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《原著》

1231－IMP　SPECTによる脳動静脈奇形の手術前，後の

　　　　　　　　　　脳血液循環動態の評価
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　要旨脳動静脈奇形（AVM）6例の全摘出術前，翌日，7～10　H後の31・｜1231－IMP　SPECTを行い，手術

前後の脳血流の変化について検討した．装置はHEADTOME　SET－031を用いた．方法はIL’31－IMP　222　MBq

（6　mCi）静注後1フレーム／分にて10分間ダイナミックスキャンを行い，続いてスタティックスキャンを

行’・た．術前のダイナミックイメージにて最初の1フレームでのみnidusの高集積を認め，血液プールの反

映と思われた．術前のスタティックイメージにてnidusは著明な低血流となり，周囲脳組織はstea1による

低lilL流を認めた．『手術翌日には，周囲脳組織において6例中4例に低iflL流の改善を認め，そのうちの2例に

postoperative　hyperperfusion（NPPB）を認めた．また6例中2例に低血流の増悪を認め，一・時的な局所脳損

傷と浮腫にkる影響が考えられた．1231－IMP　SPECTはAVM手術適応の判断，合併症の了・想，手術前後の

評価に有用であった．

1．はじめに

　近年新しい脳血流シンチグラム製剤が開発され

て以来1・2），多くの施設でSPECTによる脳循環測

定が行われている．しかし，SPECTによる脳動

静脈奇形（AVM）に関する報告は比較的少なく3・4），

AVM全摘出の前，後にSPECTにて経過観察し
た報告はさらに少ない5）．

　今回われわれは，全摘出術を施行したAVM　6

例の手術前，翌llおよび7～10日後の3回につい

てN－isopropyl－P－［1231］－iodoamphetamine（1231－

IMP）を用いたSPECTによる脳血流シンチグラ

フィを行う機会を得，摘出前，後のAVMおよび
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周囲脳組織の脳血流の変化に興味ある知見を得た

ので報告する．

II．対象および方法

　対象は全摘出術を行ったAVM　6例（男性5人，

女性1人，14～52歳，平均年齢37．3土14．5歳）で，

いずれも直径4cm以上のnidus，拡張蛇行した

導入動脈と導出静脈を伴っていた．これらの症例

の部位および症状などをまとめてTable　1に示し

た．クモ膜下出血，脳出血で発症した症例は含ま

れていない．

　用いた装置は島津製作所製HEADTOME　SET－

031で，3層のリング状の検出器とコリメータの

組み合わせによリ，同時に3スライスのデータ採

取が可能である．高感度（HS）コリメータと，高分

解能（HR）コリメータの中心部における空間分解

能（FWHM）は，おのおの19．8と12．4（mm），感度

は0．75と0．15（cps／Bq／m～）｛27．8と5．4（kcps／μCi／

ml）｝，スライス厚は29．0と17．5（mm）であった6）．

ダイナミックスキャンにはHSコリメータを，ス

タティックスキャンにはHRコリメータを用いた．

Presented by Medical*Online



1480 核医学 26巻12号（1989）

Table　1　Summary　of　the　6　cases　with　AVMs

Case　No．

1
∩
∠
3
4
～
｝
6

Age

52

46

52

37

14

23

Sex

F
M
M
M
M
M

　　　　　Sites

rt　tempora1－parietal　lobe

rt　frontal　lobe

lt　frontal　lobe

lt　frontal　lobe

lt　frontal　lobe

rt　frontal　lobe

　　　　　Symptom

convulsion，　speech　disturbance

loss　of　consciousness

conVUlsion

convulsion，　headache

convulsion

Table　2　Results　of　’L’31－I　MP　SPECT　studies　of　AVMs

Post　ope．

Pre　ope．

Case
No．

1st（post　l　day） 2nd（post　7－10day）

Dynamic　scan Static　scan

－
〔
∠
3
4
5
6

Dynamic　scan Static　scan Dynamic　scan Static　scan

Nidus　　Sur．　Nidus　　Sur．

RI→RD　D
RI→RD　D
RI→RD　D
RI→RD　　D

RI→RD　SD
RI→RD　SD

D
D
D
D
D
D

R
R
R
R
R
R

D
D

D
D
⑮
⑮

（Nidus）　Sur．

RD→RD　　RI
RD→RD　　I
RD→RD　　N
RD→RD　　SD
RD－＞RD　RD
RD→RD　　D

（Nidus）

　RD
　RD
　RD
　RD
　RD
　RD

Sur．

I
　
D
D

R
N
N
S
R
D

（Nidus）　Sur．　（Nidus）

RD→RD　N　　　RD
RD→RD　N　　　RD
RD→RD　SD　　RD
RD－＞RD　D　　　RD
RD→RD　D　　　RD
RD→RD　SD　　RD

Sur．

N
N
⑮
D
D
冊

Abbreviations　used：Sur．；surrounding　of　AVM，（Nidus）二removed　space　of　the　nidus，　RI；remarkable

increased　activity，1；increased　activity，　SI：slight　increased　activity，　N；not　increased　or　not　decreased　ac－

tivity，　SD：slight　decreased　activity，　D；decreased　activity，　RD；remarkable　decreased　activity

　方法はAVM摘出術の前，翌日および7～10　n

後の3回について1231－IMP　222　MBq（6　mCi）を

急速静注後，まず3スライス（OM　line上20，55，

90mm）を1フレーム／分にて10分間ダイナミッ

クイメージを撮像した．続いて20分後より，3ス

ライスずつ17分スキャンを2回行い，6スライス

（OM　line上20，37，55，72，90，107mm）のスタティ

ックイメージを得た．全例について手術前後にX

線CT，脳血管造影を施行しAVMの全摘川を確認

した．SPECTの評価については，術前の単純，造

影X線CTのほぼ同一断面と比較してnidusの位

置を同定し，AVM周囲脳組織の術前後の集積状

況の変化を評価した．集積の程度の判定について

は，周辺部以外の正常脳組織への集積を基準に行

った．定量測定については検討していないため，

全般的な術前後の脳血流量の変化については検討

していない．

IIL　結 果

　6症例の術前，術後のSPECTの結果をTable

2に示す．代表的な術前，術後の変化のパターン

をFigs．1a，　l　b，2，3に供覧し，以下nidusおよび

周辺部のダイナミックスキャン，スタティックス

キャンでの所見を術前，術後おのおのについて検

討した．

　1・術前のSPECT

　nidUsはダイナミックスキャンにて，全例に

Fig．　laに示すような最初の1フレームでの強い

集積を認め，以後2フレームから10フレームまで

同部を中心に著明な集積低下となった．また，ス

タティックスキャンでも，全例にFigs．1b，2，3に

示すように同部は著明な集積の低下が見られた．

　nidus周辺部については，ダイナミックスキャ

ン，スタティックスキャンの所見はほぼ同様で，

4例にFigs．　lb，2に示すような限局性集積低下，

2例にFig．3に示すような軽度限局性集積低下を
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Case　1：52－year－old　female　with　right　tcmlりoral　to　parictal　AVM
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Preoperative（PRE）and　postoperative［after　l　day（1D）and　8　days（8　D）】

dynamic　scan　images（90　mm　above　the　OM　line）from　the　ls杜o　the　4th　frame．

In　the　preoperative　scan，　the　first　frame　image　showed　the　remarkable　increased

activity（arrow）on　the　nidus，　after　that，　images　showed　the　remarkable　decreased

activities　in　the　parietal　lobes．

In　the　postoperative　scan　of　the　next　day，　a1いmages　showed　the　remarkable

decreased　actMties　in　the　removal　cavity　of　the　nidus，　and　the　remarkable

increased　actMtics（arrow　head）in　the　nearby　arca　of　the　removal　cavity　of　the

nidus．

ln　the　postoperative　scan　on　the　8th　day，　the　renlarkable　increased　activities

reduced．

Preoperative（PRE）and　postoperative［after　l　day（l　D）and　8　days（8　D）l

static　scan　images（55　mm，72　mm　and　90　mm　above　the　OM　line）．　The　pre－

operative　scan　showed　the　remarkable　decreased　acti、・ity　on　the　nidus，　and　the

decreased　actMty（arrow）surrounding　the　nidus．　The　postoperative　scan　of　thc

next　day　showed　the　remarkable　increased　activities（arrow　head）in　the　nearby

area　of　the　removal　cavity　of　the　nidus．

In　the　postoperative　scan　on　the　8th　day，　the　renlarkable　increased　activities

reduced．
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Case　3：52－year－okl　male　with｜cft　fi’oTita1　AVM
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Fig．2　Prcoperative（PRE）and　postoperative［aftcr　l　day“D）and　7　days（7　D）］static

　　　　　　scan　images（37　mm，55　mm　and　72　mm　above　the　OM　line）．　The　preoperative

　　　　　　scan　showed　the　remarkable　decrcased　activity　on　the　nidus，　and　the　decreased

　　　　　　activity（arrow）surrounding　the　nidus　mainly　in　the　left　fronto－temporal　lobe．

　　　　　　Thc　postoperative　scan　of　the　ncxt　day　showed　the　more　increased　activity（arrow

　　　　　　hcad）in　the　lcft　fronto－temporal　lobe　than　those　of　preoperative　scan．

　　　　　　The　postopcrative　scan　of　the　7th　day　showed　the　slight　more　decreased　activity

　　　　　　in　the　lcft　fronto－temporal　lobe　than　those　of　the　postoperative　lst　scan．

Case　5：　14－ycar－old　male　with　lcft　fi’orital　AVM

Fig．3
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Preoperative（PRE）and　postoperative【after　l　day（1　D）and　lO　days（10D）］

statlc　scan　lmages（55　mm，72　mm　and　90　mm　above　the　OM　line）．　The　preopera－

ttv’c　scan　showed　the　remarkable　decreased　activity　on　the　nidus，　and　the　slight

decreased　activity（arrow）surrounding　the　nidus．

The　postoperative　scan　of　the　next　day　showed　the　decreased　activity（arrow

head）on　much　larger　area　of　surrounding　the　removal　cavity　of　the　nidus　than

thosc　of　the　preoperativc　scan．

tll　thc　postoperative　scan　on　the　10th　day，　thc　decreased　activity　surrounding

the　removal　cavity　reduced．
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1231－IMP　SPECTによる脳動静脈奇形の手術前，後の脳血液循環動態の評価

認めた．広範な集積低下を認めるものは一例もな

かった．

　2．術後のSPECT
　nidus摘出部を中心に，術後2回の検査で，全

例にFig．1aに示すようにダイナミックスキャン

の1フレームより10フレームに著明な集積の低下

を認めた．スタティックスキャンにても，nidus

摘出部はFigs．1b，2，3に示すような著明な集積

の低下が見られた．

　nidus周辺部については，術翌日の検査で，1

例のみ（症例1）ダイナミックスキャン，スタティ

ックスキャンでともに著明な高集積が観察され

（Figs．1a，1b），1例のみ（症例2）にダイナミックス

キャンでのみ高集積が観察された．また2例（症

例3，4）に，ダイナミックスキャン，スタティッ

クスキャンでともにFig．2に示すように術前と比

べ集積の増加を認めた．術後2回目の検査では1

回目に認められた高集積，集積増加は低下し，い

ずれもFigs．1a，1b，2に示すように一時的な増加

であった．

　2例（症例5，6）には，逆にFig．3に示すよう

に術後1回目の検査で術前よりもさらに集積の低

下が確認された．しかし，いずれも2回目の検査

では術後1回目よりも集積が増加し，一時的な低

下であった．術後も周辺部の変化は比較的限局し

ており，広範な出血や，浮腫などの重篤な合併症

も認められなかった．

IV．考　　察

　AVMはsteal現象による虚血により，神経脱

落症状を引き起こすことがある．また，全摘出術

直後より起こる血行動態の変化より出血や虚血の

合併症を伴うことがある7）．

　今回われわれは1231－IMPによるSPECTを施

行し，その局所の脳血流状態を把握することによ

り，AVMの手術適応の判断，合併症の予測，摘

出術前後の脳循環動態の変化を評価した．

　脳血管造影よりnidus，導出静脈の拡張の程度，

周辺脳動脈の造影不良，シャントの多少，静脈逆

流の有無からsteal現象をある程度評価すること

1483

は可能である．しかし，AVMおよび周囲脳組織

の脳血流を直接評価することはできない．脳血流

シンチグラムは，それらを直接イメージとしてと

らえることができることから，より適していると

思われる．

　従来より脳循環測定に用いられている拡散性ト

レーサーの133Xe，81mKrでは，　nidusを中心にi著

明な高集積となり3’4），トレーサーの入力と組織

のクリアランスが重なったイメージとして描出さ

れる．そのため，nidus周囲脳組織の集積状況を

正確に把握することは困難であった．またシャン

トのあるAVMではKanno　and　Lassen法8）での

133Xe吸入法によるrCBFの算出は不可能である．

　近年開発され，現在使用可能な脂溶性脳血流シ

ンチグラム製剤に，1231－IMP1），99mTc－HMPAO　2）

があるが，初回循環にて脳に多く取り込まれ，比

較的長い間とどまることが特徴とされる．そのた

め，ガンマカメラ回転型SPECTでも撮像可能で

あり，リング型SPECTのHRコリメータを用い

ることによりかなり解像度の良いイメージが得ら

れるため，限局性の病変も評価可能である．しか

し，99mTc－HMPAOは血球および血清蛋白と結合

するため，AVMのように脳実質が乏しく血管床

が相対的に増加している場合は，血液プールの影

響がかなり存在するという報告もある9）．よって，

1231－IMPはAVMの局所脳血流の評価に最も適

したトレーサーであると言える．

　今回1231－IMPによるSPECTで，ダイナミッ

クスキャンでは最初の1フレームのみnidusの高

集積を認め，血液プールと考えられたが，スタテ

ィックスキャンでは，6例すべてnidusに著明な

集積低下と，周囲脳組織の限局した集積低下を認

めた．ダイナミックスキャンの2フレーム以後お

よびスタティックスキャンでnidusが著明な集積

低下として描出されたのは，1231－IMPが血液プー

ルの影響をほとんど無視しうることによるためで

あり，AVMの限局性の脳血流状態をかなり忠実

に描出しているものと思われた．周囲脳組織の集

積低下はTakeuchiら3）の言うようにstea1現象の

反映と考えられた．しかし，AVMの周囲脳組織
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でも術後に明らかな低血流の改善を認めなかった

部位については，微小出血による局所の脳損傷も

低血流の一因と思われた．今回の6例ではすべて

術前のSPECTにて，　AVM周囲脳組織のsteal現

象の範囲は比較的狭く，大脳半球に及ぶものはな

かったため，脳循環的にも手術可能と判断した．

また今回の6症例には含んでいないが，1231－IMP

にて左，右の大脳半球に広範なstealを認める著

しいhigh　flow　AVMを経験している10）．この症

例はsteal現象に起因する術後合併症が強く予想

され，手術適応外と判断した．

　1231－IMPによるSPECTを術前に行うことによ

り，手術適応の判断，術後の合併症の予想もある

程度可能であり有用と思われた．

　AVM全摘出術後の評価としてOkabeら11）は，

Xe－CT，133Xe吸入法にてnidus周囲脳組織の局

所脳血流が2～14週間後では正常化していたと報

告している．山田ら7）は術中脳血流測定によって，

摘出術を行った9例のhigh　flow　AvMのうち2

例に著しい血流の増加を認めたと報告している．

しかし，摘出直後からの脳血流状態を画像として

捉えた報告はない．AVM摘出直後に生じる重要

な血行動態の変化としては，steal現象により慢性

的に虚血状態であったAVM周囲脳組織のauto－

regulationの麻痺した正常脳組織に，術後急激に

血流が増加することにより毛細血管レベルでの破

綻が生じることである．SpetzlerらはこれをNor－

mal　perfusion　pressure　breakthrough（NPPB）と名

づけ12），AVM摘出直後から生じる周囲脳組織の

腫脹や出血の原因として知られている．

　術後のSPECTで6症例のうち4症例に術前の

nidus周囲脳組織の低血流に改善が見られたが，

そのうちの2症例は術翌日高血流（postoperative

hyperperfusion）が観察された．症例1では，ダイ

ナミックスキャン，スタティックスキャンでとも

に著明な高血流が見られ，術翌日のX線CTにて

nidus摘出部周囲脳組織に点状出血を認めており，

NPPBを裏づけているものと考えられた．摘出術

前後のSPECTによる経過観察は，　AVM周囲脳

組織のstea1の改善や高血流をイメージとして捕

えることができ，有用と思われた．postoperaitve

hyperperfusionが検出されたのが巨大AVM　6症

例中2症例のみであった理由は，AVM周囲脳組

織のsteal現象の範囲がSPECT装置の空間分解

能に比べ小さかったことや，手術翌日といっても

手術終了10～15時間後であり，厳重な血圧コント

ロール下で術直後の高血流はすでに改善していた

可能性があると思われた．

　6症例中2症例に，逆に一時的な周囲脳組織の

低血流の増悪が認められた．その術後のX線CT

で，AVM摘出部周囲に軽度の低吸収域と，　mass

effectを認めており，　AVM摘出時の侵襲による

局所脳損傷と，浮腫による影響が考えられた．

　脂溶性トレーサーである1231－IMPは，133Xeな

どの拡散性トレーサーでは評価困難なAVMの

nidus周辺の脳血流測定を可能とし，非常に有用

と思われる．

　しかし，現在のSPECTの分解能の限界から，

nidus周辺の低血流の範囲が狭い場合，　nidusとの

分離が困難な場合がある．

　1231－IMPの初期像，あるいは99mTc一赤血球など

の血液プールSPECTで，高集積として描出され

るnidusと対比することにより，より正確な周辺

の虚血領域の評価ができる可能性があり，今後検

討が必要と思われる．

V．まとめ

　全摘出術を施行されたAVM　6例の手術前，翌

日および7～10日後に1231－IMPによるSPECTを

行い以下の知見を得た．

　1）nidusの著明な低血流，周囲脳組織のstea1

による低血流を描出し，AVMの手術適応の判断，

合併症の予測に有用であった．

　2）術後のstea1の改善，　postoperative　hyper－

perfusion，　NPPB，局所脳損傷と，浮腫による低

血流の増悪を描出し，摘出術前後のAVM周囲脳

組織の脳循環動態の評価に有用と思われた．

　3）1231－IMPはAVMの局所脳血流をもっとも

正確に評価しうるトレーサーとして，非常に有用

と思われた，
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1231－IMP　sPEcrによる脳動静脈奇形の手術前，後の脳血液循環動態の評価

　本論文の要旨は第28回日本核医学会総会において発

表した．また，症例1については共同執筆者の竹下　元

により，「CT研究第10巻2号（1988年）」に発表されて

いる．
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Summary

Evaluation　of　CerebraR　Hemodynamics　by　i231－IMP　in　Cerebral　AVMs

　　　　　　　　　　　before　and　after　Operation　by　Using　SPECT

Hiroshi　ToYAMA＊，　Gen　TAKEsmTA＊，　Akira　TAKEucHI＊，　Kazutaka　EJIRI＊，

Hisato　MAEDA＊，　Kazuhiro　KATADA＊，　Sukehiko　KoGA＊，　Yoko　KATo＊＊，

　　　　　　　Mamoru　ABE＊＊，　Hirotoshi　SANo＊＊and　Tetsuo　KANNo＊＊

＊Departme〃t　o1’Radiology，＊＊Depart〃le〃t　Of　Neurosurgery，

Fui’ta　Health　University　Schoot　Ofルledici〃e，　Toγoake，ノapan

　To　evaluate　cerebral　hemodynamics　by　N－

isopropy1－p｛1231】－iodoamphetamine　（1231－IMP）

preoperative　and　postoperative（after　l　day，　and

after　7－10days）regional　cerebral　blood　flow　scan，

6arteriovenous　malf（）rmations（AVMs）which
performed　total　removal　operations　were　studied

by　using　a　ring　type　SPECT“HEADTOME”．　We

perfbrmed　the　dynamic　scan　just　after　the　intra－

venous　injection　of　222　MBq（6　mCi）of　1231－IMP，

then　the　static　scan　20　minutes　after　the　intravenous

injection．　In　preoperative　dynamic　scans　of　all

cases，　only　the　first　frame　image　showed　the　in－

creased　activity　on　the　nidus　probably　because　of

the　blood　poo1．　Preoperative　static　scans　of　all

cases　showed　the　remarkable　decreased　actMty　on

the　nidus，　and　decreased　activity　surrounding　the

nidus　probably　because　of　the　peripheral　steal

phenomenon．　ln　postoperative　scan　of　the　next

day，40ut　of　6　cases　showed　the　transient　decreased

peripheral　steal，　particularly　20ut　of　thcse　4　cascs

showed　the　transient　hyperperfusion　probably　be－

cause　of　the　normal　perfusion　pressure　bieak－

through（NPPB）．　And，20ut　of　6　cascs　shovucd

transient　peripheral　low　perfusion　on　much　largcr

area　than　those　of　the　preoperative　scans　probably

because　of　the　focal　brain　damages　and　edemas．

We　conclude　that　1231－IMP　SPECT　on　AVM　is

very　useful　to　decide　the　indication　of　the　removal

operation，　and　to　estimate　the　pcstoperative　risk，

and　to　evaluate　the　preopcrative　and　postoperative

cerebral　hemodynamic　changes　in　the　peripheral

area　of　AVM．

　　Key　words：　Singlc　photon　emission　ccmputcd

tomography（SPECT），　Arteriovenous　malfoima－

tion　（AVM），　Normal　perfusion　pl’cssure
breakthrough（NPPB），　N－isopropyl－p－［i231］－icdo－

amphetamine（1231－IMP），　Cerebral　h（modynamics．
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