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《ノート》

N－isopropy1－P－［1231］iodoamphetamineを用いた

マイクロスフェア・モデルによる局所脳血流量

　　　　　算出のためのパラメータの検討

Study　of　Some　Parameters　to　Calculate　Regional　Cerebral　Blood　Flow　with

　　Microsphere　Model　Using　N－lsopropyl－p－［1231］Iodoamphetamine
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1．はじめに

　N－isopropy1－p－【1231］iodoamphetamine（1231－

IMP）1・2）を用いた脳血流シンチグラフィは，　Sin・

91e　Photon　Emission　CT（SPECT）装置で脳血流

を検査できる方法として広く臨床に使用されてい

る．また，Kuhlらは，1231－IMP静注後早期の脳

内の挙動をMicrosphere　Modelと仮定して，局

所脳血流量（rCBF）を算出する方法を報告してい

る3e6）．しかし，本法にてrCBFを算出する際には，

1231・IMP静注後早期でのSPECT像の収集ととも

に，動脈血の採取が不可欠である．したがって，

通常の単一検出器回転型SPECT装置を用いて，

本法によりrCBFを算出する際には，その低い
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検出感度特性のため，1231・IMP静注後早期での

SPECTデータの収集が困難となる．そこで，松

田らは，単一検出器回転型SPECT装置でも本法

によるrCBF算出が可能な方法を報告している7）．

すなわち，静注された1231－IMPが脳内で平衡状

態に達する時期から十分な時間をかけて撮像した

SPECT像と，平行して収集された2枚の全脳の

Planar像のカウント比（4．5～5分と29．5～30分の

比，C5／C30）とから1231－IMP静注後早期のSPECT

像を算出する方法である．一方，採取された動脈

血にっいては，脳内で非拡散の非脂溶性のIMP

も含まれるため，オクタノール抽出による分画が

必要である．今回，1231－IMPを用いたマイクロス

フェア・モデルによるrCBF算出に使用するパラ

メータつまり，①C5／C30と②オクタノール抽出

率について検討を行ったので報告する．

　Key　words：N・isopropyl・p－［i231］iodoamphetamine，

Microsphere　model，　Count　ratio，　Octanol　extraction

rate，　Regional　cerebral　blood　flow．
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II．方　　法

核医学　 28巻10号（1991）

　1・検討症例

　対象は，1989年3月から1990年6月までの期

間に当院において1231－IMPを用いたrCBF測定

を施行した247例（男性160例，女性87例，年齢

13歳～82歳，平均57歳±15歳（mean±SD））で

ある．その内訳は，脳梗塞122例，脳出血22例，

てんかん17例，パーキンソン病14例，一過性脳

虚血10例，正常圧水頭症9例，脊髄小脳変性症

9例，脳腫瘍8例，多発性硬化症7例，モヤモヤ

病3例，動静脈奇形3例，アルツハイマー病2例

およびその他21例である．

　2．方　　法

　1231－IMPを用いたrCBFの算出には，次の計算

式5・6）を用いた．

　　　　　rCBFニ1∞・R・Cb／A・N

ここで，Rは持続採血速度，　CbはSPECTから

求めた脳組織の放射能，Aは採血された動脈血の

全放射能，Nは採血した動脈血をオクタノール抽

出して求めた真の1231－IMPの割合（オクタノール

抽出率）である．今回，これらのうち，①Cbの

算出に関与する全脳のカウント比（C5／C30）7）と，

②オクタノール抽出率（N）の2っのパラメータに

ついて検討を行った．

　（1）全脳Planar像のカウント比（C5／C30）の

　　測定

　全脳Planar像は，同時に4方向（正面像，右側

面像，後面像，左側面像）からのデータ収集が可

能な4Head型SPECT装置（SPECT　2000H－40，

日立）に，LEGPコリメータを装着し，64×64マト

リックスにて1フレーム30秒で撮影した．つま

り，1231－IMP静注後4．5～5分（C5）および29・5～

30分（C30）の全脳Planar像を収集し，その後

データ処理装置にて4方向から得られた全脳像に

関心領域（ROI）設定を行い，得られた全脳のカ

ウントからC5／C30を算出した．なお，　C5／C30の

検討は，SPECT上で全脳の1／4程度の虚血が示

された虚血群20例と，1231－IMPの正常分布を示

した正常群20例の計40例で行い比較した．なお，

虚血群では，虚血を含む方向から得られたカウン

ト比（C5／C30）を100％として評価した．さらに，

虚血群においては，虚血を含む部位を前頭葉，左

側頭葉，後頭葉および右側頭葉の4群に分類して

検討を行った．

　（2）オクタノール抽出率（N）の測定

　オクタノール抽出率の測定は，持続採血ポンプ

（Harvard　infusion－withdrawal　pump，　Model　944）

を用いて，1231－IMP静注後から5分間採取し，そ

の0．5m1を採取後，ウエル型カウンタにて測定す

る（カウントa）．ついで，同容量の動脈血をオク

タノール5m1が入った試験管に入れ，ミキサー

により混和後，5分間の遠心分離（3，㎜rpm）を行

う．上清から1m1を採取し，ウエル型カウンタ

で測定する（カウントb）．カウントaとカウント

bを次式に代入してオクタノール抽出率（N）を求

めた．

　　　　N＝カウントb×5．0／カウントa

　なお，オクタノール抽出率については，対象

247例を虚血性疾患，変性性疾患，腫瘍およびそ

の他の4群に分類し，各疾患群間にその差異が認

められるか否かを検討した．さらに，オクタノ

ー ル抽出率を個々の症例ごとに測定して得られた

rCBF（A）と，一定値として検討症例247例の平

均オクタノール抽出率（0．84）とその前後値（0．75，

0．80，0．90）を用いて算出したrCBF（B）の変動の

割合（％誤差）（（B－A）×100／B）を検討した．

III．結　　果

　Table　1に虚血群と正常群におけるデータ収集

の方向と全脳Planar像のカウント比（C5／C30）と

の関係を示す．虚血群においては，虚血を含む方

向と他の方向から得られたカウント比（C5／C30）の

差が最も大であったのは，虚血部位が前頭葉に存

在する場合であり，撮像方向により約7％の変動

が認められた．しかし，それ以外の領域に虚血が

存在する場合には，3％以内の変動であった．一

方，正常群でのカウント比（C5／C30）は，2％以内

の変動であった．

　Table　2に，各疾患群におけるオクタノール
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Table　l　Comparison　of　C5／C30　count　ratios　obtained　by　different　directions　of　acquisition

1．Ischemic　group

＊Direction　of　acquisition

Ischemic　lobe N
Ant． LL． Post． R．L．

Fronta1

Left　tempora1

Occipita1

Right　tempora1

3

6

4

7

0．745±0．106

（100％）

0．651：｛：0．052

（103％）

0．654土0．085

（101％）

0．613：ヒ0．038

（102％）

0．721±0．092

（96．8％）

0．632土0．045

（loo％）

0．645士0．098

（99．2％）

0．593±O．041

（99．0％）

0．720±O．093

（96．6％）

0．635土0．050

（101％）

0．650±0．094

（100％）

0．599士0．050

（100％）

0．692土0．033

（92．9％）

0．634土0．052

（loo％）

0．648土0．094

（99．6％）

0．599土0．044

（100％）

II．　Normal　group

＊Direction　of　acquisition

N
Ant． LL． Post． R．L．

20 O．667士O．056

（100％）

0．663：｝：0．062　　　　0．658土0．061

（99．4％）　　　　　　　（98．7％）

0．664：ヒ0．063

（99．6％）

＊Ant．：Anterior，　LL．：Left　latera1，　Post．：Posterior，　R．L．：Right　lateral　view

Table　2　Extraction　rates　with　octanol　in　various

　　　　diseases

Subject 　　Extraction　rate　with
N　　octanol（mean±SD）

Ischemic　disease　　　　160

Degenerative　disease　　58

Tumor　　　　　　　　　　8
0thers　　　　　　　　　　　　　　21

0．838－FO．044

0．823：ヒ0．068

0．849土0．029

0．823士0．057

Total 247 0．837±0．063

抽出率（mean土SD）を示す．虚血性疾患群では

0．838土0．044，変性性疾，患群では0．823±0．068，腫

瘍群では0．849±0．029であり，その他の疾患群で

は0．823±0．057であった（虚血性疾患群と変性性

疾患群との間：t－1．886，変性性疾患群と腫瘍群

との間：t－1．062，腫瘍群と虚血性疾患群との間：

t＝0．698）．また，全247例でのオクタノール抽出

率は，0．837：IO．063であった．　Table　3に，オクタ

ノール抽出率を個々の症例ごとに求めた場合と，

一定値として検討症例247例の平均オクタノール

抽出率（0．84）と，その前後値（0．75，0．80，0．90）を

用いて算出したrCBFとの変動の割合（％誤差）

を示す．個々の症例ごとに求めたオクタノール抽

出率を用いて算出したrCBFとの差が最も大きか

ったのは，オクタノール抽出率を0．75とした場合

であり，土5％の誤差範囲でrCBFが測定された

のは14％（34症例）程度の症例のみであった．一

方，オクタノール抽出率を一定値とした場合に最

も良好な成績を示したのは，検討症例247例の平

均オクタノール抽出率である0．84を用いてrCBF

を算出した場合であったが，士5％の誤差範囲で

rCBFを算出することが可能であったのは，約

67％（166症例）の症例のみであり，さらに土10％

以上の差を生じる症例も10％（24症例）の症例で

認められた．

IV．考　　察

　Kuh1らは，マイクロスフェア・モデルを用いて

i231－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無視できる，

1231－IMP静注直後のSPECT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）．しかし，

1231－IMP静注直後での良好なSPECTイメージン

グは，通常の単一検出器のシンチカメラ回転型

SPECT装置では，その低い検出感度や1231－IMP
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Table　3　Relations　between　rCBF　values　calculated　by　actually　measured　extraction

　　rates　with　octano1，　and　those　calculated　by　fixed　constant　values．　Results

　　　　　　　　　were　evaluated　from　percentage　error

Extraction　rate　with　octano1

％Error
0．75 0．80 0．84 0．90

＋10％～
十5％～十10％
－ 5％～＋5％

－ 10％～－5％
　　　～－10％

　3／247（1．2％）

　5／247（2．0％）

34／247（13．8％）

67／247（27．1％）

138／247（55．9％）

　9／247（3．6％）

　7／247（2．8％）

109／247（44．1％）

96／247（39．0％）

26／247（10．5％）

15／247（6．1％）

37／247（15．0％）

166／247（67．2％）

20／247（8．1％）

　9／247（3．6％）

81／247（32．8％）

86／247（34．8％）

73／247（29．6％）

5／247（2．0％）

2／247（O．8％）

の脳内分布が非平衡状態のため困難であるとされ

る．しかし，1231－IMPの脳内分布が，静注後早期

と脳内で平衡に達する時期とで同一であると仮定

する松田らの報告した方法を用いれば7），通常の

単一検出器のシンチカメラ回転型SPECT装置に

おいてもマイクロスフェア・モデルによるrCBF

の測定が可能となる．しかし，虚血を有する疾患

においては，1231－IMPの脳内分布が平衡状態に達

する時間は，低灌流領域では正常領域よりも遅延

することが考えられる．したがって，虚血の有無

やデータ収集方向の違いによって全脳Planar像

のカウント比（C5／C30）に差異が生じる可能性が

考えられる．

　今回，同時に4方向からのデータ収集が可能な

4Head型SPECT装置を用いて全脳のカウント比

（C5／C30）を測定したところ，C5／C30は最大7％程

度の誤差であり，虚血の有無およびデータ収集方

向の違いに依存する割合は小さいことが示された．

これは，データ収集時，視野内に含まれる虚血領

域が全脳に比して1／4以下の場合には，虚血部よ

りもむしろ正常領域の放射能の影響が大きく反映

されるためと考えられた．したがって，通常の単

一検出器のシンチカメラ回転型SPECT装置にお

いても，たとえデータ収集方向に虚血部位が存在

していても，得られるカウント比は算出される

rCBFに大きな影響を与えないと考えられた．し

かし，今回の検討には，SPECT上全脳の1／4程度

の虚血を有する症例に限られているため，虚血が

大脳半球からほぼ全脳に及ぶような症例では，虚

血領域の計数値が全脳カウントにも大きく反映す

る可能性がある．今後，より詳細な検討が必要で

あると考えられた．

　オクタノール抽出率は，採血された動脈血中の

1231の全放射能に対する脂溶性の1231－IMPの含ま

れる割合であり，rCBFを算出する際には，必須

のパラメータの一つである．各疾患群間でのオク

タノール抽出率には，有意差は認められなかった．

もし，個々の症例間でオクタノール抽出率に，大

きな差がみられない場合，ある一定値を代入して

rCBFを算出することが可能となり，煩雑さがや

や軽減される．しかし，オクタノール抽出率を一

定値として検討症例247例の平均値（0．84）を使用

した場合においても，士5％の誤差範囲内でrCBF

を算出可能であったのは約67％の症例のみであ

り，しかも±10％以上の誤差を生じる症例も

10％程度含まれるため，個々の症例ごとにオク

タノール抽出率の測定を施行することが正確な

rCBFを測定する上で必須であると考えられた．

V．まとめ

　1231・IMPを用いたマイクロスフェア・モデルに

よるrCBF算出に使用するパラメータについて検

討し，以下の結果を得た．

　1）全脳Planar像のカウント比（C5／C30）は，

SPECT上で全脳の1／4程度の虚血例においては，

データ収集の際，虚血の有無やデータ収集方向に

依存する割合は小さいことが示された．

　2）　オクタノール抽出率は，疾患群間で有意差

は認められなかった．しかし，オクタノール抽出率

をある一定値とした場合には，精度の高いrCBF
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の測定は困難であり，個々の症例ごとにオクタノ

ー ル抽出率の測定を施行することが必須であると

考えられた．
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