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《原著》

虚血性脳血管障害における1231－IMP脳血流シンチの

　　　　　　　　　再分布現象の臨床的意義

一rCBFとの関係一

小田野幾雄＊ 土屋　俊明＊＊　酒井　邦夫＊ 伊藤寿介＊＊

　要旨　虚血性脳血管障害を対象に，1231－IMP脳血流シンチの再分布現象redistribution　phenomenonを，

局所脳血流量（rCBF）の観点から検討した，　early　SPECTは1231－IMP静注15分後に，　delayed　SPECTは

5時間後に撮像し，両者のimageからFilling－in　rateとRedistribution　rateを算定して分析した．

　その結果，①rCBFが低い領域ほどdelayed　imageにおける相対的なcountは増加してくること（rCBF

とFilling－in　rateの逆相関）．②CTで低吸収となる領域のrCBFは14．8t：5．7　m1／100　g・脳／minであり，

再分布はほとんどみられないこと，③低吸収域周囲のrCBFは33．8±7．6　m〃100　g・脳／minで，強い再分

布がみられることなどが判明した．総括的にいえば，rCBFが約20　m〃100　g・脳／min以上の領域では，そ

れ以下の領域と比較すると再分布が強く現れる．再分布は可逆的な虚血の程度と深い関係があると推測され

た．以上の結果をもとに，再分布現象を理解するためのシェーマを考案した．

1．緒　　言

　N－lsopropy1－P－［1231］lodoamphetamine（以下

1231－IMPと略す）は初回循環で高率に脳組織へと

りこまれ，その分布は脳血流に比較的parallelで

あるところから，新しい脳血流imaging　agentと

して脳血管障害をはじめとする種々の脳疾患の診

断に広く利用されている．しかしこのagentの脳

組織への集積機序はまだ不明な点が多く1・2），今後，

解決されなければならない問題点が少なからずあ

るが，その一つにdelayed　scanにおける再分布

現象がある．

　これは，early　scanでlow　perfusionであった領

域が，3～5時間後のdelayed　scanで等集積像ま

たは高集積像となってくる現象で，日常診療にお
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いてかなりの頻度でみられる所見である．そして

この現象が脳組織のviabilityの指標となる可能性

を示唆する報告もあるが3・4），その本態はまだ不

明である．

　そこでこの研究では，検出器対向型の回転型ガ

ンマ・カメラを用いて，i231－IMP静注15分後か

らimagingを開始し，持続動脈採血を併用して局

所脳血流量の絶対値を算定し，5時間後のdelayed

scanのimageと対比することにより，　rCBFと

再分布現象との関係を分析した．

II．対　　象

　対象は，X線CTにて一側性に低吸収域のみら

れる脳梗塞10例である．そのうち5例は低吸収域

の大きさが約3×3cm以上のもので，他の5例は

hypodense　spotが単発または多発して存在するも

のである．男性8例，女性2例，年齢は52歳か

ら69歳（平均55．8歳）で，脳梗塞症状の発現から

1231－IMP検査までの期間は1か月から7か月（平

均2．6か月）である．
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III．方　　法

1）装置および撮像条件

核医学　25巻8号（1988）

　方法は，ルゴール液を検査前日から連続5日間

内服させ，i231－IMPを3．5・mCi／3・mt～4．5　mCi／3　m1

静注し，15分後からearly　SPECT（CBF　image）

を撮り，5時間後にdelayed　SPECTを撮像した．

　装置は，中エネルギー用コリメータを装着した

Siemens　ZLC／75　Rota　Camera（検出器対向型）で，

コンピュータは島津シンチパック2400および

DEC　PDP　ll／34（GAMMA－11）を用いた．

　データ収集条件は，energy　photo－peak　159　keV，

window　width　20％に設定し，　SPECTはsampling

angle　6°，　samplin9　time　60秒で60方向から64×64

matrixで撮像した．画像再構成にはWiener＆

Butterworth　filter処理後，　slice　thickness　6　mm

で，Shepp＆Logan　filterを用いた重畳積分法を

用い，Sorenson法（吸収係数／t－0．12　cm－i）によ

る吸収補正を行った．なお，散乱線除去は行わな

かった．SPECTは，特注のベッドとヘッドレス

トにより，患者頭部の長軸方向の中心が，ガンマ・

カメラの検出器の回転中心とできるだけ一致する

ように設定して，撮像した．

　また，SPECT撮像はすべてOM　lineに平行に

なるように行い，あわせて同一スライス面で同一

拡大率の頭部X線CTを撮像し，両者をX線フ

ィルム上で重ねあわせることによりSPECT　image

の解剖学的部位を同定した．

　X線CTはGE社CT／T　8800を用いた．　X線

CT，　SPECTの位置ぎめはできるだけ正確に行う

ように努め，スライス面不一致の誤差は最大l

pixel（6　mm）であった．

　2）局所脳血流量

　局所脳血流量（rCBF）の算定はmicrosphere

mode1にょるKuhl5）および犬上ら6）の方法に準

じた1）．すなわち1231－IMP静注直後から，対側

椌骨動脈より5分間持続採血し，F－100・R・

Cb／（N・A）の式を用いてrCBFを算定した．

　ここにF－rCBF（mt／1009・脳／min），　Cb＝脳

内への1231－IMPの集積（μCi／9），　R一動脈血採血

速度（m1／分），　A一動脈血中のRI　activity（μCi），

N一動脈血中のトレーサーの割合である2）．rCBF

の算定の基礎的検討として，円柱ファントム（21

cmφ×19cm）を用いて，　SPECT，オートウェルカ

ウンター（アロカARC－300），およびキュリーメ

ー タ（キャビンテックCRC－30）の計数値のcross

4口》　1
2買下

口

1．low　density　area（LDA）on　CT

2．peri－LDA　on　CT

3．normal　density　and　low　perfusion

4．normal　area

Fig．1　Four　ROIs　were　positioned　on　early　I　L’　31－IMP

　　　SPECT　images．

Early　lmage

c口》

Delayed　lmage

A麗「sc旧》
B　　　→

A’

口B

　　　　　　　　　　　　A：Count　of　LDA　on　CT
FIIIIng－…a・・一 竿・1・・（％）・・C・un…per・LD…C・

　　　　　　　　　　　　C：Count　of　normal　area

Fig．2　Definition　of　F川illg－in　rate，　being　calculated

　　　from　early　and　delaycd　images．

Early　lmage

Bロ》％A 5hours
later

→

Delayed　lmage

　　　　　　　　　　　　　　B’－A’　　　　　B－A　　　　I＝丁　　　 II＝
B，

　　　　　　　　　　　　　　　　1－II　　　　　　　　　　　　　　　　　　×100（％）　　　　Redistribution　rate（RD　rate）＝
　　　　　　　　　　　　　　　　I

Fig．3　Definition　of　redistribution　rate（RD　rate），

　　　being　calculated　from　early　and　delayed　images．
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calibrationを行った（詳細は投稿予定）．

　rCBF算定，および以下に述べるパラメータ算

定のためのROIには，すべて24　mm×24　mmの

大きさの正方形のROIを用いた（本システムの

1231のFWHMは検出器から5cmの距離で20．5

mmである）．

　ROIの設定部位は，　X線CTで3．O　cmφ以上

の低吸収域（LDA）のある5例では，①低吸収域

（LDA　on　CT），②LDAの周囲でCT上はnormal

densityであるが1231－IMPでは相対的にlow

perfusionになる領域（peri－LDA　on　CT），③さら

に遠隔で②よりhigh　perfusionであるが，健側大

脳半球に比較するとlow　perfusionである領域

（normal　density＆low　perfusion　area），および④

健側大脳半球で梗塞巣と対称的な部位の計4部位

である（Fig．　D．

　単発性または多発性のhypodense　spotのある5

例では，①peri－LDA　on　CT，②normal　density＆

10w　perfusion　area，および③健側大脳半球の3部

位にROIを設定した．

　3）Filling・in　rateの定義

　early　SPECT　imageにおけるcountが，5時間

後のdelayed　SPECT　imageにおいてどれだけ変

化するかをみるため，Filling－in　rateを次のよう

に定義した．

　すなわち，たとえばX線CTの低吸収領域に対

応したSPECT　image上にROIをとり，その

countをA，同一部位における5時間後の，時間

補正をしたcountをA’として，　Filling－in　rate二

（A’－A）／A×100（％）とした（Fig．2）．

　ROIの位置は，①LDA　on　CT，②peri－LDA

on　CT，③健側大脳半球で，①および②の対称部

位（normal　area）の3か所に設定した．

　4）Redistribution　rate（RD　rate）の定義

　early　imageで低集積の領域がdelayed　imageで，

視覚的に，等集積または高集積になる現象は，一

般に“再分布”といわれている．この視覚的な集

積の変化を客観的に評価するために，Redistribu－

tion　rate（RD　rate：再分布率）を次のように定義

した．
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　すなわち，たとえばearly　imageでLDAに相

当する部位にROIをとり，そのcountをA，対

側の健常側のcountをBとして

1＝（B－A）／B

を求め，次にdelayed　imageで同一の部位に，同

様にしてROIA’，B’を設定して

II－（BLA’）／B〃

を求める．

　そしてRedistribution　rate（RD　rate）＝（1－II）／

1×loo（％）と定義する（Fig．3）．

　ROIは，①LDA　on　CT，②peri－LDA　on　CT，

③normal　density＆low　perfusion　area，および④

健側大脳半球で①～③に相対する領域の計4部位

に設定した．

IV．結　　果

　1．結果の概要

　Table　1に，10例のearly　imageにおけるROI

中の平均count，　delayed　imageにおける時間補正

したcount，　Fi川ng－in　rate，　rCBF，およびFilling－in

rateとrCBFとの相関係数，ならびにRD　rateを

示す．表中の数値は，LDA，　peri－LDA，　normal

area等のそれぞれの領域における代表的なものを

示した．

　代表例を呈示する（Fig．4）．52歳，女性．左中

大脳動脈閉塞により，運動性失語と右上肢の麻痺

で発症した脳梗塞である．X線CTで，左中前頭

回の一部から下前頭回，および左上側頭回から左

基底核にかけて低吸収域がある（Fig．4－A）．

　1231－IMP　early　imageでは，左中前頭回から下

前頭回，左側頭葉皮質および左基底核にかけて，

CTでみられる領域よりも広い範囲にわたって，

低血流領域がみられる（Fig．4－B）．

　5時間後のdelayed　imageでは左中前頭回，左

側頭葉皮質および左基底核の一部に再分布がみら

れる（Fig．4－C）．

　Figure　4－Dはこれらの領域と対側健常側皮質の

rCBF，　Fi川ng－in　rate，　RD　rateを求めたものであ
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Table　l　The　details　of　count　per　minute　on　early　and　delayed　images，　Redistribution

　rate（RD　rate）and　rCBF　in　ten　patients　with　ischemic　cerebrovascular　disease

　　Case

1．　58Y．0．

　male

Count／min　on　Count／min　on　Filling－in
early　image　delayed　image　　rate（％）

rCBF　　Corretation　　RD　rate

2，39Y．0．

　male

3．　52Y．0．

　female

4．　66y．O．

　ma｜e

5．　52Y．0．

　female

6．　55Y．0．

　　male

7．　53Y．0．

　　male

8．　69Y．0．

　　male

9．　57Y．0．

　　male

10．　57Y．O．

　　male

LDA　on　CT　　　　　　89

Peri－LDA　　　　　　　143

Normal　Area　　　　227

LDA　on　CT　　　　　114

Peri－LDA　　　　　　　180

No「mal　Area　　　　281

LDA　on　CT　　　　　124

Peri・LDA　　　　　　251

Normal　Area　　　　396

LDA　on　CT　　　　　209

Peri－LDA　　　　　　278

Normal　Area　　　　422

LDA　on　CT　　　　　　69

Peri－LDA　　　　　　　250

Normal　Area　　　　　309

Peri－LDA　　　　　　　210

Normal　Area　　　　　278

Peri－LDA　　　　　　　301

Normal　Area　　　　412

Peri－LDA　　　　　　　277

Normal　Area　　　　352

Peri－LDA　　　　　　　150

Normal　Area　　　　206

Peri・LDA　　　　　　　245

Normal　Area　　　　　309
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m∫／min

　l1

　24

　45

　19

　36

　63

　18

　45

　75

　17

　24
　39

　14
　73

　92

　36

　50

　34

　49

　28
　37

　28

　43

　4i

　54

coeMcient°　（％）

　　　　　　37．2
　－O．927　　　　　100．0

　　　　　　34．0
　－0．856　　　　　63．0

　　　　　　38．1
　－0．914　　　　89．2

　　　　　　　14．6
　－O．685　　　　　　24．6

　　　　　　－11

　0．839　　－44

　－0．957　　　　　76．9

　－O．896　　　　　　26．6

　－0．795　　　　　　96．0

　－0．949　　　　　1】8．5

　－0．925　　　　　　65．2

硲C㏄缶cient　of　correlation　between　Fi川ng．in　rate（％）and　rCBF（ml／min）

る．右側頭葉皮質のrCBF　75　m∫／min，　Filling－in

rate－O．8％に対して，左中前頭回のCBF　33m1／

min，　Filling－in　rate　87．4％，　RD　rate　64．9％，左下

前頭回（Broca’s　area－LDA　on　CT）のCBF　l　8　m∫／

min，　Filling－in　rate　82．3％，　RD　rate　38．1％，左中

側頭回（peri・LDA　on　CT）のCBF　45　ml／min，　Fil－

1ing・in　rate　54．8％，　RD　rate　89．2％である．　LDA

on　CTの再分布は弱いが，　peri－LDAの再分布は

強くみられる．

　2．局所脳血流量

　10例のrCBF測定の結果のまとめをFig．5に

示す．①CT上の低吸収域（LDA　on　CT）におけ

るrCBFは5～19m／／100g・脳／min（平均14．8土5．7

m〃min），②低吸収域周囲の領域（peri－LDA　on

CT）におけるrCBFは22～41　m〃1009・脳／min

（平均33．8土7．6　mt／min），③さらにその遠隔の

normal　density＆low　perfusion　areaのrCBFは

33～65　mt／100g・脳／min（平均46．8士12．6・mt／min）

であった．①と②の間（p＜0．01），②と③の間

（p＜0．05）には統計学上の有意差がみられた．

　3．　Filling・in　rateとrCBF

　Table　1に示すように，10例のうち，症例No．

5を除く9例においてFilling－in　rateとrCBFと

は逆相関を示している．すなわち，normal　area

における5時間後のcountの変動はあまりないが，

rCBFが低い領域ほどcountは増加してくるため

Filling－in　rateは高値を示した．

　9例の各ROI（nニ87）におけるFilling－in　rateと

rCBFの関係のまとめをFig．6に示す．（●）は

LDA　on　CT，（△）はperi－LDA　on　CT，（○）は対
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Fig．4　Fifty－（wo　years　o｜d　female　with　c）cclusion〈）f　left

　　　　　　middle　cerebral　artery（Ml　portion）．　On　X

　　　　　　ray－CT（A），　low　density　area　was　shown　in　left

　　　　　　middle　and　inferior　frontal　gyrus，1eft　superior

　　　　　　temporal　gyrus　and　left　basal　ganglia．　On　ear｜y

　　　　　　SPECT　image（B），　diffuse　low　perfusion　area

　　　　　　was　observed　in　left　frontal　and　temporal　cor－

　　　　　　tex，　and　left　basal　ganglia．　Five　hours　later，

　　　　　　redistribution　was　observed　in　these　areas．　D：

　　　　　　the　rCBF，　Filling－in　rate　and　RD　rate　were

　　　　　　calculated，
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Fig．7　Relationship　between　rCBF　and　redistribution　rate（RD　rate）．

側健常側のnormal　areaである．回帰式はy－

－ 0．9x十61．0，　r＝－0．600（P＜0．01）で有意な逆相

関を示している．

　症例No．5はTable　lに示すように，　LDA　on

CTのみならず正常領域のcountも5時間後では

上昇せず減少するばかりであった．

　4．　Redistribution　rateとCBF

　10例のうち症例No．5を除く9例のRD　rateと

rCBFの関係をFig．7に示す．　rCBF　20　m1／min未

満の領域のRD　rateは37．2土13．2％（mean士SD）

で，すべてLDAon　CTの部分であった．

　rCBF　20～30　m1／minのRD　rateは86．4士
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29．1％で，rCBF　20　m∫／min未満のRD　rateに

比較して有意差がある（P＜0．05）．rCBF　30～40

ml／min，40～50　mt／min，50～60　m／／minにおける

RD　rateはそれぞれ66．2土28．3，57．4土24．2％，

62．3土24．3％であった．他の領域に比較して

rCBF　20～30・mt／minの領域のRD　rateが，高値

を示す傾向がみられた．

　総括的にみると，rCBFが20　ml／minを超える

と再分布現象が強く現れるといえる．rCBF　50～

60m1／minは一般にnormal　CBFであるが，この

領域に入る2つの測定値（■）は症例No．3のも

ので，対側健常側皮質のmean　CBFが約75　m／／

minとやや高値を示すため，このようなRD　rate

が得られた．

V．考　　察

　N・lsopropyl－P｛1231］lodoamphetamineは，　Win－

chellら7）によって開発された脳血流imaging　agent

であり，その初期分布像は，局所脳血流に比較的

parallelであると考えられている．

　しかし，実際に脳血流にparallelであるのは，

i231－IMP静注直後から10分くらいまでの間8）で，

それ以後は肺組織から徐々に放出されてくる1231－

1MPが動脈系に入り，次第に脳組織へとりこまれ

ていく．したがって，遅い時間でのimageは，純

粋なrCBF分布を表してはいないと考えられる．

　しかし，あまりに早期のimagingではcountが

少ないために画像にならず，それゆえ，CBF　image

としては1231－IMP静注15～20分後でSPECTを

開始するのがよいとされている．

　そして，early　scanで低集積像ないし集積欠損

として描出された領域が，3～5時間後のdelayed

scanで等集積像ないし高集積像として描出され

てくる現象は，一般に『再分布』とよばれ，日常

診療上しばしば経験するところである．そしてこ

の現象を脳組織のviabilityのほかに，神経細胞の

代謝や酸素消費量（CMRO2）に関係づける報告9）

もある．しかしまだその本態は明らかではない．

　1231－IMPの脳内集積を規定する二大要因は

rCBFとextraction＆retention　mechanismであ

795

ると考えられる．そこでこの研究ではこの再分布

現象を局所脳血流量の観点から分析した．

　1．脳血流量の分布

　一一・般に，虚血性脳血管障害において，1231－IMP

のearly　imageにおける低集積像は，　X線CTに

おける低吸収域よりも，広い範囲にわたって出現

することが知られている．そして，この低集積像

はおおむね次の三段階に分類できる．

　すなわち，①：X線CTにおける低吸収域
（LDA　on　CT）に一致する領域（fi川ng　defect），

②：LDAの周囲で低集積像を示すが，①よりも

集積を認める領域（peri－LDA　on　CT），③：②よ

りさらに遠隔で②よりも高集積であるが健側大脳

半球と比較すると明らかに低集積である領域

（normal　density＆10w　perfusion　area）である．

　一方，上村ら10）の81mKr内頸動脈動注法によ

るSPECTとCTとの対比から，　CTで観察さ

れる脳梗塞巣は，ある域値を超えた乏血域を表現

しているのみであり，LDAの周囲には，かなり

の広がりをもった乏血域が存在することが知られ

ている．組織学的には，ある領域内のすべての組

織要素が崩壊する「完全壊死」がLDAであり，

酸素欠乏に対する感受性の高い神経細胞だけが壊

死になり，グリア細胞は生きているような「不完

全壊死」がLDA周囲の乏血域であると考えられ
る11）．

　そして，1231－IMP　imageの低集積像は，これら

の乏血域の程度を，ある精度をもって反映してい

るものと考えられる．そこでこれらの乏血域を，

1231－IMPによるrCBF測定値から分析した．

　その結果，梗塞巣であるLDA（領域①）のrCBF

は5～19m1／100g・脳／min（平均14．8土5．7　m1／min）

であり，その周囲のperi－LDA　on　CT（領域②）の

rCBFは22～41　mt／100　g・脳／min（平均33．8土7．6

m1／min）であり，さらに遠隔のnormal　density＆

low　perfusion　area（領域③）のrCBFは33～65　ml／

100g・脳／min（平均46．8土12．6　ml／min）であった．

　上村ら12）のPETを用いた脳機能障害に至る脳

血流量の分析によれば，LDAとして描出される

非可逆的な細胞膜障害をおこす乏血の閾値は，
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10　mt／100　g・脳／min以下である．また，可逆的な

機能障害をきたすCBFの閾値は，20　m〃100　g・

脳／min前後である．そして可逆的機能障害の領

域では，CTはnormal　densityとされる．

　われわれの結果は，これらの値よりやや高めで

あり，その原因は1231－IMPによるCBF測定精度

にあると考えられるが，おおむねPET　studyに近

い値と思われる．

　2・Filling・in　rateによる分析

　5時間後のdelayed　imageにおける再分布現象

は，領域①LDA　on　CT，領域②peri－LDA　on　CT，

領域③normal　density＆low　perfusion　areaのい

ずれの領域においてもおこりうる．

　そこで，これらの低集積領域の5時間後の

countの変動を評価するために，　Filling－in　rateを

定義し，rCBFとの関係を分析した．

　その結果，Filling－in　rateとrCBFとの関係は

明らかな逆相関を示した．すなわち，rCBFが高

いほど1231－IMPは速く集積して，5時間後も比

較的stableな状態を保つ．逆に，　rCBFが低いほ

ど1231－IMPの集積は遅いため，　early　scanで10w

perfusionとして描出される領域は，肺から徐々

に放出されてくる1231－IMPを次第にとりこんで

ゆく．そして結局5時間後のdelayed　scanでは，

同領域のcountが増加するためFilling－in　rateは

高値を示すと考えられる．

　なお，症例5では，この逆相関の理論に矛盾す

る結果が得られた．その原因としてはdelayed

imageを5時間後に撮像したところにあると推測

され，もっと早期に撮像すれば，矛盾しないのか

もしれないが，あくまでも推測の域を出ず，今後

の検討を要する．

　3．RD　rateによる分析

　再分布現象は，一般に，視覚的な方法で判定さ

れる．視覚的な判定ゆえに不正確である．

　そこで客観的な評価法の一つとして，Reditri－

bution　rate（RD　rate）を定義し，　rCBFとRD　rate

の関係を分析した．

　その結果，rCBFが20m／／100g・脳／min未満の

領域では，再分布現象は軽度にみられるにすぎな

い．一一方，rCBFが20　m1／100g・脳／min以上の領

域では，強い再分布現象が観察された．乏血によ

る可逆的な機能障害の閾値はrCBF　20　m∫／1009・

脳／min前後と推定される12）．この観点からすれ

ば，再分布現象は，可逆的な虚血障害の程度を反

映していると思われる．

　換言すれば，再分布現象の強く現れる領域は，

乏血により感受性の高い神経細胞だけが壊死に陥

り，グリア細胞は生きているような，深沢ら11）の

いうところの「不完全壊死」一神経機能はある

程度障害されるが組織の連続性は保たれている領

域との関連が考えられる．

　この意味では，再分布現象は，一部の脳組織の

viabilityの表現であるといえるし，またCreutzig

ら3）が述べるところのバイパス手術の適応を決め

るための手段ともなりうる．

　しかし，crossed　cerebellar　diaschisisによる一一

側小脳の低灌流域の再分布現象も，しばしば経験

するところである．したがって，再分布現象がす

べて不完全壊死の程度を表現しているものではな

く，軽度の血流低下とも少なからぬ関連があるこ

とも，事実である．

　4．再分布現象を理解するためのシェーマ

　以上の分析結果より，再分布現象を理解するた

めのシェーマを考案した（Figs．8～11）．　Fig．8の

左側は正常の脳実質である．1231－IMPのfilling－in

とfilling－outのバランスは保たれており，　delayed

image（Fig．8右）であまり変化はない．　rCBF　20　m’／

min以下の領域（右側）では，脳血流が少なく，

1231－IMPは徐々にfi11－inしてくるので，再分布現

象がみられる．しかし，fi11－inする1231－IMPの絶

対量が少ないので，あまり明瞭な再分布像にはな

らない．

　rCBFが30　mt／min前後になると，　fill・inして

くる1231－IMPの量が増えて，明瞭な再分布現象

がみられるようになる（Fig．9）．

　「CBFが，40　m／／min前後のmild　ischemia（Fig．

10）や，collateral　circulationが発達した状態（Fig．

11）では，early　scan（lnitial　lmage）において1231－

IMPのかなりのfilling－inがあるので，その後の
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The　relationship　of　early　and　delayed　images　were　schematically　illustrated．

捌ing－inが少なく，軽度の再分布像になる

　病態により，fi11－outするための流出路の位置の

高低の違いもあるであろうから，それによっても

再分布現象は，当然影響を受けるであろう．

　グルコース代謝や酸素消費量（CMRO2）などか

らの分析にはおよばないが，再分布現象を，以上

のような局所脳血流量の単純な変化としてとらえ

ることは，この現象を実際の臨床に応用していく

上で，きわめて有用であると思われる．

VI．結　　論

　1）虚血性脳血管障害10例中9例にrCBFと
Filling－in　rateとの間に有意な逆相関がみられた．

　2）Filling－in　rateからrCBFを推定できる可

能性がある．

　3）慢性脳梗塞の1231－IMP　SPECT　early　image

は，CTとの対比において，①LDA　on　CT，②

peri－LDA　on　CT，③normal　density＆low　perfu－

sion　area，④normal　perfusion　areaの4相に区別

できる．

　4）CTで低吸収を示す領域（LDA　on　CT）の

rCBFは14．8土5．7　m1／1009・脳／minであった．

　この領域のRD　rateは50％以下であり，再分

布現象はあまり明瞭でなかった．

　5）低吸収域の周囲（peri－LDA　on　CT）のrCBF

は33．8土7．6m〃1009・脳！minであった．この領

域のRD　rateは70％前後あり，明瞭な再分布現

象がみられた．

　それより離れた部位でCT上はnormal　density

で，1231－IMP　imageでlow　perfusionを示す領域
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のrCBFは46．8士12．6　ml／1009・脳／minであった．

この領域のRD　rateは60％前後を示し，再分布

がみられた．

　6）rCBFが20　m1／100　g・脳／min以上の領域で

は，それ以下の領域と比較すると“再分布現象”

が強く現れる．再分布は可逆的な虚血の程度と関

連しており，この意味では脳組織のviabilityを表

現していると思われる．

　7）delayed　scanは，再分布現象により脳虚血

の程度を評価できるので有用である．

　8）再分布現象を理解するためのシェーマを考

案した．

　本論文の要旨は，第27回日本核医学会総会（於長崎）

にて口演した．

　ご便宜をいただいた新潟大学医学部附属病院脳神経外

科・田中隆一教授，阿部博史博士および桑名病院脳神経

外科・新井弘之部長に感謝の意を表する．
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Summary

Analysis　of　Regional　Cerebral　Blood　Flovv　and　Redistribution

Phenomenon　on　1231－IMP　SPECT：Its　Clinica1　Significance

　　　　　　　　in　Occlusive　Cerebral　Vascular　Disorders

Ikuo　ODANo＊，　Toshiaki　TsucHIYA＊＊，　Kunio　SAKAI＊and　Jusuke　ITo＊＊

　　＊Depa”r〃le〃r（り‘’Ra‘／io／og．γ．，Viigata　Univers〃y　Schoo1　of　．Vledic加e

＊＊Department　（・∫0’・a1　Radio／ogγ，　Niigata　University　School（～f　l）entistry

　　Redistribution　phenomenon　on　delayed　SPECT

image　of　N－isopropyl－p－［1231］iodoamphetamine

（1231－IMP）was　analyzed　from　the　view　point　of

clinical　significance　in　ischemic　cerebral　vascular

disorders．

　　1231－IMP　SPECT　was　performed　in　10　patients

with　chronic　cerebral　infarction　whose　lesions　were

identified　in　the　cerebral　hemisphere　on　X－ray　CT．

1231－IMP　was　injected　intravenously　and　regional

cerebral　blood　flow（rCBF）was　measured　by　the

modified　method　of　arterial　blood　samphng．　Early

SPECT　was　taken　15min　post　IV　injection，　and

delayed　SPECT　was　performed　5　hours　later．

　　On　the　early　image，　ROI　A　was　positioned　in

the　area　corresponding　to　low　density　area　on　CT

and　ROI　B　was　in　the　opposit　side　（normal　cortex）．

On　the　delayed　image，　ROI　C　and　D　were　posi－

tioned　at　the　same　place　as　A　and　B，　Fi川ng－in

rate　and　Redistribution　rate　（RD　rate）were　defined

as　follows，

RD・a・・一（B二讐蒜9／D－×1・・％

　As　the　result，　inverted　correlation　was　observed

between　rCBF　and　Filling－in　rate．　In　the　low

density　area（LDA）on　CT，　the　rCBF　was　14．8±

5．7　mt／100g・brain／min　and　RD　rate　was　Iess

than　50％．　In　the　area　around　the　LDA（low

perfusion　and　normal　density　area），　the　rCBF　was

33．8土7．6m1／100　g・brain／min　and　RD　rate　was

more　than　50％．　Redistribution　was　most　clearly

observed　in　the　area　in　which　rCBF　was　in　the

range　from　20　to　30　m〃100　g・brain／min，　which

is　considered　to　be　the　threshold　level　of　reversible

ischemia．　Therefore，　redistribution　was　supposed

to　be　closely　related　to　the　viability　of　cerebral

parenchyma．

　　Key　words：　N－isopropyl－p－［i231】iodoamphet－

amine，　rCBF，　Redistribution，　Ischemic　cerebral

vascular　disorder．
　　　　　　　　　　　　　C－A
Filli・g－i・・at・＝・．－ A　＞く100％
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