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《原　著》

1311．MIBGによる悪性褐色細胞腫の治療効果

一
長期経過観察の結果一
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　要旨　悪性褐色細胞腫で1311－MIBG治療を受け，初回治療から5年以上経過した4例について治療

効果を評価した．年齢は41歳から69歳までの平均53歳で，男性2例と女性2例である．4例中3例

は4年から8年前に原発腫瘍の摘出術が施行されており，1例は副腎性褐色細胞腫，そして2例は後

腹膜のパラガングリオーマであった．1例は骨病巣の生検からパラガングリオーマと診断され，心膜と

癒着して摘出困難な縦隔腫瘍が原発巣と考えられた．いずれもトレーサ量のi3，1－MIBGで病巣への集積

が見られる症例で，1回3．7GBqの1311－MIBGで治療された．2例は2回の治療が，そして1例は3回

の治療が施行された．4例中1例は3回のBil－MIBG治療で総計150　Gy以上の腫瘍吸収線量となり，

明らかな治療効果が得られ，初回治療から5．1年を経ている．しかし他の3例はほとんど効果を示さ

ず，初回i311－MIBG治療後，2．6年から4．1年で死亡した．　i3il－MIBG治療は悪性褐色細胞腫の症例のう

ち，高度の集積を呈する症例では有用な治療手段となり得ると考えられた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（核医学31：1495－1502，1994）

1．はじめに

　1981年にミシガン大学のSissonらにより，1311－

MIBGが有用な褐色細胞腫の画像診断薬になると

報告1）されて以来，その高い集積性と特異性は悪

性褐色細胞腫の治療薬としての効能にまで期待が

持たれ注目されてきた．

　1311－MIBGによる治療は悪性褐色細胞腫2－7｝のほ
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か，神経芽細胞腫3）や髄様癌3・8），カルチノイド1　，6），

そして非機能性パラガングリオーマ8　”“　12）にまで応

用されているが，治療後3年以上観察して治療効

果を評価した報告は少なく，有効性に関する見解

は未だ定まっていない．

　われわれは1987年5月から1994年6月まで

の7年間に9例の悪性褐色細胞腫を対象に1311－

MIBG治療を試みた．このうち，初回治療後5年

以上経過した4例について1311－MIBG治療の効果

を検討したので報告する．

II．対象と方法

　患者の選択は，臨床的に悪性褐色細胞腫と診

断されていること，ほかに適当な治療法がないこ

と，1311－MIBGが病巣に集積すること，1年以上

の生存が期待できること，入院期間中の自己管理
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Table　l　Symptom　and　hormone　data　of　4　patients　with　malignant　pheochromocytoma

Patient　　Age　　Operation

No．　Sex　　（yrs）　　　date

Primary

tumor

Metastatic

　lesion

Clinical

symptom

Serum　CA Urine　CA

E　　NE E　　NE

1　　M　　47

2　　F　　54

4，1979

5，1985

（一）

3M693コ985
4　　F　　41 3，1981

8，1982

5，1985

5，1987

Paraganglioma

（Retroperitonea1）

Paraganglioma

（Mediastinal）

Pheochromocytoma
（Adrena1）

Paraganglioma

（Retroperitoneal）

Bone

LN
Bone

Liver

LN
Bone
Lung
Bone
Liver

LN

HT
Bone　pain

HT
DM
HT

0．02　　21

0．02　　9．7

15．7　　7860

7．9　2010

0．06　　　　1」　　　　　11．9　　　　197

HT　　　　　　l

Angina

　pectoris

L5　　　　285　　　283

CA；Catecholamine　E；Epinephrine　NE；Norepinephrine

LN；Lymph　Node
Nomal　range；Serum　E＜0．1ng／m’，　NE　O．05－0．4　ng／ml

　　　　　Urine　E　l－23μg／d～，　NE　lO－90μg／dt

HT；Hypertension　DM；Diabetes　Mellitus

が可能なこと，そして本疾患と治療について本人

が充分理解し希望していること等の条件を満たす

症例とし，本学の倫理委員会の許可を得た上で治

療を施行した．

　対象4例の内訳（Table　1）は年齢が41歳から69

歳までの平均53歳で，男性2例と女性2例であ

る．原発巣は副腎の褐色細胞腫が1例と副腎外の

パラガングリオーマが3例で，原発腫瘍は3例が

外科的に摘出されているが，1例は摘出不能と判

断されて残存していた．手術歴のある3例はいず

れも，原発巣の病理組織では悪性の所見は確認さ

れておらず，多発性転移の臨床所見から悪性と診

断された．4例中1例は過去に2回の，そして1

例は4回の手術歴を有し，後腹膜腔の多発性転移

が確認されている．転移部位は骨が4例，肺が1

例，そして肝臓が2例で，4例のうち3例は腹部

リンパ節転移も見られた．

　i3il－MIBGは第一ラジオアイソトープ研究所に

依頼して合成供給された（非放射能2．2GBq／mg以

上）．1311－MIBG治療は原則として，1回に3．7　GBq

を90分かけて緩速静注し，治療開始直前から心

電図および血圧の自動モニターによる管理を行っ

た．なお，前処置として3日前から10日間ル

ゴール液（0．5m〃日）またはヨウ化カリウム（200

mg／日）を経口投与して甲状腺ブロックを行うと

ともに，レセルピン，三環系抗欝剤，カフェイン

などの服用を控えた．

　腫瘍の吸収線量の測定は腫瘍重量を推定できる

最も大きな転移部位で，1311－MIBG治療時に

SPECTで腫瘍の放射能を経時的に測定し，　MIRD

法を用いて算出した．ただし，肺転移巣は周囲組

織の吸収補正の問題が残るため，計測対象からは

ずした．2例は腸骨の転移部位で，そして2例は

腹部のリンパ節転移で測定した．

III．結　　果

　1．対象4例の現病歴と現症（Table　1）

　症例1は47歳の男性で1979年および1985年

に後腹膜腫瘍の手術歴があり，発作性高血圧，起

立性低血圧，便秘症等の強い腹部症状を訴えて来

院した．血清中および尿中のカテコールアミン値

はノルェピネフリンが，21ng／ml，7．860μ9／d／と異

常高値を呈していた．症例2は腸骨の疾痛にて発

症し，骨生検等の精査の結果，縦隔腫瘍を原発巣

とする悪性褐色細胞腫からの骨転移と診断され

た．原発腫瘍は左房へ強く癒着していたため，摘

出不能と判断された．発作性の高血圧や糖尿等の

症状が見られ，カテコールアミン値はノルエピネ
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轟
竃

麟還

　Case　l　　　　　　　　Case　2　　　　　　　　Case3　　　　　　　　　Case　4

（1st　Therapy）　　　　（1st　Therapy）　　　　（2ndTherapy）　　　　　（1st　Therapy｝

　　Fig．1Scintigraphy　with　therapeutic　dose（3．7　GBq）of　1311－MIBG．　Remarkable　accumulation

　　　　　of　1311－MIBG　in　lesions　was　recognized　in　all　cases　without　case　No．　2．

Table　2　Results　of　dosimetry　and　tumor　response

Patient

No．

i3il－MIBG　therapy Dosimetry Follow－up

Date
Dose
（GBq）

　　　TumorSite
　　weight（9）

EHL　　　Absorbed
（day）　　　dose（Gy）

Response Tem（yrs）from

Diag．　　RI　therapy

1

∩

∠
3

4

5，1987

12．1987

11，1988

2，1989

1，1991

6，1989

6，1990

4，1991

3．7

3．7

3．7

3．7

3．7

3．7

3．7

3．7

Ilium　　　39

11ium　　　36

11ium　　　lOO

（一）　　　（一）

LN　　　　35

LN　　　　l7

LN　　　　lg

LN　　　　23

2
3
3
↓
」
6
5
8

2
2
1
（
2
5
3
4

46
26
5．4

（一）

14

68

53

42

Partial

None（died）　　　10．8

None（died）　　　4．3

None
None（died）　　　8．1

Partial

Partial

Partial　　　　　　　12．6

1

0
0
ノ

〔
∠

？
」

4．1

5．1

LN；Lymph　Node　EHL；Effective　Half　Life

ブリンが高値を示し，血清中が9．7ng！ml，尿中が

2．010μg／dlであった．症例3は4年前に左副腎の

巨大な褐色細胞腫が摘出されている69歳の男性

である．高血圧のほかには自覚症状は比較的少な

かったが，術後もカテコールアミン値は徐々に上

昇したため，13tl－MIBGによるシンチグラフィを

施行したところ，術前のシンチグラムでは見られ

なかった大小不同の高集積像が肝や肺，骨等に多

数見られ，X線CTにて多発性転移と診断された．

　症例4は29歳時に高血圧発作等の症状を自覚

して以来，過去に4回の手術歴を有する41歳の女

性である．毎日早朝に頻発する狭心症および高血

圧発作があり，化学療法も施行されたが確実な効

果は得られなかった．エピネフリン，ノルエピネ

フリンともに高値で上昇傾向を示していた．1311－

MIBG治療前のエピネフリン値は血清中で1ng／
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　　　June　1989　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　June1992

（be　fore　l　st　13t1－MIBG　Therapy）　　　　　　　　　　（1　year　after　3rd　Therapy）

　　　Fig．2Change　of　tumor　on　chest　X－ray旬ms　in　case　No．4．

　　　　　　XP　on　June　l992　showed　clearly　decrease　in　size　of　pulmonary　metastasis（arrows）

　　　　　　compared　with旬m　on　June　1989．

ml，尿中で285μg／dlであり，ノルエピネフリン

は血中でL5　ng／ml，尿中で283μg／dlであった．

　2．1311・MIBG治療時の吸収線量と治療後の経

　　過

　Fig．1は症例1－4のi3il－MIBG治療時のシンチ

グラムである．褐色細胞腫の原発巣あるいは転移

巣への集積程度は症例2では低かったが，他の3

例では高度であった．特に症例4では肺の転移の

ほか，腹部に多数のリンパ節転移と思われる集積

像も描出された．

　1311－MIBG治療時に測定した腫瘍吸収線量の結

果と治療後の経過をTable　2に示した．

　症例1の腸骨腫瘍の重量は治療1回目が39g，

半年後に行われた2回目治療時が36gと推定さ

れ，腫瘍からの有効半減期はおのおの2．2日と

2．3日となり，吸収線量は1回目が46Gyそして

2回目は26Gyとなった．初回治療後1週間前後

は，局所の疾痛および右下肢への放散痛が一時的

に増悪したが，その後は治療前に比し明らかな症

状の改善を見た．本人の強い希望により第2回目

の治療が施行されたが，自覚的にも諸検査所見か

らも明らかな治療効果は得られなかった．α一メチ

ルチロシンによる治療も加えられたが腸閉塞の症

状を繰り返し，初回i3il－MIBG治療後2．6年で死

亡した．

　症例2では腸骨腫瘍で線量が測定され，推定重

量は100g，有効半減期は1．3日となった．吸収

線量は5．4Gyにしか達せず，治療後のカテコー

ルアミン値にも全く改善がみられなかった．化学

療法，α一メチルチロシンなどによる治療も加えら

れたが著効は得られず，1311－MIBG治療から3．9

年後に全身状態が悪化して死亡した．

　症例3では多発する肝転移はいずれも中心壊死

を伴っており，初回治療では重量推定が困難なた

め，線量の測定は行われなかった．i3il－MIBG治

療にもかかわらず，転移腫瘍は増大傾向を示した

ため，2年後に2回目の治療が施行された．2回

目は後腹膜リンパ節転移で測定され，推定重量
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35g，有効半減期2．1日となり吸収線量は14Gy

となった．2回目の治療後も明らかなカテコール

アミン値の低下は見られず，高血圧発作のほか消

化管出血の症状を繰り返し，初回Bll－MIBG治療

から4．1年後に死亡した．

　症例4は3回の1311－MIBG治療が施行され，後

腹膜リンパ節転移で測定した腫瘍吸収線量は1回

目が重量17　g，有効半減期5．6日で68Gyとなっ

た．1年後の2回目治療時には推定重量19g，有

効半減期3．5日で53Gyの吸収線量となった．さ

らに1年後の3回目治療では，腫瘍重量は23g

に増大していたが，4．8日の有効半減期で吸収線

量は42Gyとなり，3回の治療で総計163　Gyの

吸収線量が得られた．1311－MIBG治療ごとに狭心

症および高血圧発作等の自覚症状も改善傾向を示

し，治療後3－6か月間は維持したが，腫瘍の縮小

効果および明らかな分泌ホルモンの減少は，第3

回目の治療の時点までは見られなかった．しかし

第3回目の治療後は効果の持続期間が長く，2年

経過（初回治療から5年）した今日でも苦痛のな

い快適な生活を過ごしている．3回目治療の1年

後のカテコールアミン値は尿中エピネフリンが

85．5μg／dlと治療前の1／3の値に低下し，ノルエ

ピネフリンは209μ9！dlと軽度低下した．　Fig．2は

初回i3il－MIBG治療直前（A）と，3回目治療後1年

（B）の胸部単純x線写真である．右肺門部腫瘍は

初回治療前の1／2以下の大きさに著明に縮小して

いる．

　以上4例に8回の1311－MIBG治療が施行された

が，初回治療では46Gyと68　Gyの吸収線量を得

た2例のみに一時的ではあるが，症状の緩解が見

られた．そして続く治療でも効果の得られたの

は，2回目53Gy，3回目42　Gyの線量となった1

例のみで，2回目が26Gy以下であった2例では

治療による反応は認められなかった．

　3．1311・MIBG治療後の副作用

　対象4例に3．7GBqによる1311－MIBG治療が合

計8回（2回治療2例，3回治療1例）行われた

が，治療後の明らかな副作用を示唆する所見は見

られなかった．しかし著効を得ている1例（症例

4）では毎回治療後，約1か月間は狭心症様の胸痛

発作が増加し非常に体力を消耗すると訴えた．そ

して41歳の本症例では2回目の治療後，閉経と

なった．

IV．考　　察

　i3il－MIBGによる治療は悪性褐色細胞腫2’－7）のほ

か，神経芽細胞腫3）や甲状腺髄様癌3・4・8），そして

非機能性パラガングリオーマ8、12）でも試みられて

いるが，本治療に伴う副作用の報告は少ない．岡

沢らは，1311－MIBG治療の翌日より全身状態が悪

化し，1週間後に起立性低血圧で意識が消失し，

約1か月間IVH管理を要した1例を報告5）して

いる．その後，結節状の肺転移は消失し著効を得

たと言う．1311－MIBG治療に伴う血中カテコール

アミンの増加により，症状が増悪したものと推定

されている．高血圧発作は褐色細胞腫の最も高い

死因の一つであり，腫瘍細胞の破壊を目標とする

i3il－MIBG治療では，急激なカテコールアミンの

分泌に伴う症状の増悪に，常に留意しておく必要

がある．骨髄抑制はi3il－MIBG治療を頻回に行う

上で限界因子となり600－900・mCi（22．2－33．3　GBq）

の積算線量で生じると言われる2）．特に小児で骨

転移の破壊が目的となる神経芽細胞腫の治療の際

は，骨髄抑制に注意を要すると思われる3）．体内

被曝線量は1mCi（37　MBq）当たり，全身で0．2－

0．25rad（0．002－0．0025　Gy），肝臓，脾臓，卵巣で

おのおのO．4，1．6，1rad（0．004，0．016，　O．Ol　Gy）と計

算されている14）．今回対象となったうちの41歳

女性では2回目の治療後，閉経となった．骨盤内

にも多数のリンパ節転移が存在しており，1311－

MIBG治療に伴う卵巣被曝が誘因となった可能性

が高い．

　治療効果については多くの報告が一時的症状の

改善に留まり，見られても50％程度の腫瘍縮小

率としている．この中で長期観察例として

Baulieuら11）は，3年前に骨転移で発症した進行

性の非機能性パラガングリオーマの1例に3回で

合計9．6GBqの1311－MIBGを9か月の期間に投与

し，16個の骨転移が2個に減少して著効を得てい
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る．さらに3年後に原発腫瘍が再発し，肝および

骨転移も出現したため，合計22GBqのi3il－MIBG

を9か月の期間に再度投与し治療したところ，骨

転移の数が減少して3年の経過を経たと報告して

いる．腫瘍線量との関係に言及したSissonらの

報告2）では，5例の悪性褐色細胞腫に3－10か月間

隔で97－197　mCi（359－7．29　GBq）の1311－MIBGを

投与して治療し，2例に治療効果を得ている．こ

れら2例は，3－5か月間隔で合計373mCi（13．8

GBq）および484　mCi（17．9　GBq）が投与され，

15，680rad（156．8　Gy）および19，790　rad（197．9　Gy）

の総線量となっている．血清ノルエピネフリンは

おのおの治療前の60％および37％に減少し，腫

瘍の大きさは初期の28％および30％に縮小して

いる．そこで治療効果を得るには150　Gy以上の

吸収線量が必要であると結論づけている．またこ

れら2例の共通点は転移部位が軟部組織で，他の

骨転移の3例に比し発育速度の速い進行性であっ

たという．

　当施設の5年以上経過した悪性褐色細胞腫の4

例の経験でも，明らかな症状の改善と腫瘍の縮

小，そしてカテコールアミン値の低下という治療

効果を得たのは4例中1例に過ぎなかった．腹部

リンパ節転移で測定したこの1例の腫瘍の吸収線

量は1回目が68Gy，2回目53　Gy，そして3回目

が42Gyと計算され，これらを合計すると150　Gy

を超える総線量となった．そして本例でもSisson

らの著効を得たうちの1例と同様に臨床的反応は

遅れて出現し，3回の治療後に始めて腫瘍の縮小

とカテコールアミン値の低下が確認された．

Sissonらの対象と同様に本例は比較的発育速度の

速い進行性と考えられたが，効果の得られなかっ

た3例との間に特に発育速度に差があるとは言え

なかった．褐色細胞腫の細胞分化度と吸収線量，

放射線感受性，そして治療効果等との関係を結論

づけるには，さらに多くの長期観察例のデータを

基に分析する必要がある．

　BII－MIBGの1回投与量に関しては，200　mCi

（7．4GBq）まで受け入れられており，甲状腺癌の

1311治療の資料からも，初回治療ほど腫瘍への吸

収線量が高く，投与量を多くした方が効果的と推

定されている．今回対象となった褐色細胞腫の4

例は，体重が41から52kgまでの平均45　kgと欧

米人に比し明らかに軽量で，また副作用に関する

情報も少なかったため，慎重に1回100mCi（3．7

GBq）の投与量とした．　i311－MIBG治療で効果の得

られなかった3例のうち，初回治療で46Gyと

比較的高い吸収線量の得られた1例（症例1）で

は，150mCi（55　GBq）を投与していればさらに

高い線量を得た可能性もあるが，2回目治療では

26Gyに落ちており，150Gyの総線量に達するの

は難題と思われた．1311－MIBGの治療間隔は多く

の報告が3－6か月間隔で繰り返している．われわ

れは臨床症状と腫瘍の発育速度，そして転移病巣

の占拠部位と骨髄被曝，さらに経済的負担等を考

慮に入れて，可能な限り間隔をあけて治療を行っ

た．著効を得ている1例は1年間隔で3回治療

を行ったが，腫瘍の縮小効果を確認できたのは3

回目の治療が終了してからであった．3－6か月間

隔で治療を行っていれば，もう少し早く効果を得

ていた可能性はある．i311－MIBGの投与量と治療

間隔は，多様性に富む内分泌腺腫瘍の個々の性質

を見極めながら症例を重ね，白血病他の二次性悪

性腫瘍の発生等を含めた長期の経過観察から確立

されていくと考えられた．

　われわれの治療効果の得られている症例の特徴

をまとめると，1）多発する転移巣へのB．　II－MIBG

の集積程度は非常に高く，小さなリンパ節転移ま

でもトレーサ量のi3il－MIBGで描出されている．

2）個々の腫瘍は比較的小さい．3）腫瘍における

1311－MIBGの有効半減期は3．5日以上と比較的長

い．4）個々の腫瘍に明らかな壊死の所見が見ら

れず，1311－MIBGは腫瘍内で比較的均一に分布し

ていると推定される．などの点でアイソトープ治

療に適した条件を備えていたと考えられた．

V．おわりに

　ほかに有効な治療法のない悪性褐色細胞腫の症

例のうち，1311－MIBG集積の見られる症例を対象

に3．7GBqの1311－MIBGによる治療を行い，初回
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治療より5年以上経過した4例について治療効果

を評価した．2回1311－MIBG治療が行われた2

例，および1回治療の1例の計3例は明らかな

腫瘍縮小効果やカテコールアミン値の減少を示さ

ず，初回1311－MIBG治療後おのおの2．6年，4．1

年，3．9年に死亡した．3回の治療が施行された1

例は合計150Gy以上の腫瘍吸収線量が得られ，

治療ごとに症状の改善期間が長くなり，3回目治

療後には明らかなカテコールアミン値の低下およ

び腫瘍縮小効果も見られ，著効を得ている．発生

頻度は褐色細胞腫の一割を占めるに過ぎないと言

われる悪性褐色細胞腫のうち，i3il－MIBG治療の

適応となる症例はさらに限られていると推定され

た．しかし確実な効果をもたらす症例も存在する

という今回の結果から，1311－MIBG治療は症例を

選び，積極的に取り入れられるべき治療手段であ

ることが示唆された．
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Summary

Therapeutic　Effectiveness　of　’3il・MIBG　on　Malignant　Pheochromocytoma

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－Results　of　Long　Follow・up一

　　Kiyoko　KusAKABE＊，　Kazuko　KANAYA＊，　Shinichi　KANAYA＊，　Eriko　YAzAKi＊，

Keiko　NAKANo＊，　Nobuhiko　MATsuMoTo＊，　Hideki　KoBAyAsHi＊，　Masako　MAKI＊，

　　　　　　　　　　　　Yukio　ITou＊＊，　Takao　OBARA＊＊，　Kaonl　NoMuRA＊＊＊，

　　　　　　　　　　　　　　　Hiroshi　DEMuRA＊＊＊and　Toshio　OGucHI＊＊＊＊

＊Depar’〃tent　of　Radio’08y，＊＊Depart〃zent　of　En∂ocrine　Surgety，＊＊＊Depa〃〃len’・f　Endθcrine　lnternal〃edicine，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tok］yo　Wo〃leパ∫〃ed輌cα’Co〃ege

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊＊＊Depart〃le〃々flnterna’〃e∂icine，　Shins加U加ver、吻

　　The　therapeutic　response　of　1311－MIBG　was

evaluated　in　4　patients　with　malignant　pheochromo－

cytoma　who　had　been　treated　with　1311－MIBG　and

followed－up　over　5　years．　The　patients　were　2　men

and　2　women　with　ages　ranging　from　41　to　69　years

old（mean　53　years）．　The　primary　tumors　in　30f　4

patients　had　been　resected　four　to　eight　years　before

i3－　il－MIBG　treatment．　One　patient　was　diagnosed　as

adrenal　pheochromocytoma，　and　two　were　retro－

peritoneal　paraganglioma．　And　in　one　patient，　the

resection　of　primary　mediastinal　tumor　was　not

performed　due　to　the　adhesion　to　pericardium　but　the

diagnosis　ofparaganglioma　was　obtained　by　biopsy　of

bone　lesion．　All　patients　showed　the　clear　accumula－

tion　of　i311－MIBG　in　tumor　on　scintigraphy．

　　The　number　ofdoses　of　i3il－MIBG　ranged　from　one

to　three　times　with　3．7　GBq　per　administration　and　a

cumulative　activity　from　3．7　to　11．1GBq　．　Treatement

effect　was　obvious　in　one　patient　with　lung，　bone，　and

lymphnode　metastases　whose　cumulated　absorbed
dose　with　l　1．lGBq　of　i3il－MIBG　exceeded　over　l50

Gy．　At　the　present　time，　the　duration　of　survival　since

the　beginning　of　initial　l3il・・MIBG　therapy　is　over　5

yrs．　The　other　three　patients，　however，　showed　little

effects，　and　died　with　the　disease　in　2．6　to　4」years

after　the　initial　1311－MIBG　therapy．

　　i3il－MIBG　w川become　a　promising　agent　for

therapy　in　patients　with　malignant　pheochromocytoma

with　high　degree　of　accumulation．

　　Key　words：　1311－MIBG　therapy，　Malignant

pheochromocytoma，　Radioisotope　therapy，　Radiation

absorbed　dose．
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