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1．はじめに

　99mTc標識エキサメタジム（99mTc－HM－PAO）は，

検査必要時に標識が可能であるので，脳血流シン

チグラフィ剤として，その臨床応用の普及には目

覚しいものがある．また，本剤は静注後初回循環で

急速に脳内に取り込まれ，局所脳血流量に比例し

て脳組織内に分布し，以後長時間にわたり保持さ

れるといわれている1・2）．さらに，99mTc－HM－PAO

は，脳血管障害患者における血行再建術の適応決

定や効果判定の指針となる脳血流状態および脳循

環予備能の評価に用いられている．一方，aceta－

zolamide（Diamox⑪）負荷試Wt3’”6）は比較的簡単に

脳血流の予備能が評価できる方法といわれている．

そこで，99mTc－HM－PAOによるDiamox負荷脳

血流シンチグラフィを行う上で必要な基礎的検討

を行ったので報告する．
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II．対象および方法

　1）対象

　対象は正常者14例および脳神経疾患患者18例

の計32例（男性19例，女性13例，13～78歳（平

均55±14歳））である．脳神経疾患の内訳は，脳

梗塞16例，一過性脳虚血発作，多発性neuropathy

の各1例である（Table　1）．

　2）99mTc－HM・PAO　SPECTの方法

　データ収集および処理は次のごとく行った．

つまり，低エネルギー用高分解能型コリメータ

（LEHR）を装着した4検出器型ガンマカメラ

（GAMMA　VIEW　SPECT　2000H－40，日立）を用い

て，99mTc－HM－PAOの静注5分後からSPECT像

（15秒／方向，64方向）を得た．なお，SPECTの

画像再構成に際し，convolution補正関数として

Ramachandran7）を，前処理に‘はWiener　filter8）

を用いた．また，吸収補正は，cut　off　10％で輪

郭を描出後，各横断面についてChang9）の方法に

よって行った．

　Key　words：99mTc－HM－PAO，　Radiochemical　Purity，

Diamox　Load　Sintigraphy，　Subtraction　SPECT．
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　3）　経時的な99mTc－HM－PAOのin・vitro標識

率の変化

　HM－PAOの99mTc標識は，実験の6時間前

に一度生理食塩水により99mTcO4一を抽出した

9gMo／99mTcテクネカウ・ジュネレータ（ULTRA－

TECHNE　KOW，第一ラジオアイソトープ研究

所）を用いて行い，セレテックバイアル（アマシャ

ム薬品）に5m～の生理食塩水で溶解した740MBq

（20mCi）の99mTcO4一を注入して行った．経時的

なin　vitroの標識率の変化は，標識直後から5，

15，25，35，45，55および90分目に得た検体を，

3つの展開液，つまり（Dメチルエチルケトン，

（2）生理食塩水，（3）蒸留水で希釈した50％アセ

トニトリルを用いて，それぞれ（1），‘3）がGelman

ITLC／SG薄層板（展開時間約15分），（2）がWhat－

man　No．1クロマトグラフィ用ろ紙（展開時間約

60分）を使用して，展開幅15cmの薄層およびペ

ー パークロマトグラフィlo・11）を4回行った．た

だし，HM－PAOのロット番号は4バイアルとも

同一でその間の温度を25土0．5度に保ったが，遮

光は行わなかった．それぞれ展開終了後，脂溶性

99mTc錯体，二次性99mTc錯体，99mTc還元水解

物および99mTcO4一に相当するRf値（すべて原点

から12cm）で薄層板1下端から2cmが原点）お

よび展開用ろ紙（下端から5cmが原点）を切断し，

目的化合物の放射能を測定した．ついで，次式に

より脂溶性99mTc錯体の全体に対する割合，っま

り放射化学純度（1（％））を算出した．

　放射化学純度（D－｛100－（H＋HI＋IV）｝（％）

ここで，1は脂溶性99mTc錯体の，　Hは二次性

99mTc錯体の，111は99mTc還元水解物の，　IVは

99mTcOべの，それぞれの％を表わす．

Table　l　Diagnoses　of　32　subjects

　　Diagnosis

Normal　subjects

Cerebral　infarction

Transient　ischemic　attack

Polyneuropathy

　　Total

Cases

　14

　16

　1
　1

　32

　4）正常者における99mTc－HM・PAOの同量2

回投与法の検討

　99mTc－HM－PAO溶液（740　M　Bq（20　mCi）／5　m／）

を2等分して，まず2．5m1を正常者に静注し，

5分後から1回目のSPECTを開始した．ついで，

残りの2．5m1を1回目のSPECT終了直後に静

注し，その5分後から2回目のSPECTを行った

（Fig．1（a））．なお，静注は開眼状態にて行・）た・

また，1回目，2回目のSPECT像にcut　off　lO％

で脳皮質をすべて含むようにROIを設定し，1

ピクセル当りの平均カウントから両者のカウント

比を求め，同量2回投与の妥当性を検討した．つ

まり，SPECTイメージのROI内実測カウントと

標識率等の変化を補正したカウントを算出した．

　　A＝a×f（t1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1）

　　B＝A十（b×g（t）－a）×f（t2）　　　　　　　（2）

　ここで，AとBはそれぞれ1回目および2回

目SPECTのROI内補正平均カウント，　aとb

はそれぞれ1回目および2回目SPECTのROI
内実測平均カウント，g（t）は1回目SPECTから

2回目SPECT施行までの時間経過（t）に基づく減

衰の補正係数（g－1／e－o・693tlT，　T：99mTcの半減期），

f（t1）とf（t2）はそれぞれ1回目および2回目注射

時間（tlとt2はそれぞれ標識直後からの経過時間）

における99mTc－HM－PAOの標識率低下の補正係

数で，標識直後（t－0）の標識率に対する注射時間

（t1，t2）における標識率の比を算出し，その逆数と

した．このように，（1），（2）式から減衰率と標識

率の低下を補正したBとAを算出し，そのB／A

比と，減衰補正のみを行ったb×g（t）／a比を求め，

標識率低下の補正の有無による影響を検討した．

さらに，正常者10例について99mTc－HM－PAOの

同量2回投与法の再現性の検討も併せて行った．

　5）Diamox負荷による正常者および脳神経疾

患患者における脳血流量変化の検討

　99mTc－HM－PAO　740　MBq（20　mCi）／5m1を

2．5　mlずつに2等分して，まず2．5m∫を静注後，

その5分後にDiamox　500　mgを静注し，引き続

いて1回目のSPECTを施行した．ついで，残り

の2．5m’を1回目のSPECTの終了直後に静注し，
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Fig．1　The　procedure　of　cerebral　perfusion　SPECT　using　99MTc－HM－PAO．（a）Double

　　　injection　method．（b）Diamox　load．
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Fig．2　Changes　of　radiochemical　purity　after　reconstitution　of　99　mTc－HM－PAO．

その5分後にDiamox負：荷後の“2回目のSPECT

を行った（Fig．1（b））．なお，静注はすべて開眼状

態にて行った．さらに，正常者4例および脳神経

疾患患者18例についてSPECT上の正常脳血流部

位と病変部位にROI，つまり正常部位としては

cut　of「10％で脳皮質の輪郭が描出されたその左右

いずれかの脳半球を，病変部位としては16mm×

16mm以上の大きさのROIを設定して，

　　A＝［a×f（tl）　　　　　　　　　　　　　　　　　（D

　　C－A十（c×g（t）－a）×f（t2）　　　　　　（3）

　　D＝C－A＝（c×g（t）－a）×f（t2）　　　　（4）

を求めた．

　ここで，AとCはそれぞれ1回目SPECTお

よびDiamox負荷後の2回目SPECTのROI内

補正平均カウント，Dは2回目SPECTのROI

内補正平均カウントから1回目SPECTのそれを

差し引いたDiamox負荷のみのROI内補正平均

カウント，aとcはそれぞれ1回目SPECTおよ
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びDiamox負荷後の2回目SPECTのROI内実
測平均カウント，f（t1）とf（t2）はそれぞれ1回目

および2回目注射時間（tlとt2はそれぞれ標識直

後からの経過時間）における99mTc－HM－PAOの標

識率低下の補正係数，g（t）は1回目SPECTから

2回目のDiamox負荷後のSPECT施行までの時
間経過に基づく減衰の補正係数である．（D，（4）式

から標識率の低下を補正したD／A比を求め，

Diamox負荷を行った群と行わなかった群とを

比較した．

Table　2 Radi㏄hemical　purity　of　99mTc－HM－PAO　at

5and　25　min　after　reconstitution

呈：蒜；霊1

5min

25min

83％

76％

　　　　　　　Reproducibility
II　　　HI　　　IV　　of　procedure

　　　　　　　　　（c．v．）

8％　　7％　　2％　　　 2．6％

ll％　　10％　　　3％　　　　 2．7％

m．結　　果

　99mTc－HM－PAOのin　vitroの標識率の経時的な

変化をFig．2に示す．検討が行われた標識後90

分までは，有意の負相関（p〈0．001）が得られ（r－

－ 0．852，y－－0．289x十81．9，　n＝4），時間の経過と

ともに標識率が減少することが示された．また，

補正係数f（t1），　f（t2）およびg（t）はそれぞれ1．Ol8，

1．097，1．038であった．標識後5分および25分目

における，二次性99mTc錯体，脂溶性99mTc錯体，

99mTc還元水解物，99mTcO4　の存在割合および薄

層，ペーパークロマトグラフィ施行の再現性を

Table　2に示す．標識後の時間経過とともに，脂

溶性99mTc錯体の割合が低下することが示された．

さらに，本検討法の再現性も良好（C．V－2．6～

2．7％）であることが示された．

　正常者における99mTc－HM－PAOの同量2回投

与による1回目SPECTと2回目SPECTのカウ
ント比をFig．3に示す．初めの半量を投与し得ら

れた1回目SPECT像と残り半量を投与し得られ

た2回目SPECT像のROI内平均カウントの比
は，時間経過に伴う標識率低下の補正を行わない

群では1．98士0．18で，補正を行った群では2．06土

0．19であり両群間に有意差は認められなかった

（Fig・3）．なお，99mTc－HM－PAOの同量2回投与

法におけるカウント比を算出する方法の再現性は

C．V．＝8．9％（n＝10）と良好であった．

　正常者および脳神経疾患患者におけるDiamox

負荷前後のSPECTのROI内カウント比の変化

をFig・4に示す．　Diamox負荷による脳血流の増

1：Primary　1ipophilic　exametazime　complex，　Il：Sec－

ondary　technetium－99m　exametazime（HM－PAO）

complex，　III：Reduced－hydrolyzed　technetium－

99m，　IV：Pertechnetate（free　technetium－99m）
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Fig．3　Count　ratios　of　2nd　SPECT　to　lst　SPECT　with

　　　or　without　correction　in　normal　subjects

　　　（n－10）．

加は，時間経過による標識率の低下を補正した平

均カウント比から評価したが，正常者については

Diamox負荷を行わなかった群のそれは1．06±

0．19で，負荷を行った群では1．12土0．10であり，

Diamoxにより脳血流の増加率は有意な上昇を示

さなかった．さらに，脳神経疾患患者についても

正常脳血流部位および病変部位のいずれもが，

Diamox負荷による有意の増加を示さなかった
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Fig．4　Count　ratios　of（2nd　SPECT－1st　SPECT）to　lst　SPECT　with　or　without　Diamox

　　　load　in　normal　and　lesion　sites　in　normal　and　diseased　groups．

（Fig．4）．ただし，病変部位の28％（5／18）は正常

脳血流部位よりも高いカウント比，つまりmean

＋2SDである1．37以上を示した．

　Diamox負荷により，画像上明らかな脳血流上

昇を示した症例をFig．5に示す．時間経過に伴う

標識率低下の補正を行ったDiamox負荷前（1

回目）のSPECT像とDiamox負荷後（2回目）の

SPECT像およびDiamox負荷により生じた脳血

流増加のSPECT，つまり2回目SPECT像から

1回目のSPECT像を減じたsubtraction　SPECT

像を示す．Diamox負荷により左前頭葉および左

側頭葉の血流増加が明らかであるが，subtraction

を行ったSPECTでより著明であった．なお，補

正を行わなかった場合，2か所のROI内のDia－

mOX負荷前後の脳血流のカウント比はそれぞれ

L23（ROI　No．　Dと1．32（ROI　No．2）であるのに

対し，補正後のそれは1．32（ROI　No．1）と1．42

（ROI　No．2）を示した．また，　ROI　No．2（16×

16mm）部位における負荷前後のROI内の総カウ

ント，平均カウントおよび再現性（C．V．）は，それ

ぞれ負荷前が4，597カウント，511カウントと

9．4％，負荷後が10，253カウント，1，139カウント，

6．9％であった．

　本症例の脳血流シンチグラフィ（発症後38日）

前後に施行されたX線CTのSPECTと同一の断

層面をFig．6に示す．発症後6日と43日のX線

CT像において，白質には低吸収域の存在が認め

られるが，Diamox負荷シンチグラフィで高い増

加率を示した左前頭葉および側頭葉の皮質には低

吸収域はみられなかった．また，発症後51日目の
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脳血管造影では，内頸動脈および中大脳動脈には

狭窄や閉塞は認められず，再開通が示唆された．

IV．考　　察

　99mTc－HM－PAOを用いたDiamox負荷脳血流

シンチグラフィは，脳血流の増加程度から脳血管

の拡張能を推測する方法として期待されている．

本法は，脳循環予備能を評価する方法であるが，

（1）脳血流と脳血液量SPECTによる方法12～14），

（2）133Xeおよび1231－1MPを用いたDiamox負、荷

による方法3～6）などと比較しても，より簡便な方

法であると予想される．また，すでに松田らが3

検出器型カメラを用いて報告しているように15），

本法は負荷前後のSPECT像を99mTc標識HM－

PAO溶液の1バイアルを用いて，同日に得るこ

とが可能である．しかも4検出器型カメラを用い

れば，画質の劣化を最小にし，より敏速（約40分）

に一連の検査を終了することが可能であると期待

される．これは，患者の負担の軽減や，同一ROI

を設定して行う定量的評価の精度向上にも導くも

のと考えられる．そこで，今回これらの点を明ら

かにするために，Diamox負荷脳血流シンチグラ

フィの基礎的検討を行った．99niTc－HM－PAOは標

識後，時間の経過とともに標識率が低下すること

は，よく知られた事実である10・16）が，今回の検討

結果からも，1回目SPECTと2回目SPECTに
約20分の時間差がある場合，放射化学純度は約

7％低下することが示された．このことは，定量

的評価を行う際には重要で，その補正は不可欠で

あると考えられた．特に，単一検出器の回転型

SPECT装置を用いて，ある程度の画質のイメー

ジを得ようとする場合，検査時間は長くなり，標

識率はさらに低下するため，減衰補正のみならず

標識率低下の補正が当然必要となる．Neirinckx

らの検討10）から推測すると，標識後の経過時間と

標識率の間の一次関数の傾きは今回のわれわれの

検討したそれとほぼ同一であった．したがって，

異なるジェネレータやロッド番号の異なるセレテ

ックを使用しても差がなく，一次関数を用いて標

識率の補正を行う方法は妥当なものと思われる．

99mTc－HM－PAOは，高血流域において脳から血中

への逆拡散1・17・18）を生じることが知られており，

このためDiamox負荷による血流増加が過小評価

されている可能性がある．また，99mTc・－HM－PAO

の脳組織における貯留の機序は，脂溶性の99mTc－

HM－PAOが脳内のグルタチオンにより水溶性代

謝物に変換されるためといわれている19）．これら

は，ChokseyらもCO2負荷試験で良好な結果が

得られない主な原因としている20）．今回，正常者

ではDiamox負荷により約6％の脳血流増加率を

示したに過ぎなかった．そこで，Lassenらの提唱

する補正法17・18・21）を応用し，逆拡散による脳血流

への影響を算出すると，それは10～15％程度で

あり，また，グルタチオン代謝の関与を4th　com－

partment　modelから算出すると数％22｝となる．

しかし，両者の影響を考慮しても133Xeや1231－

IMPを用いた場合に得られる正常者のDiamox負

荷による脳血流増加率（30％）23｝に及ばなかった．

　Diamoxは，腎上皮，赤血球，脳，毛様体上皮

などに存在する炭酸脱水酵素を特異的に抑制する

ことが知られている．このため，脳においては脳

組織のpHを急速に低下させ，脳血管を拡張し脳

血流を増加させるものと推測されている24・25）．今

回，Diamox負荷後の正常者および脳疾患患者の

正常部位において十分な脳血流の増加が得られな

かった一因として，このpH　shiftによる99mTc－

HM－PAOの標識率低下の可能性，あるいはpH

shiftによりグルタチオンの酵素活性が低下し

99mTc－HM－PAOの代謝が不十分になった可能性

が考えられる．アシドーシス患者にDiamox

5mg／kgを投与したとき，動脈血中および尿中の

pHが，それぞれ0．05～0．15と1．0～2．5程度変化

するという報告もみられ26），Diamox投与時には

生体中でpHの変動が生じていることが示唆され

ている．今後この観点から，in　vitroでの詳細な

検討が必要であると思われる．また，Diamoxが，

既に脳組織内に固定された99mTc－HM－PAOの脳

内分布に影響を及ぼすか否かについても同様に検

討が必要であろう．

　正常者について，99mTc－HM－PAOの同量2回
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ROIt・lc，　1

Fri：lItl（こ⑱二

Diamox（一） Diamox（十） Diamox（十）

－ Diamox（一）
i．

Fig．5　9gmTc－HM－PAO　SPECT　with　or　without　Diamox　load　performed　at　38　days　after

　　　　　onset．

　　　　　Lcft：lst　SPECT　without　Diamox　load．

　　　　　Middle：2nd　SPECT　with　Diamox　load．

　　　　　Right：Subtraction　SPECT（2nd　SPECT　with　Diamox　load　lst　SPECT　without

　　　　　Diamox　load）．

Fig．6　X－ray　CT　scan．

　　　　　Left：Non－contrast　enhancement　CT　at　6　days　after　onset．

　　　　　Right：Contrast　enhancement　CT　at　43　days　after　onset．
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投与法の妥当性を検討したが，時間の経過に伴う

カウントの補正を行った場合，2回目SPECTの

カウントは1回目SPECTのそれの約2倍（2．06

土0．19）と良好な結果を示したが，補正を行わな

かった場合（1．98土0．18）と差は認められなかった．

しかし，1回目SPECTと2回目SPECTを施行
する際の時間差が大であるほど，この補正の必要

性が増すことは明らかである．また，99mTc－HM－

PAOの同量2回投与法の再現性もC．V．－8．9％

と良好であった．このことは，99mTc－HM－PAOの

投与量を2等分する操作や，それを測定したキュ

リーメータの精度が良好であるだけでなく，患者

への投与量や2回のSPECT施行時のROIの設
定などに伴う誤差も少なく，再現性良く検査が行

われていることを意味している．しかし，RO1は，

できるだけ大きく設定し，統計変動を最小限にと

どめることが必要であると思われる．なお，病変

部位では，ROIの大きさを最小16×16mmとし

たが，本装置の視野中心部での空間分解能（8mm

（FWHM））を考慮すると，妥当な設定と考えられ

た．

　脳神経疾患患者にDiamox負荷を行ったとこ

ろ，病変部の脳血流の増加率が正常部でみられる

よりも強い反応を5症例（28％）で認め，これら

の症例では側副血行路を介した脳循環予備能が存

在する可能性が示唆された．しかし，この結果は

Diamox負荷により局所脳血流量（rCBF）の絶対

量が増加したのではなく，負荷前後のrCBFの割

合が上昇したことを意味する．つまり，血流低下

部位の局所脳血流量が10～15m∫／100　g／min程度

の症例に，Diamox負荷後100％近い血流増加

（20～30m’／100　g／min）が生じたと仮定しても，正

常なrCBF値には及ばない．一方，正常rCBF部

位（45～55m’／1009／min）でDiamoxにより30％

の血流増加が生じた場合は，59～72m1／100　g／min

となる．脳血流増加率は低血流部位の方が正常部

位より高い値を示すが，rCBFの絶対値（m～／100　g／

min）は正常部位の方が高値を示す．

　そのため，99mTc－HM－PAOを用いてDiamox

負荷による脳循環の予備能を評価する際には，

rCBF値の定量を併せて行う必要があると考える．

　このように，今回の検討の結果，99mTc－HM－

PAOの同日，同量2回投与によるDiamox負荷

脳血流シンチグラフィは，一部の脳疾患患者の病

変部位の脳循環予備能を評価できる可能性が示さ

れた．

　　　　　　　　V．結　　論

　99mTc－HM－PAOを用いるDiamox負荷脳血流

シンチグラフィの基礎的検討を行った．99mTc・

HM－PAOの標識率は経時的に低下するため，そ

の補正式を求め，ついで，正常者について，同

一 バイアルの99mTc－HM－PAO溶液を用いた，

99mTc－HM－PAOの同量2回投与法を行い，その

妥当性を補正式を用いて検討した．その結果，2

回目のSPECTのROI内のカウントは1回目の
それの約2倍（2．06土0．19）を示し，本法の妥当性

が示された．さらに，正常者および脳神経疾患患

者について，Diamox投与が脳血流に及ぼす影響

を検討した．前記の標識率低下の補正法を導入し

ても，正常者または脳神経疾患患者の正常部位の

脳血流は，Diamox負荷により有意な上昇を認め

なかった．しかし，脳疾患患者における病変部位

の28％は，正常部位よりも高い脳血流の上昇が

認められ，Diamox負荷は脳循環予備能の評価に

使用し得る可能性が示唆された．
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