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《ノート》

131 1－metaiodobenzylguanidineシンチグラフィの臨床的有用性

一一 6症例の経験一

Clinical　Usefulness　of　1311－metaiodobenzylguanidine　Scintigraphy：

　　　　　　　　　　　Experience　in　6　Cases
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1．はじめに

　wielandら1・2）はノルエピネフリン（NE）と分

子の構造が類似し，同じ経路でカテコルアミン貯

蔵頼粒内へ取り込まれ濃縮されると考えられる新

しい放射性医薬品1311－metaiodobenzylguanidine

（1311－MIBG）を開発し，副腎髄質のイメージング

に成功した．

　1311－MIBGシンチグラフィは副腎髄質過形成3），

褐色細胞腫3A’13）および神経芽細胞腫14－18）の診断

をはじめparagangliomal9），甲状腺髄様癌20・21）お

よびcarcinoid腫瘍22）などのneural　crest由来の
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腫瘍の描出に有用であることが次々と報告されて

いる．

　また1311－MIBGが腫瘍に特異的に集積するこ

とから1311－MIBG大量投与による悪性褐色細胞

腫23・24），および神経芽細胞腫18）の治療も試みら

れている．

　著者らは最近1年6か月の間に1311－MIBGを

使用する機会を得，腫瘍の描出を試みたので，そ

の成績を述べ，臨床的有用性につき考察を加えた

ので報告する．

II．対象と方法

　対象は1984年2月から1985年8月までの1年6

か月の間に1311－MIBGシンチグラフィを施行し

た9症例である．疾患の内訳は神経芽細胞腫1例，

褐色細胞腫5例，褐色細胞腫の合併の疑われた

　Key　words：1311－MIBG　scintigraphy，　Intra－adrenal

pheochromocytoma，　Extra－adrenal　pheochromocytoma，

Neuroblastoma，　Urinary　catecho｝amine．
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Werdnig　Hoffmann病1例，膵原発（直径2cm）

で肝転移のglucagonoma　1例およびcarcinoid症

候群疑の1例の合計9例である．

　方法は1311－MIBGシンチグラフィにより各種

疾患での腫瘍の描出の有無と局在範囲を診断し，

X線CT像およびエコーグラム等と対比し，本法

の臨床的意義を評価した．また腫瘍の大きさ，血

中および尿中カテコルアミン（CA）値と腫瘍また

は他の諸臓器の描出との関連につき検討した．シ

ンチグラム画像については1311－MIBG投与後撮

影までの種々の時間でのイメージを比較した．ま

たヨード剤投与による甲状腺ブロックの効果につ

いても合わせて検討した．

　神経芽細胞腫の1例については1311－MIBGの

大量投与による内部照射治療の適応につき検討す

るため未治療時の腹部腫瘍への1311－MIBGの最

大摂取率および有効半減期を測定した．

　1311－MIBGシンチグラフィは1311－MIBGの0．5

mCi（比放射能1．6μCi／μg）を静脈投与24，48お

よび72時間後に高エネルギー平行多孔型コリメー

タを装着したガンマカメラ（Sigma　410，0hio

Nuclear）により全身像（前面および後面）を撮像

した．また異常集積部については種々の方向から

のスポット撮像を加えた．

　未治療時の神経芽細胞腫1例について1311－

MIBG投与後25，44および117時間における腹

部原発腫瘍の放射能量をガンマカメラにより測定

した．また腫瘍の1311－MIBG摂取率はWater－

phantom内の既知放射能量に対する腫瘍放射能

量から求めた．腫瘍放射能量および摂取率の経時

的変化を片対数グラフにプロットし，腫瘍内の

1311－MIBGの有効半減期および最大摂取率を算出

した．

　遊離1311の甲状腺への被曝および描出を防ぐた

め1311－MIBG投与前日から1週間，成人にはKI

（0．2g！日），小児に対してはルゴール液5～10滴／日

を投与した．

In．結　　果

9症例中6例（神経芽細胞腫1，褐色細胞腫5）

に1311－MIBGの異常集積を認めた．1311－MIBG陰

性は褐色細胞腫合併の疑いのWerdnig　Hoffmann

病，carcinoid症候群疑の各1例およびglucago－

nomaの1例であった．前2者はその後の精査に

より褐色細胞腫およびcarcinoidは否定された．

　Table　lは1311－MIBG陽性の6例の腫瘍の局在

と重量，血中CAと尿中CAおよびその代謝産

物の濃度を示す．症例1は臨床診断，症例2～6

は腫瘍摘出術により得た組織診断である．

　6例とも血中および尿中ノルエピネフリン（NE）

およびその代謝産物はエピネフリン（E）に比べて

いずれも優位で高値を示した．またVMAは全て

高値であった．

　1311－MIBG陽性の6例中3例（Pt．1，2，3）は心

と唾液腺が描出されなかった．一方1311－MIBG

陰性の3例は全例CA値は正常で，心，唾液腺，

肝および膀胱はいずれも明瞭に描出された．全9

例中1例（pt．2）に正常副腎（左）が淡く描画され

た．また甲状腺は全例描出されなかった．なお

1311－MIBGシンチグラムは1311－MIBG投与後24

時間ではなおバックグラウンドが高く，48時間お

よび72時間で良好な画像が得られた．

　以下に6症例の臨床所見と経過を呈示する．

　症例1：13か月の女児．生後6か月で背部の腫

瘤に気づく．以後徐々に腫大するため1984年10月，

本院へ入院．現症；体重10．5kg．脈拍118／分整，

血圧110／54mmHg．左背部に3×5cm，弾性硬の

腫瘤を触知．軽度の左眼球突出を認めた．

　Figure　1－Aは治療前の1311－MIBGシンチグラ

ムの前面像（頭部のみ左側面像）を示す．左腹部

に巨大な強いRI異常集積と左眼窩部にも異常集

積を認める．

　Figure　1－D，　Gは治療前の頭部および腹部のX

線CTである．左蝶形骨大翼から眼窩内に突出す

る腫瘍が認められ，左外側直筋は内方へ圧排され

ている．また腹部では第8胸椎から第1腰椎のレ

ベルまで左脊椎芳に石灰化を伴った巨大な腫瘍を

認めた．

　腹部腫瘍における1311－MIBGの有効半減期は

43時間，腫瘍への最大摂取率は5．3％であった．
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Table　1

i3il－metaiodobenzylguanidineシンチグラフィの臨床的有用性

Weight　of　tumors，　plasma　and　urinary　catecholamines，　and　their　metabolites

　　　levels　in　six　patients　with　a　positive　i3il－MIBG　scan
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驚・一（ex、瓢㌫）

1

2

3

13

（mo）

　9
（yr）

39

F　Neuroblastoma

F

F

4　　20　　M

5　　57　F

Pheochromocytoma
（right　adrenaり

Pheochromocytoma
（right　adrenal）

Pheochromocytoma
（right　adrenal）

Pheochromocytoma
（1eft　adrenal）

Pheochromocytoma

Weight
　（9）

（1eft　abdomen＆1eft　orbit）

　　　　　　　　　　13

goo

80

360

　　Plasma
catecholamines＊

　　　　　Urinary
Catecholamines　and　Metabolites＊

E　　　NE
（ng／m’）

0．08

0．11

百フ1

E

4．7

NE

48．0

4．26　　　　53．6　　　　3，468

0．13　　7．5

0．03　　　1．05

32．9

ll．2

　M　　　　NM
（μg／24hr）

　1，730（M十NM）

VMA

23，400

150　　　　4，110　　　　27，700

372．8　　　3，830　　　45，090　　　　69，900

379．3

0．17　　　14．33　　　　7L3　　＞2，000

6　43　M　　　　　　　　　　　　　　　　20
　　　　　　（left　para－abdominal　aorta）

Normal　range　l－2　yr；mean＊＊

　　　　　　　　（土SD）
　　　　　　6－10yr；mean＊＊
　　　　　　　　（土SD）
　　　　　　Adult；range　　　　　　　　　　　　　く0．12

0．02　　　　7，50 10．7　　＞2，000

　　　　2．1
　　　（土1．0）

　　　　5．7
　　　（土3．0）

0．06－　　3－

0．45　　15

　8．1
（土4．D

　22．3
（土16．0）

　26＿
121

80　　　　2，180　　　　13，200

950　　　12，190　　　　61，100

50　　　　2，800　　　　37，800

　4．5
（±2．6）

　9．7
（士5．6）

　10－
130

＊E＝Epinephrine，　NE＝Norepinephrine，　M＝Metanephrjne，　N　M　＝　Normetanephrine，

　VMA＝Vanillylmandelic　acid．
＊＊27）

　10．9　　　1，300
（士3．4）　　　（土500）

　26．5　　　　　　2，300

（土13．1）　　　（士1，200）

　40－　　　　4，700－

380　　　　11，400

　99mTc－MDPによる骨シンチグラムでは左眼窩

部にRI異常集積と腹部腫瘍への淡い集積がみら

れた．

　腫瘍マーカーではCEAおよびAFP値は正常
範囲であ・・たが，neuron　specific　enolase　〈NSE）が

47ng／mt（正常3．0～8．9）と高値であった．

　臨床経過；臨床所見，CAとその代謝産物の異

常高値，1311－MIBGシンチグラムおよびX線CT

像の成績から左副腎原発の神経芽細胞腫，左眼窩

部への遠隔転移（Stage　IV）と診断した．

　治療は1984年11月から6か月間に化学療法

（VCR＋CPM＋ADR＋CDDP）4クールと眼窩部
に2，550ラド，腹部に750ラドの外部照射を行っ

た．

　治療開始後約2か月と5か月の1311－MIBGシ

ンチグラムをそれぞれFig．1－BとFig．1－Cに示

す．眼窩部のRI異常集積は漸次縮小，5か月後

では消失した．主た腹部腫瘍へのRI集積も著明

に減少したが，5か月後でもなお僅かながらRI

集積がみられた．一方2か月後からは心（H）の描

出が明瞭となった．

　次に治療開始後4か月と6か月のX線CT像の

経過をFig．1－E，　H，とFig．1－F，1に示す．治療前

の左眼窩部の腫瘍は消失し，眼窩後壁の骨破壊も

著しく改善した．また腹部腫瘍も著明に縮小，消

失した．

　治療開始3か月で血中CA値は正常化し，尿中

CAとその代謝産物も低下し（E；4．7→2．1μg／日，

NE；48．0→33．1μ9／日，　M十NM；1．73→0・35mg／

日，VMA；23．4→5．2　mg／日）その後上昇を認めず

血中NSE値も治療5か月で正常化した．6か月

後さらに腹部へ1，800ラドの放射線照射を加え寛

解状態にある．

　症例2：9歳女児．7か月前から頭痛，2か
月前より多飲，多尿．発汗過多および心悸冗進を

きたすようになり，兵庫県立こども病院へ入院し

た．脈拍104／分整，血圧186！148mmHg．

　症例3：39歳，女性．入浴時に突然激しい頭痛
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を生じ，嘔吐を伴ったので精査のため本院へ入院

した．脈拍66ノ分整，血圧150～196mmHg（収縮

期），90～102mmHg（拡張期）．

　症例4：20歳，男性．腹痛のため某病院を受診

し，腹部エコー検査で右副腎部に腫瘤を認め，精

査のため本院へ入院した．脈拍66／分整，血圧

122／70mmHg．

　症例5：57歳，女性．2か月前から頭痛，顔面

の発赤および嘔吐をきたすようになり，本院へ人

院した．脈拍99／分整，血圧122～240mmHg
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Fig．2Whole　body　1311－MIBG　scintiscans　at　48　hours　show　selective　tumor　uptake　of

　　　　　radioactivity　in　all　five　patients．

（収縮期），90～160mmHg（拡張期）．甲状腺腫を

認め，針生検組織像で橋本病の合併と診断され
た．

　症例6：43歳，男性．10年前から高血圧，1985

年7月脳梗塞のため本院へ入院．脈拍80／分整，

血圧230／130mmHg．

　以上の5症例はいずれも臨床症状と血中および

尿中CAとその代謝産物の濃度の高値から褐色細

胞腫と診断し，1311－MIBGシンチグラフィを施行

した．

　Figure　2は5症例の1311－MIBGシンチグラム

の全身像（48時間）を示す．全例上腹部に限局す

る強い異常RI集積を認める．症例3と5の腫瘍

は巨大で内部に欠損を伴っている．症例2～5は

X線CT，エコー，および血管造影にても同部位

に腫瘍を認め，副腎原発の褐色細胞腫と診断した．

Fig．1Anterior　i3il－MIBG　scintiscans　at　48　hours　and　X－CT　scans　before　and　after

　　　　　external　radiotherapy　and　chemotherapy　in　patient　1．

　　　　　A：　Intense　accumulations　of　radiotracer　are　seen　in　the　lefl　orbit　and　left　ab－

　　　　　　　　domen　before　treatment（arrows）．

B：

C：

D：

E＆F：

G：

H＆1：

Follow－up　1311－MIBG　scan　two　months　f（）110wing　treatment　shows　significant

resolving　of　tumors（arrows）and　visualization　of　the　heart（H）．

Follow－up　study　five　months　after　treatment　shows　disappearance　of　orbital

tumor　actMty，　remaining　faint　abnorrnal　activity　in　the　abdomen（arrow）and

clear　visualization　of　the　heart（H）．

The　cerebral　X・CT　scan　befbre　treatment　demonstrates　a　mass　lesion　in　the

left　orbit（arrow）．

Follow－up　X－CT　scans　fbur　and　six　months　following　treatment　show　disap－

pearance　of　orbital　mass　and　remaining　bone　destruction（arrows）．

Upper　abdominal　X－CT　scan　before　treatment　shows　a　large　mass　with　soft

tissue　density　and　calcifications（arrows）．

Follow－up　X－CT　scans　fbur　and　six　months　after　treatment　show　marked

reduction　in　tumor　volume　and　finally　disappearance　of　tumor　mass（arrows）．
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　症例6はX線CTにて左腎前方，傍大動脈に

35×2．5cmの充実性腫瘍を認め，両側副腎は正

常像を示したため副腎外褐色細胞腫と診断した．

なおエコーでは腫瘍は描出できなかった．

　全5症例とも腫瘍摘出術を施行，良性褐色細胞

腫と診断された．症例3，5の腫瘍内部はのう胞性

であった．また症例2の淡く描出された右副腎は

正常であった．術後全例血圧は正常，CAとその

代謝産物の濃度も正常化した．しかしながら症例

2では10か月後に血圧の再上昇（148／90mmHg）

と尿中NEの上昇（312μg／24　hr）が認められ，再

発が疑われている．

IV．考　　案

　1311－MIBGはアドレナリン作働性効果遮断薬

guanethidineのanalogueでありNEと同じ機序

でNEの貯蔵頼粒内に摂取されるものと考えられ

ている．i3il－MIBGは臨床上主として褐色細胞

腫3”12）と神経芽細胞腫14’v18）の診断および治

療18・23・24）をはじめ近年ではその他のneural　crest

腫瘍の診断19”22）にも用いられている．

　1311－MIBGシンチグラフィ施行の9例中神経芽

細胞腫の1例と褐色細胞腫の5例で腫瘍への強い

RI摂取を認めた．　glucagonomaの1例ではneural

crest由来の腫瘍であるので陽性描出を期待した

が陰性であった．他の2例の陰性例はその後の検

索で腫瘍の存在が否定された．1311－MIBG陰性の

3例では血中CA値は正常で，心，唾液腺，肝お

よび膀胱が明瞭に描出され，正常分布像を示した．

一方1311－MIBG陽性の6例は全て血中NE値が

高値であり，3例で心および唾液腺が描出されな

かった．また神経芽細胞腫の1例では治療により

血中CA値が正常化した後に心が描出された．

1311－MIBGの心および唾液腺への集積度は血中

CA値と逆相関関係にあるとする報告25）があり，

著者らの症例でも心および唾液腺の描出が血中

CA値と関連していることが示唆され興味深い．

　神経芽細胞腫の1例では1311－MIBGシンチグ

ラフィ，骨シンチグラフィおよびX線CT像か

ら副腎原発，眼窩部への遠隔転移（Stage　IV）と診

断された．本症は放射線感受性が高いため13tl－

MIBGによる内部照射治療が考えられる．50　mCi

の大量1311－MIBG静注投与により2，000ラドの

照射を行いうる腫瘍重量を1311－MIBG摂取率

5．3％，有効半減期43時間としてMarinelliの計算

式26）により算出すると30gとなる．本症例の腫

瘍は1009以上の巨大なものであり2，000ラド以

下では十分な治療効果が期待できない．臨床状態

の悪い10．5kgの小児に50mCi以上の1311－MIBG

投与は治療量の限界を越えるものと判断された．

　本症例は化学療法に加えて原発および転移の両

病巣への外部放射線治療を行った．なお治療開始

5か月後の1311－MIBGシンチグラフィでは腹部腫

瘍の著しい縮小と眼窩部腫瘍の消失がみられた．

治療開始6か月後のX線CTでは両腫瘍とも消

失した．また尿中CA値および血中NSE値は治

療により低下正常化し再上昇を認めていない．以

上の成績から1311－MIBGシンチグラフィは神経

芽細胞腫の治療による腫瘍の大きさの変化および

機能状態の評価に有用であることが示唆された．

　褐色細胞腫のi3il－MIBGシンチグラフィでは

5例中4例が副腎原発，1例は副腎外の腫瘍でい

ずれも他に異常集積を認めず，単発腫瘍と診断さ

れ，X線CTの成績とも一致し，全例腫瘍摘川術

を施行した．5例中4例は治癒し，1例で再発が

疑われ，再度i3il－MIBGシンチグラフィによる

検索を行う予定である．

　神経芽細胞腫および褐色細胞腫はこれを疑えば

臨床症状やCA値などの生化学検査からその存在

診断は難しくない．したがって治療上，腫瘍の局

在診断が重要であると思われる．1311－MIBGシン

チグラフィは全身の検索が行えるため単発および

多発性の腫瘍が陽性描出できる．また本法は血管

造影やselective　venous　samplingによるCA濃度

の測定が高血圧クリーゼなどの危険を伴うのに反

し，非侵襲的で安全かつ簡単に実施でき，特異性

や検出率にもすぐれるため，他の画像診断に先が

けてまず最初に試みるべき方法であると思われる．

また局在診断後にエコーおよびX線CTなどに

より腫瘍の存在範囲や性状について詳細な情報を
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得た上で必要に応じて血管造影を加え治療方針を

決定するのが好ましいと考えられる．

　1311－MIBGシンチグラム像は1311－MIBG投与

後24時間ではなおバックグラウンドが高いため腫

瘍の描出には48時間または72時間が適切と考えら

れた．全9症例で甲状腺の描出はなくKI（0．2g／日）

あるいはルゴール5～10滴／日で甲状腺ブロック

が十分行われているものと考えられた．

　なお1311－MIBGシンチグラフィを行う場合に

Wielandら2）はレセルピンの投与が犬の副腎髄質

への1311－MIBG摂取を減少させると報告してお

り，Sissonら4）もレセルピンおよび三環系抗うつ

薬の投与は撮影前1週間以上休薬すべきであると

述べている．著者らの症例はいずれもこのような

薬剤は投与しておらなかったが，本法実施時には

留意すべきであると思われる．

Ve結　　論

　9症例の1311－MIBGシンチグラフィの臨床的

有用性につき検討して以下の成績を得た．

　9症例中6例（神経芽細胞腫1，褐色細胞腫5）

はi3il－MIBGの腫瘍への強い集積を認めた．陰

性例は3例で，glucag。nomaの1例とその後の

精査で褐色細胞腫およびcarcinoidが否定された

2例であった．

　1311－MIBG陽性の6例はすべてCAおよびその

代謝産物が高値であった．

　神経芽細胞腫の1311－MIBGシンチグラムは副

腎部原発巣と眼窩遠隔転移巣に強いRI摂取を認

めた．化学療法と外部放射線治療によりシンチグ

ラム上腫瘍は縮小，RI摂取も減少，ほぼ消失し，

X線CT像でも確認された．

　褐色細胞腫全5例で腫瘍摘出術を行い，4例が

治癒，1例に再発が疑われている．

　以上から1311－MIBGシンチグラフィは神経芽

細胞腫および褐色細胞腫の局在診断にきわめて有

用である．また本法は神経芽細胞腫の治療後の経

過観察に有用であると考えられた．

1311－MIBGをご提供下さった長崎大学第一内科，長

瀧重信教授および第一RI研究所に深謝いたします．
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