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《原　著》

1231－IMPを用いたSPECT　1回スキャンと

　1回採血による局所脳血流量の測定

一
統計的誤差要因の解析と最適なSPECTスキャン中心時刻に関する検討一

飯田　秀博＊ 中澤　真弓＊＊ 上村　和夫＊＊＊

　要旨　近年，1231－IMP静注後1回のSPECTスキャンと1回の動脈採血手順により局所脳血流量を定

量する方法であるIMP－ARG法が開発された．この方法で誤差要因になると考えられる三つの要素，す

なわち，設定した分布容積（distribution・volume，　Vd）値，入力関数の個人差およびSPECT精度につき，

発生する誤差をシミュレーションにより検討し，最適なスキャン時刻を評価した．Vd値の誤差の影響

は高血流量域で比較的大きく，また，スキャン中心時刻が遅いほど大であった．入力関数の個人差の影

響は，スキャン中心時刻が遅い時も早い時も大きくなった．本研究により，最適なスキャン中心時刻は

i231－IMP静注後30分であると考えられた．この時の局所脳血流量値の誤差はSPECT装置の精度が十

分高いとすると13％程度であると見積られた．高血流量域でのVd値の個人差および入力関数の個人

差は，今後，より大きなデータベースで検討されることが望ましい．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（核医学32：263－270，1995）

Lはじめに

　i231－IMPは，脳における高い初回循環抽出率お

よび脳組織への高い親和性故に，SPECTを用い

た局所脳血流量の測定にしばしば使われるト3）．

1231－IMP静注後早期の分布は，局所脳血流分布を

表し，この画像を持続動脈採血で得た放射能濃度

で規格化することにより，局所脳血流量の定量画

像を計算することができる2｝．一方，1231－IMPは脳

組織から徐々に洗いだされるため，脳内の放射能

濃度分布は時間経過とともに変化する4～8）．した
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がって，洗いだしによる誤差を少なくするに

は，1231－IMP静注後ごく早期（例えば5分以内）に

データ収集を行うことが必要である2・9・1°）．しか

し，現在使用される多くのSPECT装置（特に汎

用回転型ガンマカメラ）においては，測定時間が

比較的長いことにより，測定中に脳組織放射能

濃度が大きく変化しているため，SPECT画像再

構成の精度に限界がある2）．これを避けるため

に，通常の臨床検査においては，しばしば，静

注後ある程度時間をおいてSPECT検査が行われ

る．この場合，脳内のSPECT測定時間内放射能

濃度分布の変化量は小さくなるが，i231－IMPの洗

いだしの影響が大きくなる4－8）．

　近年われわれは，i231－IMP静注後，1回のSPECT

測定および1回の採血のみから局所脳血流量を定

量する方法（1231－IMP－ARG法）を提案した11・12）．こ

の方法では，2コンパートメントモデルに基づき，

脳局所の1231－IMPの分布容積（distribution・volume，

Vd）を設定することで，洗いだしの補正を行って
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いる．したがって，遅れたSPECTスキャン画像

に対しても定量性が保たれる．また，個々の検査

における入力関数の測定の煩雑さを解消するため

に，事前に標準入力関数の形状を求めておき，こ

れを1点採血で較正する手法13）を採用している．

採血時刻は，入力関数の個人差を最小化するよう

定められた．

　IMP－ARG法の正当性は，頻回の動脈採血とダ

イナミックSPECTスキャンおよび非線形最小二

乗法により得た局所血流量値に一致すること，

150標識PETで得た局所血流量値とよい相関を示

すことにより裏づけられている1日2）．しかし，計

算された局所脳血流量値の精度に関する理論的検

討，および最適なSPECTスキャン時刻に関する

検討に関しては，まだ行われていない．IMP－

ARG法では，入力関数を含む積分式に対して

テーブルルックアップ法を適用することで，局所

脳血流量値を算出する．したがって，入力関数の

個人差（特に形状の個人差）の影響は，SPECTス

キャン時刻が早い時に大となり，一方スキャンを

遅らせた時小さくなると考えられる．しかし，ス

キャンが極端に遅れると洗いだしに対する補正

ファクターが大となり，これに基づく誤差が増大

することが予想され，定量的な誤差解析が必要で

ある．また，設定するVd値の誤差およびSPECT

画像の定量性の限界，統計学的ノイズ，等も考え

られるが，これらの局所脳血流量値に与える影響

も，まだ検討されていない．

　本研究では，入力関数の個人差の局所脳血流量

値に与える影響を評価し，さらに，上に述べた他

の誤差要因の局所脳血流量値に与える影響も定量

的に評価する．また，これらの誤差要因の影響を

最小化するような，最適なスキャン時刻に関して

検討する．

II．方　　法

　1．IMP・ARG法による局所脳血流量計算理論

　近年の研究により，i231－IMPの局所脳組織での

動態は，2コンパートメントモデルによく従うこ

とが示されている2・6・9・1°・14・15）．本IMP－ARG法も，

2コンパートメントモデルに基づき，局所脳血流

量を計算する．本モデルによると，時刻tにおけ

る脳内微小関心領域中の放射能濃度Cl（t）は，

　　C，（り＝K1・Ca（t）⑭e－k24t　　　　　　　　　　（1）

で表される．ここでKl［ml／min／ml］は｜231－IMPの

組織への取り込み率，k2【1／min】は洗いだし率，

C、（t）は入力関数，⑭は重畳積分を示す．K，およ

びk2は，1231－IMPの脳血液分配定数（P【m／／9D，お

よび局所脳血流量（f【m〃min／g］）と次のような関係

がある．

　　K1＝α・E・f　　　　　　　　　　　　　　　（2－a）

　　　　E・f
　　k2＝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2－b）

　　　　　P

　ここで，Bは123HMPの初回循環透過率，αは

関心領域における組織の分画を表し，空間分解能

が有限なことによる放射能濃度の系統的な過小評

価の程度に一致する．関心領域がすべて組織で満

たされた場合には，αは組織の密度（約1．04【g／

ml］）となる．

　1231－IMPのdistribution　volume（Vd）はK，とk2の

比により定義される：

　　　　　Kl
　　V・＝k、＝α’P　　　　（3）

　Fig．1に時刻t（スキャン中心時刻）に得られた

SPECT画像から局所脳血流量を計算する手順を

示す．1式から3式において，E値，　Vd値（α・p）を

Procedur●80f　IMPロARG　m●廿、od

Ortginal

⑳
　¢ros8　Ca　bret｝en

N㈱‖鱒晶，刷叩

Callbrat●

　　　　Standard　input

Fig．1Scheme　of　the　procedure　of　the　IMP－ARG　method

　　　to　calculate　the　functional　rCBF　image　from　a

　　　single　frame　SPECT　image．
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仮定し，入力関数C、（t）を与えると，ある時刻の

局所脳放射能濃度と，局所血流量値の関係が計算

される．あらかじめこの関係を計算しておき，そ

の後，SPECT画像（スキャン中心時刻＝t）におけ

る各ピクセルの値に対してテーブルルックアップ

の手法を適用すると，各ピクセルのf値が算出さ

れる．ここで入力関数C、（t）は，あらかじめ与え

られた標準入力関数を，1回の採血（全血放射能

濃度）によって較正することで得る．p値に十分

大きな（例えば無限大）値を仮定すれば（すなわち

Vd値を十分大きく仮定すれば），本計算モデルは

従来のマイクロスフェアモデルに一致する．

　2．　シミュレーション

　a．Vd値の誤差の影響

　IMP－ARG法において，設定するVd値の誤差の

影響を以下の方法で検討した．1式によりVd値

を様々に変化させて，局所脳放射能濃度曲線を発

生させた．この時の入力関数は，上で述べた標準

入力関数を用い，局所脳血流量値は10，20，40，

60，および80　ml／min／100　gとした．その後，　Vd

値を45に固定し，上に述べたIMP－ARG法の手

順に従い，局所脳血流量値を計算し，設定した局

所脳血流量値との差から誤差率を求めた．スキャ

ン中心時刻はi231－IMP静注後25，30，および40

分とした．

　b．入力関数の個人差の影響

　入力関数の個人差の，局所脳血流量値に与える

影響を評価した．

　喫煙者4名を含む12名（健常人4名，脳梗塞

患者8名）を対象にしてi231－IMPを1分間定速静

注，その後頻回の動脈採血を行い，全血中放射能

濃度およびオクタノール抽出率を測定し，その積

により対象おのおのの入力関数を得た13）．これら

12例おのおのの入力関数を用いて，1式により，

局所脳放射能濃度の時間曲線を12発生させた．

この時，局所脳血流量（f）値は20，50および80

m〃min！1009とした．また，　Vd値は45　m’／ml，　E

値は1．0，α値は1．04g／mlとした．10分から70

分まで10分間隔のそれぞれのスキャン中心時刻

（t）における局所脳放射能濃度（各時刻において12

input　functions Tissue　TACs

x12 f x12

↓
Blood　counts　at　10min Tissue　counts

Standard
input　fUnction

CBF　calculation　by　IMP－ARG

　　　　　　　　　↓

　　　　　12rCBFvalues
　　　　　　　　　↓

％SD　in　CBF

265

Fig．2　Scheme　of　the　simulation　procedure　to　evaluate

　　　effects　ofindividual　difference　ofthe　arterial　input

　　　function　on　calculated　rCBF　values．　Tvvelve　tissue

　　　radioactivity　curves　were　generated　using　twelve

　　　individual　input　functions（data　base　for　generat－

　　　ing　the　standadized　input　function）．　Regional　CBF

　　　values　were　calculated　according　to　the　method

　　　described　in　this　article　for　each　mid－scan　time

　　　（MST）and　for　each　tissue　time－activity　curve．　In

　　　this　calculation，　the　whole　radioactivity　counts　at

　　　t＝10min　were　refered　to　the　standadized　input

　　　function　in　order　to　obtained　the　individual　input

　　　function．％standard　deviations　were　then　esti－

　　　mated　as　a　function　of　MST．

個の値）に対して，IMP－ARG法の手順に従い，局

所脳血流量値を計算し，局所脳血流量値の揺らぎ

（値の標準偏差／設定値）を求めた．この時，個々

の入力関数は，標準入力関数をt＝10分における

動脈全血放射能濃度で較正することにより得た．

また，使用した標準入力関数は，本シミュレー

ションに使用した12例の入力関数の平均曲線で

ある．本シミュレーションの手順をFig．2に示

す．

　c．SPECT画像における測定誤差の影響

　SPECT装置自体の測定誤差（統計誤差）の，局
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60

所血流量値に与える影響を検討するシミュレー

ションを行った．1式により，スキャン中心時刻

30，および40分における局所脳放射能濃度を計

算した．この時入力関数は上で述べた標準入力関

数を用い，局所脳血流量値は20，50，および70

m〃min！100　gとし，　Vd値は45および30　ml／mtと

した．ここで計算した局所脳放射能濃度を定数倍

（最大±20％までの測定誤差とした）し，すでに述

べた手順に従い，局所脳血流量値を計算した．こ

れにより，設定した局所脳血流量値との差（誤差
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Fig．3Result　of　a　simulation　study　that　demonstrates

　　　effects　of　fixation　of　the　Vd　value　on　the　rCBF

　　　calculation　in　the　IMP－ARG　method．　Errors　in　the

　　　calculated　l℃BFvalues　are　plotted　as　a　function　of

　　　the　true　Vd　values　for　various　rCBFs（Vd＝45　m〃

　　　mt　is　assumed）．　Fig．3a：the　mid－scan　time（MST）

　　　at　25　min　post　IMP　administration．　Fig．3b：MST

　　　at　30　min．　Fig．3c：MST　at　40　min．　Errors　in　rCBF

　　　increases　at　a　high　rCBF　range　particularly　for

　　　the　delayed　MST．

率）を，脳組織濃度値を変化させた割合に対して

評価した．

m．結　　果

　1．Vd値の誤差の血流量計算値に与える影響

　Fig．3aからFig．3cに，　Vd値誤差の局所脳血流

量に与える影響を示す．Vd値として45　ml／mlを

仮定して計算を行った時の局所脳血流量値の誤差

率を，3つのスキャン中心時刻（25分，30分，40

分）について示した．スキャン中心時刻が早いほ

ど，脳血流量値における誤差の伝搬は小であっ

た．スキャン中心時刻（MST）が30分，局所脳血

流量値が50m1／min／100　gの時，　Vd値の誤差±10％

は，局所脳血流量値の誤差±7％に対応した．

　2．入力関数個人差の血流量計算値に与える

　　影響

　Fig．4に，入力関数の個人差の血流量値に与え
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Fig．4Results　of　a　simulation　study，　demonstrating

　　　　effects　of　individual　difference　of　the　arterial

　　　　input　function　on　standard　deviation　in　rCBF

　　　　estimates．　Tissue　radioactivity　concentrations

　　　　were　generated　using　twelve　individual　input

　　　　functions，　and　rCBF　values　were　estimated　by

　　　　referring　the　standard　input　function　and　the

　　　　radioactivity　concentration　at　t＝10　min　in　each

　　　　input　function．　Then，　the　standard　deviation　of　the

　　　　calculated　rCBF　values　was　plotted　as　a　function

　　　　of　the　SPECT　mid－scan　time（MST）．　Vd　was　fixed

　　　　to　be　45　m〃ml　in　this　simulation．　h　can　be　seen

　　　　that　errors（standard　deviations）are　dependent　on

　　　　the　rCBF　value　to　be　estimated，　and　vary

　　　　dependent　on　MST．　The　minimum　error　of　10010　in

　　　　rCBF　corresponded　to　MST　of　20－40　min　for　a

　　　　rCBF　range　around　50　m〃min／100　g．

る影響を，血流量値計算誤差の標準偏差を設定し

た血流量値に対する％で示してある．局所脳血

流量計算値の統計的揺らぎは，スキャン中心時刻

（MST）に依存しており，高い血流量の時ほど大で

あった．MSTが30分の時，血流量値の揺らぎは

最小値をとり，血流量値50m’／min／100　gの時

の，この揺らぎは約10％であった．

　3．SPECT測定誤差の血流量計算値に与える

　　影響

　Fig．5aおよびFig．5bに，局所脳放射能濃度の

測定誤差の局所脳血流量計算値に与える影響を示

す．スキャン中心時刻が30分，局所脳血流量値
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Fig．5Results　of　a　simulation　study，　demonstrating

　　　　effects　of　an　error　in　the　SPBCT　data　on　the

　　　　calculated　rCBF　value　in　the　IMP－ARG　method

　　　　for（a）the　mid－scan　time（MST）＝30　min　post

　　　　IMP　administration，　and（b）MST＝40　min．　Vd＝

　　　　45m〃m’was　assumed　in　this　simulation．　The

　　　　error　propagation　factor　was　slightly　dependent　on

　　　　the　MST　and　Vd　values　assumed，　and　was

　　　　approximately　l．2　for　rCBF　of　50　m〃minlloo　g

　　　　when　MST＝30　min（5％error　in　the　SPECT　data

　　　　corresponds　to　6％error　in　the　estimated　rCBF

　　　　value）．

が50ml／min／100　gの時，脳内放射能濃度の測定

誤差±5％は，局所脳血流量計算値の誤差の±6％

に対応した．
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IV．考　　察

　t231－IMP静注後の脳内の局所放射能濃度は時間

とともに変化するが，本IMP－ARG法では，　SPECT

スキャン時刻に依存しない局所脳血流量値が算出

される11J2）．しかし，本研究で示したように，計

算された局所脳血流量値はいくつかの誤差要因の

影響を受ける．この誤差の影響はSPECTスキャ

ン時刻に依存しており，この影響を最小化するよ

うなスキャン時刻を設定することが可能である．

　本IMP－ARG法では，　Vd値を一定値に設定して

いる．Vd値は123HMPの脳組織からの洗いだしの

程度を示すパラメータであり，第3式で示された

ように，生理学的に定義される1231－IMPの脳血液

分配定数（p）と，関心領域に含まれる組織含有量

（α）の積であり，脳の局所ごとに異なる可能性が

ある．以前の研究では14・15），脳局所のVd値は，正

常領域では比較的一定ではあるものの，約±10％

程度の揺らぎ（個人差および領域間の変動）が認め

られている．また，脳梗塞域では有意に低下して

いることも報告されている．

　Fig．3に示したとおり，　Vd値固定に基づく誤差

は，スキャン中心時刻（MST）が遅くなるほど，

増大する．また，高血流量域での誤差の程度は比

較的大であった．これは，スキャン時刻が遅延し

た時ほど，また血流量が高いほど，1231－IMPの脳

組織からの洗いだしの程度が大きく，したがって

これに対する補正の誤差が増大するためと考えら

れる．この効果を小さくするためには，SPECT

スキャンは，1231－1MP静注後なるべく早期に行う

ことが望ましい．しかし，本IMP－ARG法では，

早期スキャンを行うと，入力関数の形状の個人差

の影響を大きく受けてしまい，結果として局所脳

血流量値の誤差が増大する．Fig．3に示したとお

り，SPECTスキャン中心時刻が30分の時，入力

関数の個人差による誤差は最小（±10％）となっ

た．入力関数の個人差の影響が，Vdを固定する

ことにより発生する誤差を上回るので，最適なス

キャン中心時刻は，i231－IMP静注の30分後程度で

あろうと予想される．

　Vd値の誤差の影響は，低血流量の時に，比較

的小さかった．脳梗塞等の疾患部では，Vd値が

仮定値と大きく異なっていることが予想される

が，このような領域では，おおむね脳血流量が減

少していると考えられる．本シミュレーションに

よると，脳血量値の誤差は十分小さくなると考え

られる．一方，Vd値が上昇するような疾患，あ

るいはVd値は減少するが血流量値は保存される

ような領域では，血流量値の誤差は増大すると考

えられる．このような疾患が存在するか否かは，

今後の検討を要する．一方，健常部のVd値の変

動率は約±109。とされることから，Fig．　3より，

この領域の局所脳血流量の精度は±7％程度であ

ろうと推定される．

　SPECT装置自身の誤差が局所脳血流量に与え

る影響は，非線形である．これは，第1式に示し

たように局所脳放射能濃度と局所脳血流量の関係

が非線形であることに起因する．Fig．5に示した

ように，局所脳血流量値における誤差は，高血流

量ほど，またスキャン時刻が遅延するほど大きく

なっている．SPECT画像における放射能濃度の

定量値は，部分容積効果および散乱線，またウエ

ルカウンターとのクロスキャリブレーションの誤

差等の影響を受け，系統的な誤差を含む．Fig．5

に示したとおり，局所脳血流量値の誤差は原

SPECT画像の誤差に比べて，約L2倍に拡大され

る（血流量値0．5ml／min／gの時）．したがって，

SPECT画像そのものの，系統的精度の向上が強

く望まれる．一方，SPECT画像の統計誤差につ

いては，系統的誤差に比べると，十分小さいと考

えられる．SPECT画像における約±19。の統計的

誤差は，局所脳血流量値においては，高々±1～

2％程度の誤差に対応する．

　SPECTデータ収集するスキャンの時間も，注

意すべき要因のひとつである．すなわち，脳内の

放射能濃度は時間と共に変化し，特にi231－IMP静

注後早期に，大きく変化する．一方，現SPECT

画像再構成理論は，スキャン中には放射能濃度が

変化しないことを前提条件としており，特に単一

ヘッド回転型ガンマカメラを利用する場合，デー
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タ収集時間が長いので，この影響を考慮すべきで

ある．スキャン時間は，実用の範囲内で，なるべ

く短い方が望ましい．

　今回評価を行った誤差要因の中では，局所脳血

流量値の誤差は入力関数の個人差による影響が最

大であった．これによる局所脳血流量値の誤差を

最小にするべく，スキャン中心時刻を最適化する

ことができるが，MST＝30分の時，局所脳血流

量値の誤差は約10％であった．また，この時，

Vd値の誤差の影響は，健常域のVd値の揺らぎが

±10％であるとすると，局所脳血流量値の誤差

はおよそ±8％と見積られる（Fig．3）．　SPECTの

統計誤差を無視すると，誤差の伝搬則に従って，

総合統計誤差は，約13％と見積られる．今後，

標準入力関数の精度を向上するための検討が望ま

れる．

V．結　　論

　（1）IMP－ARG法において，局所脳血流量値計算

の精度は，求める局所脳血流量値，Vd値，およ

びスキャン中心時刻に依存する．（2）Vd値の誤差

の影響は高局所脳血流量域ではある程度高いもの

の，低局所脳血流量域ではほとんど影響を受けな

い．Vd値の誤差の影響はスキャン時刻が早いほ

ど小さくなり，早期スキャンが望まれた．（3）入

力関数の個人差が最大の誤差要因であり，スキャ

ン中心時刻が早くなったときも，遅延したときも

局所脳血流量の誤差は増大し，t231－IMP静注後30

分の時最小であった．入力関数の精度の向上が望

まれた．（4）SPECT装置の精度の向上が望まれ
た．
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Summary

Quantitation　of　Regional　Cerebral　Blood　Flow　Using　‘231・IMP

　　　　from　a　Single　SPECT　Scan　and　a　Single　Blood　Sampling

－
Analysis　on　Statistical　Error　Source　and　Optimal　Scan　Time一

Hidehiro　liDA＊，　Mayumi　NAKAzAwA＊＊and　Kazuo　UEMuRA＊＊＊

＊Depart〃ient　ofRadiot・gy　and／Vuclear〃edicine，　Ak輌ta・Researc〃nstituteイゾBrain・and・B’f）θd　Ve∬e～∫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊1Viわηぬ4i－Phys輌cs

　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊＊Akita・Research　lnstit〃e　ofBra’ηαη∂β’・od　Vesseム9

　　Recently，　a　method　has　been　proposed　to　measure

quantitative　regional　cerebral　blood　flow（rCBF）in

man　using　N－isopropyl－p－［1231】－iodoamphetamine

（IMP）and　single　photon　emission　tomography
（SPECT）．　In　this　method（IMP－ARG　method），　a　func－

tional　map　of　rCBF　was　calculated　from　a　single

SPECT　scan　data　set，　in　which　effects　of　the　clearance

of　MP　from　the　brain　was　taken　into　account　by　em－

ploying　the　2　compartment　model．　To　avoid　the　proce－

dures　of　frequent　and／or　continuous　sampling　of　the

arterial　blood　that　was　required　in　determination　of　the

input　function，　use　of　a　standard　input　function　and

calibrating　it　by　one　blood　sampling　were　validated．

The　present　study　was　intended　to　investigate　the　sen－

sitivity　to　various　sources　of　errors　in　the　IMP－ARG

method　such　as（1）effects　of　individual　difference　of

the　arterial　input　function，（2）effects　of　ambiguity　of

the　regional　distribution　volume（Vd）of　IMP，　and（3）

effects　of　inaccuracy　of　the　SPECT　measurement．1t

was　shown　in　the　present　simulation　study　that　errors

in　the　calculated　1℃BF　values　were　dependent　on　the

SPECT　mid－scan　time（MST），　and　that　the　minimum

error　corresponded　to　the　MST　of　approximately　30

min　after　the　IMP　infusion．　With　this　optimal　MST，

errors　in　rCBF　due　to　the　individual　difference　of　the

input　function　was　approximately　lO％，　and　the　errors

due　to　the　ambiguity　of　the　Vd　were　approximately

8％．The　total　accuracy　of　the　calculated　rCBF　in　the

IMP－ARG　method　was，　therefore，　estimated　as　ap－

proximately　l　3％．　Although　a　relatively　large　error

was　expected　at　a　high　rCBF　area，　this　study　strongly

suggested　the　IMP－ARG　method　being　useful　and　ac－

curate　f（）r　providing　the　quantitative　rCBF　map　for　a

clinical　use．

　　Key　words：　N－isopropy1－p－［1231］iodoamphet－

amine，　Single　photon　emission　computed　tomog－

raphy，　Regional　cerebral　blood　flow，　and　quantifica－

tion．
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