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《短　報》

3検出器SPECTを川」いた超一早期イメージ（4～6分）による

　　　　　　　　　　　　　　i231－IMP脳血1流測定

脳腫瘍症例を中心として
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　要旨脳腫瘍症例に対し，3検出器回転型SPECT装置を用いて1231－1MP静注後4～6分の超早期像から

腫瘍部の血流測定を行った．olfactory　groove　meningioma　malignant　astrocytomaの2例において，超早

期像ではMRI　Lの病巣に一致して正常脳皮質より著明に高い集積を認めたが，早期像では集積は低下して

いた．2例とも，超早期像から求めた腫瘍部の血流量は正常脳皮質より高値を示した．従来の早期像から補

lEする方法では，病巣の血流量を正確に反映せず，超早期像に基づく方法により腫瘍部の脳血流の増加が示

し得たと考えられる．

1．はじめに

　N－lsopropyl－p－［12：31】－Iodoamphetamine（以ド

IMPと略）による局所脳血流定量法は，1982年

Kuhlらがリング型SPECT装置を用いて初めて

報告した1）ものであるが，通常のガンマカメラ回

転型SPECT装置では，　I　MP静注5分後の撮像

（以ド超早期像と記す）をすることが難しい，した

がって通常は，静注30分後の早期像から補正す

る松川らの方法2）により定量を行っている．われ

われの施設では，3検出器回転型SPECT装置に

より，IMP静注5分後の超早期像を得ることが
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できる．そしてこの像に基づいた局所脳血流定量

1直測定を行うことが可能である．今回われわれは

脳腫瘍症例に対して，この超早期像を用いた方法

で，腫瘍部の集積を調べたところ興味深い結果を

得たので，若トの文献的考察を加えて報告する．

II・対象と方法

　対象は，1990年7月～1991年1月までに千葉

県がんセンターにて手術により組織が確認されて

いる脳腫瘍症例11例である．このうち超早期像

において腫瘍部の集積が高値を示した2例につい

て検討した．

　装置は，3検出器回転型SPECT（東芝社製
GCA－9300A）を用いた．方法は，まず患者を検査

台にて安静閉眼状態にし，足背動脈より持続動脈

採血ができるようにする．i231－IMP　222　MBq（6

mCりを静注し，直後より採血を開始する（5分間

持続採血）．静注後4分より2分間，1回目のデ

ー タ収集を行い，これをもとに超早期像（super－

early　image）をf乍成する．次に静注後10分より

20分間，2回目のデータ収集を行い，これをもと
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Table　l　Conditions　of　super－early　and　early　imaging

Matrix　Size

Aquisition

Rotation

Aquisition　time

Collimator

Super－early　　　　　　Early

　　　　l28×128
　　at　every　4°increment

2returns　of　pendel　rotation　at　an

　angle　of　l　20°

　　2min　　　　　20　min
fan　beam（super　high　resolution）

に早期像（early　image）を1乍成する．各検出器は，

収集時間内に分布が刻々と変化することを考慮し

て120°回転を4回繰り返し，投影データの平均

化を行った．したがって各検出器は超早期では

30秒，早期像では5分ごとの振り子運動をする

（Table　1）．次いで採取した動脈血から1～2　mtを

スピッツに採り，ウエルカウンターで2回カウン

トする．これを2回行い，合計4回のカウント数

を平均する．早期像で関心領域（以下ROIと記

す）を設定し，動脈採血量と平均カウント数を人

力すると，超早期像における各ROIの局所脳血

流量が得られるように，プログラムを組んだ．全

体の流れをFig．1に示す．なお脳血流ファントム

による測定により，本装置におけるカウント数を

実際の放射能に換算するための定数（cross　calibu－

lation　factor）を0．000284とした．またナクタノ

ー ル抽出率は0．8として計算した．

IIL　症例供覧

　症例148歳女性．物忘れがひどい’という主

訴で来院した．MRIでは，前頭蓋窩にTl強調像

にて低信号，T2強調像にて高信号を呈する比較

的境界明瞭な5×5cmの腫瘤を認め，　Gd－DTPA

にて著明な造影効果を認めた．また，周囲の浮腫

と腫瘤による脳室の圧排も認め，手術にてolfac－

tory　9roove　meningiomaと確認された（Fig．2）．

　症例2　33歳男性．右半身しびれ感，構語障害

で発症した．MRIでは，左前頭，頭頂，側頭葉

にT1強調像にて不規則な低信号，　T2強調像にて

著明な高信号を呈する境界不明瞭な腫瘤を認め，

一部が不規則に造影されている．この症例も脳室

を著明に圧排しており，浮腫と実際の腫瘍部分が

Table　2　Result：r－CBF　values　of　each　ROI．　ln　each

　　　　cases，　r－CBF　values　in　tumors　are　higher　than

　　　　nOrmal　gray　matter

Case　l Case　2

ROI　rCBF　ROI

★1　98．0　★7103．2
　2　　52．4　　　　8　　　52．4

　3　　79．2　　　　9　　　72．0

　464．O　lO　71．6
　5　　74．4　　　11　　　72．4

　6　　70．4　　　12　　70．4

rCBF　ROI

1
2
（
」
4
5
6

rCBF

56．3

64．0

71．6

67．4

46．6

65．8

RO1

★7

　8

　9
10

rCBF

101．5

48．6

46．0

56．8

（m〃1009／min）

区別しにくい．手術にてmalignant　astrocytoma

と確認された（Fig．3）．

IV．結　　果

　（1）超早期SPECT像と早期SPECT像の比較

　症例1では，超早期像でII三常脳皮質に比べて前

頭蓋窩の腫瘍に一致して著明な高集積を認めるが，

早期像では集積は周囲の正常部と同程度にまでド

がっている（Fig．2）．また症例2では，超ll糊像

で左側脳室近傍にlli常脳皮質と比べて明らかに集

積の庄進している部位を認めるが，早期像では正

常部と同程度になっている（Fig．3）．各ROIにお

ける超早期像と早期像のカウント比をとった結果

から，症例1，2とも，lll常部は静注後30分まで

経時的に脳の放射能濃度が」：昇していくのに対し，

腫瘍部ではすでに洗い出しがおこっていることが

示唆された（Fig．4）．

　（2）超早期像を用いた血流量測定

　超早期像を用いて測定した症例1，2の腫瘍部

の血流量は，Ill常脳皮質の1．5倍から2倍であっ

た（Table　2）．

V．考　　察

　通常の早期像による検査法では，1231－IMPが脳

腫瘍に集積したという報告6・9－・11）は少なく，早期

像から算出した局所脳血流量はPETやKr・Xe
吸人法の結果と相関しないという報告3・4・7・8）が多

くみられる．一方，dynamic　studyを行い，静注直

後からの腫瘍への取り込みを検討した報告3・5～8・12）
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もいくつかあり，このdynamic　studyの結果は

PETによる結果と相関し，局所脳血流を比較的よ

く反映しているといわれている．dynamic　phase

で腫瘍部に集積したにもかかわらず，早期像では

集積が低下または欠損している例がしばしばみら

れる3・6”8）のは，腫瘍部は1231－IMPの洗い出しが

早いためとされている．われわれの検討もこのこ

とを支持するものであり，早期像から補正する方

法では，腫瘍部の血流量は正確に算出できないこ

とが示された．

　しかし，非常に洗い出しが早い脳腫瘍では，超

早期像においても洗い出しの影響を無視できない

うえに，脳腫瘍では1231－IMPの集積機序そのも

1505

のが正常部とは異なる可能性がある．今後これら

の点を考慮し，超早期像を用いた，より正確な脳

腫瘍の血流値測定方法を検討したい．
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Fig．1　Time　table　of　our　study．

a

b，c

Fig．2　Case　l：48　y．o．　female　meningioma

　　　（a）MRI：axial　view，　Tl　weighted　image（TR　500／TE　l　l　mmsec）．　After　Gd－DTPA

　　　i．v．　There　is　a　round　mass　on　the　bifrontal　lobe，　which　is　well　enhanced　by　Gd－

　　　DTPA．（b）iL）31－IMP　SPECT：axial　view，　Super－early　image．　There　are　significant

　　　accumulation　on　bifrontal　area，　which　agree　with　MRI　findings．（c）1231－IMP

　　　SPECT：axial　view，　Early　image．　Accumulation　on　bifrontal　area　became　the

　　　Same　aS　nOrmal　gray　matter．
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Fig．3　Case　2：33　y．o．　male　malignant　astrocytoma
　　　　　　（a）MRI：axial　view，　Tl　weighted　image（TR　500，ITE　l　l　mmsec）．　After　Gd－DTPA

　　　　　　i．v．　There　is　a　round　low　intensity　mass　on　the　left　fronto－temporo－parietal

　　　　　　lesion，　which　margin　is　not　clear　and　partially　enhanced　by　Gd－DTPA．（b）1　L’　：1　1－

　　　　　　lMPSPECT：axial　view，　Super－carly　image．　There　are　significant　accumulation

　　　　　　on　the　left　temporal　lobe，　which　agree　with　MRI　findings．（c）1231－IMPSPECT：

　　　　　　axial　view，　Early　image．　Accumulation　on　the　left　temporal　lobe　became　the　same

　　　　　　aS　nOrmal　gray　matter．
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　　　　　　Early／Super－early　count　ratio．Fig．4
　　　　　　（a）Case　1；ROI　l　and　7．（b）Case　2；ROI　7．＝accumulation　of　the　tumor．
　　　　　　In　each　cases，　RATIO　of　the　tumor　are　smaller　than　1．0，　whereas　RATIO　of

　　　　　　normal　gray　matter　are　larger　than　1．0．
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Summary

Blood　Fnow　Measurement　of　Brain　Tumor　by　i231－IMP　Using

　　　　　　3－Heads　Rotating　Gamma　Camera　SPECT

Makiko　Is田HARA＊，　Nobuharu　Yui＊，　Takashi　ToGAwA＊，　Satoshi　MINosHIMA＊＊＊＊．

　　　　　　Yoshitaka　UcHIDA＊＊＊，　Hiroki　NAMBA＊＊，　Fujimi　KINosHITA＊，

　　　　　　　　　　　Masaki　KoAKuTsu＊and　Noboru　ARiMizu＊＊＊＊

　　＊L）ivisio〃∫（り「Nuclear　Medicine，＊＊Z）iv　is　io〃ρ〆1　Neuros〃rge’ツ，

　　　　　　　　　Ch　iba　Ca〃cer　Ce〃ter　Hospital

　　　　＊＊＊　Division　Of　Radio／b宮γ，κ’〃lits〃Chuoh　Hospital

＊＊＊　＊　Depar’〃lent　cゾRadiolo8γ，　Chiba　Universitγ∫【’hoo／ol’Medi‘・ine

　Using　3－heads　rotating　gamma　camera　SPECT

system，　regional　blood　flow　was　measured　from　the

super－early　image　obtained　4　to　6　minutes　after

the　intravenous　injection　of　l231－IMPon　l　l　patients

with　various　brain　tumors．　Two　cases　of　olfactory

groove　meningioma　and　malignant　astrocytoma

showed　significantly　high　1231－IMP　uptake　by　the

lesion　visualized　by　MRI　compared　to　the　uptake

by　normal　brain　cortex　on　super－early　image　but

1231－IMP　uptake　by　the　tumor　decreased　on　early

image．　In　both　cases，　blood　flow　ofthe　tumor　meas－

ured　from　super－early　image　showed　values　much

higher　than　those　of　normal　brain　cortex．

　It　was　thought　that　usual　correction　method

based　on　early　image　did　not　correctly　represent

the　blood　flow　of　the　lesion　but　that　the　present

method　based　on　super－early　image　could　show　the

increase　of　blood　flow　of　the　tumor．

　Key　words：i231－IMP，　SPECT，　Blood　flow，

Brain　tumor．
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