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《技術報告》

1231－MIBGシンチグラフイによるneural　crest　tumorの検出
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　要旨　1993年1月から1994年1月までの1年間に22症例において施行した1231－MIBGシンチグラ

フィまたはt3’1－MIBGシンチグラフィの有用性につき検討した．褐色細胞腫の2例においては同時期

に施行した1231－MIBGとi3tl－MIBGシンチグラムを比較した．副腎褐色細胞腫の1例ではi3il－MIBGシ

ンチグラフィでは全く腫瘍が検出されずi231－MIBGシンチグラフィで明白に描出された．他の多発性転

移の1例ではL231－MIBGシンチグラムはi3，1－MIBGシンチグラムに比べてより多数の病巣が明瞭に描出

され病巣の広がりがより明らかであった．またi231－MIBGシンチグラフィにより褐色細胞腫1例，神

経芽細胞腫3例と甲状腺髄様癌1例のすべてが検出された．neural・crest・tumorおよび副腎疾患以外の7

症例におけるt231－MIBG分布像では正常副腎が高率（86％）に描出された．1231－MIBGシンチグラムが1311－

MIBGに比べて画質が良い主な理由は前者が後者に比べて比放射能が高く，かつ投与量が多い上にシン

チグラフィに適したエネルギーをもつためであると考えられた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（核医学31：1357－1364，1994）

1．緒　　言

　1980年，Wielandら1｝により開発された1311－

metaiodobenzylguanidine（MIBG）および1231－MIBG

は交感神経遮断性降圧剤であるグアネジンの誘導

体であり，ノルエピネフリン（NE）のアナログで

ある．MIBGはNEと同様に交感神経系組織に摂

取される．13｜1－MIBGは褐色細胞腫2、7）や神経芽細

胞腫5・7・8［およびそれ以外のneuroendocrine　tumor9｝

に特異的に摂取され陽性描画されるため臨床的有

用性が高く評価されている．一方，1231－MIBGi°・m
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が心筋の交感神経分布の描出に心筋イメージング

剤として用いられるようになった．著者らは悪性

褐色細胞腫の1311－MIBGシンチグラフイによる長

期経過観察中の症例12）においてi231－MIBGによる

全身スキャンを施行する機会を得，両スキャンで

病巣の描出に著明な差を認めた．また，副腎褐色

細胞腫の一例で1311－MIBGシンチグラフイで描出

されず，1231－MIBGシンチグラフィで描出された

一例を経験した．両放射性医薬品によるイメージ

ングの比較を行い若干の知見を得たので報告す
る．

II．対象と方法

　1）対象患者

　1993年1月から1994年1月までの1年間に
L231－MIBGシンチグラフイ単独施行18例（褐色細

胞腫1例，神経芽細胞腫3例，甲状腺髄様癌術後

Presented by Medical*Online



1358 核医学　31巻11号（1994）

再発1例，褐色細胞腫術後4例，無機能性副腎腫

瘍2例および高血圧症など他疾患7例），1311－

MIBGシンチグラフィ単独施行2例（無機能性副

腎腫瘍1例，腹腔内リンパ腺炎1例）および両シ

ンチグラフィ同時期施行の褐色細胞腫2例の合計

22例を対象とした．

　2）MIBGシンチグラフィ

　（1）1231－MIBGシンチグラフィ：成人に対して

は1231－MIBG（ミオMIBG－1123注射液，第一RI

研究所）222MBq（比放射能1．11～3．7　GBq／mg），小

児に対しては150MBqを静脈投与24時間後に低

エネルギー平行多孔型コリメータを装着したガン

マカメラ（Starcam　500A；クリスタル厚1／2イン

チ，GE）により全身像（前面および後面）を撮像

した．また適宜スポット撮像を加えた．撮像条件

はエネルギーピーク159keV，ウインドウ幅20％，

スピードは4分／m，スポット像は5分間撮像し
た．

　（2）　i3il－MIBGシンチグラフィ：i3il－MIBG（フェ

オMIBG－1131注射液，第一RI研究所）20　MBq

（比放射能0．111～0．185GBq／mg）を静脈投与48時

間後に高エネルギー平行多孔型コリメータを装着

した同じガンマカメラ（Starcam　500A，　GE）によ

りi231－MIBGと同様全身およびスポット撮像を施

行した．

　1311はエネルギーピーク364keV，ウインドウ

幅20％の条件にて5分／mのスキャンスピードで

撮像した．スポット像は10分間撮像した．

　MIBGシンチグラフィの際には原則として投与

前日から投与後3日目まで甲状腺ブロックの目的

でKI　40　mg／日を投与した．また，腸管内のRI除

去のため撮像前日に下剤（マグコロール）を投与し

た．全例MIBGシンチグラフィに影響しうるレセ

ルピンや三環系抗うつ剤の投与は受けていない．

　3）検討方法

　褐色細胞腫の2例において同時期に施行した

1231－MIBGと1311－MIBGシンチグラムの画像を比

較した．neural　crest　tumorを疑いMIBGシンチグ

ラフィを施行したが最終的には否定された症例

（副腎疾患を除く）7例で1231－MIBGの分布像につ

き検討した．これらの症例ではCT，超音波検査

および血液生化学検査で副腎に異常を認めなかっ

た．さらに両シンチグラフィにおける投与量，比

放射能，撮像条件および被曝線量の比較やコスト

についても両者の長短所につき考察を加えた．

III．結　　果

　Table　1にi231－MIBGおよびi3，1－MIBGシンチグ

ラフィによる腫瘍検出率を示す．1231－MIBGシン

チグラフィでは褐色細胞腫3例，神経芽細胞腫3

例および甲状腺髄様癌1例の合計7例は全例明瞭

に検出された．褐色細胞腫の術後で再発の認めら

れない4例および無機能性副腎腫瘍2例を含む13

例は陰性であった．i3　il・・MIBGシンチグラフィで

は褐色細胞腫2例中1例は検出されなかった．無

機能性副腎腫瘍1例と腹腔内リンパ腺炎の1例は

陰性であった．

Table　l　Detection　rate　of　neural　crest　tumors　by　t3il－MIBG　and　’231－MIBG　scintigraphy

No．　of

Patients

　13｜1．MIBG
Detection　Rate（％）

　，231－MIBG
Detection　Rate（％）

Pheochromocytoma
Neuroblastoma

Recuπence　of

　medullary　thyroid　cancer

Post　adrenalectomy　for

　pheochromocytoma
Non　functioning　adrenal　tumor

Other　diseases

？
」
3
1
4

3
8

1／2（50）

0／1（0）

0／1（0）

3／3（100）

3／3（100）

1／1（100）

0！4（0）

0／2（0）

0！7（0）

Total 22 4 20
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1231－MIBGシンチグラフィによるneural　crest　tumorの検出 1359

　症例提示

　以下に代表的な症例を呈示する．

　症例1：51歳，女性．

　13年前に褐色細胞腫にて左副腎全摘術を受け

た．1991年2月左腎門部に再発を認め摘出術を

施行した．摘出標本の組織検査では初回手術時と

同じ組織像を示す褐色細胞腫であった．摘出術前

後で施行した1311－MIBGシンチグラフィでの比較

では腎門部の異常集積は消失したものの新たに多

発性の転移巣が描出された興味ある知見が得られ

すでに報告12）した．以後は全く無症状であり，

t3il－MIBG治療を勧めるも同意が得られず経過観

察中であった．1993年6月に施行した1231－MIBG

シンチグラフイは前回の1311－MIBGシンチグラ

フィに比べて広い範囲に多数の転移巣を認め増悪

したものと考えられたが，特に治療を行わず1993

年11月に施行した1311－MIBGシンチグラフィで

は第2回手術直後と変わらない所見であった．そ

こで病気の進行を明らかにするため1994年2月

i231－MIBGシンチグラフイ施行3日後にi3il－MIBG

シンチグラフィを行い両画像を比較した．Fig．1

に示すごとくi231－MIBGシンチグラムでは1311－

MIBGシンチグラムに比べて明らかに多数の転移

病巣が明瞭に描出されている．なおMIBGシンチ
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Fig．1Comparison　of　whole　bOdy　images　with　’3’1－MIBG　and　i　231－MIBG　in　Patient　1　who　had

　　　multiple　metastases　of　pheochromocytoma．1231－MIBG　images　demonstrate　the

　　　metastatic　lesions　much　more　clearly　than　’3il－MIBG　images．
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グラフィ施行時血圧150／90mmHg，脈拍60／分，血

中エピネフリン（E）0．04ng！ml（正常；＜0．10），　NE

O．86ng！m1（正常；0．05－0．40）と若干NEが高い．

　症例2：42歳，男性．

　胸背部痛を主訴として某院受診．腹部超音波検

査で右副腎部に3×2cmの腫瘍が認められ，

MIBGシンチグラフィを依頼された．血中Eは正

常，NE　O．83　ng／m～と軽度高値である．1311－MIBG

シンチグラムではFig．2（上）に示すごとく褐色細

胞腫は全く描出されず，1週間後に施行した1231－

MIBGシンチグラフィではFig．2（下）に示すよう

に右副腎部腫瘍への明らかな集積を認めた．右副

腎部腫瘍摘出術を施行．組織診断は褐色細胞腫で

あった．

　症例3：7か月，男児．

　1993年4月神経芽細胞腫のマススクリーニン

グ検査で尿中VMA　269μg／mg　Cr，　HVA　308　ptg／mg

Crと異常高値が認められた．左側腹部に腫瘤を
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Fig．2Comparison　of　anterior　and　posterior　abdominal　images　with　t　3’1－MIBG　and　i　231－MIBG

　　　in　Patient　2　who　had　an　intraadrenal　pheochromocytoma．　i231－MIBG　images　visualize

　　　the　lesion，　while　’3il－MIBG　images　fail　to　demonstrate　it．
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Fig．3Anterior　and　posterior　i231－MIBG　images　in　Patient　3　with　neuroblastoma．1231－MIBG

　　　　　images　demonstrate　abnormal　accumulation　in　the　left　abdominal　tumor．
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Fig．4Anterior　chest　and　posterior　abdominal　’231－MIBG　images　in　Patient　4　with　metastatic

　　　　　medullaly也yroid　carcinoma．　Anterior　chest　i231－MIBG　image　shows　abnormal　focal

　　　　　activity　in　the　mediastinum．
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触知，腹部超音波検査で同部に腫瘍を認めた．

CTでは石灰化を伴う7×6×5cmの腫瘍であっ

た．1231－MIBGシンチグラムではFig．3に示すご

とく左腹部に強い異常集積を認めた．正中を越え

ておりstage　III神経芽細胞腫と診断され5月10

日腫瘍摘出術が施行された．組織検査では未分化

の神経芽細胞腫であった．術後化学療法が行われ

ている．

　症例4：32歳，女性．

　1992年4月6日，甲状腺髄様癌のため甲状腺

全摘と頸部リンパ節郭清術および上縦隔に50Gy

の外部照射を受けた．その後の経過観察で血中

CEA　61　ng／ml（正常；＜2．5），カルチトニン1，880

ng／m／（正常；15－86）と高値，　MRIにて縦隔へのリ

ンパ節転移が疑われ，i231－MIBGシンチグラフィが

施行された．Fig．4に示すように前縦隔に異常集

積を認めた．後面像では両側副腎が描出されてい

る．副腎についてはすでにCT，超音波検査，血

液生化学検査が施行され異常は認められなかっ

た．1993年1月20日再手術により母指頭大のリ

ンパ節郭清術が施行され，組織像は甲状腺髄様癌

であった．術後CEA　lO．1ng／ml，カルチトニンは

208pg／mlと低下した．

　Neural　crest　tumorの疑いで｜231－MIBGシンチグ

ラフィを施行したが否定された高血圧症4例と他

疾患（低アミノ酸血症1例，肝硬変1例，大腸癌

1例）3例の計7例におけるi231－MIBGシンチグラ

フィでは7例中5例で両側の副腎が描出されたが

2例では片側のみ描出され，副腎の描出率は86％

（12／14）であった．唾液腺，心臓，肝臓，膀胱は

全例で明瞭に描出された．甲状腺は4例で淡く描

出された．一方1311－MIBGシンチグラフィを施行

した2例中腹腔リンパ腺炎の1例では副腎が描出

されず，他の無機能性副腎腫瘍の1例でも健常副

腎は描出されなかった．ただし2例とも心臓，肝

臓，膀胱は描出され，甲状腺は描出されなかっ
た．

IV．考　　案

MIBGシンチグラフィは特異性に乏しい2°iTl

や67Gaによる腫瘍シンチグラフィとは異なり

neural　crest　originの腫瘍にきわめて特異的に摂取

され，病巣を描出し，sensitivityやspecificityもき

わめて高い．またカテコールアミン，VMA、

HVA，　NSE，カルチトニンなどの生化学データと合

わせて腫瘍の機能を含めた質的診断ができる優れ

た検査法である．

　局在診断の点でも全身像が得られ，異所性，多

発性転移病巣の検出ができる上にi3il－MIBG内部

照射t3、15）治療も可能である．

　現在本邦ではi231－MIBGは心臓の交感神経機能

のイメージングに，1311－MIBGは主として腫瘍に

用いられている．著者らは褐色細胞腫の2例で

i231－MIBGと1311．MIBGシンチグラフィを同時期

に施行し比較検討した．症例1では｜311－MIBGイ

メージに比べてi231－MIBGでより多くの病巣がよ

り明瞭に描出された．症例2では3×2cmの褐色

細胞腫が1311－MIBGシンチグラフィでは検出され

ず，1231－MIBGシンチグラフィでは明瞭に描出さ

れた．正常分布像についてはneural・crest・tumorで

はMIBGの分布像は変化するためneural　crest

tumorや副腎腫瘍以外の7例で検討した．1231－

MIBGのイメージはいずれもバックグラウンドの

低いきれいな正常分布画像が得られ，正常副腎が

高率に描出された．ただ甲状腺が4例で描出され

ブロックの不完全によるものと推察された．1231

による被曝は1311に比べて少ないもののKIの投

与量を増量し確実に服用させるよう注意する必要

があると思われる．一方i3・　il－MIBG正常分布像は

2例のみの検討であるが副腎は描出されず画像も

不鮮明であった．i231．．MIBGのイメージがBII－

MIBGより優れている主な理由としては，1）｜231－

MIBGの比放射能がi3il－MIBGより10～20倍高

い，2）投与放射能量が11倍多い，3）1231が画像に

適したγ線エネルギーであることが考えられる．

従来の報告16・17）でもi231－MIBGの方が優れている

と報告されている．1231－MIBGの投与量について

は半減期が短く，投与24時間後に撮像したため

十分な量として成人に対しては222MBqを使用

したが，半量の111MBqでも可能ではないかと
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思われるがさらに検討が必要である．1231－MIBG

のもう一一つの利点はβ線を放出せず患者への被曝

が少ないことである，ICRpiSlによるi3LI．．MIBGと

i231－・MIBGの人体の各臓器への被曝線量の比較で

はi231－MIBGはi3’1－MIBGと同等の被曝になるま

でには10～20倍量多く投与が可能である．した

がってShapiroら17）も述べているようにL231－・MIBG

投与後早期ではi3il－MIBGに比べて高いphoton

fluxが得られるためSPECTも可能であり検出率

も上がる．しかしながら1311－MIBGによる内部照

射のための治療計画に際しては，i231－MIBGによ

る線量計測は不適当であり，やはりi3tl－MIBGで

行う必要があると思われる．またi231－MIBGは

L3｜1－MIBGより高価であり，1231－MIBGの適切な投

与量についてはさらに検討が必要と思われる．

V．結　　論

　褐色細胞腫の2例でi231－MIBGと13’1－MIBGシ

ンチグラフィを比較した．BII．MIBGシンチグラ

フィでは描出されなかった副腎褐色細胞腫は1231．

MIBGシンチグラフィにより描出され，他の悪性

褐色細胞腫の転移の1例でもBII－MIBGに比べて

t231－MIBGシンチグラフィでより多くの病巣が明

瞭に描出された．またi231－MIBGシンチグラフィ

を施行した他のneural　crest　tumor・5例（褐色細胞

腫1例，神経芽細胞腫3例，甲状腺髄様癌1例）

はすべて検出された．他疾患7例における1231－・

MIBGシンチグラフィでは2例で施行された1311－

MIBGシンチグラフィに比べて良い画質が得られ

高率に正常副腎が描出された．

　以上から｜231－MIBGシンチグラフィはneural

crest　tumor自体の検出にはt311－MIBGシンチグラ

フィより優れると考えられた．
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Summary

Detection　of　Neural　Crest　Tumors　by　i231－MIBG　Scintigraphy

Katsuji　IKEKuBo＊，　Megumu　HINo＊，　Hiroyuki　OoTsuKA＊，　Hidetomi　ITo＊，

Haruji　YAMAGucHI＊，　Yoshiyuki　DAN＊，　Yuriko・MAsui＊，　Sanae　BITo＊，

Keiko　OHTA＊，　Yasuhiko　SAIKI＊，　Takashi　IsHIHARA＊＊，　Naoki　HATToRI＊＊，

　　　　　　　　K皿isaburo　MoRIDERA＊＊and　Hiroyuki　KuRAHAcHI＊＊

＊Depa〃〃1θηκゾ／Vuc／ear〃edic’ne，＊＊Depar’〃tent　6ゾ1η∫θη2α～〃edic仇e，κobθCity　Genera／〃o∫ρ輌’α1

　　From　January　1993　to　January　1994，　scintigraphy

with　1231－MIBG　and／or　1311－MIBG　were　performed　in

22patients　and　their　scintigraphic　usefulness　was

evaluated．　Iodine－123　MIBG　and　1311－MIBG　scinti－

grams　were　obtained　24　hours　after　injection　of　222

MBq　of　l231－MIBG　and　48　hours　after　injection　of　20

MBq　of　1311－MIBG，　respectively．　In　two　patients　with

pheochromocytoma，　the　1231－MIBG　and　l311－MIBG

scans　were　performed　and　both　images　were
compared．　In　a　patient　with　single　intraadrenal　pheo－

chromocytoma，　the　lesion　not　detected　with　l311－

MIBG　was　clearly　visualized　with　l231－MIBG．　In　the

other　patient　with　multiple　metastatic　pheochromo－

cytoma，　much　more　lesions　were　distinctly　demon－

strated　on　the　i231－MIBG　images　than　on　the　’3’1－MIBG

images．　All　of　the　lesions　were　detected　with　1231・・

MIBG　in　a　patient　with　pheochromocytoma，3patients

with　neuroblastoma　and　a　patient　with　medullary

thyroid　cancer．　Most　of　the　normal　adrenal　glands

（86％）were　visualized　on　the　l231－MIBG　scintigrams，

in　7　patients　without　neural　crest　tumor　and　adrenal

diseases，　while　t311－MIBG　scintigraphy　failed　to

visualize　normal　adrenal　glands　in　2　hypertensive

patlents・

　The　main　reason　for　the　superiority　of　’231－MIBG　to

i3il－MIBG　is　considered　to　be　as　follows：

　　1）higher　specific　activity　of　’23－　1－MIBG．2）the　larger

amount　of　i231－MIBG　used．3）gamma　ray　energy　of

i231　is　idea1　for　gamma　camera．

　　In　conclusion，1231－MIBG　appears　to　be　a　more

suitable　imaging　agent　than　i3il－MIBG　in　depicting

neural　crest　tumors．

　　Key　words：　1231－MIBG，　i・3il－MIBG，　Pheochromo－

cytoma，　Neuroblastoma，　Neural　crest　tumor．
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