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《研究速報》

13NH3，11COを用いた頭部ポジトロンCT
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1．はじめに

　今回われわれは，われわれの研究所で開発した

頭部用ポジトロンCT装置（Positologica）1）を使

用し，13N一アンモニア注射液，11C－一酸化炭素ガ

スの2種類の薬剤を投与して，頭部のポジトロン

CTイメージングを行なった．得られたポジトロ

ンCTイメージと，　X線CTイメージを比較検討

したところ，臨床上，重要な情報が得られること

が明らかとなったので報告する．

II．方　　法

　1．放射性医薬品

　放医研サイクロトロンを用いて13N，11Cを製

造した．13Nは蒸留水に陽子を照射して160（P，

α）13Nの核反応によって生成される．この時生

成された13Nを還元によって13NH3とし，生理

的食塩水のはいったバイアルに捕集する．これを

pH　5．6～8．0に調整して使用した．

　11CはN2ガスに陽子を照射して，14N（P，α）

11Cの核反応によって生成される．これを還元し
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てllCOガスとした．使用するllCOガスはN2

ガス中に含まれる．これに含まれるCO濃度は

20ppm以下である．

　2．撮影法
　断層位置はorbital　meatus　line（OM　line）に平

行とし，スライス厚は2cmとした．

　被検者はPositologicaのガントリーの外に取り

付けられた投光器で位置決めを行なった後，ガン

トリー内に送り込まれる．まず，吸収補正を行な

うために，Positologicaに組み込まれている68Ge－

68Gaの線源を用いて，透過データを収集する．そ

の後，15～30mCiの13NH3を静注し，投与直後

からデータ収集を行なっている．撮影時間は，1

スライス当たり5～10分程度で，総カウントは

106～5×106程度である．13NH3の1回の投与で

3～4枚のイメージを得ている．正常ボランティ

アに13NH3を肘静脈に注入した場合のOMIine上

方5cmの断面の時間一放射能曲線では，15秒ま

では急激に上昇するが，以後は傾きがゆるやかと

なり，2分後付近ではほぼプラトーとなってしま

う．このことより，投与3分後より，イメージに

するためのデータ収集を行なうこととした．

　11COガスの投与は，13NH3静注1時間後に行

なわれた．13Nの半減期は約10分であり，1時間

後では1／64以下に減少し，無視できるからであ

る．吸入ガスは約1／の空気中に20～40mCiの

11COを混合したもので，吸気時に吸入させ，

20～30秒間呼吸を停止させた．これにより吸入さ

れた11COの約半分が血中のヘモグロビンと結合
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Fig．1　Tomographic　brain　images　of　a　normal
　　　volunteer　at　the　levels　of　3，4，5and　6　cm　above

　　　the　orbito－meatal　line．

　　　Left：emission　CT　images　following　intravenous

　　　injection　of　l3NH3．

　　　Center：emission　CT　images　following　inhala－

　　　tion　of　liCO．

　　　Right：X－ray　CT　images．

する2）．呼吸再開後の呼気はダグラスバッグに捕

集した．吸入後5分頃よりデータ収集を行なった．

断層面，撮影条件は13NH3の場合と同様である．

　ポジトロンCT撮影を行なう前，あるいはその

後にPfizer／AS＆ECTスキャナー0450型によ

り，同一断層面のX線CTイメージを撮影した．

III．結　　果

　1．正常例
　正常ボランティアの13NH3，および11COによ

るポジトロンCTイメージと同一断面のX線CT

イメージとをFig．1に示した．

　13NH3によるイメージは，脳実質に一致して

13Nのactivityが認められた．特に13NH3の高
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Fig．2　Positron　CT　images　with　l3NH3　and　llCO，

　　　and　X・ray　CT　images　of　a　patient　with　cerebral

　　　infa　rction　in　the　right　occipital　lobe．　Note　high

　　　13NH3　accumulation（arrow）in　the　right　occi－

　　　pital　lobe．

いところは灰白質で，集積の低い白質とは明瞭に

識別できた．脳室には13Nのactivityは認めら

れない．頭皮への集積も認められた．

　11COによるイメージは13NH3のイメージとは

大きく異なり，局所的にactivityの著しく高い部

分と，低い部分とが認められた．この著しく高い

部分は血管の存在する部位に相当し，上矢状静脈

洞，下矢状静脈洞，直静脈洞，横静脈洞，などで

あることが確認できる．

　2．脳梗塞の症例

　右後大脳動脈の閉塞による右後頭葉の梗塞の症

例の13NH3，11COによるポジトロンCTイメー

ジ，X線CTイメージをFig．2に示した．いず

れも卒中発作を起こしてから10日目のイメージで

ある．

　X線のCTイメージでは右後頭葉に低吸収域

を示す病巣が存在する．右後大脳動脈の閉塞が原

因と考えられたので，13NH3のイメージでは病巣

が欠損して描出されるものと期待されたが，実際

に得られたOMline上方6cmのイメージでは，

X線CTで示される病巣の左側2／3は高い集積を
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Fig．3　Positron　CT　images　with　13NH3　and　llCO，

　　　and　X－ray　CT　images　of　a　patient　with　Moya－

　　　moya　disease．

示した．残りの右側1／3が集積低下を示していた．

　11COによるイメージでは，上矢状静脈洞，直

静脈洞がやや左方に偏位した所見が認められた．

X線CTで低吸収域を示した病巣部位では11Cの

activityが欠損していた，

　3．モヤモヤ病の症例

　モヤモヤ病のため右側のEncephalomyosynan－

giosisを施行した症例のイメージをFig．3に示し

た．バイパスの効果を期待した手術であるが，術

後，臨床症状の改善は明らかではなかった症例で

ある．13NH3のイメージでは灰白質と白質の区

別が不明瞭であった．また，集積に，左右差は認

められない．手術部位の周辺でも集積の増加は明

らかではなかった．11COのイメージでは手術部

位の周囲で，11Cのactivityの軽度の増加が認y）

られた．

IV．考　　察

　13NH3による脳断層イメージは毛細管密度ある

いは局所脳血流量を3），11COによるイメージで

は局所脳血液量を4），X線CTでは脳組織のX線

吸収係数のおのおのを反映するイメージであると
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されている．今回われわれの得た結果もそれぞれ

の特徴を示すイメージとなった．X線CTでは分

解能の良い点で，他の2つのイメージに勝ってい

た．脳梗塞の症例では病巣の範囲が明瞭であった．

しかし，13NH3，　llCOはその病巣内の病態を反

映するイメージであることが明らかとなった．

13NH3のイメージで病巣が高い集積を示したこと

は，Lassen5）が唱えたluxury　perfusionを示す所

見であると考えられる．さらにこの病巣は，11CO

によるイメージから脳血液量が低下していること

も推定される．

　モヤモヤ病の症例でも，13NH3，11COによる

イメージングの所見が，バイパス術の効果を正確

に評価しているように思える．

　11COのイメージから，軽度の血管増生の起こ

ったことが推定される．しかし，それが血流の増

加につながっていないことが13NH3のイメージ

で示されていると考えられる．

　われわれの得た症例はまだ少なく，臨床上の有

用性を述べることは，早計の感はあるが，13NH3

および11COによるポジトロンCTは，脳の血行

動態の推定に重要な役割をになう診断法になるこ

とが示唆されたと考える．さらに臨床例を積み重

ね，臨床上の有用性について，詳細な検討を行な

v－ ，ていく予定である．

V．まとめ

　13NH3，および11COを用いたポジトロンCT

イメージを行なった．13NH3のイメージでは，脳

の灰白質と白質の識別が明瞭であること，luxury

perfusionがイメージとして描出されること．な

どが明らかとなった．llCOのイメージでは，血

管の位置が確認できること，血液の量を推定でき

ること，などが明らかとなった．

　以上の情報はX線CTの形態の情報と合わせ

て診断に利用することによって，脳の血行動態の

推定に有効なことが示唆された．
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　Acerebral　positron　CT　system（Positologica）

was　used　for　obtaining　tomographic　brain　images

f（）110wing　intravenous　injection　of　13N－ammonia

and　inhalation　of　lIC－carbon　monoxide．

　The　images　of　normal　volunteers　revealed　high

accumulation　of　13NH3　in　gray　matter　and　a　little

uptake　of　l3NH3　in　white　matter．　The　images　of　a

patient　with　cerebraいnfarction　revealed　high　ac－

cumulation　of　13NH3　in　the　lesion．　These　findings

probably　showed‘‘luxury－perfusion　syndrome”．

　　Large　vascular　structures　of　the　brain　were

clearly　seen　in　tomographic　positron　images　with

l1CO　gas．

　　From　these　preliminary　clinical　studies，　it　is

suggested　that　the　positron　CT　images　with　13NH3

and　llCO　provided　important　diagnostic　inf（）rma－

tion　about　cerebral　hemodynamics，

　Key　words：13N－ammonia，　llC－carbon　monixide，

positron　CT，　tomographic　brain　imaging，　cerebral

hemodynamics
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