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緒言

多くの癌細胞は、解糖系を亢進し増殖に必要
なATPを産生している。FDG-PET はこの癌
細胞の糖代謝亢進メカニズムを利用した分子イ
メージングであり、実際に生体内での癌細胞の
代謝変化を証明している。一方で、癌細胞が糖
代謝以外にも環境に応じて代謝経路を変更し、
グルコース以外のエネルギー源を使用している
可能性も示唆されている。なかでも、解糖系の
最終産物である乳酸は細胞内pHの制御に関わ
り、腫瘍浸潤に有利な酸性環境を作り出すこと
から、我々は乳酸代謝の新規標的としての可能
性に着目して検討した。

材料と方法

1. 2014年1月から2015年7月までFDG-PETを施
行した（非浸潤癌・術前化学療法施行例を除く）
原発性乳癌手術症例81例を対象とし、原発巣
のSUVmax値を測定し、臨床病理学的所見と
の相関を検討した。 

対象症例81例の患者背景を表1に示す。
2. 上 記FDG-PET施 行 例81例 の 手 術 検 体

を用いて、乳 酸トランスポーターである
monocarboxylate transporters 1/4（MCT1/
MCT4）の発現を確認し、SUVmaxとの相関
を検討した。

3. 乳癌細胞株4種（ER陰性であるMDA-MB231, 
HCC38, MDA-MB468とER陽性であるMCF7）
を用い、MCT1/4の発現を確認した。さらに、

ミトコンドリア呼吸鎖複合体Iを阻害するメト
フォルミン（10mM）と乳酸代謝の阻害剤であ
るMCT1阻害剤（10uM）を投与し、ATP産生
へ与える影響を評価した。

表1　患者背景

No. of patients %
Age, years

Median 55
Range 32‐86

ER
positive 77 95
negative 4 5

HER2
positive 5 1
negative 76 99

T
1 62 77
2 19 23

Stage
1 60 74
2 21 26

Historogical grade
1 36 44
2 29 36
3 15 20

unknown 1
Ki67

Median 15
Range 0.4‐88.9

表1 患者背景
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結果

1. FDG-PETと臨床病理学的因子
 浸潤癌81例中69例（83％）でFDG-PETによる

存在診断が可能であり、 集積を認めた群は有
意に浸潤径が大きかった（p＜0.0001, 図2a）。
FDGの集積を認めなかった13例は、1例を除
き腫瘍径が1㎝以下であった。FDG集積を認め
た症例の検討では、T1-T2間、HGI/II-III（組
織学的グレード）間でSUVmaxに有意差（p＜
0.0001・図2b, p＝0.0132・図2c）が認められた。
また、Ki-67（cut off値 20%）とSUVmaxに相関
が認められたが（r＝0.3244, 図2d）、リンパ管侵
襲、脈管侵襲、ER、PgR、HER2の発現など
他の因子では、何れも相関は認められなかった。

2. 乳癌組織におけるMCT1/4の発現
 乳酸トランスポーターの検討では、MCT1/4

の発現はそれぞれ42例（52%）、30例（37%）
に見られ（図3a）、それぞれの発現に相関があっ
た（p＝0.0407, 図3b）。MCT1/4の両方を発現
している群ではSUVmaxが低い傾向がみられ

（p＝0.0930, 図3c）、SUVmaxのcut off値に3
を用いた場合、SUV低値群とMCT1/4の発現
に有意な傾向が見られた（p＝0.0600, 図3d）。

3. 乳癌細胞におけるMCT1阻害剤の効果
MCT1の発現はHCC38に見られ、MCT4につ

いてはMDA-MB231で強い発現、HCC38で弱い
発現が見られた（図4a,b）。MCT4のみを発現す
るMDA-MB231ではメトフォルミンとメトフォ
ルミン/MCT1阻害剤の投与で有意なATP産生
の低下を認めた（図4c）。MCT1のみを発現する
HCC38では、メトフォルミン/MCT1阻害剤を
投与することで、有意にATP産生が抑制された

（図4d）。
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考察

FDG-PETは 形態的変化（存在診断）と機能的
変化（代謝変化）から癌の検出が可能となる。我々
の結果では、腫瘍径1㎝以上の症例で検出が可
能であり、原発巣の存在診断に有用であると考
えられた。さらに、腫瘍径・組織学的グレード・
Ki67がFDGの集積に反映される因子であり、他
の癌種と同様に、予後予測因子の可能性も示唆
された1）-3）。

一方で、腫瘍径が大きく、Ki67が高値であっ
ても、FDGが低集積を示すものがあり、それら

はグルコースを用いた糖代謝以外のエネルギー
源の存在を示唆している4）。本研究では、解糖
系の最終産物である乳酸を用いた代謝に着目
し、新たな標的となる可能性について検討し
た。がん細胞における乳酸代謝を図5に示す1）。
Glucose transporter 1（Glut1）によって取り込
まれたグルコースはTCAサイクルまたは嫌気性
代謝によってATPを産生する（ATP産生経路
②，③）。さらに嫌気性代謝で産出された乳酸は
MCT1によって細胞内に取り込まれピルビン酸
に変換された後に、TCAサイクルへと入りATP
を産生し（ATP産生経路①）、効率良くエネルギー
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を産出する「乳酸シャトル」を利用している。
乳癌組織における免疫染色ではMCT1/4の発

現に相関が見られ、MCT1/4発現群ではFDG-
PETでのSUVmaxが低い傾向にあることから、
乳酸シャトルを利用しているものと考えられる。
乳酸を利用した代謝は乳癌治療の新規標的とな
る可能性があり、新規薬剤の開発が進められて
いる5）。今回使用したMCT1阻害剤はすでに英
国でPhaseIの臨床試験が開始され、今後の結
果に期待が持たれる薬剤である。本研究では、
MCT1を発現している乳癌細胞株HCC38でメト
フォルミンと共に用いることで、ATP産生が抑
制されることが確認され、乳酸シャトルの阻害
が抗腫瘍効果をもたらす可能性を示した。

FDG-PETにおけるFDG集 積は、乳 癌の 存

在診断に有用であるのみならず、新規標的とな
る乳酸代謝の亢進も診断できる可能性がある。
FDG-PETを用いた機能評価は、新たな治療戦略
の一つとなりうることが期待される。
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