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によP心機能パラメータを算出し，DSAによるものと

比較した．EFはよい相関が得られたが，他のパラメー

タはマルチゲート法によって過少評価された．容積曲線

から最大充満速度等の微分量を算出するときは，サンプ

リング間隔の影響が大きいという質疑があった．30ミリ

秒程度の間隔であれば，容積曲線を高次関数で近似して
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解析的に微分することにより，サンプリング間隔の問題

は解決できる（座長コメント）．このセッションの演題は

古くから検討されていて，解決困難な問題をとりあげて

おり，あまり活発な議論はなかった．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（外山比南子）

脳　神　経

（134－138）

　このセヅションは脳神経（2）装置で頭部臨床使用にお

けるSPECT装置の性能評価に関する5題の発表があっ

た．

　松田（金沢大・核）らは三検出器型SPECT装置GCA－

9300Aによる99mTc－HMPAO，99mTc・ECD，1231－IMPの

脳血流像を超高分解能，高分解能および汎用ファンビー

ムコリメータを使って評価し，従来識別し得なかった脳

中央部構造の血流評価が可能となり，また，高分解能化

によりMRI像との対比が容易になった．

　西村ら（埼玉医大・放）は1フレーム5秒の動態走査が

できる頭部用リング型SPECT装置SETO50で動脈相，

静脈相でのRI濃度の時間的変化や脳内の速い代謝断層

像を得る可能性を検討し，低計数値による再構成計算の

桁落ちに基ずく揺らぎを抑えて，画像の定量性および分

解能の収集時間依存性を示した．

　秋山（千葉がんセ・物）らはファンビームコリメータが

装着可能な三検出器型SPECT装置GCA9300Aでファ

ンビームを並行ビームに並べ換えずに直接ファンビーム

のまま再構成する直接法を検討した．ファンビームによ

り感度は20％向上し，並べ換えの補間による平滑効果

がなくてきれのよい画像が得られた．しかし臨床的な改

善はなかったと報告した．

　酒井（社保船橋中央病・放）らは脳血流SPECT検査を

核種やコリメータによるイメージの違いについて検討し，

特にスラントホールコリメータの性能評価を見直し，頭

部に最近接させる頭部固定台の傾きを含めた最適ポジシ

ョニングも検討して，ホットとコールドとも検出限界直

径を20％も改善した．

　田村ら（秋田大・医付病・放）はSPECT各スライスの

等分解能曲線を得るための多数の線線源を平行に組み込

んだ頭部形状ファントムを試作するとともに脳血流測定

較正用に実際の頭部容量に近いファントムも作成し，し

かもコールドおよびホットのイメージの検出能もテスト

できる構造のものを発表した．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（野原功全）

（145－151）

　このセッションはHMPAOによる脳血流に関する演

題であった．No．145（神戸大・山崎）とNo．146（愛媛

大・村瀬）は何れもHMPAOを用いて脳血流量の定量

化を試みたものである．山崎は椎骨の内頸動脈よりの流

量をMRIにより求め，このデータを用いて脳血流量の

算出を試みた．村瀬はHMPAO静注直後よりdynamic

scanを行い，得られたdynamic　curveを4　compartment

modelを用いて解析した．何れもXe－133により求めた

脳血流量と対比し，良好な相関を得ている．今後も脳血

流量の算出に種々な方法が考案されると思うが両者の試

みはその第一歩となるであろうと考えられた．No．147

（島根県中・古川）はクモ膜下出血にHMPAOによる脳

SPECTを発症より48時間以内と7－10日目の2回行う

ことにより，予後を推測することができるとした．これ

は治療を行っていくのに大いに参考になる手法と思われ

た．No．148（順大浦安・白形）は脳動静脈奇形について

HMPAOにょるdynamic　SPECTを行い，放射線治療

の経過観察に役立つとしており，この方法の将来性が

示唆された．No．149（川崎医大・小野）は頭部外傷に

HMPAOによるSPECTはX線CTで明らかでない打
撲対側の器質的障害も検出できる有用性を強調し，注目

を浴びた．No．150（済生会宇都宮・藤井）はHMPAO

’ により虚血後過灌流について検討した．日常診療上注目
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しなければならない点であり興味深い演題であった．

No．151（九大・一宮）は一次性変性痴呆を分類し，これ

らにHMPAOを用いて脳SPECTを行い，脳血流分布

異常との関連について検討したものである．精神科医に

よりこのような検討がなされたことは脳SPECT検査が

精神科の日常診療に利用される日も間近いと感じられ，

教えられることが多かった．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（石井勝己）

（152－156）

　このセッションでは脳血流分布測定用の放射性医薬品

である99mTc－HM－PAOを用い，各種の負荷後における

脳血流分布の変化を評価して病態の診断に供しようとす

る試みの発表が行われた．HM－PAOは投与時の脳血流

分布の状態が長時間変化しないで持続して観察できると

いう特徴があるため，負荷前に投与し，更に負荷後に再

投与して両イメージ間のサブトラクションを行うことに

よって，負荷による血流分布の変化を評価することがで

きる．

　演題152：絹谷ら（金沢大・核）はハロペリドール負荷

を精神分裂病患者3例に施行し，前頭葉の血流改善，左

側頭葉，後頭葉，頭頂葉の抑制がみられたことを発表し

た．演題153：森田ら（川崎医大・核）は，立位負荷で起

立性低血圧症を示す多系統変性症患者のACA・MCA境

界領域の血流低下がみられ，光刺激によりけいれん発作

を生じたてんかん患者で左側頭一視床にかけての血流増

加が観察されたことを報告した．演題154：橋川ら（阪

大・中放）は基礎研究として負荷による血流分布の変化

を評価する方法としてのサブトラクション法の再現性に

ついて検討し，光刺激により高次脳神経機能の存在の評

価に有用で，再現性よく行い得ることを報告した．サブ

トラクションにより脳血流分布の変化を検出する方法は，

SPECTの画質の点で若干の問題が残されているが，装

置の改善とともにさらに有用性が増すものと思われる．

演題155は，前題と同一演者の発表で，CO　2負荷にょ

り脳循環予備能を推定しようとする試みである．演題

156：石井ら（北里大・放）は，覚醒時と睡眠時で脳血流

分布がどう変るかを，脳血管障害患者で検討した．睡眠

中は覚醒時よりも脳血管病巣部でより血流低下がみられ

るとの結果であった．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（渡辺克司）

（157－161）

　私が担当したセッションは主に1231－IMPを用いた

SPECTを扱っており，脊髄小脳変性症，小脳血管障害．

crossed　cerebellar　diaschisis（CCD）の画像診断が主体

であった．川崎医大・森田らは，脊髄小脳変性症におけ

る大脳および小脳の脳血流をイメージと定量値から検討

し，また本疾患の治療薬であるTRHの効果についても

併せて評価した．本症の脳血流パターンや小脳の血流低

下はすでに多くの報告があるが，一部の症例では大脳に

おける血流異常も示唆され脊髄小脳変性症が単に小脳や

脳幹の異常でなく中枢神経系を広く侵す可能性があるこ

とを考えれば興味ある所見であった．さらに症例を増し，

病型や小脳萎縮を考慮した評価が必要であると思われた．

国立大阪病院・中山らは，SPECT，　X線CTおよびMRI

の虚血性小脳病変の評価における有用性を比較検討した．

その結果，機能的評価を下すにはSPECTが，形態的変

化を把握するにはMRIが優れており，両老を加えた画

像診断が重要であると結論した．川崎医大・小野らは，

CCDと逆の現象，つまり天幕下病変による大脳の脳循

環の低下を検討した．結論としては特徴的な変化がみら

れた訳でなく大脳の広範な血流低下が認められることが

多いということであったが，この着目点にはおおいに興

味がもたれた．東京医大・羽生らはCCDの麻痺との程

度や経時変化，宮崎医大二見らはCCDの自験例の原因

疾患や出現頻度などについて検討した．それぞれに興味

深い研究であるが，CCDについてはこれまでに多くの

報告があり，類似の検討はすでに行われていることから

やや新鮮味にかける印象を受けた．今後はCCDが単に

画像上の出来事であるのか，あるいはなんらかの臨床的

意義をもったものなのかをより明確にしてゆく研究に期

待したい．最後に，フロアのディスカッションは低調で

あり，活発な質疑応答はみられなかった．これは座長が

フロァをもり立てる力量に欠けていたためと思い反省す

る次第である．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（田中　真）

（167－172）

　本セクションは種々の脳神経疾患におけるIMP－

SPECTによる脳循環動態を検討した研究発表で活発な

討論が行われた．167席は一側中大脳動脈皮質枝領域の

梗塞例で同側視床の血流低下が急性期，慢性期に認めら

れ，急性期は浮腫等で，慢性期は皮質視床連絡の障害が

原因と報告したが，発症機序についての討論が行われた．

168，169席はいずれも脳炎における脳血流に関する演題

でまとめて討論を行ったが，急性期には両演者共に病変

部に一一etしてIMPの高集積像を認めるとしたが，169

席（伊藤）は臨床症状の改善と共に高集積が消失するとし
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たのに対し，168席（森田）は持続する例の有ることを示

し，慢性期の発症機序については両者間で必ずしも一致

しなかったが，脳炎における脳循環動態の検討には有用

な方法で有ることが確認された．170席は頭蓋骨早期癒

合症手術前後のIMP・SPECTの有用性について論じた

が術後機能回復の指標として有用なことが確認された．

171席（遠山）は筋萎縮性側硬化病にIMP像について報

告したが，指摘した前頭葉の萎縮，脳血流の低下につい

て，群大神経内科よりPETによる20例以上の検討では，

前頭葉の血流低下は認めなかったとの反論があり，討論

されたが十分な解答は得られなかった．

　以上6演題の報告を聴き感じた点は，IMP－SPECTは

脳循環動態の観察には優れた方法であり，今後種々の疾

患の脳循環動態の検討が行われる事は病態の解明には重

要ではあるが，少ない症例で結論を急ぎすぎる傾向が見

られた点は大いに反省すべきと思われた．また，画像診

断が陥り易い弊害では有るが，得られた結論には十分な

考察が行われてこそ意味付が可能であり，2，3の報告に

はこの点を十分に考慮されて，症例数を重ね慎重な検討

の結果を再度報告されたい．最後に専門家でないからと

の弁解が演者からの発言にあったが，最も避けなければ

ならない発言で有ることを指摘したい．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（上嶋権兵衛）

（173－178）

　演題173－176は，HM－PAOを用いてDiamox負荷に

より脳循環予備能を検討したものでこの方面の期待が大

であることを示している．演題173は，racetazolamide

負荷前後の99mTc－HMPAO連続SPECTとsubtraction

法を用いた脳循環予備能の評価」で，寺田らはHM－

PAOの特性を生かして30分の間にDiamoxを負荷し前

後2回SPECTを施行してSubtraction法により脳循環

予備能を検討し本法の有用性を強調した．演題174は，

「99mTc－HM－PAOを用いた負荷シンチグラフィの基礎

的検討」で，三村らは標識変化率の変化を中心に基礎的

検討を行った．経時的には約8％，Diamox負荷により

約30％の低下がみられるが，補正にょり充分HM－PAO

の同日2回負荷シンチは可能であることを示した．演題

175は，rDiamox負荷による99mTc－HM－PAO　SPECT：

2回静注法の検討」で，小野らは2回静注法により脳循

環予備能の臨床的検討を行ったが，その意義づけが困難

な問題症例が2例呈示された．演題176は，「脳循環予

備能検出のための脳血液量SPECTとダイアモックス脳

血流量SPECTの比較検討」で，外山らはDiamox負
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荷法の限界を示し，その限界を越えて脳灌流圧が低下し

た場合脳血液量が脳循環予備能の検出に有用であったと

結論づけた．演題177は，「無症候性脳梗塞例および健

常例における白質病変と局所脳血流量におよぼす加齢お

よび脳卒中の危険因子の関係」で，井坂らは現在トピッ

クスのひとつである無症候性脳梗塞を疫学的に検討した．

脳卒中の危険因子として10種類を挙げ，疾患群と健常

例での白質病変と脳血流に及ぼす影響を明らかにした．

演題178は，「健常者の脳血流の加齢による変化と脳容

積の関与について」で，駒谷らは脳血流は幼児期の高い

血流は加齢により急減するが，女では21歳ごろより低

下が緩慢となリ男ではそれが24歳と性差があることを

示した．全体に活発な討議がなされ非常に有意義なセッ

ションであった．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（渡辺　象）

（242－248）

　脳神経領域における最近のPETの研究は，神経細胞

の活動とそのネットワークの解明を目指した局所脳機能

の測定と，神経細胞間の情報伝達機能に対する化学的な

アプローチとしての神経伝達物質やその受容体機能の測

定に大別される．本セッションでは，後者の神経受容体

機能に関する7題の演題が発表された．

　放医研の福田と須原，および千葉大の篠遠は，いずれ

も11C標識リガンドのSCH23390によるドーパミンDl

受容体機能の測定についての発表であった．D2受容体

と同様に，加齢により線状体におけるD1受容体機能の

減少が見られ，またパーキンソン病では変化が無いが線

状体黒質変性症では被殻の後部で取り込みが減少すると

の報告であった．その中で，双極性障害の感情病患者で

前頭葉におけるD1受容体結合能が低下するとの須原ら

の報告は，受容体機能測定の新たな領域として注目され

る．

　東北大の畑澤らと谷内らは，それぞれD2受容体とヒ

スタミンH1受容体の測定を目的として，11C－YM－

09151・2と11C・pyrilamineの健常人におけるデータを報

告した．放医研の井上らは，アセチルコリンのムスカリ

ン受容体にたいするリガンドとして，11C－N一メチルピペ

リジルベンジレートの基礎的な検討を行い，PETによ

る測定に有望なリガンドであることを報告した．

　神経受容体は，神経細胞間の化学的情報伝達機構とし

てこれを測定することは重要な意義があるが，これが実

際の神経活動とどの様に関連しているかについての議論

も見逃がしてはならない．この点で，京都大の間賀田ら
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（発表は山田）によるニコチン投与時における糖代謝とア

セチルコリンのニコチン受容体機能との関連を調べた報

告に興味がもたれた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（米倉義晴）

（249－254）

　第1席，第2席は菅野他による発表で，酸素15標識

水をトレーサとする脳血流測定法を神経心理学的脳活性

測定に用いる際，測定の信号雑音比を最適化するについ

ての2っの問題点を論じたものである．この方法では神

経心理学負荷を加えた時と基準時との2回の測定が必要

であるが，第1席では脳組織放射能の積分時間の影響を

論じ，これが90秒程度が最適であると結論している．

第2席では負荷時と基準時とそれぞれの脳血流画像の変

化分の画像から負荷に対する脳活動の部位を同定する際

に信号雑音比（SIN比）を高くするための最適な画像分

解能を検討し，画像分解能が劣化するほどS／N比は上

昇する結果を得た．しかし，このときは分解能劣化によ

る解剖学的情報を失うことになるので必要な平滑化は脳

構造分解能とS／N比の関係で決定されることになる．

　第3席藤田他は酸素15標識水を用いた局所脳血流量

の測定を行い，弁舌時の脳血流量像から単語復唱時の脳

血流像を差し引いたところ，各人に共通に左側Brod・

mannの44野の血流増加が観察された．一方，45野，

47野の関与も示唆され個人差も少なからず認められた．

また第6席の上村他（演者は変更して藤田）はかな文字と

漢字読み取り時の脳局所活動を調べ，かな文字と漢字と

では若干異なった部位の賦活が起こることを認めている．

　第4席の百瀬他は安静時血流量の再現性および刺激時

と安静時のサブトラクションの画像について，絶対値と

全脳平均で補正された相対値を比較し，絶対値での評価

は全脳血流量の変動が大きいため必ずしも適さないこと

を明らかにした．

　第5席の久志他は日本語とイタリア語の小説を聞かせ

て測定しているが，日本語の場合は両側のウエルニッケ

領域，右のブローカ領域および前頭極の血流が増し，イ

タリア語の場合は左のブローカ，ウエルニッケ領域，前

頭極の血流が増すなど両者に違いが認められた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（舘野之男）

（365－369）

　山田らは18FDGを用いてマウス脳の5／‘m凍結切片

においてミクロオートラジオグラフィ法を確立した．

Film厚2．5μmで解像力はhalf　distanceで3．8μとな

り，写真処理と組織標本を1，000倍で銀粒子を観察し正

常では神経細胞の核，核膜，細胞質に少なく，突起や軸

索に局在する傾向を見ている．なお脳部位では動眼神経

核領域に分布が多かった．藤林らは蛋白質へ組み込まれ

ず，代謝も受けない1231一ユーmethy1－L－tyrosineを用いて

ラットの短時間虚血再還流モデルにおいて純粋な能動輸

送を検討し虚血によって輸送系が影響されないことを見

ている．ほぼ分子量のおなじ14C－sucroseは血液脳関門

の破綻を描出するが，これは再還流3時間で脳へ漏出し

24時間で関門が修復されたとしている．船津らはラッ

トを急性中毒を起こさない濃度の一酸化炭素に反復曝露

させ1231－IMPとFCRによる血流変化を見た．同時に

病理組織を検討して4週間（30分／日，6回／週）の反復

曝露では組織変化はなくcorpus　callosumに対するRI

分布が基底核部で低下していたが皮質では低下はなかっ

た．臨床例との対応につき質問，コメントがあった．森

らは抗精神薬であるハロペリドール（lmg／kg）をラット

に投与し脳血流の変化を検討した．急性投与では前部帯

状回，一次運動領野，一次聴覚領野の皮質で低下し，手

綱核で増加した．これは抗ドーパミン作用以外の効果と

考えられた．慢性投与では黒質緻密層で低下，尾状核一

被殻，側坐核，手綱核で血流増加と左右差の出現を見て

いる．村上らはモノアミン酸化酵素の特異的結合阻害剤

であるクロルジリンの脳内動態をラットで検討した．合

成は14C・CH31から出発し77％の収率で，投与60分後

には脳内濃度は血中より高くなった．非特異的分布を

TCAにより洗除した画像で内側手綱核，脚間核，線状

体，下丘，青斑核などへの分布が明瞭となった．細胞内

では60％がミトコンドリアに存在し，受容体の飽和も

確認できた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（柴崎　尚）

（375－380）

　375：社保神戸中央病院の水川らは4例の脳梗塞症例

でブドウ糖代謝速度定数を測定し，病態との関連を検討

している．血流量が低下した領域ではk1，k3ともに低

値であるが，luxury　perfusionの領域ではk1は不変か

軽度低下で，k3が低下している．脳梗塞でのkl値は脳

血流量の変動に関与し，k3値は細胞の活性を示すので

はないかと考察している．症例数は少ないが，興味深い

結果であった．

　376：九州大の桑原らは慢性一側性内頸動脈閉塞症例

での脳循環代謝量を測定している．健側と患側とを比較

し，血流量は有意差なし，酸素消費量と炭酸ガス反応性

で有意差がみられた．特に頭頂葉での低下が強いことを
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報告している．興味深い結果であったが，この測定では

小児例の片側モヤモヤ病の症例と動脈硬化性閉塞症例と

を合わせて検討しており，この2者では病態が異なる可

能性があり，別々に検討すべきではないかと考えられた．

　377：九州大の大塚らは4例の脳動静脈奇形症例の脳

血流量・酸素消費量・血液量を治療前後で測定し，その

変動をみている．治療により，対側半球の血液量および

血液量と血流量の比が低下するとしている．これは治療

前にはstea1現象により対側が軽度の虚血に陥っており，

治療により改善したことを示す所見であろうと考察して

いる．さらに症例を増やして検討する必要のある興味深

い研究と考えられた．

　378：京都府立大の天神らは虚血性脳血管障害20症例

を対象にCT上低吸収域を示さない領域について脳循環

代謝量と脳血管撮影所見との比較検討を行い，興味深い

報告をしている．直径にて50％狭窄を示した灌流域で

は脳血流量および脳血流量と血液量の比が低下したが，

時間経過とともに回復傾向を示し，慢性期では境界領域

において脳血流量および脳血流量と血液量の比が低下し

たとしている．

　379：名古屋大の加藤らは9例の筋萎縮性側索硬化症

の脳ブドウ糖消費量を測定し，症状の進行した5症例で

は運動知覚領野の代謝量の減少を示したが，症状の軽度

の症例では代謝量減少を示す領域と臨床症状発現の責任

領域と推定される領域とが必ずしも一致せず，また代謝

低下域が変動する所見がえられている．これらの所見は

興味深いものであり，症例を増やし，確認する価値のあ

る問題と思われた．

　380：東大の百瀬らは14例の脳死を疑われた症例につ

いてSPECTやFDG－PETなどを用いて，脳死の判定

の核医学的診断の可能性を検討している．検査後臨床的

な判定基準から脳死とされた症例のSPECTやPETで

は画像上でトレーサが脳内に確認できないことが特徴で

あり，核医学的な診断法が脳死の判定に役立つと考えら

れた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（穴戸文男）

（381－385）

　初めに放医研と北里大のグループから脳内コリンエス

テラーゼ活性測定のトレーサデザインと評価に関する一

連の報告が3題まとめて行われた．これらの研究はアセ

チルコリンの脂溶性エステルが脳へ移行し，エステラー

ゼにより加水分解され水溶性となり脳内に留まるメカニ

ズム（代謝性捕獲）を利用したコリンエステラーゼの測定
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法に関するものである．最初に玉上が4種類の［N－14q

methylpiperidy1エステル類の合成と数種のエステラー

ゼに対する基質性を生化学的手法，脳内局在性に関す

る方面から検討した．次に，福士がアセチルコリンの

代謝速度を求めるための解析モデルについてN－【14C］

methylpiperidyl　esters（MP3X）のマウス脳内分布をN－

［14C］methylpiperidyl　acetate（MP3A）のそれと比較し

て検討し，理論値と実測値との一致を報告し，最後に，

入江がAchE活性の測定を念頭にして前脳基底部（マイ

ネルト核）のイボテン酸破壊ラットで組織化学的AchE

活性画像とMP3A蓄積画像に相関があることからin

vivoでのAchE活性の測定の可能性を示した．このよ

うに生化学的構造活性の相関，数学的解析，ill　viVOで

の検討からAchE活性をin　vivoで測定しようとする新

しい試みであり今後の進展を期待したい．続いて，西陣

病院の脇田らにより，PETにおける68Ga－EDTA一アル

ブミンとC150を用いたサルにおける局所脳組織ヘマト

クリット（rHt）の測定に関する報告があった．従来の測

定値とほぼ一致し．0．85（灰白質），0．91（白質）を報告し

た．このような基礎的な測定はPETの定量的測定のた

めには重要なものとなる，最後に，島津製作所の横井ら

が秋田脳研との共同研究としてシミュレーションを中心

とする重み付け積分法によるコンパートメント解析に関

する報告があった．2分画モデルだけでなく，3分画モ

デルにおいても適用できしかも実時間で速度乗数の計算

が可能になる方法でありこれからの発展が期待される方

法である．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（菅野　巌）

（386－391）

　本セッションの演題はPET関連のもので，測定技術

ないし解析に関する3題と腫瘍の臨床評価に関する3題

の6演題である．

　演題386はPET脳画像の解剖学的位置を基準化しよ

うとするもので，三浦ら（秋田脳研）により発表された．

解決すべき問題点も多いようであるが，これからの改良

を期待したい．演題387はFDG　DOUBLE　rNJEC－

TIONによる解析モデルの評価に関するもので，堀井

（西陣病院）らから報告された．負荷試験に用いられるが

150を用いる場合より，精度は高いようである．演題

388は150一酸素ガス短時間吸入による局所脳酸素代謝量

と同血流量の同時測定に関するものであり，ハマースミ

ス病院での研究成果であるが，飯田らに代わり三浦（秋

田脳研）が発表した．CMRO2のみを求める場合はC1502
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吸入（150・水静注）スキャンが省略出来ることを示した．

演題389は11C一メチオニンを用いて脳原発悪性リンパ

腫を検討したもので，小川ら（秋田脳研）から報告された．

メチオニンを用いたPETは腫瘍の進展範囲や放射線治

療の効果判定に有用であることを示した．演題390は同

じく小川ら（秋田脳研）によるもので，脳腫瘍での18FDG

と11C・メチオニンの集積の違いを述べ，両トレーサは診

断に際し相補的な役割を果たすことを示した．演題391

は18F－fluorodeoxyuridineによるグリオーマの核酸代謝

の検討を試みたもので，佐藤ら（東北大学）が報告した．

この報告での問題点はBBBの破綻による腫瘍への集積

を除外しきれない点にあるが，BBBの破綻が認められな

いか，軽度の場合には，核酸代謝が盛んな場合でも集積

が低い可能性がないかとの質問がなされた．

　以上6演題の発表のみから将来の方向を論じることは

出来ないが，PETの臨床応用に際しては，負荷試験等を

加えたより複雑な系での測定とそれに付随する精度の問

題等今後のより一層の努力が望まれる．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（山崎統四郎）

（499－504）

　本セッションは前セッションに引き続き，Tc－99m

ECDの第2相の臨床治験結果が報告された．

　中川原ら（499席）はIMPによるSPECTとの比較を

主体にして脳血管障害でのECD－SPECT所見を報告し

た．ECDでは集積低下部位がIMPに比べて限局される

傾向にあることと，MPIで認められる亜急性期脳梗塞巣

の高灌流所見は，ECDでは逆に灌流欠損または低灌流

所見となることから，ECDは脳損傷の程度をより反映

すると示唆した．

　小川ら（500席）もやはりECDとIMPとの比較を脳

血管障害にて行い，11例で一致，3例でECDが，3例

でIMPが優れているとし，一部症例で内頸動脈同時採

血を行い，ECDの脳抽出率をIMP，　HMPAOと比較し

た．

　鈴木ら（501席）は虚血性脳血管障害および脳腫瘍で，

ECDとHMPAOを比較し，脳血管障害では血流支配領

域の集積低下，crossed　cerebellar　diaschisis等が観察さ

れ，HMPAOと一致したが，脳腫瘍ではHMPAOの高

集積に対してECDは低集積を呈し，薬理学的動態の差

異に起因すると示唆した．

　百瀬ら（502席）は複雑i部分発作例でECDとPET，

EEG所見とを比較検討した．　PETとの比較では大脳皮

質の分布異常は一致したが，深部灰白質に所見不一致例

を一部認めたものの，EEGとも9／14例で異常所見部位

は一致し，本疾患でのECDの有用性を報告した．

　宍戸ら（503席）はやはりECDとPETの比較を行い，

ECDの分布はPETによる脳血流量と良く相関すること，

また，初期像と後期像を比較するとECDのwashoutは

脳全体で均一に認められ，血流に依存しないことを示唆

した．

　織内ら（504席）は脊髄小脳変性症（SCD），脳梗塞，

slowly　progressive　aphasiaでECDとPETを比較した

結果，PETによる脳血流の低下所見と良く一致したが，

SCDでは小脳／側頭葉皮質カウント比の検討で，　ECD

は血流低下を過小評価する傾向があると示唆した．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（棚田イ彦二）

（510－516）

　演題510は金沢大学松田によるダイアモックス負荷

99mTc－HMPAO脳SPECTの報告である．本法は発表者

によって考案されたHMPAOの特質を生かして短時間

で脳血流予備能を評価する有用な方法である．予備能と

は何を意味するのか問題はあるが，症例数の追加により

興味ある結果の出ることが期待される．

　演題511は東（島津製作所）によるコリメータ自動交換

システムについての報告である．3種類の感度，分解能

の異なるコリメータを連続収集の途中で自動交換する試

みで，画質の改善が期待される．交換時間が現状の20秒

より短縮すれば臨床応用の可能性が充分ある．

　演題512は井坂（国立大阪病院）による1231－IM

PSPECT上の低灌流域の大きさと予後との関連に関す

る報告である．急性期の脳梗塞を対象にして，CT上で

の低吸収域との比較で判定しており，SPECTとCTの

所見を組み合わせることにより機能予後をほぼ予測する

ことが可能と思われる．同じようにSPECTとCTの所

見を比較している報告で，演題516の趙（虎の門病院）の

発表も興味が持たれた．これは虚血性脳疾患の慢性期を

対象としている点で趣きをやや異にするが，SPECT上

の血流低下域とCT上の低吸収域の大きさを比較し，4

群に分け，主幹動脈の閉塞の程度や血行動態との関連を

報告した．

　演題513は木谷（兵庫医大）による頭部SPECT撮像時

に生じた軸ズレを補正する手法に関する報告である．左

右の外眼角と外耳口に点線源を置きその像を追加収集す

ることにより再構成プログラムに手を加えて容易に補正

ができる点，頭部固定困難な患者に有用であろう．

　演題515は羽田野（東京医大）による1231－IMP　SPECT
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静脈採血法による脳血流定量法を脳血患障害者を対象と

して施行した報告である．静脈採血法は動脈採血法と比

較し異常に高値に出る例も若干あるが，容易に定量でき

る点有用であP，この報告のように健側においても脳血
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流量が低下しているという画像だけではわからない興味

ある結果が得られる．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（小泉　潔）

機 器

（185－190）

　185：新しく建設されたポジトロン研究施設の紹介で，

11C，150，13Nの他に陽子（H－）の加速で18F一の製造が

可能で，その化合物を得るのが容易である特長がある．

附属診療所では臨床研究を行い，将来動物専用のPET

も設置予定とのことであった．

　186：市販されている頭部固定具の再現性，固定効果

等について検討し，重合による発泡性のものが優れてい

るようであったが，耳の圧迫感と作製時の熱感，輸入品

のため高価である点が指摘された．

　187：全身用PET装置PCT－3600W　15スライス型の

性能評価を行い，7．4Kcps／μCi／m1の感度とFWHM　4．5

mmが得られ，7スライス型に比ベスライス当たりの全

カウントは1／4になり，ノイズの増加はいなめないが，

軸方向の分解能は上昇し，相補的に有効であった．

　188：PETにおけるトランスミッション画像のファン

トム実験を行い，ステンレス棒の3．7mmφ，68Ge線線

源1．6mmφの空間分解能を有し，画像上のピクセル値

と実際の密度とが直線関係を持ち，定量化に優れている

ことが判明した．臨床的にも，心筋部分容積効果の補正，

肺部ガス体積の測定にPETが有効であることが確認さ

れた．

　189：190：いずれも3次元投影に対するボリューム

PET用画像再構成に関する研究である．前者は数学的

ファントムを用いた実験であり，2次元投影データに2

次元補正フィルクを乗じてから3次元像空間に逆投影す

る方法（FILBK）と投影データを逆投影してこれに3次

元補正フィルタを乗じる方法（BKFIL）を用いて両者の

再構成画像の比較を行い，ともに良質の画像が得られ

た．後者では真の3次元ボリュームPETを得るために

FILBKとBKFILいずれの場合でもデータ量が膨大な

ため，3DフィルタリングによりBKFILを用いればス

一パーコンピュータで30分程度で画像再構成が可能な

ことが示された．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（金子昌生）

（191－195）

　191席東京都老人研の千田らは，エアシリンダやステ

ッピングモータでロボットアームを動かしてPET用放

射性薬剤の放射能，重量，純度，濁度などを測定し臨床

に必要な量を分注希釈する「品質管理システム」を開発

した．全行程に要する時間はFDGの場合約14分であ

った．192席西陣病院の藤井らは11C－propylketeneの

自動合成装置を開発した．3本の試薬注入用シリンジと

2っの反応器をそれぞれ回転テーブルにとりつけて次々

と反応を進め，全体をPC9801で制御するもので，収率

は20～40％，所要時間は22分（うちevaporationに8

分）であった．phorbol　esterなど最終標識化合物の合成

にはさらに別の装置が必要とのことであった．193席京

都大の和田らは2価の銅の量を電子スピン共鳴法（ESR）

で定量することによって，脳血流トレーサCu－PTSMの

銅がマウスの脳ホモジネートによって37℃では還元さ

れるのに対し4°Cまたは熱処理を行うと還元されない

ことを示し，さらに，in　vivoで脳への滞留が少ない類

似化合物（Cu－PTSM2）は還元をうけないことから，銅

の酵素的還元が6℃u－PTSMの脳内滞留のメカニズムで

はないかと推論した．194席秋田脳研の蜂谷らは，150－

steady　state法において，余剰ガス貯蔵タンク内の放射

能をパインプライン中の放射能実測値と余剰ガス吸引速

度から求めた結果，1502555MBq／minを用いた場合，

タンクへの流入量は172MBq／min（流速241／min），タ

ンク内放射能は411MBq，タンク表面線量率は156

itSv／hrであった．195席秋田脳研の蜂谷らは，150－

steady　state法において，被験者体内の放射能を全身ス

キャンによって測定した結果，C1502185　MBq／min使
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