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《短　報》

99mTc－HMPAOを用いた脳血流の簡便な定量的評価法による

　　　　　　　　　DIAMOX負荷前後での脳血流評価
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　要旨　Patlak　Plot法と99mTc・HMPAOを用いた非侵襲的で簡便な脳血流の定量評価法により，　Aceta－

zolamide（DIAMOX⑪）負荷による脳血流増加をとらえ得るか検討した．99mTc－HMPAO　SPECTを施行す

るに際しRIアンジオグラフィを撮像し，　Patlak　Plot法により脳への流入速度定数（k。）および非特異的に

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（V・）を求め，それぞれを関心領域の大き

さで補正した指標（Brain　Perfusion　lndex，　BPIおよびCorrected　V。，　Corr．　V。）を算出した．　baseline　study

の結果post－DIAMOX　studyが必要とされた9名を対象とし，　baseline　studyの約1週間後にpost－

DIAMOX　studyを施行した．その結果DIAMOX負荷時のBPIはbaseline　studyに対し平均で25．8％の

増加が見られ，DIAMOX負荷時のCorr．　V。はbaseline　studyに対し平均で23．5％の増加が見られた．

各症例のBPIの増加率とCorr．　V。の増加率の間には正の相関（r＝0．795）が見られた．以上より本法により

非侵襲的かつ簡便に，DIAMOX負荷による脳血流の増加が確認できると考えられた．またBPIとCorr．

V。の増加率の間に正の相関が見られたことから，DIAMOXが末梢の脳血管を拡張させ脳血流が増加して

いる可能性が示唆された．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（核医学31：367－371，1994）

1．はじめに

　Single　photon　emission　computed　tomography

（SPECT）装置の普及に伴い，脳血流SPECTも

多くの施設で盛んに施行されるようになってい

る．特に99mTc－d，1－hexamethyl　propylene　amine

oxime（HMPAO）の登場以来，その負荷試験に優

れた性質1）のゆえに，各種の負荷の下に99mTc－

HMPAO　SPECTが施行されることが増えてい
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る2・3）．しかるにその評価は視覚的評価が一般的

であり，あるいは左右差や小脳などを基準とした

半定量的評価に留まることが多い．これは99mTc－

HMPAOを用いた脳血流の絶対値の算出が困難

なためであるが，最近Matsudaら4）および辻ら5）

は99mTc－H　MPAOを用いて脳血流の非侵襲的で

簡便な定量評価法を報告している．さらに，宮崎

ら6）は日にちを変えての繰り返し検査において本

法の高い再現性を報告している．今回われわれは，

このPatlak　Plot法を用いた定量化法によって

AcetazolamideΦIAMOX⑱）負荷による脳血流増

加をとらえ得るか検討した．

皿．対象と方法

1．原　　理

Matsudaら4）および辻ら5）の方法に則った．す
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なわち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，Gjedde7）や

Patlakら8・9）の報告している血液と脳の間のトレ

ー サ交換論理モデルを用い，下記の式を得ること

ができる．

B（t）－ku・
∫二A（・）d・＋V・A（・）

（1）

ここでB（t）およびA（t）はおのおの時間tにおけ

る脳と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．式（1）の両辺をA（t）で割ると

B（t）．－ku．∫：Aω㌦

　　　　　　　A（t）A（t）

定し，時間放射能曲線（TAC）を求めた．大動脈

のTACに対する大脳のTACの遅れを，ピーク

あるいは立ち上がりを合わせることで補正し，

1．原理の項にあるごとくk。とV。を求めた．こ

れらの値はROIの大きさに左右されるため，

ROIの大きさで補正した指標（brain　perfusion

index，　BPIおよびcorrected　V。，　Corr．　V。）を以下

のごとく算出した．

　　　　　大動脈のROIの大きさ・10
BPI＝ku・
　　　　　　大脳のROIの大きさ

×100

　　　　　　　大動脈のROIの大きさ
Corr．　Vli＝Vn　●

　　　　　　　　大脳のROIの大きさ

（3）

（2）

滞られる・B（t）／A（t）を鰍・・∫二A（・）d・／A（t）

を横軸に取って時間放射能曲線のデータをプロッ

トすると，直線部が得られ，その傾きがk。，y切

片がV。を表す．

　2．データ収集

　a．　baseline　study

　99mTc－HMPAO　SPECTを施行するに際し，

99mTc－HMPAOの静注時に頭部から胸部のRIア

ンジオグラフィを撮像した．投与量は740MBq

（20・mCi）とし，右肘静脈からボーラス静注した．

撮像には角型大視野ガンマカメラ（島津SNC－

510R）を用い，1秒間隔で90～120フレーム，マ

トリックスサイズは128×128で撮像した．

　b．post－DIAMOX　study

　DIAMOX負荷99mTc・HMPAO　SPECTを施行

するに際し，99mTc－HMPAOの静注時にRIア

ンジオグラフィを撮像した．あらかじめlgの

DIAMOXを静注し，その約20分後に99mTc－

HMPAOを静注した．99mTc－HMPAOの投与量，

投与方法，撮像条件等はbaseline　studyと同様に

した．post－DIAMOX　studyはすべてbaseline

studyの約1週間後に施行した．

　3．データ解析

　大動脈弓部と大脳半球に関心領域（ROI）を設

×loo （4）

ここでBPIの単位はsec－1となり，　Corr．　Vnは無

単位になる．以上原理およびデータ解析の詳細は

Matsudaら5）および辻ら5）の論文に詳しい．

　4．対　　象

　安静時の脳血流SPECT（baselnie　study）の結果

からDIAMOX負荷時の脳血流SPECT（post－

DIAMOX　study）が必要とされ，日を改めて

post－DIAMOX　studyが施行された東邦大学第二

脳神経外科の患者9名を対象とした．臨床経過や

他の画像診断から発症1か月以内の脳血管障害と

考えられる症例はこの中に含まれていない．ま

たbaseline　studyとpost－DIAMOX　studyの間に

症状に変化のあった症例も含まれていない．

baseline　studyが施行された理由となった疾患は

脳出血4人，脳梗塞3人，クモ膜下出血1人，下

垂体腫瘍1人である．男性4人，女性5人，平均

年齢は61．2歳（41～77歳）である．

III．結　　果

　Table　1に示すごとく，いずれの症例において

もDIAMOX負荷時のBPIおよびCorr．　V。は

baseline　studyにおけるよりも大きく，おのおの

平均で25．8％および23．5％の統計学的に有意の

増加が見られた（Paired　sign　test，　P＜0．005）．増加

率の標準偏差はおのおの14．8および16．6と算出
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Table　l　Brain　perfusion　indices（BPI）and　corrected　Vn（Corr．　Vn）of　the　whole　brain　measured　before　and

20min　after　injection　of　l　g　acetazolamide．　After　injection，　BPI　and　Corr．　Vn　increased　in　all　eight　subjects

with　cerebrovascular　diseases　and　one　with　a　pituitary　adenoma，　by　a　mean　of×1．26　and　1．24，　respectively

Case Diseases
BPI Corr．　Vn

baseline　Diamox　％change　baseline　Diamox　％change

1．MU
2．SO

3．MI
4．FS

5．KA
6．HK
7．KK
8．EM
9．YM

Subarachnoid　hemorrhage

Pituitary　adenoma

Infarct（Bilateral）

7．8

15．4

7．1

Subcortical　hematoma（Left　occipita1）5．8

Infarct（Bilatera1）

Right　thalamic　hemorrhage

Hemorrhage　in　cerebellar　vermis

Infarct（Bilateral）

Left　putaminal　hemorrhage

4
8
　
4
8

7
4
4
7
4

9．8

17．1

8．6

6．9

8．7

7．3

4．8

8．6

7．2

25．6

11

21．1

19

17．6

52．1

20
16．2

50

7．1

9．5

7

6．8

7．4

4．7

5．6

12．7

5．2

7．4

11．2

9

7．8

8．6

7．4

6．1

15．7

7．3

4．2

17．9

28．6

14．7

16．2

57．4

8．9

23．6

40．4
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　SD
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された．Fig．1に示すごとく，各症例のBPIの

増加率とCorr．　V．の増加率の間には正の相関

（r－0．795）が見られた．

IV．考　　察

　今回の検討を施行した施設では，今回のシリー

ズに限らず，脳血流SPECTの撮像にはすべて島

津SNC－510Rを用いている．またすべての症例

で，まず被検者をSPECT装置上に位置決めし，

静脈確保と安静閉眼の後に薬剤を投与している．

すなわちPatlak　Plot法を用いた定量化のために

は，99mTc－HMPAOの静注時に動態像のデータ

収集を追加するのみであり，被検者には新たな負

担は全くなかった．

　同施設では，あらかじめDIAMOX負荷の有

用性が予想される症例に対しては，subtraction法

を用いて負荷前後のSPECT像を一期的に得るこ

とにしている3）．これは患者の負担の軽減・検査

効率の改善・検査費用の軽減などのためである．

そのため今回の検討の対象には片側内頸動脈閉塞

や片側中大脳動脈閉塞といった症例や脳血管障害

の急性期や亜急性期の症例は含まれていない．そ

のため左右の大脳半球を容易に健側と患側と分類

することができない症例が多く，今回は全脳に

ROIをとり全脳のBPIとCOrr．　V。を評価した．

　DIAMOXによる脳血流増加は約70％と報告

されている10“12）．今回の検討におけるDIAMOX

負荷時のBPIの増加率は，これを大きく下回っ

ている．この原因として一つには，対象が主に脳

血管障害を有する症例であったことが考えられる．

また一つには今回の定量方法がそもそも血流増加

を過小評価する可能性がある．この点に関しては

正常例での追試が必要であろう．さらに99mTc－

HMPAOは高血流域での脳から血液への逆拡散

が知られている13）．しかしMatsudaら4）および

辻ら5）は静注後早期ではこの逆流はほとんど無視

できると考えている．

　DIAMOXが脳血流を増加させる機序に関して

は未だ定説はないが，脳組織のpHを低下させる

ことにより末梢の動脈を拡張させると考えられて
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いる14）．今回の検討においては，BPIが脳血流量

を，Corr．　V。が末梢の動脈の血管床の大きさを反

映すると考えられる．各症例のBPIの増加率と

Corr．　V。の増加率の間の正の相関が見られたこと

は，末梢の動脈の拡張による脳血流増加という機

序をとらえている可能性がある．しかし，症例数

が9例と少ないため，今後症例を重ねてさらに検

討する必要がある．

　DIAMOX負荷前後のSPECT像に変化の見ら
れない例は臨床の場でよく経験される．われわれ

の以前の集計ではそのような例が15％を占めた3）．

しかるに外科的な血行再建術の適応が問題となる

症例において，DIAMOX負荷SPECTは手術適
応を左右する重要な検査である15）．この場合たと

え厳密な定量化でなくとも，DIAMOX負荷によ

り脳血流が増加したことが確認できれば，臨床的

に非常に意義があるであろう．今回の検討におい

てすべての症例でDIAMOX負荷によりBPIが
増加したことは，この非常に簡便な方法がこの目

的に叶う可能性を強く示唆すると考える．

V．結　　論

　99mTc・HMPAOとPatlak　Plot法を用いた簡便

な脳血流定量化法によって，DIAMOX負荷前後

の脳血流の指標（brain　perfusion　index，　BPI）およ

び脳内のトレーサの分布容積の指標（Corr．　V。）を

算出した．いずれの症例においてもDIAMOX負

荷時のBPIおよびCorr．　V．はbaseline　studyに

おけるよりも有意に大きく，それぞれ平均で

25．8％および23．5％の増加が見られた．各症例

のBPIの増加率とCorr．　V。の増加率の間には正

の相関（r＝0．795）が見られた．この非常に簡便な

方法がDIAMOX負荷による脳血流の増加の確認

を可能にする可能性が示唆された．
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　　Asimple　noninvasive　method　for　a　quantitative

measurement　of　brain　perfusion　is　presented　using

intravenous　radionuclide　angiography　with　99mTc－

hexamethylpropylene　amine　oxime（HMPAO）．
Graphical　analysis　was　employed　for　the　evaluation

of　the　unidirectional　influx　constant　（ku）　of　the

tracer　from　the　blood　to　the　brain　and　the　initial

distribution　volume（VI1）for　the　tracer，　which　is

the　volume　of　the　exchangeable　region　plus　the

plasma　space．　The　k，、　and　Vr、　values　were　standard－

ized　to　provide　o旬ective　and　comparable　values，

brain　perfusion　indices（BPI）and　corrected　Vn

（Corr．　Vn），　between　su切ects　by　setting　the　size

ratio　of　ROIbrain　to　ROIa、，rla　at　lO　and　l，

respectively．　BPI　and　Corr．　Vi、　of　the　whole　brain

were　measured　before　and　20　min　after　injection

of　l　g　acetazolamide．　After　acetazolamide　adminis－

tration，　BPI　and　Corr．　Vr、　increased　in　all　eight

subjects　with　cerebrovascular　diseases　and　one

with　a　pituitary　adenoma，　by　a　mean　of×1．26　and

L24，　respectively．　Increase　of　BPI　showed　a　signifi－

cant　correlation　with　increase　of　Corr．　Vii．　This

technique　is　easy　to　apPly　as　an　adjunct　to　SPECT

and　may　be　helpful　in　the　measurement　of　brain

perfusion　changes　in　the　acetazolamide　test．

　　Key　words：　99mTc－HMPAO，　Radionuclide
angiography，　Graphical　analysis，　Brain　perfusion，

Acetazolamide．
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