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内容要旨 

【背景】甲状腺未分化癌(Anaplastic Thyroid Carcinoma: ATC)は悪性度が高く

予後不良で，進行が速く,根治的手術切除が困難なことが多い. また，ATC に対

する有効な化学療法はなく, 多くの患者が不幸な転機をたどってきた. 近年, 

paclitaxel と lenvatinib の有効性が示されたが, 効果は限定的であり, 新た

な治療戦略の開発は必須である. 一方, ATCは甲状腺癌の1～2%を占めるに過ぎ

ず, その希少性より新しい治療法の開発のための臨床研究も十分な症例数を確

保することは困難であり，ATC に対する新規治療方法開発のための前臨床腫瘍

モデルの作成が重要である． 

 同所移植動物モデルは, 腫瘍特有的環境の再現の観点では, 皮下移植動物モ

デルより優れているが, 同一個体を繰り返し観察することは困難である. この

欠点を克服するために, 小動物用 FDG-PET/CT を使用することを考案した. 申

請者らは,肺癌同所移植モデルマウスを確立し, 抗癌剤の抗腫瘍効果を小動物

用 FDG-PET/CT で評価することに成功している(Otani, et al. Oncology Report, 

2019). ATC にも同様の技術を用いることが可能と考えた. 

【目的】ATC 細胞株同所移植モデルマウスに抗腫瘍薬を投与し, 小動物用

PET/CT で腫瘍増殖と抗腫瘍効果を評価することを目的として実験を行った.   

【方法】cell viability assay として, MTT assay を用いて ATC 細胞株(8305C, 

8505C, ACT-1)に対する paclitaxel と lenvatinib の感受性を評価した. 次いで, 

同所移植モデルの作成を行った. イソフルラン麻酔下に6週齢雌性SCIDマウス
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9 匹の前頚部に横切開を加え, 甲状腺右葉へマトリゲルを用いて 5×105 個/μL

に調整した細胞懸濁液を 2μL 注入した. マウスを化学療法非施行群（Control: 

C 群）, paclitaxel 投与群(P 群)( paclitaxel 5mg/kg/週, 腹腔内投与)， 

lenvatinb 投与群（Ｌ群）(lenvatinb 5mg/Kg/日，経口投与)に分けた. C 群は, 

移植後 3, 4, 5 週, 化学療法施行(P，L)群は 2, 3, 4 週後に FDG-PET/CT を撮影

し，腫瘍体積と FDG 集積を測定した.  

【結果】 

1) 全ての細胞株において, paclitaxel, lenvatinib に対する用量依存性の腫

瘍増殖抑制効果を認めた. また, paclitaxel と lenvatinib への感受性は

8505c が も高く, IC50 は も低かった.  

2) C 群では, 移植後 4 週目で腫瘍体積は 44.6 倍, 5 週目で 91.5 倍に増加した. 

FDG 集積は 4 週目で 2.8 倍に上昇したが, 5 週目には 2.4 倍に低下した. 移

植後 4 週目から腫瘍の増大による気管偏位を認めた. 病理学的に移植後 5

週目の腫瘍内部には壊死性変化が認められた. 

3) P 群では, 腫瘍体積は,  移植後 3 週目で 6.6 倍, 4 週目で 26.9 倍に, L 群

では移植後 3 週目 6.8 倍, 移植後 4 週目で 12.2 倍に抑制された. FDG 集積

は, P 群では移植後 3 週目で 1.5 倍, 4 週目で 1.8 倍に, L 群では移植後 3

週目で 1.4 倍, 移植後 4 週目で 1.6 倍に抑制された. ただし, P 群で移植後

4 週目に 20％以上の体重減少を認めた. 

【考察】腫瘍の増殖を小動物用 FDG-PET/CT を用いて評価することが可能であっ

た. 同様に化学療法の抗腫瘍効果も評価することが出来た. しかし, 腫瘍の急

速増大による壊死性変化を反映し FDG 集積は低下した．CT 画像では, 腫瘍と周

囲臓器との境界が不明瞭であったため, 腫瘍体積の測定に Metabolic tumor 

volume(MTV)を代替法として用いた. ATC の同所移植モデルでは CT と PET/CT の

両方による評価が重要であった. 

FDG-PET/CT を用いることで,同一個体上で腫瘍増殖と抗腫瘍効果を非侵襲的

に繰り返し評価することができた.実験に使用するマウスを減量することがで

き, 動物愛護の観点においても優れており，希少癌である ATC の新規治療法開

発のための有効な実験系になり得ると思われた.  

 

 






