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《原　著》

150標識ガス持続吸入法における定常性の検討

一
定常呼吸時の血液ガス分圧および血液放射能濃度の変動について一

山口　龍生＊　　菅野　　巖＊

上村　和夫＊

飯田　秀博＊　宍戸　文男＊

　要旨　150標識ガス持続吸入法によるPET測定の際の誤差要因の評価の一つとして，定常呼吸時におけ

る血液ガス分圧，血液放射能濃度の変動を，300余例の実測データについて検討した．C1502，1502，　C150

おのおの吸入時のPET測定時の血液データの変化の程度は，平均値に対する標準偏差の割合，すなわち変

動係数として表わし，そのヒストグラムを求めた．変動係数の平均値による評価では，血液ガス分圧の変動

は，C1502吸入時の定常状態では，二酸化炭素分圧2．6％，酸素分圧4．5％，1502吸入時の定常状態では，

二酸化炭素分圧2．3％，酸素分圧4．1％であった．血液放射能濃度の変動は，C1502吸入時の定常状態では，

全血6．0％，血漿5．7％，1502吸入時の定常状態では，全血6．2％，血漿5．2％であった．C150吸入時のPET

測定時における全血放射能濃度の変動については1．9％であった．

1．はじめに

　ポジトロンエミッショントモグラフィー（PET）

は，生体脳の生理的情報を定量的に画像化し得る

手法である．150標識ガス持続吸入法は，PETを

用いて，脳血流量（CBF：Cerebral　Blood　Flow），

脳酸素消費量（CMRO2：Cerebral　Metabolic　Rate

of　Oxygen），酸素摂取率（OEF：Oxygen　Extraction

Fraction）および脳血液量（CBV：Cerebra1　Blood

Volume）を測定する方法としてすでに確立されて

いる1”’3）．しかしながら，本法の測定精度に関し

ては，いくつかの理論的考察4”’7）があるものの，

モデルの基本に関わる定常性について，実測上の

データから検討したものはない．著者らの施設で

は，本法による臨床測定は，昭和58年以来，300

例を越えている．今回，これらの測定データを基

に，本法における放射性ガス吸入時の呼吸の非定
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常性がもたらす誤差について，血液ガス分圧，血

液放射能濃度の実測値から評価したので報告する．

H．対象および方法

　昭和58年4月21日より，昭和60年6月5日まで

になされた，150標識ガス吸入法によるPET測

定（C1502持続吸入によるrCBFのみの測定も含

む），総数325測定例を対象とした．

　当施設におけるPET測定システムの詳細は，

すでに報告した8）．Fig．1に，15）o標識ガス吸入

法の測定の概要を示した．

　被検者は，背臥位にて，放射性ガス，Cl502，

1502，Cl50を順次吸入する．　C1502，1502につい

ては，ガスの持続吸入中の定常状態にて，6分間

のスキャンが2回なされ，C150については，1分

間のガス吸入開始から4分後に，2分間のスキャ

ンが2回なされる．著者らのPET装置（HEAD－

TOME－III）は，1回のスキャンにより5スライス

の測定が可能なため，2回のスキャンにより，通

常orbito・metal　line上20　mmを基準に，7．5㎜

間隔10スライスの測定がなされる．採血は，椀骨

動脈内に留置されたカテーテルより，おのおのの
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10 核医学　23巻1号（1986）

ガスについて，1回目のスキャン開始時，1回目

のスキャン終了時（2回目のスキャン開始時）お

よび2回目のスキャン終了時の3回ずつなされる．

C1502スキャン時，1502スキャン時の血液は，

二酸化炭素分圧PaCO2，酸素分圧PaO　2，全血中

の150放射能濃度，血漿中の150放射能濃度が，

C150スキャン時の血液は，全血中の150放射能

濃度が，直ちに測定される．150放射能濃度の時

間減衰は，C1502，1502スキャン時採血は第1回

採血の時点を，Ci50スキャン時採血はスキャン

開始の時点を，それぞれ基準に補正される．

　血液ガスの分析は，Instrumental　Laboratory社，

IL1303を，放射能濃度の測定は，外径2in，高

さ2．5inの井戸型NaI結晶と光電子増倍管（R

878，浜松ホトニクス）から成るウェル型検出器

をそれぞれ用いた．

　以上のようにして得られる9種類の血液データ

について，PET測定中，等間隔で3回得られる実
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Fig．1　Time　schedule　and　protocol　for　the　measurement　using　positron　emission　tomo－

　　　graphy　and　i50　labelled　gas　inhalation　method．　Arterial　blood　was　sampled　three

　　　times　at　almost　equal　intervals　during　each　emission　scan．
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Fig．2　Histogram　of　the　coe伍cient　of　variance（C．V．）for　PaCO2　and　PaO2　during

　　　‘‘steady　state¶’of　C1502　inhalation．　The　number　of　the　data　is　323　for　PaCO2　and

　　　322for　PaO2．
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Fig．3　Histogram　of　the　coe伍cient　of　variance（C．V．）for　150　radioactivity　in　arterial

　　　whole　blood　and　plasma　during‘‘steady　state”of　C1502　inhalation．　The　number

　　　of　the　data　is　321　for　whole　blood　and　315　for　plasma．

測値の平均値と標準偏差から変動係数（CoeMcient

of　Variance，　C．V．）変動係数一（標準偏差／平均値）

×100（％）を求め，そのヒストグラムを作成した．

それぞれのヒストグラムは，ボアソン分布に近似

することにより，その平均値を求めて，最確値を

推定した．さらに，それぞれの最確値から，C．V．

が，5％以下，10％以下，15％以下および20％以

下となる確率

　　　　　　　k　　　　mk
　　　（P≦k）＝、ζe－mkl　　　　　　　　　　　　　m：最確値

を求めた．

m．結　　果

　C1502吸入時の定常状態でのPaCO2，　PaO2

（Fig．2），全血および血漿の1502放射能濃度（Fig．

3），1502吸入時の定常状態でのPaCO2，　PaO2

（Fig．4），全血および血漿の150放射能濃度（Fig．

5），C150吸入後のスキャン時における全血の150

放射能濃度（Fig．6）の9種類の血液データについ

て，その実測値から求めたC．V．のヒストグラム

を，それぞれ図示した．Table　1は，おのおのの

血液データのC．V．の平均値と95％信頼区間を示

している．

　血液ガス分圧の変動は，C1502吸入時，1502

吸入時いずれも同様の傾向を示している．PaCO　2

に比べ，PaO　2の変動は明らかに大きく，また，

C1502吸入時のPaCO　2，　PaO　2が，1502吸入時

のそれに比べわずかに大きい．

　放射性ガス吸入時の定常呼吸の際の血液放射能

濃度の変動は，ガス分圧のそれに比べ，明らかに

大きい．全血の放射能濃度は，1502吸入時にわ

ずかに大きく，逆に血漿については，C1502吸入

時に大きい．呼吸の変化に全く関知しないところ

の，血液放射能濃度の変動を反映しているCl50

スキャン時について見ると，その変動は，非常に

小さく，C．V．の平均値で1．9％を示している．

　ボアソン分布に従うとみなされるおのおのの血

液データのヒストグラムについて，Table　1の値

をポァソン変数の最確値として用い，おのおのの

C．V．が5％以内，10％以内，15％以内および20％

以内となる確率を，Table　2に示した．　C．V．が

10％以内となる確率は，1502吸入時の全血の放

射能濃度（94．86％）を除き，95％以上を示してい

る．

Presented by Medical*Online



12 核医学 23巻1号（1986）

100

ご
5
｝
Φ
よ

50

PaCO2
　　（N＝300）

durIng　ISO2　scan

」
差
g
σ
Φ
よ

50

Fig．4

PaO2
　　（N＝301）

du■｝ng　ISo2　scen

0

　　　　　　　　　　　　　　　　　　口F｛Hト　　　　　　　　　　　　　　　　　　且Hμユト

　　　5　　　　tO　　　　15　　　　20304050　　　　　　　0　　　　　5　　　　tO　　　　15　　　　20304050

　　　　　　　　　C．V．（90）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　C．V．【暑）

Histogram　of　the　coefHcient　of　variance（C．V．）fbr　PaCO2　and　PaO2　during
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Fig．5　Histogram　of　the　coe伍cient　of　variance（C．V．）for　150　radioactivity　in　arterial

　　　　　　who！e　blood　and　plasma　during‘‘steady　state”of　1502　inhalation．　The　number

　　　　　　of　the　data　is　312　fbr　whole　blood　and　310　fbr　plasma．
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Fig．6　Histogram　of　the　coeMcient　of　variance（C．　V．）

　　　for　150　radioactivity　for　arterial　whole　blood

　　　during　C150　scan．　The　number　of　the　data

　　　is　303．

Table　1

IV．考　　察

　一般に，PET測定の定量性におよぼす因子とし

ては，PET装置自体の定量性，　PET装置と血液

放射能測定用のウェル型検出器との相互較正の精

度，放射性薬剤供給の安定性などの装置側の要因

と，測定の理論的モデルの基礎となるいくつかの

仮定と現実との差異，すなわち被検者側の要因と

に分けられる．著者らの施設におけるPET装置

自体の定量性およびその周辺の測定系についての

精度は，庄司らが報告している9）．

　150標識ガス吸入法は，Jonesら1），　Subraman－

yamら2），　Frackowiakら3）により確立され，そ

の数学的モデルは別名steady　state　modelと称さ

れるように，一定濃度の放射性ガス（C1502ある

いは1502）吸入時の脳組織は定常状態（動的平衡

状態）であることを前提としている．放射性ガス

供給の安定性は，装置側の要因として，本法によ

る測定に大きく影響するが，これについては，著

者らの施設では，士2％の精度を維持している8）．

被検者側の因子，すなわち，定常状態とみなされ

る状態での非定常性は，本法による測定において

は，最も大きく影響すると考えられる．Meyer

Mean　values　of　coe伍cient　of　variance（C．V．，％）and　the　95％confidence

　　　intervals　of　the　blood　gas　and　150　radioactivity

‘‘Steady　state”of
C1502　inhalation

‘‘

Steady　state”of
1502inhalation

Scan　Period　after

C150　inhalation

PaCO2
PaO2
150activity（w）

150activity（P）

2．6土0．2

4．5土0．2

6．0土0．3

5．7土0．3

2．3土0．2

4．1±0．2

6．2士0．3

5．2土0．3

1．9±0．2

w：whole　blood，　p：plasma

Table　2 Probabi｝ity　of　coefflcient　of　variance（C．V．）within　5％，10％，15％and　20％

　　　　　　　　　on　each　arterial　data

C．V．

（％）P。CO，

C1502　inhalation 1502inhalation C150　inhalation

PaO2　　150（w）　　150（p）　　PaCO2 PaO2　　150（w）　　150（P） 150（w）

≦5　　　　0．9510

≦10　　　0．9999

≦15　　　1

≦20　　　1

0．7029

0．9933

　1

　1

0．4457　　　　0．4950

0．9574　　　　0．9686

0．9995　　　　0．9997

　1　　　　　1

oo7

9
1
1
1

0 0．7693

0．9966

　1

　1

0．4141

0．9486

0．9993

　1

0．5809

0．9823

0．9999

　1

0．9869

　1
　1
　1

150（w）：150radioactivity　in　whole　blood．150（p）：i50　radioactivity　in　plasma
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ら4）は，C1502吸入時の動脈血内150放射能濃度

の非定常性が，CBFの計算値にもたらす誤差の

範囲を，シュミレーションモデルを用いて解析し

ている．しかしながら，その非定常性の実際にっ

いて検討した報告はまだない．

　著者らは，今回，定常呼吸時の非定常性の評価

として，血液ガスと血液放射能濃度の変動を検討

した．

　血液ガス分圧の変動は，C1502吸入時，1502吸

入時いずれも同様の傾向を示した．これは，どち

らのガスについても，定常的に吸入している状態

は同様であることを示している．ただPaCO2，

PaO　2ともに，　C1502吸入時の変動の方がわずか

ではあるが大きく，測定時の環境に対する慣れが

関与しているものと思われる．

　PaO2は，　PaCO2に比べ，二倍近い変動を示し

た．PaO2は，本法による測定の際，　CMRO2の

計算式，

　CMRO2＝CBF×OEF×動脈血02含量
　動脈血02含量＝1．39×Hb濃度×動脈血02

　　　　　　　　飽和度十〇．0031×PaO　2

において，動脈血02含量を求める項に反映され

る．しかしながら，PaO　2の変動をみると，C1502

吸入時4．5％，1502吸入時4．1％であり，CMRO2

の計算値に対する影響は無視できる．

　C1502および1502吸入時の定常状態での動脈

血150放射能濃度の変動は，全血，血漿とも5％

から6％前後を示した．これに対し，C150スキ

ャンの際の動脈血150放射能濃度の変動は1．9％

を示した．C150は，1分間の吸入によりほとん

どすべてがヘモグロビンと結合し，その4分後か

ら測定されるC150スキャンの際の動脈血150放

射能濃度の変動は，呼吸による影響を除外した状

態，すなわち，放射能測定系そのものの誤差を反

映していると考えられる．これに対し，C1502お

よび1502定常吸入時の動脈血150放射能濃度の

変動は，放射能測定系の誤差と呼吸の非定常性に

よる誤差の両者を含めたものと考えられる．した

がって，単純に前者が2％弱とすれば，誤差の和

は二乗和とみなし，後者は4％から5％前後とな

る．この4－5％前後という値は，PaO　2の変動と

酷似し，本法による測定において，定常状態とみ

なしている状態の，呼吸の非定常性を実際に反映

しているのはPaO2であると示唆され，興味深い．

　動脈血150放射能濃度の5％から6％前後の

変動は，CBFおよびCMRO2の計算値にどの程

度影響するであろうか．これに対する厳密な答え

は求められない．Meyerら7）は，3点の血液デー

タの平均を用いれば，動脈血150放射能濃度の

土10％の変動では，CBFの誤差は最大10％とし

ている．著者らの結果を，Meyerらのモデルに適

用すれば，動脈血150放射能濃度の5％から6％

前後の変動がもたらす誤差の範囲も同様に5％か

ら6％前後と推定される．CMRO2は前述のよう

にCBFとOEFの積として表わされる．　OEFに

は，C1502吸入時の誤差と1502吸入時の誤差が

相乗されるものの，CMRO2についてはCBFに

含まれるC1502吸入時の誤差が相殺され，結局

1502吸入時の誤差，すなわちCBF同様，5％か

ら6％前後の誤差を含むと考えられる．実際，著

者らの実測値から，動脈血150放射能濃度のC．V．

が10％以内となる確率を計算すると，1502吸入

時の全血の場合（94．85％）を除いて，他は95％以

上を示し，CBFあるいはCMRO2の含む誤差が

10％以上となる確率は非常に小さいといえる．

　なお，PaCO2は，　PaO　2や動脈血150放射能

濃度の値と異なり，CBF（あるいはCMRO2）の計

算式には直接関わらない．しかしながら，PaCO　2

はCBFを制御する因子であり，　PaCO21mmHg

の上昇は，4％から6％のCBF増加をもたらす

とされている10，11）．著者らの実測値（cV．の平均

で，C1502吸入時2．6％，1502吸入時2．3％）から，

ガス分圧測定系の誤差を無視してPaCO2の変動

を求めると，PaCO240　mmHgとして，絶対値に

して1mmHg前後である．すなわち，150標識

ガス持続吸入法の測定モデルにおいては，CBF

が一定であると仮定しているにもかかわらず，実

際には4％から6％程度の変動があると考えられ，

モデル自体に多少の矛盾があることも最後に指摘

したい．
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150標識ガス持続吸入法における定常性の検討 15

V．まとめ

　150標識持続ガス吸入法による測定の際の，
‘‘

定常呼吸”時の非定常性がもたらす誤差にっい

て検討した結果を以下にまとめた．

　1）血液ガスの変動は，C1502吸入時，1502吸

入時とも同様で，両者に吸入条件の差はないと考

えられる．

　2）PaO2の変動は，4％強であるが，　CMRO2

の計算値に影響しない．

　3）動脈血150放射能濃度の変動は，5％から

6％前後であり，CBF（あるいはCMRO2）の値に

対しても同様の誤差を含むと考えられる．

　4）CBF（あるいはCMRO2）の誤差が10％以

内となる確率は，95％以上である．

　5）150標識持続ガス吸入法は，4％から6％変

動するCBFを一定とみなしており，その測定モ

デル自体に矛盾を有している．

　本論文の一部については，第23回および第24回核医

学会総会において発表した．
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Summary

　　　　　　　Error　Ana　Iysis　in　the　i50　Labelled　Gas　lnhalation　Method

－
Evaluation　of　Stea曲1ess　of　Arteria1　Blood　Gas　and　Radioactivity　During

　　　　　　　　　　　‘‘Steady　State，，　of　Radioactive　Gas　lnhalation一

Tatsuo　YAMAGucHI，　Iwao　KANNo，　Hidehiro　IIDA，

　　　　　Fumio　SmsHIDo　and　Kazuo　UEMuRA

1）epart〃le〃’of　Radiologγ　a〃dハ㌦c1超rλ食4∫d〃e，　Rθ∫θαrc乃加枷〃e　for　Brain

　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　Bloodレセ∬els－Akita

　　Unsteadiness　during‘‘steady　state”examina－

tion，　which　is　one　of　the　most　serious　factors　caus－

ing　error　in　the　measurement　of　cerebral　blood

flow　and　metabolism　using　1501abelled　gas　in－

halation　method　and　positron　emission　tomo－

graphy（PET），　was　investigated　with　analysis　of　the

practical　values　of　the　arterial　blood　gas　and　radio－

activity　on　325　examinations．　Deviation　of　each

value　on　arterial　blood　samples　during　each　PET

scan　was　evaluated　as　coeMcient　of　variance（C．V．），

and　the　histograms　of　each　C．V．　were　presented．

During‘‘steady　state”of　C1502　inhalation，　the

mean　of　the　C．V．　was　2．6％fbr　PaCO2，4．5％fbr

PaO2，6．0％fbr　150　radioactivity　in　arterial　whole

blood，　and　5．7％for　i50　in　arterial　plasma．　During

1502inhalation，　the　mean　was　2．3％，4．1％，6．2％

and　5．2％for　PaCO2，　PaO2，　whole　blood　150

radioactivity　and　plasma　150　radioactivity，　re－

sp㏄tively．　In　C150　scan，　the　mean　of　the　C．V．　was

1．9％for　150　radioactivity　in　arterial　whole　blood．

　　Key　words：　0－15　1abelled　gas　steady－state

method，　Positron　emission　tomography，　Error

analysis，　Blood　gas，　Blood　radioactivity．
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