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要旨

FDG-PETによる良悪性診断は、病巣が大きく、 高集積な病変では判断が比較的容易と考えられるが、多くの場

合、活動性の良性病変との鑑別が問題となる。

小病巣においては、部分容積現象の影響が大きくなるため、 FDG-PETでは本来高集積の病巣においても、中等

度の集積を呈する場合が多くなり鑑別がより困難となる。

良悪性の鑑別の際には、 FDG-PETの限界を十分理解し、 CT、 MRIにより十分に形態的特徴を評価する必要

カfある。

Abstract 

It is usually difficult to di任erentiate malignant lesions from active benign ones using FDG-PET except 

for the large lesions or the lesions with markedly elevated FDG accumulation. 

FDG accumulation in smalllesions becomes intermediate level because of the partial volume e妊ect even 

in the lesions with essentially high glucose metabolism. 

It is important to investigate FDG-PET findings together with the morphological characteristics 

obtained using CT and/or MRI. 
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1. FDG・PETの原理

ブドウ糖のアナログである 2-[fluorine-18J fluoro-

2-deoxy-D-glucose (FDG) を用いた positron emiｭ

ssion tomography (PET) は、生体内でのグルコー

ス代謝を鋭敏に測定する方法であり、半定量的な代謝

測定による、肺病変良悪性鑑別に対しての有用性が期

待されてきた。
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癌細胞の表面にはグルコースを取り込む膜タンパク

(グルコーストランスポーター)の発現が増加しており、

より多くのグルコースを細胞内に取り込むことが知られ

ている。 FDGはグルコースと同様に細胞内に取り込ま

れる。 グルコースがヘキソキナーゼによるリン酸化を受

け、グルコースー6- 1) ン酸となった後、グリコーゲン回路

や解糖系、クエン酸回路を経て代謝されるのに対し、
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図1. 60歳代女性. 高分化腺癌と低分化腺癌

CT肺野条件では、 右上糞S3a tこ全体がすりガラス吸収値、 中心部に高吸収値巣を伴う結節 (図A) と S3b

に不整型の充実性結節 (図B ) を認める。 FDG-PETにて 、 各々mean SUR 1 .0 、 4.3の集積が認められ

た 。 す り ガラス吸収値領域を伴う病変は野口C型高分化腺癌(最新の肺癌取り級い規約では

adenocarcinoma with mixed subtypes ) 、 充実性病変は低分化腺癌と診断された。 すりガラス吸収

値領域を伴う腺癌のFDG集積は低いことに注意すべきである。
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FDGはこれらの代謝を受けることなく細胞内に貯留し

ていく (メタボリ ック トラ ッピング) 。 この性質を利用し、

より多くのFDGが貯留 ・ 蓄積している領域を検出する

事により、代謝が盛んな癌細胞巣の存在診断が可能と

なると考えられている。

2. FDG-PET検査の現況
本邦におけるPETの歴史は決して浅くはなく、これ

まで脳、循環器領域の代謝測定装置として、研究目的

で主に用いられてきた。

一方、癌診療におけるFDG-PETの有用性が報告さ

れ始めてからは、すでに10年以上が経過し、欧米にお

いては、感度、特異度いずれも高い検査法として、広

く臨床応用が進められたのに対し、本邦における、臨

床PETの導入は一歩遅れた形で推移している。 米国

ではいち早く 1998年より保険適応されたが、本邦にお

いては、ようやく 2002年より保険適応が実現した。 さら

に、 一件あたり、 7，500点75，000円と導入施設が想定し

ていた12，000-15，000点のおよそ半額の設定がなされた

ため、自由診療型の会員制検診を基盤に持たない場

合施設の維持すら困難な環境となっている。 PET専用

装置、さらに最近では、トランスミッションスキャンに低

線量のCTを使用し、 PETによる代謝情報とCTの有す

る高空間および、濃度分解能とを同一テーブルにおいて

詳細に融合することが可能なPET/CT装置の導入が

急速に進んで、いる。 残念ながら、この装置も、欧米、ア

ジ、ア各国よりも認可が遅れての導入となっている。 米国

の1500施設に比べると、本邦のサイクロトロン設置施設

は100施設を超えたところであり、 CTやMRIの保有台

数と比較すると見劣りする感が否めない。一方、複数

のPET撮像装置を有する施設も増加の一途をたどって

おり、また、 FDGの商業的な供給が近い将来可能とな

る予定もあるため、検査環境はこの2-3年間において急

速に充実すると考えられる。

3. 肺縦隔領域におけるFDG-PETの臨床応用

臨床応用が開始された当初より、肺癌診療に対して

FDG-PETが大きなインパクトを与えることが期待され

てきた。 良悪性の鑑別1.3) 、肺門縦隔リンパ節転移の評

価4・7) 、遠隔転移診断を兼ね備えた検査法8、 9) として、

欧米を中心として高く評価されていた。

特に、 N因子診断に関しては、 CT、 MRI、 20lT1Clを

用いた従来の single photon emission computed 

tomography (SPECT) をしのぐ報告が相次ぎ、 標準

検査法として注目を集めている4-7、 10)。一方、炎症性、

肉芽腫性病変における偽陽性、腫蕩性病変に対する

偽陰性の報告例も増加している。 本邦においては、過

去における結核の蔓延という歴史があり、肉芽腫性疾

患のパックグラウンドのない地域とは異なった慎重な評

価が必要となると考えられる 11 ) 0 FDG-PETの持つ長

所、短所を十分理解したうえで、より有効に活用してい

く姿勢が必要である。

本稿では、今後急速に普及すると考えられるFDG

PET検査について良悪性鑑別診断における有用性と

限界について、 自験例を供覧し概説する。
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図2 . 60歳代女性.高分化腺癌と野口B型

右上葉S2背側胸膜に接して37x34mm大のすりガラス状病変を背景に50%程度の充実性成分を伴う

病巣が認められる。 病理では高分化腺癌と診断された。 SURは0.6と、右下葉に認められた15X11mm、

野口B型と診断されたGGA100%の小病変 (SUR 0.8 ) と同様の低集積で‘あっ た。
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4. 検査法

心筋の脂肪酸代謝の状態とし、心筋への集積を抑

制するため、また、血糖値が高いとグルコースとFDGと

が措抗し、腫蕩への集積が低下するため、 4時間以上

の十分な絶食が必要である。

185-370MBqのFDGを静脈内に投与した後、 60分

間安静状態を維持した後に撮像を開始する。 201TICl

と同様に遅延相を撮像することにより診断率が向上す

るとの報告も認められるが、我々の施設では、 1 日に20

数例を2台のスキャナーで、こなしいるため、時間的な制

約もあり実施していなし、。

一回に撮像できる範囲は装置によって異なる。 今回

の症例提供施設で使用しているGE社製、 Advanceシ

リーズでは14.5cmであり、全身スキャンとして頭部から

大腿部まで、 7フ レームのスキャンを行っている。 勝脱

への尿貯留の影響を軽減するため、骨盤部から順次

頭側に撮像する。 従来のPET装置では、まず、 一連の

エミッションスキャンを撮像した後に、吸収補正用のト

ランスミッションスキャンを行っていた。 各々一回当た

り、 2分と3分を要し、全身の撮像時間35分を標準法と

して用いていた。 現在は、 トランスミッションスキャンと

して低線量CTを使用している。 4列と8列のMDCTそ

れぞれ 1 台ずつを設置しており、 4列MDCTの撮影条

件は 3 . 75 m mx4列、 1 4 0k V 、 4 0m A 、 0 .8sec 、

22.5mm/rot、 再構成厚5mm、 4.25mm毎とし、 PETの

間隔と一致させている。 8列では 、 2.5mmx8列、 10-

1∞mA (automatic) 、 0.6sec、 33.5mm/rotで、ある。 PET

の揖像条件は時間的な余裕が生ずるため、エミッショ

ンスキャンを 3分とし X7フレームの21分をかけて、画

質の向上を図っている。

空間分解能は半値幅5.5mmで、画像マ トリックスは、

横断像で128x 128であり、全範囲の横断像、再構成矢

状断 、 冠状断像に加え、 maximum intensity 

projection (MIP) によ る三次元画像を作成し、立体

的な評価をも可能としている。 また、 PET/CTでは、

CTによる再構成矢状断、冠状断像を作成し、モニター

上にて任意の融合画像を作成し、診断に随時利用し

ている。

5. 良悪性鑑別診断の問題点

1993年の初期の報告では、悪性病変と良性病変と

の鑑別能は100%に近いとされていたが、現在では、い

くつかの問題点が知られており、限界が明らかとなっ

ている。

第 1には 、 炎症性あるいは肉芽腫性病変といった良

性病変におけるFDGの集積充進である13) 。 偽陽性例

が増加するために、特異度、陽性正診率いずれも低下

する要因となる。 代表的な疾患としてはサルコイドーシ

ス、炎症性偽腫蕩、活動性結核、肺炎などの活動性病

変がある。 集積の主因として、マクロファージ、への集積

が挙げられている 14) 。

第 2として、 FDG集積が軽度な悪性腫蕩の存在が挙

げられる。 偽陰性が増加することにより、感度、陰性正

診率低下をきたす結果となる。 最近、 CT検診の普及に

より注目を集めている、限局性すりガラス吸収値病変

(localized ground glass attenuation; localized 

GGA) のFDG集積が低いことがすでに知られてい

るが15)、さらに高分化腺癌全体においても、偽陰性
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図 3. 70歳代男性.炎症を伴った高分化扇平上皮癌

右上糞52に、大きさ40X32mmの厚い壁を有する空洞性腫癌を認める (A、 S ) o FDG-PETでは厚い壁

に一致したドーナツ状の高集積が認められる。 5URは 11 .4で、あった (C ) 。 病理組織学的には肺野型の

高分化型扇平上皮癌と診断された。 組織所見では空洞の壁全体が高度の炎症細胞浸潤を伴う癌組織

にて織成されていた。 炎症および腫蕩双方のFDG集積が加算された5URと考えられるが、 関与の程度

についてはさらに検討が必要である。
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図 4. 60歳代女性.小細胞癌

右上葉に9X5mmと8X6mmの充実性小結節が隣篠している恒弘、 S) 。 気管傍リンパ節腫大の一部が

描出されている。 FDG-PETの集積はmean 5URにて各々 2.8 、 2.3と我々の良悪性至適カットオフ値

3.0には及ばないが視覚的には明らかな集積充進として捉えられている。 また縦隔リンパ節への集積は

mean 5UR4.6を呈している。 生検により小細胞癌と診断されている。
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率が高いことが報告されている 16) 。

6. 悪性病変に対するFDG集積

6.1 原発性腺癌のFDG集積

原発性肺腺癌は特に本邦では頻度が高い。 高分化

腺癌への集積は、 自験例19手術例の検討では軽度で

あり、半定量値である 、 mean standardized uptake 

ratio (SUR) における至適Cut off値 (SUR=3) を下

回る症例が14/19 - 74%を占めている。 中でも、 CT検

診において発見率が上昇している localized GGAを

主体として一部に充実性成分を交える肺癌(欧米にお

いては半充実性病変 : part solid lesionと呼ぶことが

多い)のmean SURは平均で0.9と低く、 CT画像上特

徴的な高分化腺癌においてFDG-PETの果たす役割

は限定的といわざるを得ない(図 1 、 2) 。一方充実性の

病巣では、 中分化が3.4、 低分化が5.1と分化度が低い
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図 5. 50歳代男性.結核腫

CTでは左舌区S4 tこ造影効果に乏しい25X20mm大の結節性病変を認める (図A、 B、 C ) 。 サテライト病

巣は指摘できなかった。 FDG-PETでは 、 mean SURが2.3と中等度の集積充進を呈している (図 D ) 。

生検にて確診がつかず胸腔鏡下左肺上葉切除が施行された。 結節の大部分は乾酪壊死であり、周囲に

Langhans巨細胞が混在する類上皮細胞増殖を認め結核腫と診断された (図E) 。

ほど高集積となる傾向が認められている(図 1 ) 17) 。

高分化腺癌が低集積を呈する要因としては、 小病変

であることに起因する部分容積現象の他、 GGAを有す

る病変においては腫蕩の細胞密度が低いことが挙げ

られている15) 。 本検討における病巣は3cm以下が80%、

2cm以下が43%を占めており、影響が比較的大きいと

考えられる。 充実性成分が主体にもかかわらず低集積

となる場合は、線維化巣の存在による相対的な腫蕩密

度の低下が要因と考えられる。 さらに、 FDG集積への

関与が大きいGlucose transporter 特にGlut 1の発現

の程度が、分化度が高くなるにつれて低下することが

報告され、高分化腺癌への低FDG集積は腫蕩の本来

の性質である可能性がある18) 。

PETの空間分解能はSPECTに比して高く、lOmm

程度の病変の評価が可能とされるが、小病巣において

は集積が低下する点に注意が必要である。 FDG-PET

の陽性率は、 3cm以下では87-91%と高いが、 2cm以下

では78-87%、1.5cm以下では75-82%と低下するとされ

ている 19. 20) 。 我々も、小病変に対する補正法を試み、

最近のSNMにおいて報告したが、lOmm程度の小病

巣に対しては十分ではなくさらなる検討が必要で、あ

る 21 ) 。

集積程度が高い病変の場合、代謝充進と悪性度と

の関連を示す指標として、 SURと予後との相聞が報告
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図 6. 40歳代男性.肺結核

検診にて左上肺野の異常影を指摘されCTを施行したところ、左上区8'+2に限

局性斑状病変が認められた。 FDG-PETの集積はmean 8URにて4.0と充進し

ており、肺門部にも軽度の集積が指摘された。 2 固にわたるファイパースコ

ープ下生検により確定診断が得られなかった。 徐々に増大傾向を呈したため

手術が施行された。 寄l面は黄色調の瑞々しい小粒状結節が集族していた個々

の粒状結節に乾酪壊死を伴い、壁にはLanghans巨細胞が混在する類上皮細胞

が増生していたため(図E) 、 肺結核と診断された 。 肺門部リンパ節にも乾酪

性肉芽腫が認められた。

~ ~ 

されている。 悪性度の高い病変においては、臨床的な

予後判定因子のーっとしての有用性が期待される22) 。

6.2 原発性肩平上皮癌のFDG集積

臨床的に腺癌に次ぐ頻度である扇平上皮癌につい

て 1998年 12月から2003年8月までの20症例について

評価した結果を紹介する。 症例は男性19例に対し女

性が1例と圧倒的に男性が多く、腫蕩の局在は肺門型、

肺野型が各々 10例で、あった。 直径8mmの中分化型が

SUR 1.7、 直径33mmの低分化型が3.3であったほか

は全ての症例がmean SUR 5.0を超える集積を来して

いた。 腺癌とは異なり、高、中、低分化各々平均SUR

は8.1、 6.3、 7.0と有意差は見られなかった。 大きさにつ

いても高、中、低分化各々平均長径が、 42、 30、 51mm

とFDG-PETによる評価には十分な大きさを有している

症例がほとんどで、あった。 40mm以上の病変における

mean SURは 8.2と 40mm未満の 6.1に比して有意

(p<0.05) に高集積で、あった。

腺癌とは、分化度により集積に差が認められない点

が異なっていたが、症例に示すように(図3) 、 扇平上皮

癌ではしばしば壊死をきたし、 気道との交通が生じ、結

果として腫蕩に炎症性病変が合併することが原因とし

て挙げられるが、炎症と腫蕩との集積に及ぼす影響の

程度についてはさらに検討が必要である。

6.3 原発性小細胞癌へのFDG集積

小細胞癌は悪性度が高く、非小細胞癌とは別のプロ

トコールにより治療されるため、治療前の鑑別が重要

である。 悪性度の高さより、 FDGの高集積が予想され

るが、非小細胞癒との質的な鑑別診断については重複

の多さが危倶される。 胸腔内に病変がととマまるlimited

diseaseと遠隔転移を伴うextensive diseaseとでは治
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図 7. 50歳代男性.原発性肺クリプ卜コッカス症

左下糞89に辺縁やや不整な22X18mm と 8mm大の同一肺葉内結節を認める (図A. B) 0 FDG-PETで" ;t. mean8UR 2.6の中

等度集積充進を認め (図C ) 、 小結節にも集積が指摘できた。 TBLBや生検で確診が得られず左肺下糞切除が施行された (図

0) 。 腫癒内に菌体を多数貧食したマクロファージを認め、グロコッ卜染色陽性 (図E) で肺クリプ卜コッカス症と診断された。

療戦略が異なるため、正確なstagingが必要で、あり、

FDG-PETに対する期待が大きいところである。

我々が経験した9症例においては男性5例、女性4

例と'性差は見られなかった。 原発巣の大きさは13mm

から134mmまで、の広範囲にわたり平均は43mmで、あっ

た 。 視覚的には全ての病巣において集積は充進して

おり 1例をのぞ、いてmeanSURは3 .0以上で、あり (8/9-

89%) 、 平均は5.6で、あった。 SURの程度は特に扇平上

皮癌と差違は指摘できず、 FDG集積による鑑別は困難

と考えられた。

7. 良性病変に対するFDG集積

良性病変におけるFDG集積は、主に、マクロファー

ジに関連している。 本邦においてもっとも問題となるの

は、結核であるが、その他の炎症肉芽腫性疾患に対す

るFDGの取り込みについて、 1999年から2002年にかけ

て経験した23症例の結果を紹介する。

結核性病変 7症例について評価したが、 mean SUR 

の平均値は2.5と高いものではないが、 中等度の集積を

来す例が多く (図 5) 、低集積の腫蕩との鑑別が問題と

なると考えられる。 一方、活動性の結核においては最

大で mean SURが 5.0を超える症例も散見され、

個々の症例における的確な鑑別は困難といわざるを

得ない(図 6 ) 。

その他、炎症性偽腫蕩3例 (図 7 ) 、器質化肺炎3例、

真菌(図 8 ) その他の肉芽腫 5例の平均mean SURは
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図8. 70歳代男性.炎症性偽腫蕩

左下葉58に辺縁に壊死状構造を伴う29X26mm大の結節性病変を認める(図A、 B 、 C) 。

FDG-PETでは、 mean 5UR 3.8と集積が充進している(図D) 。 生検にて確定診断が得られす、

左肺下糞部分切除が施行された。 中心部に一部硝子化を伴う線維化と線維芽細胞増殖、辺

縁部に形質細胞、リンパ球を含む慢性炎症細胞浸潤を認め炎症性偽腫蕩と診断された(図

E、 F、 G) 。

各々、 2ふ1.9、 2.3であり結核性病変より若干低い印象

ではあるが、有意差は得られなかった。 この中で、もっと

も集積が高かった症例は炎症性偽腫蕩で、あり、 mean

SURは3.8で、あった。

これらの良性病変と悪性病変とををmean SURで

鑑別する閲値を、 2.5とした場合には正診率74%、 3.0と

した場合には91%という結果で、あった。

自験例の結果は、これまでの報告例のほぼ平均値で

あり、大きな差は認められない23-25) 。 結核性病変への

集積は、マクロファージ由来の類上皮細胞やリンパ球

増殖への集積が主因とされている。 基本的には、良性

病変は中等度集積に止まるものが多いが、時に高集積

の活動性病変が存在することに留意し、 CTやMRIな

どから得られる特徴的な形態を十分に捉えた上で、

FDG-PET所見を評価することが重要と考えられる。
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8. 中等度の集積を呈する病変

良悪性の鑑別を目的としてFDG-PETを施行した場

合、多くの症例で、カ ットオフ値前後の中等度集積を来

すことが経験される。 このような病変の疾患構成を明

らかにするために、 1998年11月から2003年1月の聞に

PETが施行された肺縦隔病変165例中、 SURl.5以上

3.0未満の中等度集積を呈した41症例 (26%) 42病巣に

ついて検討を加えた26) 。

我々の検討では、悪性病変は26例 (62%) で、あった。

これらの内、腺癌が13例-50%と多かったが、中分化腺

癌6例 (23%) 、小細胞癌、大細胞癌各l例 (4%) など悪

性度が高い病巣も認められた。 良性病変は16例 (38%) 、

内訳は結核4例 (25%) 、炎症性偽腫蕩、サルコイドーシ

ス各2例(13%) のほか、肉芽腫性病変を中心として、多

彩な疾患が認められた。 腫傷の中では、中分化腺癌、

小細胞癌、腺扇平上皮癌など悪性度が高いと考えられ

ている病変が、各々、 mean SUR 2.4、 2.2、 2.6と集積

が高い傾向にあり、かつ小病変で、あることが多かった。

良性病変では、結核、サルコイドーシス、 異物肉芽腫、

真菌性肉芽腫が、各々 、 2.4、 2.6 、 2.9 、 2.6と腫蕩性病

変と同等の集積を呈していた。 これらの病変において

CTによる形態的診断が鑑別に有効と考えられた症例

が、悪性病変の69%、良性病変の38%が存在した。 良

性病変においては、非特異的所見を呈する症例が多

い点に注意が必要である。 FDG-PET対象症例の26%

は中等度集積を呈し、その鑑別診断には多種多彩な

病変が存在することに留意すべきである。

まとめ

FDG-PETによる良悪性診断は、病巣が大きく、 高集

積な病変では判断が比較的容易と考えられるが、常

に、活動性の結核や真菌感染、肉芽腫性疾患との鑑

別が問題となり、個々の症例をbaseに考えると決定的

な情報としては扱えないことが多い。

さらに、小病変で、は、 生検による確定診断の難易度

が高く、治療方針の決定に際し臨床的に問題となるこ

とが多い。 小病巣においては、部分容積現象の影響

が大きくなるため、 FDG-PETでは本来高集積の病巣に

おいても、中等度の集積を呈する場合が多くなり、検査

オーダー側の期待に答えられない頻度が高くなる。

良悪性の鑑別という目的においては、まず、 CT 、

MRI、などにより十分に形態的特徴を評価した上で、

FDG-PETの特徴を十分理解し、新たな'情報として期

待できる部分を把握し検査体系に組み込んでゆく必要

がある。
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