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《原　著》

1231－IMPによる脳腫瘍患者のダイナミックシンチグラフィ

一133Xeによるイメージとの比較一

星　　博昭＊

尾上　耕治＊

陣之内正史＊　渡辺　克司＊　原田　邦子＊

木下　和夫＊＊　上田　　孝＊＊　山岡　信行＊＊＊

　要旨　N－isopropyl－P－1231－iodoamphetamine（1231－IMP）による脳血流のダイナミックスキャンを行った．

対象症例は，原発性脳腫瘍13例，転移性脳腫瘍3例，脳動静脈奇形（AVM）1例，正常3例の合計20例であ

る．装置は島津製リング型ECT装置（SET－020）で，データ処理は日本データジェネラル社製ミニコンピ

ュー タシステム（ECLIPSE　S－120）にて行った．また，ほぼ同時期に133Xe吸入法による局所脳血流（rCBF）

の測定も行った．検討方法は，1231－IMP静注後0～20分における病変部と対側皮質領域のactivityとの比

（T／N比）を求め，腫瘍別にT／N比のカーブを比較し，また，133Xe吸入法によるrCBF像でのT／N比と

比較した．

　正常例では，静注後の立ち上がりは急速で30分後にはpeak値の90％に達した．脳腫瘍例では，星細胞

腫，下垂体腫瘍，松果体腫瘍，転移性脳腫瘍において0～20分の間はほぼ一定のT／N比を示し，その値は

40～100％と大きく異なるものの腫瘍の種類により一定の傾向はみられなかった．髄膜腫，AVMでは早期

においてT／N比が高く，1231－IMP静注後2分におけるT／N比は，133XeによるT／N比と高度の相関がみ

られ，1231－IMP静注後早期の像は病変部の血流程度を現わしていた．

1．はじめに

　1980年Winchellら1）によって開発されたN－

isopropy1－P－1231－iodoamphetamine（1231－IMP）は脳

血管障害例の脳血流分布を評価し得る放射性薬剤

として高く評価されている2～12）．しかし，脳腫瘍

例に対する本剤の有用性についての検討は未だ少

なく，病変部は欠損像として描出されるもの

の13”’15｝，ある程度腫瘍自体にも集積を示すことが

ある16）．

　今回われわれは，正常例，脳腫瘍例に1231－IMP

静注直後よリダイナミックスキャンを行い，各領
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域における時間一放射能濃度曲線を求め，正常部

および病巣部における1231－IMPの取り込みの時

間変化について検討したので報告する．

II．対象と方法

　対象とした症例は，星細胞腫7例（低分化型5

例，高分化型2例），下垂体腺腫2例，松果体腫瘍

2例，髄膜腫1例，動静脈奇形（AVM）2例，転

移性脳腫瘍3例（原発巣：肺癌2例，乳癌1例），

正常例3例の合計20例である．男12例，女8例で，

年齢は8歳より79歳までで，平均49歳である．

　検査方法は，1231－IMPlmCiを静注し，直後よ

り20分間にわたり2分ごと10frameのSPECT像

を得た．ただし，正常例においては6分ごと10

frame（60分間）の撮像を行った．使用した検査装

置は，島津製のリング型ECT装置（SET－020）で，

コリメータは高感度型（HS）を使用した．本装置

は同時に2層のSPECT像を得ることができる．

データ処理は，日本データジェネラル社製ミニコ
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Fig．1　Sequential　image　in　a　normal　individual　obtained　with　the　frame　mode　of　6　min

　　　per　frame．
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Fig．2　Time　activity　curve　in　a　normal　individual．

ンピュータシステム（ECLIPSE　S－120）にて行っ

た．また，133Xe吸入法による局所脳血流（rCBF）

測定も全例に併用したが，この検査は1231－IMP

による検査の1～2日前に行った．使用装置およ

びコリメータは，1231－IMPによる検査と同じであ

り，ベンチルコン（RADOX社製）にて約10mCi／1

の133Xeガスを含む酸素を吸入させて撮像した．

rCBFの算出はKanno　and　Lassenによるsequense

of　pictures　methodにょり行った．

　得られた結果の検討方法は次のとおりである．

病変部にROIを設定し，また反対側の脳皮質領

域にも同じ大きさのROI（病変が正中部にある場

合は，健常部と思われる領域のROI）を設定し，

両者の計数値の比（以下T／N比と略）を各frame

ごとに求め，得られた各領域の時間一放射能濃度

曲線やT／N比のカーブを4次の近似曲線にて近

似した．このようにして求めたカーブを比較する

とともに2分，20分におけるT／N比を133Xe吸

入法により求めたrCBF像でのT／N比と比較し
た．

IH．結　　果

　正常例において得られた1231－IMP静注後6分

ごと10コマの像（11コマ目はstaticで撮像した像）

をFig．1に示す．大脳皮質領域，白質領域の各

部位における時間一放射能濃度曲線の1例を

Fig．2に示す．おのおのの領域はSPECT像上明

確な区別は困難であるが，CT像と比較しおのお

のの領域と思われるactivityの高い部分と低い部

分にROIを設定した．いずれの領域においても
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静注後よP急速な分布がみられ10分後には最高計

測値の60％，20分後には80％，30分後には90％

に達した．しかし，白質領域における分布は，皮

質領域に比べ80％程度の低い値を示した．
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　腫瘍例における腫瘍部位の時間一放射能濃度曲

線をFig．3（a）～（e）に示す．いずれの腫瘍におい

ても腫瘍部への分布は健常部皮質よP低い傾向が
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Fig．5　（a）T／N　ratios　of　1－1231MP（2　min　after　injection）and　Xe－133．

　　　（b）T／N　ratios　of　1－1231MP（20　min　after　injection）and　Xe・133．

髄膜腫，AVMでは早期で高い分布を示している．

その他の腫瘍では，腫瘍の種類による時間一放射

能濃度曲線の違いはみられない．

　次にT／N比の曲線をFig．4（a）～（e）に示す．

10w　grade　astrocytomaでは症例によりバラツキ

があり50～80％，high　grade　astrocytomaでは

60～70％，下垂体腫瘍，松果体腫瘍では50～100％，

脳転移では50～70％であり，いずれも静注直後

から20分まで，ほぼ一定のT／N比を示し，健常

部皮質と同様の立ち上がり曲線であることがわか

る．これに比べ髄膜腫，AVMにおいては，静注

直後において一時的に高いT／N比を示した．

　1231－IMPにおける2分，20分におけるT／N比

と133Xeにより得られたrCBFのT／N比を比較

したものをFig．5（a），（b）に示す．1231－IMP静注

後2分においては，133XeによるT／N比と高度の

相関（r－0．97）がみられた．1231－IMP静注後20分

においては，相関はほとんどみられなかった（r＝

0．006）．

IV．考　　察

　1231－IMPは脂溶性物質であり，1回の脳循環で

高率に脳組織に取り込まれるため，局所脳血流

（rCBF）に近い分布を示す1～11）．また，一定時間脳

組織内に留まるため，rCBFに近い分布をsteady

stateにて検査することが可能である．ただし，

この分布が安定するのは，dynamic　curveでみる

限り20～30分以後である．したがって通常の回

転型カメラによるSPECTでは，この時期以降に

撮像を開始するのが望ましい．

　脳組織に対する1231－IMPの取り込み機序につ

いては，これまでいくつかの報告がなされ，1．細

胞内外液のpH勾配，2．非特異的神経受容体へ

の接合，3．細胞内での非脂溶性物質への代謝，が

考えられている2・3）．しかし，pH勾配のみでは

IMPが脳内に高率に取り込まれることが説明で

きず，Winche11らは，　IMPがSerotoninやNor－

epinephrineの神経受容体への取り込みを抑制す

ることを示し，神経受容体への親和性があること

を示唆している2）．また，脳組織内や脳組織以外

の臓器，尿中からIMPの代謝産物が発見されて

いるものの，どのような形で脳内に一定時間留ま

るのかは明らかではない．

　脳腫瘍例における1231－IMPの分布については，

諸家の報告によると病変部に一致した欠損像とし

て描出されることが多い11”’15）．われわれも，static
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imageにおいてTIN比を算出し，腫瘍の多くは集

積が低下することを示した16）．そこで，1231－IMP

静注直後からのダイナミックカーブを得て検討し

たが，髄膜腫，AVMを除いてTIN比はほぼ一

定であり，健常脳組織とほぼ同様な急速なuptake

がみられた．ただし，その程度は静注0～20分に

おいて個々の腫瘍により40～100％と大きな相違

がみられたものの，腫瘍の種類により一定の傾向

はみられなかった．今回の検討では，通常行われ

ている検査に比べて投与量が1mCiと少ないた

めダイナミックカーブには若干の統計変動もあり，

腫瘍の種類による傾向を判定するにはさらに詳細

な検査が必要であろう．しかし，諸家の報告と同

様，多くの腫瘍へのIMP取り込みは低下してお

リ，腫瘍の血流の大小には関連はみられなかった．

このことについてLaFranceら13）は腫瘍への取

り込みが低下するのは，1231－IMPの受容体が腫瘍

部には欠如しているためとし，また，Holmanら3）

は，神経受容体の欠如に加え，腫瘍細胞内にIMP

代謝経路がなく一定時間留まることができないた

めと述べている．

　一方，髄膜腫，AVMといった血流が非常に豊

富な病変では，静注直後にT／N比は高い値を示

し，その後急速に低下して4分後には健常部皮質

よりも低い値となった．これは単に血中の1231－

IMP自身が血液プール像として描出されたにす

ぎない．

　133XeによるrCBF像と比較してみると，1231－

IMP　2分のT／N比とは高度の相関がみられたが，

1231－IMP20分のT／N比とはほとんど相関がなく，

1231－IMPのsteady　stateにおける腫瘍部の分布は，

腫瘍自体の血流を示すものではないと考えられる．

　AVMにおいては133XeによるrCBFでは病変

部はhotとして描出され，1231－IMPのstatic

imageではcoldとして描出され，両者のimage

が大きく異なることはすでに報告した9）．1231－

IMP静注直後のimageは，　uptakeされた1231－

IMPと血中に残存する1231－IMPとの両者を示す

ものと考えられるが，これと133XeのrCBFとは

良い相関を示した．

823

　腫瘍病変部の検出という点では，RI検査はX－

CT，　MRIといった他の検査に劣り，1231－IMPの

臨床的意義も低いと思われる．しかしながら，腫

瘍周辺部の血流の変化や術後の脳血流状態の把握

などへの応用は可能であり，そのことがどのよう

な臨床的意義をもち得るかについては，今後さら

に検討する必要があると思われる．

V．まとめ

　脳腫瘍16例，AVM　1例，正常例3例，合計20

例に1231－IMPによるダイナミックスキャンを行

い，133XeによるrCBFと比較した．正常例では，

1231－IMP静注後急速な放射能濃度増加がみられ30

分後には90％に達した．髄膜腫，AVMを除く

脳腫瘍例では0～20分の間ほぼ一定のT／N比を

示し（40～100％），髄膜腫，AVMでは静注直後に

高T／N比を示した．1231－IMP静注後2分におけ

るT／N比は，133Xeにより得られたrCBFのT／N

比と高度の相関を示した．

　IMPをご提供下さいました日本メジフィジックス社

に感謝致します．
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S㎜ary
Dynamic　Sequential　Scintigraphy　Using　1－123－IMP　in　the　Patients

with　lntracrania1　Mass　Lesion，　a　Comparison　with　Xe－133　Method

Hiroaki　HosHI＊，　Seishi　JINNoucHI＊，　Katsushi　WATANABE＊，　Kuniko　HARADA＊，

Kohji　ONoE＊，　Kazuo　KINosHITA＊＊，　Takashi　UEDA＊＊and　Nobuyuki　YAMAoKA＊＊＊

＊1）epart〃23M（）f　Radiolo8ツ，＊＊Z）epart〃lent　Ofハ「eurosurg・etツ，ルliyazak　iルledical　Co〃e8e，　Miya：ak’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊＊S／timadzu（］orpora’ion，　Kンoto

　　Dynamic　sequential　scintigraphy　using　I－123－

IMP　were　performed　in　3　normal　individuals　and

17　patients　with　cerebral　mass　lesions．　Instruments

used　were　ring　type　ECT（SET－020，　Shimadzu

Co．）with　minicomputer　system（ECLIPSE　S－120，

Japan　Datageneral　Co．）．　Sequential　scintigraphy

was　carried　out　immediately　after　injection　of

lmCi　of　I－123・IMP　with　the　frame　mode．　The

activity　ratio　of　the　tumor　to　cerebral　cortical

region　of　the　opposite　side（T／N　ratio）was　ca1－

culated　in　each　frame．　The　activity　of　cerebral

cortex　and　basal　ganglia　increased　rapidly，　and

activity　in　the　white　matter　is　about　80％of　the

gray　matter　in　60　min．　T／N　ratios　in　the　patients

with　astrocytoma，　metastatic　brain　tumor，　pituitary

tumor　and　pineal　tumor　were　constant　in　O－20　min

after　injection（40－100％）and　were　not　related　with

tumor　type．　T／N　ratios　in　meningioma　and　AVM

were　significantly　high　in　early　stage，　and　showed

good　correlation　with　those　of　rCBF　image　ob・

tained　by　Xe－133　gas　inhalation　method（correla－

tion　coe缶cient　is　O．97），　which　indicates　rate　of

blood　flow　in　the　mass　lesion．　Dynamic　scin－

tigraphy　may　be　a　useful　method　to　evaluate　the

uptake　mechanism　of　IMP　in　the　tumor．

　Key　words：123HMP，　Brain　tumor，　SPECT，

Dynamic　scintigraphy，133Xe．
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