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《原　著》

N－Isopropyl－P－［1231］Iodoamphetamineによる脳血流

　　　　　　　　　　イメージの臨床的意義

脳血管障害を中心に

塩崎．　宏＊　　岸川

藤井　清孝＊＊　柴崎

高＊　池田
浩＊＊＊

純＊ 馬場　博已＊

　要旨　N－isopropyl－P－［1231］iodoamphetamine（IMP）による脳血流イメージの臨床的意義について検討し

た．脳血管障害を中心とした22例，27検査を対象とし，IMPによるSPECTイメージの画像の質，血流低

ド域の検出能に関するX線CTとの比較，　SPECTイメージとプラナーイメージの比較検討を行った．

　画像の質は深部の解像力に注目し，基底核の分離の程度から“good”．　“fair”，“poor”と評価したが，78％

（21／27）が‘‘good”，または“fair”であり比較的良好であt・た．

　CTとの比較は25検査について行った．　CTより大きな血流低下域を示した5検査のうち4検査でischemic

penumbraの存在が示唆された．うち1例では浅側頭動脈一中大脳動脈吻合術後に虚血部位の血流の改善が

確認された．CTより小さい血流低下域を示した8検査のうち3検査で梗塞に伴うhyperemiaの存在が示唆

された．しかし他5検査ではいずれも小病変であり，CTより小さい血流低下域を示したのは解像力の限界

によるものと考えられた．CTと同等の所見を呈したものは10検査であった．また2検査ではIMPイメー

ジでは異常を指摘できなか一・た．SPECTイメージとプラナーイメージの比較は13検査について行’・たが，

SPECTイメージは病変の三次元的把握，深部病変の検出においてすぐれていた．

　IMPによる脳血流イメージは血流という従来のX線CTとは異なる生理学的情報を提供し，種々の脳血

管障害の臨床評価に有用であると考えられた．

Lはじめに
　核医学分野における局所脳血流評価の歴史は比

較的古く，133Xe内頸動脈注入法1），133Xe吸入

法2）以来多くの報告がある．しかしながら133Xe

の物理学的性質および放射性ガスの取り扱いの煩

雑さもあって必ずしも広くは普及していない．

　ポジトロン核種を用いる方法3）は種々の有機化
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合物を標識することが可能であることから，脳血

流のみでなく各種脳代謝の測定が可能であるが，

サイクロトロンをはじめとする高額な施設と多く

の人員を必要とする．

　Winche11ら4・5）により開発されたN－isoprophyl－

P｛1231】iodoamphetamine（以下IMPと略）は静

注後比較的高率に脳組織に移行し，脳組織からの

洗い出しが緩徐であることから6・？），新しい脳血

流イメージ用製剤として注目されており，single

photon　emission　computed　tomography（以下

SPECTと略）による評価が可能である．

　われわれは今回脳血管障害を中心にIMPよる

脳血流イメージの臨床的意義についての検討を行

ったので報告する．
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Table　l　Case　materials

Case

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2

　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2

Age／Sex Diagnosis

M
M

F
M
M
F
M
F
F
M
F
M
F
M
M
F
M
F
M
M
M
M

54

57

47

56

63

87

42

52

53

4
66

48

34

67

73

57

59

40

54

31

56

70

infarction

infarction＊

infarction＊＊

infarction

infarction

subdural　hematoma
infarction

glioblastoma　multiforme

infarction＊＊

subclavian　steal　synd．

subarachnoid　hemorrhage
cerebral　hemorrhage＊＊＊

metastaSIS

TIA
infarction

TIA
subarachnoid　hemorrhage
aortitis　synd．

infarction＊＊＊＊

moyamoya　disease
infarction

infarction

Intervals　between　the

onset　of　symptoms　and
　initial　IMP　study

　　　　6m．

　　　7d．
　　　23d．
　　　5m．
　　　　1y．7m．

lm．

16d．

9m．

12d．

10m．

25d．

9d．

1y．

1y．7m．

16d．

45d．

38d．

20y．

4y．

6m．

6m．

1m．

＊Postoperative　infarction　after　clippjng　of　the　cerebral　aneurysm．

Intervals　between　the
initial　IMP　study　and

　the　CT　study

　　same　day

　　　ld．
　　　5d．†

　　（not　done）

　　　9d．
　　　7d．†

　　　14d．†

　　　20d．†

　　　2d．
　　　6d．
　　　1d．†

　　　5d．†

　　　1d．

　　　15d．
　　　9d．†

　　　7d．†

　　　29d．†

　　　1d．†
　　（not　done）

　　　20d．†

　　　28d．†

　　　15d．†

　＊＊Cerebral　infarction　due　to　angiospasm　caused　by　subarachnoid　hemorrhage．

＊＊＊　Postoperative　state．

＊＊＊＊STA－MCA　anastomosis　was　performed　previously．

　†CT　study　preceded　the　IMP　study．

IL　対象と方法

　対象症例はTable　1に示すごとく脳血管障害を

主とした22例である．内訳は脳梗塞11例，TIA　2

例，くも膜下出血2例，脳出血1例，硬膜下血腫

1例，脳腫瘍2例，大動脈炎症候群1例，モヤモ

ヤ病1例，その他1例であり，脳梗塞11例中2例

はくも膜下出血後の高度血管攣縮による梗塞（症

例3，9），1例は動脈瘤クリッピング術後の梗塞で

ある（症例2）．

　IMP検査は，症例1では浅側頭動脈一中大脳

動脈吻合術（以下STA－MCA　anastomosisと略）

術前後で2検査，症例3では経過観察の目的で2

検査，症例5では椎骨動脈形成術前後で2検査，

症例10では左椎骨動脈一右椎骨動脈バイパス術前

後を含めて3検査施行され，計27検査を対象とし

た．症状の初発とIMP検査の間隔はTable　1に

示すとおりであり，1週間前後から最長20年に及

んでいる．検査はIMP（日本メジフイジックス社

提供）3　mCi静注後20分後よりSPECT撮像を開

始した．患者の頭部はスライスがOM　lineに平

行になるように固定した．意識レベルの正常な患

者では原則として検査中開眼状態をとらせた．検

出器は島津製ZLC－75型検出器回転型ガンマカメ

ラに中エネルギー用コリメータを装着し，エネル

ギーウインドウ159keV，20％に設定し，一方向

30～40秒，60方向より64×64マトリクスでデータ

を収集した．画像再構成はシンチパック2，400に

よりButterworth　Wienerのフィルタ処理後，

Shepp＆Loganのフィルタを用い重畳積分法を
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行い逆投影した．吸収補正は吸収係数0．12で行っ

た．画像の表示は128×128マトリクスに直線補間

し，2スライス加算して表示した．11例13検査に

おいてSPECT終了後プラナーイメージを撮像し

た．検出器は東芝製GCA－90A型に中エネルギー

用高解像力コリメータを装着し，頭部5方向より

40万カウントの撮像を原則とした．

　2例（症例4，19）を除く全例にX線CTを施行

した．IMP検査とCT検査の間隔はTable　1に

示すごとく，同日に施行したものから29日の間隔

のあるものまであった．CTはGE製CT／T　9，800

により単純CTを原則とした．症例8，13，14では

造影CTも施行した．　IMP検査およびCTと相

前後して血管造影が施行された症例（症例1，4，5，

7～9，14～22）ではその所見も参考にした．

　検討はまず各IMPイメージごとに画像の質を

評価した．とくに深部の解像力に注目し，1）good；

病変のない基底核が明瞭に分離できたもの，2）

fair；不明瞭ではあるが分離できたもの，3）poor；

基底部の分離ができなかったもの，の3段階で評

価した．

　次に血流低下域の検出能についての検討を行っ

た．CTとの比較ができた25検査についてIMP

イメージでの血流低下城とCT像での低吸収域と

の大きさを比較し，1）　CTより大きな血流低下域

が認められたもの，2）CTと同等な所見であった

もの，3）血流低下域がCTより小さく認められ

たもの，4）IMPイメージでは所見の得られなか

ったもの，と評価し，個々の症例について検討し

た．さらにプラ＋一イメージを撮像した13検査で

は，SPECTイメージとフ゜ラ＋一イメージの比較

検討を行った．

　なお今回の検討では，主としてCTとの比較に

よるIMPの血流低下部位検出能についての検討

を行い，定量化についての検討は行っていない．
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Table　2　Summary　of　IMP　study．　Image　quality　and

　　　　lesion　detectability　in　comparison　with　CT

　　　　study

Case lmage
quality＊

Lesion　detectability

1

「
∠

つ
」

4
丁
一
）

6
7
8
9
0

　
　
　
　
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2

good
fair＊“

poor
fair

fair

fair

fair

good＊＊

fair

poor

poor

poor
fair

fair

good＊＊

fair

poor
good
fair

fair

good

poor
fair

fair

fair

good
fair

　一F

　－（improvement　of
　　　rCBF）

　十

　〇
not　done

　O
　O　　　（no　interval　change）

　？

　0
　？

III．結　　果

　一　（no　interval　change）

　一　（no　interva｜change）

　0
　0
　0
　0
　0　　　（negative）

　0
　十
not　done

　i

　十

　画像の質についての検討では“good”6／27

（22％），“fair”15／27（56％），　poor”6／27（22％）で

あり，78％が“good”または‘‘fair”であった

＊lmage　quality，　good；good　visualization　of　un－

　　　　　　　　　　involved　basal　ganglia．

　　　　　　　　fair；　fair　visualization　of　un＿

　　　　　　　　　　involved　basal　ganglia．

　　　　　　　poor；　basal　ganglia　　undistin－

　　　　　　　　　　guishable，
＊＊ ；Postoperative　study．

十；Area　ofdecreased　perfusion　on　l　MP　study　was

　larger　than　that　on　CT　study．

0；IMP　study　was　equal　to　CT　study．

一 ；Area　ofdecreased　perfusion　on　lMPstudy　was

　smaller　than　that　on　CT　study．

？；IMP　study　demonstrated　no　abnormality．

（Table　2）．　Fig．1にそれぞれの代表的な症例を示

す．Fig．1aは“good”（症例10），　Fig．1bは‘’fair”

（症例20），Fig．1cは“poor”（症例12）の症例であ

る．
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R L

　　（a）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（b）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（c）

Fig．1　1mage　quality．（a）’‘good”case．44－year－old　male　with　subclavian　steal　syndronle

　　　　（case　10）．　Although　visualization　ofbasal　ganglia　was　good，sma川nfarction　in　the

　　　　Ieft　basal　ganglia　demonstrated　on　CT　cou｜d　not　be　detected　on　this　image．

　　　　（b）‘’faircas＞．31－year－old　male　w“h　nloyamoya　disease（case　20）．　Visualization

　　　　of　basal　ganglia　was　fair　and　decreased　rCBF　was　demonstrated　in　the　lefuem－

　　　　poral　lobe．（c）‘Lpooピ⑳case．48－year－old　male　with　left　parietal　hemorrhage（case

　　　　12）．Visualization　ofbasal　ganglia　was　poor　and　definite　abnormality　could　not　be

　　　　seen　on　this　image．

R L

　　　（a）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（b）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（c）

Fig．2　54－year－01d　male　with　cerebral　infarction（case　D．　Initial　SPECT（a）indicated

　　　　decreased　rCBF　in　the｜eft　hemisphere，　Multiple　small　infarctions　in　the　left　basal

　　　　ganglia　were　demonstrated　on　the　CT　study（b）．　One　month　after　left　STA－MCA

　　　　anastomosis，　remarkable　impl’ovement〈、f　rCBF　was　demollstrated　with　IMP

　　　　study（c）．

　1ffl．流低下域の検出能におけるCTとの比較

（Table　2）では，　IMPイメージにてCTより大き

な血流低下部位を指摘できたものは5検査，CT

と同等の所見を呈したものが10検査，CTより小

さい範囲の血流低下部位を指摘したものが8検査，

CTで有所見でIMPイメージにて異常を指摘で

きなかったものが2検査あった．

　CTより大きな［flL流低下部位を示した5検査の

うち，4検査（症例1，18，20、22）ではlllL管造影に

より当核内頸動脈領域のlflL行不全が確認されてお

り，IMPイメージでの血流低下域はCTで低吸

収域となる梗塞部以外の虚【fi1部を検出したと判定
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Fig．3

易

　　　　　　　　（a）　　　　　　　　　　　　　　　　　　（b）

34－year－01d　female　with　metastatic　brain　tumor　from　breast　carcinoma（casc　13）．

Enhanced　tumor　with　marked　perifocal　edema　ill　the　left　temporal　lobe　was

demonstrated｛L）・ll　CT（a）．　IMP　SPECT（b）indicated　the　defect　of　rCBF　in　thc

same　area．

R t

　　　（a）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（b）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（c）

Fig．4　47－year－oid　femalc　with　postoperative　illfarctio11（case　3）．　Initia口MP　study

　　　　（a）indicated　smaller　arca　ofdecreased　rCBF　than　the　low　density　area　on　CT（b）．

　　　　Follow－up　IMP　study　two　months　later（c）demonstrated　extensive　decrease　of

　　　　rCBF　in　the　right　hemispherc．　There　seemed　to　be　the　evidence　of　hyperemia　in

　　　　thc　in　fa　rcted　area　at　initial　study．

管造影ではwillis動脈輪を介する側副Ifll．行がみ

られた．術前IMP検査（Fig．2a）では左大脳半球

および基底核に局所脳／ilL流低下域を認めた．　CT

（Fig．2b）では左大脳半球に散在性に小梗塞を認

めたのみでIMPにより虚血部位が判明したもの

である．左STA－MCA　anastomosis後約1かJ］

のIMPイメージ（Fig．2c）では虚血部位の血流の

改茜1が明らかに認められた．術後の血管造影でも

1吻合部の開存が確認された．

　CTと同等の所見を呈した10検査のうち2例の

TIA（症例14，16）では1MP，　CTともにTIAの原

因と考えられる所見は見いだせなかった．症例13

は転移性脳腫瘍である．1MP　（Fig．3a）での」flL流

低下域とCT（Fig．3b）での腫瘍および脳浮腫の
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Table　3

核医学

Comparative　study　of　planar　image　and

SPECT　image．（川cases，13studies）

　Extent　orlesions

widespread
　（frontoparietal　lobes）

small，　deep

　（basal　ganglia）

small，　deep

　（basal　ganglia）

small，superficial

　（tempora川obe）

widespread
　（parietal　lobe）

widespread
　（parietooccipital　lobes）

widespread
　（Parietooccipital　lobes）

widespread
　（frontoparietal　lobes）

widespread
　（frontoparietal　lobes）

small，　superficial

　（temporopaietal　lobes）

widespread
　（frontoparietal　lobes）

small，　deep

　（basal　ganglia）

small，　deep

　（basal　ganglia）

22巻4号U985）

eSaC

2

3

4

5

15

18

19

20

21

22

Comparison

十

一
；Planar　image　and　SPECT　image　gave　same　results．

⊥；SPECT　image　was　superior　to　the　planar　image．

！十；Planar　image　demonstrated　no　abnormality．

16

22

R　ぷ　　［

Φ

○
　　二㌧

：8

24

ANT．

◆
の

◎

●
（a）

20

三ら

宙

、

◎

志’

≧” RLAT．

した．症例1は左内頸動脈起始部の閉塞例で，血

範囲は同じであった．

　CTより小さいlf｜L流低下域を示した8検査のう

ち3検査（症例3，9，11）ではCT所見にて広汎な

低吸収域があり，IPMではその一部にlflL流低下

が認められた．他5検査ではいずれも病変は深在

性小病変であった．症例3では，初回IMP検査

（Fig．4a）ではCT（Fig．4b）の低吸収域より小さ

なlf［L流低下域が認められ，約2かJj後のIMP検

査（Fig．4c）では，最終的にはCTでの低吸収域

と同じ範囲のsflL流低下域を示した．

　IMPで異常を全く指摘できなかった2検査は

左側頭葉の小梗塞（症例6）と左前頭葉の小腫瘍

（症例8）であった．

　プラナーイメージとSPECTイメージの比較検

討を行った13検査では，広汎な病変を有する7検

査のうち1例（症例18）を除いて，両イメージで

，
」

POST． LLAT

　　　　　　　　　VERTEX

　　　　　　　　　　　　（b）

Fig．5　40－year－01d　female　with　aortitis　syndrome
　　　　（case　18）．　Comparison　of　SPECT　image　with

　　　　planar　image．　SPECT　image（a）demonstrated
　　　　focal　decrease　of　rCBF　in　the　right　front－

　　　　oparietal　area，　though　planar　image（b）was

　　　　unremarkable．　Delayed　circulation　of　clood
　　　　flow　in　the　right　hemisphere　was　confirmed

　　　　angiographically．
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所見の一致をみたが，その他ではプラナーイメー

ジが劣っていた（Table　3）．これらの症例では病

変部は深部基底核の小梗塞，あるいは表在性病変

でも小さいものであった．Fig．5に広汎な病変に

もかかわらずプラナーイメージが劣っていた症例

18を示す．

　なおIMP静注により神経学的にもその他全身

状態にも何ら副作用と思われる所見は出現しなか

った．

IV．考　　察

　lMPによる脳血流イメージについての臨床報

告はすでにいくつかみられ7“’16），非侵襲的に脳血

流を評価する方法として確立されっっある．IMP

は脳内に広く分布するnonspecific　amine　receptor

に結合されるといわれ，初回循環でほぼ100％の

extractionがあるとされている5）．1MPによる脳

血流定量に関するKuhlらの報告7・17）ではIMPに

よる脳血流の値とマイクロスフェアを用いて測定

した値とはよく相関している．また近年著しく普

及したSPECTによる撮像が可能であり，従来か

らの133Xeを用いる方法に比べて深部病変の解像

力の向上が望める13）．今回の検討でも画像の質は

比較的よく，臨床応用は可能であると考えられた．

画像の質が“poor”であった症例は神経学的所見

が重篤であったものが大部分であり，検査時間中

の体動の抑制が不十分であったことが原因として

考えられ検査時間の短縮が必要と思われた．

　X線CTとの比較では興味ある結果が得られた．

X線CTより大きな血流低下域を示したものの

うち4例（症例1，18，20，22）では，梗塞部以外の

虚1血部，いわゆるischemic　penumbrai8・19）の存在

を描出したと考えられた．逆にIMPで血流低下

が小さかったもののうち3例（症例3，9，11）は，

いずれも発症後比較的早期の梗塞であり，luxury

perfusionあるいはhyperemia20’－23）のみられる時

期であり，このためにCTより小さな血流低下域

が示されたと考えられた．経過観察した症例3で

は最終的にhyperemiaの消失がみられ，　IMPイ

メージでCTと同範囲の血流低下域を示すにいた
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ったと考えられた．

　脳梗塞後のrecanalizat　ionによるIilL流増加部位

であるluxury　perfusionおよびhyperemia20’－23）の

存在は古くから知られている．また梗塞に至って

おらず，可逆的虚血部位であるischemic　penum－

bral8・19）の存在も知られている．133Xeを用いた

hyperemia，　ischemic　penumbra，の評価の報告は

すでにみられるが22”’24），133Xeによる方法では深

部の血流評価が不十分であり，SPECTによる方

法13・25）でも解像力は十分とはいえない．今回の結

果からIMPにてこれらのhyperemia，　ischemic

penumbraの評価が行いうる可能性が示唆された．

STA－MCA　anastomosis前後で経過観察し得た症

例1では，術後血流の改善が明らかに認められ，

非可逆的変化をきたしていない虚血部位の描出お

よび治療効果の判定にIMPはとくに有用である

と思われた．ポジトロンCTでの術後の評価の報

告26）もみられるが，IMPではSPECTにて容易

に，しかも非侵襲的に反復検査が可能である．ま

た症例1のごとく，血管造影で側副血行が発達し

ていても必ずしも脳血流は保たれておらず19・27），

IMPによる脳血流イメージにてischemic　penum－

braの存在を検出することによりSTA－MCA
anastomosisの適応の決定も可能と考えられる．

　症例3，9，11を除いて，IMPとCTとの比較

でIMPで病変の検出ができなかったか，　CTよ

り小さく描出された病変は，深在性で小さいもの

が多く（症例6，8，10，2D　IMPでのSPECTの解

像力の限界であると思われた．IMPの1231は

124Te（p　2n）1231反応で生成されており，高エネ

ルギー成分を有する1241を含んでおり6・10），colli－

mationに問題がある28）．純粋な1231が得られれ

ば低エネルギー用コリメータ，スラントホールコ

リメータ等の使用も可能であり，解像力の向上が

望める．

　lMPではX線CTより早期に梗塞部を検出で
きる可能性があるが8・10），今回の検討では供給体

制のためもあり，このような症例はなかった．ま

た今回の検討ではIMP検査とCT検査の間隔が

あいた症例が多く含まれており，とくに発症後早
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期の例では問題になると思われる．比較的急性期

で両検査の間隔があいた症例7，12，15，17では両

所見は一致していたが，これらの症例ではCTが

先に施行してあり，IMP検査時にはすでにCTで

の低吸収域とIMPでの局所脳血流低下域とが一

致するに至っていたと考えられた．

　腫瘍性病変についての報告9）もあるが，今回の

検討では症例が2例と少なく，症例を提示するに

とどめた．

　SPECTイメージ，プラナーイメージの比較では

病変の三次元的把握，および深在性病変の検出能

においてSPECTがすぐれており，さらに検査時

間の短縮のためにも高感度な多検出器型SPECT

の導入が望まれる．

　以上IMPによる脳血流イメージの臨床的意義

について検討したが，IMPはCTとは異なる血

流という生理的情報を提供し，臨床上有用な情報

をもたらし得ると考えられた．今後非侵襲的な新

しい脳血流イメージ用製剤としてIMPは広く普

及すると思われる．なお今同の検討では定量化に

ついての検討はしておらず，今後の課題としたい．

V．結　　語

　脳血管障害を中心とする22例，27検査の1MP

による脳血流イメージ検査を施行し，その臨床的

意義について検討し以下の結論を得た．

　1）1MPによる脳血流SPECTの画像の質は良

好であり，78％が‘‘good”または‘‘fair”であっ

た．

　2）X線CTとの比較（25検査）ではCTより

広い血流低下域を示したもの5検査，同等の所見

であったもの10検査，小さい範囲であったもの8

検査であった．2検査ではIMPにてCTでの異
常を全く指摘できなかった．

　3）CTより広い範囲を示したもののうち4例

でischemic　penumbraの存在が示唆され，うち1

例では術後の血流改善が確認された．

　4）CTより小さい範囲を示した8検査のうち

3例にhyperemiaの存在が示唆された．他の5

検査では解像力の限界のため病変の検出が不十分

であった．

　5）SPECTイメージはフ゜ラ＋一イメージより

病変の三次元的把握，深部病変の検出においてす

ぐれていた．

　IMPによる脳血流イメージは従来のX線CT

と異なる有用な情報をもたらし，日常検査として

価値あるものと考えられた．

　IMPを提供してドさ’・た日本メジフでジックス社に

感謝します．
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Summary

Clinical　Assessment　of　Cerebral　Bloo⊂1　Flow　Image　Using

N－lsopropyl－p－［1231］lodoamphetamine（IMP）and　Single

　　　Photon　Emission　Computed　Tomography（SPECT）

　　Hiroshi　SHIozAKI＊，　Takashi　KlsHIKAwA＊，　Jun　IKEDA＊，

Hiromi　BABA＊，　Kiyotaka　Fu川＊＊and　Hiroshi　SHIBAsAKI＊＊＊

　　　　＊Deρartment　of　Radio／ogy，　Sagaルledica／School

　　＊＊Department　of　Neurosurgery，　Saga　Medical　SchOO1

＊＊＊Deρart〃ient　of　lnternat　Medi‘’ine，　Saga　Medical　School

　　SPECT　images　of　regional　cerebral　blood　flow

（rCBF）　using　N－isopropy1－p｛1231］iodoamphet－

amine　IMP）were　reviewed　in　twenty－two　patients

consisting　of　cerebrovascular　disorders　mostly．

Twenty－seven　IMP　studies　were　obtained　in　these

patients．　Image　quality　of　SPECT　and　detectability

of　abnormality　compared　with　that　of　CT　study

were　evaluated，　and　comparison　of　SPECT　with

planar　images　was　done　in　the　present　study．　lmage

quality　of　SPECT　was　assessed　as　good，　fair，　or

poor　according　to　the　visualization　of　uninvolved

basal　ganglia．78％（21／27）of　the　SPECT　images

were　assessed　as　good　or　fair．1n　twenty－five　stud－

ies，　lesion　detectability　was　compared　about　IMP

and　CT　images．　Four　of　five　IMP　studies　which

showed　decreased　rCBF　areas　larger　than　those　on

CT，　presumably　indicated　the　evidence　of　ischemic

penumbra．　In　one　case　with　left　internal　carotid

artery　occlusion，　superficial－middle　cerebral　artery

anastomosis　was　performed．　Remarkable　improve一

ment　of　rCBF　was　demonstrated　in　the　postopera－

tive　IMP　study．　Three　of　eight　studies　which

showed　decreased　rCBF　areas　smaller　than　those

on　CT，　probably　indicated　the　evidence　of　hyper－

emia，　but　others　were　less　diagnostic　due　to　their

small　lesions　and　poor　spatial　resolution　of　the

SPECT．1n　ten　studies，　the　nndings　of　IMP　and

CT　were　identical．　In　two　studies，　IMP　SPECT

images　were　not　diagnostic．　SPECT　images　were

superior　to　the　planar　images　wlth　respect　to　lts

three　dimensional　reconstruction　and　recognition

of　deep　lesions．　In　conclusion，　IMPcerebral　blood

flow　image　gives　physiologic　information　of　rCBF

which　is　considerably　different　from　the　findings　on

the　CT，　and　may　be　useful　inthe　clinical　evaluation

of　cerebrovascular　disorders．

　　Key　words：　N－isopropyl－p」1231］iodoamphet－

amine，　Cerebral　blood　flow，　Single　photon

emission　computed　tomorgaphy，　Computed
tomography，　Cerebrovascular　disorder．
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　　　　（指定発言）癌の放射免疫検出法一1311標識抗

　　　　　　　　　胎児性抗原（CEA）抗体の自験例を

　　　　　　　　　中心に一　　　　　　　　 伊藤
　　医療における有用性

　　⑪SLE治療への応用　　　　　　　　　　　　　　　　　佐々木

　　　　（指定発言）　がん治療への応用　　　　　　　　　　　　　谷　内

　　感染予防への応用

　　⑫HBウイルス感染への応用　　　　　　　　　吉原
　　　　（指定発言）Slow　Virus感染への応用　　　　　　　　　　竹　田

　　　　　　　　　　（可能性の検討）

　　副　　作　　用

　　⑬注意すべき副作用　　　　　　　　　　　吉田

　総合討論　　　　　　　　　（司会）本間
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　谷　口

　総　　　　　括　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本　間

　閉会の挨拶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　阿　部

　　○参加費不要

　　○出席者は討論に参加できる．

　　　さい．

　　○当日受付可
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和（日本医学会副会長）

○参加ご希望の方はノ・ガキで日本医学会（◎101東京都千代田区神田駿河台2－5）までお申し込み下

一 ◇

　　　　　　　　　　　　　誤植のお詑びと訂正

22巻4号，塩崎宏「N－Isopropy1－P－［1231］lodoamphetamineによる脳血流イメージ

の臨床的意義」の中に誤植がありました．

ここにお詑びし，下記のごとく訂正させていただきます．

誤：454頁の第1行目『した．症例1は左内頸動脈起始部の閉塞例で，血』の文章は，

正：453頁の第1行目に入る．
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