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《症例報告》

N－Isopropyl－P－［1231］Iodoamphetamineの集積した

　　　　Glioblastoma一症例の経時的検討

荒木　有三＊ 山田　　弘＊

　要旨N－isopropyl－P－【1231］iodoamphetamine（IMP）の集積したglioblastomaの一例をSPECTにより経

時的に観察し，その集積機序について検討した．腫瘍部分はCTにて造影効果を有し，脳血管写，手術所見，

病理組織所見より腫瘍血管は豊富であった．Xe－SPECT，　IMP－SPECT　early　image（IMP静注20分後）で腫

瘍部分の血流量は健側皮質と比較して高値を示し，また，IMP’SPECT　delayed　image（IMP静注2時間後）

においても皮質と同等の高集積が持続した．電子線による術中照射，超高圧X線外照射施行により，CTで

造影される残存腫瘍部分の血流値（Xe－SPECT），およびIMPの集積は漸減したが，　thallium－201を用いた

腫瘍SPEcrでは，高集積域として示された．

　以上よりIMPは腫瘍組織の血流量に応じて分布すると考えられたが，動静脈吻合の存在する腫瘍組織で

はIMPはトラップされないため，　IMP－SPECT　early　imageは腫瘍組織の血流量と血管構築を反映した画

像と考えられた．

1．はじめに

　N－Isopropyl－p－［1231】lodoamphetamine（IMP）

は，初回循環で高率に脳組織に取り込まれ12），静

注後約1時間は，その分布が局所脳血流を反映す

る5）ために，脳血管障害をはじめとして広く脳血

流測定に用いられている．

　脳腫瘍に関する検討は1981年LaFranceら6）

がgliomaの4例でIMPの集積低下を報告して
以来いくつかの報告1・2・9・11）がみられるが，IMP

の集積例は少なく，腫瘍組織内のIMPの動態に

ついては解明されていない．われわれはIMPの

集積が見られたglioblastomaを経時的に観察し，

その集積機序について検討を加えたので報告す

る．
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IL症例呈示

　50歳，男性

　主訴：歩行障害

　既往歴，家族歴：特記すべきことなし．

　現病歴：昭和63年3月，進行性の右下肢の脱

力感が出現した．以後，言語障害，記銘力障害，

感情鈍麻を伴うために当科へ入院した．

　入院時神経学的所見：意識レベル1－3（JCS），

13Points（GCS），右不全片麻痺（筋力4／5）を認め

た．

　放射線学的所見：頭部CTでは左前頭側頭部

から基底核に嚢胞を有する実質性の腫瘍が認めら

れ，実質部分は造影効果を有していた（Fig．1，上

段の左，中央）．MRIのT2強調画像では腫瘍お

よび浮腫部分が高信号域に示された（Fig．1，上段

の右）．脳血管撮影では動脈相で豊富な腫瘍血管，

静脈相で腫瘍陰影を認めた．

　SPECT所見：Tomomatic　564を使用し，133Xe

吸入法および1231－IMP（IMP）静注法を施行し

た（Fig．1，下段）．コリメータはMHS（FWHM

16mm，スライス厚20　mm）またはMHR（FWHM
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11mm，スライス厚15mm）を使用した．治療前

のXe－SPECTにて腫瘍の実質部分の血流量は

38m1／1009／min，健側大脳半球血流量は33　m1／

100g／minであり，腫瘍血流量／健側半球血流量

比（T／H比）は，1．15であった．IMP－SPECT　ear－

ly　image（IMP静注後20分より200秒間撮像）

では，腫瘍実質部分でIMPは皮質と同等または

それ以上の集積を認めた．2時間後のdelayed

imageにおいてもIMPは皮質と同程度の集積を

示した．

　手術所見：腫瘍は嚢胞を有し，赤灰白色で境界

不鮮明，硬，軟混在しており，血管に富み，易出

血性であった．

　組織所見：多数の紡錘型腫瘍細胞が認められ，

多形性に富み小数の多核巨細胞が認められた．ま

た，血管成分に富み，組織診断はglioblastoma

であった．

　経過：昭和62年6月12日亜全摘出術，7月10

日25Gyの電子線による術中照射（10R）を施行

し8月12日から9月24日まで超高圧X線によ

る総線量58Gyの外照射を行った．

　7月9日のIOR前のXe－SPECTでは，腫瘍
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Fig．1　50－year－01d　man，　glioblastoma　case．

　　　upper：plain　X－ray　CT（left），　CE・CT（center）

　　　and　MRI（right）．

　　　10wer：Xe－SPECT（1eft），　IMP・SPECT　early

　　　image　（center）and　delayed　image　（right）

　　　showed　a　hot　area　which　was　coincident　with

　　　the　X－ray　CT　enhancing】esion．

実質部分の血流量は64m1／1009／min，健側大脳

半球血流量は43m1／1009／min（TIH比1．49）であ

り，ともに初回手術前の値に比べ腫瘍部で1．68

倍，健側で1．3倍と増加した（Fig．2，上段右）．8

月20日，外照射総線量12．5Gy投与時のIMP－

SPECT　early　imageでも残存腫瘍部分のIMPの

集積は健側皮質以上であった（Fig．2，上段中央）．

9月10日，外照射総線量42．5GyでのIMP－

SPECTでは，腫瘍部分のIMP集積は白質と同
程度に減少し（Fig．2，中段中央），　Xe－SPECTに

ても腫瘍部分の血流量は42m1／1009／minと減少

した（Fig．2，中段右）．一方，健側大脳半球血流

量は41m1／1009／min（TIH比1．02）であった．外

照射終了後1．5か月後の11月10日には腫瘍部分

のIMPの集積はさらに減少した（Fig．2，下段中

央）が，同時期に施行したthallium－201による腫

瘍SPECT（Tl－SPECT）では同部は高集積域に示

され（Fig．2，下段右），腫瘍の存在が示唆された．

なお，Fig．2のうち，左列は経時的CE－CTを示

した．

III．考　　案

　IMPは初回循環で約90％が脳組織に取り込ま

れ，多少の洗い出しはあるものの，数十分間は安

定であり，局所脳血流量に応じた分布を示す12）．

IMPが集積するには，血流量，取り込み機構お

よび保持機構の3要素が必要であり，脳腫瘍に関

しては，後2者が欠如するために低集積域になる

と言われる6）．しかし，glioma，　meningiomaな

どでIMP集積例が報告され1・9，11），組織によっ

ては種々の程度のIMPの取り込み機構が存在

するものと思われる．特にIMPが高集積を示し

たgliomaの報告例では，そのパターンは，主に

2型に分類される．すなわち20～30分のearly

imageで高集積を示しdelayed　imageで低集積

になる型1・9・11），および今回呈示したdelayed　im－

ageでも比較的高集積を示す型である．　IMPが

いったんは高集積を示すことから，この腫瘍組織

の血流量は高値であり，IMPの取り込みも存在

すると考えられるが，その保持機構が個々の組織
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Fig．2　Photographs　demonstrated　sequentia1　CE－CT，　IMP－and　Xe－SPECT．

　　　upper：High　IMP　uptake　of　the　tumor　was　observed　in　the　IMP・SPECT　early

　　　image（Aug．20），　and　the　tumor　blood　fiow　was　64　m1／100　g／min　as　determined

　　　by　Xe－SPECT（Jul．9）．

　　　middle：Moderate　IMP　uptake　was　observed　in　IMP－SPECT（Sep．10）．　Tumor

　　　blood　flow　was　42　ml／100　g／min　as　determined　by　Xe－SPECT（Sep．10）．

　　　bottom：Decreased　IMP　uptake（Nov．10）and　high　thallium・201　uptake（Nov．

　　　24）in　the　tumor　were　estimated．

で異なるために生ずるものと推察される．今回示

した症例の腫瘍血流量に関しては，経時的な観察

にて，Xe－SPECTによるT／H比の変化と，腫瘍

部分のIMP集積の変化は比較的一致しており，

IMP－SPECT　early　imageの腫瘍部分へのIMP

集積は腫瘍血流量を反映しているものと考えられ

た．T1に関しては，　Kaplanら4）により，悪性

gliomaのviabilityに一致して集積すると報告さ

れている．IMPの集積が11月10日さらに低下

したにも関わらずT1が集積したことは，腫瘍の

viabilityは保たれていると考えられ，　IMP集積

低下が取り込み機構の障害よりも腫瘍血流量の減

少の結果であると推測された．また，この原因と

しては放射線療法による血管系の障害，脳浮腫あ

るいは壊死巣の増大などが考えられた．峯浦ら7）

はPETによりhigh　grade　gliomaの血流量は

40．3土23．2m1／100　g／min（9例）と報告し，また，

早川ら3）はグリオーマ誘発ラットの壊死部に近接

した腫瘍部分（viable　part）が高血流値を示した

と報告した．これらは腫瘍部分の血流量が個々の

病期により異なることを示すものと思われる．

　IMPの取り込み保持機構に関して，森ら8）は

ラット脳神経細胞のシナプス膜がIMPと結合し

やすい化学構造を有すると報告している．したが

って，神経上皮組織起源の91iomaに，　IMPが

取り込まれる可能性は十分に考えられる．また，

IMPなどのトラッピング法により血流量を測定

する場合，腫瘍の3次構造10）である腫瘍血管構築
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の特徴を理解する必要があると思われる．有効な

組織灌流の乏しい動静脈吻合部では，血管内から

組織にIMPが十分移行できず，　SPECT上低集

積域になると考えられる．したがって，IMP－

SPECTによる脳腫瘍血流量の測定には，血管構築

の相違により生じるIMPの取り込み保持機構を

考慮する必要があり，delayed　imageにおいても

IMPの集積が保たれている場合は，　early　image

のIMP分布が腫瘍組織の血流量を反映するもの

と考えられる．

IV．結　　論

　IMPの集積したglioblastomaの一例を報告し，

その集積機序について検討を加えた．IMP－

SPECT　early　imageの腫瘍像は局所血流量とそ

の3次構造である腫瘍血管構築を反映した画像と

考えられ，脳腫瘍の診断に有用と思われた．
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Summary

Sequential　Study　of　a　Glioblastoma　with　High　Uptake　of

N－lsopropy1－p－li231110doamphetamine：A　Case　Report

Yuzo　ARAKI　and　Hiromu　YAMADA

D卿伽θ〃τげハ「euroぷurgerγ，　G施伽vεr∫〃γ　Hospita1，　G吻500

　　Acase　of　glioblastoma　with　high　uptake　of　N－

isopropy1－p－［1231］iodoamphetamine（IMP）is　pre－

sented．　The　lesion　on　a　X－ray　CT　showed　an

enhanced　area　with　a　cyst，　in　which　angiography，

operative　findings　and　histological　investigations

revealed　abundant　vessels．　A　pretreatment　Xe－

SPECT　study　showed　that　the　tumor　blood　flow

was　higher　than　a　healthy　cortex　blood　flow．　Also，

high　IMP　uptake　was　observed　using　an　IMP－

SPECT　early　image，20　minutes　after　IMP　intra－

venous　injection．　Furthermore　it　was　noted　in　the

delayed　image　2　hours　later．　After　intraoperative

and　external　radiation　therapy，　both　the　tumor

blood　flow，　as　determined　by　Xe－SPECT，　and　the

IMP　uptake　were　seen　to　gradually　decrease，　while

the　thallium－201　uptake　was　high．　These　findings

suggested　that　the　IMP　uptake　in　tumor　tissue

accurately　reflects　the　tumor　blood　flow　if　there

is　no　arteriovenous　fistula　in　the　tumor．

　　On　conclusion，　IMP－SPECT　early　images　might

reflect　both　the　tumor　blood　flow　and　the　vascular

architecture．

　　Key　words：N－isopropy1－p－【1231］iodoamphet－

amine，　SPECT，　Glioblastoma，　CBF，　Thallium－201．
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