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《原　著》

頭部外傷の1231－IMP　SPECT

一
定量による評価一

長町　茂樹＊　　西川　卓志＊

江口議八郎＊＊　陣之内正史＊＊＊

大西　　隆＊＊＊　渡邊　克司＊＊＊

小野　真一＊　　川崎　健作＊＊
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　要旨　急性期を過ぎた頭部外傷患者20例を対象にN－isopropyl－P【1231】iodoamphetamine（1231－IMP）を用

いた脳血流SPECTを施行し，同時期に施行されたX線CTと比較するとともに，　Kuh1らのマイクロスフ

ェアモデルを基本としたreference　sampling　methodを用いて局所脳血流量を測定した．　CT所見との比較

では，CT上の低吸収域の有無に関わらず全例にRIの集積低下があり，　CT上の低吸収域より広範囲であ

った．またRIの集積低下を認めた部位のみならず，視覚的には集積低下を認めない部位においても定量的

に評価すると対照群と比較して有意に局所脳血流量の低下が認められた．頭部外傷患者では急性期を過ぎた

後，CT上に異常を認めなくても局所脳血流値が低下している場合があり，その評価に1231－IMP　SPECTが

有用であった．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（核医学30：707－716，1993）

1．はじめに

　頭部外傷後の神経機能障害については様々な方

法で評価されており，画像診断としては従来より

CTI”3），　MRI4～7）が用いられている．しかしなが

ら，これらの方法はあくまでも形態学的評価であ

り，機能的評価は困難である．PETを用いた研究

では，頭部外傷において代謝障害を伴うこと8’11）

が知られており，また脳血流異常12～1？）について

も多数報告されている．病態把握のためには，こ

のような機能的評価が不可欠と思われるが，装置

が高価，かつ複雑で限られた施設でしか検査がで

きない．これに変わる簡便な方法として，1231－

IMPや99mTc－HM－PAOを用いた報告が散見され
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る18“22）．しかしながら，いずれも定性的評価であ

り，i231－IMP　SPECTを用いて頭部外傷患者の局

所脳血流量を定量した報告は，著者の知る限りで

はない．今回，頭部外傷患者を対象に1231－IMP

を用いて脳血流SPECTを施行し，　Kuhlらのマ

イクロスフェアモデルを基本としたreference

samPlin9　method23・24）により局所脳血流量測定し，

同時期に施行したX線CTと比較検討したので
報告する．

II．対象と方法

　対象は宮崎県立日南病院に入院中の頭部外傷患

者20例で男性15例，女性5例（平均年齢53．3士

21．1歳）であった．おのおのの患者はいずれも2

週間以上経過し神経症状の固定した時期に検査が

施行された．まとめをTable　1に示す．なお入院

中の患者で神経疾患の既往がなくCT上異常を認

めない12例（男性4例，女性8例，平均年齢57．9

±9・3歳）の1231－IMPの脳血流測定値を対照とし

た．

　検査はまず1231－IMP　111MBq（3・mCi）静注直
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　　　　Table　l　Summary

No． Sex（Age
y・O．）

Diagnosis
Duration

（days） LDA（CT）
Low　uptake
　　（IMP） Symptom

1M14　concussion　 l8　 （一）　 lt　frontal

2M20　contusion　 l8　 （一）　 rt　frontal

3M20　concussion　 18　 （一）　 1t　temporal

　　　　　　　　　　　　　　　　　fracture　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（一）　　　　　　　　　lt　parieta1

4M22　concussion　 28　 （一）　 rt　frontal

5M35　concussion　 16　 （一）＊　lt　frontal
　　　　　　　　　　　　　　　　　rt　SH　　　　　　　　　　　　　　　　（一）　　　　　　rt　fronta1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（一）　　　　　　rt　temporal

6M45　contusion　 20　1t　frontal　lt　frontal
　　　　　　　　　　　　　　　　　fracture　　　　　　　　　　　　　　　　　　　rt　parietal　　　　　　　rt　parietal

7F47　contusion　　50　rt　frontal　 rt　frontal

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　rt　occipital　　　　　　rt　occipita1

8F49　contusion　　32　1t　frontal　 lt　frontal

　　　　　　　　　　　　　　　　　lt　EH，　lt　CCF　　　　　　　　　　lt　temporal　　　　lt　temporal

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　rt　frontal　　　　　　　　rt　fronta1

9　　F　　　59　　contusion　　　　　　18　　　　　　（一）＊　　　　　　rt　temporal

　　　　　　　　　　　　　　　　　rt　SH

lO　M　60　contusion　 60　rt　frontal　rt　frontal
　　　　　　　　　　　　　　　　　SAH，　rt　CCF

ll　M　61　contusion　 24　1tfrontal　ltfrontal
　　　　　　　　　　　　　　　　SAH　　　　　　　　　　　　　　rt　frontal　　　　　rt　frontal

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　lt　occipital　　　　　　lt　occipital

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　rt　occipital　　　　　　　rt　occipital

l2　M　61　contusion　 70　rt　frontal　rt　frontal
　　　　　　　　　　　　　　　　　rt　EH　　　　　　　　　　　　　　　　（一）　　　　　　rt　temporal

13M61　contusion　 32　1t　frontal　lt　frontal
　　　　　　　　　　　　　　　　　fracture　　　　　　　　　　　　　lt　temporal　　　　rt　tempora1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（一）　　　　rt　rarietal

14M66　contusion　 29　rt　temporal　rt　temporal
　　　　　　　　　　　　　　　　　rt　EH，　SAH

15M66　contusion　 30　1t　frontal　lt　frontal
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　rt　frontal　　　　　　　　rt　frontal

16M69　contusion　 24　 （一）　 lt　temporal

　　　　　　　　　　　　　　　　　SAH

17M74　contusion　 85　 （一）　 lt　temporal

　　　　　　　　　　　　　　　　　SAH，　fracture

　　　　　　　　　　　　　　　　　lt　SH

18F76　contusion　 27　 （一）＊　 rt　frontal

　　　　　　　　　　　　　　　　　rt　SH　　　　　　　　　　　　　　　　（一）　　　　　　rt　parietal

19F79　contusion　　29　rt　fronta1＊　rt　frontal
　　　　　　　　　　　　　　　　　rt　SH

20M82　contusion　 18　rt　frontal　rt　fronta1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（一）　　　　　　　　　　1t　parieta1

豆H，S。b；亘、h三6厄，m。，ξha9，，　EH，Epid亘1．□三m。t6面SHISUbdJ，al　hC盃at。mこ，　CCF・

fistula，＊：Subdural　fiuid　collection

rt　hemiplegia

headache

rt　hemiparesis

rt　hemiparesis

lt　hemiplegia

rt　hemiparesis

lt　hemiparesis

rt　hemiplegia

lt　hemiparesis

hemiparesis　of

lt　leg

depressed　level

　of　consciousness

lt　hemiparesis

　lt　hemiparesis

lt　hemiplegia

impaired　hearing

　headache

lt　hemiparesis

lt　hemiplegia

lt　hemiparesis

　headache

carotid　cavernous
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頭部外傷のi231－IMP　SPECT

後より，頭部正面像をHEコリメータを装着した

ガンマカメラにて1フレーム／分，30フレーム30

分間撮像し，全脳の時間放射能曲線を作成した．

　次に35分後より64方向，360度30分間で撮像し

SPECT像を得た．マトリックスは64×64で再構

成はShePP－Loganフィルターを用い，吸収補正

は行わなかった．全脳の時間放射能曲線より10分

後と30分後のカウント比を算出し，この比を用い

て35分以後に得られたSPECT像の再構成カウン

トから10分後の再構成カウントを推定した．また

静注直後より，右肘動脈から10分間1m1／minで

持続動脈血採血を行い，オクタノール抽出を施行

し，血中脂溶成分の放射能濃度をウエル型シンチ

レーションカウンター（SK－165，　SKK）を用いて測

定した．なおウエル型シンチレーションカウンタ

ー とSPECTの計数効率の補正のため，あらかじ

め直径20cmの円型ファントムを用い標準線源と

比較することでcross　calibration　factorを算出し

た．以上の操作より得られた数値を用いて，Kuhl

らのマイクロスフェアモデルを基本としたrefer－

ence　sampling　methodにより，　SPECT再構成画

像上両側の前頭葉，高位前頭葉，側頭葉，頭頂葉，

後頭葉，小脳にそれぞれ直径3cmの円形ROIを

設定し，各部位における局所脳血流値（r－CBF）を

算出した．使用した回転型ガンマカメラはGCA－

90A（東芝）で，データ処理にはGMS－550U（東

芝）を用いた．
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は12例すべての症例の前頭葉，側頭葉，頭頂葉，

後頭葉の各領域におけるr－CBFの総和の平均値

を用いた．なお推計学的検定にはANOVAを用
い分散分析後Student’s　t　testを施行，　p＜0．05を

有意と判定した．

　（2）非低集積域

　1231－IMP　SPECT上視覚的には低集積域を認め

ない，いわゆる非病変部と思われる部位について

も，対照群とおのおのの領域についてr－CBFの

値を比較した．なお局所的な低集積域以外のすべ

ての領域を非低集積域とした．

IV．結　　果

　1．X線CTとの比較
　Table　2に示すように，検出された脳内36局所

病変のうちCTでも同時に異常の認められたもの，

すなわち病変部位が一致したものは20例55．6％に

認められた．しかしながら病変の範囲については，

いずれも1231－IMP　SPECTにおける低集積域の方

がCT上の低吸収域よりも広範囲であった．また

CTではとらえられずに1231－IMP　SPECTでのみ

認められたものは16病変（44．6％）であった．

　2．局所脳血流値

　（1）低集積域の値

　視覚的に局所集積低下が認められた36病変のう

Table　2 Acomparison　of　focal　lesions　on　CT　versus

1231－IMP　SPECT（20　patients）

HI．検討項目

　1・X線CTとの比較
　SPECT検査に最も近い時期に施行されたCT

所見と病変部位，および範囲について比較検討し

た．なお低集積域の判定は3名の放射線科医によ

り視覚的になされた．

　2．局所脳血流値（r－CBF値）

　（1）低集積域

　1231－IMP　SPECT上の低集積域のr－CBF値を

CT上のLDAに一致する群（LDA（十）群），　CT

上はLDAを有さない群（LDA（一）群）に分けて，

対照症例の値と比較検討した．なお対照症例の値

Lesions　s㏄n　on　CT　and　SPECT

　　　　　　　　CT＜SPECT
　　　　　　　　CT＞SPECT
Lesions　seen　on　SPECT　only

Lesions　seen　on　CT　only

20（55．6％）

　　20

　　0
16（44．4％）

0（0．0％）

Tota1 36

A＜B；lesion’s　size　of　B　is　larger　than　A

Table　3 r－CBF　of　low　uptake　area　on　1231－IMP

SPECT（m’／100　g／min）　　　（mean土SD）

LDA（＋）°n　CT（n＝18）；23・5±8・6－

「
LDA（一）on　CT（n＝13）；37．8±11．2一　　　⑨

Contro1（n＝96）；56．5士8．0　　　　　　」＊

＊：p〈0．01
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Table　4　r－CBF　of　non　traumatic　lesions（m1／100　g／min）

（mean土SD）

＊：P＜0．01，s＊

Patients

Frontal　lobe　　　　（L）

　　　　　　　（R）
Temporal　lobe　　（L）

　　　　　　　（R）
Parietal　lobe　　　（L）

　　　　　　　（R）
High　frontal　lobe（L）

　　　　　　　（R）
Occipital　lobe　　　（L）

　　　　　　　（R）
Basal　ganglia　　　（L）

　　　　　　　（R）
Thalamus　　　　（L）

　　　　　　　（R）
Cerebellum　　　　（L）

　　　　　　　（R）

　　：p〈0．05

42．6士12．5（n＝9）＊

41．7土13．8（n＝6）＊＊

42．4土13．7（n＝11）＊

42．6士11．6（n＝11）＊

42．7士12．7（n＝13）＊＊

42．3土12．6（n＝13）＊

42．7土13．5（n＝13）＊＊

42．9±13．5（n＝13）＊＊

43．3土13．1（n－14）＊

4L4±1L5（n＝12）＊

38．3土11．5（n＝14）＊

37．7土10．4（n＝15）＊

37．5土15．0（n＝15）＊

37．7土10．4（n＝15）＊

41．0±10．8（n＝14）＊

41．4士10．7（n＝14）＊

　　Control

55．9土8．6（n＝12）

56．9士9．0（n＝12）

56．6±7．6（n＝12）

57．4土8．3（n＝12）

55．7土8．9（n＝12）

55．5±8．6（n＝12）

56．6士9．6（n＝12）

57．4士8．4（n＝12）

57．3土6．9（n＝12）

57．5土8．1（n＝12）

54．1士7．2（n＝12）

54．2土8．1（n＝12）

54．1±7．2（n＝12）

54．2±8．1（n＝12）

58．7士6．9（n＝12）

58．8土7．3（n＝12）

ち，31病変において定量評価が可能であった．な

お症例5（3病変）および15（2病変）は，四肢の

外傷のため肘動脈からの採血が不可能であり，定

量は行わなかった．1231－IMP　SPECT上の低集積

部位におけるr－CBF値については，　CT上のLDA

に一致する部位がCT上LDAを認めない部位と

比較して有意に低下していたが，CT上LDAを

認めない部位もコントロール群と比較すると有意

に低下していた（Table　3）．

　（2）非低集積域の値

　また視覚的には局所集積の低下のない，いわ

ゆる非病変部位についても，対照群と比較する

と各領域で有意にr－CBFの低下が認められた
（Table　4）．

V．症　　例

　症例1　14歳，男性．1．5mの高さから墜落．

受傷後，右不全麻痺が認められたが，CT，頭蓋単

純X線上は異常を認めなかった．その後，神経

症状の改善なく，3週後の再CT検査でも低吸収

域を認めなかつた（Fig．1a）．　SPECT上は左前頭葉

の一部，および右側頭葉の一部に集積低下があり

（Fig．1b），　r－CBFの値は左前頭葉34．0，左側頭葉

32．1，右側頭葉31．6（単位はいずれもm1／1009／min）

とコントロール群に比し20～30％程度の低下が

認められた．視覚的に正常な右前頭葉においても

41．6mt／100g／minと，コントロール群の値の95％

信頼限界下限値の82％を示した．

　症例2　20歳，男性．自動車でガードレールに

激突．入院時瞳孔不同（＋），対光反射は緩徐，意

識レベル低下等の神経学的所見を認めたが，頭蓋

単純X線およびCT上も右眼窩内血腫を認めた

のみで，脳実質内には異常所見を認めなかった．

入院3日目より意識清明となり，14日目には軽度

の頭痛を残すのみとなった．CT上は異常を認め

なかったが（Fig．2a），　SPECT上打撲側の右前頭

葉に局所脳血流値の低下（r－CBF；36．9　m1／1009／

min）が認められた（Fig．2b）．視覚的に正常な打

撲対側の右後頭葉では43．O　m1／100　g／minと，コ

ントロール値の95％信頼限界の下限値の82％で

あった．

　症例10　60歳，男性．2mの高さより転落．

頭蓋単純X線上，右前頭骨骨折．CTにて右前頭

葉に脳挫傷の所見を認めた．神経学的に失見当識，

失算，歩行障害を認めたが，リハビリテーション

にて簡単な計算は可能となり，歩行器を用いて独
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Fig．1

b

14years　olf　boy．　No　abnormal　findings　were

seen　on　CT（a）．　Hypo－perfusion　area　was　seen

in　the　left　frontal　lobe　and　the　bilateral

temporal　lobe（b）．

b

Fig．2　20　years　old　boy　with　traMc　accident．　Although

　　　　　CT　reveals　no　abnormal　findings（a），　SPECT

　　　　　shows　localized　hypo・perfusion　area　on　right

　　　　　frontal　lobe（b）．
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　　　　　　　　c　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　d

Fig．3　60　years　old　male．　CT　shows　focal　low　density　area　in　the　right　frontal　lobe（a，　b）．

　　　　　Low　perfusion　area　is　shown　widely　on　SPECT　images（c，　d）．
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頭部外傷の1231－IMP　SPECT

歩が可能となった．2か月後のCTでは右前頭葉

皮質下に脳挫傷癩痕と思われる1．5cm程度の低

吸収域を認めるのみであった（Fig．3a，　b）が，

SPECT上は右前頭葉に広範囲の集積低下を認め

（Fig．3c，　d），同部のr－CBFは21．1　m∫／1009／min

と著明に低下していた．また非病変部と思われる

対側頭頂葉においても31．9m／／100　g／minと低下

が認められた．

VI．考　　察

　頭部外傷について，画像診断学的には従来，X

線CTで評価されてきた1”3）が，急性期を除いて

は病変の検出能の点で勝るMRIの有用性が報告

されつつある4”6）．しかしながらこのような画像

診断装置の普及にもかかわらず，急性期を過ぎた

患者が呈する神経症状の責任病巣を画像的に証明

できない場合がしばしばある5）．これは用いられ

る装置，特にX線CTでは形態的評価が主であ

り，機能障害と密接に関連する局所脳血流の評価

には適していないと考えられ，これを補う機能的

な評価が必要と思われる．今回，急性期を過ぎた

頭部外傷患者を対象に1231－IMP　SPECT検査を施

行し，機能評価の一つとしてr－CBFを測定し同

時期のCT所見と比較した．なおmicrosphere

mode1に従う定量法については，脳組織からの

1231－IMPの洗い出しが存在し，　r－CBFが過小評価

されることが報告されている25）．特に今回のわれ

われの検討では回転型ガンマカメラを用いている

ため，SPECT撮像の時点ではかなりの量の放射

能が血液中に洗い出されており26），その傾向が顕

著と考えられる．しかしながら本法は，回転型ガ

ンマカメラを用いた絶対値としての脳血流量の算

出法では最も一般的な方法であり26），簡便に施行

できる点も考慮し採用した．

　また動脈血採血時間については，われわれは10

分法を用いたが，竹下らによると5分法，10分法

ともに133Xe吸入法との間の相関は良好で明らか

な相違はなく27），動脈血カウントおよびオクタ

ノール抽出用試料の十分な確保と測定誤差を少な

くするために本法を用いた．
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　1231－IMP　SPECT上の低集積部位のうち，半数

はCT上のLDAを認める部位に一致した．同部

のr－CBFの平均値はコントロール群の平均値の

41％であり，この数字はNakanoらの報告28）に

よる脳梗塞をきたす1231・IMPの対正常部位count

比の閾値39－48％に一致した．したがって，脳梗

塞とは機序は異なるものの乏血性の器質的変化を

示していると思われる．

　病理学的には，局所脳挫傷の場合，挫滅部にお

ける小血管の破壊があり，周囲組織は局所循環障

害に伴う乏血性の変化としての神経細胞の変性，

および浮腫が存在する．これらが経過とともに

徐々にグリア性の癩痕が起こるとされてい
る29’33）．すなわち脳挫傷は一次的脳挫滅巣に周囲

の二次的乏血巣を含めたものから構成されている

と考えられ，CTのLDAはそれらを含めた病理

学的変化を表現していると考えられる．さらにそ

の周囲にCT上所見を呈さない乏血部位があるこ

とが想像され，SPECT上の低集積部がCT上の

LDAより広範囲に描出されたのは，このためと

考えられる．

　またCT上，　LDAを認めないにも関わらず

40％にSPECT上限局性の低集積を認めたが，こ

れらの部位のr－CBFは，コントロール群に対し

て67．4％で有意に低下していた．この値は

Nakanoらの報告の梗塞はきたさないが症状をき

たす閾値，すなわちsymptomatic　blood　fiow

thresholdの65～72％28）の範囲に一致し，強い器

質的変化をきたさず，機能的障害に留まっている

ことの反映と思われる．これらは主に打撲対側と

直接打撲部位でCT上のLDAに近接した部位に

分布しており，それぞれcontrecoup　injuryによ

る器質的変化をきたさない程度の微少循環障害お

よびcoup　injury周囲の2次的乏血組織を示して

いるものと考えた．

　さらにCT，　SPECT上明らかな局所病変を認め

ない，いわゆる非病変部と思われる部位について

も，外傷群についてはコントロール群と比較して

10～20％程度のr－CBFの低下が認められた．

Langfittら10）は頭部外傷患者においてCT所見を
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PETと対比しX線CT上，特に異常所見を認め

なくても，酸素消費率の低下を認めたと報告して

おり，またTenjinら11）も8日以上経過した脳挫

傷患者における遷延性の酸素消費率の低下を報告

している．これらは受傷後初期の段階ではr－CBF

と解離し相対的にhyperemiaになっているものの，

metabolic　demandの低下の持続に伴いr－CBFは

徐々に比例して低下するものと思われる．われわ

れの症例においても代謝率低下を反映している可

能性は十分に考えられる．もう一つの可能性とし

て，脳血管障害でしばしば認められる限局性の障

害に伴う経神経線維性のremote　effectの関与も

考えられる34”36）．特に打撲対側大脳半球の各部位

のr－CBFの低下については，脳梁を介する半球

間diaschisis34”36）の影響，また小脳の血流低下に

ついてはcoup　injuryおよびcontrecoup　injuryに

より両側大脳皮質が損傷を受けたことに伴う，そ

れぞれの対側小脳半球へのcrossed　cerebellar

diaschisis3i）が考えられる．この場合は，さらに

長く経過を追って観察することで可逆的なことも

あり数週間後の再検査が有用と思われる．また小

脳の場合，CTでは大きな出血巣，挫創は容易に

診断が可能であるものの，後頭骨に接した実質に

多少の挫滅巣や点状出血の場合はartifactの区別

が難しく30），また2～3週経過する間にそれらが

画像上はとらえられない程度に吸収された可能性

もある．したがって，小脳のr－CBFの低下は小

さな器質的障害の可能性も考慮する必要がある．

　近年は頭部外傷を脳損傷の力学的発生機序から

局所性脳損傷とびまん性脳損傷に大別する傾向に

ある．Zimmerman37）は深昏睡でありながらCT

上は著明な局所の占拠性病変を示さず，脳梁やク

モ膜下に出血を認め，びまん性脳腫脹を合併する

予後不良群をDAI（diffuse　axonal　injury）と判定

しているが37），実察の臨床診断に際しては，これ

らを2つに明確に大別するのは困難である．受傷

早期より意識障害が持続していてもCT上は局所

性脳損傷の所見のみを呈している例や，CT上は

脳梁や大脳基底核部に出血を認めながら，臨床上

では脳の局所症状のみを呈する例等もあることか

ら，頭部外傷のほとんどは，びまん性脳損傷と局

所性脳損傷を種々の程度に組み合わせて発生して

くるという考え方もある33）．さらに剖検でない臨

床診断上の脳挫傷に単一に病理的基盤を対応させ

るのは，不適切，不合理という意見もある30）．

今回のわれわれの検討した症例では，典型的な

DAIは除外したものの，外傷性クモ膜下出血等

shearing　injuryの特徴の一つの合併症を有するも

のも含まれており，少なからず軸索損傷が合併し

ている可能性もある．したがっていわゆる非病変

領域におけるr－CBFの低下は，軸索損傷との関

連も考えられる．

　以上，頭部外傷患者に1231－IMP　SPECTを行い，

X線CT所見と対比し，　CT上明らかな異常を認

めない部位においても局所脳血流値の低下が認め

られた．頭部外傷の長期予後に関して，画像診断

まで含めて検討した報告はきわめて少ないが38・39），

外傷によりもたらされる脳血管閉塞は頻度が高

く2），リハビリテーションにも影響すると思われ

る．したがって血流の低下した部位をIE確にとら

えることが機能的予後推定の重要な因子となりう

る可能性がある．

　今回の検討の問題点として，X線CTと対比し

たことが挙げられる．CTは非出血性病変の描出

に劣っており5），また外傷に伴う2次的損傷（外

傷領域の梗塞，頭蓋内圧充進に伴う圧壊死，ヘル

ニア，2次的脳幹部損傷等）の描出能については

MRIの方が優れている4－’　6）．撮像時間がやや長く，

また骨折の治療のため金属を装着された患者にお

いては撮像できない等の欠点はあるものの，今後，

可能な症例ではMRIとの比較検討が望ましいと

思われ，今後の課題としたい．

VII．結　　語

　頭部外傷患者20名に対して1231－IMP　SPECT検

査を施行し，以下の結果を得た．

　1．CTとの比較では低吸収域の有無に関わら

ず全例に1231－IMPの集積低下を認め，おのおの

の範囲はCTより広範囲であった．

　2．1231－IMPの集積低下を認める部位では有意
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に局所脳血流量の低下を認め，特にCT上の低吸

収域に一致する部位は著明な低下を認めた．

　　3．1231－IMPの集積低下のない非病変部位と考

えられる部位でも，コントロール群と比べると有

意に局所脳血流量が低下していた．

文 献

1）Dublin　AB，　French　BN，　Rennick　JM：Computed

　　　tomography　in　head　trauma．　Radiology　122：

　　　365－369，1977

2）Koo　AH，La　Roque　RL：Evaluation　of　head　trauma

　　by　computed　tomography．　Rediology　123：345－350，

　　　1977

3）山浦　晶：頭部外傷のCT診断．　CT研究5：385－
　　　393，1983

4）Snow　RB，　Zimmerman　RD，　Gandy　SE，　Deck

　　　MDF：Comparison　of　Magnetic　resonance　imaging

　　　and　Computed　tomography　in　the　evaluation　of

　　　head　injury．　Neurosurg　18：45－52，1986

5）Gentry　LR，　Godersky　JC，　Thompson　B，　Dunn　VD：

　　　Prospective　comparative　study　of　intermediate－

　　　Field　MR　and　CT　in　the　evaluation　of　closed　head

　　　trauma．　AJR　150：673－682，1988

6）Gentry　LR，　Godersky　JC，　Thompson　B：MRimag－

　　　ing　of　head　trauma：Review　of　the　distribution

　　　and　radiopathologic　features　of　traumatic　lesions．

　　　AJR　150：663－672，1988

7）Wilson　J，　Wiedmann　K，　Hadley　D，　Condon　B，

　　　Teasdale　G，Brooks　D：Early　and　late　magnetlc　re－

　　　sonance　imaging　and　neuropsychological　outcome

　　　after　head　injury．　J　Neurogy，　Neurosurgery，　and

　　　Psychiatry　51：391－396，1988

8）Alavi　A：Functional　and　anatomic　studies　of　head

　　　injury．　J　Neuropsychiatry　1：s45－s50，1989

9）Rao　N，　Turski　PA，　Polcyn　RE，　Nickels　RJ，

　　　Matthews　CG：18F　Positron　emission　computed

　　　tomography　in　closed　head　injury．　Arch　Phys　Med

　　　Rehabil　65：780－785，1984

10）Langfitt　TW，　Obrist　WD，　Alavi　A，et　a1：Computed

　　　tomography，　magnetic　resonance　imaging　and

　　　positron　emission　tomography　in　the　study　of　brain

　　　trauma，　preliminary　observations．　J　Neurosurg　64：

　　　760－767，1986

11）Tenjin　H，　Ueda　S，　Mizukawa　N，　et　al：Positron

　　　emission　tomographic　studies　on　cerebral　hemo－

　　　dynamics　in　patients　with　cerebral　contusion．

　　　Neurosurgery　26：971－979，1990

12）Overgaard　J，　Tweed　WA：Cerebral　circulation　after

　　　head　injury．　Part　1：Cerebral　blood　fiow　and　its

　　　regulation　after　closed　head　injury　with　emphasis

　　　on　clinical　correlations．　J　Neurosurg　41：531－541，

　　　1974

13）Overgaard　J，　Tweed　WA：Cerebral　circulation

　　　after　head　injury．　Part　2：The　effects　of　traumatic

　　　brain　edema．　J　Neurosurg　45：292－300，1976

14）Overgaard　J，　Mosdal　C，　Tweed　WA：Cerebral

　　　circulation　after　head　injury．　Part　3：Does　reduced

　　　regional　cerebral　blood　flow　determine　recovery

　　　of　brain　function　after　blunt　head　injury？JNeuro－

　　　surg　55：63－74，1981

15）Obrist　WD，　Gennarelli　TA，　Segawa　H，　Dolinskas

　　　CA，　Langfitt　TW：Relation　of　cerebral　blood　flow

　　　to　neurological　status　and　outcome　in　head－injured

　　　patients．　J　Neurosurg　51：1979

16）Enevoldsen　EM，　Jensen　FT：Autoregulation　and

　　　CO2　responses　of　cerebral　blood　flow　in　patients

　　　with　acute　severe　head　injury．　J　Neurosurg　48：

　　　689－703，1978

17）Gold　GE，　Jensen　FT：Cerebral　blood　flow　in　the

　　　acute　phase　after　head　injury．　Part　1：Correlations

　　　to　age　ofthe　patients，　clinical　outcome　and　localisa－

　　　tion　of　the　injured　region．　Acta　Anaesth　Scand　24：

　　　245－251，1980

18）Roper　SN，　Mena　I，　King　WA，　Schweitzer　J，

　　　Garrett　K，　Mehringer　CM，　et　a1：An　analysis　of

　　　cerebral　blood　flow　in　acute　closed－head　injury

　　　using　Techne血m－99m－HMPAO　SPECT　and
　　　computed　tomography．　JNM　32：1684－1687，1991

19）Abdel－Dayem　HM，　Sadek　SA，　Kouris　K，　Bahar

　　　RH，　Hizazi　1，Eriksson　S，　et　al：Changes　in　cerebral

　　　perfusion　after　acute　head　injury：Comparison　of

　　　CT　with　Tc・99m　HM－PAO　SPECT．　Radiology

　　　165：221－226，1987

20）Reid　RH，Gulenchyn　KY，　Balljnger　JR，　Ventureyra

　　　ECG　：　Cerebral　perfusion　imaging　with　Technetium－

　　　99m　HMPAO　following　cerebral　trauma．　Initial

　　　experience．　Clin　Nucl　Med　15：383－388，1990

21）Ducours　JL，　Role　C，　Guillet　J，　Galli　FS，　Caix　P，

　　　Wynchank　S：Cranio－facial　trauma　and　cerebral

　　　SPECT　studies　using　N－isopropyl－iodoamphet－

　　　amine（1231）．　Nucl　Med　Comm　11：361－367，1990

22）Gray　BG，　Ichise　M，Chung　DG，　Kirsh　JC，　Franks

　　　W：Technetium－99m－HMPAO　SPECT　in　the
　　　evaluation　of　patients　with　a　remote　history　of

　　　traumatic　brain　injury：Acomparison　with　X・ray

　　　computed　tomography．　J　Nucl　Med　33：52－58，1992

23）Kuhl　DE，　Barrio　JR，　Huang　SC，　Selin　C，　Acker－

　　　mann　RF，　Lear　JL，　et　a1：Quantifying　local　cerebral

　　　blood　flow　by　N－isopropy1一ρ一【1・123】・iodoamphet－

　　　amine（IMP）tomography．　J　Nucl　Med　23：196－203，

　　　1982

24）松田博史，関　宏恭，石田博子，隅屋　寿，辻　志
　　　郎，久田欣一，他：N－isopropy1一ρ一［1－123］－iodoam・

　　　phetamineとガンマカメラ回転型ECTによる局所
　　　脳血流測定．核医学21：9－18，1985

Presented by Medical*Online



716 核医学

25）Murase　K，　Tanada　S，　Mogami　H，　Kawamura　M，

　　　Miyagawa　M，　Yamada　M，　et　a1：Validation　of

　　　microsphere　model　in　cerebral　blood　flow　measure－

　　　ment　using　N－isopropyl一ρ一（1231）iodoamphetamine．

　　　Med　Phys　17：79－83，1990

26）米倉義晴：臨床医のための核医学検査．脳，小西淳

　　　二編，京都，金芳堂，1991，pp．31－41

27）竹下　元，外山　宏，竹内　1昭，片田和広，江尻和

　　　隆，古賀佑彦：1231－IMPによる定量的脳血流測定

　　　の評価　　動脈採血法による検討　　．第4回パー

　　　ヒューザミン研究会記録集4：33－34，1988

28）Nakano　S，　Kinoshita　K，　Jinnouchi　S，　Hoshi　H，

　　　Watanabe　K：Critical　cerebral　blood　fiow　thresh－

　　　01ds　studied　by　SPECT　using　Xenon－133　and

　　　Iodine－12310doamphetamine．　J　Nucl　Med　30：

　　　337－342，1989

29）志村俊郎，中澤省三：臨床医のための神経病理；脳

　　　挫傷．Clinical　Neuroscience　10（4）：372－373，1992

30）中村紀夫：“頭部外傷，急性期のメカニズムと診断”

　　　文光堂，東京，1987，pp．562－609

3t）中村紀夫：脳外傷の病理と臨床応用．　Neurol　Med

　　　Chir（Tokyo）19：853－862，1979

32）平野朝雄：cc神経病理を学ぶ人のために”第2版，

　　　医学書院，東京，1988，pp．236－246

30巻7号（1993）

33）中沢省三，小林士郎，横田裕行，志村俊郎：びまん

　　　性軸索損傷の臨床と病理．脳神経外科17（3）：247－

　　　253，1989

34）Feeney　DM，Baron　JC：Diaschisis．　Stroke　17：817－

　　　830，1986

35）Lenzi　GL，　Frackowiak　RS，　Jones　T：Cerebral

　　　oxygen　metabolism　and　blood　flow　in　human

　　　cerebra日schemic　infarction．　J　Cereb　Blood　Flow

　　　Metabol　2：32L335，1982

36）Slater　R，　Reivich　M，Goldberg　H，Banka　R，Green－

　　　berg　J：Diaschisis　with　cerebral　infarction．　Stroke

　　　8：684－690，1977

37）Zimmerman　RA，　Bilaniuk　LT，　GenneralliT：Com－

　　　puted　tomography　of　shearing　injuries　of　the

　　　cerebral　white　matter．　Radiology　127：393－396，

　　　1978

38）Rao　N，　Je川nek　HM，　Harvey　RF，　Flynn　MM：

　　　Computerized　tomography　head　scans　as　pre－

　　　dictors　of　rehabilitation　outcome．　Arch　Phys　Med

　　　Rehabil　65：18－20，1984

39）Timming　R，　Orrison　WW，　Mikula　JA：Com・
　　　puterized　tomography　and　rehabilitation　outcome

　　after　severe　head　trauma．　Arch　Phys　Med　Rehabi1

　　63：154－159，1982

Summary

Regional　Cerebral　Blood　Flow　in　the　Patients　with　Closed－Head

　　Injury　Using　i231－IMP　SPECT　and　Computed　Tomography

Shigeki　NAGAMAcHl＊，　Takushi　NIsHIKAwA＊，　Shinichi　ONo＊，　Kensaku　KAwAsAKI＊＊，

　　　　　　　　　Gihachiro　EGucHI＊＊，　Seishi　JINNoucHI＊＊＊，　Hiroaki　HosH1＊＊＊，
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　1231－IMP　SPECT　and　CT　were　evaluated　in　20

patients　with　closed－head　inj　ury．　The　detected　focal

lesions　by　both　examinations　were　36．　Twenty

lesions（55．6％）were　seen　on　both　CT　and　SPECT，

and　SPECT　revealed　larger　abnormality　than　CT．

Sixteen（44．4％）of　361esions　were　seen　only　on

SPECT．
　　Regional　cerebral　blood　flow（r－CBF）of　thirty－

one　focal　lesions　were　quantified　by　reference

sampling　method　and　compared　to　r－CBF　of　the

patients　without　neurological　problem．　r－CBF　of

1810calized　lesions　accordant　with　low　density

area（LDA）on　CT　were　significantly　lower　than

those　of　131esions　seen　only　on　SPECT．　And

r－CBF　of　both　lesions　were　significantly　lower　than

that　of　control　patients．

　　Regional　cerebral　blood　flow　on　the　areas　with

visually　normal　RI　uptake　were　also　significantly

lower　than　that　of　control　group．

　　Regardless　of　CT丘ndings，　some　disturbance　of

r－CBF　was　considered　in　patients　with　head

trauma．　Therefore　the　quantification　of　r－CBF

with　1231－IMP　SPECT　was　a　useful　method　f（）r

evaluating　functional　change　in　those　patients．

　　Key　words：1231－IMP，　Head　trauma，　Regional

cerebral　blood　flow，　Reference　sampling　method．

Presented by Medical*Online



1183

核医学30巻8号ご案内（p．10）に，誤りがありました．

下記のごとく訂正いたします．

誤

7．理事会，評議員会，総会

　（1）理事会：10月26日（水）

　（2）評議員会：10月27日（木）

　（3）総　会：10月28日（金）

正

10月27日（水：学会前日）

10月28日（木：学会第1日）

10月29日（金：学会第2日）

正　誤　表

核医学30巻7号　原著　頭部外傷の1231・IMP　SPECT（PP．707－716）の

共著者名に誤りがありました．下記のごとく訂正いたします．

誤

川崎健作 →

正

川崎建作

核医学30巻8号　巻頭　第31回日本核医学会賞受賞者の所属機関名に

誤りがありました．下記のごとく訂正いたします．

誤 正

工藤正俊氏（神戸市民病院　放射線科）→（神戸市立中央市民病院　消化器内科）
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