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《ノート》

多検出器回転型SPECT装置による
N－isopropy1－p－〔1231〕iodoamphetamine

投与後早期の局所脳血流定量の検討

Study　of　Regional　Cerebral　Blood　Flow　in　Early　Phase　after　Administration

　　　of　N－Isopropy1－p｛1231】lodoamphetamine　Using　Multi－detector

　　　　　　　　　　　　　　Rotating　SPECT　System
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L　はじめに

　Winchellらにより開発されたN－isopropy1－P－

11231】iodoamphetamine（1231－IMP）は1・2），　Single

Photon　Emission　CT（SPECT）用の脳血流のトレ

ー サーとして広く使用されている．また，1231－IMP

SPECT像の視覚的評価だけでなく，局所脳血流

量（rCBF）を定量化する方法もいくつか報告され

ている3－－5）．それらのうち，Kuhlらが報告した

1231－IMP投与後早期の脳内の挙動をMicrosphere

Modelと仮定して，　rCBFを算出する方法が一般

的に用いられている5・6）．この場合，Kuh1らは，

1231－IMP静注後5分間の持続動脈血採取とともに，

リング型SPECT装置を用いて50秒毎のSPECT

イメージングを行いrCBFを算出している5）．し

かし，本法を通常の単検出器回転型SPECT装置
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で行う際には，その低い検出感度のため短時間で

のイメージングでは統計ノイズの問題が生じ得る．

さらに，投与後早期でのSPECTイメージングで

は，脳内の1231－IMP分布が非平衡状態であるた

め，検出器の測定位置によっては計数率が異なり，

アーチファクトを生ずる可能性もある．そのため，

松田らは，単検出器回転型SPECT装置でもKuhl

らの方法によるrCBF測定が可能な方法として，

静注された123HMPが脳内で平衡に達する時期

からイメージングを開始し，同時に経時的に収集

された2回のPlanar像のカウント比（4．5～5　min

と29．5～30　min）から1231－IMP静注後5分の

SPECT像を算出する方法を開発し，報告してい
る？）．

　今回，動態SPECTイメージングが可能な頭部

専用4－Head回転型SPECT装置を用いて8），1231－

IMP静注後早期の脳血流SPECT像の検討を行っ

たので報告する．

　Key　words：N－isopropyl－p－【1231】iodoamphetamine，

Regional　cerebral　bloOd　fiow，　Microsphere　model，

Early　single　photon　emission（汀，　Rotating　gamma

camera．
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　1・検査の手技

　Figure　1に，今回検討した二種類のデータ収集

法の概略を示す．1231－IMP静注後早期の脳血流

SPECTデータの収集は，（1）松田らの報告に準じ

た方法つまり35分後からのSPECT像を，同時に

経時的に収集された2回のPlanar像のカウント

比（4．5～5minと29．5～30min）から補正して1231－

IMP静注後5分のSPECT像を算出する方法
（Early　SPECT法）6・7），（2）1231－IMP静注後7分か

ら約3分間のSPECTイメージングを行う方法
（SuPer　Early　SPECT法）の2法を行い比較した．

　rCBFは，　EarlyおよびSuper　Early　SPECT法

によるSPECT像に16×16mmのROIを設定し
得られたその平均カウントと，同時に2種の容量

の採血が可能な持続採血器（Harvard　PumP，

Mode1944）を用いて持続動脈血採取（Early

SPECT法では5分間，　Super　Early　SPECT法で

は8分36秒）を行って得られたデータを，以下の

計算式5）に代入し求めた．

F＝100・R・Cb／（A・N）

　ここで，FはrCBF（mt／1009／min），　Rは持続

採血速度（1．23m／／min），　CbはSPECTより求めた

脳組織のactivity（Bq／m1），　Aは採血された動脈血

の全放射能（Bq），　Nは採血された動脈血をオクタ

ノール抽出して求めたの真の1231－IMPの割合で

ある．

　なお，実際には今回これら二通りの方法による

測定が一度の検査で施行可能な，Fig．1のスケジ

ュールに従って各データの収集を行った．

　2．SPECTデータの収集条件および画像再構

　　成法

　検討に使用した装置は，頭部専用のSPECT装

置として開発された4検出器を有するGAMMA
VIEW　SPECT　2000H－40（日立）である．なお，本

装置にLEGPコリメータを装着して検討に供し

た．本装置の基本性能としては，LEHRコリメー

タを使用した場合，検出器回転中心では8・0㎜

（FWHM：99mTc，空中）の空間分解能を示した．

　EarlyおよびSuper　Early　SPECTデータの収集

条件は，以下の如くである．Early　SPECT法では，

64×64matrix法（4×4mm／pixel）を採用し，角度

サンプリング数を64（360°）に，データ収集時間

を15秒／方向（全データ収集時間は960秒間）とし

た．Super　Early　SPECT法では，検出感度の低下

およびアーチファクトの出現の可能性を考慮して，

32×32matrix法（8×8mm／pixe1）を採用し，角度

サンプリング数を32（360°）として，2回転収集

モードにより3秒／方向のデータ収集時間（全デ

ー タ収集時間は192秒間）を採用した8）．

　SPECT画像の再構成法には，　Earlyおよび

Super　Early　SPECT法ともに，前処理には9点ス

ムージングを，Convolution補正関数にはRama－

chandran9）を採用し，スライス厚を8mmに設定

したが，吸収補正は行わなかった．なお，Super

Early　SPECT法による32×32　matrixデータは，

64×64matrixに補間拡大した後に画像再構成を

行った．

　3．対象症例

　対象は脳神経疾患患者4例（男2例，女2例，

44～59歳，平均51歳）であり，その内訳は，脳梗

塞2例，髄膜炎1例とてんかん1例である．

IH．結　　果

　1．SPECT像の比較
　Figure　2に，軽度の脳虚血が疑われた2例の脳

梗塞例のEarlyおよびSuper　Early　SPECT法に

よる1231－IMP　SPECT像を示す．低灌流域と正常

領域のコントラストは，いずれの症例においても

Super　Early　SPECT法の方が優れていた．

　なお，本2例の基底核レベルの横断断層像上で

正常と思われる側の大脳半球の平均カウント数は，

Super　Early　SPECT法では424カウント／pixe1，

Early　SPECT法では726カウント／pixelであり，

その平均カウント比は1．71であった．

　Figure　3に，2例の脳梗塞例のEarlyおよび

Super　Early　SPECT法による1231－IMP　SPECT像

に，ROIを設定して得られた正常領域（N）と低
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Fig．1　The　procedure　of　1231－IMP　early　and　super　early　SPECTs，　planar　imaging，　and

　　　　　　arterial　samplings．

Case 1 Case 3

Early SPECT

Super－

SPECT
Early

Fig．2　1231－IMP　early　and　super　early　SPECT　in　two　patients　with　cerebral　infarction．
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Fig．3　The　comparison　of　count　ratio　of　normal　to

　　　lesion　site　in　123HMP　early　and　super　early

　　　SPECTs　in　two　patients　with　cerebral　infarc－

　　　tiOI1．

灌流域（L）のカウント比を示す．正常領域と低灌

流域のカウント比（N／L）は，Early　SPECT法に

おいては平均1．12であったのに対し，Super　Early

SPECT法では平均値1．21を示し，　Early　SPECT

法よりも良好なコントラストが得られた．

　2・オクタノール抽出率の比較

　Table　1に，今回検討を行った症例について，

1231－IMP静注直後から持続採血（Early　SPECTで

は5分間，Super　Early　SPECTでは8分36秒間）

された二種の動脈血を，オクタノールで抽出して

得られた真の1231－IMPの割合（N）を示す．　Early

SPECT法でのNの平均値は0．816であり，　Super

Early　SPECT法でのそれは0．788であった．

　3．rCBFの相関
　Figure　4に，今回検討を行った4症例について，

Super　Early（x）およびEarly　SPECT（y）法によ

り得られた67か所のrCBFの相関を示す．両者に

よるrCBFは，相関係数0．91（p＜0．001）と優れた

正相関性が得られた（y＝0．5306x＋5．113）．なお，

SuPer　Early　SPECT法に対してEarly　SPECT法

によるrCBFは，平均37％過少に評価された．
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Fig．4　The　correlation　between　rCBFs　by　early　SPECT　and　rCBFs　super　early　SPECT．
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Table　l　Octanol　extraction　ratio　in　early　and　super

　　　　early　SPE（汀in　4　patients

Octanol　extraction　ratio

Early　SPE（汀

　　0．741

　　0．819

　　0．888

　　0．817

Super　Early　SPECT

IV．考　　察

0．736

0．816

0．797

0．804

　Kuh1らは，　Microsphere　Modelにより1231・

IMP　SPECT像からrCBFを算出する際には，脳

内の1231－IMPの洗い出しの影響がほとんど無視

できる1231－IMP静注直後の早期分布像を用いれ

ば，精度の高い測定が可能であるとしている5）．

ところが，その時期でのSPECTイメージングは，

通常のSingle　Headのシンチカメラ回転型SPECT

装置では検出感度が低いことや1231－IMPの非平

衡な脳内分布のために困難である．しかし，1231－

IMPの脳内分布が，1231－IMP静注後早期と脳内

で平衡状態に達する時期とで同一一一・一であるとすると，

Early　SPECT法つまり静注後35分からのSPECT

像を基に算出された静注後早期のSPECT像を得

ることができれば，Single　Headのシンチカメラ回

転型SPECT装置においても，　Microsphere　Model

を適応したrCBFの測定が可能となる．

　1231－IMPの脳でのFirst　Pass　Extractionはほぼ

loo％であり，その時期のSPECT像は脳血流分

布を反映しているが，その後の脳内分布は脳と肺

からの1231－IMPの洗い出しに影響を受け，時間

経過とともに変化する二とが知られている2・10）．

われわれの検討においても，同一症例で低灌流域

と正常領域とのコントラストは，Early　SPECT法

よりもSuper　Early　SPECT法の方が優れたコント

ラストを示した．ただし，Super　Early　SPECT法

およびEarly　SPECT法での正常と思われる大脳

半球のpixel当たりのカウント数は，それぞれ424

と726と比較的十分な計数値があり，そのため，

データの統計学的な問題が生じてコントラストに

差が生じた可能性は少ない．したがって，Super

Early　SPECT法によるSPECT像では，　Early

SPECT法に比して洗い出しの影響が少なく，高

コントラストのSPECT像が得られたと考えられ

る．このことは，今回両法で測定されたrCBFの

結果からも推測され，Super　Early　SPECT法に対

してEarly　SPECT法では，　rCBFが平均37％過

少に評価された．しかし，両法により測定された

rCBFは良好な正相関（r－0．91）を示したことから，

Early　SPECT法によるrCBFは，今回得られた回

帰式等による補正を行えば，Super　Early　SPECT

法と同等のrCBF値を得ることが可能であると考

えられ，相対的な脳血流量の指標として臨床上使

用し得ることが確認された．

V．まとめ

　頭部専用多検出器回転型SPECT装置（GAMMA

VIEW　SPECT－2000H－40）による1231－IMP静注後

早期の脳血流SPECT像について検討を行い，以

下の結果を得た．

　1）1231－IMP静注後35～51分のEarly　SPECT

像は，7～10分のSuPer　Early　SPECT像に比して，

低灌流域と正常領域のコントラストの低下が認め

られた．

　2）Early　SPECT像により得られたrCBFは，

Super　Early　SPECT像によるそれに比して平均

で37％過少評価された．

　3）しかし，Early　SPECT法により得られた

rCBFは，　SuPer　Early　SPECT法によるそれと良

好な正相関（r－0．91）を示したことから，相対的

な脳血流量の指標として臨床上使用し得ることが

確認された．
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