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3．（F）脳・中枢神経

（39－－43）

　脳・中枢神経系における本学会の最大のトピックはN・

isopropyl－p｛1231】iodoamphetamine（IMP）による局所

脳血流の評価である．IMPは初回循環できわめて高い

摂取率で脳組織に取り込まれ，しかも洗い出しが遅いた

めに，single－photon　emission　computed　tomography

（SPECT）による局所脳血流分布のmapping製剤として

期待されている．わが国においても臨床応用が開始され，

本学会でも多数の演題が発表された．脳・中枢神経1の

セッションではIMPに関する5題の発表があった．金

沢大の隅屋らは，マクロオートラジオグラフィの手法を

用いて，1231－IMPによるラットの脳血流と14C－dcoxY－

91ucoseによるブドウ糖代謝を同一の切片で比較した結

果を示した．従来，オートラジオグラフィでの血流測定

はiodoantipyrineなどの拡散物質が用いられてきたが高

血流量域での精度に問題があり，IMPの利用はこの点で

このような基礎的な血流と代謝の評価にも有用であろう．

　現在供給されている1231－IMPは（p，2n）反応により製

造され，1241や1261のcontaminationが問題となって

おり，兵庫医大の立花らは，SPECTデータ収集の条件

を検討し，低エネルギー標準型コリメータの利用をすす

めている．国立がんセンターの小山田らは，断層面の分

解能を優先し，軸方向の分解能を犠牲にして感度を良く

した独自のコリメータを開発して，きれいな画像を呈示

した．これは，いわゆるリング型検出器を有するSPEcr

専用装置とよく似た特性を持たせようとしたもので，脳

など断層面の分解能がより重視される臓器においては，

きわめて興味ある方法である．

　北大の伊藤らと兵庫医大の福地らは，IMPによる

SPECT像の臨床評価について報告し，いずれもX線

crの異常部よりも広い虚血領域を描出でき，　IMPの臨

床的有用性を示した．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（米倉義晴）

（44－48）

　44席，佐崎ら（大市大）はIMP静注後経時的にHE・

ADTOME－IIによる脳血流SPEer像を撮り，正常，脳

血管障害患者の血流分布の時間的変化を観察した．静注

後早期の像は133Xeガス吸入法による局所脳血流分布

と類似したが，4～8時間後像では早期と異なる分布を

示した．静注後数回にわたり測定できるのは脳専用の

SPECT装置の利点であろう．

　45席，隅田ら（金沢大）はカメラ回転方式のSPECT

を用い，IMPによる局所脳血流の定量測定を試みた．

あらかじめ動脈内にカニューレを挿入し，IMP静注後

動脈採血しmicrosphere　mode1に従って脳血流を測定

したが，正常例でも低値を示すものがあり，もう少し検

討の余地があるようである．

　46席，隅屋ら（金沢大）は指運動，聴覚刺激，音読時

の脳血流分布変化をIMPと133Xeを用い比較検討した．

Xeに比しIMPのイメージは分解能に優れ，刺激に対

する脳血流の変化をより鮮明に検出し得たとしている．

positron　CTで種々刺激に対する局所脳血流の変化を観

た報告はあるが，SPECTでも同様の観察が可能であれ

ば将来期待されるところが大きい．

　47席，関ら（金沢大）はIMPによる正常人の脳血流

の横断・矢状断層像よりピクセルごとの左右脳半球の指

数を求めた．脳血管障害患者においてX線CTでの低

吸収域と対比すると，この数値を用いれば異常領域が高

率にとらえられ臨床的に有用であると報告した．

　48席，関ら（金沢大）は正常人と脳血管障害患者の

99mTc－RBCあるいはHSAによる脳内ヘマトクリット

値および脳血流量を算出し，IMPによるSPECT像か

ら画像間演算処理を行い脳血流量の測定を試みた．

　IMPによる局所脳血流量の絶対値の測定が望まれて

いる．しかし，静注後経時的に分布が変化するとすれば，

測定時間の設定，短時間に測定可能な装置の開発，再現

性の問題など今後症例を重ねていく必要があると思われ

る．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（越智宏暢）

（49－53）

　秋田脳研犬上らは1231MPとHeadtome・IIのデー

タからmicrosphere　mode1を用いてrCBFのfunctional

imageを算出している．正常者の全脳の平均値で42．1

m〃100m1／minという値が得られており，信頼できる方

法であるとしている．引き続き1231MPによるrCBFと

C1502のsteady　state　methodによるrCBFとの比較を
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行ったデータにっいて報告し，両者に非常によい相関の

あることを示した．この点からも1231MPによるrCBF

の測定は信頼できるとしている．1231MPによる定量的

な測定として重要な報告と思われた．

　ツカザキ病院藤江らはHeadtome－IIを用いて，

133Xeの吸入法によるrCBFのf皿ctional　imageと

1231MPによる血流分布imageとの両者を施行した臨床

例について報告し，1231MPの臨床的な有用性を示した．

1231MPについては定量的測定ではなかった点が残念で

あった．

　滋賀医大　山崎らは1231MP投与後，γ一カメラを用い

てplanar　imageを撮影し，133Xe吸入法による脳血流測

定と比較し，1231MPの臨床的な有用性について検討し

ている．1231MPの有用性を強調しているが，γ一カメラ

によるPlanar　imageのみでは，大脳基底核については

診断が困難なように思われた．

　東大　土屋らはγ一カメラ回転により，1231MPの血流

分布の断層像を撮影し，133Xe吸入法による脳血流量と

比較している．1231MPによる方法では病巣の検出にす

ぐれ，133Xeによる方法は定量性の点で意義があるとし

ている．しかし両者の検査の部位をどのようにして合わ

せるかが問題であると思われた．また133Xeとの比較に

ついては，1231MPを用いて定量的に測定した結果につ

いて行うべきであろうと思われた．

　以上，私のセッションは1231MPとその他のrCBF測

定法との比較を行った演題が中心であったが，1231MP

で定量的に測定しているのは犬上らの報告だけであった

のが残念であった．Kuhlらも報告しているように，

1231MPによるrCBFのfunctional　imageの作成が可能

であり，その数値の信頼性も高いことから，もう少し普

及してもよい方法ではないかと思われた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（宍戸文男）

（5458）

　演題54から58までは，東京大学の百瀬敏光ら，お

よび小坂昇ら，愛媛大学の河村正ら，札幌医大の高橋貞

一郎ら，九州大学の和田誠らによる発表で，これらは，

いずれも，各種の脳血管障害の患者を対象として，X線

Cr，133Xeおよび81mKr，　CAGや150－CO2などとの比

較により，1231－IMPの臨床的評価をおこなったもので

あり，多彩な症例の呈示により会場を賑わせた．

　いずれの演者によっても，1231－IMPは，脳の機能的

障害部の描出法として，臨床的に優れた方法であると結

論づけられた．

22巻5号（1985）

　また，X線CTとの比較検討ではCTにて不明の病

巣が，1231－IMPにて描出し得る症例があり，また，梗塞

例では，CTによる病巣より，1231－IMPが，広汎に集積

低下を示し，それが，臨床所見とより良い対応を示す場

合が多いことが，ほとんど全ての演者より報告された．

133Xeなどの不活性ガスによる検討では，133Xeと画像

上では，ほぼ一致するが，解像力では1231－IMPが優れ，

反対に操り返しの検索や，定量性には133Xeが優れるこ

とが述べられた．CAGは，個々の血管の描出に優れる

が，脳局所での血流分布を知るには123HMPが有用で

あるとの報告があった．

　個々の症例では，一側大脳半球の広汎な梗塞，ことに

頭頂葉の梗塞でcrossed　cerebellar　dischiasisが認められ，

病態解析に有用な手段を提供することや，手術前後の像

を比較することにより，手術効果，手術侵襲の判定に有

用であることが報告され，1231－IMP利用の明るい展望

が開かれた思いであった．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（森田陸司）

（59－“）

　本セッションは①～④セッション同様もっぱら同じ

1231－IMPを用いての脳血管障害例のSPECT像の検討，

X線CT等との比較であり，各演題発表から得られた共

通の結論を要約すると以下のごとくである．

　1）X線CTで異常のみられない脳梗塞発症初期でも，

IMP－SPECTで血流減少部を検出し得た．

　2）多くの症例で，IMP－SPECTで検出された血流欠

損の範囲がX線CTの低吸収域より広い傾向が見られ
た．

　3）一方，X線CTで検出された視床の小梗塞などで，

IMPでは異常が検出されない症例が見られることがあ

る．

　4）X線CTでは説明し得ない臨床症例の責任病巣が

推定し得ることがある．

　5）血管吻合術等の手術適応の決定，治療効果の評価

に寄与し得る．

　6）一側大脳半球に広範な梗塞を認める例ではremote

effectとしてのcrossed　cerebellar（transcerebellar　dias－

chisisが観察された．

　なお1231－IMPの臨床は未だ緒についたばかりであり，

脳血管障害以外の数多くの疾患，病態の診断にも適応が

開拓されて行くことを期待したい．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（久田欣一）
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（65－69）

　脳中枢神経6のセッションはポジトロンCTを用いた

脳研究を集めたもので，150関連のガスを用いたもの3

題，11Cグルコース関連1題，18Fデオキシグルコース

関連1題である．

　150関連の演題は全部1502およびC1502を吸入法で

用いsteady　state　modelで解析する方法によるものであ

るが，このうち加藤（日本医大）らの演題は脳梗塞による

失語症を検討して，失語症の責任病巣と思われる領域の

CBFは30　m1／1009／min以下，　CMRO2は2m1／1009／

min以下であったと報告した．山口（秋田脳研）らの演題

はこの方法を用いるに際して考慮すべき誤差の範囲およ

びその原因について検討し，さらに正常人7例の値を報

告した．その大要は，次のとおりである．

　rCBF，　rCMRO2は，基底核，視床等の深部灰白質で

最も高値を示し，大脳皮質の各領域では比較的低値を示

したこと，rOEFは0．38前後を示し，脳内各部位で一

様であったこと，およびrCBFは従来の報告と同様の値

を示したことである．棚田（京大）らの演題は，内じ方法

を用いて各種疾患に各種の負荷をかけた前後での測定を

行った結果を報告したものである．すなわちクモ膜下出

血後水頭症の髄液排除例ではCMRO2の改善が認めら

れたが，CBFの変化は個々の症例で異なっていた．脳

腫瘍等で頭蓋内圧充進をきたしたものにグリセロール負

荷した例ではCBF，および低下したCMRO2の増加が

認められたが，正常範囲のCMRO2例では変化を認めな

かつた．脳血管障害に対するCO2負荷例ではCBFの増

加が認められたが，“モヤモヤ”病では，CBF，　CMRO2

の増加を認めなかった．

　内田（東邦大）らの報告は11Cグルコース経口法による

頭蓋内11C放射能を指標に覚醒時とノン・レム睡眠と

を比較し，ノン・レム睡眠時には減少すること，特に左

半球が右半球よりも減少する傾向があることを報告した．

　上村（秋田脳研）らは18Fデオキシグルコースを用い，

感覚遮蔽下でのブドウ糖代謝を検討し，一次，二次感覚

野活性が著明に低下するのみでなく，後頭・頭頂・側頭

葉皮質に加えて，視床，脳幹および小脳が抑制される．

一方，前頭葉および帯状回は活性が大きく，Ingvarの

いうhyperfrontalityの形を示したと報告した．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（舘野之男）

（70」73）

　本セッションにおいては，Oxygen－15を用いたポジト

ロンclrにより各種痴呆における病態生理の解明をはか

607

る研究三題と，脳虚血の閾値を明らかにする演題が発表

された．

　近年人口の高齢化に伴い痴呆は重大な社会問題になっ

ている．そうした痴呆の病態を脳循環代謝の面から明ら

かにし，さらに治療の方向を見いだすことは有益なこと

であろう．

　70席・千葉大神経内科の篠遠らは，初老期痴呆（アル

ツハイマー病）と脳血管障害性痴呆について比較検討し，

初老期痴呆では前頭葉・側頭頭頂葉において血流と代謝

がともに低下しているとした．しかし演者らも述べてい

たように定量化に問題があり，今後手技の改善が望まれ

た．

　71席・秋田脳研の山口らは老人性痴呆について，11CO

により血液量を測定し補正を加えたCBF，　OEF，　CMRO2

を発表した．ここでOEFが痴呆患者で高いことを示し

た．この点は，72席・日本医大第二内科の氏家らも多発

梗塞性痴呆において，OEFが有意差はないが，正常者

より高い傾向にあったとし，ハマースミスのグループの

成績とやや異なることを指摘した．

　氏家らは，多発梗塞性痴呆（MID）のCBF，　CMRO2

が老年正常者より，前・側・後頭葉皮質および視床にお

いて有意に低下していたこと，さらにその低下の程度が

前・側頭葉ことに前頭葉で顕著であることからMIDの

知的活動の低下に前頭葉の機能低下が大きな役割を果た

していることを示唆した．また治療前後での検査で症状

の改善に一致して脳血流・代謝の改善が認められたとし

ており，治療の可能性について興味がもたれた．

　73席・秋田脳研の上村らは虚血における脳循環代謝の

閾値について，虚血の周辺と中心部でROIを設定し検

索した．CBFで15m1／100　m1／min，　CMRO2で1・5　m1／

100m1／minが閾値であろうとし，また，Ischemic　Penum－

braについても考慮を加えた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（飯尾正明）

（74－78）

　本セッションでは，脳腫瘍の循環代謝に関しsingle

photon　emission　CT（SPE（汀）およびpositron　emission

CT（PET）を用いて検討した報告が出され，これらに対

する討論が行われた．

　まず演題74と78の2題は，SPEcrを用い脳腫瘍症

例における腫瘍そのものの血流，腫瘍周辺部分の血流お

よび大脳半球血流に対する検討を行い，かつ脳血管撮影

所見とCT所見との対比も加えた報告であった．結果

として，明確にまとめ得るほど結論的なdataは得られ
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てはいないが，metastatic　tumorでは腫瘍そのものの血

流は低い傾向にあり，malignant　gliomaでは逆に高い傾

向を示していたといえる．同じmalignant　turnorであり

ながら，相反する結果の解釈については不明であり，ま

た脳腫瘍症例においては脳圧や体循環等のパラメーター

の関与も複雑に絡み合うため，これらの条件を含めた把

握が必要と思われる．また核種を変えることにより，検

索精度をかなり上げることも可能と思われ，今後これら

の点をふまえた研究の成果が大いに期待される．

　演題75～77の3題は，positronによる循環代謝の研

究であり，いずれのご報告も脳腫瘍およびその周辺の物

質代謝に迫るすばらしい成果をご発表いただいた．これ

らの成果がつみ重ねられて行けば，人類の前に立ちはだ

かる悪性脳腫瘍の治療という大命題の解決に糸口を見い

だせるものとも思われ，今後さらに研究を発展させ是非

とも臨床の治療の場にfeed　backさせていただくことを

願っている．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（児玉南海雄）

σ9－83）

　脳・中枢神経の演題がきわめて多かったなかで，neuro－

r㏄ePtorに関する薬剤の開発の基礎的研究2題と，single

photon核種による脳血流の臨床的検討の3題を担当し

た．PETによるヒト生体でのimagingのはなやかさに

比べて，比較的じみな発表群であるといえよう．しかし

ながら，これからのPETの発展のためには，薬剤の

開発はもっとも基本となるものであり，このstepを踏

まないで，この分野での発展はあり得ないことである．

森ら（金沢大rUセンター）によるH－3　spiroperidolに

よるドーパミン受容体のオートラジオグラムの定量的検

討と，谷内ら（東北大サイクロ）のC－11－DMTによる

動物実験でのセロトニン受容体のイメージングに関する

研究は，neuro　receptorの人体イメージのための足掛か

りとして，意義のあるものといえよう．

　臨床の3題は阪本ら（阪和記念病院）が，頭部外傷時

の脳血流現象を，Xe－133の吸入法によるCBFの値とし

て示し，小沢ら（千葉がん脳外）は，脳腫瘍の血流状態

をKr・81mの内頸動脈より持続注入でSPECT像によっ

て示し，伊豆永ら（長崎大放）は，リング型Ecr装置

を用いて種々の疾患でのXe－133静注法による血流動態

と，1－123－IMPによる像の提示を行った．それぞれの手

法が異なりながら，臨床的意義が示されたものの，病態

22巻5号（1985）

生理学的な解明の手段として以上に，臨床検査法として，

このような繁雑で経済的にも負担の大きい手技が，今後

も継続して用いられていくのかは，議論のあるところで

あろう．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（油井信春）

（84－88）

　局所脳血流測定の演題で，放射性医薬品として，84～

86席は133Xeを，87席は99mTcO4一を，88席は99mTc一

アルブミンマイクロスフェア（HAM）を用いた．各方法

の得失，安全性などについて討論された．

　阪大の中村らは，133Xe静注後の頭部減衰曲線の解析

に当たり，適切なstart　fit　time（SFr）の設定法を2回の

検査の再現性を調べて検討した．頭部減衰曲線の種々の

点にSFrを設定し，脳循環パラメータを算出した結果，

頂点から90％減衰時（H90％）をSFrとするのが最も

適切であると結論した．

　埼玉県立小児医療センターの諸澄らは局所脳血流測定

装置NOVO　cerebrographを用いて小児で局所脳血流測

定が可能であるかどうかを検討した．その結果cross－talk

10－20％を許容すれば，5歳以上の小児では本装置を用

いて局所脳血流測定が可能であると結論した．

　東邦大の渡辺らは，脳血管性痴呆の局所脳血流量を測

定し，痴呆のない脳梗塞例に比し，び漫性に脳血流の低

下があることを観察した．昨年の133Xe内頸動脈注入法

に続き，今回は133Xe吸入法により，アロカRRG－526

を用いて測定を行った．

　京都洛東病院の島村らは，99MTcO4一静注後の脳RI

アンジオグラフィを実施して，左右脳半球の血流の指標

となるパラメータを算出した．すでに報告済みの2回連

続静注法を応用して，塩酸パパベリン負荷前後のup－

slope（UP）値を比較した．慢性期閉塞性脳血管障害患

者の健側脳半球では，パパベリン負荷後にUP値が増

加するが，患側脳では変化が少なく，健側／患側比が増

大すると報告した．

　阪大恵谷らは直径15μの99mTc　HAM約80，000粒子

を総頸動脈内に注入した後，その分布をカメラ回転型

SPECTで撮影し，脳血流分布の3次元的把握を試みた．

completed　strokeでは明瞭な低血流領域がみとめられ

た．一方，，lacunar　strokeなどの小病巣の症例では低血

流領域がみとめられなかった．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（佐々木康人）
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