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《原　著》

99mTc－HMPAOを用いた脳血流の簡便な定量的評価法

一
Patlak　Plot法における手技的，原理的考察一

辻志郎＊松田博史＊
利波　紀久＊　久田　欣一＊

秀毛　範至＊　隅屋　　寿＊

　要旨99mTc・HMPAO静注によるRIアンジオグラフィを用いて脳血流を非侵襲的に定量評価する簡便な

方法について検討した．トレーサの血液から脳への流入定数（K。）を算出し，客観的評価のため動脈ROIお

よび脳ROIの大きさの比が10になるように補正し，新しい脳血流指標（brain　Perfusion　index，　BPI）を求め

た．正常人41人の全脳のBPIは11．15土2．61であった．また年齢により二相性に緩やかに減少した．脳血

管障害患者103例における全脳の平均BPIは7．95土2．35で，正常者より有意に低値を示した（P〈0．001）．

さらに脳血管障害患者における左右比は，SPECT像よりもBPIが良好なコントラストを示した．本法は非

常に簡便でSPECTに付随して行うことができ，日常診療において脳血流の定量評価に有用と考えられる．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（核医学30：499－506，1993）

1．はじめに

　99mTc－dl・　hexamethyl　propylene　amine　oxime

（99mTc－HMPAO）は種々の脳の疾患で，脳血流の

評価に広く使われている．この薬剤のもっとも大

きな利点は，99mTc標識のキットであるため，緊

急の症例についてもその血流の急性の変化を捕え

ることができることである．しかし欠点として，

血流の絶対値の算出が困難であることが挙げられ

る1）．定性的なイメージだけではクモ膜下出血な

どの症例でび漫性の血流低下が判定できないなど

の問題を有し，治療効果の判定や全体的な脳血流

値レベルの把握のためにも脳血流の定量解析の必

要性はわれわれが以前から強調している2－’4）．わ

れわれは，99mTc－HMPAOを用いて脳血流の非

侵襲的で簡便な定量評価法を開発しすでに報告し
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た5）．今回，このPatlak　Plot法を用いた定量化法

について，原理，手技的注意点，正常例における

平均脳血流の年齢による変化と血管障害例につい

て考察したので報告する．

II・対象と方法

　1．原　　理

　今回の検討では，血液と脳の間のトレーサ交換

論理モデルとして，Gjedde6）やPatlakら7・8）の報

告しているものを用いた（Fig．1）．比較的早い時

相ではトレーサの移動は血液から脳への一方向の

みと考えられ，脳の時間放射能曲線（B（t））は以下

の式で表すことができる．

dB（t）　　　　　　　　　　　dA（t）
　　　＝Ku・A（t）十Vn・
dt　　　　　　　　　　　dt

（1）

ここでtは時間，A（t）は時間tにおける動脈血中

の放射能濃度，K。は脳への流入速度定数，　V。は

非特異的に脳内に存在し，血中の放射能と速い平

衡にあるトレーサの分布容積を示す．（1）の両辺

を積分すると
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B（t）－Ku・∫IA（・）d・＋Vn・A（t）＋C

核医学　　30巻5号（1993）

（2）

が得られる．Cは積分定数で，（2）にt－0を代入

するとC＝B（0）－V。・A（0）となる．ここでB（0）は

t＝Oにおける頭部のカウント，A（0）は同じく動

脈のカウントで，ここでは両者とも0であると仮

定するとC＝0と置くことができる．

∴B（t）－Ku・∫IA（・）d・＋Vn・A（t）

式（2）’の両辺をA（t）で割ると

票一私・∫1鴛㌦

（2）’

（3）

粥られる・B（t）／A（t）を酬・・∫IA（・）d・／A（t）

を横軸に取って時間放射能曲線のデータをプnッ

トすると，直線部が得られ，その傾きがK。，y切

片がVnを表す．

A

Fig．1　A　schematic　representation　of　the　model．　The

　　　reversible　region（Vn）freely　communicates　with

　　　the　plasma（A）；the　tracer　may　move　from　the

　　　plasma　to　this　region　and　vice　versa．　The

　　　irreversible　region　communicates　with　the

　　　reversible　region；the　tracer　can　enter　with

　　　uptake　constant　of　Ku，　but　cannot　leave　the

　　　irreversible　region．

　2．対　　象　　　　　　　　　　　　一

　対象は正常者41名（男性24名，女性17名，

平均年齢44．3±15．3歳），脳血管障害患者103名

（うち脳梗塞45名，脳出血20名，クモ膜下出血

19名，椎骨脳底動脈循環不全6名，一過性脳虚

血発作4名，モヤモヤ病9名，男性56名，女性

47名，平均年齢57．8±16．9歳）である．正常者と

しては，正常ボランティア8名，てんかん疑い7

名，一過性脳虚血発作疑い22名，椎骨脳底動脈

循環不全疑い4名で，諸検査にて異常が認められ

なかったもので，検査施行例約400例の中から抽

出した．診断は病歴，神経学的所見，脳血管造影，

X線CT，　MRI，脳波にて行った．なお，正常ボ

ランティアおよび精神疾患患者からは文書にて同

意を得た．

　3．データ収集

　i．RIアンジオグラフィ

　99mTc・HMPAO静注によるRIアンジオグラフ

ィを施行した．99mTc－HMPAO　740　MBq（20　mCi）

を右肘静脈からボーラス静注し，大視野ガンマカ

メラ（東芝GCA901A／SB）にて頭部および胸部を

1秒間隔で80～110フレーム，マトリックスサイ

ズ128×128で撮像した．

　ii．脳血流SPECT

　RIアンジオグラフィに引き続き，三検出器型

SPECT装置（東芝GCA9300A）にてSPECTを撮
像した．使用したコリメータは鉛製高分解能（半

値幅7．5mm），または鉛製汎用（半値幅9・2　mm）

を使用し，各検出器について4度ごと30方向よ

り，マトリックスサイズ256×256または128×

128にて投影データを1方向30～60秒で収集し

た．各投影像をButterworthフィルタにて前処理

し，ShePP＆Loganフィルタにて再構成した．

　4．データ解析

　i．RIアンジオグラフィ

　大動脈弓部と両側大脳半球に関心領域（ROI）を

設定し，時間放射能曲線を求めた．大動脈弓部は

最上部を円形にピクセルサイズ30～40で，大脳

半球は実質のみ全体を囲むようにピクセルサイズ

300程度で関心領域を設定した．大動脈の時間放
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射能曲線は動脈血入力の代用とし，これにより動

脈採血を不要とし，非侵襲性を保った．各時間放

射能曲線に7点スムージングを施行し，大動脈と

脳の時間のずれを時間放射能曲線のピークもしく

は立ち上がりを合わせることで補正した．式（1）

および式（2）の各パラメータの単位はB（t）が脳の

ROI容量内の総カウント／sec，　K。が脳のROI容

量／大動脈のROI容量／sec，　A（t）は大動脈の

ROI容量内の総カウント／sec，　V。は脳のROI容

量／大動脈のROI容量である．これらの値はROI

の大きさにより影響を受けるため，患者間の比較

にはROIの値による補正が必要となる．そこで

K。を脳と大動脈のROIの大きさの比で補正し

た指標（brain　perfusion　index，　BPI）を以下の式で

算出した．

　　　　　大動脈のROI容量・10
　　　　　　　　　　　　　　　　・100（4）BPI＝Ku・
　　　　　　脳のROI容量

ここで，BPIの単位はsec－1となる．正常者およ

び脳血管障害患者おのおのについてBPIを算出

し比較検討した．この解析にあたっては，東芝製

データ処理用言語GPLにてプログラムを作成し

使用した．

Fig．2　a．　Time　activity　curves　for　the　brain　and　the

　　　aortic　arch．　Time　delay　is　observed　in　the　brain

　　　activity　curve　as　compared　to　the　aortic　arch

　　　activity　curve．　b．　The　brain　activity　curve　is

　　　shifted　to　the　left　to　match　the　peak　times　of

　　　both　brain　and　aortic　arch　activity　curves．

　　　c．Agraph　of　the　ratio　of　the　brain　activity　at

　　　the　times　of　measurement　to　the　arotic　arch

　　　activity　at　the　respective　times（ordinate）versus

　　　the　ratio　ofthe　aortic　arch　activity－time　integral

　　　to　the　aortic　arch　activity　at　the　respective　times

　　　（abscissa）．　A　straight　line　in　a　plot　is　fitted　by　a

　　　least　squares　routine　to　the　closed　squares　from

　　　16　sec　to　23　sec　after　injection　of　the　tracer．　The

　　　slope　of　the　line（Ku，　uniderectional　influx

　　　constant），　its　intercept　with　the　y－axis（Vn，

　　　initial　volume　of　distribution），　brain　Perfusion

　　　index（BPI）and　brain　blood　volume　index
　　　（BVI）that　are　corrected　Ku　value　and　Vu　value

　　　for　the　ratio　of　ROIbraln　size　to　ROIaorta　size，

　　　respectively．
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502 核医学　　30巻5号（1993）

　ii．左右比の検討

　SPECT画像について小脳を含まないスライス

を加算し，左右の半球で平均カウントを求めその

比を算出し，BPIの左右比と比較した．

　5．統計処理

　結果はmean±SDで表し，平均の差の検定には

Student’s　t・testを，回帰の有意性の検定にはF検

定を用い，危険率0．05以下を有意とした．

IIL結　　果

　A（t），B（t）の時間放射能曲線，およびB（t）／A（t）

を横軸に，∫：A（・）d・／A（t）を縦軸に取ってプ・ッ

トした結果をFig．2に示す．大動脈と頭部のピー

クのずれは7秒前後，プロットの直線部は9秒前

後にわたって認められ，この時相は大動脈の時間

放射能曲線のdown　slopeにほぼ相当する．
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Fig．3　Correlation　of　the　brain　perfusion　indices

　　（BPI）for　the　whole　brain　with　age　in　41　normal

　　controls（closed　squares　and　closed　circles　for

　　older　and　younger　than　twenty　years　old，　re・

　　spectively）and　103　patients　with　cerebro－

　　vascular　disorders（open　circles）．　BPI　values　for

　　normal　controls　showed　biphasic　reduction

　　with　advancing　age．　The　regression　line　were

　　y＝－0．037x十12．2（n＝37，　r＝0．577，　p〈0．001）

　　for　the　subjects　older　than　twenty，　and　y＝

　　－0．99x十31．2（n＝4，　r＝0．963，　p＜0．05）for　the

　　subjects　younger　than　twenty．　The　mean土SD

　　of　BPI　were　11．15±2．61　and　7．95土2．35　for

　　norlnal　controls　and　patients，　respectively．

　　Significant　differences　were　observed　between

　　the　two　groups（p＜0．001）．

　1．正常者のBPI

　正常人41人の全脳のBPIは11．15土2．61であ

った．また年齢により二相性分布を示し，20歳

以上の37例では回帰直線y＝12．2－0．037x（r＝

－0．577，P＜0．001），10歳から20歳の4例では回

帰直線y＝31．2－0．99x（r＝O．963，　P＜0．05）であっ

た．

　2・脳血管障害息者のBPI

　脳血管障害（平均年齢57．8±16．9歳）ではBPI

は7．95土2．35で，正常群のBPI（上記）およびその

うち40歳以上の28例（平均年齢59．2土9．1歳）の

BPI（9．98±0．90）に比し有意に低値であった（P＜

o．001）．両群の全脳のBPIと年齢との関係をFig．

3に示す．

　3・脳血管障害患者における左右比

　脳血管障害患者74例におけるBPIの左右比を

x，SPECT像の総カウントの左右比をyとすると

回帰式はy＝o．397＋o．586x（r＝o．786）で表され，

BPIのほうが左右比コントラストが良好であった
（Fig．4）．

IV．考　　察

1231－IMPにおいては種々の定量法が考案されて
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Fig．4　Correlation　of　the　right　to　left　ratio　of　BPI　and

　　　that　of　the　total　counts　of　SPECT　images　in　74

　　　patients　with　cerebrovascular　disorders．　The

　　　regression　line　was　y＝O．397十〇．586x　（r＝

　　　0．786，p＜0．05）．　The　ratio　of　BPI　showed

　　　wider　dynamic　range　than　that　of　the　total

　　　counts　of　SPECT．
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いる3・，）が，99mTc・HMPAOでは血中の脂溶性分

画が血球で水溶性に代謝されたり，血中蛋白に結

合したり1・10）して，その真の入力成分の測定が困

難なため，定量化の報告は少ない．Pupill）や

Murasei2）らの報告も頻回の動脈採血を必要とし

侵襲性が強い．今回われわれが考案した方法は大

視野1メラが必要ではあるが，RIアンジオグラ

フィのみで血流指標が算出でき，非侵襲的で採血

も必要としない．視野としては頭部と大動脈弓が

描出されればよい．

　Pathkら？）によると輸送モデルについては以下

の条件を仮定する．

　1）系内においてはトレーサは血漿のみから供

給される．

　2）血漿内のトレーサ濃度は時間とともに変化

する．

　3）血漿と組織の間で比較的迅速にトレーサの

交換が起こる．組織はいくつかのコンパートメン

トからなり，このうち1番目の領域と血漿の間の

トレーサの移行は可逆性である．

　4）組織において2番目の領域は，トレーサの

移行が非可逆的でここからは逆流しない．

　5）組織の1番目の領域内のトレーサは，血漿

に移行するか2番目の領域に移行するかのどちら

かである．

　6）この系内のトレーサの移行は線形モデルに

従う．

　7）　トレーサは系を変化させない．

　8）系内でトレーサの代謝が起こるとすれば，

それは2番目の領域内でのみ起こり，代謝産物は

領域内にとどまり，測定可能である．

　9）　トレーサは最初の段階では組織内には存在

しない．

　上託において組織内の1番目の領域とは，式

（1）～（三）においてはV。がこれに相当し，具体的

には血管床にほぼ対応するものと考えられる．動

脈と㌔の間のトレーサの交換は迅速に行われる．

実際のプロットで直線より前の部分はV。内にト

レーサが均一に充満する時間と考えられる．

　4）において2番目の領域からV、への逆流の

503

存在を否定しているが，HMPAOの場合相当量の

逆流が存在する12”’14）．しかし静注後早期ではこ

の逆流はほとんど無視でき，プロットは直線に乗

ると考えられる．

　8）ではトレーサの血中における代謝や蛋白結

合など非拡散成分への移行がないものと仮定して

おり，もしそれらが存在し時間とともに進行する

場合プロットは直線にならないと考えられる．に

もかかわらず99mTc－HMPAOアンジオグラフィ

においてプロットが直線に乗るということは，こ

の時間においてはこれらが無視し得ると考えられ

る．ただし，99mTc－HMPAOは標識率が不安定で，

これは全経過にわたって，バイアスとしてK。値

に影響する．

　9）により式（2）の積分定数Cを0とした．

データ収集もこの条件を満たす時相から始めるこ

とが必要となるが，C≠0の場合は式（2）は

B（t）－Ku・∫IA（・）d・＋Vn・A（t）＋B（・）

　　一一Vn・A（0）　　　　　　　　　　（2）”

　　　　　　　　　∫二A（・）d・
．　　B（t）－B（0）

　　　　　　　　　　　　　　＋Vn　（3）’　　　　　　＝・Ku・
” A（t）－A（0）　　　　　　　　　A（t）－A（0）

となり，A（0），　B（0）を算出すれば解析可能となる．

これによりサブトラクション法が可能となり，負

荷試験などへの応用が期待される．しかし，計算

誤差が大きくなるため，条件さえ許せば日を変え

て施行するのが望ましい．患者の状態など止むを

得ない場合や，変化の激しい病態の患者の場合に

1日で済ますことが可能であるということである．

　患者間の比較のためにはROIの大きさの補正

が必要となる．このためK。を心と脳のROIの

大きさの比で補正した（BPI）．　BPIは脳血管障害

患者で有意に低値を示し，指標として非常に有用

と考えられた．ROIのピクセルサイズは，今回の

対象群においては大動脈弓部で36．5土13．8，大脳

半球で316土68であった．ROI設定に関しては，

GFRなど総カウントを算出する場合と異なりil

BPIの場合は平均カウントが問題となるので，実

質からはみ出さないようにすることが必要である．
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収集マトリックスサイズが64×64の場合，大動

脈弓のROIの設定が難しい場合があり，メモリ

さえ許せば128×128で収集することが望ましい．

収集時間は50～60秒程度あれば解析可能である．

また，個々の症例において大動脈瘤などの病変が

存在する場合は，その部位を避けることが必要で

ある．

　正常例における検討では，20歳以上の症例では

年齢と緩やかな負の相関を認めたが，10代の症例

では相関式から算出されるよりかなりの高値を認

めた．症例数が少ないために検討の余地があるが，

この傾向は，脳血流が5歳頃成人の140％程度で

ピークに達し，以後減少して20歳頃成人のレベ

ルに達するというChironら15）の報告と同様で，

本法の妥当性を裏づけるものと考えられる．さら

に脳血管障害例における左右比の検討で，BPIは

SPECT像の総カウントの左右比よりも良好なコ

ントラストを示した．これはBPIを算出する静

注後早期には99mTc－HMPAOは血流にほぼ比例

して組織に取り込まれるが，SPECT像は脳内で

水溶性に代謝されなかった分画が洗い出された後

撮像されるため，コントラストが低下するものと

考えられる12”’14）．

　133Xe吸入法による血流絶対値との比較では，

相関係数r＝0．926と非常に良好な相関を，高血

流部を含めて示した5）．よって相関式CBF＝
2．75・BPI十17．7（Early　Picture法16））またはCBF＝

3．54・BPI＋17．0（Sequential　Picture法16））を用い

れば，全脳または半球の平均血流が算出可能と考

えられた5）．

　さらに，このようにして求めた平均血流と

SPECT像から求めた平均カウント，および
Lassenの補正式を用いて局所の血流絶対値が算

出可能である．Lassenの補正式13）は

　　　　　　　　C／Cr
　　F＝Fr・α・
　　　　　　1十α一CICr

で表される．ここで，Fは局所脳血流量（m1／100

9／pain），　Frは参照部の脳血流量（ml／100　g／min），

αは補正係数，Cは局所のカウント，　Crは参照

部の平均カウントである．FrにBPIから回帰式

で求めた血流値を，CrにSPECTから求めた平

均カウントを代入すればよい．詳細は現在検討中

である．

　Ku値に影響を与える因子としては，

　1．静脈相および肺循環相の放射能が混入する
とその活性が∫tA（・）d・の過大評価として影響す

る．大動脈ROIを取るときに静脈および肺と重

ならないように注意が必要である．特に左腕から

静注した場合，重なりやすい．

　2．測定されるA（t）は血中の全放射能であり，

代謝や標識率を考慮にいれていないことが挙げら

れる．前述したように，血中蛋白への結合や血球

における代謝などの進行は，プロットの時間内で

は無視できると考えられるが，標識率の低下は
∫：A（・）d…A（t）の過大評価としてKu値に影響する・

　3．大動脈から脳動脈にいたるまでの時間放射

能曲線のなまりによる誤差も考えられる．入力

データとしては本来ならば脳動脈にROIを設定

すべきであるが，それは不可能である．

　ボーラスが悪いデータや循環時間の遅延してい

るデータでも，プロットは直線部分の延長として

描出される．血中における代謝や血球，蛋白など

への結合の進行は，比較的緩徐であり12），K。値

にはほとんど影響しないと考えられる．影響する

ならばプロットは曲線を示すと考えられるからで

ある．

　本法の再現性については，同一データの処理に

ついて変動係数で4％，同一検者における再処理

および異なる検者における処理の相関は，おのお

の相関係数で0・980以上と非常に良好である5）．

本法は大視野カメラを必要とするものの採血を必

要とせず，非侵襲的に脳血流絶対値の評価が可能

である．脳血流がび漫性に低下している症例の検

出には非常に有用と考えられる．

V．結　　語

　99mTc・HMPAOとRIアンジオグラフィを用い

た脳血流定量化法について検討し，脳血流指標

（brain　perfusion　index，　BPI）を求め，以下の結果

を得た．
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めた．

99mTc・HMPAOを用いた脳血流の簡便な定量的評価法

BPIは正常群において年齢と負の相関を認

20歳以下の若年者については回帰式より高

値を示す傾向がみられた．

　2．脳血管障害患者のBPIは，正常群に比して

有意に低値であった．

　　3・脳血管障害患者における左右比の検討では，

SPECT像に比してBPIが良好なコントラストを

示した．
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Summa】ry

Quantitative　Analysis　of　Brain　Perfusion　using　Radio加clide

　　　　　　　　　　　Angiography　with　99mTc－HMPAO

Shiro　TSUJI， Hiroshi　MATsuDA，　Noriyuki　SHuKE，　Hisashi　SuMIYA，

Norihisa　ToNAMI　and　Kinichi　HlsADA

Department　Ofハ「uclear・Medicine，　Kanazawa　University　School　of　Medici〃θ

　Anoninvasive　simple　method　fbr　quantitative

radionuclide　angiography　with　99mTc－dl－hexa－

methyl　propylene　amine　oxime（99mTc・HMPAO）．

The　method　of　graphical　analysis　was　employed

fbr　the　evaluation　of　the　uniderectional　infiux

constant（Ku）from　the　blood　to　the　brain　for　the

tracer．　The　Ku　values　were　standardized　to

represent　objective　and　comparable　values，　brain

perfusion　indices（BPI），　among　studied　subjects

by　setting　the　ratio　of　ROIbrain　size　to　ROIa。rta

size　to　10．　The　mean±SD　of　the　whole－brain　BPI

values　fbr　the　41　normal　controls　was　11．15±2．61，

and　biphasic　reduction　with　advancing　age　was

observed．　The　mean　of　the　whole－brain　BPI　of

7．95with　SD　of　2．35　in　103　patients　with　cerebro・

vascular　disorders　was　significantly　lower　than

that　in　normal　controls．　The　right　to　left　ratio　of

BPI　showed　wider　dynamic　range　than　that　of　the

total　counts　of　SPECT．　This　technique　is　quite

easy　to　apply　as　an　adjunct　to　SPECT　and　may　be

helpful　in　the　quantitative　evaluation　of　brain

perfusion　in　routine　clinical　studies．

　Key　words：99mTc－HMPAO，
angiography，　Brain　perfusion，

disease．

　　Radionuclide

Cerebrovascular
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