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《原　著》

閉塞性脳血管障害の133Xe　ECTによる検討

酒井　康子＊　春日　敏夫＊

丸山　篤敬＊　河合　　卓＊

中西　文子＊　曽根脩輔＊

谷崎　義生＊＊　加藤　茂樹＊＊

　要旨　虚血性脳血管障害35例について，133Xeガス吸入CBFとそのdelayed　scan，　X線CTスキャン，

およびIVDSAなどを用いて，壊死巣を含まない中大脳動脈領域虚血巣の血流量を検討した．35例中の20

例でacetazolamide静注によるactivation　studyも施行した．

　CBF像で，血流低下を示した症例のdelayed　scanで，患側と健側を比較すると，1型：患側の集積が健

側に比べ多くなるもの，II型：患側が健側とほぼ等しくなるもの，　III型：患側が低下したままであるもの

に区別できた．1型のIVDSA像で側副血行路の発達が良好であり，　misery　perfusionの状態であることが

推定された．III型では側副血行路の発達が悪く，　acetazolamideによる血管反応性も乏しく，　perfusion

reserveの低下が疑われた．したがって，1型では治療効果が期待できよう．

1．はじめに

　133Xeガス吸入による脳循環動態測定法は，

1963年にMallettら1・2）により導入され，1967年

のObristら3）による改良を経て，非侵襲的検査

法として広く採用されてきた4“6）．さらに最近で

は，Single　Photon　Emission　CT（SPECT）による

3次元的評価が可能となって？一一13），一層その有用

性が高められた．しかし，脳虚血領域の血流状態

把握のために，SPECTによる局所脳血流量測定

regional　cerebral　blood　flow（rCBF）を用いる場

合に，その精度はまだ十分とは思われない14・15）．

　今回，われわれは，133Xcガス吸入法を用いて，

SPECTにより，脳血流量測定（cerebral　blood

flow，　CBF）を行い，さらに，この場合にdelayed

scanを加えて，虚血領域の血流量の経時的変化

をwash　outの情報を加味した形で検討した．そ

して，intravenous　digital　subtraction　angiogra．
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phy（IVDSA）やacetazolamide負荷によるacti－

vation　studyと比較したところ，　delayed　scanが，

局所脳血流の診断に有用だと思われる結果を得た

のでここに報告する．

II．対象と方法

　対象は，1983年11月より1985年8月までに臨床

的に虚血性脳血管障害と診断され，発作後2か月

以降の慢性期にX線CTスキャンと133Xeガス

吸入Emission　CT（ECT）検査を施行し，133Xeガ

ス吸入ECTにおいて血流低下を示した症例のう

ち，Intravenous　Digital　Subtraction　Angiography

（IVDSA）も施行して，一側のみの内頸動脈また

は中大脳動脈の一次分枝の閉塞像が認められた35

例である．そのうちの20例には，acetazolamide

負荷によるactivation　studyも施行した．

　ECT装置は，　Tomomatic－64（Medimatic社製）

を使用した．IVDSAにはアンギオイメージャ

YKO3200（日本アビオニクス社製）を使用した．

　133Xeガス吸入ECT検査では，まず133Xeガ

ス約50mCiを1分30秒間吸入させた．この間，

133Xeガスが肺へ集積し平衡状態となり，これが

頭部へ移行するのに約30秒要すると考えた．そこ

で，頭部スキャンは吸入開始と同時に始め最初の
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1分30秒間と，その後は各1分間ごとの3回，計

4回連続して行った．これらをそれぞれ，1分，

2分，3分，4分のイメージと称している．この

4枚のoriginal　ECT像からCBF像を作成した．

さらにdelayedイメージを得るために，吸入開始

から7分後と12分後および17分後の，計3回の4

分間のECTスキャンを追加した（Fig．1）．

　CBF像の検討では，同一例のCT像を最初に

参照した．単純X線CT像で，髄液と同程度の

低吸収域を示して，造影CT像においても，造影

剤増強効果を示さない脳領域を壊死巣とみなした．

133Xe－CBF像では，この壊死巣に相当する部分を

含めないで中大脳動脈領域に関心領域（ROI）処

理を行い，左右で比較した．すなわち患側の血流

低下を示す領域と，健側の対照領域に，同じ大き

さの関心領域（64×64マトリックス像10×10でヒ゜

クセル以上）を設定して，それぞれのCBF値を

計測し検討した．

　delayed　scan像にっいても同様な検討を行った．

この場合に，時間の経過によって，患側の集積が

増加して健側より高度になったものを1型，患側

と健側がほぼ等しくなったものをII型，患側の

集積が低下し続けたものをIII型として分類した

（Fig．2）．

　activation　studyは，　acetazolamide　20　mg／kg静

注20分後に通常の方法で133Xeガス吸入とその後

のスキャンを行い，ここで得られた133Xe－CBF

像を，acetazolamide静注前のCBF像と比較した．

activation　studyの効果判定に関しては，これによ

りCBFが，中大脳動脈領域前半部で7．1　m1／100

g／min以上，後半部で7．3　m1／100　g／min以上の上

昇を示す場合に血管反応性ありとした．これは，

正常人5例と脳梗塞8例，脳内出血3例の計16例

を対象として得たわれわれの基礎データ16）によ

るものである．この場合に，同一患者において，

引き続いて2回の検査を行うと，健常者および有

病者の健常側では，1回目と2回目で，中大脳動

脈領域前半部で，平均一〇．5土3．8m1／100　g／min，

後半部で平均0．1±3．6m1／100　g／minの変動が認

められたので，その2SD（標準偏差）を超えて

CBF値が上昇するものを反応性ありとみなすこ

とにした．

m．結　　果

　133Xeガス吸入によるoriginal　ECT像は，正常

例では，左右ほぼ対称的な集積像を示し，Fig．1

ですでに示したごとく，吸入後1～2分で灰白質

に，3～7分で白質に，12分では脳室に，17分で

は頭皮において集積が増加した．

　脳虚血例では，CBF像において，患側の集積が

低下しており，35例中の34例において，X線CT

像における低吸収域より広範囲の異常域がみられ

た．残りの1例では，X線CT像とほぼ同じ広

さの異常域を認めた．壊死巣を含めないように設

定した関心領域のCBF値は，35例の患側では，

28　ml／100　g／min～67　m1／100　g／minで，同一例ご

との対側との比は0．48～0．91であった．

　delayed　scan像では，1型7例，　II型23例，　III

型5例であった．delayed　scan像において，関心

領域の集積の患側／対側比をみると，1型：1．11

士0．02，II型：0．98土0．04，　III型：0．86土0．03とな

り，視覚的判定結果とよく一致した．

　CBFの患側／対側比と，　delayed　scanの患側／

対側比を比較すると，両者は相関せず，ほぼ同じ

CBF比を示すものが，種々異なった値のdelayed

scan比を示した（Fig．3）．　CBF比の代わりに，

CBF絶対値を用いて，これとdelayed　scan比を

比較した場合にも，ほぼ同じ結果であった．

　患側の関心領域のCBFの絶対値とdelayed

scan比，1VDSAにおける側副血行路の有無など

を比較すると（Fig．4），1型7例中7例，　II型23例

中19例，III型5例中3例で側副血行路がみられ，

1型では側副血行路がよく発達していた．CBF絶

対値の比較的高い例（50m1／100　g／min以上）では，

側副血行路が高度あるいは中等度に発達していた．

また，CBFの比較的低下した例（50　ml／loo　g／

min以下）のうち，特にII型とIII型では側副血

行路の発達が悪いものが多かった．

　acetazolamide負荷試験では，1型では3例中

1例，II型では14例中4例，　III型では3例中全
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Fig．1　Norlllal　SPECT　images　of　the　brain　at　the　level　of　basa］ganglia，　obtained　l，2，3，

　　　　　　4millutes　rcspcctivcly，　following　the　initiation　of　133Xe　gas　inhalation．　Dclayed

　　　　　　scan　images　were　obtained　at　7，12and　l7millutes　each．

｝　二E　II

●
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Fig．2　Thrce　types　of　CBF　imagcs　classi6ed　in　conjuncti（）n　with　the　delayed　timc　imagcs・

　　　　　　Type　l　shows　a　highcr　anlollnt　of　accunlulatk｝n　oll　the　atfected　side　than　on　the

　　　　　　non－atTected　sidc．　Type　llshc）ws　an　apprt）xinlatc｜y　cqual　amount　ofaccumulation

　　　　　　on　the　bilateral　brain　arcas．　Type川alesser　amount（）f　accumulatk川persists　on

　　　　　　the　atfected　sidc．
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Fig．3　CBF　ratio　and　delayed　scan　ratio（affected　side

　　　　　　to　non－affected　side）．　The　delayed　scan　ratio

　　　　　　does　not　change　with　the　CBF　ratio．
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Fig．5　CBF，　delayed　scan　and　activation　study　rela－

　　　　　　tionship．
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　　　　　　activation　study．
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例で反応なしと判定された．1型とH型の中でも，

CBF値が低い場合には，低い反応性を示す傾向

が認められた（Fig．5）．

　　　　　　　　　　　　　IV．考　　察

　　133Xeガス吸入によるECT脳血流量測定
（133Xe－CBF　ECT）は，従来のマルチプローブ方式

より優れている7・9・10）．また，最近普及しつつあ

るN－isopropyl－P（1－123）－iodoamphetamine（1231－

IMP）ECT法と異なり，検査を容易に繰りかえせ

るので便利である．

　133Xeガス吸入による局所脳血流量測定法の主

流が，マルチプローブ方式からECT方式に移っ

Fig．4　Collateral　circulation　on　DSA　in　the　ischemic

　　　　　　brain　area．

　　　　　The　collateral　circulation　on　DSA　was　fairly

　　　　　　rich　in　the　Type　I　and　poor　in　the　Type　III．
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て，測定精度上で格段の進歩をとげた．しかし，

本法においても，周囲の他種組織からのコンプト

ン散乱による影響は残るし，今回われわれが用い

たdelayed　scanのごとく，組織への133Xe集積

量が少ない状態でのECT像の信頼性については

一考を要するであろう．

　ここでTomomatic－64の特性を簡単に述べる．

本装置は，four　detector　banks方式のもので，

sampling　intervalは4．5度であり，80　projection

で360度をカバーし，このデータ収集に10秒要す

る．この80projection／10　sccを単位として，ス

キャン時間を任意の長さに設定でき，この間に得

られた生データが加算され80　projectionの生デ

ー タとして，ECT像の再合成に利用される．こ

の際に生データは，まず，予め規定のファントー

ムを用いて得られた較正用データにより吸収補正

され，さらにフィルタリングが行われる．ECT

像の定量性を保つためには，吸収補正とフィルタ

ー関数の設定条件を常に一定に保つ必要があるが，

われわれは，基礎実験14）に基づき，吸収補正

ATT＝12，フィルター関数FNo－1を選択して用

いている．

　本装置によるECT像の空間分解能（FWHM）

は，133Xeを用いた場合に像の中央部で16mm，

像の周辺部では14．8mmである．このために，

同じ放射能濃度を示す領域内に関しても，小さす

ぎる関心領域（ROI）を用いた場合に，異なった

計測値を示す可能性がある．この測定誤差をさけ

るために，われわれは関心領域（ROI）として，

32×32mm（10＞10ピクセル）以上のものを用い

た．

　133Xeを用いた場合の本装置の感度sensitivity

は，20．9　Kcps！，ttCi／mlと優れていた．したがって，

シンチカメラ方式のECT装置等と異なり，低放

射能濃度のスキャンも可能である．そしてわれわ

れの基礎実験では，ECT像上のピクセル当たりの

カウント数と放射能濃度の比例関係は，4分間で

70カウント／ピクセル（0．12μCi／mt）まで保たれ

ていた．今回われわれの施行したdelayed　scan

では，133Xeのwash　outにより低放射能の画像

51

情報になることから，スキャン時間を4分という

Tomomaticとしては比較的長い時間で実施し，

低カウント領域でも100カウント／ピクセル以上

になるようにしたのはこのためであり，測定値の

信頼性を保つように配慮している．

　Tomomatic－64は同時に3スライス（スライス

厚2cm，隣接スライスの中央面間の距離4cm）が

得られる．われわれは，OM（orbitomeatal）線に

＋10度傾斜をつけた面に平行で，これより上方

1cmと5cm，9cmにそれぞれの中央面がくる

3枚のスライスを撮像しているが，この中の中央

スライス（スライス2）には，通常，基底核や視

床が示される．今回の検討には，主にこのスライ

ス2を用いた．

　X線CTスキャンは，　OM線に対して十10度

で行っているので，OM線より5cm上方のスラ

イスを中心に，その前後スライス計3画像を今回

の検討に用いた．

　本装置を用いてCBF値をみる場合には，次の

点を考慮すべきである．すなわち第一に，本装置

におけるCBF計算アルゴリズムでは，基本的に

は，いわゆる初期画像法（early　picture　method）17｝

が用いられており，133Xe脳クリアランス曲線を

wash　inとwash　out部分に分けた場合の前者が

重視され，したがって血管成分が重きをなしてい

る．第二に血流量（F）は，クリアランス係数（K）

と分配係数（λ：組織中の133Xe／血液中の133Xe）の

積（K・R）で求められるが，本法ではλとして灰

白質の値0．85が用いられている．したがって，λ

が灰白質より大きな白質のCBF値（F）について

の精度は低いことになる．同様に，低血流量域で

も組織変化によりλが変化することが考えられる

ので，この領域のCBF値にも誤差が生じうる・

　133Xe－CBF　ECTは，虚血性脳血管障害におけ

る血流低下領域を，X線CTよりも早期に，より

広く，正確に描出できる10・11）．今回われわれが検

討した虚血性脳血管障害例では，X線CT像で低

吸収域が認められないが，133Xe－CBF　ECT像で

は血流低下が明瞭に示されるものがあった．これ

は，不完全梗塞，っまり虚血はあるが壊死におち
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いっていない状態と考えられる18“20）．動物実験に

おいても，可逆性に機能を失っている部位，すな

わちischemic　penumbraが壊死巣の周辺に見ら

れることが報告されており21），これは積極的治療

の対象領域となろう．また，X線CTにおける中

大脳動脈領域の梗塞巣が大きなものは，delayed

scanでIII型が多く，比較的小さな症例に1型が

多い傾向が認められた．

　虚血巣の範囲と程度を規定する大きな要因とし

て，側副血行路が重要であることから，脳組織虚

血部の灌流予備能perfusion　reserveを推測する

ためには，側副血行路の発達の程度をみておく必

要がある．そこでわれわれは，IVDSAを行い，

これと関連すると思われるdelayed　scan法，

acetazolamide負荷試験による血管反応性などを

比較検討した．

　delayed　scanにおいては，健側よりも患側での

集積量が多くなる群（1型）を認めた．これは虚血

部で血流量減少による組織変化が生じて，脂質親

和性の133Xeがここに取り込まれ，　wash　outが

遅れることがその原因として考えられる．再循環

による附加もありえよう．1型例の虚血部の133Xe

絶対量が経時的に減少していることから，虚血部

においてwash　inとwash　outが平衡状態に達す

る時期が遅延することもその原因として考えられ

る．しかし，いずれの理由によるにしても，現象

的にはwash　outの遅れであり，　delayed　scan時

に，133Xeが脳組織内に拡散して残っている状態

である．そしてこの時期には血中の133Xeはきわ

めて少なくなっているので，上記のCBF計算の

基本式F＝K・λを考えるならば，delayed　scan

は，組織／血液すなわちλの大きい部位を表示し

ていることになろう．このことはFig．4のごと

く，delayed　scanが，おもにKに依存するCBF

値とは相関を示さず，Kとは別の情報とみられる

ことからも示唆されている．

　Figure　4において，　CBF値が50　m1／1009／min

以下と比較的低い領域，したがってクリアランス

（K）が比較的小さい症例についてみると，Type　I

では，Type　IIやType　IIIよりも，λが大きいこ

とが判る．すなわち，Type　Iでは，循環血液中の

133Xe量と比較して，組織中の133Xe量が多いこ

とを示しており，perfusion　reserveが示唆される．

これらの症例では側副血行路の発達が良好なこと

が多かった．133Xeを取り込む能力はあるが，血

液循環が低下している領域と考えられ，したがっ

て，Type　lはmisery　perfusionに相当する．

Type　IIIは血液循環も予備能もなく，壊死直前の

状態を示している．CBF値が50　m1／100　g／min以

上と比較的高い領域では，側副血行路が豊富であ

り，acetazolamide負荷試験による血管反応性も

陽性を示す例が多く（Fig．5），組織障害は比較的

軽度と考えられた．

　以上，低血流域において誤差が大きいとされる

CBF値の欠点を補うために，　delayed　scanを加え，

虚血巣の血流状態をより詳しく推定可能とした．

本法により，いわゆるperfusion　reserveも推定し

やすくなることが判った．

V．結　　論

　1）delayed　scan像ではCBFが低下した領域

をさらに3型に分類でき，これにより病巣におけ

る側副血行路の発達やperfusion　reserveの推定が

可能となった．

　2）delayed　scanにおいて，　a）患側において健

側より集積が増加する症例（1型）では側副血行

路の発達が良好であった．これは，misery　perfu－

sionの状態と考えられた．　b）患側の集積が低下

したままの症例（III型）では側副血行路の発達が

悪く，血管反応性も乏しかった．これはperfusion

reserveの低下を示し，手術適応に乏しいと考え

られた．

　本文の要旨は，第25回日本核医学会総会↓昭和60年

10月，徳島）において発表した．

文　　献

1）Mallett　BL，　Veall　N：Investigation　of　cerebral

　blood－flow　in　hypertension，　using　radioactive－

　Xenon　inhalation　and　extracranial　recording．

　Lancet　1：1081－1082，1963

Presented by Medical*Online



閉塞性脳血管障害の133Xe　ECTによる検討 53

2）Veall　N，　Mallett　BL：Regional　cerebral　blood　flow

　　　determination　by　133Xe　inhalation　and　extracranial

　　　recording；The　effect　of　arterial　recirculation．　Clin

　　　Sci　30：353－369，1966

3）Obrist　WD，　Thompson　HK，　King　CD，　et　al：

　　　Determination　of　regional　cerebral　blood　flow　by

　　　inhalation　of　133－Xenon．　Circulation　Research　20：

　　　124－135，1967

4）Risberg　J，　Ali　Z，　Wilson　EM，　et　al：Regional

　　　cerebral　blood　flow　by　133Xenon　inhalation．　Stroke

　　　6：142－148，1975

5）Obrist　WD，　Thompson　HK，　Wang　HS，　et　a1：

　　　Regional　cerebral　blood　flow　estimated　by　i33Xenon

　　　inhalation．　Stroke　6：245－256，1975

6）Risberg　J：Regional　cerebral　blood　flow　measure－

　　　ments　by　133Xe－inhalation：Methodology　and　ap－

　　　Plications　in　neuropsychology　and　　psychiatry．

　　　Brain　and　Language　9：9－34，1980

7）上村和夫，他：Emission　computed　tomographyと

　　　それによる局所脳循環代謝測定．神経内科12：113－

　　　123，1980

8）Henrikusen　L，　Paulson　OB，　Lassen　NA：Visual

　　　cortex　activation　recorded　by　dynamic　emission

　　　computed　tomography　of　inhaled　Xenon－133．　Eur

　　　JMed　6：487－489，1981

9）Lassen　NA，　Henriksen　L，　Paulson　OB：Regional

　　　cerebral　blood　flow　in　stroke　by　133Xenon　inhala－

　　　tion　and　emission　tomography．　Stroke　12：284－288，

　　　1981

10）Lassen　NA，　Henriksen　L，　Paulson　OB：Regional

　　　cerebral　blood　flow　by　radio－xenon－133　inhalation

　　　and　dynamic　emission　tomography．　Prog　Nucl　Med

　　　7：110－117，1981

11）Lassen　NA：Regional　cerebral　blood　flow　in　cere民

　　　brovascular　disease　by　SPECT．　J　Neuroradiology

　　　10：2487－2493，1983

12）Ackerman　RH：Of　cerebral　blood　flow，　stroke　and

　　　SPECT．　Stroke　15：1－4，1984

13）Buell　U，　Moser　EA，　Schmiedek　P，　et　a1：Dynamic

　　　SPECT　with　Xe－133：Regional　cerebral　blood　fiow

　　　in　patients　with　unilateral　cerebrovascular　disease：

　　　communication．　J　Nucl　Med　25：441－446，1984

14）春日敏夫，金谷春之，谷崎義生，他：Emission　CT

　　　の基礎的検討　　Tomomatic　64について　　．映

　　　像情報7：799－806，1982

15）畑　隆志，福内靖男：脳血流測定法の精度をめぐっ

　　　て．総合臨床32：2487－2493，1983

16）谷崎義生，春日敏夫，牧下英夫，他：Single　Photon

　　　Emission　CTによるActivation　Studyの基礎的検

　　　討．CT研究6（3）：281－290，1984

17）Celsis　P，　Goldman　T，　Henriksen　L，　et　al：Amethod

　　　f（）r　calculating　regional　cerebral　blood　fiow　of　inert

　　　gas　concentrations．　J　Comput　Assist　Tomogr　5（5）：

　　　641－645，1981

18）瀬川　弘，木村一元，上田裕一，他：断層脳血流測

　　　定による脳梗塞の血行動態解析．脳神経35（6）：

　　　583－594，1983

19）河瀬　斌，水上公宏，田沢俊明，他：脳梗塞の病態

　　　推移と血行再開．脳神経35（1）：71－81，1983

20）Olsen　TS，　Larsen　B，　Heming　M，　et　a1：Blood　flow

　　　and　vascular　reactivity　incollaterally　perfused　brain

　　　tissue．　Stroke　14：332－341，1983

21）Symon　L，　Pasztor　E，　Branston　NM：The　distribu－

　　　tion　and　density　of　reduced　cerebral　blood　flow

　　　following　acute　middle　cerebral　artery　occlusions：

　　　An　experimental　study　by　the　technique　of　hydrogen

　　　clearance　in　baboons．　Stroke　5：355－364，1974

Presented by Medical*Online



54

Summa】ry

Cerebral　Blood　Flow　Study　by　133Xe　Inhalation　and　Single　Photon

　　　　　　Emission　CT　in　Occlusive　CerebrovascU　lar　1）isease

Yasuko　SAKAI＊，　Toshio　KAsuGA＊，　Fumiko　NAKANIsHI＊，　Shusuke　SoNE＊，

　　　　　Ats皿ori　MARuYAMA＊，　Takashi　KAwAI＊，　Yoshio　TANIzAKI＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　Shigeki　KATo＊＊

切ep〃’〃2ε〃’②f　Radiology，　Sliinshu　Universirγ　School　ofルfedici〃e

　　　　　　“D卿rr〃le〃’げ∧「e〃ro∫〃rgery，　Kakeγ〃Hosp〃at

　The　cerebral　blood　flow　study　to　detect　ischemic

areas　in　the　brain　was　performed　in　35　patients

with　occlusive　cerebro－vascular　disease　in　an　uni－

lateral　internal　carotid　artery　and／or　middle　cere－

bral　artery；utilizing　Single　Photon　Emission　CT

（SPECT）with　133Xe　inhalation　technique，　with

the　additiona1　delayed　scan．　In　20　cases　of　them　the

activation　study　with　intravenous　injection　of

acetazolamide　20　mg／kg　was　done．　X－ray　CT　and

in　a　part　of　the　cases　intravenous　digital　subtrac－

tion　angiography（IVDSA）were　also　perfbrmed．

　The　delayed　scan　images　were　classified　into　the

following　3　types　according　to　the　amount　of　the

accumulated　activity　on　the　affected　side　in　com－

parison　with　the　non－affected　side．；Type　I：a

greater　amount　of　accumulation　of　133Xe　in　the

affected　side，　Type　II：an　approximately　equal

amount　of　accumulation　on　both　sides，　Type　III：

alesser　amount　of　accumulation　on　the　affected

side．　The　collateral　circulation　demonstrated　on

the　IVDSA　images　was　relatively　rich　in　the　Type　I

group．　A　poorer　collateral　circulation　on　DSA　and

an　impaired　response　to　the　activation　study　were

shown　in　the　Type　III　group．　The　Type　I　might

be　explained　by　the　penumbra　effect　and　mightヒe

considered　as　a　candidate　fbr　bypass　surgery．

　　Key　words：　133Xe　inhalation　methcd，　Cerebral

blood　fiow，　SPECT，　Cerebrovascular　disorders，

Delayed　scan．
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