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《原　著》

N－Isopropyl－P－［1231］Iodoamphetamineを用いたSingle　Photon

Emission　Computed　Tomographyによる虚血性脳疾患の

　　　　　　　　　　　相対的局所脳血流分布解析

諏訪　邦彦＊ 朝比奈正幸＊＊　柴崎 尚＊＊＊佐々木康人＊＊＊＊

　要旨　虚血性脳疾患における1231－IMPの半定量的測定法および再分布像の数量化の検討を行った．症例

は37歳から80歳までの男性29例，女性16例でTIA　14，　RIND　8，　mild　infarct　9，　severe　infarct　14例であ

った．1231・IMP　3　mCiを静注し，15分と3時間後に撮像した．病変部IMP画像を後頭葉視覚領域のROI

のカウントでnormalizationすることにより相対的に表示し半定量化を試み，これをRelative　Perfusion

Rate（RPR）とした．　Infarct例のX線CT上の低吸収域の大きさが大きくなるとその中心部IMP　imageの

RPRは有意（P〈0．Ol）に低値を示した．虚血性脳疾患の病変部のRPRはTIA・81．3土5．1％（M土SD），　RIND

63．0±10．6％，mild　infarct　64．6±8．5％，およびservere　infarct　40．2土13．8％と重症度に並行した血流低下が

示された．Late　imageでの再集積率（Redistribution　Rate；RR）をRPR（1ate　image）／RPR（early　image）で

表すとTIA，　RIND，　mild　infarct，　severe　infarctでおのおの1」8士0．08，1．41土0．20，1．28土0．15，1．21土0．31

となり，RINDで有意に高いことが認められた（P＜0．Ol）．　Early　imageでのRPRとlate　imageでのRR

は虚血性脳疾患の診断および予後を知るための重要な指標であると思われる．

1．はじめに

　局所脳血流量（rCBF）の測定には古くから

81mKr，133Xeなど放射性稀有ガスのクリアランス

曲線を解析する方法が用いられてきた1・2）．近年

ポジトロンコンピュータ断層法（PET）の導入によ

りC1502，　H2150と脳横断断層像を用いてrCBF

の測定が可能となった3・4）．いずれの方法も特殊

な装置や手技を必要とするため，日常診療に普及

するに至っていない．1980年にWinchel15）が開発

したN－lsopropyl－p｛1231】lodoamphetamine（IMP）

を静注した後の脳内分布はrCBFを良く反映する

ことが知られている6・7）．近年普及しつつある回
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転型ガンマカメラを用いる単光子放射型断層撮影

（Single　Photon　Emission　Computed　Tomography：

SPECT）とIMPを組み合わせて，日常診療の場

で簡単に脳血流分布を画像表示することが可能と

なった．IMPによるSPECTは脳梗塞8・9），脳腫

瘍10・11），てんかん12），痴呆13）の診断に有用であ

ることが報告されている．また本法と血中放射能

測定を組み合わせてrCBFを測定する試みもあ

る7・14・15｝．われわれは日常診療の場に適した簡便

な手技と画像処理を採用し，相対的に脳局所血流

分布を評価している．今回は虚血性脳疾患におけ

るわれわれの方法の有用性を評価したので報告す

る．

II．対象と方法

　対象は37歳から80歳までの男性29例，女性16例

の初回の皮質枝領域の虚血性脳血管障害と診断さ

れた45例で，慢性期4例，発症7日以内の急性期

41例である．症例の内訳はTIA　l4，　RIND　8，　mild

infarct　9，　severe　i　nfarct　14で臨床経過とX線CT
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Table　l　Summary　of　45　patients　studied

Case Age／Sex

TIA
　　　1

　　　2

　　　3

　　　4

　　　5

　　　6

　　　7

　　　8

　　　9

　　10

　　11

　　12

　　13

　　14

RIND

5
6
7
8
9
0
1
2

1
1
1
1
1
2
2
2

77／m

52／m

62／m

47／m
58／f

54／m

75／m

73／m
48／f

77／f

69／f

77／f

60／f

66／m

69／m

67／m
73／f

53／m
69／f

67／m
64／f

73／f

Mild　infarct

3
4
5
6
7
8
9
0
1

2
2
2
2
2
2
2
3
3

71／m

46／m

80／m
72／f

69／m

77／m

61／m

69／m

64／m

Severe　infarct

32
33

34
35

36
37
38
39

⑩
41

42
43

4
45

76／m
78／f

72／m

63／m

67／m

56／m

60／m
67／f

79／f

49／m

37／m

52／m
78／f

55／f

Symptom

rt．1／ex　monoparesis

lt．1／ex　monoparesis

rt．1／ex　paresthesia

lt．　u／ex　monoparesis

rt．　hemiparesis

lt．　u／ex　paresthesia

rt．1／ex　monoparesis

rt．　u／ex　paresthesia

rt．　u，1／ex　paresthesia

rt．　facial　paresthesia

rt．　hemiparesis

rt．1／ex　monoparesis

dysarthria

lt．　hemiparesis

lt．　u／ex　monoparesis

dysarthria

rt．1／ex　monoparesis

rt．　hemiparesis

vertlgO
It．　hemiparesis

ataxlc　galt
rt．　u／ex　paresthesia

a
a
a

lt．　hemiplegia

rt．　hemiparesis

lt．　hemiplegia

aphasia
1t．1／ex　monoparesis

rt．　u／ex　monoparesis

rt．　hemiparesis

dysarthria

rt．　hemiparesis

　
　
　
　
　
C
q
D

　
　
　
　
　
り
　
　

り

C
a
a
C
C
a
a
b

　
b

　
り‘
D
a
a
a

X－ray　CT
Size　of　LDA

IMPstudy

cm2

mean土s．d．

mean土s．d．

8．0

3．0

3．0

6．0

2．O

LO
O．6

0．8

1．0

RPR（15min）
　　％

　85
　82
　82
　　79

　　77

　　79

　　85

　　77

　　77

　　80

　　88

　　75

　　77

　　79

80士3．6

　　79

　　61

　45
　　64

　　62

　　74

　　50

　　63

62土10

consciousness　loss
lt．　hemiplegia

lt．　hemiplegia

rt．　hemiplegia

lt．　hemiplegia

consciousness　loss
dysarthria

lt．　hemiplegia

vert190
aphasia
rt．　hemiplegia

lt．　hemiplegia

rt．　hemiplegia

rt．　hemiplegia

　　55

　　76

　　66

　　49

　　63

　　66

　　66

　　60

　　55

62士7．6

RPR（3　hr）

　　　％

　　　92

　　　99

　　　104

　　　98

　　　97

　　　94

　　　98

　　　90

　　　97

　　　92

　　　100

　　　80

　　　86

　　　95

　　94土5．9

　　99

　　97

　　83

　　98

　　96

　　92

　　80

　　89

92士6．7

mean土s．d．

9
2
2
1
7
7
0
3
5
7
6
2
2
3

1
4
4
2
4
1
5
1
4
3
3
4
5
4

　75
　92
　83

　69
　84
　81

　82
　93
　　75

82士7．4

26
59
52
33

娼
27
47
21

37

42
39

50
56
63

RR

　L16
　1．21

　1．27

　1．24

　1．26

　1．18

　1．15

　1．17

　1．23

　1．15

　1．14

　LO7
　1．12

　1．20

1．18土0．05

6
4
2
0
6
9
2
8
0
0
0
9
5
9

3
2
1
4
2
4
1
2
2
2
2
　
1

43士12

　　1．25

　　1．59

　　1．84

　　1．54

　　155

　　1．24

　　1．60

　　1．41

1．50：tO．19

36±12

　1．36

　1．16

　　1．26

　　1．41

　　1．33

　　1．23

　　1．24

　　1．55

　　L36

1．32±0」1

mean士s．d．

　1．37

　1．40

　1．24

　　1．57

　0．94

　　1．59

　0．94

　　1．62

　0．82

　　1．13

　　1．08

　　1」9

　　1．08

　　L46

1．25士0．25

a：multiple　infarctions，　b：chronic　state，　c：dead　case，　rt：right，

m：male，　f：female，一：LDA（一）

Main　symptoms　were　presented　in　the　Table　L

1t：left，　u：upper，1：10wer，　ex：extremlty，
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1231・IMPを用いたSPECTによる虚血性脳疾患の相対的局所脳血流分布解析

の反復精査により確診した（Table　1）．　X線CT

およびIMP検査は，　TIA，　RIND例とも発症後1

週以内に行った．1か月以上経過後のX線CTで

低吸収域を認めた脳梗塞急性期例は発症3日以内

に，脳梗塞慢性期例は発症1か月以降に両検査を

実施した．ここで言う，mild　infarctはX線CT

上の責任病巣の低吸収域（LDA）の大きさを長

径×短径で表した時，8cm2以下の症例とし，

severe　infarctはそれより大きいLDAが見られた

症例とした．

　脳SPECTの撮像1231－IMP（日本メジフィジ

ックス社）11．1MBq（3　mCi）を静注15分後に早期

画像（early　image）を，3時間後に遅延画像（de－

layed　i　mage）を撮像した．検出器は回転型ガンマ

カメラGCA－90B（東芝）に低エネルギー汎用型コ

リメータを装着して用い，OMラインに平行にな

るようにシンチカメラを360度回転した．1フレ

ー ム当たり35秒の画像データを6度間隔で回転し

ながら60フレーム収集した．画像再構成は装置付

属のデータ処理装置を用い，Cheslerフィルター，

9点平滑処理法により，スライス厚4mmの3方

向断層像（横断，矢状および前額断層像）を得た．

早期画像と遅延画像の頭位が同一になるように，

放射性点線源で耳孔を確認し，スキャノグラフィ

ー でOMラインを同定した．検査中患者は開眼覚

醒しており，音楽を流すことにより可能な限り意

識の向上が計られた．

　脳血流の相対的評価　OMラインの上方3．2　cm

のスライス上で，後頭葉視覚領野に相当する部位

に22×22mmの関心領域（ROI）を設定し，左右

の領野でカウントの高い方を基準ROI内カウン

トとした．その他の部位に設定した22×22mm

のROI内カウントの基準ROI内カウントに対す

る比を百分率で示し，脳血流分布の相対的指標

Relative　Perfusion　Rate（RPR）とした．また，遅

延画像のRPRを早期画像のRPRで除し，百分

率表示して，再分布の指標Redistribution　Rate

（RR）とした．　RPRと局所脳血流量との相関を見

るため，健常側の側頭葉と後頭葉にROIを設定

し，松田らの方法15）で局所脳血流量を測定した．
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P〈0．01
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　　　　　　Blood　Flow　Value（me／100gr／min）

Fig．1　The　correlation　between　regional　cerebral　blood

　　　flow　measured　by　Matsuda’s　method　and　the

　　　relative　perfusion　rate　studied　in　control　sites

　　　and　cerebral　ischemic　lesions（19cases，50　sites）．

　病巣部ROIの設定　全症例で症状に対応する

皮質にはearly　imageにおいてRI集積の低下が

認められた．おのおのの疾患で下記の皮質病巣部

領域にROIを設定した．1）TIA；責任病巣に一

致すると思われる部位で集積低下が見られた領域

を1スライスにつき1か所，2）RIND；明瞭な集

積低下を示し責任病巣と一致した領域を1スライ

スにつき1か所，3）infarct；明瞭な集積低下を示

しX線CTで低吸収域に一致した領域．この場合

は多発およびincidentalに発見された陳旧性梗塞

も含まれるので，責任病巣を含めて1スライスに

2－4か所とした．データの収集は各症例で病巣部

を中心に必要に応じて上下の断層面（2－3スライ

ス）で検討した．

　非病巣部ROIの設定　病巣部と同一スライス

上で病巣部の反対側対称部，および病巣部と同側

でこれと明らかに離れて，対応する症状がなく，

集積低下を認めない任意の部位にROIを取った．

　以上の画像処理はIMP　SPECT像を同じスライ

ス面のCT画像に重ね合わせた複合画像（Fig．4A）

上で行った．重ね合わせに当たってIMP画像を

等質拡大してCT画像と大きさを合わせた．
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Y＝－1．07X＋63．3

r＝－0．869

P＜0．01

10　　　　20　　　　30　　　　40　　　　50

　　　　　　　　　Size　of　LDA（cm2）

Fig．2　The　correlation　between　size　of　LDA　on　the

　　　X－ray　CT　and　relative　perfusion　rate　in　cerebral

　　　infarction　sites　on　early　IMP　images．

IIL　結　　果

　病巣部および非病巣部について，松田らの方法

によるrCBFとわれわれのRPRとを比較検討し

た．Fig．1のように比較的良い相関が得られた

が，必ずしも良好な直線回帰は得られなかった

（p〈0．01）．

　明らかな梗塞を起こした患者のX線CT上の最

大のLDAの大きさを長径×短径で表し，その中

心部のIMP早期画像のRPRとLDAの大きさ
との関係を検討しFig．2に示した．　x線CT像上

広範囲の梗塞を起こしている例でRPRは低く，

梗塞巣が非常に小さい例ではRPRはこれよりも

高く，有意な逆相関がみられた．種々の虚血性脳

疾患でRPRを測定し，　TIA，　RIND，　infarctにお

ける病巣部の早期画像でのRPRを検討した（Fig．

3）．TIAの病巣部のRPRは81．3士5．1％（M±

（訣
）
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［：コControl

吻Lesi。n
　　＊：P＜0．01

1　2
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3　4

RIND

5　6 7　8
lnfarct　　　　　lnfarct

（mild）　　　（severe）

Fig．3　Relative　perfusion　rates　in　each　category　of　cerebral　ischemic　diseases．

［：コRPR　at　the　control　sites．

1研ηRPR　at　the　lesions．

1：TIA，　control　sites；88．6土7．4％，2：TIA，　lesion　sites；81．3土5．1％，3：RIND，

control　sites；84．4±9．2％，4：RIND，　lesion　sites；63士10．6％，5：mild　infarct，

control　sites；81．2土9．9％，6：mild　infarct，　lesion　sites；64．6土8・5％，7：fcvcre

infarct，　control　sites；82．4±11．9％，8：severe　infarct，　lesion　sites；40・2±13・8シ∴

（M±SD）
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Early　image

d！iiiiiiii

Early　image

L

Late　lmage

R

1315

　　　　　　　　A　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　B

Fig．4　A　representative　slice　of　IMP　SPECT　and　X－ray　CT　of　a　patient　with

　　　RIND（case　19）．

　　　A）An　IMP　SPECT　was　superimposed　on　the　corresponding　slice　of

　　　X・ray　CT．　top；X－ray　CT，　middle；asuperimposed　film，　bottom；IMP

　　　SPECT
　　　B）An　early　image（top）and　a　late　image（bottom）of　IMP　SPECT．

SD）で非病巣部のそれは88．6土7．4％と両部位の

間には有意の差を認めた（p〈0．01）．RINDの病

巣部は63．0±10．6％とTIA病巣部のそれより低

かったが（P＜0．01），mild　infarctの病巣部とは差

を認めなかった．severe　infarctの病巣部は40．2±

13．8％と著しい低下を示した．各疾患の非病巣

部のRPRはTIAで88．6d：7．4％，　RIND　84．4±

9．2％，mild　infarct　81．2士9．9％，　severe　infarct　82．4

土11．9％であった．TIAの非病巣部のRPRは

RIND，　infarctの非病巣部のRPRより有意に高

い値を示した．

　Figure　4Aはめまいを訴えた69歳のRINDの症

例のIMP　imageで右頭頂葉のvestibular・cortical

areaの血流障害を認めた．　X線CTでは経過中

LDAは認めず，　IMP　imageでは明瞭な集積低下

域（LPA）を認めた．脳血流改善剤を使用し，入
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Table　2　Redistribution　rates　of　TIA，　RIND，　mild

　　　　infarct　and　severe　infarct

　　　　　　　　　　　　　　　　（Mean±SD）

TIA
RIND
Infarct（mild）

Infarct（severe）

＊P〈0．Ol

L18土0．08－＊－1＊
1・41土・・2・一占・「・

L28土0．15　　　－　　一　　　‘

1．21士0．31　　　　　　　　＿

院10日後に症状は消失し，IMp　imageでも著しい

改善を見た．この症例のRPRは62％で症状改

善後はgo％に上昇した．治療前のRR（Fig．4B）

は1．55と高い値を示したが，改善後のRRは

1．10と低下していた．これは治療後に初回分布が

増加したためのRR低下と考えられた．

　種々の虚血性脳疾患、において病巣部のRRを検

討した（Table　2）．　RINDでは1．41と他よりも有

意に高く可逆的な臨床経過とよく一致していた．

TIA，　mild　infarct，　severe　infarctの各群ではRR

に有意な差は認めなかった．しかしこの三群では

RPR（15min）が先に述べたように大きく異なっ

ている．また，severe　infarctの4例でRRが1．00

未満を示す部位を認めたが，このような低値症例

は他の群には認められなかった．

IV．考　　察

　Dementiaでは後頭葉はブドウ糖摂取率，血流

値が比較的障害されにくいことが報告されている

ので16・17），後頭葉の左右いずれかで障害されてい

ない部位をnormalizationするための基準部位と

した．なお，一側後頭葉に病変のあった例は1例

のみで他は症状からも，X線CTからも血管障害

を認めなかった．またFig．1に示されたように

定量的血流値と相対表示法による値（RPR）とに

有意の相関があり，またLDAの大きさとRPR
との間に有意の逆相関（Fig．2）を認めたことは，

相対表示法が客観的な方法として十分耐えられる

ことを示唆していると思われる．

　Infarct群をLDAの大きさ8cm2で二分したが，

LDAの小さいmild　infarctでは死亡例はなく，

LDAの大きいsevere　infarctでは14例中4例の死

亡例を認めた．四肢麻痩等の神経症状の改善も

severe　infarctでは悪かった．　LDAの中心部の

RPRを比較すると，　severe　infarctでは著しく

RPRが低下していたが，　mild　infarctではRPR

の低下は少なく，RINDのRPRと差を認めなか

った．RPRが重症度を良く反映していることが

解る．症状の改善はmild　infarctの方がRINDよ

りも遅く，初期の病巣部RRを比較するとRIND

の方が有意に高かった．Mild　infarctのRPRと

RIND病巣部のRPRに差を認めなかったが，　RR

はRINDの方が有意に高かった．このことは

early　imageで初期血流が同程度に障害されてい

ても，infarctのように小さくても明らかなLDA

を認める例では，再分布は組織のviabilityのある

RIND例ほど良くないことが示唆される．　TIA

においてもRRがRINDほど良くない結果が得
られたが，TIAではもともとearly　fillingがさほ

ど低下しておらず，そのためにredistributionの

量が少なくなるために，RRがRINDほど高くな

いと考えられる．小田野ら18）は40m～／min前後

の血流値を保っている部位では軽度の再分布像を

示すに過ぎないことを報告している．また，血流

値の低い梗塞巣の周囲が高い再分布率を示してい

ることを報告し，delayed　scanでの再分布像より

虚血の範囲すなわち組織障害が可逆的であると思

われるischemic　penumbraを評価できることを報

告している．一方，RRが1．00未満，すなわち3

時間以前にその分布のピークがあったと考えられ

る部位がsevere　i　nfarctの4例にみられた．4例の

うち1例は慢性期であったが，3例は急性期であ

り，しかも2例は死亡例であった．その病態を考

えると，第一に血液の流入量に比してclearance

が早いと考えられる．次に，きわめて重症例にみ

られたことを考えると，血流動態および脳のIMP

receptor（あるとすれば）が不安定なことによると

考えられる．森ら19）はIMPに結合しやすい部分

がアミン受容体のみでなく，シナプス膜分画にも

あることを報告している．病態により結合成分の

欠如あるいは減少が考えられ，IMPのトラッピン

グや放出機構に変化が起こることを示唆している．
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RRl．00未満の部位を認めた例でも，部位により

1．50近くのRRを示す部もあり，非常に血流動

態が不安定，不均一なことが示唆された．Severe

infarctではRRのSDが大きく，症例によりその

バラッキが大きいことを考慮すると，広範囲の梗

塞では血管の閉塞や組織障害は一様ではなく，あ

る部位は強度の血流障害を示すが，他の部位では

側副血行路からの流入などが考えられるため，複

雑な再分布像がみられると考えれる．すなわち，

組織障害が強い場合はIMPの結合成分が減少し

ていることが考えられるため，IMPのトラッピ

ングや放出機構等に影響を与えてclearanceが早

くなりRRが低くでるのではないか，また閉塞が

弱い部分，あるいは側副血行路があると思われる

部位では，梗塞巣であっても徐々にfilling　inする

ためRRが高くなると考えられる．また浮腫など

による循環障害では組織障害は可逆的なため，

RRが高値を示すことが考えられる．　RRを検討

する上で大切なことは，RINDのように組織の

viabilityがあると思われる症例ではRRは組織の

viabilityに比例すると考えられるが，広い梗塞巣

を示すsevere　infarctでは不安定な血流動態や広

範囲の組織障害により，IMPの代謝動態も影響

されるため，その解析にあたってはX線CT等，

他の補助検査法の所見も加えて慎重に行うべきも

のと考える．

　RIND例においてearly　imageでRPRが低く，

RRが高値を示し，高い再分布率を認めたことは，

われわれの簡便な画像上の処理のみの半定量的方

法を用いても同様に組織障害が可逆的であると思

われる部を検出し得ることを示唆している．また，

興味あることは，虚血性脳疾患の非病巣部のRPR

を検討したところ，TIAでは，他のRIND，　in－

farctの非病巣部よりも有意に高いことが認めら

れた．このことはRIND，　infarctに陥る例ではす

でに広範な血流障害が存在しているのか，Lagreze

ら20）が18FCH3で報告しているtranscallosal

diaschisisによるものと考えられたが，十分なデ

ー タは得られなかった．本法により同一患者で経

時的にRPRを観察し，治療前後で比較すること
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により治療効果および障害の進行の程度を知るこ

とができ，臨床上の重要な情報が得られると思わ

れる．また，TIA，　RINDの症例で明らかに両者

のRPRに有意な差を認めたことは，本法により

CTで変化のない症例にも客観的な評価を与える

ことができ，両者の鑑別に有用な方法であること

が示された．

　以上より，IMPシンチ像の半定量法は虚血性疾

患の診断にきわめて有用であり，診断および治療

に安全かつ必要な検査法として今後も定量性をも

求めつつ使用されて行くべきものと思われる．ま

た，今回の処理方法により患者間および同一患者

で時期を隔てても血流の比較が可能と思われる．

V．結　　論

　1）各種虚血性脳疾患のearly　imageでのRela－

tive　Perfusion　Rateは下記のごとくであった．

　　TIA：　　　　　81．3±5．1％

　　RIND：　　　　63．0土10．6％

　　Mild　infarct：　64．6士8．5％

　　Severe　infarct：40．2土13．8％（Mean士SD）

RPRは病像の重症度をよく反映している．

　2）各種虚血性脳疾患の非病巣部のRPRは
TIAと比較するとRIND，　infarctで有意に低く，

全脳的な血流障害がすでに始まっているか，ある

いはtranscallosal　diaschisisが関連していると考

えられた．

　3）再集積率（RR）はRINDで一番高く，遷延

性の症状を示す例での可逆性を知る上でよい指標

になる．

　4）今回示したIMp　imageにおける相対表示

の一法は簡便であり，臨床の重症度ともよく一致

し，補助診断法の一つとして有用である．

　本論文の要旨は第28回日本核医学会総会（1988年，

東京）にて発表した．
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Summary

Analysis　of　Relative　Cerebral　Perfusion　in　Ischemic　Cerebral　Diseases

　　　　　　by　Single　Photon　Emission　Computed　Tomography　Using

　　　　　　　　　　　　　　　N－lsopropy1－p－［i231］lodoamphetamine

　　　　Kunihiko　SuwA＊，　Masayuki　AsAHINA＊＊，

Takashi　SHIBAzAKI＊＊＊and　Yasuhito　SAsAKI＊＊＊＊

＊Depart〃lentρノ11〃ter〃01ルrε4∫d〃e，＊＊Depa〃〃le〃’of　Radio　logツ，　Hara〃iachi　Red　Cross　Hospita1，　Gun〃la

　　　　　　　　　　　＊＊＊Depart〃ient　of　Neurosurgerγ，“＊＊Department　of／Vuclearルledicine，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　School　of　Medicine，　Gunma　University

　　Semiquantitative　analysis　of　1231－IMP　SPECT

enabled　to　evaluate　relative　regional　cerebral

perfusion　and　redistribution　rates．　Two　parameters

were　calculated；the　relative　perfusion　rate（RPR）

is　the　ratio　of　radioactivity　on　a　localized　lesion

devided　by　radioactivity　on　the　visual　cortex，　the

redistribution　rate（RR）is　the　ratio　of　RPR　in　late

images　at　3　hrs　devided　by　that　in　early　images　at

15min　postinjection．　Total　of　45　patients　with

ischemic　cerebral　diseases　were　studied．　There　were

29　males　and　16　females　with　the　age　ranging　from

37yr　to　80　yr．　The　RPRs　were　81．3±5．1％in　TIA

（14cases），63．6士10．6％in　RIND（8　cases），64．6±

8．5％in　mild　infarction（9　cases）and　40．2土13．8％

in　severe　infarction（14　cases）．　RPR　on　the　lesion

of　the　severe　infarction　was　extremely　low　com－

pared　to　that　of　TIA，　RIND　and　mild　infarction．

RPRs　of　lesions　in　the　mild　and　severe　infarction

were　reversely　correlated　to　the　size　of　LDA　on

X－ray　CT（p＜0．01）．　RPR　was　well　correlated　to

clinical　status　of　ischemic　diseases．　The　RRs　were

1．18土0．08in　TIA，1．41土0．20　in　RIND，1．28±

0．15in　mild　infarction　and　l．21土0．31　in　severe

infarction．　The　RR　of　RIND　was　significantly

higher　than　those　of　other　categorized　groups

（p＜0．01）．The　RR　may　prove　useful　as　a　param－

eter　reflecting　tissue　viability　in　cerebral　ischemic

diseases．　The　present　method　is　easy　and　practical

way　to　assess　the　relative　distribution　of　regional

cerebral　perfusion，　which　should　be　useful　f（）r　the

evaluation　of　ischemic　cerebral　diseases，　particulary

for　the　early　differentiation　between　reversible　and

irreversible　lesions．

　　Key　words：IMP，　Single　photon　emission　com－

puted　tomography，　Ischemic　cerebral　disease，　Rela－

tive　cerebral　perfusion．
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