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　要旨　N－isopropyl－P－［’2311iodoamphetamineを静注したあと，動脈血を一時点で採血して持続動脈採血の

代用とする，侵襲性の少ない簡便な新しい定量的脳血流量測定法（one－point　samPling法）を考案した．マ

イクロスフェアーモデルによる従来の脳血流測定法では，脳への入力関数の積分値，すなわち持続採血した

動脈血中のi231－IMPの総放射能にオクタノール抽出率を乗じた値が必要である．本法ではこの値を回帰直

線を用いて一時点で採血した動脈血から推定する．まず，回帰直線の設定と一点採血時刻の最適化を行った．

1231－IMP静注後5分間の持続動脈採血とオクタノール抽出により得られた入力関数の積分値と，時刻tで

…
点採血Lした動脈血中の1231．IMPの放射能Ca（t）との相関を検討し，回帰直線を求めた．この回帰直線を

用いてCa（t）から積分値を算出したときの誤差率を検討したところ，｜231－IMP静注6分後に採血した場合

に誤差率は最小（8．1％）となった．その際には，一点採血した試料のオクタノール抽出率を川いる必要はな

か’・た．次に，一点採1血Lの時刻が前後した場合の影響を検討した結果，6分から土1分以内の変動であれば

約3％の誤差率で補正が可能であった．測定値は133Xe吸入法SPECTともよく相関（r－0．773）した．本

法は，侵襲性が少なく簡便でオクタノール処理も不要で精度よく局所脳血流が測定でき，しかも心肺系疾患

や喫煙の影響をうけにくい脳血流測定法である．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（核医学31：1219－1226，1994）

1．は！じめに

　N－isopropyl・・p－［i231】iodoamphetamine　（IMP）1）

は，脳血流SPECT用の放射性医薬品として広く

用いられている．この医薬品には局所脳血流量の

絶対値（rCBF）を測定できるという利点がある．

1231－IMPとSPECTを用いた定量的脳血流測定法

には，マイクロスフェアー法2），パトラックプロ

ット法3），Table　look－up法4），　Functional　uptake
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法5）などがある．これらの測定法のうち，信頼性

が高く，広く採用されているのはマイクロスフェ

ァー法であろう6”9）．この方法の正確さは，133Xe

吸入法や150とPETによる脳血流測定法とよく

相関することで証明されている10－’13｝．

　しかし，マイクロスフェアー理論に基づく従来

の脳血流測定法（持続採血法2））では，脳への入力

関数の積分値を得るために持続動脈採血およびオ

クタノール抽出率が必要である．故に，この方法

は侵襲的であるばかりでなく，動脈穿刺のための

準備や穿刺後の止血，採血した動脈血のオクタノ

ー ル処理など，実際には非常に時間と手間がかか

る．

　そこでわれわれは，この持続採血法を非侵襲的

かつ簡便化する目的で，一時点での動脈採血を持
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続動脈採血の代用とする新しい方法（one－point

sampling法）を考案した14）．持続採血法では脳へ

の入力関数の積分値すなわち持続採血した動脈血

中の1231－IMPの総放射能にオクタノール抽出率

を乗じた値が必要であるが，本法ではこの値を回

帰直線を用いて…時点（最適時刻）で採血した動

脈血から推定する．この研究では本法の理論の詳

細を述べるとともに，最適な採血時刻からはずれ

て（前後して）採血した場合の補正法とその誤差

率を検討した．なお，本法の定量的脳血流測定法

としての精度は，133Xe吸入法SPECTを用いて

検証した．

IL　対象と方法

　1・持続動脈採血法とone－point　sampling法

　1231－IMPは動脈血液フ゜一ルから脳組織に自由

に拡散し，初回循環で高率に脳組織に取り込まれ，

静注早期には脳からの洗い出し（逆拡散）は無視

できるほど小さいと仮定する．このときrCBFは

マイクロスフェアーモデル理論を用いて下記の式

より求められる．

　　　　　Cb（t）
F＝R　　　N・∫，i・・（・）d・

（1）

たCa（t）との相関を検討し，最適な一一点採血の時

刻を求めた．また一点採血した試料のオク9ノー

ル抽出率の必要性もあわせて検討した．次に採血

の時刻が最適な時刻から前後した場合の補lll法と

その時の誤差率について検討した．

　2．対象と動脈採血および脳血流定量法

　測定には心臓循環器系および呼吸器系に異常の

ない非喫煙者14例（男性：6，女性：8，年齢：16

から75歳）を対象とした．一側の尺側皮静脈から

222MBq／6　m1の1231－IMPを60秒かけて定速静

　　’／

Nmeasured
by　octanol

extraction

　　　　　10time　（min）
ト・・一一……1

ここに，FはrCBF（ml／9／min），　Ca（t）は時刻tに

おける動脈血中のi231－IMPの濃度，　Cb（t）は

SPECTにより求められた時刻tにおける局所脳

組織の1231－IMPの濃度，　Rは持続採血速度（実

際にはlmt／min），　Nはオクタノール抽出率であ

る．式（1）の分母は人力関数の積分値であり，持

続動脈採血とオクタノール抽出により得られる

（Fig．1－left）．1231－IMP静注後t分の一時点で採

血された動脈血中の放射能をCa（t）とおく．この

Ca（t）と，実測（持続動脈採血およびオクタノー

ル抽出）によって得られる入力関数の積分値との

間の相関を調べ回帰直線を設定する．この回帰直

線を用いれば，Ca（りから積分値を算出すること

ができる（one－point　sampling法）（Fig．1－right）．

この研究では持続動脈採血時間を5分とした場合

における積分値と，5～10分の間に…点採血され

．i　1．．．
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　　　Method
Fig．1

ミ
㌣
≧

Inference

一↑
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　One－point
Sampling　Method

Schematic　protocol　of　the　conventional　micro－

sphere　method　with　continuous　withdrawal

（Left）and　the　one－point　sampling　method

（Right）for　measurements　of　rCBF　with【1231】－

IMP．　In　the　one－point　sampling　method，　the

integral　Ca（t）＊N　from　O　to　5　min　is　inferred

by　one　point　Ca（りusing　the　regression　line

without　octanol　extraction．
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注した．対側の暁骨動脈に清潔下に挿人したエラ

スタ針（22G）カテーテルから，ハーバードポン

プ（採血速度：1m〃分）を用いて，静注直後から

5分まで，動脈血を持続採血した．持続採血の

終了と同時に，5，6，7，8，9，10分の各時点で，動

脈血を一一点採血した．採血した試料はウェルカウ

ンターで計測した．またオクタノールを用いて脂

溶性成分を抽出し，持続採血した動脈血のオクタ

ノール抽出率（N）と，各時点で一点採血した動

脈血のオクタノール抽出率（N’）をそれぞれ求め

た，

　12：31－IMPSPECTは，123HMP静注後，スキャ

ン開始時刻4分30秒（1分間計測），19分30秒

（1分間計測），25分（30分計測）および59分30秒

（1分計測）の各時点で撮像し，30分計測した

SPECTを全脳カウント比でkii　IIIして5分時にお

けるカウントとする方法を用いた．これらの脳血

流測定法の詳細は先に報告した9・15・16）．装置は高

分解能コリメータを装着した頭部専用リング型

SPECT装置SET－050（島津）を用いた．このシス

テムの1231に関しての空間分解能は視野の中心に

おいてFWHM－13．O　mmである．データはOM

lineに平行に，マトリックスサイズ128＼128で

収集した．また，同一スライス，同一拡大率のX

線CTを撮像して解剖学的部位を1司定した．基底

核レベルのSPECT体軸横断像において15　・｛15

mmの矩形ROIを一側大脳半球の前頭葉に3箇

所，側頭葉に2箇所，後頭葉に1箇所，基底核に

1箇所設定した．また基底核より約3－4cm上の

レベルで，頭頂葉に2箇所のROIを設定した．

これらのROIを用いて左右各領域の脳血流量を

算出した．

　133Xe吸人法SPECTによる脳血流測定は，6

例を対象に1231－IMPSPECTの開始60分前に高

感度コリメータを装着した本装置を用いて施行し

た．専用の閉鎖回路を用いて133XelllOMBq／L

を1分間吸人させた．解析には洗い出し呼気カー

ブを解析するSequential－Picture法（Kanno－

Lassen法）17）を用いた．133Xeに関する本システ

ムの分解能はFWHM＝24．O　mmである．25　x　25

mmの矩形RO1を上記と同様に設定し，各領域

の脳血流を算出した．

　動脈血中の炭酸ガス分圧は，13：3Xe　SPECTに

関しては吸入1分後に測定し，1231－IMP　SPECT

に関しては静注直前と静注10分後の2回の採血を

して測定し，その平均値を求めた．133Xeと1231－

IMPの両SPECT検査時における動脈血炭酸ガス

分圧は異なるため，補IE値1．02　mt／100　g／min／

mmHg　PaCO2t2）を用いて1231－IMPによるrCBF

を補正した．

m．結　　果

　IL’31．IMP静注後t分の…時点で採血された動脈

血中の放射能Ca（t）から，入力関数の積分値（t－

0～5）を推定した場合の誤差率（持続動脈採血お

よびオクタノール抽出によって得られる実測値に

対する誤差率）をFig．2に示す．縦軸は，各一点

採血時刻においてCa（t）から推測した場合と，

Ca（t）のオクタノール抽出率（N’）を乗じた値

（Ca（t）xN’）から推測した場合における推定値の

誤差率の平均である．いずれの採血時刻において

もCa（t）×N’よりもCa（t）から推定した場合の方

が誤差率は小さく，オクタノール抽出の必要性は

認められなかった．また，Ca（t　6分）から推定
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　Time　of　One　Point　Sampling（min）

Comparison　of　mean％error（n＝14）of　the
calculated　values　to　the　actual　values　ofintegral

Ca（り＊N　at　each　t　ime　point．The　mean％errors

of　the　values　calculated　by　one　point　Ca（りare

smaller　than　those　calculated　by　one　point

Ca（t）＊N’．　The　minimum　mean％error　is

obtained　at　6　min，
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Fig．4　An　error　resulting　from　the　deviation　of　sam－

　　　plingtime，　Ordinate　represents　ratios　ofintegral

　　　Ca（t）＊N　calculated　by　one　point　Ca（t）to　that

　　　calculated　by　one　point　Ca（t＝6　min）．　Abscissa

　　　shows　time　of　one　point　Ca（t）sampling．

した場合に誤差率は最小（8．1％）となった．Ca（t－

6分）と入力関数の積分値（実測値）との相関（r－

o．943）および回帰直線をFig．3に示す．この回帰

直線を用いれば，誤差率8．1％でCa（t－6分）か

ら積分値を推定することが可能である．

　次に，一点採血時刻が6分から変動した場合の

影響を検討した結果をFig．4に示す．図の横軸

は採血時刻tであリ，縦軸はその時刻tで採血さ

れたCa（t）からFig．3の回帰直線を用いて推定さ

れた入力関数の積分値と，IEしい時刻6分に採血

されたデータCa（t－6分）から推定した積分値と

の比である．採血時刻が6分よりも早くなると積

分値は過大に，遅くなると過小に評価されること

がわかる．これらのデータを多項式近似した曲線

と各データとの差を見ると，採血時刻5分で平均

3．3％，7分で3．1％，8分で3．8％，9分で5．8％の

誤差率であった．したがって，採血時刻の変動が

6分から土1分以内であればこの曲線を用いて平

均約3％の誤差率で補正することが可能である．

　Fi9．5は，6例におけるrCBFをone－point

sampling法と133Xe吸入法で求め，その相関を

検討した結果である．相関係数r－0．773となり，

良好な相関が認められた．Fig．6に本法と従来の

持続動脈採血法により測定した脳梗塞例の脳血流

SPECT像を示す．

IV．考　　察

侵襲が少なく簡単に行え，しかも精度のよい新

しい脳血流測定法一〇ne－point　sampling法を考案

した．マイクロスフェアーモデルに基づく従来の
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の

Fig．6　Transaxial　SPECT　and　CT　ofa72－year－old　male　with　chronic　cerebral　infarction．

　　　Numerical　numbers　of　SPECT　show　the　values　of　rCBF　in　the　cortices　measured

　　　by　the　one－point　sampling　method（Right）and　SPECT　image　of　conventional

　　　withdrawal　method（Left）．　Unit：ml／100　g／min．

脳血流測定法では，脳への入力関数の積分値を得

るために持続動脈採血およびオクタノール抽出が

必要である．one－point　sampling法は，この入力

関数の積分値を1231－IMP静注後のある一時点で

採血した動脈血中の放射能濃度のみから推定して

rCBFを算出する方法である．　Kuh1ら2）の報告

した持続動脈採血による脳血流測定法は，PETに

よる脳血流測定法や133Xe吸入法など他の定量法

との相関も良好であり10”13），その再現性も確認

されている9）．また，1231－IMPの脳からの洗い出

しの影響については，大久保ら15）が詳細な検討

を行っている．それは，マイクロスフェアーモデ

ルを用いたrCBF測定において，1231－IMPの洗

い出し（k2）の影響によってrCBFが過小に算出

される割合をシミュレーション解析によって定量

的に分析したものである．彼らによれば，1231－

IMP静注後5分以内であれば洗い出しの影響は

小さく，その誤差率は4．6％で臨床上無視するこ

とができる15）．このように，マイクロスフェアー

モデルによる持続動脈採血法は，信頼性の高い方

法である．しかしその反面，動脈ヘカテーテルを

留置するため侵襲的であり，カテーテルのヘパリ

ン処理や局所麻酔および採血後の止血などそれに

付随した清潔下での操作を必要とし，その手技は

Table　l　Comparison　of　the　conventional　withdrawal

　　　　method　of　the　microsphere　model　and　the

　　　　one－point　sampling　method

Conventional　　One－point
withdrawal　　　sampling
　method　　　　　method

Invasion

Preparation　time

Octanol　treatment

Time　of　octanol　treat．

　ment　and　counting

　of　activity　in　blood

％Error　of　rCBF

invasive

40min
required

50min

non－invasive

　5min
not　required

5min

less　than　8．1％

かなり繁雑である．さらにオクタノール処理も必

要であり，全体の検査時間は，SPECT撮像もあ

わせると2時間以上に達すると思われる．

　これに対しわれわれの考案したone－point　sam－

pling法は，1231－IMPを定速静注した後6分の時

点において動脈血を一点採血するだけでよい．動

脈血ガス分析を行うときのような簡単な採血で必

要にして十分である．しかも採血した試料のオク

タノール処理は不要である．時間と労力を大いに

節約できる非侵襲的で非常に簡単な方法といえ

る．本法と従来の持続採血法とを比較した結果を

Table　1にまとめた．
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　入力関数の積分値を一点採血した動脈血の濃度

で推定する方法の検討では，今回はデータ数が少

ないためか高次関数等の曲線的な相関関係は認め

られず直線的な相関となったので回帰直線を用い

た．データ数が増えた場合には他の関数（指数関

数やシグモイド曲線など）のほうがよい相関が得

られるかもしれないが，それは今後の課題である．

　次に採血時刻にっいては，各個人の動脈血中の

1231－IMP濃度の経時的変化をみると静注後早

期の2～3分頃までは個人間のばらつきが大き

く4・18），一点採血によって入力関数の積分値を精

度よく推定することは難しい．一点採血の時刻は

少し遅いほうがよい．一方，静注後5分以降であ

ればCa（t）はほぼ平衡状態に達し緩やかな減少傾

向を示すので18・19），一点採血を行うには5分以降

が適当であると考えられ，この研究では5～10分

の間を検討した．その結果，静注後6分にて一点

採血を行った場合に推定誤差率は最小（8．1％）と

なった．またこの際，一点採血した試料のオクタ

ノール抽出率を用いる必要はなかった．

　本法では一点採血を行う最適時刻を6分とした．

しかし，実際の臨床では手技の問題などのため，

この時間が多少前後する場合があると思われる．

そこで，採血時刻が変動した場合の推定値への影

響を検討した（Fig．3）．その結果を基にして，各

時刻におけるデータを多項式近似した曲線を利用

すれば，採血時刻が変動した場合でもその補正を

行うことができる．6分から±1分以内の変動で

あれば，誤差率約3％で補正することが可能であ

ると考えられた．

　今回の検討では心肺系に異常のない非喫煙者を

対象としたが，心肺系の臓器に異常のある場合や

喫煙者にも本法を適用できるかどうかを考えよう．

本法は個々の症例の1231－IMPの入力関数を問題

とする．入力関数は肺を通過または肺組織から経

時的に放出される1231－IMPの濃度で決定される．

限局性肺疾患では肺病巣における1231－IMPの集

積が異なり20），喫煙者では非喫煙者に比較して

1231－IMPの肺からの洗い出しが遅れること21）な

どが報告されている．すなわち心肺系に異常があ

る場合や喫煙者では，1231－IMPの動脈血における

入力関数は一定ではなく，症例により変化する可

能性がある．これは，個々により異なる入力関数

を一定と仮定する標準入力関数を用いる脳血流測

定法が乗り越えなければならない問題の一つであ

る．しかし本法はこの方法とは異なり，標準入力

関数を用いる必要はない．個々の症例の異なった

入力関数を分析の対象とし，その入力関数の5分

までの積分値をそれ以降の一点動脈採血値をもっ

て推定する方法である．個々の入力関数の違いは，

一点採血値の違いとなって反映されるであろう．

したがって，本法は心肺機能や喫煙の影響をうけ

にくい脳血流測定法であると考えられる．この点

も標準入力関数を用いる脳血流測定法よりも優れ

ていると思われる．

　one－point　sampling法は侵襲性が少なく，簡便

で精度よく脳血流を測定でき，オクタノール処理

も不要であり，また心肺系疾患や喫煙の影響をう

けにくいと考えられる脳血流測定法である．

　この研究の要旨は，第34回日本核医学会北日本地方

会（1993年，弘前）および第40回H本核医学会関東甲

信越地方会（1994年，東京）において口演した．
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Quantifying　Regional　Cerebral　Blood　Flow　with　N－lsopropyl－p－［i23叩odoamphetamine

　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　SPECT　by　One－Point　Sampling　Method

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

Eikichi　NoGucHI＊，　Hiro　OHTAKI＊，　Masayoshi　HATANo＊，

　　　　　Yoshihiro　YAMAzAKI＊and　Takeshi　HIGucHI＊

　　　　　　　　　　　＊Depar’〃lent　of　Radio　iogツ，ノV’iβata（ノniversity∫（・hoo／ρ／’ルfed’‘’i〃e

＊　＊　Depart〃le〃10f　Radio　iog’〈・‘～17セ（・h〃o／oβy，（、o〃ege（’f　Bio〃iedical　Te〈・hnolog夕，∧Xiiβara（ノnive’・sit．Y

　　We　developed　a　new　non－invasive　technique；

one－point　sampling　method，　for　quantitative　mea．

surement　of　regional　cerebral　blood　flow（rCBF）

with　N－isopropyl－p｛1231］iodoamphetamine　and

SPECT．　Although　the　continuous　withdrawal　of

arterial　blood　and　octanol　treatment　of　the　blood

are　required　in　the　conventional　microsphere

method，　the　new　technique　does　not　require　these

two　procedures．　The　total　activity　of　i231－IMP

obtained　by　the　continuous　withdrawal　of　arterial

blood　is　inferred　by　the　activity　of　i231－IMP

obtained　by　the　one　point　arterial　sample　using

aregression　line．　To　determine　when　one　point

sampling　time　was　optimum　for　inferring　integral

input　function　of　the　continuous　withdrawal　and

whether　the　treatment　of　sampled　blood　for　octanol

fraction　was　required，　we　examined　a　correlation

between　the　total　activity　of　arterial　blood　with－

drawn　from　O　to　5　min　after　the　injection　and

the　activity　of　one　point　sample　obtained　at　time　t，

and　calculated　a　regression　line．　As　the　results，　the

minimum　％error　for　the　inference　using　the

regression　line　was　obtained　at　6　min　after　the　1231－

IMP　injection，　moreover，　the　octanol　treatment

was　not　required．　Then　examining　an　effect　on　the

values　of　rCBF　when　the　sampling　time　was

deviated　from　6　min，　we　could　correct　the　values

in　approximately　3％error　when　the　sample　was

obtained　at　6士l　min　after　the　injection．　The

one－point　sampling　method　provides　accurate　and

relatively　non－invasive　measurement　of　rCBF

without　octanol　extraction　of　arterial　blood．

　　Key　words：1231－IMP，　Regional　CBF、　SPECT，

Microsphere　model．
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