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【はじめに】

乳癌の初期治療における治療方針は、その進
行度だけではなく、生物学的特性を考慮して決
定していくことがガイドライン上標準となってい
る。このことから、術前検査においては、従来は
乳癌の進行度を把握する目的でCTやMRI、US
など形態中心の「形態画像」を主体に行ってきた
が、近年は臓器や組織の生理・生化学的性質を
画像化する「機能画像」の重要性が高まってきた。

我々は、乳癌の進行度因子や生物学的特性
および予後と、機能画像の一つである18F-FDG 
PET/CT（以下PET）1）のSUVmax（Standardized 
Uptake Value：投与後1時間）値との相関につい
てretrospectiveに検討した。

【対象と方法】

今回の研究に使用した我々の施設のPETの概
要を（図１）に示す。18F-FDGはグルコースの類
似体であり、化学構造上はC-2の位置のOH基が
18Fに置き換わったものである。FDGはグルコー
スと同様に糖代謝が亢進している細胞に集積し、
リン酸化した状態で細胞内に留まる性質を持つ。
そのため原則として糖代謝の亢進した癌細胞に
集積する。SUVとは、腫瘍へのFDGの集積程度
を半定量的に評価する方法で、投与されたFDG
薬剤が全身に均一に分布し、かつ排泄されてい
ないと仮定した場合の組織を１とし、それに対し
て腫瘍部の放射濃度が何倍であるかを示した数

字である。平均投与放射能量は185MBqで、得
られた画像の癌の部分にROIを取り、最大カウ
ントSUVmaxを求めた。

対象は、我々の施設で平成18年7月から平成
25年12月まで手術を施行した原発性乳癌729症
例のうち、術前検査としてPETを行い得た症例
で、NAC（Neo-Adjuvant Chemotherapy）症例を
除く570例である。

各 乳 癌 の 生 物 学 的 因 子 で あるER・PgR・
HER2・Ki-67・nuclear grade（NG）・Intrinsic 
subtype・組織型と進行度因子であるly・v・ｔ・ｎ・
stage・RecurrenceとSUVmaxとの相関をMann-
Whitney U検定およびKruskal-Wallis検定で検討
した。また、予後（DFS：disease-free survival；
OS：overall survival）との関連はKaplan-Meier
法によった。

Glucose Fluoro-deoxyglucose

① ＰＥＴ/ＣＴ： Ｓｉｅｍｅｎｓ Ｂｉｏｇｒａｐｈ Ｄｕｏ

② 核種： 18F-FDG
（fluoro-deoxyglucose）

• 平均投与放射能量：１８５ＭＢｑ
• 半減期：１２０分

③ 撮像：投与１時間後

④ 解析： Wizard MultiSeries Viewer（解析ソフト）

得られた画像の癌の部分にROIを取り、最大カウント
のＳＵＶ（Standardized Uptake Value）を求める（ＳＵＶ
ｍａｘ）（半定量的）

ＳＵＶ =
集積放射能

ＦＤＧ投与放射能/体重

（図１）18F-FDG PET/CTの概要
（図１）18F-FDG　PET/CTの概要
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【結　果】

対象とした570例の年齢分布は32歳から99歳
で、中央値は64歳であった。性別は、女性567
例に対し、男性は3例であった。また、その閉経
状況は、閉経前156例、閉経後396例、そして不
明15例であった。追跡期間は1ヶ月から88ヶ月
で平均38.3ヶ月であった。

対象症例570例の各生物学的因子の割合を
（表）に示す。Intrinsic subtypeは、Luminal A
（LA）= ER+ and/or PgR+ and HER2- and Ki-67 
low、Luminal B（LB）= ER+ and/or PgR+ and 
HER2- and Ki-67 not low、LB/HER2= ER+ 
and/or PgR+ and HER2+、HER2-enrich= ER- 
and PgR- and HER2+、Triple Negative（TN）
=ER- and PgR- and HER2-と定義した。 HER2
陽性症例がやや少ない傾向がみられたことから、
Intrinsic subtypeにおいてもLB/HER2やHER2-
enrichタイプの割合が低かった。また、初期の症
例においては、Ki-67の測定を行っていなかった
ことから、不明症例が多くなった。進行度因子の
割合を（表）に示す。Stageの早い、比較的早期
の症例の割合が高く、またリンパ節転移のない症
例が多い傾向があった。

SUVmaxは多くの因子と有意な相関を示して
おり（図２）、各因子の中では悪性度の高い群あ
るいは進行度の高い群ほど高値を示していた。
SUVmax値と有意に相関が見られた因子は、単
変 量 解 析 でP値 が 低 い 順 に、t、NG、stage、
subtype、組織型、Ki-67、ER、n、Recurrence、
HER2、PgRであった。ly、vについてはSUVと
の間に有意な相関はみられなかった。SUVmax
は、進行度因子よりも生物学的因子との相関が強
い傾向がみられた。SUVmaxは、進行度因子の
中では増殖能を反映するｔ因子やｎ因子などで強
い相関を示したものの、ｌｙ因子やｖ因子などの
転移能を反映する因子との相関は弱かった。この
結果から、SUVmaxは、増殖能を反映する生物
学的因子の一つと考えられた。

一方、Kaplan-Meier法のlogrank検定による
DFSとの相関は（図3）、SUVmaxが他の因子と
比較し最も強く相関しており、SUVmax値が高
い群ほど予後は不良であった。全体として、進

行度因子よりも生物学的因子の方がDFSとより
相関していた。また、OSではｎ因子やstage因
子などの手術時の進行度が強く関与していたが、
SUVmax以下はDFSと同様の傾向であった（図
４）。

ER（＋）and/or PgR（＋）and HER2（−）のい
わゆるluminalタイプにおいて、現在はKi-67が
lowあるいはNGが1または２をLAに、Ki-67が
intermediate以上あるいはNG3をLBに定義して
いるが、SUVmaxが10以上の症例においてDFS
の予後が極めて悪いことから、SUVmaxが10以
上をすべてLBと定義する仮説を作成した。LA
とLBの予後に関して、修正前は両者の間にOS, 
DFSとも差は見られなかったが、修正後はOSで
は有意差は示されなかったが、DFSではLAの予
後が有意に良好であることが示された（図５）。

【考　察】

18F-FDGはグルコースの類似体であり、グル
コースと同様に糖代謝が亢進している細胞に集積
し、リン酸化した状態で細胞内に留まる性質を持
つ。そのため原則として糖代謝の亢進した癌細胞
により多く集積する。乳癌に関しては、術前の進
行度診断や転移再発診断に有効と報告され 2）、近
年では術前化学療法の効果 3）を早期に判定する
手段として期待されるなど、腫瘍の活動性や悪
性度を予測する機能的画像検査としても注目を
集めている1）。

SUVmaxは腫瘍径や組織型に影響されるため、
単独ではKi-67ほどの増殖能のサロゲートマー
カーになりえないとの報告 4）がある。今回の検討
では、PETからみた糖代謝が乳癌細胞の生物学
的特性を示す因子の中で、増殖速度を反映して
いる腫瘍径やNGなどの影響をより強く受けてい
たが、転移指向を示すlyやv、Recurrenceなど
の因子との関連は低かった。しかも、DFSに関
してもSUVmaxがlyやvよりも強く影響したこ
とは、転移し易さよりも転移をしてから診断でき
るレベルまでの増殖速度がDFSと関連している
のではないかと考えられた。しかし、OSではむ
しろ手術時の進行度を示すｎやstageなどの因子
がより強い影響を示した。
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乳癌治療においては、従来から言われている
ように、進展が軽度の早期の段階で治療を開始
することと、SUVmaxが10を越えるような乳癌
に対しては長期に亘って細胞増殖を抑制するよう
な治療の継続が必要と考えられた。
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（表）生物学的因子と進行度因子

生物学的因子 Category Number (%) 進行度因子 Category Number (%)
(+) 451 （79.1） (-) 298 （52.3）
(-) 107 （18.8） (+) 188 （33.0）

unknown 12 （　2.1） unknown 84 （14.7）
(+) 342 （60.0） (-) 326 （57.2）
(-) 200 （35.1） (+) 217（38.1）

unknown 28 （　4.9） unknown 27 （　4.7）
(-) 346 （60.7） Tis 40 （　7.0）
(+) 124 （21.8） T1 330 （57.9）
(++) 39 （　6.8） T2 171 （30.0）
(+++) 52 （　9.1） T3 14 （　2.5）

unknown 9 （　1.6） T4 15 （　2.6）
DCIS 38 （　6.7） (-) 525 （92.1）
a1 197 （34.6） (+) 32 （　5.6）
a2 120 （21.1） unknown 13 （　2.3）
a3 125 （21.9） 0 41 （　7.0）

others 57 （10.0） Ⅰ 275 （48.2）
unknown 33 （　5.8） Ⅱ 220 （38.6）

low 105 （18.4） Ⅲ 29 （　5.1）
intermediate 87（15.3） Ⅳ 2 （　0.4）

high 36 （　6.3） unknown 3 （　0.5）
unknown 342 （60.0） n0 425 （74.6）

1 200 （35.1） n1 126 （22.1）
2 136 （23.9） n2 8 （　1.4）
3 198 （34.7） n3 2 （　0.4）

unknown 36 （　6.3） unknown 9 （　1.6）
luminal A (LA) 331 （58.1）
luminal B (LB) 86 （15.1）

LB/HER2 20 （　3.5）
HER2-enrich 40 （　7.0）

triple negative (TN) 66 （11.6）
unknown 27 （　4.7）

Intrinsic
subtype

ER

PgR

HER2

stage

n

組織型

Ki-67

Nuclear grade

（表）生物学的因子と進行度因子
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v

t

Recurrence
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（図２）SUVmax値と各因子との相関

（図３）各因子と予後（DFS）

（図２）ＳＵＶmax値と各因子との相関
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（図３）各因子と予後（DFS)
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（図４）各因子と予後（OS）

（図５）仮説
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（図４）各因子と予後（OS)
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