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《症例報告》

99mTc－HMPAO　SPECTにて興味ある所見を示した脳死の1例
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　要旨　厚生省脳死判定基準により脳死と判定された78歳の男性に対し，99mTc－d，1－hexamethy1－propylene－

amine　oxime（HMPAO）による脳血流single　photon　emission　computed　tomography（SPECT）を施行した．

厚生省脳死判定基準に基づく第1回目の脳死判定検査において脳死と判定された直後の脳血流SPECTでは，

脳内にトレーサの集積が見られ脳血流の存在が認められた．さらに3日後，第3回目の脳死判定が行われた

直後の脳血流SPECTにおいては脳内にトレーサの集積は全く認められなかった．脳血流停止と機能喪失と

の間に時間的なずれが存在する場合，患者の生存の可否が大きな問題となるが，文献的には脳死判定された

にも関わらず脳血流を認めた症例が生存し得たとする報告もあり，脳血流シンチグラフィは脳死確認の検査

として重要であると考えられた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（核医学30：663－667，1993）

Lはじめに
　99mTc－d，1－hexamethy1－propyleneamine　oxime

（HMPAO）は，脂溶性物質で，血液脳関門を通過

したのち水溶性となり，局所脳血流に比例して脳

組織内に捕捉される放射性薬剤であり，脳血流ト

レーサとして外国では脳死判定の補助手段として

広く用いられている1－3）．

　現在，京都大学医学部附属病院では脳死判定の

際に脳血流シンチグラフィを参考検査項目として

挙げており，99mTc－HMPAOを用いたSPECT検

査を施行している．今回われわれは，厚生省脳死

判定基準を満たしているにもかかわらず，脳血流

が認められた症例を経験したので報告する．
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II．症　　例

　症例は78歳の男性で，頸椎症にて他院に入院

中であった．平成3年10月13日，外泊時自宅に

て絞拒による自殺を図り，同日20時50分，京大

病院救急部に搬送となった．入院時所見は意識レ

ベルはIII－300，自発呼吸，対光反射は認められず，

瞳孔径は左5mm，右1．5　mmで瞳孔不同が見られ

た．臨床経過はFig．1に示すとおりである．

　第1回脳死判定検査が10月15日に施行された

が，瞳孔不同を除き厚生省脳死判定基準を満たし

ていた．また，第2回，第3回脳死判定検査にお

いても同様の所見が認められた．なお，瞳孔不同

については心臓死後も存在していたため，瞳孔の

器質的病変によるものと推定された．

　第1回脳死判定検査とほぼ同時期に施行された

99mTc－HMPAOによる脳血流SPECTにおいて，

脳幹部を含め脳内にはほぼ正常のトレーサの取り

込みが見られ，脳血流の存在が認められた（Fig．
2）．

　10月18日，第3回脳死判定検査と同時期に施

行された脳血流SPECTでは，脳内にトレーサの
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Fig．1　Clinical　course　of　the　patient．　Exam．：examination　fbr　diagnosing　brain　death，

　　　　　EEG：electroencephalogram，　ABR：auditory　brain　stem　refiex
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Fig．2　SPECT　images　of　99mTc・HMPAO　on　October　15（day　3）．　Tracer　accumulation

　　　　　was　observed　in　the　whole　brain　including　cerebellum　and　brain　stem．
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Fig．3　SPECT　images　of99mTc－HMPAO　on　October　18（day　6）．　No　tracer　accumulation

　　　　　was　observed　in　the　brain．
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取り込みはなく，脳血流がないことを示していた

（Fig．3）．

IIL　考　　察

　わが国における脳死の定義は，厚生省基準によ

ると「脳幹を含む全脳髄の不可逆的な機能喪失の

状態」であり，基本的に脳死の古典的記述として

知られているHarvard大学の概念を引き継いだ

「全脳死」の概念に基づいている4・5）．その判定に

おいて，脳の機能とは臨床的に確認し得る脳機能，

すなわち，神経学的所見を中心とし，ベッドサイ

ドで可能で，比較的よく用いられ，結果が明瞭に

捉えられる検査法により判定されるものを指して

いる4・5）．実際には，脳幹機能は主に神経学的検

査で評価され，大脳機能は頭皮上からの脳波で評

価される．しかしながら，脳波は薬物中毒，低体

温，ショック，あるいはartifactなどによって，誤

読されることがある6）．さらに薬物療法（barbital

coma，筋弛緩剤など）は脳死判定の24時間前に中

止する必要がある6）．このため，臓器移植を考慮

する際には特に誤読の危険性がなく，薬物を中止

する必要なくすみやかに行える確認検査が必要と

なる．確認検査としての脳血流測定に根拠を与え

る概念として，北欧諸国で提唱された全脳梗塞と

いう概念がある．これは，脳死の病態として臨床

的に脳循環停止，脳代謝消失が重視されるうえで

の呼称である．脳血流が5～10分間停止すれば脳

の機能と組織の障害が始まり，30分以上停止す

れば神経細胞の不可逆的変化を招くと考えられて

おり，そういった意味で全脳循環の完全停止の確

認は脳死の科学的証明法の1つと考えられる？）．

これには原疾患のいかんを問う必要はなく，他の

臨床的所見の有無にかかわらないという利点があ

る．脳死判定における脳血流の有無を確認する方

法としては，99mTc－HMPAOや1231－N－isopropy1－

P－iodoamphetamine（IMP）を用いたSPECT検査

のほかに，脳血管造影，非放射性Xenon　CT，

133Xeによる脳血流量測定，ラジオアイソトープ

による脳アンギオグラフィ（RNA），150水を用い

たPET検査などがある．しかし血管造影は侵襲
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が大きく，RNAは後頭蓋窩の判定が困難である．

Xenon　CT，133Xe脳血流量測定はガンマカメラに

比べ特殊な装置を必要とする．使用される施設が

限られているPET検査を除いては，1回の検査

で血流の有無を観察できる時間は限られており，

これが厚生省基準において脳血流検査を補助検査

として位置づけている原因と考えられる．また，

1231－IMPは静注後徐々に血中に放出されるため，

比較的長時間の血流観察が可能であるが，緊急検

査に対応できないという欠点が存在する．したが

って，現在では脳死判定における脳血流検査法と

してHMPAOが広く用いられ，その有用性につ

いてはいくつかの報告がある1“3・8・9）．血管造影と

比較して非侵襲的で撮影が容易であり，またテク

ネチウム製剤であるため緊急時の対応が可能であ

る．さらにHMPAOイメージングは，脳波判読

の際問題となる薬物療法の中止を必要とせず，ま

た麻酔剤には脳血流を減少させるものも存在する

が完全に消失させることはなく，したがって脳血

流の有無を確認するイメージングの結果には影響

しないと考えられる8）．

　今回の症例は，厚生省基準にいうところの脳の

機能喪失とSPECTで捉えられる脳血流消失との

間に明らかに時間的なずれが存在していることを

示している．生田らは脳波学会判定基準により

脳死と判定された84例の剖検例を詳細に検討し

た10）．これらの症例に共通している現象として，

脳死が判定された時点でまず脳幹に血流の停止が

生じ，その神経細胞群に死が生じるとした．そし

て，それ以外の小脳，大脳はこれにひき続き血流

停止に陥っていくと主張しており，脳内の部位に

よる時間的なずれがあることがうかがえる．本症

例では1回目の脳血流SPECTにおいて脳幹部に

も血流が残存していたが，これは絞拒による比較

的長時間の脳血流の遮断，あるいは低酸素状態に

より生じた不可逆的な機能停止すなわち細胞死と，

次第に増強する脳浮腫による頭蓋内圧充進が灌流

圧を上回り，脳血流が消失するまでの間に時間的

なずれがあったためと推測された．

　いずれにせよ脳死が疑われる患者で脳血流の残
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存がある場合に問題となるのは，その後患者が生

存しうるかどうかということである．本症例では

最終的に心臓死が確認されたが，文献上は患者が

生存しえた例が存在する8・9）．

　Reidら8）は，米国の脳死判定基準を用いて

脳死と判定された15人の患者に対して99mTc・

HMPAOによる脳血流シンチグラフィを施行し

たところ，3人に血流を認め，うち2人は生存し

たと報告している．これは厚生省基準と同様に全

脳死の概念に基づいたものであるが，脳波の扱い

等が微妙に異なっているため，単純に今回の症例

と比較することはできない．しかしながら，この

報告は脳死の確認検査としての99mTc－HMPAO

による脳血流シンチグラフィの重要性を強く示唆

するものである．今後，厚生省基準により脳死と

判定された症例における脳血流シンチグラフィ所

見の検討が必要と考えられる．

IV．結　　語

　厚生省脳死判定基準を満たしているにもかかわ

らず脳血流を認めた症例について報告し，脳死判

定における脳血流シンチグラフィの重要性につい

て考察した．
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Summary

99mTc－HMPAO　SPECT　in　the　Brain　Death
　　　　　　　　　　－ACase　Report－一

Tatsuro　TsucHIDA＊，　Norihiro　SADATo＊，　Sadahiko　NlsHlzAwA＊，

　　　　　　Naoki　MAToBA＊，　Toru　FuJITA＊，　Nagara　TAMAKI＊，

　　　　　　　Junji　KoNlsHl＊，　Sunao　TAMAI＊＊，　Ko　SHINGu＊＊＊

　　　　　　　　　　　　　　and　Yoshiharu　YoNEKuRA＊＊＊＊

　　＊Depart〃7θ〃τρゾRα4輌o～bgツa〃∂∧L〃clearルfε∂∫c’〃ε，＊＊1〃’e〃sive　Careθ｝2〃，

＊““Division　of　E〃lerge〃cγ　Med輌c∫〃e，嬬＊Depart〃ient　of　Brai，〃Pathophγsio～bgy，

　　　　　　　　　　　　Kン0’OUniversitγ　FaCU〃y　ofルled’cine，　Kyoto

　　Brain　single　photon　emission　computed　tomog－

raphy　（SPECT）with　99mTc－d，1－hexamethy1－pro－

pyleneamine　oxime（HMPAO）was　perfbrmed
twice　in　a　78－year－old　man　clinically　diagnosed　as

brain　death　according　to　the　standard　criteria　of

the　Japanese　Ministry　of　Welfare．　The　first　brain

SPECT　demonstrated　the　tracer　accumulation　in

the　brain，　indicating　preserved　cerebral　blood　flow．

The　second　brain　SPECT　perfbrmed　3　days　later

revealed　cessation　of　the　blood　flow．　In　patients

with　preserved　cerebral　blood　flow，　the　diagnosis

of　brain　death　cannot　be　made，　even　if　they　m㏄t

the　existing　criteria，　because　previous　report　noted

the　recovery　in　some　of　those　patients．　Brain

perfusion　SPECT　plays　an　important　role　as　a

confirmatory　test　for　the　diagnosis　of　the　brain

death．

　　Key　words：　99mTc－HMPAO，　Brain　death，

SPECT．
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