歳）を対象とした（腎盂癌 4 例、尿
管癌 3 例、膀胱癌 3 例）
。主に原発巣の視覚的な同定の可否
【結果】腫瘍の
と集積を半定量指標 SUVmax で検討した。
視覚的な同定が困難であったのは、腎盂癌 1 例、尿管癌 1 例、
膀胱癌 1 例であった。この中の腎盂癌は上皮内癌であった。
これ以外は腫瘤形成が明瞭で、集積の有無を評価できた。
原発巣の SUVmax は 2.0 〜 15.9 であった。
【結論】尿路上皮
癌のうち、腫瘤を形成するものは FDG の集積が認められ、
CT との融合情報と併せれば、腫瘍の同定は可能であった。

M3VIIID3

10369
腎浸潤性移行上皮癌の FDG-PET/CT

10330
精巣腫瘍における F-18 FDG PET-CT
の利用
久山 順平 1，戸川 貴史 1
1
千葉がん核
精巣腫瘍の病変検出、腫瘍組織の活動性の評価における
F-18 FDG PET-CT（PET）の使用経験を報告する。精巣腫瘍
に PET の利用が保険診療上可能となった 2010 年 4 月以降 42
症例で 53 回の検査を行った。セミノーマ症例が 21、非セ
ミノーマ成分を主体とする症例が 21 である。精巣病変の摘
出前の実施は 3 症例に過ぎず、ほとんどが外科治療後の使
用だが、3 例とも原発巣描出は良好だった。転移巣でもセ
ミノーマ、非セミノーマを問わず FDG 集積は良好で、直径
10mm 以下のリンパ節にも取り込みが示されるなど、11 回
の検査で転移・再発病変が検出された。一方で、こうした
転移巣は化学療法の施行後も残存腫瘤を認める例が多く、
7 例では形態診断上は CR が得られているかどうかの評価が
困難だったが、FDG 集積の消失が有用な情報として治療効
果の判定に貢献した。精巣腫瘍の臨床において、PET は病
変検出能に優れ、同時に治療効果判定にも有効な情報を提
供することから、有用性が高いものと評価される。

M3VIIID4

10255
新規アミノ酸ポジトロン製剤 MeAIB
に よ る 前 立 腺 癌 PET 診 断 ―FDG、
MRI との比較検討による中間報告―
1
東 達也 ，加川 信也 1，岸辺 喜彦 1，高橋 昌章 1，
1
山内 浩 ，石戸谷 哲 2，植村 祐一 2，大西 裕之 2，
西井 龍一 1 , 5，川井 恵一 4，南 俊介 3
1
滋賀成人病センタ研，2 滋賀成人病センタ泌尿，
3
滋賀成人病センタ放，4 金沢大大学院，5 宮崎大放
【目的】FDG による前立腺癌 PET 診断は難しいとされるが、
MeAIB の前立腺癌 PET 診断における有用性を検討する。
【方
法】対象は 66.3±5.02 歳、男性 9 例。全例前立腺生検によ
り腫瘍組織を確認後、CT 等にてあきらかな転移がなく、
前 立 腺 全 摘 を 予 定 し て い る 症 例。FDG-PET、MeAIBPET、MRI、骨シンチ検査を施行、前立腺全摘を受け、病
理診断でも組織を確定した。PET 検査は、新規アミノ酸
PET 製剤 MeAIB を使用し、FDG-PET、MRI での T2WI や
DWI との比較検討を行った。【成績】腫瘍集積の平均は
SUVmax で FDG: 4.38±3.83、MeAIB: 3.66±2.36 であった。
集積は FDG が強い 3 例に対し、MeAIB の例が 3 例、同等が
3 例だった。FDG、MeAIB ともに 5 例で明瞭に腫瘍が描出
された。T2WI は DWI に劣っていたが、DWI の検出は FDG
や MeAIB とほぼ同等であった。いずれの modality でも診断
困難な症例は 3 例だった。病理組織との対比ではあきらか
な傾向を認めなかった。リンパ節診断はいずれの modality
でも診断に差がなかった。
【結論】MeAIB は前立腺癌診断
において DWI や FDG の診断能とほぼ同等であった。

M3VIIID5

腫瘍：PET臨床 婦人科領域

小口 和浩 1，竹内 亮 1，伊藤 敦子 2
1
相澤病院 PET センター，2 相澤病院放
第 8会場 14：30～ 15：50
腎浸潤性移行上皮癌の 1 例を経験した。症例は 70 台男性、
10177
主訴血尿。臨床的に炎症所見はごく軽度、尿細胞診は陰性
子宮体癌の FDG-PET における後期像
であった。腹部造影 CT で、左腎に約 4cm 大の造影剤増強
の有用性の検討
効果が弱い境界不明瞭な腫瘤を認めた。鑑別診断および転
伊藤 信嗣 1，加藤 克彦 2，松尾 啓司 3，長縄 慎二 1
移診断目的で FDG-PET/CT が施行された。病変部の集積は、
2
1
名大放， 名大保，3 トヨタ記念放
正常腎実質と同等かやや強い程度で、
SUVmax は 1 時間後 4.3、
2 時間後 4.7 であった。左腎摘出術が施行され、病理学的に 【目的】子宮体癌の FDG-PET で後期像を追加することが診
断能の向上に寄与するかを検討した。
【方法】対象は 2007
腎実質内に浸潤する移行上皮癌（G3＞G2）と診断された。
年 12 月〜 2010 年 10 月に外科手術により子宮体癌と診断さ
浸潤性移行上皮癌は腎実質への浸潤が主体の移行上皮癌で
あり稀とされる。画像診断的には、
Bellini 管癌や紡錘細胞癌、 れた 22 例（60.2±7.4 歳）。病理診断の内訳は内膜腺癌 16 例、
肉腫 4 例。全例に FDG 投与後 60 分（早期像）および 90 分（後
悪性リンパ腫が鑑別となるが、これらの腎腫瘍は強い FDG
期像）を撮像し、病変の早期像、後期像の SUVmax 測定し、
集積を呈することが知られている。今回経験した症例は集
その増加率を算出した。また、腫瘍径、分化度・組織型と
積が比較的弱く、特徴的な所見と思われた。腎浸潤性移行
SUVmax、SUV 増加率との関連性を調査した。【結果】腫
上皮癌を経験した。自験例では FDG 集積が腎実質と同程度
瘍径が最小の 5mm の症例を除き、SUVmax は全例で早期
であり、FDG-PET/CT は類似の CT 所見を呈する他の腫瘍
像（中央値 9.8）より後期像（同 11.9）のほうが高かった（p
と本症との鑑別の一助となる可能性がある。
＜0.01）
。腫瘍径と SUVmax との間には正の相関を認めた。
組織型では、
内膜腺癌のうち低分化の症例で高集積を示した。
SUV 増加率（中央値 13.7%）においては、腫瘍径、組織型・
分化度のいずれに関しても統計学的有意差は認められなかっ
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た。
【結論】子宮体癌の FDG-PET おいて、早期像より後期
像のほうが有意に高い集積を認めたが、腫瘍径、組織型・
分化度に関して、早期像と後期像の間の集積では有意差は
認めなかった。
10463
子宮体癌における FDG-PET 後期相の
有用性
吉原 尚志 1，石原 圭一 1，石原 真木子 2，
1
箱崎 謙太 ，小林 靖宏 1，佐藤 英尊 1，椎葉 正人 1，
桑子 智之 1，清水 康弘 1，岡崎 恵美 1，汲田 伸一郎 1
1
日医大放，2 虎ノ門病院放
【目的】FDG-PET を用いた子宮体癌に関し、delayed scan
の有用性について検討した。
【対象】2008 年 1 月〜 2011 年 5
月の間に組織診が施行された子宮体癌 16 症例。年齢 63±
14 歳。分化度は、G1 8 症例、G2 4 症例、G3 3 症例であった。
（早期相）で
【方法】PET-CT による撮像を FDG 投与後 1 時間
（後期相）
で再撮像した。
行い、
骨盤部に関しては投与後 2 時間
子宮内膜の SUV max を早期相、後期相で計測し、早期相
から後期相への SUV max の増加率を算出した。さらにこ
れらの値を、分化度と比較検討した。
【結果】早期相での
SUVmax の平均は、G1 で 9.9、G2 で 14、G3 で 15 であった。
また、後期相での SUVmax の平均は、G1 で 12、G2 で 18、
G3 で 21 であった。また、SUV max の増加率の平均は、G1
で 19 ％、G2 で 28 ％、G3 で 39 ％ で あ っ た。 早 期 相 で の
SUVmax、増加率ともに G2 と G3 に有意差を認めなかったが、
後期相での SUV max では G1,G2,G3 それぞれに有意差を認
めた。
【結論】子宮体癌の診断において、分化度が低いほ
ど後期相で FDG の集積が増加し、診断の一助になると考え
られた。

M3VIIIE2
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卵巣転移の FDG-PET/CT 所見

10018

北島 一宏 1，鈴木 加代 2，尾西 由美子 2，
千田 道雄 3，杉村 和朗 1
1
神戸大放，2 先端医療センター PET 診，
3
先端医療センター 分子
【目的】卵巣転移症例の FDG-PET/CT 像を retrospective に検
討し、特徴を探る。
【対象】FDG-PET/CT 検査後の手術な
。
いし臨床的に診断の確定した 17 例 23 病変（6 例は両側）
年齢は 34 〜 63 歳（55.1±7.2 歳）
。原発巣は乳癌が 6 例、大
【方法】6 時間の絶食
腸癌が 5 例、胃癌が 3 例、膵癌が 3 例。
を保った後 FDG を 3.33 MBq/kg 投与し約 50 分後に PET/CT
装置にて通常の全身撮影を施行。14 例はさらに直後に造影
CT も追加撮影するいわゆる造影 PET/CT を施行した。
【結果】
卵巣転移巣の SUVmax は 1.8 〜 9.9（4.9±2.3）
。サイズ（長
径 ） と SUVmax と の 間 に 有 意 な 相 関 な し（r=−0.07、
p=0.73）。造影 CT 像から嚢胞成分主体と充実成分主体のタ
イプに分けると、前者（13 病変）の SUV max は 4.5±2.1、
後者（10 病変）は 5.4±2.5（p=0.35）
。原発巣別の SUVmax
は大腸癌からの転移 8 病変では 5.3±1.2、乳癌からの転移 7
病変では 6.0±3.3、胃癌からの転移 4 病変では 3.7±0.9、膵
癌からの転移 4 病変では 3.1±1.4（p=0.13）
。
【結語】担癌
患者の卵巣に FDG 集積が見られた場合卵巣転移をも鑑別の
一つに挙げるべきである。
10187
後 腹 膜 発 生 の Aggressive
angiomyxoma の一例
新宅 香恵子 1，福岡 治仁 1，丸川 和志 1，西原 礼介 1
1
中電病院放
【症例】40 歳代女性【既往歴】5 年前子宮頸癌にて円錐切除
術後、子宮筋腫【現病歴】2009 年 11 月子宮頸癌、子宮筋
腫に対する 6 か月毎の定期検査で、膣右側壁に腫瘤を認め、
穿刺するも排液なし。2010 年 7 月膣内に何かが垂れ下がる
ような自覚症状があったため、MRI を施行した。子宮右背
側〜ダグラス窩、膣右側に T1WI で筋肉と等信号、T2WI で
高信号内に低信号結節が多発しており、造影にて結節部分
が造影される不整形だが比較的境界明瞭な後腹膜軟部腫瘍
を認めた。FDG-PET では、MRI で造影される充実成分に
一致して SUVmax：4.0 の集積亢進を認めた。その後、右
膣壁の母指頭大の柔らかい突出に対し切開生検を行い、

M3VIIIE4
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Aggressive angiomyxoma （AAM）と診断された。【経過】
AAM 確定後、Gn-RH 治療を施行した（計 6 回）。治療終了
後の MRI では軽度縮小と造影効果の低下があり、FDGPET では集積低下を認めた。【結語】比較的稀な AMM にお
いて、術前ホルモン療法前後で FDG-PET を施行し、効果
判定に有用であったため報告した。
10504
子宮肉腫・子宮筋腫の鑑別診断にお
ける FDG-PET の有用性について
阪口 史 1，白石 慎哉 1，吉田 守克 1，浪本 智弘 1，
1
山下 康行 ，田代 城主 2，冨口 静二 3
1
熊本大学医学部附属病院 画像診断科，2 熊本市民病院，
3
熊本大学医学部保健学科
目的：子宮肉腫と子宮筋腫の鑑別診断における FDG-PET
の有用性について検討を行った。方法：子宮肉腫を疑われ
PET 施行し組織学的に証明された 8 症例、他疾患精査のた
め PET 施行し偶発的に 3cm 以上の子宮筋腫を認めた 38 症例
を対象とした。両群間において、SUVmax 値、tumor-tonormal ratio（T/N 比）、tumor-to-liver ratio（T/L 比）の各指標
との関係を検討した。併せて閉経との関連性についても検
討した。結果：各指標の平均値は筋腫群、筋肉腫群にて、
それそれ SUVmax=2.1 、15.8、T/N 比 =1.2 、8.2、T/L 比
=1.1 、7.4 であり、いずれも p＞0.01 と指標間に有意差がみ
られた。閉経後では群間の各指標の値にオーバーラップは
見られなかったが、閉経前群においては 2 例の子宮筋腫に
おいて異常集積を認め、いずれも卵胞期の検査であった。
結語：子宮肉腫・子宮筋腫の鑑別に FDG-PET は有用であ
るが、閉経前患者においては筋腫への生理的集積を考慮し
て評価することが重要であると思われた。

M3VIIIE5

10340
閉経後女性におけるホルモン投与に
よる FDG の子宮内膜集積
塚本 江利子 1，越智 伸司 1，西原 徹 1，森田 和夫 1
1
セントラル CI
【背景】閉経前の女性では排卵期や月経時に子宮内膜に
FDG が集積することが知られており、閉経後の女性でこの
ような集積が見られた場合、内膜癌を疑う。今回、我々は
閉経後の女性でホルモン投与のためと思われた子宮内膜集
積を経験したので報告する。
【症例】５７歳と６２歳の閉
経後の女性、それぞれ最終月経は５３歳と５０歳。更年期
障害の治療にてエストロゲン製剤を４年から５年服用して
いた。両者ともがん検診のために受診され、FDG-PET 検
査にて子宮内膜の集積を認めた。その他には明らかな異常
集積を認めなかった。MRI 検査では子宮内膜の肥厚がみら
れたが、特に腫瘍を示唆する所見は認めなかった。ホルモ
ン投与による子宮内膜への集積を疑ったが、念のため、子
宮体部の細胞診を行った。細胞診では悪性細胞はみられず、
子宮内膜増殖症の診断であった。
【結論】閉経後の女性で
も女性ホルモンを投与されると子宮内膜の増殖がおこり、
内膜の集積が起こる可能性がある。閉経後の女性で子宮内
膜の集積をみたときには女性ホルモンの投与の有無を確認
する必要がある。

M3VIIIE6

M3VIIIE7

10212
子宮摘出後の卵巣集積とその問題点

塚本 江利子 1，越智 伸司 1，西原 徹 1，森田 和夫 1
1
セントラル CI
【目的】
子宮摘出後にみられる卵巣集積とその問題点の検討。
【方法】対象は PET 検診を受けた６０歳以下の子宮摘出後
FDG 検査６９件と子宮頸癌術後の再発診断目的の FDG 検
査３０３件。検診例では骨盤内の集積が MRI で卵巣かどう
か確認、必要に応じ、10 日から 2 週間後に FDG-PET を再
検した。子宮頸癌例では卵巣集積とまぎらわしい集積を示
ものの存在と問題点を retrospective に検討した。
【結果】検
診例では 4 例で生理的な卵巣集積が確認された。2 例は 30
代と 40 代で MRI で卵巣が明瞭に確認できたが、50 代の 2 例
では卵巣の委縮により MRI での確認が難しく、約 2 週間後
に集積の消失を確認し、生理的集積と診断した。子宮頸癌
術後では卵巣集積とまぎらわしい骨盤内集積を示したもの
36 件、移動した腹部の卵巣集積が 4 件みられ、PET/CT の
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みでは判断が困難な例もあった。
【結論】子宮摘出後にも
生理的な卵巣集積がみられるが、排卵期の推定が困難で卵
巣の確認が難しい場合もある。特に子宮頸癌例では卵巣の
移動なども行われるので、生理的な卵巣集積を病変と誤診
しない注意が必要である。

れも病理組織学的あるいはフォローアップによる画像診断
的 に 最 終 診 断 が 決 定 さ れ た．PET/MRI の 曲 線 下 面 積 は
PET/CT あるいは MRI と比して有意に大きかった．PET/
MRI の感度は PET/CT と比して有意に高く，特異度は MRI
と比して高かった．
［結論］伏臥位撮像 PET/MRI による乳
房腫瘍の診断能は，造影 PET/CT や MRI と比して有意に優
れている．

10386
FDG-PET は乳癌の骨転移の病勢評価
10264
に有用か
乳癌の局所診断における「腹臥位 2 時
奥山 智緒 1，中井 孝子 2，松島 成典 1
2
18
1
京府医大放， 梶井町放クリニック
点撮像 F-FDG PET/ ダイナミック
CT」の有効性
【目的】乳癌患者の骨硬化型の骨転移では FDG-PET は高集
1
積から低集積までさまざまである。FDG-PET の集積の程
大西 剛直 ，耕崎 志乃 1，村田 和子 2，野上 宗伸 1
1
高知大放，2 高知医療セ
度が、乳癌の骨転移の病勢評価に有用であるかを検討した。
「腹臥位 2 時点撮像 18F-FDG PET/ ダイナミック
【方法】FDG-PET を施行した乳癌治療中患者の中で、PET/ 【目的】
CT、骨シンチ、CT、MRI のいずれかにて骨転移の存在を
CT」が、乳癌局所診断の向上にどの程度寄与するかを検
指摘され、半年以内に CT あるいは PET/CT にて骨転移病変
討した。
【方法】乳癌の疑いがある患者 17 例を対象とした。
PET-CT は全例に対し、腹臥位ダイナミック（dyn）CT と
の変化を確認することが可能であったのべ 25 例 102 病変を
18
対象とした。それぞれの病変につき、
CT 上の形態（溶骨型、
F-FDG 投与後の 60 分（早期相）と 120 分（遅延相）に腹
、半年以
（1）
PET
混合型、硬化型、骨梁間型）
、FDG 集積（＋/−）
臥位 PET 撮像を行った。これにより得た画像を、
（2）
PET ２相 / 非造影 CT、（3）PET １相 /
内の変化（サイズの変化、溶骨・造骨の変化）を検討した。 １相 / 非造影 CT、
dynCT、（4）PET ２相 /dynCT の４つの診断法に分類し、前
【成績】溶骨性、混合型、硬化型、骨梁間型は 29、10、
56、7 病変、それぞれのタイプでの FDG 陽性例は 27、9、
後 1 週間以内に施行した dynMRI と併せ ROC 解析により比
較した。
【結果】全 69 病変が検出され、最終診断で 48 病変
22、7 病変であった。骨硬化型の転移につき FDG 陽性の 22
例中 20 例は半年以内の経過にて増悪傾向を認め、陰性の
が乳癌であった。dynCT を用いた PET/CT は、非造影の
34 例中 30 例では明らかな変化を認めなかった。【結論】乳
PET/CT よりも感度と ROC 曲線下面積が有意に高かった。
癌骨転移の病勢評価に FDG-PET は有用である。
dynCT を用いた PET/CT は、dynMRI よりも有意に感度が
低かった。いずれの PET-CT も特異度は dynMRI より高かっ
た。PET の 2 時点撮像は感度と特異度の向上に寄与しなかっ
た。

M3VIIIE8

M3IXA3

腫瘍：PET臨床 乳癌
第 9会場

10：00～ 10：30

腫瘍：PET臨床 消化管

10131
FDG-PET/CT による乳癌術前化学療
第 9会場 11：00～ 12：00
法の CR 判定
1
1
1
1
10206
細川 浩平 ，菅原 敬文 ，酒井 伸也 ，高橋 忠章 ，
食道癌に対する術前化学療法治療効
清水 輝彦 1，梶原 誠 1
1
果判定における PERCIST と RECIST
四国がんセンター放
の比較
目的：乳癌術前化学療法（NAC）の complete response（CR）
1
判定における FDG-PET/CT 診断能の検討。方法：対象は
巽 光朗 ，梁川 雅弘 2，渡部 直史 3，礒橋 佳也子 3，
3
加藤 弘樹 ，下瀬川 恵久 3，富山 憲幸 2，畑澤 順 3
NAC 前後で FDG-PET/CT を撮影された 87 例 90 病変。
1
阪大病院放，2 阪大放，3 阪大核
FDG 集積が消失したものを CR と視覚的に評価し、病理学
的完全奏功（pCR）と対比した。また、FDG 集積の半定量 【目的】食道癌に対する化学療法の効果判定において、新
たに提唱されている PET を用いた PERCIST（PET Response
的指標として SUVmax を測定した。結果：pCR は 24 病変。
Criteria in Solid Tumors）と従来のサイズを基準とした
pCR に対する FDG-PET/CT の感度、特異度、正診率は
71%（17/24）, 80%（53/66）, 78%（70/90）。pCR で FDG 集
RECIST（Response Evaluation Criteria in Solid Tumors）を比
積の残存している 7 病変は、すべて乳管内成分の残存を認
較する。
【方法】術前化学療法の前後に FDG PET/CT が施
行された食道癌患者 19 人を対象とした。CT で腫瘤の長径
めた。PET で CR と判定した pCR 群と non-pCR 群で、NAC
前の FDG 集積
（SUVmax）
には差がなく pCR を予測困難だっ
を 測 定 し、RECIST1.1 で 評 価 し た。PET で は、PERCIST
たが、non-pCR 群 13 病変中 11 病変は硬癌であった。結論：
で規定の SULpeak（除脂肪体重で補正の SUV）を用いて評
NAC 後非侵襲的 CR 判定ツールとして FDG-PET/CT は良
価した。
【成績】RECIST では完全寛解：0 人、部分寛解：
好な診断能を有しているが、
乳管内成分の残存や組織型によっ
11 人、安定：8 人、PERCIST では完全寛解：5 人、部分寛解：
11 人、安定：3 人であり、異なる結果となった。術後標本
て偽陰性、偽陽性の生じる可能性がある。
における残存病変との比較では、RECIST は治療効果を過
10168
小評価する傾向が明らかとなった。PERCIST で完全寛解の
乳 房 腫 瘍 に お け る 伏 臥 位 撮 像 PET/
5 人はいずれも RECIST では部分寛解であったが、術後無
MRI 融合画像の有用性に関する検討
再発を継続中である（観察期間 457+/-232 日）
。
【結論】食
~MRI および造影 PET/CT との対比 ~
道 癌 に 対 す る 術 前 化 学 療 法 治 療 効 果 判 定 に お い て、
1
1
2
1
野上 宗伸 ，耕崎 志乃 ，村田 和子 ，大西 剛直
PERCIST は RECIST よりも優れていると考えられる。
1
高知大 PET セ，2 高知医療セ
［目的］乳房腫瘍における，ソフトウェア的に融合させた伏
10320
臥位撮像 18F-FDG PET/MRI 融合画像の有用性を検討するた
FDG 集積を認めた食道原発低悪性度
めに，乳房 MRI および伏臥位撮像ダイナミック造影 PET/
筋線維肉腫の一例
CT と対比する．［方法］乳房腫瘍の疑われた 18 名を対象と
濱本 耕平 1，大河内 知久 1，田中 修 1
1
自治さいたま放
して，伏臥位撮像を併用した PET/CT と乳房 MRI を 1 週間
以内に施行した．伏臥位 PET/CT の撮像には MRI 用の乳房
【症例】
70 歳代男性。以前より嚥下時のつっかかりがあり、人間ドッ
コイルと同一の形態およびサイズを有する固定具を作成し
クの CT にて食道に接する腫瘤が見つかり、精査目的で当
使用した．伏臥位 PET/MRI をワークステーションを用い
て retrospective に作成し，その診断能を二名の診断医によ
院紹介受診。
り 5 段 階 の 視 覚 的 手 法 を 用 い て 評 価，ROC 解 析 お よ び 【画像所見】
McNemar 検定を用いて統計学的に MRI および PET/CT の診
CT 上では気管分岐部直下に 6cm 大の軟部影が見られていた。
18 例中 71 病変が検出され，いず
断能と対比した．
［結果］
上部超音波内視鏡では食道外で縦隔腫瘍が疑われた。生検

M3IXA1

M3IXB1

M3IXA2

M3IXB2
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広く認められてきており大腸癌の診療に有効に活用している。
では No atpical cell であったが、悪性病変を否定できず、
FDG-PET/CT 施行となった。FDG-PET/CT では、中縦隔の
しかしながら、臨床系の学会でも大腸癌に関するまとまっ
軟部影に一致するように SUVmax6.1 の集積が見られていた。
た PET/CT の演題発表は少なく、また本会においても同じ
集積はやや不均一であり、GIST や平滑筋肉腫、神経原性
である。
腫瘍などが鑑別として挙げられた。
【目的】PET/CT 検査における大腸癌の原発巣の検討を行い、
基礎的データを提示すること。
【経過】
中下部食道切除、胃管再建術が施行された。腫瘤と食道と 【対象】2006 年 1 月より 2010 年 12 月までに当院で施行した
PET/CT 検査 1930 回のうち、術前で原発巣があり SUV 値を
の剥離は困難であったが、
周囲脈管などへの浸潤などはなかっ
評価できた 589 例。
た。病理所見は低悪性度筋線維肉腫であった。
【結果】原発巣の検出率はほぼ 100% である。深達度と
【結語】
SUV の相関は見られないものの大きさと SUV の相関が見
今回我々は FDG 集積が見られた食道原発低悪性度筋線維肉
腫を経験した。まれな腫瘍であるが文献的考察を含め報告
られ、深達度をそろえると組織型により集積に違いがある
する。
ことが示唆される。同じ大きさ（長径）の場合、深達度が
深いほど SUV は低い傾向がある。
10103
【考察とまとめ】PET は原発巣に関しては、補助的な診断
F-18 FDG-PET/CT と thin slice
手段と考えるが、大きさと SUV の間に相関が見られ、組織
学的にも集積に違いがみられる。
MRI による食道癌 T 因子評価の比較
1
1
2
鐘ヶ江 香久子 ，伊藤 和夫 ，岡原 聡 ，
2
3
3
10047
高橋 宏明 ，田口 大 ，細川 正夫
1
恵佑会札幌放，2 恵佑会札幌消内，3 恵佑会札幌消外
大腸癌における FDG と FLT による
PET/CT の比較検討
【目的】Prospective に PET/CT と MRI による食道癌術前評価
を行い、T 因子診断につき術後病理との比較検討を行った。
中條 正豊 1，加治屋 より子 2，神宮司 メグミ 2，
1
【対象と方法】2011 年 1 月から 4 月までに術前治療なく食道
田邊 博昭 ，上野 いづみ 2，田野畑 佐也佳 2，
癌摘出手術が施行された 35 例。扁平上皮癌 27 例、腺癌 6 例、
中別府 良昭 1，中條 政敬 1
1
癌肉腫 2 例。F-18 FDG-PET/CT による SUVmax と心同期呼
鹿大放，2 南風病院 放射線科
吸同期を併用した thin slice MRI での T 分類とを術後病理組
目的：大腸癌の FDG と FLT による PET/CT 診断の差異につ
織学的 T 分類と比較した。
いて検討した。対象：大腸癌の術前に両薬剤による PET/
【結果】35 例に対する MRI の
CT を施行した 16 例である。方法：原発巣の陽性率とその
sensitivity は T1;91.7% （11/12）,T2;71.4%（5/7）,T3;66.7%
（8/12）
および T4;100%
（4/4）であった。PET/CT では扁平上
SUVmax、リンパ節転移診断の感度、特異度及び正診率を
皮癌 27 例においては T 因子が高くなるにつれ SUVmax が増
両薬剤による PET/CT 間で比較検討した。結果 : 原発巣は
T3 と T4 の区別は困難であった。 FDG と FLT でそれぞれ全例陽性像を呈した。SUVmax は
加する傾向が認められたが、
MRI で形態学的に T2 と T3 の評価が難しい例に、PET での
FLT：6.4±2.2、FDG：14.9±5.1 で、FLT が有意に低値を
SUVmax を参照すると T3 と正しく評価できる例が認めら
。リンパ節転移
示した
（P＜0.001, Wilcoxon signed-rank test）
れた。未分化腺癌では極端に低値、癌肉腫では極端に高値
診断の感度、特異度、正診率は、FDG と FLT ともに 47.6%
となる症例が認められた。
【結論】食道癌術前 T 診断の
（10/21）
, 99.6%（262/263）, 95.8%（272/284）であり、正診率
PET/CT 評価においては、扁平上皮癌では形態診断に加え
。結語：
に差は認められなかった
（P=0.62, MacNemar test）
ることで有用であったが腫瘍組織型によっては SUVmax 値
FLT は SUVmax で FDG よりも有意な低値を示したが、
FDG 同様原発巣は全例陽性像として描出され、リンパ節転
の評価に注意が必要であった。
移診断に関しても FDG と同様に高い特異度及び正診率を示
10247
した。
Metabolic volume を 用 い た FDGPET/CT による食道癌術前化学療法効
果判定
東 達也 1，西井 龍一 3，加川 信也 1，岸辺 喜彦 1，
1
高橋 昌章 ，山内 浩 1，原田 秀樹 2，豊田 英治 2，
第 9会場 13：30～ 14：30
松尾 隆志 2，山本 秀和 2，財間 正純 2
2
3
1
滋賀成人病研， 滋賀成人病外， 宮崎大放
10432
【目的】食道癌術前化学療法（NAC）効果判定における
胆道・膵臓悪性腫瘍における FDG 集
Metabolic volume を用いた FDG-PET/CT の有用性を検討する。
積強度と癌関連遺伝子発現程度との
。
【方法】対象は 64.5±5.6 歳、19 例（男性 16 例女性 3 例）
相関
1
全例生検による腫瘍確認後、CT 等により StageII-III と確認
長町 茂樹 ，西井 龍一 1，柴田 伸弘 2，清原 省吾 1，
され、NAC（CDDP+5FU が主）となった症例。FDG-PET
水谷 陽一 1，若松 秀行 1，藤田 晴吾 1，二見 繁美 1，
は治療前、1 クール治療後、2 クール治療後術前、術後経過
田村 正三 1，川井 恵一 3，千々岩 一男 2
1
宮大医放，2 宮大医一外科，3 金沢大学医学部保健学科
観察の最大計 4 回を施行。Metabolic volume 測定は、VoxBaseII（J-MAC System）を使用し、SUVmax3.0 ないし 3.5 以
胆道・膵臓癌 16 例を対象に手術後摘出組織から RNA を抽
、術後再燃、短期
上となる体積を計測し
（MV3.0, MV3.5）
出し、RT-PCR にて糖代謝に関連する GLUT-1 及び癌遺伝
予後との比較検討を行った。
【成績】SUVmax や MV3.0, 3.5
子（ EGFR 、 KRAS 、 BRAF 、 HIF-1 、 AGER 、 CDH13 、
はそれぞれ術前で 17.3±5.0、56±61、47±52、NAC 後 9.2
VEGFA、P53）の発現を定量した。術前に施行した FDGPET/CT から得られた糖代謝指標（早期像 SUVmax、後期
±6.3、28±43、22±37 だった。13 例は術後、化学療法ま
で進んだが、6 例は NAC を完遂せず、外照射に回った。一
像 SUVmax、SUVmax 変化率）との相関を解析した。それ
年での予後は CR が 4 例で全例 NAC 後の MV3.0, 3.5 が 5mL
ぞれ相関係数は Glut １（0.68、0.68、0.66）
、EGFR（0.47、
以下だった。SUVmax や MV3.0, 3.5 の減少率には予後との
0.60、0.56）、KRAS（0.29、0.26、0.15）、BRAF（0.53、0.35、
相関を認めなかった。
【結論】Metabolic volume を用いた
0.03）、HIF-1（0.50、0.39、0.07）、AGER（0.32、0.47、0.15）、
FDG-PET/CT による食道癌術前化学療法効果判定は短期予
AGER（0.33、0.49、0.07）、VEGFA（0.43、0.31、0.02）、
後の推定に有用であった。
P53（0.33、0.29、0.22）であった。FDG 集積強度と Glut １、
BRAF、HIF-1、VEGFA で正の相関が EGFR と負の相関が
10223
認められた。FDG-PET の集積強度から胆道・膵臓癌にお
PET/CT 検査における大腸癌の原発巣
ける幾つかの癌関連遺伝子発現程度を推測する事が可能と
の検討
思われた。
1
2
2
久須美 貴哉 ，鐘ヶ江 香久子 ，伊藤 和夫
2
1
恵佑会札幌病院外科， 恵佑会放射線画像センター
【背景】筆頭演者は日常臨床における外科医である。近年、
PET の急速な普及にともない、PET 検査の臨床的有用性は

M3IXB3

M3IXB6

M3IXB4
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10430
C- メチオニン PET/CT を用いた分肝
機能評価法の基礎的検討
村上 康二 1，中原 理紀 1，緒方 雄史 1，古賀 清子 1，
2
坂本 攝 ，鈴木 一史 2，阪本 剛 3
3
1
慶大放，2 獨協医大 PET，（株）
AZE
【目的】現在体積測定により行われている分肝機能評価法
に対して、肝細胞のアミノ酸合成能を加味した 11C-メチオ
ニン（11C-Met）PET/CT による分肝機能評価法の臨床的有
用性を検討する。今回は基礎的検討を行った。
【方法】
11
C-Met の肝臓への集積を正確に評価するための至適撮像
条件を検討した。つぎに融合精度向上のため呼吸同期法の
有用性を検討した。また CT と PET の融合画像から分肝機
能評価が可能なソフトウェアを開発する。
【結果】11C-Met
PET の撮像は薬剤投与後 10 分後からの開始が妥当であった。
呼吸同期法は融合精度向上に有用だったが、呼吸変動の大
きい患者には有用性が低下した。今後はソフトウェア的に
画像を非剛性移動させて融合させる方式が必要である。ま
た CT の解剖情報を元にしてメチオニンの肝区域ごとの集
積を解析するソフトウェアを開発し応用した。
【結論】
11
C-Met PET/CT を用いた分肝機能評価法の基礎的検討を行っ
た。今後有用性の評価には従来の体積による評価法との比
較検討が必要である。

M3IXC2

11

10197
肝特異性 MRI 造影剤 Gd-EOB-DTPA
採用後の大腸癌肝転移診断における
FDG-PET の位置づけ：切除例での検
討
1
澤田 明宏 ，朝倉 弘郁 1，遠藤 正浩 1
1
静岡がんセンター 画診
【目的】大腸癌肝転移の診断において肝特異性造影剤を用
いた MRI の有用性は多数報告されている。近年、肝特異性
造影剤は従来使用されてきた SPIO から Gd-EOB-DTPA（以
下 EOB）に取って代わられており、微小病変の検出能の向
上が期待されている。EOB 採用後の PET の位置づけに関し
て検討した。
【対象】対象は 2008 年 9 月から 2010 年 12 月ま
でに当院で大腸癌肝転移が疑われ、PET および EOB 造影
MRI が施行された症例のうち、外科的に切除され病理診断
が確定した 31 例 97 結節。
【結果】摘出標本で測定した腫瘍
最大径は 2-78mm。EOB 造影 MRI、PET で検出できなかっ
た結節はそれぞれ 9/97（すべて 10mm 未満）
、61/97（10mm
未満 52 結節、10mm 以上 9 結節）
。10mm 以上で PET 陰性を
示した病変のうち 5 病変は前治療として化学療法が施行さ
れていた。EOB 造影 MRI で検出できず PET 陽性を示した
病変は認められなかった。
【結論】EOB 採用後の大腸癌肝
転移の存在診断において PET の有用性は SPIO 使用時に比
し低下している可能性が示唆された。

M3IXC3

M3IXC4

10064
肝細胞癌における FDG-PET の位置づ
け

川村 悦史 ，東山 滋明 ，小林 佐和子 ，
岩井 秀司 1，森川 浩安 1，河邉 讓治 2，榎本 大 1，
田守 昭博 1，塩見 進 2，河田 則文 1
1
大阪市大肝，2 大阪市大核
（HCC）に対する FDG-PET が
【背景】2010 年 4 月、肝細胞癌
新たに保険収載されたが実用性の検証は不十分である。
【方
法】最近 3 ヶ月無治療の HCC64 症例において PET［原発巣
T/N 比（SUV 比）］、PET 前 2 週以内に従来画像（US、
の検出率、
CT、MRI）を施行した。PET により推奨治療が変更される
（64±12 歳、
かを検討した。
【成績】HCC 合併肝硬変 64 例
男 43/ 女 21、HCV56/HBV6/ 他 2）において PET により原発
（47/64 例）
で検出された［高分化 45％
（10/22）
、中
巣が 73％
〜未分化 88 ％
（37/42）
、＜2cm 45 ％
（5/11）
、≧2cm 79 ％
、TNM stage I 50％
（4/8）
、II＋III 72％
（33/46）
、IV
（42/53）
100 ％（10/10）］。PET にて新たな転移が 28 ％（13/47 例：肝
内 6、肝外 10）で検出され TNM up-staging により推奨治療
が変更された。原発巣の SUV 比は up-staging 群より非 upstaging 群の方が低く（2.5±1.0 対 1.9±1.0; P＝0.02）、SUV
比≧1.7
（ROC 解析の両群の cut off 値）
群は＜1.7 群よりも累
。
【結論】原
積生存率が低かった
（平均 19.4 ヶ月、P＝0.01）
発巣の SUV 比≧1.7 の症例は高率に新たな肝内外転移が検
1

2

1

出され治療計画に影響を与えうる。
10364
FDG-PET にて集積を認めた限局性脂
肪肝の一例
武藤 昌裕 1，遠山 淳子 1，石原 由美 1，
1
浦野 みすぎ ，新圖 寛子 1，北瀬 正則 1，水谷 優 1
1
刈総放
症例は 40 歳台女性，婦人科領域腫瘤の術前精査で肝腫瘤を
指摘され，消化器内科に紹介受診となった．症状はなく，
特記すべき既往歴，家族歴もなかった．造影 CT で肝右葉
に血管腫と考えられる複数の結節を認めた．その他に外側区，
S6 に平衡相で複数の境界明瞭な結節状低吸収域を認めた．
動脈相では周囲実質と軽度低吸収〜等吸収を呈した．MRI
では T1WI in phase にて周囲実質と等信号，out of phase で
低信号を呈し，T2WI にて淡い高信号を呈した．DWI では
周囲実質と等信号であった．Gd-EOB MRI では動脈相で軽
度低信号〜等信号，門脈相，遅延相では低信号を呈した．
肝細胞相では明瞭な低信号を呈した．FDG-PET では外側区，
S6 の結節に軽度集積を認めた（SUVmax＝3.0 〜 5.4）．画
像所見からは確定的な診断を得られず，腫瘍性病変の可能
性があるため，S6 の病変に対し，US ガイド下生検が施行
された。病理組織所見から限局性脂肪肝と診断された．若
干の文献的考察を加え報告する．

M3IXC5

10394
F-FDG と 11C-Acetate-PET で集積
が見られた肝血管筋脂肪腫の１例
矢野 希世志 1，佐瀬 航 1，禹 潤 1，阿部 修 1，
2
藤岡 和美 ，菊田 潤子 1，大島 統男 3，宇野 公一 4，
佐貫 榮一 1
1
日大放，2 日大練馬光が丘病院 放射線科，
3
三愛病院 放射線科，4 西台クリニック
18
F-FDG と 11C-Acetate-PET で集積が見られた、稀な肝血管
筋脂肪腫を経験した。症例は３０歳代 女性で、右季肋部
痛を自覚していた。症状が悪化し救急外来を受診した。健
診にて肝機能障害を指摘されていたが放置していた。大酒
家である他、特記すべき事項はない。常用薬はない。Ｇ PT
34 U/L LDH 232 U/L G-GTP 264 U/L と肝機能障害が
見られた他、肝炎ウィルスや腫瘍マーカーは陰性であった。
CT にて肝腫瘍が指摘され、PET が施行された。18F-FDG
と 11C-Acetate-PET で陽性となり、肝生検にて肝細胞癌な
どの悪性腫瘍との鑑別が困難で、摘出術を行った。肝血管
筋脂肪腫に対する PET の症例は少なく、今回報告する。

M3IXC6

18
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10063
肺腺癌の FDG 集積度と低酸素誘導因
子（HIF）発現との関係
東 光太郎 1，西田 宏人 1，高橋 知子 2，谷口 充 2，
2
渡邉 直人 ，利波 久雄 2
1
浅ノ川総合病院放，2 金沢医大放
低酸素誘導因子
（HIF）は細胞に対する酸素供給が不足状態
に陥った際に誘導されてくるタンパク質であり、種々の遺
伝子の転写を亢進させる。術前に FDG PET を施行した肺
腺癌手術症例 44 例を対象に、肺腺癌摘出組織を用い免疫組
織化学染色法で HIF-1α、HIF-2αタンパク発現を測定し、
FDG 集積度との相関を調べた。さらに、HIF-1α、HIF-2α
タンパク発現と術後再発の関係を調査した。その結果、肺
腺癌の HIF-1αタンパク発現と FDG 集積度との間には有意
な相関は認められなかった。しかし、HIF-2αタンパク発
現と FDG 集積度との間には有意な正の相関が認められた。
HIF-1αタンパク発現と術後再発の間には関連が認められ
なかったが、HIF-2αタンパク発現と術後再発の間には関
連が認められた。すなわち、HIF-2αタンパク発現量が多
い肺腺癌は術後再発率が高いことが判明した。

M3IXD1
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10181
10115
新規 DNA 合成診断薬剤 C-4DST の
転移性肺腫瘍における 18F-FDG PET
と分子生物学的特性
非小細胞肺癌における有用性の検討
解良 恭一 1，織内 昇 4，朝倉 弘郁 3，遠藤 正浩 3
南本 亮吾 1，窪田 和雄 1，諸岡 都 1，岡崎 百子 1，
2
1
3
3
2
1
群馬大学呼， 静岡がんセンター 呼吸器内科，
伊藤 公輝 ，中島 和彦 ，清家 彩子 ，伊藤 秀幸 ，
3
静岡がんセンター 画像診断科，
遠藤 久子 4，豊原 潤 5，石渡 喜一 5
2
4
1
国際医療セ 核， 国立精神神経セ 放，
群馬大学 放射線診断核医学
3
4
【背景】FDG PET は悪性腫瘍の診断に有用であるが、転移
国際医療セ 呼外， 国際医療セ 病理，
5
東京都健康長寿セ
性肺腫瘍における FDG 集積の生物学的特性に関する報告は
11
C-4DST（4DST）は豊原らにより新規開発された
［目的］
ない。
【方法】転移性肺腫瘍 146 症例が登録された。腫瘍切
PET 薬剤であり、FLT とは異なり DNA 合成に取り込まれ、
除組織における Glut1, Glut3, HIF-1α, VEGF, Hexokinase I,
14
Microvessel density （MVD）の発現を免疫組織学的に FDG
その集積は C チミジンと高い相関を示すことが培養細胞
集積と比較した。対照群として、原発性肺癌 138 例と良性
や動物実験で示されている。今回我々は、非小細胞肺癌を
対象として FDG との比較をもとに 4DST の有用性を検討した。 肺病変 29 例の切除標本についても比較検討した。
【結果】
12 例（13 病変）の非小細胞肺癌患者に対して、
［方法］
転 移 性 肺 腫 瘍 に お け る FDG 集 積 と Glut1, HIF-1α,
Hexokinase I, VEGF, MVD の発現は有意に相関した。FDG
FDG-PET/CT と 4DST-PET/CT を施行し、病変部における
集積は、原発性肺癌に比べて有意に低く、良性肺病変より
それぞれの SUVmax を測定した。その結果と、病理組織学
的な評価（MIB-1 index 等）との比較を行った。
高かった。FDG 高集積は肺転移切除後の予後不良因子であっ
［結果］対
象 病 変 に お け る SUVmax の 平 均 は、4DST：3.1±1.0、
た。組織型に従った解析では、FDG 集積と Glut1, HIF-1α,
VEGF 発現は、肉腫に比べて、腺癌と扁平上皮癌で有意に
FDG：7.3±4.7 であった。集積度と MIB-1 index との相関
関係
（r）は、11C-4DST：0.66、FDG：0.59 であり、4DST 有
高かった。FDG 集積は腫瘍の大きさに有意に相関したが、
4DST は DNA 合成能（細胞増殖能）
意に高かった。
［結論］
腫瘍の大きさとこれらのバイオマーカー発現とは密接な関
を示す PET 薬剤として有用であると考えられた。
連は認めなかった。
【結論】 転移性肺腫瘍における FDG 集
積には、glucose metabolism, hypoxia, および angiogenesis の
10067
発現が重要である。
FDG 集積度は定位放射線治療を受け
10137
た臨床病期Ｉ期非小細胞肺癌患者の
18
予後因子
F-FDG-PET/CT における肺野全体
1
1
2
2
東 光太郎 ，西田 宏人 ，高橋 知子 ，谷口 充 ，
の SUV,HU 定量化ソフトウェアの開
渡邉 直人 2，利波 久雄 2
発
2
1,2
1
三本 拓也 ，諸岡 都 1，窪田 和雄 1，南本 亮吾 1，
浅ノ川総合病院放， 金沢医大放
目的は、定位放射線照射を受けた臨床病期Ｉ期非小細胞肺
岡崎 百子 1，佐藤 敬 1，佐々木 徹 1，中西 哲也 3，
癌患者における FDG PET の予後予測能を検討することで
福士 政広 2
1
国際医研究セ，2 首都大学東京 大学院，
ある。対象は、臨床病期Ｉ期非小細胞肺癌に対し定位放射
3
線治療を受けた患者のうち治療前に FDG PET が施行され
シーメンス・ジャパン株式会社
（FDG）を用いた肺の炎症性疾患の評
た６６例である。男性４５人、女性２１人、平均年齢７８
目的：現状、18F-FDG
を用いて集積が最も高い領域を抽出
価では関心領域（ROI）
歳（５３−９４歳）
、臨床病期ＩＡ期５２例、ＩＢ期１４例、
するという局所的な評価にとどまり肺野全体では評価を行っ
腺癌４１例、扁平上皮癌２３例、腺扁平上皮癌１例、分類
ていない。本研究は従来の局所的評価法ではなく、肺野全
不能な非小細胞肺癌１例、平均観察期間２７カ月（３−５
体の活動性評価を行うためにシーメンス社と共同研究でソ
５カ月）である。一回線量は８Gy 未満２６例、８Gy 以上
フトウェアを開発し、肺疾患の診断能向上を目指す。方法：
４０例である。肺癌の FDG 集積度は縦隔の集積度を基準と
対象は検診のために PET/CT を受診した者。肺野の抽出は
して、低集積度と高集積度に分類した。その結果、高 FDG
集積度群は低 FDG 集積度群より有意に治療後のリンパ節転
CT 画像を基に閾値を用いて抽出した。抽出し得られた CT
および PET の画像から双方の定量値（PET : SUV、CT :
移や遠隔転移の出現率が高く生存率が低かった。FDG 集積
HU）および肺野容積を算出し、肺野全体の定量化を行った。
度は定位放射線治療を受けた臨床病期Ｉ期非小細胞肺癌患
者の予後因子であることが示唆された。
Axial 断面および Coronal 断面について検証した後、間質性
肺炎疾患に本ソフトウェアを適応した。結果：健常者では
10444
Axial 断面では肺尖方向から肺底方向に Coronal 断面では腹
側方向から背側方向にかけて SUV および HU の上昇が認め
肺 癌 に お け る FAZA-PET/CT 臨 床 研
究の初期結果
られた。また間質性肺炎症例の治療効果判定に適用が可能
1
1
2
1
犬伏 正幸 ，小泉 満 ，吉川 京燦 ，福村 利光 ，
である事を確認した。
1
佐賀 恒夫
2
1
放医研分イメ， 放医研重粒子
fluoroazomycin arabinoside
【目的】肺癌患者における
［18F］
（FAZA）を用いた低酸素 PET/CT 臨床研究の初期結果につ
いて報告する。
【方法】対象は放射線化学療法を受ける予
定の原発性肺癌 18 例（63±9 歳；腺癌 9 例、扁平上皮癌 5 例、
。原
大細胞癌 4 例；臨床病期 IIIA 7 例、IIIB 7 例、IV 4 例）
（T/N）
、腫瘍
発巣への FAZA 集積を、SUV、腫瘍健側肺比
血液比
（T/Bl）
、
腫瘍背筋比
（T/M）
の 4 つの半定量指標で求め、
FDG-PET の SUV 等と比較した。【結果】FAZA 集積の 4 つ
の半定量指標は、いずれも腫瘍最大径や SUVFDG と有意な
（そ
相関を示したが、なかでも T/Bl が最も相関が強かった
。T/N は腺癌よりも大細胞癌で有意
れぞれ r=0.817, 0.714）
に高く
（p＜0.01）
、T/M は腺癌よりも扁平上皮癌で有意に高
。いずれの指標も臨床病期の間では有意
かった
（p＜0.05）
差が見られなかった。
【結論】病理組織型によって、肺癌
原発巣への FAZA 集積の半定量指標に有意差が認められた。
今後、さらに症例数を重ねるとともに、長期予後と比較す
ることによって、治療抵抗性を評価するのに最適な指標を
決定する必要がある。
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