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《原　著》

99mTc－hexamethylpropyleneamine　oximeを用いた脳腫瘍，

　　　　　　　血管腫の脳血流dynamic　SPECT

一133Xe，1231－IMPによるイメージとの比較一
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　要旨　脳腫瘍，血管腫を対象に99mTc－hexamethylpropyleneamine　oxime（HM－PAO）とN－isopropyl－p

l1231］iodoamphetamine（IMP）による脳血流のダイナミックSPECTを行った．対象とした症例は，原発性脳

腫瘍13例，転移性脳腫瘍6例，脳動静脈一奇形（AVM）3例，海綿状血管腫1例の合計23例である．検査装置

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・・た．また，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，HM－PAO（20－25　mCi），　IMP（3　mCi）を静注後0－20分における腫瘍部と対側皮質領域の

actMtyの比（T／N比）を求め腫瘍別にT／N比を比較し，また133Xe吸入法によるrCBF像でのT／N比と

比較した．Angioblastic　meningioma，　meningothelial　meningioma，　AVM，　high　grade　astrocytomaでは，

time　activity　curve（TAC）早期において高いT／N比を示し，静注後2分におけるTIN比はrCBF像での

T／N比と高い相関がみられ，腫瘍部の血流程度を反映していた．転移性脳腫瘍，10w　grade　astrocytomaで

は0－20分の間ほぼ一定のT／N比を示し，その値は異なるものの，腫瘍の種類による一定の傾向は認めら

れなか’・た．HM－PAOによるダでナミックSPECTは腫瘍の血流の評価に有用であリ，　T／N比はある程度，

腫瘍の性状を反映している可能性があると考えられた．

1．はじめに

　最近脳血流シンチグラフィ用に開発された放射

性医薬品である99mTc－hexamethylpropyleneamine

oxime（HM－PAO）は，静注後初回通過で正常の

血液脳関門を通過し急速に脳の灰白質に取り込ま

れ，数時間にわたって残存し，その分布は局所脳

血流を反映すると言われている1”7）．HM－PAOは

single　photon　emission　computed　tomography

（SPECT）によ一・て脳血流分布の良好なイメージが

＊宮崎医科大学放射線科
＊＊　　　同　　脳外科

受付：62年9月16日
最終稿受付：63年3月2日
別刷請求先：宮崎郡清武町大字木原5200　（畢889－16）

　　　　　　宮崎医科大学放射線医学教室

　　　　　　　　　　　　　　　　大　西　　　隆

得られるため，脳血管障害の診断に対する有用性

が報告されている1～3）．しかし，脳腫瘍例に対し

て本剤を使用した報告は少なく，病変部は欠損像

として描出されると報告されている4）．今回われ

われは脳腫瘍19例，血管腫4例の計23例にHM－

PAO，　N－isopropy1－p【1231］iodoamphetamine（IMP）

による脳血流のダイナミックスキャンを行い病変

部におけるHM－PAOとIMPの取り込みの経時

的変化について検討し，また同時期に行った

133Xeガス吸入法による局所脳血流（rCBF）像と

の比較検討を行ったので報告する．

II．対　　象

　対象とした症例は，原発性脳腫瘍13例，転移性

脳腫瘍6例（原発巣：肺癌5例，直腸癌1例），血

管腫4例の合計23例であり，転移性脳腫瘍中2例
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を除き手術にて組織学的診断が得られている．年

齢は22歳より77歳までで平均53歳であり，男性15

例，女性8例である．

III．方　　法

　1）装置，検査方法

　検査装置は，島津製リング型ECT装置（SET－

020）で，コリメータはHM－PAO，　IMP，133Xeと

も高感度型を使用した．データ収集，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．検査方法は，　HM－

PAO　20－25　mCi（740－925　MBq），　IMP　3　mCi（111

MBq）を静注し，直後より20分間，2分ごと10フ

レームのダイナミックSPECT像を得た．再構成

画像のマトリックスサイズは64×64である．同

時期に133Xeガス吸入法（約10mCi〃）にて10分

間データ収集を行い，Kanno　and　Lassen8）による

sequence　of　pictures　methodによりrCBFを計算

し，マトリックスサイズ32×32にてrCBF像を
得た．

　2）検討方法

　X線CTと比較して病変部と考えられる領域と，

対側皮質に同じ大きさの関心領域を設定し，両者

のカウント数の比（T／N比）を各フレームごとに

求め，静注直後より20分間のT／N比をグラフ上

に4次の近似曲線にて近似し，T／N比曲線とした．

このようにして得られたT／N比曲線はT／N比の

経時的な変化をあらわしている．各腫瘍について

T／N比曲線を比較した．また，静注2分後と20

分後におけるIMPとHM－PAOのT／N比と
133Xe吸入法によるrCBF像のT／N比との比較
を行った．

IV．結　　果

1．T／N比曲線

1）Meningioma

　MeningiomaのT／N比曲線をFig．1a，　bに示す．

HM－PAOでのT／N比曲線（Fig．　la）においては，

angioblastic　type　1例，　meningothelial　type　4例中

3例で静注直後に高いT／N比を示し，その後低

下し，meningothelial　typeは健常皮質と同程度，

もしくはやや低いT／N比となっている．angio－

blastic　typeでは，　T／N比は時間とともに低下し

ているが，20分後においても162％と高いT／N

比を示した．fibroblastic　typeにおいては，静注

直後より20分まで70－80％のほぼ一定のT／N比

を示した．IMPでのT／N比曲線（Fig．1b）でも

ほぼ同様の傾向を認めるが，angioblastic　typeで

は，時間とともに急速にT／N比は低下し20分後

には80％と低いT／N比となっている．

　2）AVM，　cavernous　hemangioma

　AVM，　cavernous　hemangiomaのT／N比曲線

をFig．2a，　bに示す．　HM－PAOでのT／N比曲線

（Fig．2a），　IMPでのT／N比曲線（Fig．2b）におい

てもAVMは，静注直後には高いT／N比を示す

が，急速に低下し4分後には健常皮質と同等もし

くは低い値となった．Cavernous　hemangiomaで

はHM－PAOのみ施行したが，約110％とやや高
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Fig．4b　T／N　ratio　curves　obtained　by　IMP　in　6　cases

　　　　　of　metastases　and　germinoma．

い一定のT／N比を示した．

　3）　Glioma

　Glioma系のT／N比曲線をFig．3a，　bに示す．

high　grade　astrocytomaで1例，　H　M－PAO，　IMP

とも高いTIN比を示し腫瘍への集積が考えられ

た．またhigh　grade　astrocytomaのほうがlow

grade　astrocytomaに比べ高いT／N比を示す傾向

が認められた．

　4）Metastatic　brain　tumor，　germinoma

　Metastatic　tumor，　germinomaにおいてはHM－

PAO（Fig．4a），　IMP（Fig．4b）とも症例によりバ

ラツキがあり，腫瘍の種類によるT／N比曲線に
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Fig．6a　CT　image　of　a　51－year－old　male　with　angio－

　　　　blastic　meningioma，　showing　a　mass　lesion

　　　　with　edema　in　the　left　frontal　region．
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Fig．6b　rCBF　image　by　Xe－133，　showing　high日ow

　　　　area　in　the　mass　lesion．

…定の傾向は認められなかった．

　2．rCBF像との比較

　HM－PAOとIMPの静注後2分，20分における

T／N比と1　33Xeにヒり得られたrCBFのT／N比

を比較したグラフをFig．5a，　b，　c，　dに示す．静注

2分後においてはHM－PAOでr－0．9，　IMPで

r－0．76と比較的高い相関が見られた．20分後に

おいてはHM－PAOでr＝0．51，IMPでr－－0」と

あ主i）相関は認められなかr．・たがHM－PAOでは，

lMPに比べ高い相関を認めた．

V．症 例

　【症例1】

　51歳，男性，angioblastic　meningiomaの症例

である．造影CTにて強く造影される5．4・5．1cm

の腫瘍を認め周囲に浮腫を伴一・ている（Fig．6a）．
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　　　　eDynamic　SPECT　image　by　IMP（Case　1）．

133XeによるrCBF像では，腫瘍部は高血流域で

周囲の浮腫は低血流域となっている（Fig．6b）．

HM－PAOのダイナミックSPECT像では腫瘍部

は2分一20分まで高集積を示している（Fig．6c）．

Static　imageでも腫瘍部は高集積を示していた．

IMPのダイナミックSPECT像では静注後早期

は腫瘍部は高集積を示したが後期は低集積となっ

ている（Fig．6d）．　Static　imageでは浮腫部を含め

て欠損像となっていた．

　【症例2】

43歳，男性，high　grade　astrocytomaの症例で

ある．造影CTにて不規則に造影される腫瘍を認

める（Fig．7a）．133XeによるrCBF像では腫瘍部

は高血流域となっている（Fig．7b）．　HM－PAO，
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Fig．7a　CT　image　of　a　43－year－old　male　with　high

　　　　grade　astrocytoma，　showing　a　tumor　in　right

　　　　basal　ganglia．
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Fig．7b　rCBF　image　by　Xe－133，　showing　high　flow

　　　　area　in　the　tumor．
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IMPのsPEcT像では2分一20分kで腫瘍部は高
集積を示している（Fig．7c，　d）．　Static　imageでも

腫瘍部は高集積を示している．

VL　考　　察

　HM－PAOは静注されると，脳血L液関門を容易

に通過し正常脳では初回循環でほぼ100。取り込

主れその分布は局所脳血．流を反映するといわれて

いる1’－7）．Eた，　H　M－PAOは99mTc標識化合物で

あり，使用時に容易に調製できること，99mTcの

物理的性質がシンチゲラフィに適しているなどの

利点がある．特にゲイナミックSPECTには，大

量投与の可能なHM－PAOは有利である．

　これ『EでのHM－PAOの臨床使用に関する報告

では脳血管障害例を中心にした／，のが多く，特に

虚血性疾患に対する有用性が報告されている1－3｝．

　一一一方，脳腫瘍例での検討は，Lindegaardら4）に

仁る12例のgliomaを対象とした報告があD，
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Fig．7d　Dynamic　SPECT　image　by　lMP（Case　2）．

static　imageにて，全例，腫瘍部への集積は低か

ったとしている．しかし，今回われわれの検討で

はangioblastic　meningioma，　meningothelial　me－

ningioma，　high　grade　astrocytomaなどでHM－

PAO，　IMPともtime　activity　curve（TAC）早期

において高いT／N比を示し，i33XeによるrCBF

像でもhigh　flowとな・・ていた．主たTAC　2分

においてはHM－PAO，　IMPともrCBF像と相関

し，静注早期の腫瘍への取り込みは腫瘍自身の血

流と関係があると考えられた．腫瘍部が低集積を

示した転移性脳腫瘍等では，組織による一定の傾

向は認められず，腫瘍の性状についての評価は不

可能であった．

　ところで，angioblastic　meningioma，　meningo－

theiial　meningiomaのようなhypervascularな腫

瘍ではTAC早期で高いT／N比を示すのに対し，

meningiomaのなかでもhypovascularなfibro－

blastic　meningiomaでは低いT／N比を示してい

る．このことよりTAC早期においては腫瘍の血

流に応じてextractionがあることが考えられた．

しかしT／N比は時間とともに急速に低下し，

腫瘍部では，なんらかの原因によりretention

mechanismが欠如するためwashoutが早くおこ

ると思われる．主た，TAC早期に高いT／N比を

示す腫瘍において，TAC後期ではT／N比が高い

例と，低い例があり，腫瘍の種類によりretention

mechanismに違いがあると考えられた．

　IMPによる脳腫瘍例の報告はいくつかあり，

static　imageの報告では，1例を除いて9）多くは

集積を認めず，その原因として結合部位の欠如，

IMPの代謝経路の欠如，　pHの相違等があげられ

ている10－14）．しかし，ダイ十ミックシンチグラフ

ィでの報告では，meningiOma，　aStrOCytOma等で

TAC早期において腫瘍部への集積を認め，ある

程度，腫瘍部の血流分布を反映すると考えられて

いる15”17）．土屋らは，腫瘍部でのIMPのwashout

の状態を検討し腫瘍部では，washoutが早く，ま

たwashoutのパターンが腫瘍のnatureを反映し

ている可能性があると報告している17）．

　今回のわれわれの検討でも同様の結論を得，特

にmeningiomaにおいては組織型によりT／N比

曲線のパターンに違いを認め，腫瘍の性状を反映

している可能性があると考えられた．しかし

HM－PAOと比べると，腫瘍への集積傾向は全体

として低かった．いずれにせよ，IMP，　HM－PAO

ともに頭蓋内腫瘤性病変においては，meningioma

Presented by Medical*Online



438 核医学

の組織診断，AVM等に有用であり，腫瘍自体の

集積や，その経時的変化をみるのに有用であると

考えられた．
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Summary

Dy皿mic　SPECT　Using　Tc－99m　Hexamethylpropyleneamine
　　　Oxime　in　the　Patients　with　lntracrania1　Mass　Lesions

　　　　　　　　　－－A　Comparison　with　Xe－133　and　IMP－一一

Takashi　OHNisHI＊，　Hiroaki　HosHi＊，　Katsushi　WATANABE＊，　Seishi　JINNoucHi＊，

　　　　　　　Osamu　UwADA＊，　Shinichi　NAKANo＊＊and　Kazuo　KINosHITA＊＊

＊Depa〃’nent　of　1～adiology，口Depar〃ne〃’of　Ne〃rOS〃rgery，ハ〃γazakiルted’ea～Cb〃ege

　　Dynamic　single　photon　emission　computed

tomography（SPECT）using　Tc－99m　hexamethy1－

propyleneamine　oxime（HM－PAO）and　N－iso－

propyl－p【1－123】iodoamphetamine　（IMP）　was

performed　in　23　patients　with　intracranial　mass

lesions（primary　brain　tumor；13，　metastatic　brain

tumor；6，　arterio－venous　malformation（AVM）；

3，cavernous　hemangioma；1）．　Instruments　used

were　ring　type　emission　computed　tomography

（SET－020，　Shimadzu　Co．）with　minicomputer　sys－

tem（ECLIPSE　S－120，　Japan　Datageneral　Co．）．

Dynamic　scans　were　carried　out　immediately　after

intravenous　injection　of　the　radiopharmaceuticals

（2min．　per　frame×10　frames．）．　Tumor　activities

（T／Nratios）were　calculated　in　each　frame　com－

pared　to　contralateral　side．　TIN　ratios　in　the

patients　with　angioblastic　meningioma，　meningo一

thelial　meningioma，　AVM　and　high　grade　astro－

cytoma　were　high　in　early　stage，　and　showed　good

correlation　with　those　of　rCBF　image　obstained

by　Xe－133　gas　inhalation　method（correlation　coef－

ficients　were　O．9　in　HM－PAO，0．76　in　IMP），　which

seemed　to　indicate　the　rate　of　blood　flow　in　the

mass　lesions．　T／N　ratios　in　metastatic　brain　tumors

and　low　grade　astrocytomas　were　constant　during

O－20min　after　injection　and　were　not　related　to

tumor　types．

　　In　summary，　dynamic　SPECT　may　be　useful

method　to　evaluate　the　blood　flows　in　brain　tumors，

and　T／N　ratios　may　reflect　those　of　tumors．

　　Key　words：　Tc－99m　　hexamethylpropylene－

amine　oxime，1－1231MP，　Xe－133，　Brain　Tumor，

SPECT．
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