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《原　著》

　　　　　交感神経系腫瘍局在診断における

1311－MIBGシンチグラフィの臨床的有用性の検討

一
多施設による臨床第III相試験報告一

佐々木康人＊1

遠藤　啓吾＊5

久保　敦司＊2　日下部きよ子＊3　正木　英一＊4

山下正人＊6　中條政敬＊7　金子昌生＊8

　要旨　交感神経系腫瘍の局在診断における1311－MIBGの臨床的有川性の評価をWI勺として，褐色細胞腫，

神経芽細胞腫，甲状腺髄様癌などの患者66名を対象に第III相臨床試験を実施した．施設担当医による症例

記録より，交感神経系腫瘍の有無が確認された150部位において集計したところ，腫瘍が確認された72部

位中61部位（84．7％）に本剤の異常集積を認め，腫瘍が否定された78部位中74部位（94．9％）では異常集積

を認めなかった．陽性例の内訳は褐色細胞腫37部位中32部位（86．5％），神経芽細胞腫28部位中22部位

（78．6％），甲状腺髄様癌6部位中6部位（100％）であった．本剤の投与前後において臨床症状，臨床検査値

の変動を観察したが，本剤の投与に起因すると思われる症状または臨床検査値の変化は認められなかった．

以上より，本剤は交感神経系腫瘍の診断薬としてきわめて有用であると考えられた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（核医学29：1083－1098，1992）

1．はじめに

　meta－（i3il）iodobenzylguanidine（i3il－MIBG）は

副腎髄質の描出に有用な放射性トレーサとして，

ミシガン大学のBeierwaltesのグループによって

開発され，1980年にWielandら1）が報告した．

1981年にSissonら2）が褐色細胞腫の局在診断に

有用であることを報告し，以後褐色細胞腫の診断

に用いた多くの報告がなされる3”’5）と共に，神経

芽細胞腫6～9），甲状腺髄様癌10’－13），カルチノイ
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ド14・15），肺癌16）などの局在診断にも役立つこと

が報告されてきた17・18）．わが国でも長瀧らを中心

として，臨床経験が積まれた19’25）．

　このたび，第一ラジオアイソトープ研究所が製

造する1311－MIBGの臨床試験を「医薬品の臨床

試験の実施に関する基準」に従って第II相，第

川相について実施した．ここに第川相臨床試験

の成績に基づいて，1311－MIBGを用いたシンチグ

ラフィの交感神経系腫瘍（褐色細胞腫，神経芽細

胞腫，甲状腺髄様癌など）の局在診断における有

用性を報告する．

11．対象および方法

　1．対　　象

　臨床症状，生化学的検査所見，CT，　MRI，血管

造影などの画像所見により，交感神経系腫瘍と診

断されるかまたはその存在が強く疑われ，かつ，

あらかじめ定めた除外基準に該当しない症例を本

検査の対象とした．66患者に対して延べ71回の

検査を実施した．症例の内訳は，褐色細胞腫（手
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術後および疑いを含む，以下同じ）32症例，術前

後に検査を実施した2例を4症例と数えると延べ

34症例（検査回数35回），神経芽細胞腫25症例，

術前後に検査を実施した1例を2症例とすると延

べ26症例（27回），甲状腺髄様癌7症例（7回），カ

ルチノイド1症例（1回），Sipple症候群疑い1症

例（1回）である（Table　1）．検査前の局在診断の

確度を，1．あり，2．ありの疑い，3．なしの疑い，

4．なしの4段階に分類した．男性32名，女性34

名で，年齢分布は0～80歳，平均32．5土25．8歳で

あった．全例，被験者本人または家族から文書ま

たは口頭で本治験への参加について同意を得た．

　2．方　　法

　1311－MIBG　20～40　MBqを静注後4日目までに

1ないし2回，シンチカメラを用いて撮像した．

原則として1311－MIBG投与前日から投与後3日

まで，甲状腺ブロックの目的でルゴール液または

ヨウ化カリウムを服用させた．

　得られたシンチグラムについて，画質の評価，

異常集積の有無とその程度，集積部位をあらかじ

Table　l　Materials

Disease
Number　of

cases　injected
Number　of

with　1311－MIBG patients

Pheochromocytoma＊ 10（1寧つ 9

Pheochromocytoma　postoperative 6 5

Pheochromocyt《）ma　suspected 11 11

Pheochromocytoma（extraadrena1）傘 1 1

Pheochromocytoma（extraadrenal）postoperative 7 6

Subtotal 35（1＊＊） 32
・■一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一’一＿ 一　一　　一　　一　一　一　一　一　　一　　一　　一　一　一

一一■■一一■一一一一一一■

Neuroblastoma＊ 6（Pつ 5寧口

Neuroblastoma　postoperative 19ロホ 18

Neuroblasもoma　suspected 2 2

Subtotal 27（1°つ 25
・一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一＿＿＿＿ 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　●　　■　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一

Medullary　carcinoma　of　thyroid＊ 1 1

Medullary　carcinoma　of　thyroid　postoperative 6 6

Subtotal 7 7

β一一一一一一一■一一一■一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一＿＿＿ ■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一

一一一一一一■一一一一一一●

Carcinoid 1 1

SipPle’s　syndrome　suspected 1 1

Total 71（2＊＊） 66

＊

＃

率＊＊

Preoperative，　under　non－surgical　treatment　or　no　treatment

Of　71　cases　injected　with　i3il－MIBG　2　cases　are　eliminated　from

analysis　of　efflcacy　as　fbllows：

Case　　　Disease　　　　　　　　Reason

No．213　Neuroblastoma　　　2nd　injection　to　the　patient（No．208）

　　　　　　　　　　　whose　condition　was　almost　same　as

　　　　　　　　　　　lst　injection　time．
No．313　Pheochromocytoma　2nd　injection　to　the　patient（No．304）

　　　　　　　　　　　whose　condition　was　almost　same　as

　　　　　　　　　　　lst　injection　time．

One　of　5　patients　with　neuroblastoma．　was　administerd　with

i3i l・MIBG　again　after　operation，
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Table　2　Schedule　of　the　study

Test
　　Within　l　month

be負）re　administration

Immediately　after

　administration

Within　4　days　aner

　　administration

Within　2　weeks　a氏er

　　administration

Vital　signs ○ ○ ○＊

Hematology ○ ○

Clinical　chemistry ○ ○

Urinalysis ○ ○

Imaging ○＊

＊Imaging　will　be　performed　l　or　2　times　within　4　days　after　administeration　of　’3il－MIBG　and　at　that

time　vital　signs（temperature，　blood　pressure，　heart　rate，　respiration）will　also　be　measured．

Total加mber　of　patients
irり’ected　with　i3il－MIBG　71

Number　of　cases　analvzed
ef五cacy　　　　　　　　　　　　　69

Committee　on　Reading　Films
　　　　　　　（Committee）

OEvaluation　of　quality　of　images

OJudgment　on　hot　spot　in　images

Evaluation　of　ef五cacy

Analysis　of　each　case

Exceptions　of　efflcacy

analysis

Doctors　in　each　hospita1

　　　　　　（Doctors）

OEvaluation　of　quality　of　images

OJudgment　on　hot　spot　in　images

Analysis　of　each　region
Evaluation　of　ef五cacy　by

Doctors

Evaluation　of　usefulness

by　Doctors

Fig．1　Diagram　f（）r　evaluating　procedures．
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め定めたプロトコールに従って評価した．ついで，

検査前診断または検査後の確定診断と照合してシ

ンチグラム所見の真偽を判定した．以上の結果は

あらかじめ定めた症例記録用紙に記録した．上記

の評価は施設ごとに担当医が行うと共に，4人で

構成する読影委員会でも別に行った．この場合，

症例に関する情報なしにシンチグラムのみの読影

（blind評価）を始めに行い，次いで，全ての情報

を示した上で再度読影（non－blind評価）する方式

をとった．

　本治験薬投与後の安全性を評価する目的で，身

体所見（体温，血圧，心拍数，呼吸数），一般血液

検査（赤血球，血色素量，ヘマトクリット値，白

血球数），血液生化学検査（尿素窒素，クレアチニ

ン，GOT，　GPT，アルカリフオスファターゼ），尿

検査（pH，蛋白，糖ウロビリノーゲン）をあらかじ

め定めたスケジュール（Table　2）に従って実施し

た．以上の集計，評価解析の手順をFig．1に示す．

IH．結　　果

　1．画質の評価

　投与後1，2，3，4日後に撮像されたシンチグラ

ムの画質の評価で，施設担当医は28件を優良，49

件を良，1件を不良と判定した．不良と判定され

た1例は中エネルギー用コリメータを使用して撮

像したシンチグラムであった（Table　3）．また，読

影委員会は72件の画質を良，6件を不良と判定し

た（Table　3）．不良と判定されたのはいずれも中エ

ネルギー用コリメータを用いて撮像したシンチグ

ラムで，高エネルギー用コリメータを使用して撮

像したものは全例良と判定された．

　2．症例ごとおよび部位ごとの診断効率

　1）全症例の集計・解析

　施設担当医による症例ごとの判定結果は，交感

Table　3　Evaluation　of　image　quality　in　relation　to　the　time　after　tracer　administration

　Evaluation　by　doctors　in　each　hospital　　　　　　　　　Figure：Number　of　imaging

Quality　of　the　image
Time　of　imaging

Number　of
　●　　　　　　　　　．

1maglng Excellent Good Poor

1day（16～32　hrs　postinjection）

2day（40～56　hrs　postinjection）

3day（64～80　hrs　postinjection）

4day（88～104　hrs　postinjection）

11

57

　8

　2

7
1
8
　
3
　
0

4
3
8
　
5
　
2

0
1
0
0

Total 78 28 49 1

Evaluation　by　doctors　in　committee Figure：Number　of　imaging

Quality　of　the　image

Time　of　imaging
Number　of
　●　　　　　　　　　　　●

lmagmg Excellent Good Poor

1day（16～32　hrs　postinjection）

2day（40～56　hrs　postinjection）

3day（64～80　hrs　postinjection）

4day（88～104　hrs　postinjection）

11

57

　8

　2

0
0
0
0

11

51

　8

　2

0
6
0
0

Total 78 0 72 6
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神経系腫瘍ありの40症例中シンチグラムが陽性で

あったものが35例で有病正診率87．5％，腫瘍な

しの22例中シンチグラム陰性21例で，無病正診率

95．5％，正確度90．3％であった（Table　4）．一方

読影委員会によるnon－blind評価では，有病正診

率85．0％，無病正診率90．9％，正確度87．1％で

あった（Table　5）．

　施設担当医と読影委員会の判定結果は96％の

症例で一致した．

1087

　施設担当医による部位ごとの判定を150部位に

ついて集計するとTable　6に示すごとく，有病正

診率84．7％（61／72），無病正診率94．9％（74／78），

正確度90．0％（135／150）であった．一方，読影委

員会の報告では，有病正診率81．9％（59／72），無

病正診率975％（77／79），正確度90．1％（136／151）

であった．

　施設担当医判定と読影委員会判定の一致率は

96．8％であった．

Table　4　Diagnostic　e伍cacy　of　1311－MIBG（1）一一一tumors　of

　　　sympathetic　and　adrenomedullary　origin

Evaluation　by　doctors　in　each　hospita1 Figures：Number　of　cases

Sympathoneurogenic　neoplasmsUptake　of

1311．MIBG
＋　　i　＿　　　　　　　　‘

Total

　　　　　　　十

’　一　一　一　一　一　一　●　’　一　一　一　　一　一　■

　　　　　　　一

　　　　　　35　i　、　　　　　　　　　　　　　　　O－一一一一一一一一一一●一一1－一●一一一一一一一一一一一　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　5　　　1　　21

　　　　　　36

■　一　一　一　一　一　一　一　一　一　’　一　⇔　一　・

　　　　　　26

Total

　　　　　　　　　140　i　22

62

Sensitivity：

Speci血city：

Positive　predictive　accuracy：

Negative　predictive　accuracy：

Accuracy：

35！40

21122

35／36

21！26

56／62

（87．5％）

（95．5％）

（97．2％）

（80．8％）

（90．3％）

Table　5 Diagnostic　eMcacy　of　i3il－MIBG（2）－tumors　of

sympathetic　and　adrenomedullary　origin

Evaluation　by　doct《）rs　in　committee Figures：Number　of　cases

Sympathoneurogenic　neoplasmsUptake　of

1311－MIBG
＋　　i　＿　　　　　　　　‘

Total

34　i　・
6　　　1　　20　　　　　　　　‘

　　　　　　十

．　一　〔　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一

　　　　　　　一

一一一一一一一’一一一一一一 「一一一一一一一●一■■一一一

　　　　　　36

●　一　●　一　一　一　一　一　●　●　一　一　一　一　・

　　　　　　26

Tota1

　　　　　　　　1

40　　　；　　22　　　　　　　　‘ 62

Sensitivity：

Spec田city：

Positive　predictive　accuracy：

Negative　predictive　accuracy：

Accuracy：

34／40

20122

34／36

20／26

54162

（85．0％）

（90．9％）

（94．4％）

（76．9％）

（87．1％）
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　Table　6　Diagnostic　eMcacy　of　i311－MIBG（3）－tumors　of

　　　　　sympathetic　and　adrenomedullary　origin

Evaluation　by　doctors　in　each　hospital　　Figures：Number　of　regions

Sympathoneurogenic　neoplasmsUptake　of

1311－MIBG
＋　　i　＿　　　　　　　　‘ Tota1

　　　　　6、　i　4　　　　　　　　　　　　　　‖一一一一一一一一一一一一●－r■一一一●一一一一一●一一一

　　　　　11　　　1　　74　　　　　　　　　　　　　　1

　　　　　　十

，　一　　一　　一　　一　　一　　一　　●　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一

　　　　　　一

　　　　　　65

・　　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　●　一　一　司

　　　　　　85

Total

　　　　　　　　1

72　　i　78 150

Sensitivity：

Specificity：

Positive　predictive　accuracy：

Negative　predictive　accuracy：

Accuracy：

61／72　　　（84，7％）

74／78　　　（94．9％）

61／65　　　（93．8％）

74／85　　　（87．1％）

135／150　（90．oqo）

Table　7　Diagnostic　e缶cacy　of　i311－MIBG（4）－pheochromocytoma

Evaluation　by　doctors　in　each　hospital　　　　　　Figures：Number　of　cases

PheochromocytomaUptake　of

1311－MIBG
＋　　i　　＿　　　　　　　　　　’ Total

十

一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（・・t・aad・ena14）1－一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　i　、1　　　　　　　　　　　　　　　　　　（extraadrena11）1

　　　　　　17

－　一　一　一　一　一　’　一　一　一　●　一　●　－

　　　　　　13

Total

　　　　　　　　　118　　　；　　　12　　　　　　　　　⑳

30

Sensitivity：　　　　　　　　　　　　　　16／18　　（88．9％）

　［adrenal　origin　12／13（92．3％），　extraadrena14／5（80．0％）】

Specificity：

Positive　predictive　accuracy：

Negative　predictive　accuracy

Accuracy：

　11／12　　　（9L7％）

　16／17　　　（94．1％）

：　11／13　　　（84．6％）

　27／30　　　（90．0％）

　2）疾患別の集計・解析

　（1）褐色細胞腫

　褐色細胞腫の診断を目的として本検査が施行さ

れた32症例，35件のシンチグラム中，術後症例で

腫瘍の存在が確認された8例と否定された4例，

および本検査以前に手術歴のない症例で褐色細胞

腫が確認された10例と否定された8例の計30例を

評価の対象とした．施設担当医は褐色細胞腫あり

18例中16例でシンチグラム陽性と判定し，有病正

診率88．9％であった．また褐色細胞腫なしの12

例中11例のシンチグラムが陰性と判定され，無病

正診率91．7％であった（Table　7）．正確度は90．0％

であった．読影委員会の判定で，読影担当医と判

定が一致しなかったのは1例のみであった．

　腫瘍局在の確定している37部位，腫瘍のないこ

とを確認した39部位合計76部位についてのシンチ

グラムによる診断効率を求めた．ここで腫瘍のな

いことを確認した部位は，副腎および術後再発を
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疑われた部位で，諸検査の結果，腫瘍が否定され

た部位ならびに本シンチグラム上で病巣を疑われ

たが，他の検査で否定された部位である．施設

担当医の判定で有病正診率86．5％，無病正診率

92．3％，正確度89．5％であった（Table　8）．一方，

読影委員会による判定結果は有病正診率91．9％

無病正診率95．0％，正確度93．5％であった．

　（2）神経芽細胞腫

　神経芽細胞腫を診断する目的で，本検査を実施

した25症例，27件のシンチグラムのうち，同一症

例に2回検査を行った2回目のシンチグラム，お

よび手術歴を有する症例で腫瘍の存否を確認でき
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なかった1症例を除く24症例，25件のシンチグ

ラムを対象として解析した．

　神経芽細胞腫の確認された16症例のうち施設担

当医，読影委員会ともに13例をシンチグラム陽性

と判定した（有病正診率81．3％）．術後症例19例

中本疾患を否定された7例，検査前に手術歴なく

本疾患を否定された2例の合計9例について，施

設担当医，読影委員会とも全例シンチグラム陰性

と判定した（無病正診率100％），正確度は88．0％

であった（Table　9）．

　神経芽細胞腫の確認された28部位と存在の否定

された30部位計58部位についての施設担当医の読

Table　8　Diagnostic　e伍cacy　of　1311－MIBG（5）－pheochromocytoma

Evaluation　by　doctors　in　each　hospital Figures二Number　of　regions

PheochromocytomaUptake　of

1311．MIBG
＋　　i　＿　　　　　　　　1

Total

　　　　　　32　i　3　　　　　　　　　　　　　　1●’●一一一一一■一一一工一「一一一一一一一一一一一一一一

　　　　　　　5　　　；　　36　　　　　　　　　　　　　　’

　　　　　　十

’　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一

　　　　　　一

　　　　　　35

，　’　一一　一　一　一　一一　一　一　●　一一　口

　　　　　　41

Total

　　　　　　　　　1

37　　　1　　39　　　　　　　　　‘ 76

Sensitivity：

Spec田city：

Positive　predictive　accuracy：

Negative　predictive　accuracy：

Accuracy：

32！37　　　（86．5％）

36／39　　　（92．3％）

32！35　　　（91．4％）

36／41　　　（87．8％）

68／76　　　（89．5％）

Table　g　Diagnostic　ethcacy　of　i3il・MIBG（6）－neuroblastoma

Evaluation　by　doctors　in　each　hospital　　　Figures：Number　of　cases

NeuroblastomaUptake　of

1311－MIBG
＋　　i　＿　　　　　　　　1

Total

、3　i　。　　　　　　　　‘

3　　　1　　　9　　　　　　　　‘

　　　　　　十

，　一　一　一　一　一　一　一　一　《　一　一　一　一　一

　　　　　　一

一一一一一一一一一●一一一一 「一一●一一一一一一一●一一一

　　　　　　13

－　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　・

　　　　　　12

Total

　　　　　　　　1

16　i　9 25

Sensitivity：

Specificity：

Positive　predictive　accuracy：

Negative　predictive　accuracy：

Accuracy：

13／16

9／9

13／13

9／12

22／25

（81．3％）

（100％）

（100％）

（75．0％）

（88．0％）
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Table　10　Diagnostic　eMcacy　of　i3il－MIBG（7）－neuroblastoma

Evaluation　by　doctors　in　each　hospital　　Figures：Number　of　regions

NeuroblastomaUptake　of

1311－MIBG
＋　　i　＿　　　　　　　　■ Total

　　　　　　十

一　一　　一　　一　　一　　一　　一　　　　　一　　一　　一　　一　　一　　一

　　　　　　一

　　　　　　22　i　、　　　　　　　　　　　　　　1－一一一一一一一一一一一一一r－一一一一一一一一一一一一一

　　　　　　　6　　　1　　29　　　　　　　　　　　　　　‘

　　　　　　23

－　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　画

　　　　　　35

Total

　　　　　　　　1

28　i　30 58

Sensitivity：

Specificity：

Positive　predictive　accuracy：

Negative　predictive　accuracy：

Accuracy：

22／28　　　（78．6％）

29／30　　　（96．7％）

22／23　　　（95．7％）

29！35　　　（82．9％）

51／58　　　（87．9％）

影結果は，有病正診率78．6％，無病正診率96．7％，

正確度87．9％であった（Table　10）．一方読影委員

会の判定では有病正診率71．4％（20／28），無病正診

率78．9％（30／38），正確度86．2％（50／58）であった．

　（3）甲状腺髄様癌

　甲状腺髄様癌の診断目的で本検査が実施された

7例中6例は手術歴を有し，1例は検査後の手術

で診断が確定した．この症例と術後症例で検査時

に腫瘍遺残または再発・転移の確認された5例の

シンチグラムについては，施設担当医，読影委員

会とも全例シンチグラム陽性と判定した．

　これらの7症例で，本シンチグラム以外の諸検

査により腫瘍が確認された6部位および否定され

た5部位の計11部位について，シンチグラムで部

位ごとの判定を行った．施設担当医の判定では，

腫瘍が確認されている6部位に放射能集積が認め

られ，全部位で診断と一致した．しかし，読影委

員会では腫瘍部位6部位中1部位がシンチグラム

上陰性と判定された．

　（4）その他の疾患

　肺腫瘍（カルチノイド）ありと診断された症例の

シンチグラムについて，肺および左右副腎につい

て放射能集積の有無を検討した．施設担当医は肺

腫瘍に弱い集積ありと判定したが，読影委員会は

全部位陰性と判断した．Sipple症候群疑いの1例

では，左右副腎腫瘍なしと診断されていたが，施

設担当医，読影委員会とも，シンチグラム上陰性

と判定した．

　3・正常副腎描出率と副腎腫瘍検出率

　腫瘍の存在が否定された66副腎について1311・

MIBG集積の有無を検討した．施設担当医は23

副腎が描出されたと判定した（描出率34．8％，右

38．7％，左31．4％）のに対し，読影委員会の判定

では描出率16．7％（右16．1％，左17．1％）であっ

た．

　描出された副腎が正常であると判定する根拠と

して，（1）集積の強さ（濃度）が肝臓のそれ以下で

ある，（2）集積の大きさ（広がり）・形状に異常が

ない，（3）左右の副腎間で集積程度，大きさに極

端な差がない，という判定基準を設けた．

　上記の基準に基づき，腫瘍が確認された14副腎

についてシンチグラムによる副腎腫瘍検出能を検

討した．副腎腫瘍の内訳は褐色細胞腫11（両側副

腎腫瘍1例を含む），神経芽細胞腫3である．施

設担当医，読影委員会とも13腫瘍を異常集積と判

断した．施設担当医の判定は非常に強い集積11，

明瞭な集積2であり，読影委員会の判定は前者が

9，後者4であった．集積なしと判断されたのは

一側性の褐色細胞腫であった．

　4．シンチゲラムの有効性の評価

　66症例71回の検査のうち，明らかな変化の見ら

れない状態で検査を2回実施した症例の2回目の
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Table　11 Reasons　why　the　scintigraphy　is　clinically　valuable

　judged　by　doctorsロ1　each　hospita1

Valuable　information　was　obtained　as　fbllows：

　a：The　functioning　tumor　which　had　not　been　detected　by　i

　conventional　studies　was　fbund．

　　：The　tumor　which　had　been　detected　by　conventional　i

　studies　was　proved　functioning．

　c：It　was　proved　that　there　was　no　functioning　tumor．

　d：Others

No　valuable　information　was　obtained．

＊　Duplication　is　included　as　fbllows：7is　a　and　b，1is　b　and　c．

57　（90．5％）

　17＊
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検査を除外した69回のシンチグラムを対象として，

施設担当医が症例ごとに行った有効性の評価を集

計した（Table　11）．

　有効性の判定が保留された6例を除く63例中

「有効な情報が得られた」と判定されたのは57例

（90．5％）であった．そのうち，本検査により新た

に腫瘍が検出されたのは，褐色細胞腫摘出後の患

者で遺残病巣または再発・転移巣が検出された4

例，褐色細胞腫で新たに転移巣が検出された1例，

神経芽細胞腫で新たに転移巣が検出された9例，

甲状腺髄様癌摘出後の患者で遺残または転移病巣

が検出された3例の計17例であった．

　「有効な情報が得られなかった」と判定された

のは，神経芽細胞腫の再発・転移病巣が描出され

なかった3例，右副腎の褐色細胞腫が描出されな

かった1例，副腎褐色細胞腫の判定が偽陽性であ

った1例，および副腎外褐色細胞腫が強く疑われ

ながらシンチグラムでも，その他の検査法でも局

在診断のできなかった1例の合計6例（9．5％）で

あった．

　判定が保留された6症例の内訳は，褐色細胞腫

疑い4例，神経芽細胞腫疑い1例，甲状腺髄様癌

術後1例であった．褐色細胞腫の疑いの1例では，

腎嚢胞内に1311－MIBGが移行し，副腎腫瘍への

集積と見誤られたものであるが，有効性の評価は

保留された．他の5例は，いずれも臨床症状，生

化学的検査により腫瘍の存在が疑われたにもかか

わらず，その他の形態診断法を併せ行っても診断

を確定し得なかった症例である．

　5．安全性の評価

　1）自他覚所見

　1311－MIBGの投与を受けた71例中1例におい

て投与10時間後および3日後に軽度の高血圧発

作，2日後に軽度の冷汗が認められた．施設担当

医はこれらの症状は原疾患（褐色細胞腫と糖尿病）

に起因すると判断し，1311－MIBG投与との因果関

係なしと判定した．残りの症例では自他覚所見の

明らかな変化はみられなかった．

　2）身体所見

　6名の被験者で延べ15件の異常変動が報告さ

れた．施設担当者は5名については身体所見の変

動と1311－MIBG投与との因果関係なしと判定し

た．1名については血圧，心拍数，呼吸数の変動

がみられ，1311－MIBG投与との因果関係は不明と

報告された．

　1311・MIBG投与前後の体温，血圧，心拍数，呼
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吸数が測定された全症例について，paired　tテス

トにより，有意差検定を行った．拡張期血圧の変

動のみで有意差（p＜0．05）ありと判定されたが，

本治験の対象が血圧の変動を主要症状の一つとす

る疾患群であることから，1311－MIBG投与との関

連はきわめて少ないと推察した．

　3）　臨床検査値

　23症例において，1311－MIBG投与前後で臨床

検査値の異常変動が報告された．異常変動がみら

れた検査所見の内訳は，赤血球数62例中5例，

白血球数62例中11例，アルカリフォスファター

ゼ62例中4例，GOT　64例中6例，　GPT　64例

中7例，クレアチニン62例中1例，尿素窒素63

例中4例，尿蛋白54例中3例，尿糖54例中2

例，尿pH　53例中1例であった．施設担当医は

このうち20症例について1311－MIBG投与との

因果関係なし，3症例について不明と判断した
（Table　12）．

　全検査項目について1311－MIBG投与前後の検

査値をpaired　tテストで検定した結果，全項目と

も有意（p＜0．05）の変動は認められなかった．

　4）　施設担当医による安全性の評価

　施設担当医が症例ごとに1311－MIBG投与の安

全性を評価した記録を集計した結果，本剤を投与

Table　12　Cases　with　abnormal　changes　in　clinical　chemistry　tests　after　injection　of　i311・MIBG

Case Sex・Age
Change　of　value　a銑er
injection　of　1311－MIBG

Relation　to

1311．MIBG Comments　of　doctors

102 M・53y RBC↓・Hb↓・Ht↓・WBC↑・urprot↑ none Due　to　operation　after　im’ection

of　1311・MIBG

110 M・26y GOT↑・GPT↑ none Symptoms　like　a　cold，　due　to　i両ction

115 F・4m RBC↓・Hb↓・Ht↓・V田BC↑ none Due　to　in飴ction

201 M・1y WBC↑ none （no　comment）

203 M・7y Ht↑・WBC↓ none Due　to　ch息nge　of　chemotherapy

204 M・1y ALP↑・GOT↑・GPT↑ none Liver　injury　due　to　chemotherapy

205 M・5y GOT↓・GPT↓・Creat↑・BUN↑ none （no　comment）

207 M・6y WBC↓ none 01igoleukocyωsis　due　to　chemothempy

208 M・8m GOT↑・GPT↑・皿GLU↓ none Liver　inj岬due　to　chemotherapy

213 M・9m GPT↓・BUN↑ none （no　comment）

303 F・80y ALP↑ none （no　comment）

304 M・42y WBC↑ none （no　comment）

310 F・58y GOT↑ none She　have　had　chronic　liver　injury．

312 M・Oy WBC↓・ALP↓・BUN↓ none He　was　operated　after　i可ection

of　1311・MIBG

313 M・42y Hb↓・Ht↓ none Within　daily　variation

409 F・38y pH↓ none （no　comment）

501 M・54y WBC↓ none Due　to　operation

504 M・1y WBC↓ none Due　to　operation

603 M・68y urprot↑ 皿clear （no　comment）

605 F・3y WBC↓・GOT↑・GPT↑ unclear Due　to　chemotherapy

607 F・11m WBC↓・ALP↓・GPT↓・BUN↓ unclear （no　comment）

701 M・59y 肛GLU↓ none The　value　became　norma1

702 F・32y WBC↓・Hb↓・Ht↓・u叩rot↓ none Due　to　operation
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Table　13　Evaluation　of　useful［ness　by　doctors　in　each　hospital

Evaluation Number　of　cases

Very　useful

Useful

Fairly　useful

UseleSS

Not　reliable

28　（44．4％）

28　（44．4％）

5　（8．0％）

2　（3．2％）

　　　　0

Total 63

した71症例全例について「安全性に問題なし」と

≧評価された．

　6・施設担当医による有用性の評価

　各施設の担当医は，症例ごとに安全性と有効性

を合わせて検討し，1311－MIBGによるシンチグラ

フィの有用性を評価した．その記録用紙を回収し

て集計した結果をTable　13に示す．解析対象と

した69症例中，有効性の判定が保留された6例

を除く63症例について集計した結果，「きわめて

有用」と評価されたのは28例（44．4％），「有用」

と評価されたのは28例（44．4％）で両者を合わせる

と88．8％で有用性が認められた．「やや有用」は

5例（8．0％），「有用でない」2例（3．2％），「使用す

べきでない」0であった．「有用でない」と判定さ

れた2例はいずれも神経芽細胞腫の術後症例で，

腹部リンパ節の残存腫瘍が検出されなかった1例

と脊髄病巣が検出されなかった1例であった．

　7．症例呈示

　症例1：副腎褐色細胞腫

　80歳女性．60歳の頃より高血圧を指摘されて

いた．胸部不快感，動悸，吐き気，嘔吐などにて

精査．CT，　MRI，エコーで左副腎腫瘍（3×3cm）

を認め，尿中VMA，血清・尿中ノルエピネフリ

ン高値を認めたが，プリンペラン（メトクロプラ

ミド）負荷テストは陰性であった．1311－MIBG投

与48時間後のシンチグラフィにて左副腎部に強

い放射能集積を認めた．手術にて左副腎褐色細胞

腫が確認された（Fig．2）．

　症例2：両側副腎褐色細胞腫

　26歳男性．高血圧を指摘され，CTにて左副腎

）
＼

48hrs

轟
饗
蕗

L　L
48hrs

R

　　　　R　　　　　L
　　　　　48hrs

Fig．2　Case　1：a80－year　old　female　with　pheochromo－

　　　cytoma．　The　typical　image　of　intra－adrenal

　　　pheochromocytoma　is　shown　on　1311－MIBG
　　　scintigraphy　at　48　hrs．　There　is　an　intense　1311・

　　　MIBG　uptake　in　the　tumor　of　the　left　adrenal．

部に腫瘍を認めた．血中および尿中カテコール

アミン高値．1311－MIBGシンチグラフィを施行し

たところ，両側副腎部に強い放射能集積を認め

た．手術にて両側副腎褐色細胞腫が確認された
（Fig．3）．

　症例3：褐色細胞腫（多発性）

　47歳女性．10年前に左副腎褐色細胞腫摘出．

以後，正常上限からやや高値の間で推移していた

血中ノルエピネフリンが，約1年前に異常高値と

なった．CT，　MRIで左腎門部に1cm径の腫瘍
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が疑われた．2回目の手術の前後に1311・MIBGシ

ンチグラフィを施行したところ，腹部に多数の放

射能集積増加部位（hot　spot）を認めた．再手術を

行い，左中腹部の腫瘍を摘出した．術前のシンチ

グラム（Fig．4）で摘出腫瘍部位に認められた放射

能集積（矢印）は，術後のシンチグラムでは消失し

L

s

　　　べ瑳　　〉｛・・㌔，／

…　蕊惣
R

Fig．3　Case　2：a26－year　old　male　with　pheochromo－

　　　cytoma．　This　is　a　case　of　bilateral　intra・

　　　adrenal　pheochromocytoma．　A　posterior　view

　　　of　1311－MIBG　scintigraphy　at　48　hrs　shows

　　　two　intense　radioactive　foci　in　the　abdomen

　　　corresponding　to　the　region　of　bilateral　ad●

　　　r藺als．

ていた．手術標本より多発性良性褐色細胞腫と判

定された．

　症例4：神経芽細胞腫

　3歳女児．約1年前に腹部腫瘍を認め，腎血腫

の疑いで手術が施行された．病理検査にて神経芽

細胞腫と診断され，以後化学療法を施行したが，

再発を繰り返し，手術が5回行われた．1311－MIBG

シンチグラフィ（Fig．5）にて左季肋部背側（矢頭）

および左右側腹壁（矢印）に放射能集積を認めた．

これらの病巣はCTで認められた腫瘍部位と一致

した．

　症例5：甲状腺髄様癌

　58歳女性．約3年6か月前に甲状腺右葉摘出

術が施行され，髄様癌と診断された．その後CEA，

カルシトニンの上昇はないが，左右頸部皮下に小

さな腫瘤を触れ，生検により甲状腺髄様癌と診断

された．1311・MIBGシンチグラフィ（Fig．6）にて

左鎖骨上窩に強い放射能集積（矢印）を認めた．

また，右下顎部に小さな弱い放射能集積を認めた

（矢頭）．手術にて甲状腺髄様癌のリンパ節転移が

確認された．

Iv．考　　察

　交感神経抑制薬グアネチジンの類似物質である

1311・MIBGは，ノルエピネフリンと同様の機序で

　　　　　　　　48hrs　　　　　　　　　　　　　　　　　48　hrs

Fig．4　Case　3：a47－year　old　female　with　pheochromocytoma．This　is　a　postoperative　case

　　　of　multiple　pheochromocytoma．There　are　many　hot　spots　on　the　images　taken　in

　　　posterior　projection　of　abdomen　at　48　hrs（1eft）．　Two　hot　spots（arrow）dis－

　　　appeared　in　the　image（right）taken　after　reoperation．
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Fig．5　Case　4：a3・year　old　female　with　neuroblastoma．　This　patient　had　undergone

　　　multiple　operations　and　chemotherapy　for　neuroblastoma．　Scintigrams　are

　　　anterior（left）and　posterior（right）views　of　the　abdomen　at　24　hrs　after　injection

　　　of　1311－MIBG．　One　tumor　is　depicted　in　the　abdominal　cavity（arrow　head）and

　　　two　on　the　abdominal　wall（arrows）of　both　sides．
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Fig．6Case　5：a　58－year　old　female　with　MCT．　This

　　　is　a　postoperative　case　of　medullary　carcinoma

　　　of　the　thyroid（MCT）．1311－MIBG　scintigraphy

　　　was　performed　on　the　anterior　neck　at　72　hrs．

　　　The　image　reveals　an　area　of　intense　accumula・

　　　tion（arrow）of　1311－MIBG　in　the　left　supra・

　　　clavicular　fossa．　The　other　area　of　weak　ac・

　　　cumulation　of　radioactivity（arrow　head）is

　　　noted　in　the　right　submandibular　region．

副腎髄質に集積し，蓄積されると考えられ，副腎

髄i質のシンチグラフィ薬剤として開発された．

1980年のWielandら1）の報告以来，多数の臨床

経験が積まれている．特に，副腎内外に発生する

良性，悪性の褐色細胞腫の局在診断に有用なこ

とはよく知られている2’v5）．その有病正診率は

85～90％と報告されている．代表的な例として

Shapiroら5）は褐色細胞腫を疑われた400症例に

441回実施された1311－MIBGシンチグラフィを解

析して，有病正診率87．4％，無病正診率98．9％

と報告した．特に悪性褐色細胞腫では有病正診率

92．4％，無病正診率100％の良い成績であった．

わが国でも，1983年以降1311－MIBGが試験的に

合成され，多くの施設で使用された．和泉ら22）は

66施設からの集計に基づいて，褐色細胞腫確診症

例75例中69例（92．0％）で腫瘍が描出し得たと

報告した．今回われわれが実施した多施設による

治験では褐色細胞腫30症例を対象としたが，症

例別有病正診率（施設担当医判定，以下同じ）は

88．9％，無病正診率91．7％であり，部位別有病正

診率は86．5％，無病正診率92．3％の成績を得た．

この結果は従来報告された成績に匹敵するもので

ある．このうち，副腎外の褐色細胞腫および転移

巣の陽性率は84．6％であり，本法はこれらの病態

の正確な評価に有用性が高いと考えられる19・20）．

1311－MIBGは褐色細胞腫以外の交感神経系腫瘍や

過形成にも集積することが知られている．例えば
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神経芽細胞腫での1311－MIBGシンチグラフィの

陽性率にっいてGeattiら6）は90％（9／10），　Hoef－

nagelら8）76％（13／17），和泉ら22）67％（10／15），

小田野ら23）88％（7／8）と報告している．われわれ

の治験結果では，1311－MIBGの神経芽細胞腫25

症例の局在診断における有病正診率81．3％，無病

正診率100％であった．

　甲状腺髄様癌における1311－MIBGの有用性も

報告されているが，その陽性率は必ずしも高くな

く10～50％との報告がある13・22・26）．しかし，本

治験で対象とした甲状腺髄様癌は5症例と少ない

が，有病正診率100％ときわめて良い成績が得ら

れている．

　その他カルチノイド症候群，Sipple症候群，多

発性内分泌腺腫症（MEN）での1311－MIBGシンチ

グラムの有用性が報告されている14・15・17・28”30）が，

本シリーズではカルチノイド1例を対象とし得た

にすぎず，本例は肺野に淡い放射能集積を示し，

施設担当医は陽性，判定委員会は陰性と判定した．

　これら交感神経系腫瘍62例全体についての

1311－MIBGシンチグラムの診断効率は有病正診率

87．5％，無病正診率95．5％，正確度90．3％という

成績であった．

　一方，本剤投与に関係あると考えられる副作用

は認められなかった．

　1311－MIBGシンチグラフィの臨床的有用性は，

有用以上88．8％，やや有用8．0％と判定された．

以上の結果は1311－MIBGが，交感神経系腫瘍の診

断薬として臨床的有用性が高いことを示している．

　i311－MIBGの生体内正常分布についてはNakajo

ら27）の報告が代表的なものであり，唾液腺，肝，

脾，膀胱の描出率が高く，心，肺，大腸がそれに

次ぐとされている．正常副腎の描出は24時間後

に2％，48時間後に16％と報告されている．本

治験における正常副腎描出率を全シンチグラムに

ついて検討した結果，16．7％（読影委員会判定）で

あった．正常副腎への放射能集積は，その強度，

広がりが腫瘍への集積と異なり，両側性腫瘍でも

鑑別に支障をきたすことはなかった．

　1311－MIBG投与による被曝線量については1

MBq投与に対し，肝0．83，脾0．61，唾液腺0・22

mGy，全身0．082　mGyと推定されている31）．第

II相臨床試験において至適投与量を20～40　MBq

と設定しているので，40MBq投与時の被曝線量

は肝33．2mGy，脾24．4　mGy，唾液腺8・8　mGy，

全身3．3mGyとなる．

　1311－MIBGは褐色細胞腫を主体とする交感神経

系腫瘍の局在診断および手術後の再発の検出にき

わめて有用な診断薬と考える．いずれの場合にも

存在診断および病態の掌握には生化学的検査をま

ず活用すべきであろう．
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Summary

The　Assessment　of　Clinical　UsefUlness　of　i3il－MIBG　Scintigraphy　for

Localization　of　Tumors　of　Sympathetic　and　Adrenomedullary　Origin

　　　　　　－A　Report　of　MUIticenter　Phase　III　Clinica1　Trials一

Yasuhito　SAsAKI＊1，　Atsushi　KuBo＊2，　Kiyoko　KusAKABE＊3，　Hidekazu　MAsAKI＊4，

Keigo　ENDo＊5，　Masato　YAMAsHITA＊6，　Masayuki　NAKAJo＊7　and　Masao　KANEKo＊8

＊11）epart〃2ent　6ゾRadio～b8ソ，　Faculty　of　Medici，〃e，　Theこノ）liversiリノof　T（）kγo

　　　　＊2Depart〃ient　of　Radiologア，　Keio　University　School　ofル偏∫C’〃θ

　　　　＊31）卿〃〃ient　of　Radiology，　Tokγo　Wo〃ien’s　Medical　Co〃ege

　　　　　　＊41）epar’〃le〃’of　Radiolog：γ，ハratio〃al　Clii～dren，ぷ」駈ospital

＊5Depa〃〃lent〈）f　Nuclear　Medicine，　Gun〃ia　University　School　ofルfedicine

　　＊6Department　Of　Radio～bgγ，」（yoto　Prefectural　Unive”sity　of　Medicine

＊7Depart〃le〃t　of　Radio～bgy，・Faculty　of　Med’cine，　Kagoshima　L励erぷiり・

＊8Depart〃le〃t　of　Radio～bgy，　Haノηα願鋤砺vθrぷ砂∫c乃oo1〆ルledicine

　　A　phase　III　clinical　study　of　i311－metaiodobenzy1－

guanidjne（1311－MIBG）was　perfbrmed　in　66　pa－

tients　with　tumors　of　sympathetic　and　adreno－

medullary　origin，　including　32　patients　with

suspected　pheochromocytoma，25　with　suspected

neuroblastoma，7pre－or　postoperative　medullary

carcinoma　of　the　thyroid　and　each　with　carcinoid

and　suspected　Sipple’s　syndrome．　A　total　of　150

sites　which　were　confirmed　f（）r　presence（72　sites）

or　absen㏄（78　sites）of　tumors　were　examined　on

1311－MIBG　scintigrams．　True　positive　ratio　of　the

scintigraphy　was　84．7％（61／72）and　true　negative

ratio　was　94．9％（74／78）．　Positive　scintigraphy　was

obtained　in　86．5％（32／37）of　pheochromocytoma，

78．6％（22／28）of　neuroblastoma　and　100％（6／6）

of　medullary　carcinoma　of　the　thyroid．　Accumu－

lation　of　i3il－MIBG　was　seen　in　16．8％of　normal

adrena191ands．　Neither　adverse　reactions　nor　ab－

normal　laboratory　findings　were　noted　in　relation

to　1311－MIBG　injections．　Our　study　indicates　that

1311－MIBG　is　a　safe　and　clinically　useful　radio－

tracers　fbr　the　visualization　and　localization　of

tumors　of　sympathetic　and　adrenomedullary

orlgm・

　　Key　words：1311－MIBG　scintigraphy，　Pheo・

chromocytoma，　Neuroblastoma，　Medullary　carci－

noma　of　the　thyroid．
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