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《原　著》

Microsphere　modelを用いたN．isopropyl．p．［1231］iodoamphetamine

　　　　　　　　（IMP）による局所脳血流定量法の問題点

133Xe　SPECTおよび経時的1231－IMP　SPECTとの比較検討

高橋　直也＊　　大久保真樹＊＊　小田野行男＊　　大滝　広雄＊＊＊

野口　栄吉＊＊＊　山崎　芳裕＊＊＊　羽田野政i義＊＊＊　酒井　邦夫＊

　要旨　中枢神経疾患に対し1231－IMPとmicrosphere　modelを用いて局所脳血流量（rCBF）を求め，

133Xe吸入SPECTによ一・て求めたrCBFと比較した．　microsphere　modelでは，静注後5分間の持続採血

動脈血を入力関数とした．25分後から30分間かけて撮像したSPECTは5分，20分，60分時の頭部全体

の放射能の比を用いて補正し，5分後の再構成カウントを推定した．得られたrCBFは，133Xeから求めた

rCBFと比較し，高血流域で過小，低血流域で過大に評価された．1231－IMPの静注5分，20分，60分後の1

分間の短時間SPECTからそれぞれ算出したrCBFは，20分で15－30％，60分で30－60％少ない値を示し，

洗い出しの存在が確認された．平衡時のSPECTのrCBFを早期のSPECTのrCBFと比較すると，高血

流域で過小に，低血流域で過大に評価された．これは，高血流域と低血流域で1231－IMPの挙動が異なるに

も関わらず，頭部全体の放射能で平衡時のSPECTを補正することにより生じた誤差であると考えられた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（核医学31：319－326，1994）

1．はじめに

　N・・isopropyl－p－［1231］iodoamphetamine（1231－IMP）

は初回循環で脳組織に高率に取り込まれ高い親和

性を有する1，2）．その静注初期の脳内分布は，局

所脳血流量（rCBF）を表し，　single　photon　emis－

sion　computed　tomography（SPECT）用の脳血流

トレーサとして広く用いられている．

　Kuh1ら3）犬上ら4）は，1231－IMPの静注後早期

の挙動をmicrosphere　modelで解析し，動脈血持

続採血法を用いてrCBFの絶対値を算出する手

　＊新潟大学医学部放射線医学教室
＊＊ 新潟大学医療技術短期大学放射線技術学科

＊＊＊ 新潟大学医学部附属病院放射線部

受付：5年10月7日
最終稿受付：6年1．月24日
別刷請求先：新潟市旭町通1－757　（tw　951）

　　　　　新潟大学医学部放射線医学教室

　　　　　　　　　　　　　　　　高　橋　直　也

法を報告した．通常の単一検出器回転型SPECT

装置を用いる場合，1231－IMPが平衡に達した時期

に十分な時間をかけてSPECT画像を撮像し，別

に求めた頭部放射能の時間放射能曲線を用いて，

その比率から静注後早期の再構成カウントを求め

る方法が行われている5）．この方法は広く行われ

ているが，他のrCBF測定法と比較した，まとま

った報告はない．

　われわれは，中枢神経疾患13例を対象に，

i231・IMP　SPECTとmicrosphere　mode1を用いて

rCBFを求めた．　SPECTはトレーサ静注後25分

後から30分間かけて行い，5分後の再構成カウ

ントの推定には5分，20分，60分時の頭部全体

の放射能の比を用いた．得られたrCBFを133Xe

吸入SPECTによって求めたrCBFと比較し，平

衡時の1231－IMP　SPECTから早期の頭部放射能を

推定することの問題点について検討した．加えて

従来のmicrosphere　modelを用いた123HMPに
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よるrCBFの定量化に対する経時的な洗い出しの

影響を明らかにすべく，4例でi231－IMPの静注

5分，20分，60分後に1分間の短時間SPECT

を行い，microsphere　mode1を用いてrCBFを算

出しこれらの相関関係について検討した．

II．対象および方法

　1．対　　象

　対象は，中枢神経疾患を有する患者13例（男

性9例，女性4例），年齢は19歳から73歳（平

均56．5土16．3歳）である．その内訳は慢性期の脳

梗塞6例，TIA　2例，モヤモヤ病2例，脊髄小

脳変性症2例，てんかん1例である．全例が呼吸

器，循環器に障害を持たない．

　2・SPECTによるデータ収集

　1231－IMP，133Xe　SPECTはいずれもリング型

SPECT装置（島津製作所，　HEADTOME　SET－

050）を用いて行った．1231－IMPには高分解能コ

リメータを，133Xeには高感度コリメータを用い

た．それぞれの分解能は，FWHMで1231－1MP

の30分間の収集画像で13．4mm，1分間の短時

間画像で19．8mm，133Xeで23．2mmであった．

画像再構成には，Ramp　and　Butterworth　filterを

用い，1231－IMPの30分間画像でオーダー4，カ

ットオフ周波数30mm，短時間画像でオーダー4，

カットオフ周波数18mm，133Xeでオーダー8，カ

ットオフ周波数30mmで処理した．1231－1MPの

30分間の収集画像は128×128matrix，短時間画

像および133Xeは64×64　matrixにて，10mm厚

のorbitomeata1線に平行な同一の体軸横断像を

構成した．吸収補正は均一な放射性同位元素溶液

を満たした20cmのプールファントムを用い均一

な画像が得られるように調整した7）．

　3．133Xe吸入SPECTによるrCBF測定
　133Xe　1，110　MBq（30　mCi）／Lを，専用の閉鎖回

路を用いてマウスピースから1分間吸入させ，引

き続く5分間の洗い出しを計測するため，1分間

1フレームにて6分間の動態SPECTを求めた．

rCBFの算出にはKanno，　Lassen8・9）による

Sequence　of　picture法を用いた，

　4．1231・IMP　SPECTによるrCBF測定

　1231－IMP　SPECTは，　i33Xe　SPECTの終了1時

間以内に行った．1231－IMP　222　MBq（6　mCi）を1

分間かけて静注後，45分から5．5分，19．5分か

ら20．5分，59．5分から60．5分に頭部放射能を測

定し，加えて4例でこれらの情報から短時間

SPECT像を作成した．30分間収集による1231－IMP

SPECTは，頭部放射能が平衡に達する静注25分

後から行った（Fig．1）．

　同時に，1231－IMP静注直後から反対側の暁骨動

脈からHarverd　infusion－withdrawal　pumpを用

い1m1／minの速度で5分間の持続動脈血採血を

行った．得られた全採血試料はWel1型シンチ

レーションカウンタにて放射能を測定した後，オ

クタノール抽出率を測定した．あらかじめSPECT

装置とWell型シンチレーションカウンタの間で

cross・calibrationを行い，　SPECTによる測定値を

We11型シンチレーションカウンタ値に変換した．

短時間SPECTと30分収集のSPECTは撮像条
件が異なるためcross・calibrationは別々に行った．

1－1231MP　Actlvity旧the　Braln

゜ご゜…3°T、me4㌫）5°6；
　Cb（5）　　　　　Cb（20）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Cb（60）

Fig．1　Time　schedule　of　this　study．　To　estimate　re－

　　　constructed　counts　from　4．5　min　to　5．5　min，

　　　reconstructed　counts　from　25　min　to　55　min

　　　were　corrected　using　a　time－activity　curve　in

　　　the　brain．　Entire　cerebral　counts　collections

　　　were　performed　from　4．5　min　to　5．5　min

　　　（Cb（5）），　from　19．5　min　to　20．5　min（Cb（20）），

　　　and　59．5　min　to　60．5　min（Cb（60））．
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Fig．2　Regional　CBF　images　of　each　pro㏄dure．　A　19　year－old　male　with　epilepsy．

　　　Xe：rCBF　image　obtained　by　133Xe　inhalation　SPECT，　CbST：rCBF　image

　　　obtained　by　i231－IMP　SPECT　performed　from　25　min　to　55　min　with　microsphere

　　　model，　Cb5，　Cb20　and　Cb60：rCBF　images　calculated　using　i231－IMP　short　time

　　　SPECT　performed　at　5　min，　at　20　min，　and　at　60　min　after　the　injection，　re－

　　　spectively．

　rCBFの算出は，

以下の式を用いた．

microsphere　modelに従い，

　　　Cb（t）
F＝一
　　∫1・・（t）dt

（1）

　ここで，FはrCBF（m1／9／min）を，　Cb（t）は時

間tにおける頭部放射能を，Ca（t）は時間tにお

ける動脈血中のトレーサ濃度を表す．5分間の持

続動脈血を入力関数とした場合，式（1）は次のよ

うに書き換えられる．

F＝R・Cb／（A・N） （2）

ここで，Rは持続採血速度（＝1　mt／min），　Cb

は5分後のSPECTの再構成カウントによる頭部

放射能（Bq／m／），　Aは採取血の全放射能（Bq），　N

はオクタノール抽出で得られた，Aにおける真の

トレーサの割合である．

　得られたSPECT像から，1231－IMP静注5分後

のSPECTの再構成カウントを得るために以下の

式を用いて補正を行った．

　　　　　　Cb（ST）×Cb（5）
RCb（ST）＝
　　　　　（Cb（20）十Cb（60））／2

（3）

　ここで，RCb（ST）は補正された再構成画像の

放射能s・Cb（ST）は得られた再構成画像の放射能，

Cb（5），　Cb（20），　Cb（60）はそれぞれ静注5分後，20
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Regional　CBF（ml／100　g／min）calculated　by

1231－IMP　with　a　microsphere　method　using

short　time　SPECT　performed　at　20　min（open

square），　and　60　min（cross）in　comparison　with

rCBF　calculated　using　short　time　SPECT
obtained　at　5　min．

分後，60分後の頭部全体の放射能を表す．

　加えて，4例（脳梗塞3例，てんかん1例）を

対象に，5分後，20分後，60分後の短時間SPECT

を作成し，式（1）からrCBFを算出した．静注6

分，7分，8分，9分，10分，20分，40分後に

動脈採血を行い半減期補正し，それぞれのオクタ

ノール抽出率を乗じた値から20分後，60分後ま

でのCa（t）の積分値を推定した．

　5．rCBF解析

　得られたrCBFは，133Xe　SPECT，1231－IMP

SPECT測定時に行った動脈血炭酸ガス分圧
（PaCO2）の値により，　PaCO21mmHgの変動に

つき1．03ml／100　g／minの補正を行った10｝．

　1231－1MP静注25分後から55分後にかけて撮

像したSPECT画像から求めたrCBFをrCBF
（CbST），静注5分後，20分後，60分後の短時間

SPECT画像から求めたrCBFをそれぞれrCBF
（Cb5），　rCBF（Cb20），　rCBF（Cb60）と，133Xe吸入

SPECTから求められたrCBFをrCBFx。と記す．

　同一平面のrCBF（CbsT）画像，　rCBFx，画像上

で関心領域（ROI）を設定した．　rCBF（CbST）は，

12mm×12mmのROIを，左右それぞれの小脳
半球（1個），前頭葉皮質（3個），側頭葉皮質（2個），

後頭葉皮質（2個），頭頂葉皮質（2個），基底核（1

個），半卵円中心（1個）に設定した．rCBFx。は，

24mm×24　mmのROIを，左右の小脳半球（1

個），前頭葉皮質（2個），側頭葉皮質（1個），後頭

葉皮質（1～2個），頭頂葉皮質（1個），基底核（1

個），半卵円中心（1個）に設定した．それぞれの
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領域で算出されたrCBF（2個以上はその平均値）

を1症例当たり14か所で比較した．

　rCBF（Cb5），　rCBF（Cb20），　rCBF（Cb60）で，

12mm×12mmのROIを左右の前頭葉皮質（3
個），側頭葉皮質（2個），後頭葉皮質（2個），頭頂

葉皮質（2個）に設定し，それぞれの領域のrCBF

の平均値（1症例当たり8か所）を比較した．

　また，rCBF（CbsT），　rCBF（Cb5）で形態的に異

常の見られない大脳皮質上に12mm×12mmの

ROIを1症例当たり任意に30か所設定し，　rCBF

を比較した．

m．結　　果

　Fig．2に得られたCBF画像を呈示する．

　rCBF（Cb・T）は24．9－77．4　ml／100　g／min（平均士

SD：52．8土11．4　ml／100　9／min）に，　rCBFx。は15．8－

89．8m1／100　g／min（平均土SD：50．1士16．O　m1／100

g／min）に分布した．

　Fig．3にrCBF（CbsT）とrCBFx。の関係を示す．

相関係数はr－0．71と比較的良好であったが，

rCBF（Cb・T）は高血流域で過小評価，低血流域で

過大評価される傾向を示した．

　Fig．4にrCBF（Cb5）と，　rCBF（Cb20），　rCBF

（Cb60）の関係を示す．算出されたrCBFは20分

で15－30％，60分で30－60％，過小に評価された．

　Fig．5にrCBF（Cb5）と，　rCBF（CbsT）の関係

を示す．rCBF（CbsT）は，　rCBF（Cb5）と比べて高

血流域では過小に，低血流域では過大に評価され

た．

IV．考　　察

　Kuhlら3）により，1231－IMP　SPECTとmicro－

sphere　modelを用いてrCBFを算出する方法が

報告されて以来，その信頼性が検討されてきた．

静注後十分早期のSPECTを用いて求めたrCBF

は，PETによるrCBFや133Xe吸入法から求め
たrCBFと良好な相関を示すとされている4・11・12）．

　1231－IMPのヒトの脳における取り込みの機構は

完全には明らかにはされていない．その挙動は，

血管内から脳組織へのトレーサ移行の速度定数を

323

K1，その逆の速度定数をk2とする2コンパート

メントモデルに従うと考えられている10・13～15）．

microsphere　modelが成立するには，初回循環抽

出率が100％であること，k2が無視できること

の仮定が必要であり，この時K1は脳血流量を表

す3）．1231－IMPは，静注後十分早期（5分程度）で

は脳組織から血管内への洗い出しが比較的小さく，

microsphere　mode1として取り扱うことが可能で

ある16・17）．しかし，洗い出しの影響により時間の

経過と共に分布が変化し18，19），算出されたrCBF

は過小に評価されることが報告されている6・16・17）．

今回の検討でも1231－IMP静注5分後のSPECT

から求めたrCBFと比較して，20分後，60分後

のSPECTから求めたrCBFは，時間の経過と共

に過小に評価される割合が大きくなり（Fig．4），洗

い出しの影響が確認された．

　しかし，今回の検討では，頭部放射能が平衡に

達した時期に得られたSPECTを用いて求めた

rCBFを，133Xe吸入SPECTから得られたrCBF
と比較したところ，これまでの報告10・11）にある

過小評価を示さず，低血流域では過大評価となる

傾向を示した．

　また，形態的に異常のない大脳皮質にROIを

設定した今回の検討では，平衡時のSPECTから

求めたrCBFは，早期のSPECTから求めた
rCBFと比較し，高血流域で過小に，低血流域で

は過大に評価された（Fig．5）．同一の入力関数を使

用し，同じmodelを用いて生じたこの違いは，

高血流域と低血流域で1231－IMPの挙動が異なる

にも関わらず，静注後早期の再構成カウントの推

定に頭部全体の時間放射能の比を用いたことによ

ると考えられる．

　1231－IMP静注後，できるだけ早期にSPECT撮

像を行うことが理想的ではあるが，通常の単一検

出器回転型SPECTではその低い感度特性のため，

静注後早期でのSPECTデータの収集は困難であ

る．また，多検出器型のSPECT装置を用いても

静注後早期には，良好な再構成画像が得られない．

したがって，SPECTデータの収集は，1231－IMP

が脳内で平衡に達する時期から十分な時間をかけ
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て行われることが多い．この場合，microsphere

modelを用いてrCBFを算出するためには，静注

後早期の再構成カウントを推定する必要がある．

静注後1時間程度は脳内の123HMP分布が変化

しないという仮定のもと3）に，その推定には，頭

部全体の時間放射能曲線が用いられる5）．

　正常の脳組織の場合，その分配定数（Vd）は

K1／k2で表され，ほぼ一定とされている13・15・20・21）．

高血流域と低血流域に分けて考えると，高血流域

ではその頭部放射能はすばやく立ち上がり，より

早期に洗い出しが始まる．一方，低血流域では頭

部放射能は緩やかに立ち上がり，平衡状態に達す

るのも遅い傾向となる．シミュレーション解析で

もその妥当性は報告されている20・21）．頭部全体の

放射能曲線で静注後早期の再構成カウントを推定

した場合，推定される値は，すばやい立ち上がり

の高血流域では過小，緩やかな立ち上がりの低血

流域では過大となる．SPECT上にROIを設定し

rCBFを算出すると，高血流域では過小，低血流

域では過大な値を示すこととなる．

　さらに，病的な部位ではVdはさまざまな値を

示すとされており15・20・21），1231－IMPの脳内分布は

局所ごとに複雑な変化を生じる．こうした領域に

おけるrCBFの検討は今後の課題としたい．

　1231－IMPとmicrosphere　modelを用いたrCBF

測定は，広く行われている脳血流の定量法である．

脳血管性疾患ばかりではなく，変性疾患等，さま

ざまな中枢神経疾患にも用いられている．今後さ

らに1231－IMPの挙動を考慮した検討を重ねてい

く必要があると考えられた．

V．結　　語

　1）13例の中枢神経患者に対し，1231－IMPと

microsphere　modelを用いてrCBFを求めた．

SPECTは，頭部放射能が平衡に達した静注25分

後から30分間かけて行い，早期の再構成カウン

トは，5分後，20分後，60分後の頭部全体の放

射能の比から推定した．入力関数として静注後5

分間の持続採血動脈血を用いた．加えて4例で静

注5分，20分，60分後の短時間SPECTから直

接irCBFを算出した．

　2）1231－IMPSPECTから求めたrCBFを133Xe

SPECTによって求めたrCBFと比較したところ，

比較的よい相関を示したものの，高血流域で過小

に，低血流域で過大に評価された．

　3）静注5分後の短時間SPECTからmicro－

sPhere　mode1を用いて直接求めたrCBFを，20

分後，60分後の短時間SPECTから求めたrCBF

と比較したところ，撮像の時期が遅れるほど

rCBFは過小に評価され，洗い出しの存在が確認

された．

　4）頭部放射能が平衡に達した時期のSPECT

から求めたrCBFを，5分後のSPECTから求め

たrCBFと比較したところ，高血流域で過小に低

血流域で過大に評価された．これは，局所的に

1231－IMPの挙動が異なるにもかかわらず，平衡時

のSPECTを頭部全体の放射能で補正することで

生じた誤差と考えられた．
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Summary

A　Problem　of　Quantitative　Measurement　of　Regional　Cerebral　Blood　Flow　using

　　　　　Microsphere　Model　and　N－isopropy1－p－［1231】iodoamphetamine（IMP）：

　　Comparison　with　i33Xe　SPECT　and　Sequentia1　Dynamic　’231－IMP　SPECT

Naoya　TAKAHAsHI＊，　Masaki　OHKuBo＊＊，　Ikuo　ODANo＊，　Hiroo　OHTAKI＊＊＊，

Eikichi　NoGucHI＊＊＊，　Yoshihiro　YAMAzAKI＊＊＊，　Masayoshi　HATANo＊＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　Kunio　SAKAI＊

　　　　　　　　　　＊Depa〃〃lent　of」Radiology，～Viigataひ〃’versitγSchoolρ／’　Medicine

＊＊Depa〃〃len’6ゾ’Radio～bgical　Techno～ρ習γ，　Co〃ege　6ゾBio〃iedical　7セc加o／08γ，」Viiga’aσ〃ivel’ぷ〃y

　　　　　　　　　　　　　＊＊＊1）epa〃〃le〃t　of」Radiology，ノViigata”〃’vers”γHOSjワital

　　Regional　cerebral　blood　flow　（rCBF）　was

measured　in　13　patients　with　various　cerebral

disease　by　N－isopropyl－p－［1231］iodoamphetamine

（IMP）SPECT　with　the　microsphere　model
（rCBF（CbsT）），　which　was　compared　with　133Xe

inhalation　SPECT（rCBFxe）．　Continuous　with－

drawal　of　arterial　blood　was　perfOrmed　for　5

minutes　and　SPECT　image　was　obtained　from　25

min　to　55　min　after　the　tracer　injection．

　　The　reconstructed　counts　at　5　min　was　corrected

using　entire　cerebral　counts　collected　at　5　min，

20min，　and　60　min　after　the　tracer　injection．　As

compared　with　rCBFx。，　rCBF（CbsT）was　under－

estimated　in　high　flow　areas　and　overestimated　in

low　flow　areas．　Regional　CBF　was　also　measured

using　one　minute　short　time　SPECT　images　at

5min（rCBF（Cb5）），20　min（rCBF（Cb20）），　and

60min（rCBF（Cb60））after　the　injection．　Regional

CBF　tended　to　be　underestimated　with　time　from

the　tracer　injection　due　to　the　wash－out　from　brain

tissue　to　blood．　In　comparison　with　rCBF（Cb5），

rCBF（CbsT）was　underestimated　in　high　flow　areas

and　overestimated　in　low　flow　areas．　This　error　was

considered　to　be　due　to　the　correction　of　recon－

struct　counts　using　entire　cerebral　counts，　because

of　the　kinetic　behavior　of　l231－IMP　was　different

in　each　region　of　the　brain．

　　Key　words：1231－IMP，　Single　photon　emission

computed　tomography，　rCBF　measurement，
Microsphere　model，　Distribution　volume．
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