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論 文 内 容 の 要 旨 

 

【目的，緒言】 
 11C-methionine PET (MET-PET)は，脳腫瘍と他疾患との鑑別のみならず，脳腫瘍の悪性度評価や伸展

領域の同定に有用であり，さらには手術や放射線化学療法などの治療効果の判定においても MRI を越

えた診断能力を有し，脳腫瘍に対して非常に有用な画像的診断法のひとつである。PET 検査の時間分

解能には制限があるため，脳腫瘍に対する MET-PET のこれまでの報告は static な解析によるもので

あり，static な解析では glioma の WHO 分類における病理学的なサブタイプの推測までは困難である

と報告されていた。近年，PET 装置の進歩により MET の集積を経時的に観察する dynamic MET-PET が

可能となったが，脳腫瘍において MET 集積の経時的変化を解析した報告は少ない。そこで，本研究で

は dynamic MET-PET を用いて脳腫瘍の maxSUV (standardized uptake value) の Time Activity 

Curve(TAC)を測定してそのパターン分析と定量化を行い，脳腫瘍のサブタイプ診断における dynamic 

MET-PET の有用性について検討した。 

 

【対象と方法】 

 2012 年 3 月～2015 年 10 月までの期間に，木沢記念病院・中部療護センターで初発術前精査として

PET を施行され，摘出術もしくは生検術により病理診断された脳腫瘍患者 160 名を対象とした。書面

にて検査のインフォームドコンセントを行った。用いた PET 装置は Eminence STARGATE(島津社製)で，

MET-PET を 14 フレームで構築し，脳腫瘍を ROI(region of interest)とした maxSUV の TAC を分析し

た。WHO 脳腫瘍分類第 4 版に基づいた病理診断の内訳は glioma 139 名，meningioma 9 名，

hemangioblastoma 4 名，primary central nervous system lymphomas(PCNSL) 8 名であった。 

 

【結果】 

1. TAC のパターン解析 

 腫瘍 maxSUV の TAC パターンは初期・早期・遅延相の違いにより４パターンに分類され，それぞれ

が腫瘍の病理診断と相関していた。 

Type A (astrocytic tumors) 

初期相の低～中等度集積に始まり，早期相で急速に増加し，遅延相で横ばい 

Type O (tumors including an oligodendroglial component) 

初期相の低集積に始まり，早期相で急速に増加し，遅延相で緩やかに減少 

Type L (PCNSL) 

初期相の低集積に始まり，早期相で急速に増加し，遅延相で緩やかに増加 



  

Type M/H (meningioma and hemangioblastoma) 

初期相の高集積に始まり，早期相で急速な増加と減少，遅延相で緩やかな減少 

2. TAC の定量化と ROC(Receiver Operating Characteristic)解析 

 TAC を time to peak (TTP; min)と遅延相の傾き(SLOPE; /hour)で定量化し病理診断と照合した結

果，Type A と Type O とで有意差(p=0.001, p＜0.001)を認め，ROC 解析では TTP の閾値 15.5min で感

度:77.4%，特異度:54.4%，AUC:0.672 であり，SLOPE の閾値-0.04/hour で感度:74.2%，特異度:64.9%，

AUC(area under the curve):0.731 であった。また，gradeⅡの glioma 間では，diffuse astrocytoma

と oligodendroglioma, oligoastrocytoma とで有意差(p＜0.05, p＜0.01)を認め，ROC 解析では TTP

の閾値 27.5minで感度:75.0%，特異度:81.2%，AUC:0.783であり，SLOPEの閾値-0.34/hourで感度:100%，

特異度:47.9%，AUC:0.802 であった。さらに，GBM(glioblastoma multiforme)と PCNSL とで有意差

(p=0.001, p＜0.001)を認め，ROC 解析では TTP の閾値 27.5min で感度:100%，特異度:54.8%，AUC:0.819

であり，SLOPE の閾値 0.54/hour で感度:100%，特異度:64.3%，AUC:0.862 であった。 

 

【考察】 

 maxSUV の経時的変化を示す TAC の変化や相違は，組織血液量や血流量といった腫瘍の血管床によ

る因子と，腫瘍に発現するアミノ酸能動輸送体である LAT1(L-type amino acid transporter 1)によ

る因子との複合効果によって生じると考えられる。glioma のサブタイプにおいては遅延相における

TAC の差異が認められるが，これは oligodendroglial component を含む腫瘍では astro 系腫瘍に比

して血管床が豊富であることから，核種の洗い出しが LAT1 による取り込みを上回るため MET の集積

が低下したと考えられた。一方，PCNSL では血管床が乏しく，LAT1 により MET が持続的に取り込まれ

るため遅延相においても TAC が正の大きな傾きを示したと考えられた。また meningioma や

hemangioblastoma は，glioma や PCNSL に比して血管床が非常に豊富であるため，早期相の段階で MET

の集積が低下したと考えられた。 

 これまでの研究においては，static MET-PET では脳腫瘍のサブタイプ診断は難しいとされていた

が，本研究では dynamic MET-PET により maxSUV の経時的変化を測定し，TAC パターンと TAC の定量

化分析を行うことで，MRIで時に鑑別が困難な gradeⅡの astro系腫瘍と oligodendroglial component

を含む腫瘍，あるいは GBM と PCNSL との鑑別が行える可能性が示唆された。 

 本研究の解析対象は WHO2016 脳腫瘍分類以前の症例であり，今後 WHO2016 脳腫瘍分類に従った腫瘍

サブタイプが dynamic MET-PET の TAC 分析で鑑別可能か検討することが今後の課題と考えられた。 

【結論】 

 脳腫瘍における dynamic MET-PET の TAC 分析は脳腫瘍の鑑別に有用であることが示された。 

 

論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 

 

 申請者 野村 悠一は，脳腫瘍患者において dynamic MET-PET の TAC 分析が鑑別に有用であるこ

とを示した。本研究の成果は，脳腫瘍の術前診断において新たな診断手法となる可能性を示しており，

脳腫瘍学，脳神経画像診断学，及び脳神経外科学の発展に少なからず寄与するものと認める。 
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