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《ノート》

N－isopropyl－P－1231－iodoamphetamineによる悪性黒色腫の肺転移巣

　　　　　　の描出：L－DOPA負荷シンチグラフィの有用性

Visualization　of　Lung　Metastatic　Lesion　from　Malignant

　Melanoma　by　N－isopropyl－p－1231－iodoamphetamine：

　　　　Usefulness　of　L－DOPA　Load　Scintigraphy
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1．緒　　言

　脳血流イメージ剤であるN－isopropyl－P－1231－

iodoamphetamine（1231－IMP）は脳血管障害，てん

かん，痴呆などの神経疾患の臨床に広く供されて

いる1”’3）．一方，1231－IMPはメラニン産生部位に

も集積することが知られており，悪性黒色腫の転

移巣の検索に試みられている4）．今回われわれは

悪性黒色腫患者に1231－IMPによる全身のシンチ

グラフィを行い，経時的に撮像するとともに，同

時にL－DOPA負荷に対する集積の変化を検討し

たので報告する．
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II．方　　法

　1231－IMPによるシンチグラフィは，以下のごと

くの方法で行った．1231－IMP　3　mCiを静注後，30

分，3，18および48時間目に，中エネルギー用コ

リメータを装着したガンマカメラ（GAMMA
VIEW－D，日立）にて全身像を撮像した．なお，

甲状腺ブロックのために検査3日前から検査終了

までLugol液4滴／日を投与した．第1回目の

1231－IMPシンチグラフィの1週後にL－DOPA負

荷による第2回目の検査を行った．L－DOPAは

検査前日から600mg／日を経口投与し，検査終了

まで続けた．さらに1231－IMP静注5分前にL－

DOPA　50　mgを経静脈的に投与した．　L－DOPA

負荷前後にっいて，得られたシンチグラフィ上に

関心領域を右上肺野の腫瘍部分と対照として同側

下肺野に設定し，対照部に対する腫瘍部のRI摂

　Key　words：1231－IMP，　Malignant

DOPA　load，　Delayed　scan．

melanoma，レ
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取比を経時的に求め，比較検討した．

III．症例呈示

症例　76歳，女性．

核医学　24巻7号（1987）

　昭和59年鼻出ψLを［－1三訴に入院．右副鼻腔の悪性

黒色腫と診断され，放射線治療および化学療法を

受けた．腫瘍の縮小化が認められたため退院とな

り，外来にて経過観察ll1であった．ところが，昭

和61年2刀頃から再び鼻出血が生じるようになり，

同時に副鼻腔内に腫瘍の増大をきたしたため，同

年6刀再入院となった．再入院時，肉眼的に鼻腔

内に赤色の腫瘍を認め，また組織学的にも悪性黒

色腫の再発が確認された．再入院後，鼻腔の腫瘍

に対しては凍結手術が行われ，原発巣はほぼ消失

した．そこで転移巣の検索のために，67Ga－citrate

による全身シンチグラフィが施行され，右上肺野

（主としてS3）および手術の影響によると思われ

る鼻腔部の異常集積が認められた（Fig．　IA）．ま

た胸部断層撮影により，S1およびS3の腫瘍の存

在が確認された（Fig．　IB）．っいで1231－IMPにょ

る第1回目の全身シンチグラフィを行った．IL’31．

IMP投与直後には有意の異常集積はみられなか

ったが，3および18時間には胸部断層像と一・致し

て」（i－E肺野（S1およびS3）に1231－IMPの集積が

観察された（Fig．2A）．ついで1週後にL－DOPA

負荷時の21，illlのi231－IMPシンチグラフィが施

行された．なお，第1回日と第21，i｜日の1231－IMP

シンチグラフで検査の間は，化学療法や放射線治

療の導人を行t・ていない．L－DOPA・負荷により，

病巣への1231．IMPの集積は抑制され，第ll［illl

時にみられた右一E肺野の異常集積は不明確になっ

た（Fig．2B）．なお，原発巣への1231－IMPの集積

は，第1回目，第2同目のシンチグラフィともに

みられなかった．Fig．3に関心領域の設定部位を，

Table　1にL－DOPA負荷前後の，対照部に対す

る腫瘍部のRl摂取比の経時的な変動を示す．　L－

DOPA負荷前には，　i231－IMPの投与30分から48

時間後まで，腫瘍部／対照部のR1摂取比は1以

懸

鰹
　　　　　　　　A　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　B

Fig．1　67Ga－citrate　scintigraphy（A）and　chest　X・ray　tomography（B）in　a　patient　with

　　　metastasis　of　right　upper　lung（SI　and　S3）from　malignant　melanoma．

　　　NC：Nasal　cavity，　N：Neck，　S：Sternum，　C：Clavicle．
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Fig．2　Series　of　chest　anterior　images　obtained　at　O5，3，18，　and　48　hr　postadministra・

　　tion　with　l231－IMP　befbre（A）and　after（B）L－DOPA　load．　T：Thyroid　gland．
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Fig．3　A　region　of　interest　was　placed　over　the　metas－

　　　tatic　lesion　in　right　upper　lung　and　right　lower

　　　lung．

Table　l　Chronological　changes　of　RI　uptake　ratio　of

　　　　the　metastatic　lesion　to　control　before　and

　　　　after　L－DOPA　load

RI　uptake　ratio＊

Time
（hrs） L－DOPA　load

Before After

0．5

3．0

18．0

48．0

1．00

1．23

1．38

1．19

0．86

0．98

1．05

0．95

＊Tumor／control　counts

上であった．一方，L－DOPAの投与により，1231－

IMPの腫瘍部への集積はすべての撮像時におい

て抑制された．

IV．考　　案

　従来より悪性黒色腫の描出には，67Ga－citrateが

もっぱら使用されている5）．しかし，周知のごとく，

67Ga－citrateは組織特異性が乏しく，しかも炎症

巣など良性疾患にも少なからず集積することが知

られている．そのため，悪性黒色腫に特異的に集

積を示す，放射性医薬品の開発が望まれていた．

近年，Winchellらによって開発された1231－IMP

は，初回循環で高率に脳に取り込まれること，組

織からのwash－outが遅いことなどから，脳血流

イメージ用放射性医薬品として広く臨床に使用さ

れている1’”3・6・7）．ところが，この1231－IMPは，

メラニン産生部位にも集積するといわれている．

つまり，サルにおいて眼球網膜のメラニン産生細

胞に取り込まれる8）．一・方，ヒトにおいては網膜へ

の取り込みはみられない9》．このサルとヒトとの

差異はヒトの成熟した網膜ではメラニンを産生し

ていないためと解されている9）．さらに1231－IMP

がin　vitroの系で悪性黒色腫細胞に取り込まれる

ことが見いだされ9），悪性黒色腫患者の転移巣の

検索に1231－IMPの利用が期待されたlo）．最近，

Wadaらは1231－IMPにより，悪性黒色腫患者の

腫瘍の描出に成功している4）．しかし，肺，肝の

転移巣の検索には，1231－IMPの生理的な集積が大

であるため，これらの描出は困難であると考えら

れた10）．今回われわれの症例では，1231－IMPの投

与直後にはバックグラウンドの放射能が高いため

に，肺の転移巣への集積を明らかにできなかった

が，投与後3～18時間目のdelayed　scanでは明瞭

に描出できることが示された．このことは，肺の

転移巣であっても，正常肺組織と1231－IMPのク

リアランスが異なれば，delayed　scanで描出が可

能であり，delay　scanの有用性が示唆された．ま

た，悪性黒色腫の肺転移巣の描出について，1231－

IMPと67Ga－citrateとを比較すると両者の集積部

位は必ずしも一致せず，123HMPの方が胸部断層

像の所見をよく反映していた．これらの所見は，

両者の集積を評価する上で興味深いものであるが，

詳細な解析は今後の課題となろう．

　近年，悪性黒色腫のメラニン代謝系が注目され

ており，dopamineやその他のカテコールアミン

が悪性黒色腫の治療に使用され，臨床的にも効果

があることが認められている11“’14）．本症例では

L－DOPAの負荷により腫瘍への1231－IMPの集積

が低下を示すという興味深い所見が得られた．

L－DOPAにより，1231－IMPの取り込みが抑制さ

れた理由は明らかではないが，1231－IMPの組織へ

の取り込みの機序として，（1）非特異的なアミン
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結合部位への結合，（2）pHシフトに基づくもの，

（3）lipophilicな性質によるものなどが挙げられて

いる1）．最近の知見によると，（2），（3）の可能性は

少なく，非特異的なアミン結合部との結合が主た

る機序と考えられている1・5’15）．肺における1231－

IMPの集積には，アミン・レセプターの関与が考

えられている16）．さらに，プロプラノロールの負

荷は肺での1231－IMPの集積を低下させるとの報

告もみられる17）．しかし，正常肺への1231－IMP

の集積は今回のL－DOPAの投与量では抑制され

ず，悪性黒色腫と正常肺のL－DOPAに対するレ

セプターの親和性が異なる可能性が推測された．

本症例のごとく，L－DOPAにより悪性黒色腫の肺

転移巣への1231－IMPの集積が抑制された理由と

して，L－DOPAが1231－IMPのアミン・レセプター

との結合を阻害した可能性が考えられた．ただし，

ヒトの悪性黒色腫の例で明らかなように，転移が

存在するにもかかわらず，123HMPの集積を示さ

ない例が存在したり18），細胞実験において，用い

る悪性黒色腫の細胞により，L－DOPAの感受性

が異なることが知られている11）．したがって，今

回のL－DOPAの投与量で，すべての悪性黒色腫

にっいて，その腫瘍への1231－IMPの集積が抑制

されるか否かは不明である．今後，多数例での検

討が待たれる．いずれにしても，1231－IMPシンチ

グラフィ時に，L－DOPA負荷を併用すると，悪性

黒色腫の転移巣を67Ga－citrateよりも特異的に診

断できる可能性が認められた．現在，悪性黒色腫

の化学療法として，メラニン前駆体を用いる方法

が開発されつつある13）．そのため，これら薬剤が

治療効果を発揮するか否かを，投与前に判定する

ことは重要であり，1231－IMPシンチグラフィは，

その目的にも使用し得る可能性がある．

　このように，悪性黒色腫に1231－IMPシンチグ

ラフィを施行することは興味深く，特に1231－IMP

によるシンチグラフィ時にdelayed　scanを行うと

ともにL－DOPA負荷を併用すれば，悪性黒色腫

の部位診断のみならず，集積機序を考える上で有

用な情報を与えてくれるものと思われた．

V．結　　論
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　悪性黒色腫患者の肺転移巣の検出に，1231－IMP

によるシンチグラフィを施行した．肺転移巣への

1231－IMPの異常集積は，投与3～18時間後に明

らかになり，delayed　scanの有用性が認められた．

またL－DOPA負荷により，腫瘍への1231－IMPの

集積は抑制された．このことは，悪性黒色腫の転

移巣の診断に特異性を与えるとともに，悪性黒色

腫への1231－IMPの集積機序を考える上で興味深

い所見であった．
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