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《原　著》

99mTc－ECDの動脈血中挙動および脳集積と

　　　　　　　　　脳血流量との関係

宍戸　文男＊

小川　敏英＊

菅野　　巖＊

上村　和夫＊

日向野修一一＊

相沢　康夫＊

村上松太郎＊　　犬上　　篤＊

藤田　英明＊　　下瀬川恵久＊

長田　　乾＊＊　小野　幸彦＊＊＊

　要旨99mTc標識局所脳血流分布診断薬として，｛J9mTc－HM－PAOが臨床に利用されている．これに対し

て，標識の安定性，軟部組織への取り込み，血中クリアランスなどの点で優れた薬剤として，99mTc－ECD

が開発され，第2相臨床治験が行われた，今回，i50－steady　state法による脳血流量・酸素消費量の測定と，

9f｝rnTc－ECDによるSPECTが1・d時にll∫能であった脳血管障害の9症例を対象に，99mTc－ECDの動脈血中挙

動および99mTc－ECDの脳集積と脳血流量との関係を検討した．

　その結果，99mTc－ECDの動脈ll／ll中からの消失は速やかであること，動脈血中の99n1Tc－ECDの酢酸エチ

ル抽出分1由iは急速に減少すること，脳組織の5－32分後と60－87分後の99mTc－ECD集積の比は脳血流量と

無関係であり，大脳皮質の領域による差異もみられないこと，99mTc－ECD集積と脳血流量とは相関がある

ものの直線関係とはなっていないこと，99mTc－HM－PAOと同様な考えで，99mTc－ECD集積を血流量と直

線的な関係になるような補IEがfi∫能であること，などが明らかとなった．しかし，　luxury　perfusionを示す

症例では99mTc－ECDイメージがPETによる脳血流量イメージよりも酸素消費量イメージに類似していた．

　以1：の結果から（JgrnTc－ECD集積と脳血流量とは関連が強く，脳血管障害ばかりでなく，広く脳疾患の脳

iflL流分布の診断に臨床［：li用な薬剤と考えられた．しかし，脳血1管障害の・部の病態では脳血流量よりも脳

代謝を直接的に表現するnr能性があり，本薬剤の集積メカニズムと病態および脳血流代謝量との関連につい

ての検討がさらに必要と考えられた．

1．はじめに

　脳疾患の機能評価のための99mTc標識SPECT

（single　Photon　emission　tomography）用薬剤とし

て，99mTc－HM－PAO（Hexamethyl－propyleneamine

oxime）が開発され1），臨床に利用されている．最

近，標識の安定性，軟部組織への取り込み，血中
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クリアランスなどの点で優れた99mTc標識の脳イ

メージング用薬剤としてdiamine－dithiol（DADT）

化合物の研究が進められ，局所脳血流イメージン

グ剤として最適と考えられる99mTc－ECD（L，L

ethyl　cysteinate　dimer）が見いだされた2）．わが国

でも本薬剤の第2相治験として，本薬剤の安全性

の評価・有効性の評価・有用性の評価・至適投与

量の判定・至適撮像時期の判定についての検討が

行われた．これまで，本トレーサの動脈血中の挙

動や脳集積と脳血流量との関係についての報告は

少なく，不明な点が多い．そこで，このとき得ら

れたわれわれのデータから，脳血管障害患者での

99mTc－ECD動脈血中の挙動および脳集積と脳血

流量との関係について検討を行ったので報告する．
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II・対象と方法

核医学　29巻1号（1992）

　本薬剤の第2相治験としてわれわれの施設では

11症例について検討を行ったが，今回の解析には

99mTc－ECD投与後の動脈血採血とPET（positron

emlsslon　tomography）による脳血流量と酸素消費

量の測定が同時に施行可能であった9例を検討対

象とした（Table　l）．いずれも脳血管障害の症例で，

虚血性脳血管障害が7例，脳出血が2例で，平均

年齢は63．7歳である．

　99mTc－ECDは第2相治験として定められた方

法に基づいて調製した．簡単に薬剤調整法を記す．

凍結乾燥したECDの入ったバイアルAに注射用

生理食塩水3．0・mtを加えて，内容物を溶解する．

一方，容量が2　mt以下で740－1，110　MBq（20－30

mG）程度の99mTcジェネレータ溶出液を燐酸緩

衝液の入ったバイアルBに加える．バイアルA

溶液を1．Om’取り，直ちにバイアルBに加えて

混合し，室温に静置した後に使用した．投与量は

555－740　MBq（15－20　mCi）程度となるようにした．

　トレーサの投与はインフユージョンポンプを用

い，1分間でトレーサ投与が完了するように注人

速度を設定した．投与開始直後から，左椀骨動脈

に留置した21あるいは23Gのカニューレから経

時的に動脈血を採血した．採取された血液は井戸

型検出器で放射能を測定した．4症例については

血漿を分離し，血漿中の放射能をあわせて測定し

た．また，血中の脂溶性分画を同定する目的で2

例について，99mTc－ECDの標識率を測定するた

めの溶媒として用いられている酢酸エチノレを用い

て脂溶性分画の抽出を行った．測定は投与開始5

分後・30分後・60分後について全血を直接，2m∫

の酢酸エチルに3－4滴，滴下し，撹絆して放置し，

分離した酢酸エチルの放射能濃度を測定した．

　断層画像はリング型SPECT装置であるHEAD－

TOMEIIを用い，投与5－32分後と60－87分後

におのおの9断層面について撮影した（ECD－

SPECT）．　ECD－SPECT施行直前にHEADTOME

IVを用い，150－Steady　State法により，脳血流量，

酸素消費量の測定（PET）を行った．

　得られた断層画像はおのおのの症例について，

PETとSPECTが同一一部位となるように左右の前

頭葉皮質・側頭葉皮質・後頭葉皮質・頭頂葉皮

質・線条体・視床・小脳半球・半卵円中心および

脳幹部に直径16mmの円形関心領域（RODを設

定し，おのおののROIの値を比較検討した．

　測定にあたっては事前に本人あるいは家族に本

研究の主旨・意義・危険性などを十分説明し，同

意を得た．

川．結　　果

　1．動脈全血および血漿の時間放射能曲線

　9例の動脈血時間放射能曲線については，血液

カーブのおのおのの測定時間でのカウントと時間

間隔との積の60分までの総和（曲線の面積に相当

する）を求め，その総和でおのおのの時間でのカ

ウントを除して求めた値の平均値の曲線を求めた

（Fig．1）．また，血漿分離を行った4例では同様

Table　l　Patients　list

No．

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Name
C．S．

S．S．

C．K，

S．M．

K．1．

T．0．

A．M．

T．S．

S．N．

ぴS

M
M

F
M
M
M
F
M
M

Age　　　　　Clinical　diagnosis

64　Cerebral　infarction

59　Cerebral　infarction

68　　Cerebral　infarction

67　　Cerebral　infarction

51　Cerebral　infarctions

62　Cerebral　hemorrhage

68　Cerebral　hemorrhage

77　Transient　ischemic　attack

57　　Vertebro－Basilar　insufnciency

Time　from　onset

9days
20days
79days
lyear

lyear
l7days
37days
39days

lyear

　　　　　　　CT　findings

Multiple　spotty　LDAs　in　bil　BG

LDA　in　lt　parietal　lobe

LDA　in　rt　parietal　lobe

LDA　in　lt．　hemisphere

Multiple　spotty　LDAs　in　bil　BG

Hematoma　in　rt　thalamus

Hematoma　in　rt　frontal　subcortical　region

Spotty　LDAs　in　lt　BG

No　abnormal　density　area

しDA：10w　density　area，　BG：basal　ganglionic　region，　rt：right，　lt：left，　bil：bilateral
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Fig．1　Normalized　time　activity　curves　of　arterial　whole　blood，　plasma　and　lipophilic

　　　fraction　of　99mTc－ECD　extracted　by　ethyl　acetate．

の方法で血漿中の平均時間放射能曲線を求めた
（Fig．1）．

　動脈全血の平均時間放射能曲線は注入開始1分

15秒（注入終了15秒後）で375．8士99．5（SD）と

最大にな一・た後，注入開始2分30秒で110．7士

24．6，4分で66．4士7．4，5分で65．8土5．1，8分で

67．4⊥4．2，10分で67．4土3．8，14分で62．4±4．7，

20分で54．6－f4．3，30分で44．3士3．3，60分で

26．Ol3．0と，速やかに消失した．ヒ゜一ク値との

比較では注人開始5分後ではピーク値の17．5％

に，60分では6．9％に減少した．血漿中の99mTc

カウントもほぼ同様で，注入開始1分15秒で

359．7」39．9，2分30秒で93．4土15．0，4分で48．9

±二6．8，5分で46．2士5．9，8分で45．2士3．7，10分

で44．2土4．7，14分で42．1土4．9，20分で35．6土

3．5，30分で32．4士L8，60分で20．6士1．4であり，

ピーク値との比較では5分後で12．8％，60分後

で5．7％と減少した．

　全血をみると5分から15分付近での放射能が

わずかではあるが増加する傾向がみられたが，血

漿にはこの傾向はみられなかった．

　2．酢酸エチルによる脂溶性分画の抽出

　投与前の注射液の標識率は97％であったが，

酢酸エチルに滴下して抽出した99mTc－ECDの抽

出率は投与5分後では20％，30分で4％，60
分で3％と低下していた．これらの値を滑らかな

曲線と仮定して，経時的な99mTc－ECDの動脈血

中の時間放射能曲線を算出した（Fig．1）．抽出分

画はヒ゜一ク値に対して5分後で7．2％，30分で

Ll％，60分で0．4％であった．

　3．99mTc・ECDの脳への集積の時間変動

　脳の断層画像は，1回目が投与後5－32分，2回

〔が60－87分の2回について同一部位を撮影して

いる．1回目と2回目SPECTのll　ij　一部位のカウ

ントの比を求め，PETによる脳血流量との関係を

グラフに示した（Fig．2）．

　本薬剤のwashoutは脳血流量が変化してもほ

とんど変動せず，一定の値を示し，約55分の間

に，約15°／．の全体的なカウントの減少がみられ

る．すなわち，2回目のカウントの1回目に対す

る比は0．849士0．054（SD）であった．

　局所における99mTc－ECDのwashoutの差異を

確認するため，各局所脳組織ごとの1回目と2回

目のカウントの比を求めた（Table　2）．左右の差が

ないため，おのおのの値は左右をまとめて表現し

ている．平均値でみると，大脳皮質に比し，小脳

および脳幹部の値が小さいが，いずれの領域につ

いても統計学的に有意差はなかった．
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30 核医学　　29巻1号（1992）

　4．99mTc・ECD集積と脳血流量との関係およ

　　びその直線化補正

　99mTc－ECD集積とPETにより求めた脳血流量

との関係を検討した．血流量の高い小脳半球を対

照部位とし，おのおのの領域の小脳半球とのカウ

ントおよび脳血流量の比率を求め，その関係を

Fig．3に示した．両者は直線的相関関係とはなら

ず，血流量の高い領城では99mTc－ECDのカウン
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トが頭打ちになっていくような曲線となった．こ

れまで報告されている99mTc－HM－PAOに見られ

る場合と同様な曲線である3）．

　そこで，99mTc－HM－PAOと同様なコンパート

メントモデルを想定し，99mTc－HM－PAOで用い

ている集積と脳血流量の関係を仮定して，以下の

Lassenら4）の式により集積の直線化補正を試みた．

　　　　F／Fr－（C／Cr・α）／（1十α　　C／Cr）

　　F：局所のPETによる脳血流量

　　Fr：対照とした小脳半球の脳血流量

　　C：局所のECDのカウント

　　Cr：対照、とした小脳半球のECDのカウント

　シュミレーションにより上式から求められる計

Table　2 Ratio　of　the　first（5　min）and　second（60　min）

lmaglngS　ln　VanOUS「eglOnS

・4 ［

　　。21
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　　　　　　　　　　PET－CBF（ml／100ml／min）

Fig．2　Relation　between　the　ratio　of　the　first（5－

　　　32min）and　second（60－87　min）imaging，　and

　　　cerebral　blood伺ow　measured　by　PET．

　Regions（n＝18）

Frontal　lobes

Temporal　lobes

Occipital　lobes

Parietal　lobes

Putamens
Thalami

Oval　centers

Cerebellar　hemispheres

Brainstem＊

＊n－9

Mean

O．834

0．842

0．851

0．856

0．864

0．833

0．855

0．758

0．747

S．D．

0．036

0．029

0．030

0．036

0．043

0．050

0．104

0．271

0．266
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Fig．3　Relation　between　CBF　by　PET　and　relative　99mTc－ECD　uptake：Left　graph　shows

　　　the　reg▲onal　brain　uptake　against　cerebellum　vs．　PET－CBF，　and　right　is　the

　　　linearized　ECD　brain　uptake　vs．　PET－CBF．
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Fig．4　Relation　between　various　linearization　factors

　　　（alpha）for　99mTc－ECD　and　the　sum　of　squares

　　　of　the　differences　between　the　linearized　values

　　　and　the　calculated　values　from　PET－CBF．

31

算値と実測値との差の自乗の和とαの値との関係

をグラフにした（Fig．4）．自乗和が最小となる値

はこのグラフから0．34付近にあることから，直線

化補正を行うための適切なαが0．34付近にある

と考えられた．

　5．問題点
　今回行われた第2相治験の中で1例ではあるが，

PETによる脳血流量測定値と99mTc－ECD集積と

に差異が見られる症例に遭遇した．症例は59歳

男性で感覚失語・右不全片麻痺を呈して入院し

てきた症例である（症例2）．脳血管撮影にて左中

大脳動脈分枝の塞栓性閉塞がみられ，urokinase

72万単位動注し，経過を観察していた．発症から

20日後にPETとECD－SPECTを行った（Fig．5）．

x線CTでは左頭頂葉に喫状の低吸収域を認めた．

PETによる同部位の脳血流量は47　m1／100　m1／min

と対側の皮質（64m1／100　m1／min）と同程度の値を

示すが，酸素消費量は｜．9m1／100　m1／minと対側
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Fig．5　1mages　of　ECD－SPECT（upper），　CBF（middle）and　CMRO2（lower）in　a　patient

　　　with　subacute　cerebral　infarction．
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32 核医学　29巻1号（1992）

（4．5m∫／100・m／／min）に比し低値である．酸素摂取

率が26％と低値であり（対側は47％），Luxury

perfusionを呈していた．　ECD－SPECTはこの部

位では低集積であり，酸素消費量イメージに似た

分布を示した．

IV．考　　察

　99mTc－ECD（L，L　ethyl　cysteinate　dimer）はdi－

amine－dithiol（DADT）化合物の研究が進められて

行く中で，標識の安定性，軟部組織への取り込み，

血1ドクリアランスなどの点で優れた脳イメージン

グ用薬剤として開発されてきた化合物である2）．

脳実質への保持を高めるために脳内に高濃度に存

在するエステラーゼに注目し，エステル基を導入

したDADT化合物のひとつである．この薬剤は

脳ホモジネートを用いた実験から，脳内での特異

的な酵素代謝により99mTc－ECDのエステル基が

加水分解を受け，極性をもつ代謝産物となる結果，

脳実質で保持されると推定されている5）．

　これまでの動物実験や欧米での治験での結果か

ら，99mTc－HM－PAOと比較して，99mTc－ECDは

放射化学的純度が99mTc－HM－PAOの85％に対

して99mTc－ECDが98％と高く，灰白質／白質の

比が99mTc－HM－PAOで1．6に対して99mTc－ECD

では2．2と高いこと6），静注20分後の脳集積が

99mTc－HM－PAOで3．9％であるのに対して99mTc－

ECDは4．6％と高く，60分後の静脈血中の残存

は99mTc－HM－PAOが10％なのに対して99mTc－

ECDでは4．0％と排泄が速やかであること7），な

どの特徴により脳血流分布を把握するためのトレ

ー サとして良好な性質を持つ．ただし，サルでの

1回循環での摂取率は99mTc－HM－PAOが88％で

あるのに対して99mTc－ECDは77％とやや低い

傾向にあることが報告されている8）．

　しかし，脳組織への直接的な入力関数となる動

脈血中の挙動の解析，脳組織集積と脳血流量との

関係を検討した報告はみあたらず，われわれの報

告が最初と思われる．われわれの結果では動脈血

における挙動は投与後急速に増加し，投与終了15

秒後でピークとなった後，急速に減少するという

曲線を描く．これまで静脈血にて解析されたヒト

での結果7・9～11）とほぼ同様に，動脈血中からの速

やかなクリアランスを示している，5分から15分

付近の平均値をみると，5分で65．8を示すが，8

分では67．4，10分で67．4とやや増加傾向を示し，

14分で62．4となり，全血の放射能が再度わずか

ではあるが増加傾向を示すかのようにみえる．静

脈血での解析ではこのような現象の記載はない．

5－15分付近でのこの現象は99mTc－ECDの全身か

らの代謝産物が動脈血中に増加し，再循環するた

めと推定されるが，この現象が有意なものなのか

どうかを含め，今後の検討が必要と思われる．い

ずれにしても，酢酸エチルによる脂溶性分画解析

の結果からは投与5分後でピークの7．2％であり，

5分から15分付近での放射能のわずかな増加は脳

への集積に関しては無視できる，投与5分以後に

は動脈血から脳組織へ移行できるトレーサはほぼ

消失してしまうと考えてよいと思われるが，今回

のデータは例数が少なく，詳細は今後のデータの

蓄積と検討が必要である．

　脳への集積と脳血流量との関係では1231－iodo－

amphetamine（i231－IMP）では相対的に血流の高い

領域ではwashoutが高く，血流量の低い領域の

washoutが低いために，いわゆる“再分布”現象

がみられると考えられるが12｝，本薬剤では血流量

が高くても低くても，washoutは変わらず，約60

分の間で，約15％の全体的なカウントの減少が

みられるのみである．

　また，大脳皮質に関しては局所におけるwash－

outに差はない．時間を経過してもその分布には

変化がないことを示すものと考えられ，SPECT

イメージングにとって都合のよい特性である．こ

れに対して，小脳・脳幹と大脳皮質とに有意の差

ではないが，若下のwashoutの差異がみられる．

大脳皮質と小脳・脳幹とに脂溶性やエステラーゼ

活性などの差異の存在が推定されるが，この点に

ついては99mTc－ECDの詳細な脳内挙動の解析が

必要であろう．

　本トレーサは99mTc－HM－PAOと類似の点が多

く，トレーサ挙動の解析にあたり，99mTc－HM一
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PAOと同様な3コンパートメントモデル4）を仮

定して99mTc－ECD集積と脳血流量との関係を検

討した．99mTc－ECD脳集積の実測値と仮定した計

算式から，99mTc－HM－PAOと1司様に血流量とカ

ウントを直線関係になるように補正することが可

能なことが示された．これらの結果は，動脈血採

血を行い，それを人力関数として脳血流量が算

出可能であることを示すと考えられる．しかし，

50　m／／100　mt／min以下の領域の直線化は比較的良

好であるが，60m／／100　m1／minをこえるような高

血流量域はやや過補正の傾向がみられ，完全な補

正とは言い切れない．これは，今回用いた症例は

脳血管障害症例であり，60m1／100　ml／minをこえ

るような高血流量値を示す領域が少なく，求めた

補正係数（α）が高血流域を補正するには適してい

ないものと推定され，高血流域のデータを増やし

て最適補正係数を求める必要があると考えられる．

また，本モデルの妥当性についても，さらに十分

な検討が必要と思われる．

　1例のみではあるが，PETによる脳血流量イメ

ー ジと異なるパターンを示す症例を経験した．症

例は脳梗塞亜急性期での1uxury　perfusionを示す

病巣をもつもので，集積は病巣部位では低集積で

あり，明らかに脳血流量よりも酸素消質量イメー

ジに類似している．

　PETでの脳血流量測定は150－H20の拡散性ト

レーサの原理を利用しており，99mTc－ECDがトラ

ップ型トレーサの特性を利用している点で異なる

ことがその原因のひとつとも考えられる．しかし，

以下の理由でこの解離の主な原因は99mTc－ECD

の脳集積メカニズムにあるのではないかと考えら

れる．実験的研究から，99mTc－ECDの脳集積メカ

ニズムは脳内での特異的な酵素代謝によりエステ

ノk基が加水分解を受け，極性をもつ代謝産物とな

る結果，脳実質で保持されることが推定されてい

る5｝．この考えにたてば，エステル基加水分解に

かかわる酵素反応が停止すれば，脳血流量が低下

しなくとも，99mTc－ECD集積は減少するものと推

定される．Holmanら10）も同様な可能性を指摘し

ている．
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　luxury　perfusionのような特殊な病態の場合に

は99mTc－ECD集積の解釈に注意を要すると思わ

れるが，このような症例の存在は脳血流量とエス

テル基加水分解酵素活性とが解離するような場合

にはトレーサ集積が脳血流量には規定されず，酵

素反応に関連した脳代謝のパラメータに規定され

ることを示し，本トレーサが脳酸素消費量を代表

とする脳代謝，ひいては脳機能を表現するトレー

サであり，臨床上非常に有益なトレーサであるこ

とを考えさせる．99「nTc－ECD集積と脳血流量とに

相関があり，このトレーサが脳血流分布を示すト

レーサであるとするこれまでの報告lo）はすべて

脳血流量と酸素消費量が並行して変化している症

例であったと考えれば，矛盾がないし，実際にわ

れわれの経験した残りの8例はすべてPETにて

脳血流量と酸素消費量が並行していることを確認

していることから，以上の仮説が妥当性をもつの

ではないかと考えられるが，われわれの観察は1

例であり，今後の臨床的な観察の追加と実験的な

99111Tc－ECD集積メカニズムの検討が必要であろ

う．

　以上のような99mTc－ECDの動脈lfll．および脳組

織の挙動から，本トレーサは投与5分以降ならい

つでもイメージング可能であること，99mTc－ECD

によるSPECTイメージを脳血流量と直線関係と

なるような補正が可能であること，脳血流量と酸

素消費量が同期して変化する場合には脳血流量の

イメージと考えることができること，などが利点

としてあげられる．一方，脳梗塞における1uxury

perfusionではその集積は酸素消費量のイメージ

に類似しており，その集積低下の意味するものが

何なのか今後の検討が必要と思われた．
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Summary

Arterial　Clearance　and　Cerebral　Uptake　of　Tc－99m　ECD　in　Patients

　　　　　　　　with　Cerebrovascular　Disease　Compared　with　PET

Fumio　SHIsHIDo＊，　Kazuo　UEMuRA＊，　Matsutaro　MuRAKAMI＊，　Atsushi　INuGAMI＊，

Toshihide　OGAwA＊，　Shuichi　HIGANo＊，　Hideaki　Fu川TA＊，　Eku　SHIMosEGAwA＊，

　　　　Iwao　KANNo＊，　Yasuo　AlzAwA＊，　Ken　NAGATA＊＊and　Yukihiko　ONo＊＊＊

＊Dep‘〃・〃nent　of　Rad’‘，1‘・9」’　and　N〃clear　Medici〃e，＊＊Departme〃’o／一ノVeu’・o／ogJ’，

　　　　　　　　　　　　　　　榊Depa〃〃7θ〃10〃〃ternal　Medi‘・i〃e，

　　　　　　　　　Resear（・h　lnstitu’e　for　Brain　a〃d　B／ood　Ve∬els－Akita

　　Technetium－99m　ethyl　cysteinate　dimer（ECD）

has　recently　developed　for　SPECT　imaging　in

assessment　of　cerebral　perfusion．　We　evaluated

the　arterial　blood　clearance　and　the　regional　brain

uptake　ofTc－99m　ECD　compared　with　the　regional

CBF　measured　by　PET　in　patients　with　cerebro－

vascular　disease．

　　Nine　patients　with　diagnosis　of　cerebral　ischemic

disorders（N＝7）and　cerebral　hemorrhage（N＝2）

were　studied．　PET　study　was　perfOrmed　with

HEADTOME　IV　by　O－15steady　state　inhalation

method．　Immediately　after　the　PET　study，555－

740MBq（5－20　mCi）of　Tc－99m　ECD　was　injected

intravenously．　After　injection　arterial　blood　sam－

pling　was　performed　sequentially，　and　we　separated

lipophilic　fraction　from　whole　blood　using　ethyl

acetate　in　two　cases．　The　SPECT　imaging　with

Tc－99m　ECD（ECD－SPECT）was　started　5　min
（first　imaging）and　60　min（second　imaging）after

the　administration　using　a　high　resolution　ring　type

SPECT　system（HEADTOME　H）．　Several　ROIs

were　placed　on　practically　the　same　anatomical

location　on　both　SPECT　and　PET　images．

　　Clearance　of　the　tracer　in　arterial　whole　blood

and　lipophilic　fraction　was　rapid．　Concerning　to

the　distribution　pattern　of　ECD－SPECT　images

there　was　no　differences　between　the　lst　imaging

and　the　2nd　imaging，　although　about　15％of

difruse　decrease　of　Tc－99m　ECD　uptake　was

shown　in　the　2nd　images．　The　brain　distribution

of　ECD－SPECT　was　comparable　to　the　pattern　of

CBF　image　by　PET．　The　regional　relative　counts

of　ECD－SPECT　corresponded　closely　to　the　CBF

value　by　PET，　but　it　was　no　linear　correlation

between　brain　uptake　of　ECD－SPECT　and　PET－

CBF．　This　non－1inear　correlation　was　similar　to

the　relation　between　the　brain　uptake　of　Tc－99m

HM－PAO　and　PET－CBF．　In　a　patient　with　sub－

acute　cerebral　infarction　ECD－SPECT　image　was

similar　to　CMRO2　image　rather　than　CBF　image．

　　Key　words：　Tc－99m　ECD，　SPECT，　PET，　CBF，

CMRO2．
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