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《原著》

神経芽細胞腫治療後における

i311－MIBGシンチグラムの意義

一
残存・再発腫瘍の生物学的活性度の判定における有用性について一

村嶋　秀市＊　竹田　　寛＊

櫻井　　實＊＊

奥田　康之＊　中川　　毅＊

　要旨治療の施された神経芽細胞腫9例（平均年齢3．5歳）を対象として計19回の1311－MIBGシンチグ

ラフィを施行し，残存・再発腫瘍の生物学的活性度の判定における1311・MIBGシンチグラムの有用性に関

して，尿中ドーパミン・VMA値と対比して検討を行った．

　CTにて，傍脊椎部腫瘤6例，肝転移4例の残存あるいは再発腫瘍が示された．

　方法は，1311－MIBGを7．4－18．5　MBq（0．2－0．5　mCi）を静注し，48～72時間後に，胸腹部前面像および後

面像を撮像した．

　13il－MIBGシンチグラム陽性像は4例において計8回認められ，いずれも腫瘤増大傾向が強く，尿中ド

ー パミン値は高値であり，腫瘍の生物学的活性度が高いと考えられた．

　陰性像を示したのは6例，計11回で，そのうち腫瘍の増大と共に陽性化した1例を除いた5例では，腫

瘍の大きさは縮小あるいは消失し，尿中ドーパミン値も正常で，腫瘍の生物学的活性度は低いと考えられた．

　尿中VMA値は，1311－MIBGシンチグラムにて陽性例でも正常値を示すものがあり，尿中ドーパミン値

ほどi3il・MIBGシンチグラムとの関連は強くなかった．

　1311－MIBGシンチグラムは尿中ドーパミン値とともに，神経芽細胞腫における残存・再発腫瘍の生物学的

活性度の判定に有用であると考えられた．

1．はじめに

　神経芽細胞腫は最も頻度の高い小児悪性腫瘍の

うちの1つであり1），手術や化学療法，放射線照

射など種々の治療が施行されるが，治療後に腫瘍

が残存したり新しく出現したりすることが多い．

特に腫瘍の残存した場合には，その腫瘍の生物学

的活性度を調べることは，それ以後の治療方針を

決定する上で重要である．
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＊＊　　　同　　　小児科
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　　　　　三重大学医学部放射線科

　　　　　　　　　　　　　　　村↓【嶋秀市

　今回われわれは，初期治療の施された神経芽細

胞腫を対象としてi3il－metaiodobenzylguanidine

（MIBG）シンチグラフィを施行し，残存あるいは

新しく出現してきた腫瘍の生物学的活性度の判定

や予後の推定などに関して有用であるか否かを検

討したので報告する．

II．対象と方法

　対象は，治療後に残存あるいは再発腫瘍を認め

た神経芽細胞腫9例である．男性4例，女性5例

で，年齢は4か月から17歳，平均3．5歳であっ

た．いずれも原発巣は組織学的に神経芽細胞腫と

診断され，7例は手術が，他の2例は化学療法，放

射線照射が施行されていた．治療後のComputed

TomograPhy（CT）にて6例は傍脊椎部腫瘍が，
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Table　1

核医学　27巻12号（1990）

Summary　of　6　cases　with　neuroblastoma　having　residual　or　recurrent

　　　　paravertebral　tumors　after　the　therapy

C。、eS，x　a鑑h　i311－！・IIBG慧、i，g

　　　　　　・t。dy　scmtlg「am（、m）

1　F①4y　7　m　negatlve

②4ylOm　negative

③4yllm　positive

④5y　O　m　negative

⑤5y　2　m　positive

T：L5×1．6

L：1．1×1．9

T：1．9×2．1

L：1．7×2．8

T：1．9×2．l

L：1．7×3．2

T：2」×2．3

L：1．7×3．2

T：2．2×3．O

L：2．2×3．6

Urinary＊　Urinary＊＊

dopamine　VMA
（μ9／day）　（mg／day）

　n　　　　　　　　n

1，543

2，608

1，885

11，375

n

n

n

n

　　Therapy　　　Prognosis　Tumor　size
　　before　　　　Age　at　l　990．6」　　on　recent

　scintigraphy　　or　on　death　CT（cm）

op　　　　　　　Dead

5thchemo　　　　6ylm
7th　chemo

lstrad

8th　chemo

9th　chemo

2nd　rad

2　M　3y　6　m　p。、i｛ive

3　M①17y　7　m　posltlve

L：3．4×6．0

　2．4×4．2

L：4．4×7．0

」互50

1，458

　　　　②17y　8　m　positive　　4．4×7．1　3，684

4　M　4y　5m。，g。tive　T，0．8。0．5　fi

5　　F　①5m

　　　　②9m

6　F①3y1：m

negative　T・L：4．0ン1．2

negatlve 2．0×1．0

n

164

chemo十〇P十rad
（during　immuno）

ll6　chemo十rad

n

n　　　　　　　　n

竺一一一

n

n

chemo十〇P

rad十2nd　chemo

negative　　L：2．7×1．0

②4y　4　m　negative
③4y　5　m　negative n

n

n

n
n

Alive　　　　　　4．7×7．1

5y10m　　2．8＞4．O

Dead

l8ylm

Alive

6y5m
．．八live

2y8m

0ン0

1．6〆0．6

4th　chemo

op十3rd　hemo　　　Alive　　　　　Oxo

　　　　　　　　6y3m
7th　chemo

＊：normal　range　1　50－950　ltg／day，＊＊：normal　range　2－8　mg／day．

T：para－thoracic　vertebral　tumor，　L：para－lumbar　vertebral　tumor，　n：within　normal　range，　op：operation．

chemo：chemotherapy，　rad：radiation，　immuno：immunotherapy．

3例は肝転移が認められ，傍脊椎部腫瘍をもつ1

例では肝転移も疑われた．

　方法は，1311－MIBGを7．4－18．5　MBq（0．2－0．5

mCi）静注し，48ないし72時間後に胸腹部前面

像・後面像あるいは全身像を撮像した．使用機種

は，高エネルギー用コリメータを装着した東芝製

GCA　401－5型ガンマカメラで，ピークエネルギ

ー 360keV，ウインドウ幅30％，プリセットカウ

ント100kにて撮像を行った．

　1311－MIBGの人における正常分布については

Nakajoら2）が肝，腸管，心，腎などへの集積が認

められると報告しているが，それらの臓器への集

積が異常に高い場合や，CTで認められた腫瘍部

に一致して高度集積を認めた場合を，MIBG陽性

とした．各検査において，同時期の尿中ドーパミ

ン値，尿中vanillylmandelic　acid（VMA）値を対比

し，その後の変動についても検討した．検査回数

は計19回で，経時的に5回検査したもの1例，3

回施行したもの2例，2回施行2例，1回だけ施行

したものは4例であった．

IIL結　　果

　初期治療後のCTにて傍脊椎部腫瘍残存・再発

の認められた神経芽細胞腫6例のまとめをTable

lに示す．

　1311－MIBG陽性像の得られたのは3例であった．

いずれも尿中ドーパミン値は高く，尿中VMAは

1例で高値であった．症例1および3の2例では，
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C・・eSex鑑t・311・MIBG稀e：8T
Urinary＊　Urinary軸

dopamine　VMA
（μ9／day）　（mg／day）

Therapy
　before
scintigraphy

　Prognosis　Tumor　size
Age　at　1990．6．1　0n　recent

　or　on　death　　CT（cm）

3　M①17y7m　positive

②17y8m　positive

hepatomegaly　l，458
irregular　density

partialy　　　　　　　3，684

normal　density

164　　　0p

116　　chemo十rad

Dead

18ylm

7　F　①4m

②6m

③7m

POSItlve

positive

POSItlve

hepatomegaly　3，210
multiple　nodules

nodules　　　　　　　7，520

enlarged　in　size

nodules　　　　　　　5，644

reduced　in　size

15

n

n

言　F　一9「…　　』ぽve

chemo十rad

chemo

rad

Dead

gm

small　nodules　　－fi一

φLO，0．6，0．5　cm

10　　　0P Alive

2ygm
φ0

9　　M ly3m　negative　small　nodules　　n

　　　　　　　　φ1．3cm

n　　　OP十chemo Alive

3y4m
φ1．2

＊：normal　range　150－950メ乙g／day，“：normal　range　2－8　mg／day．

T：para－thoracic　vertebral　tumor，　L：para－lumbar　vertebral　tumor，　op：operation，　chemo：chemotherapy，

rad：radiation，　n：within　normal　range．

その後化学療法を中心に治療が行われたが効果な

く死亡し，症例2でも治療に反応せず腫瘍が増大

しており，これら3例の腫瘍の生物学的活性度は

高いと考えられた．

　他の3例は1311－MIBG陰性像を示し，いずれも

尿中ドーパミン・VMA値は正常であった．その

後のCTでは，腫瘍は，症例4，6では消失，症

例5では縮小が認められている．

　治療後のCTにて肝転移の確認された3例お

よび肝転移の疑われた1例，計4例のまとめを

Table　2に示した．

　i3il－MIBGシンチグラムにて陽性像を示したの

は2例であった．CTでは，症例7は肝全域への

多発結節型転移が確認されており，症例3では禰

漫性肝腫大が認められた．いずれも1311・MIBGシ

ンチグラムでは肝全体に強い集積が認められ，症

例3は禰漫性浸潤型転移と考えられた．両者共尿

中ドーパミンおよびVMAは高値で，その後の治

療にもかかわらず検査後1年以内に死亡した．今

回検討した9例中これら2例にのみ，心臓への

1311－MIBGの集積が認められなかった，

　一方，1311・MIBG陰性であった2例はいずれも

肝内に小結節を形成しているものであり，正常

肝より強い集積は認められなかった．症例8は

Stage　Iで，術後3か月にて肝腫瘍が出現し，尿中

ドーパミン値は正常であったが尿中VMAは軽度

高値となった．再発と診断されて化学療法が施行

され，腫瘍は消失し，尿中VMA値は正常化した．

症例9はStage　IVSで，術後の経過観察にて肝多

発結節が減少・縮小しつつある症例で，尿中ドー

パミン，VMA値は正常であった．その後の経過

観察でも腫瘍径は軽度縮小し，尿中ドーパミン・

VMAの上昇も認められていない．

　以上の9例，計19回の1311－MIBGシンチグラ

ムの所見と尿中ドーパミン値，尿中VMA値とを

比較した（Table　3，4）．

　1311－MIBGシンチグラムにて陽性像を示したの

は8回（4例）で，いずれも尿中ドーパミンは高値

であったが，尿中VMAが高値であったのは3回

（2例）のみであった．一方，1311－MIBGシンチグ

ラムにて陰性像を示したのは11回（6例）で，そ

のうち経過を追って検査を行った1例（2回）は尿
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中ドーパミン値が高値でその後陽性化したが，他

の5例9回では尿中ドーパミン値は正常であった．

尿中VMAは1例で軽度高値であった．以上の

ように1311－MIBGシンチグラムの所見は，尿中

VMAl直より尿中ドーパミン値と密接に関連があ

ると考えられた．

　以下に代表症例を3例示す．

　症例1．4歳7か月女児

　生後42日発症の後縦隔原発神経芽細胞腫の女

児で，手術・化学療法施行後，経時的に5回の

i3il－MIBGシンチグラムを行った．1回目のシン

チグラム撮像時には，CTで傍胸椎・傍腰椎部腫

Table　3 Comparison　of　l311－MIBG　scintigram　and

urinary　dopamine　values

Table　4 Comparison　of　1311－MIBG　scintigram　and

urinary　VMA　values

Urinary　dopamine

　elevated

　normal

　　Total

13il－MIBG　scintigram

Positive　　Negative

8
08

Total
1311－MIBG　scintigram

〔

∠
Q
ノ

11

Positive　Negative

0
919

Urinary　VMA
　elevated

　normal

　　Total

3
く
」

8

Total

1
0

1

ll

4
5
Q
ノ

A

漂涜ぐ鷲ヤ．
ジ　　　　’ぷ、ζふ“玲ち：

・：ζき

c

｛
）

　　　D　　　　　　　　E　　　　　　　　F
Fig．1　（case　l）　At　lst　study，　CT　images（A，　B）show　para－thoracic　and　para－1umbar

　　　vertebral　tumors，　and　l311・MIBG　scintigram　of　the　posterior　thorax　and　abdomen

　　　（C）shows　no　abnormal　uptakes．　At　5th　study，　CT　images（D，　E）show　enlarged

　　　paravertebral　tumors（white　and　black　arrow），　and　i3il－MIBG　scintigram（F）show

　　　increased　uptake　in　the　left　lower　thorax（open　arrow）and　upper　mid－abdomen

　　　（closed　arrow）．
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Fig．2　（case　2）CT　image（A）shows　para－lumbar　vertebral　tumor．1311－MIBG　scin－

　　　tigram　of　the　anterior　abdomen（B）show　increased　uptake　in　the　upper　abdomen

　　　（arrow　head）．

瘍が残存していたが（Fig．1－A，　B），尿中ドーパミ

ン値は正常で，1311－MIBGシンチグラムでも異常

集積像は認められなかった（Fig．1－c）．その後化

学療法・放射線照射が施行され，3か月後の2回

目i3il－MIBGシンチグラムでは変化はなかったが，

4か月後，腫瘍の増大，尿中ドーパミン値の上昇

が進み，3回目の1311－MIBGシンチグラムにて陽

性像が得られた．8回目の化学療法により尿中ド

ー パミン値が低下し，4回目のi3il－MIBGシンチ

グラムでは陰性化した．しかしCTでは腫瘍径は

増大し，尿中ドーパミン値が上昇したためさらに

治療が行われた．5回目の1311－MIBGシンチグラ

フィを施行したところ，増大した腫瘍部（Fig．1－D，

E）に一致して1311－MIBG陽性像が認められ（Fig．

1－F），尿中ドーパミン値は著明に上昇した．その

後腫瘍の発育は進行し，最後のシンチグラフィ施

行後11か月で死亡した．全経過を通じて尿中

VMA値は正常値を示していた．

　症例2．3歳6か月男児

　生後10か月発症の腰部神経節原発神経芽細胞腫

の男児例で，手術・化学療法施行後も後腹膜腫瘍

が残存した．尿中VMA値は正常であったが，尿

中ドーパミンは高値を持続し，CT（Fig．2－A）で認

められる残存腫瘍径は徐々に増大していた．1311一

MIBGシンチグラムでは（Fig．2－B），残存腫瘍に

相当して陽性像が得られ，その他の部位には異常

集積は認められず，その腫瘍の活性度が高いと考

えられた．その後も種々の治療が行われているが

腫瘍は徐々に増大している．

　症例3．17歳男児

　昭和51年に右副腎，59年に左副腎のStage　I原

発性神経芽細胞腫にて腫瘍の完全摘出が行われた．

昭和63年5月右腰背部痛が出現，8月末にCTに

て右傍腰椎部腫瘍が認められ，尿中ドーパミン，

VMAも高値であった．9月7日に施行された

i3il－MIBGシンチグラムにてその腫瘍に一致した

陽性像が得られ，神経芽細胞腫再発と診断された．

　一方，CTにて，肝の禰漫性腫大と不整なdensity

分布が認められたが，血管構造は保たれており，

転移によるものか否かの判定が困難であった

（Fig．3－A）．1311－MIBGシンチグラムにて，肝全

体に強い集積が認められ，禰漫性浸潤型肝転移が

示唆された（Fig．3－B）．強力な化学療法による汎

血球減少のため生検は施行できず，診断および治

療目的で肝正中部に30×20cmの照射野で，前方

から1Gy×3，後方から1Gy×3，総線量6Gyの

ライナック照射が3日間で施行された．照射後の

CTでは照射部は正常肝のdensityを示し（Fig．3一
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Fig．3　（case　3）　At　lst　study，　on　CT　image（A）the　liver　is　enlarged　and　the　irregular

　　　low　densirty　area　is　noted．　i311－MIBG　scintigram　of　the　anterior　abdomen（B）

　　　shows　hepatomegaly　and　diffusely　increased　uptake　in　the　liver．　After　radiation，

　　　CT　image（C）shows　a　decrease　of　abnormal　low　density　area　in　the　liver，　and　1311－

　　　MIBG　scintigram（D）shows　decreased　uptake　in　the　mid　portion　of　the　liver．　On

　　　scintigram（B，　D），　the　heart　is　not　seen，　and　the　visualization　of　the　spine　is　con－

　　　sidered　to　show　the　bone　marrow　involvement　of　neuroblastoma　cells．　On　CT

　　　images（A，　C），　the　tumor　on　the　right　side　of　the　lumbar　vertebra　is　a｜so　seen

　　　（arrow　head）．

C），1311－MIBGシンチグラムでは，照射部位に一

致して集積低下が認められ（Fig．3－D），禰漫性浸

潤型肝転移巣が放射線治療により限局性に消失し

たものと考えられた．

　さらにこの症例では，1311－MIBGシンチグラム

にて，脊椎に禰漫性に集積が認められ，病理学的

に骨髄浸潤が確認された．また本例および症例7

では心臓への1311－MIBG集積が認められなかった．

　その後化学療法，放射線照射が施行されたが

DICを合併し，再発後10か月で死亡した．

VI．考　　察

　MIBGは，1980年にWielandら3）により，副

腎髄質イメージング製剤として報告されて以来，

神経堤由来の腫瘍に集積することが認められ4～6），

1311－MIBGを用いたシンチグラムはそれらの腫瘍

の診断に有用であり，神経芽細胞腫においてもそ

の臨床的意義が検討されている10”13，．MIBGは

構造のみならず，貯蔵部位，取り込みや分泌の機

構に関してもノルエピネフリンに類似した物質と

考えられている3・7～9）．
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神経芽細胞腫治療後における1311－MIBGシンチグラムの意義

　1311－MIBGの神経芽細胞腫への集積は，ノルエ

ピネフリンの代謝産物であるVMAの尿中排泄量

によく相関するとの報告がある10”’　12）．しかし今回

のわれわれの検討例では，9例中4例において

1311－MIBGの腫瘍への集積が認められたがそのう

ち2例において尿中VMA値は正常であった．一

方，1311－MIBGシンチグラムの結果を尿中ドーパ

ミン値と対比して検討したところ，MIBG陽性4

例中全例に尿中ドーパミン値の高値を認め，1311－

MIBGの腫瘍への集積と尿中ドーパミン値との間

に密接な関連が認められた．Yehら13）は，1311－

MIBGの集積と尿中ドーパミン値の関連について

Stage　III・IVの神経芽細胞腫を対象に報告してお

り，これによるとi3il－MIBGの集積の認められ

た16例中10例で尿中ドーパミン値が高く，集積

のなかった11例では正常であった．一方，尿中

VMAは1311－MIBG陽性17例中13例，陰性8

例中5例で上昇を認めたとしている．Laugら14）

は神経芽細胞腫における予後因子について検討し，

エピネフリンやノルエピネフリンを大量に産生す

る腫瘍よりも，ドーパミンをノルエピネフリンに

転換するdopamineβ一hydroxylaseの欠乏した腫瘍

の方が生物学的により悪性度が高いと推測される

報告をしている．すなわち，エピネフリンやノル

エピネフリンの代謝産物である尿中VMA値より

も，尿中ドーパミン値の方が神経芽細胞腫の悪性

度を反映していると考えられる．今回の検討では，

1311－MIBGシンチグラムの結果は，尿中VMA値

よりも尿中ドーパミン値と密接に関連があった．

1311－MIBGシンチグラム陽性の4例はいずれも尿

中ドーパミン値が高値で，そのうち3例は死亡し，

他の1例では腫瘍径の増大が認められ，治療後の

神経芽細胞腫では，本法にて陽性像を示すものは

腫瘍の生物学的活性度が高いと考えられ，本法は

予後の推測にも有用であると考えられた．

　MIBGは正常人においても心臓に集積すること

が知られており2），MIBGを用いた心臓核医学へ

の応用も試みられている15）．Hoefnagelら5）は，神

経芽細胞腫への1311－MIBGの集積の認められた

38例中36例において心臓への集積が減少あるい

1399

は消失しており，その後の経過で腫瘍の増大に伴

って心臓への集積がさらに減少し，逆に腫瘍の縮

小とともに心臓への集積が増加する傾向にあると

報告している．今回われわれが検討した9例のう

ち，肝全域に1311－MIBGが高度に集積していた

2例において心臓への集積が認められず，それら

2例とも予後不良であり，心臓への集積の有無あ

るいは集積の程度が神経芽細胞腫の生物学的活性

度の判定における補助診断になると考えられた．

V．結　　語

　（1）神経芽細胞腫治療後，X線CTにて残
存・再発腫瘍の認められた9例を対象として1311－

MIBGシンチグラフィを施行した．

　（2）1311－MIBG陽性像は4例で認められ，いず

れも尿中ドーパミンが高値で，生物学的活性度が

高いと考えられた．尿中VMA値は2例で正常で

あった．2例では心臓への1311－MIBGの集積が認

められなかった．

　（3）5例では1311－MIBG陰性で，いずれも尿

中ドーパミン値は正常であり，生物学的活性度が

低いと考えられた．1例で尿中VMAは高値であ
った．

　（4）1311－MIBGシンチグラムは尿中ドーパミン

値と関連しており，治療後の残存・再発腫瘍の生

物学的活性度の判定に有用であると考えられた．
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Summary

　Assessment　of　Biological　Activity　of　Residual　or　Recurrent　Tumor　of

Neuroblastoma　with　i3il－Metaiodobenzylguanidine（MIBG）Scintigraphy

Shuichi　MuRAsHIMA＊，　Kan　TAKEDA＊，　Yasuyuki　OKuDA＊，

　　　　　Tsuyoshi　NAKAGAwA＊and　Minoru　SAKuRAI＊＊

＊Depa噺le〃r　q∫R晒o～bgγa〃d轄Depa〃〃le〃’（）f　Pediat〃‘・∫，

　　ルfie伽∫ヅers〃γ　School　of　Medicine，　Ts〃，　M’e，　Japa〃

　　1311－Metaiodobenzylguanidine（MIBG）is　now

accepted　as　a　useful　agent　for　the　diagnosis　of

adrenal　medullary　tumor．

　　The　aim　of　this　paper　is　to　evaluate　1311－MIBG

for　the　assessment　of　the　biological　activity　of

residual　or　recurrent　tumor　after　initial　treatment

in　patients　with　neuroblastoma．　Nineteen　scans

were　performed　fbr　g　patients，　mean　age　3．5　years－

old．　Computed　tomography　demonstrated　para－

vertebral　mass　in　six　and　metastatic　liver　tumor　in

four　cases．　Anterior　and　posterior　images　of　the

thorax　and　abdomen　were　taken　48－72　hours　after

injection　of　7．4－18．5　MBq　（0．2－0．5　mG）1311－

MIBG．
　　Positive　images　were　obtained　in　8　scans　for　four

patients　and　followed　by　rapid　growth　of　tumor

and　increased　urinary　dopamine．　The　biological

activity　of　residual　or　recurrent　tumor　was　thought

to　be　high　in　these　patients．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i　　日even　scans　for　5　patients　revealed　negative．　In

four　of　them，　the　tumor　size　reduced　and　urinary

dopamine　value　remained　within　normal　limits

on　the　follow－up　study．　The　tumor　was　assumed

to　have　low　biological　activity　in　these　patients．

One　case　in　which　initial　scan　was　negative　became

positive　on　the　follow－up　study．

　　1311－MIBG　activity　did　not　well　correlate　with

urinary　van川ylmandelic　acid　as　compared　with

urinary　dopamine．

　　In　conclusion，1311－MIBG　proved　to　be　useful

for　assessing　biological　activity　of　residual　or

recurrent　tumor　of　neuroblastoma　and　estimating

the　prognosis　of　the　patient．

　　Key　　words：

Dopamine，　VMA．

1311－MIBG， Neuroblastoma，
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