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《原　著》

11C－N一メチルスピペロンの非プロラクチン産生

　　　　　　　　　下垂体腫瘍への応用

百瀬　敏光＊　　寺本　　明＊＊

渡辺　俊明＊　　佐々木康人＊

西川　潤一＊　　井上　優介＊

　要旨　11C－NMSPとP正Tを用いて非プロラクチン産生下垂体腫瘍8例（non－functioning　4例，　GH－

secreting　2例，　ACTH　secreting　l例，　TSH－secreting　1例）のドーパミンD2受容体への結合能を評価した．

8例全例で腫瘍部への集積を認めた．3コンパートメントを想定し，小脳への集積を入力関数として算出し

た等価時間に対する腫瘍部／小脳比，線条体／小脳比，正常下垂体／小脳比の傾きから，各部位での11C－

NMSPとD2受容体との結台速度定数αを算出した．また，11C・NMSP投与75分から80分における各部

位における対小脳比を算出した．α値は対小脳比と良好な直線的相関を示した．腫瘍部のα値は，すべての

症例で正常下垂体より高かったが，1例を除き線条体の6～7割程度であった．1例では線条体の2倍であ

った．3例でプロモクリブチン投与により腫瘍部のα値は低下したが，線条体では不変であった．非プロラ

クチン産生腫瘍においてもD2受容体が少なからず存在することが示唆された．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（核医学30：627－635，1993）

1．はじめに

　11C－N－methylspiperone（11C－NMSP）1）は，ブチ

ロフェノン系の神経遮断薬でドーパミンD2受容

体に対し，非常に高い親和性を有するスヒペロン

のポジトロン標識化合物である．この薬は，1983

年にWagnerらによってはじめて人体に投与され，

生体内のドーパミン受容体が画像として描出2｝さ

れた．以来，種々の神経変性疾患3・4）に対して用

いられてきた．それらの応用の大部分は，線条体

におけるドーパミン受容体に関するものであった．

脳内ドーパミン作動系の主なものは，（1）黒質線

条体系，（2）中脳辺縁系および中脳皮質系，（3）視

床下部正中隆起漏“L系である．（3）の系の神経終
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末から放出されたドーパミンは下垂体門脈を介し

て下垂体前葉へ達し，前葉細胞膜上のドーパミン

受容体に作用し，プロラクチンの分泌を制御して

いると考えられている．これまで，種々の結合実

験5・6）から，IE常下垂体，プロラクチン産生腫瘍，

成長ホルモン産生腫瘍等において，ドーパミン受

容体が存在することが確認されている．特に，下

垂体腺腫におけるドーパミン受容体の有無は，プ

ロモクリプチン等のドーパミンアゴニストに対す

る反応性と関連のあることが示唆され7・8），in－vivo

における腫瘍細胞膜上のドーパミン受容体の測定

は治療を計画する上で重要と考えられる．これま

で，プロラクチン産生腫瘍に対するドーパミン受

容体の測定は，11C－raclopride，11C－NMSPを用

いて行われてきたが9～11），その他の下垂体腫瘍に

対してはあまり数多く行われておらず，まだ十分

な結論が得られていない．本研究においては，プ

ロラクチノーマ以外の下垂体腫瘍例に対し，11C－

NMSPを用いてドーパミンD2受容体に関する評

価を行ったので報告する．
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IL　対象と方法

核医学　 30巻6号（1993）

　対象は，臨床症状，X線CT，　MRI，血中ホルモ

ン値および種々のホルモン負荷試験により診断さ

れた内径2．5cm以上の大きさの下垂体腫瘍8例．

その内訳は，無機能性腺腫4例，GH産生腫瘍

2例，TSH産生腫瘍1例，　ACTH産生腫瘍1例

である．男性6例，女性2例，年齢は24歳から58

歳，平均年齢38．0歳である．また，対照群とし

て，健康成人10例，男性9例，女性1例，年齢は

20歳から43歳，平均年齢26．6歳を用いた．なおs

各被験者には検査の目的，内容を十分に説明し，

本人の承諾を得た．

　11C－NMSPは，小型サイクロトロンCYPRIS

370（住重製）により，高純度窒素ガスにプロトン

を照射して11Cを製造した後，11CH31自動合成

装置，分離濃縮装置（いずれも住重製）を用いて，

11CO2→11CH30H→11CH31→11C－NMSPとい
う経路を経て，合成された1・12）．合成された11C－

NMSPは放射化学的純度90％以上，比放射能
37～74GBq／μmol（投与時）であった．

　使用装置は，全身用ポジトロンCT装置
HEADTOME　IV（島津社製）13），4リング，7スラ

イス，スライス厚11mm，スライス間距離13

mm，断層画像上の解像力はFWHMで約8mm
である．撮像断層面はOMラインを通る平面に

平行に全て7スライスで，最下層のスライスを

OM　10または20　mmに設定した．

　撮像は，トランスミッションスキャン終了後，

一側肘静脈よりHarvardポンプにより，370～

740MBqの11C－NMSPを約1分間かけて定速で

注入し，頭部に放射能が出現すると同時にダイナ

ミックスキャンを開始した．ダイナミックスキャ

ンは，最初の10分間は，2分×5回，その後5分

六14回，合計80分間行った．

　データ解析は，腫瘍部の11C・NMSPの取り込

みの有無を視覚的に評価するとともに下垂体腫瘍

部，線条体，正常下垂体，小脳に，おのおの約

120mm2，120　mm2，120　mm2，248　mm2の円形の

関心領域を設定し，時間放射能曲線を作成し，下

垂体腫瘍部と小脳の放射能比【Ctumor（t）／Ccbl（t）

比］および線条体，正常下垂体と小脳の放射能比

【Cst，　nP9（t）／Ccbl（t）比】の時間に対する推移を調

べ，その値が最大となる75分から80分の画像にお

けるおのおのの値を求めた．

　また，下垂体腫瘍部および線条体，正常下垂体

における11C－NMSPとD2受容体との結合動態

の解析には血液中遊離型リガンド分画（Cp），脳内

遊離型リガンドと非特異的結合しているリガンド

を合わせた分画（Ce）および特異的結合している

分画（Csp）の3コンパートメントモデルを仮定し，

各部位でのCeはD2受容体の存在しない小脳の

Ceとほぼ等しいとみなすことから，小脳の放射

能を入力関数として，Ctumor（T）／Ccb1（T），　Cst

（T）／Ccbl（T）およびCnp9（T）／Ccbl（T）に対する，

等価時間∫1・・b1（t）dt／C・bl（T）の値をおのおの

Y軸，X軸にプロットし（Patlak　plot），その傾き

αを算出した14・15）．

　各部位間のα値および対小脳比についてt－test

により検定を行った．

　また，α値と対小脳比との間に直線的相関があ

るかどうかを検討した．

　case　1，case　2，　case　3の3症例においては，プ

ロモクリプチン2．5mg経口投与3時間後にUC－

NMSPを再度投与し，　PETによるダイ＋ミック

スキャンを施行し，α値を算出した．ただし，

case　1では，術後1か月後の残存腫瘍部について

評価を行った．

m．結　　果

　視覚的評価では下垂体腫瘍8例全例において腫

瘍部への11C－NMSPの集積を認めた．

　Figure　1に，症例1における，腫瘍部，線条体

部，小脳部の時間放射能曲線を示す．腫瘍部では，

投与直後から約8分間は急速な11C－NMSPの取

り込みがみられ，その後取り込みは緩徐に増加し

た．線条体では投与直後から15分間は急速な取り

込みがあり，その後取り込みは緩徐に増加した．

小脳では10分で11C－NMSPの取り込みは最高と

なり，その後速やかに減少した．
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Fig．1　The　time　activity　curves　of　iiC・NMSP　in　a　patient　with　non－functioning　pituitary

　　　　adenoma（case　1）．
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Fig．2　11C－NMSP－PET　image（75－80　min）in　a　normal

　　　　subject　Where　　normal　pituitary　　gland　　is

　　　　visualized．

　Figure　2に，正常例の投与後75分から80分の下

垂体を通る断面像を示す．正常下垂体がきれいに

描出されている．

　Table　1に，下垂体腫瘍8例の腫瘍部，線条体

部の75分から80分の画像における対小脳比および

Patlak　plotより求めた傾きα値を示す．また，

Table　2に，健康成人10例の線条体，正常下垂体

における対小脳比およびα値を示す．

　a
（×10’2）

4

3

2

　　O
　　　　　　pituitary　　　　　normal　　　　　normal

　　　　　　tumor　　　　　　pituitary　　　　　striatum

　　　　　　　　　　　　　　gland

　　　　　　（n＝8）　　　　　（n＝10）　　　　（n＝10）

Fig．3　The　comparison　ofαvalues　between　pituitary

　　　　adenoma，　normal　pituitary　gland　and　normal

　　　　strlatum．
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Fig．4
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Fig．4　The　comparison　between　ct　values　and　the　region

　　　　　　to　cerebellar　ratios（75－80　min）in　pituitary

　　　　　　adenoma，　normal　pituitary　gland　and　striatum．

Fig．5　11C－NMSP－PET　images（75－80　min）obtained

　　　　　　from　the　patient　with　non－functioning　pituitary

　　　　　　adenomas（case　1）．

Fig．6　11C－NMSP－PET　image（75－80　min）obtained

　　　　　　from　the　patient　with　GH・secreting　pituitary

　　　　　　adenoma（case　5）．
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Table　1　αvalues　in　the　tumor（ct　tumor）and　in　the　striatum（oe　st）and　the　ratios　of　radioactivity

　　　　in　the　tumor　and　in　the　striatum　to　that　in　the　cerebellum　in　the　images　taken

　　　　　　　　betw㏄n　75　and　80　minutes　postinjection（tumor／cbl，　st／cbl）

　　　　　　　　　　　　in　eight　patients　with　pituitary　adenoma

631

Case　No． Age／Sex Diagnosis ct　tumor（tumor／cbl）

1
2
3
4
5
6
7
8

mean
士sd

M
M
M
M
M

F
F
M

ノ
　
ノ
　
ノ
　
ノ
　
ノ
　
ノ
　

ノ
　

ノ

4
3
8
7
7
0
2
3

2
3
5
2
4
3
3
5

non－functioning

GH　secreting

non－functioning

non－functioning

GH　secreting

non－functioning

TSH　secreting

ACTH　secreting

　0．088（11．55）

　0．026　（5．26）

　0．028　　（3．06）

　0．024　　（4．03）

　0．017　（3．25）

　0．021　（3．30）

　0．Ol9　（3．28）

　0．026　（3．74）

　0．031　（4．68）

：とO．023（」：2．86）

　αst（st／cbl）

　0．045（6．60）

　0．044（6．92）

　0．031（3．20）

　0．044（7．03）

　0．029（4．61）

　0．040（5．39）

　0．039（5．82）

　0．035（3．77）

　0．038（5．42）

土0．006（土1．45）

Table　2　αst　values　andαvalues　in　normal　pituitary

　　　　gland（αnp9）and　st／cbl，　np9／cbl　ratio（75－

　　　　80min）in　ten　normal　healthy　volunteers

Case

IS

KT
SK
YH
YN
TS

MH
TN
TF
YS

mean
土sd

　a
（×102）

Age／Sex

38／M

43／M

32／M

20／M

30／M

26／M

26／F

30／M

24／M

23／M

Ct　st（st／cb1）

0．034（5．20）

0．040（5．34）

O．040（5．60）

0．043（6．02）

0．044（6．35）

0．034（5．23）

0．049（8．27）

0．039（4．59）

0．047（7．9D

O．049（8．22）

0．042（6．27）

αnp9（npg／cb1）

　0．0081（1．44）

　0．0110（1．76）

　0．0099（1．30）

　0．0098（1．95）

　0．0064（1．18）

　0．0091（1．72）

　0．0090（1．48）

　0．0084（1．30）

　0．Ol30（1．82）

　0．0061（1．52）

　0．0091（1．55）

土0．005（土1．37）　　土0．0021（土0．26）

8－

7－

6－

5－

4－

匿翅b・・m。・・ipti・e（一）

［コb・。m。・・iptlne（＋）

2－

1一

case　l case　2 case　3

Fig．7　Values　in　the　pituitary　adenoma　before　and

　　　after　oral　intake　of　2．5　mg　of　bromocriptine，

　Figure　3に，下垂体腫瘍部，正常下垂体，正常

健康成人の線条体の各α値を比較したものを示す．

　α値については，下垂体腫瘍部と正常下垂体と

の間に，p＜0．01の有意な差が認められた．健康

成人の線条体と下垂体腫瘍例の線条体の間には有

意差はなかった．

　対小脳比については，下垂体腫瘍部と正常下垂

体との間に，p＜0．005の有意差を認めた．健康

成人の線条体と下垂体腫瘍例の線条体の間には

α値同様，有意差はなかった．

　下垂体腫瘍部と健康成人の線条体との比較では，

8例中7例では腫瘍部のα値は0．017～0．028で，

いずれも線条体のα値より低値であったが，non－

functioning　adenomaの1例（case　l）では腫瘍部

のα値は0．088で線条体の約2倍の高い集積を認

めた．

　腫瘍部，線条体部，正常下垂体におけるα値と

対小脳比（75－80分像）との関係をグラフにしたも

のをFig．4に示す．両者間には，　r－0．96の高い

直線的相関が認められた．

　Figure　5に，腫瘍部への高い集積を認めた症例

1（non－functioning　adenoma）の投与後75分から

80分の画像を示す．また，Fig．6に，全症例中，

腫瘍部への集積がもっとも低かった症例5（GH

secreting　adenoma）の75分から80分の画像を示す．

　プロモクリプチン投与前後の下垂体腫瘍部と線

条体におけるα値の変化をTable　3に，下垂体腫
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　　　　Table　3　Changes　inαtumor　andαst　values　before　and　3　hours　after　oral

　　　　　　　　　　　　intake　of　2．5　mg　of　bromocrjptine

Bromocrjptine　load（αvalues　in　pituitary　adenoma）

　　　　　　　　　　　　　　　　　befo　re

Case　l（non－functioning）　　　　　　　　　　　　　　0．073

Case　2（GH　secreting）　　　　　　　　　　0．023

Case　3（non－functioning）　　　　　　　　　　0．028

Bromocriptine　load（ct　values　in　striatum）

after

O．032

0．020

0．021

difference

O．041（56％）

0．003（13％）

0．007（25％）

befo　re after difference

Case　1（non－functioning）

Case　2（GH　secreting）

Case　3（non－functioning）

0．053

0．044

0．031

0．055

0．044

0．030

一
〇．002（－4％）

　　0（0％）
0．001（3％）

瘍部のみのα値の変化をグラフ化したものを

Fig．7に示す．プロモクリプチン投与3時間後に

は，投与前に比較し，下垂体腫瘍部のα値は，

case　1で56％，　case　2で13％，　case　3で25％低下

した．一方，線条体におけるα値は，case　1，2，3

いずれも，ほとんど変化がみられなかった．

VL　考　　察

　本研究においては，プロラクチン産生腫瘍以外

の下垂体腺腫を対象とした．プロラクチン産生腫

瘍では，すでにin－vitroにおける結合実験6）およ

びPETを用いたin－vivoでの測定9”11）から，腫

瘍細胞膜上にドーパミンD2受容体が豊富に存在

することが確認されている．

　本研究において，もっとも注目すべき所見は，

non－functioning　adenomaにおいても11C－NMSP

の集積が認められたことである．特に，case　1で

は線条体の2倍近い集積が認められている．成長

ホルモン産生腫瘍の中には，プロモクリプチンに

反応して血中ホルモン値の低下や腫瘍の縮小がみ

られる例があり，こうした例においては腫瘍細胞

上にドーパミン受容体が豊富に存在していること

が予想される．non－functioning　adenomaの場合

は，血中への過剰なホルモン放出はみられないこ

とからドーパミンアゴニストによる治療は一般に

行われず，腫瘍細胞膜上のドーパミン受容体の有

無についてはほとんど関心が払われていない，し

かし，Serriら16）はin－vitroでの結合実験から

non－functioning　tumorにも，ドーパミンに対す

る高親和性結合部位が存在することを示しており，

実際に，bromocriptine投与により，腫瘍の大き

さが縮小した例も報告されている17・18）．今回われ

われがPETを施行した全例において腫瘍部への

トレーサの集積を認めた．このことは，おのおの

の腫瘍部にはある程度のドーパミンD2受容体が

存在することを示唆しており，特に線条体の2倍

近い集積を認めたcase　lでは，ドーパミン受容

体が高密度に存在すると推測される．

　α値に関しては，Eckernasら14）および伊豫ら15）

がすでに線条体におけるα値を算出している．伊

豫らはα値が加齢に伴って減少することを報告し

ており，線条体におけるドーパミンD2受容体を

評価する上で重要な指標となることがすでに示さ

れている．今回，われわれは，下垂体腫瘍組織に

おいても，線条体と同様の解析を行った．この際

問題となるのは，正常下垂体前葉には血液脳関門

は存在せず，前葉から発生したと考えられる下垂

体腫瘍においても血液脳関門は存在しているとは

考えにくく，11C－NMSPの血中代謝産物が直接

腫瘍内へ移行する可能性があることである．した

がって，腫瘍部の集積のうち何割かは，llC－

NMSPの血中代謝産物である可能性がある．ま

た，下垂体腫瘍部における血液量が小脳や線条体

部に比し，大きいことが考えられ，血中放射能が
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腫瘍部の集積に大きく関与している可能性もある．

また，α値に関しては，線条体においては，非特

異的結合は小脳におけるものと等しいという仮定

に従って計算を行っているが，腫瘍部における非

特異的結合が，小脳におけるもので代用できない

可能性もある．Muhrらは，1例のプロラクチン

産生腫瘍と1例の非機能性腺腫において，D2受

容体のアンタゴニストであるハロペリドールの投

与前と投与後の2回，11C－NMSPにおけるPET

検査を施行し，腫瘍部への11C－NMSPの集積の

うちの非特異的結合の割合を算出した．その結果，

プロラクチン産生腫瘍，非機能性腺腫いずれも腫

瘍部への集積の約2βは非特異的結合であったこ

とを報告している9）．したがって，高集積を認め

た1例を含めて，われわれの検討した症例におい

ても非特異的結合が少なからず存在すると推測さ

れる．

　実際にプロモクリプチン投与前後の下垂体腫瘍

部と線条体部のα値の変化をみると，下唾体腫瘍

部では13～56％低下しているのに対し，線条体

部ではほとんど変化がみられなかった．プロモク

リプチンのil三常下唾体およびプロラクチン産生腫

瘍等の下垂体腫瘍への作用は，ドーパミンD2受

容体への直接的な作用と考えられており19・20），α

値の低下は，腫瘍組織におけるD2受容体がプロ

モクリフ゜チンにより一部結合されたことにより低

下したと考えることができる．一方，線条体に対

するプロモクリプチンの作用は，シナプス後膜上

のD2受容体そのものへの直接作用というよりは，

シナプス前膜上の自己受容体や，エンケファリン

結合部位等のスピペロン結合部位とは異なった部

位への結合による作用が想定されており21・22），プ

ロモクリプチン投与前後でα値がほとんど変化し

なかったことは，こうした11C－NMSPとプロモ

クリプチンの直接の作用部位が異なっていること

が原因である可能性がある．症例1，2，3におい

て，いずれも腫瘍部のα値が低下したことは，腫

瘍部に少なくとも低下した分の特異的結合が存在

することを意味している．プロモクリプチン2．5

mgは，　D　2受容体の飽和量に達していないこと
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も考えられるため，特異的結合の割合は低下した

量よりもさらに高い可能性もある．

　腫瘍部，正常下垂体，線条体部の75分から80分

における対小脳比とα値の間にはr－0．95という

高い相関が得られたことは，75分から80分におけ

る画像上で，腫瘍部，線条体部と小脳とのカウン

ト比を算出することにより，Patlak　plotによる

解析とほぼ同等の情報が得られることを示唆して

いる．

　以上，非プロラクチン産生下垂体腫瘍8例に対

し，11C－NMSPを用いたPETを施行し，全例に

腫瘍部における明らかな集積を認めた．小脳を入

力関数としたPatlak　plotおよび対小脳比による

解析から，D2受容体への結合能は線条体と比較

し，1例では2倍，他7例では5割から7割程度

であると推測され，プロラクチン産生腫瘍だけで

なく，非機能性腺腫，GH産生腫瘍，　ACTH産

生腫瘍，TSH産生腫瘍においてもドーパミンD2

受容体が存在し，プロモクリプチンによる治療効

果がある程度期待できるグループが存在すること

が示唆された．しかし，プロモクリプチン投与前

後の比較から，腫瘍部集積のすべてが特異的結合

ではない可能性があり，血中代謝産物の移行や血

液プール内放射能，非特異的結合をさらに詳しく

評価する必要があると思われた．
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Summary

Clinical　Application　of　i1C－NMSP　to　the　Patients　with　Pituitary

　　　　　　　　　　　　　　Adenoma　other　than　ProRactinoma

Toshimitsu　MoMosE＊，　Akira　TERAMoTo＊＊，　Junichi　NlsHIKAwA＊，

Yusuke　INouE＊，　Toshiaki　WATANABE＊and　Yasuhito　SAsAKI＊

＊　Depa’・〃ne〃’of　Radiology，＊＊Depart〃ient　of　Neurosurgery，

　　　　　　Facu〃y　of　MediCil〃e，　Univers〃y　of　Tokyo

　　The　existence　of　dopamine　D2　receptors　in　the

pituitary　adenoma　is　an　important　factor　for

bromocriptine　therapy．　In　order　to　evaluate　the

D2　receptors　in　the　pituitary　adenoma，11C－N－

methylspiperone（NMSP）and　positron　emission
tomography　was　performed　in　a　variety　of　pituitary

adenomas　other　than　prolactinoma．　Eight　patients

with　pituitary　adenoma　including　four　non－

functioning　adenomas，　two　growth　hormone（GH）

secreting　adenomas，　one　ACTH　secreting　adenoma

and　one　TSH　secreting　adenoma　and　ten　normal

healthy　vo1皿teers　were　examined．740　MBq　of

l1C－NMSP　was　injected　and　dynamic　scan　was

performed　from　the　time　of　injection　to　80　min

postinjection，　The　time　dependent　regional　radio－

activity　in　the　striatum（st）and　in　the　tumor　tissue

（tm）was　measured　and　the　binding　rate，α，　was

calculated　according　to　the　following　equation：

C・t・tm／C・bl一α×∫二C・bl　dt／C・b1＋1・Th・・ati・

of　total　radioactivity　in　the　striatum　or　tumor

over　total　activity　in　the　cerebellum　was　plotted

versus‘‘normalized　time”，　which　was　obtained　by

dividing　integrated　cerebellar　radioactivity　by

actual　cerebe皿ar　radioactivity　for　each　timepoint．

In　three　patients　with　pituitary　adenoma，　two

scans　were　performed　before　and　three　hours　after

oral　intake　of　2．5　mg　of　bromocriptine．　Theα

values　for　pituitary　adenoma　and　normal　striatum

were　O．031士0．023（0．017－0．088）and　O．042士0．006

（0．034－0．049），respectively．　Bromocriptine　reduced

αvalue　to　various　degree　in　pituitary　adenoma

（13－56％）but　not　in　striatum（－3．7－3．3％）．　Our

data　suggests　that　in　some　of　pituitary　adenoma

other　than　prolactinoma，　dopamine　D2　receptors

existed　but　that　nonspecific　binding　also　con－

tributed　to　the　radioactMty　in　the　tumor　tissue．

And　it　also　supPorts　the　idea　that　in　pituitary

adenoma，　bromocriptine　directly　combines　with

D2　receptor　but　in　striatum，　it　might　affect　recep－

tors　other　than　D2　receptor　itself．

　　Key　words：11C－N－methylspiperone，　Positron

emission　tomography，　Dopamine　D2　receptor，

Pituitary　adenoma，　Bromocriptine．
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