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《技術報告》

中枢性ベンゾジアゼピン受容体イメージング剤

1231一イオマゼニルの第3相臨床試験（第4報）

一
脳血管障害における臨床的有用性の検討一
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　要旨　中枢性のベンゾジアゼピン受容体（BZR）に特異的に結合する1231一イオマゼニルSPECTの脳

血管障害（CVD）の病態把握における有用性を明らかにするために，投与後3時間像（後期像）と脳血

流像を比較検討した．脳梗塞例では塞栓症よりも血栓症の方が，また，皮質枝梗塞例よりも穿通枝梗

塞例の方が脳虚血領域での後期像の集積低下は軽度であった．さらに，脳虚血が著しいほど，また，

循環予備能が著しく低下した領域では発症後の経過が長いほど後期像の集積が低下した．すなわち，

脳梗塞例では後期像での集積低下は脳虚血に伴う神経細胞障害を反映すると考えられた．一方，頭蓋

内出血例では皮質血流低下領域での後期像の集積低下は軽度であり，そのうち被殻出血例では血流低

下が著しいほど後期像の集積低下が著明であったことから，血流低下は主として神経連絡路の遮断に

よる遠隔効果によるものであり，血流低下が著しい領域では神経細胞障害も生じうることが示唆され

た．本剤は，従来からの血流や循環予備能とは異なる神経細胞の生存性に関する情報を反映するもの

と考えられた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（核医学33：329－344，1996）
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ジアゼピン受容体（BZR）に高い親和性を有し1），

SPECTを用いて中枢性BZRの局所脳内分布を

評価する目的で開発された放射性医薬品であ
る2・3）．

　本剤の安全性と薬物体内動態の検討を目的とし

た第1相臨床試験の結果，安全性に問題なく，本

剤投与後2～3時間以降でBZRの局所脳内分布

を反映した画像が得られた4）．さらに，第2相臨

床試験の結果，脳血管障害においては血流情報と

は異なる脳神経細胞障害の程度を反映した画像が

得られるなど，BZRイメージング剤としての高

い有用性が示唆された5・6）．本報では，平成6年ll

月から平成7年3月まで第1報7）に示す52施設

の共同研究として実施された第3相臨床試験での

脳血管障害における有効性を検討したので報告す

る．
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Table　l　Numbers　of　patients　with　cerebrovascular　disease　excluded　and　analyzed　in　the　trial

Total　number

　of　cases

Number　of　case

Excluded Analyzed

Comparable

with　CBF

Cerebral　infarction 179 2 177 119

Thrombotic

Embolic

Other

106

37

36

2 104

37

36
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TIA 13 13 13

Occlusive　disease　in　circle　of　Willis 23 2 21 14

Intracerebral　hemorrhage 37 37 32
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Others 31 2 29 28

Total 283 6 277 206

Fig．1　Schemes　of　the　regions　for　grading　uptake　of　the

　　　tracer　in　late　1231－lomazenil（IMZ）and　cerebral

　　　bloOd　flow（CBF）images．

II．対象および方法

　1．対　　象

　第1報で述べたごとく幹事・世話人会において

有効性の解析対象として採用された脳血管障害

277例のうち，他の脳血流トレーサを用いた脳血

流像（以下，血流像）との比較が可能であった206

例について血流像との比較検討を行った（Table

1）．血流像との比較が可能であった対象の内訳

は，脳梗塞119例，一過性脳虚血発作（TIA）13

例，ウィリス動脈輪閉塞症（もやもや病）14例，

頭蓋内出血32例およびその他の脳血管障害28例

であった．

　2．試験薬剤および試験方法

　1231一イオマゼニル（日本メジフイジックス社製）

111～222MBqを安静状態にて静脈内に投与し，

投与後約15分および約3時間を撮像中心時間と

した脳SPECT像を得て，それぞれ本剤の早期

SPECT像および後期SPECT像（以下，それぞれ

早期像および後期像）を得た．ただし，本報の脳

血管障害における検討では，後期像と他の脳血流

トレーサを用いた血流像との比較を中心に有効性

の解析を行った．

　その他，前処置等については第1報に記載した

とおりである7）．

　なお，本試験は「医薬品の臨床試験の実施に関

する基準」（GCP）を遵守して実施した．

　3．有効性の解析

　（1）血流像と本剤の検査間隔による比較基準

　血流像と後期像の比較においては，比較対象と

しての検査間隔の基準を設けた．すなわち，発症

日または血行再建術施行日から血流像または本剤

の検査のいずれか早く実施された日までの日数に

より0～20日および21日以上に分類し，血流と

本剤の検査間隔が前者では5日以内，後者では6

か月以内の症例を対象としたが，90％以上の症例

が1か月以内の検査間隔であった．なお，本剤検

査日と血流像検査日の間に病態が大きく変化した

症例については，比較対象から除外した．
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Fig．2　Types　of　mismatch　between　late　IMZ　images　and　CBF　images　in　patients　with

　　　cerebrovascular　disease．　N：The　numbers　of　patients　analyzed．　n：The　numbers　of

　　　regions　vvhich　showed　abnorrnal　uptake　of　either　IMZ　or　CBF．　The　numbers　in　the　bar

　　　graphs　denote　the　percentages　of　each　type　of　region．　Type　FRN：Late　i231－lomazenil

　　　images　were　normal　findings，　and　CBF　images　showed　decreased　uptake．　Type　FRD：

　　　Late　i231－lomazenil　images　showed　decreased　uptake，　and　CBF　images　showed　more

　　　decreased　uptake　than　late　t231－lomazenil　images．　Type　E：Late　i231－lomazenil　images

　　　showed　the　same　findings　as　CBF　images．　Type　R：More　decreased　uptake　was　shown

　　　in　late　t231－lomazenil　images　than　in　CBF　images．　Type　H：CBF　images　showed

　　　increased　uptake，　and　late　i231－lomazenil　images　vvere　decreased　than　CBF　images．

FRN FRD E R

Thrombos　i　s

　N＝75
　n＝619

1

掲

H

Embolism
　N＝22
　n＝204

1

／
＼

＼×蕪　
　
　
　
＼

ミ
、
　
　
　
　
」
“
§
＼
」

0％ 50％ 100％
FRN：　p〈　0．0001

Fig．3　Types　of　mismatch　between　late　IMZ　images　and　CBF　images　in　patients　with

　　　thrombosis　or　embolism．　Abbreviations　as　in　Fig．2．

　（2）所見判定

　本剤の成績を一定の判定基準で検討するために

組織した判定委員会による判定に基づいて検討し

た．所見判定の方法は第2報8）で報告したとおり

であり，後期像および血流像をFig．1に示す28

領域（大脳皮質26領域および小脳2領域）に分割

し，各領域ごとに視覚的判定（健常部位との比較）

を行った．判定の基準は「正常：N」，「やや低

下：↓」，「低下：U」，「著しい低下または欠損：

×」あるいは「増加：↑」の5段階および「その

他」で判定した．
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Fig．4　Types　of　mismatch　between　late　IMZ　images　and　CBF　images　in　patients　with

　　　　thrombOsis（a）or　embOlism（b）in　terms　of　reduction　in　CBF．　Abbreviations　as　in　Fig．2．
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Fig．5　Types　of　mismatch　between　late　IMZ　images　and　CBF　images　in　patients　with　cortica］

　　　branch　infarction　and　perforator　branch　infarction．　Abbreviations　as　in　Fig．2．

　（3）　データの集計解析

　1）後期像と血流像の乖離のタイプ分類

　データの解析は血流像および後期像のいずれか

で異常と判定された領域（以下，異常領域）につい

て行った．方法は第2報8）に準じたが，脳血管障

害に関しては，以下に示す血流像所見と後期像所

見の乖離のタイプのうちF型（血流像の低下が後

期像に比較してより著しい）を，後期像の所見判

定（「正常：N」か「低下：↓～×」）により以下に

示すFRN型およびFRD型の2型に分類し，集
計解析した．

　F型：血流像の低下が後期像に比較してより著

　　　　しい

　［FRN型：血流像の低下が後期像に比較してよ

　　　　り著しい（後期像で正常：N）】

　［FRD型：血流像の低下が後期像に比較してよ

　　　　り著しい（後期像でも集積低下：↓～×）］

　E型：血流像，後期像の低下の程度が同等（と

　　　　もに正常は除く）

　R型：後期像の低下が血流像に比較してより著

　　　　しい

　H型：後期像の低下が血流像に比較してより著

　　　　しい（血流像が正常より増加）

　ただし，テント上脳血管障害においては，反対

　側小脳に遠隔効果による血流異常の影響が考え

　られるため，小脳領域については別途解析する

　こととした．

　2）脳血流低下と後期像所見の関係

　後期像所見と血流像における低下の程度の関係

を検討するために，脳梗塞において「脳虚血の程

度」，また，頭蓋内出血においては「血流低下の程

度」として，各領域における血流像の所見判定結

果に従い，異常領域を「やや低下：↓」，「低下：

号」および「著しい低下または欠損：×」の3群

に分類し，これら3群毎の血流像と後期像の乖離

のタイプを比較した．

　3）循環予備能と後期像所見の比較

　脳梗塞とTIAにおいて，循環予備能と後期像所

見の比較を行うために，t231－N一イソプロピルーp一

ヨードアンフェタミン（IMP）による安静時血流像

およびアセタゾラミド負荷時血流像（以下，負荷

時血流像）の組合せにより，循環予備能の低下領

域を2型に分類し，後期像所見と比較した．すな

わち，「安静時血流像が正常，かつ負荷時血流像

で健常部に比し反応性の低下を示した領域」を

「循環予備能の軽度の低下領域：A型」とし，また

「安静時血流像が低下，かつ負荷時血流像で健常

部に比し反応性の低下を示した領域」を「循環予

備能の中等度以上の低下領域：B型」の2型に分

類した．後期像所見は正常および低下（「やや低

下：↓」，「低下：∪」および「著しい低下または

欠損：×」の3群を含む）の2段階で評価した．

　4．統計学的検定

　2群間における所見の出現頻度の比較には

Fisherの直接確率計算を，複数群間における所見
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Fig．6　Types　of　mismatch　between　late　IMZ　images　and　CBF　images　in　patients　with　cortical

　　　　　　branch　infarction（a）and　perforator　branch　infarction（b）in　terms　of　reduction　in　CBF．

　　　　　　Abbreviations　as　in　Fig．2．

の出現頻度の比較にはKruska1－Wallis検定を用い

た．有意水準は5％とした．

m．結 果

1．脳血管障害における異常領域の検討

脳血管障害における異常領域の比較をFig．2に
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Fig．7　Relationship　between　the　numbers　of　abnormal

　　　regions　detected　by　late　IMZ　images　and　CBF

　　　images　in　patients　with　TIA．口denotes　a　patient

　　　with　TIA　accompanied　by　old　infarction　in

　　　cerebral　cortex．

示す．脳梗塞，TIA，ウィリス動脈輪閉塞症（も

やもや病），頭蓋内出血およびその他の脳血管障

害のいずれにおいてもR型を示した異常領域は

24％以下であったのに対し，F型（FRN型とFRD

型の合計）は50％以上を占めた．

　以下，脳梗塞，TIA，頭蓋内出血について詳細

な検討を行った．

　2．脳梗塞における異常領域の検討

　（1）血栓症および塞栓症における比較

　Fig．3に血栓症（75例）および塞栓症（22例）で

の異常領域における乖離のタイプを検討した．

FRN型を示した異常領域は血栓症では33％で

あったのに対し，塞栓症では19％と有意に少な

かった（p＜0．0001）．

　「脳虚血の程度」に従って，乖離のタイプを検

討すると，血栓症（Fig．4a）および塞栓症（Fig．4b）

のいずれにおいても，脳虚血の程度が進行すると

ともに後期像が正常であるFRN型が減少した（p

＜0．001）．また，血流像で「低下：∪」と判定され

た異常領域では，F型（FRN型とFRD型の合計）

は，血栓症では81％であったのに対し，塞栓症

では579。と有意に少なかった（p＜0．0005）．

　（2）支配血管別による比較

　脳梗塞例を，出現した梗塞巣の支配血管の相違

により皮質枝梗塞（53例）および穿通枝梗塞（52

例）の2群に分類し，異常領域の比較を行った

（Fig．5）．

　F型は，皮質枝梗塞では48％であったのに対

し，穿通枝梗塞では62％と有意に多く認められ

た（p＜0．0001）．

　皮質枝梗塞および穿通枝梗塞の各群において

も，脳虚血の程度による検討を行ったところ（Fig．

6a，b），両群ともに脳虚血の程度が著しいほど

FRN型の領域が減少した（p＜0．001）．血流像で

「低下：母」と判定された異常領域では，F型を示

す異常領域は，皮質枝梗塞および穿通枝梗塞でそ

れぞれ57％および88％と，穿通枝梗塞で有意に

多く認められた（p＜0．OOO　1）．

　3．TIAにおける異常領域の検討

　TIA（13例）においては，個々の症例で血流像お

よび後期像における異常領域数を比較した（Fig．

7）．その結果，大脳皮質に該当する全26領域の

うち，血流像の異常領域数が7領域以下の症例で

は1例を除き，後期像の異常領域は血流像の異常

領域よりも少なかった．一方，血流異常が8領域

以上であった7症例中3例では後期像は血流像と

同等以上の異常領域数を示し，そのうち後期像で

血流像よりも広範囲に異常が認められた2例（図

中の口）は，皮質に陳旧性の比較的広範な梗塞巣

が認められた．

　4．循環予備能と後期像所見の比較

　（1）TIAおよび脳梗塞における検討

　TIAにおいては（Fig．8a），16領域（5症例）の検

討であったが，A型およびB型を示す領域では，

それぞれ後期像の89％および86％が正常であっ

た．脳梗塞67領域（30症例）においては（Fig．8b），

後期像の集積が正常な領域はA型では85％を占

めたのに対し，B型では46％と有意に少なかっ

た（p＜0．001）．
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Fig．8　Late　IMZ　image　fi　ndings　in　arcas　wlth　slightly　and　modcrate］y　reduced　hemodynamic

　　　reserve　in　patlents　with　TIA（a）and　cerebral　infarction（b）．

　（2）脳梗塞における発症後経過日数による検討

　脳梗塞（血行再建術未施行）において発症日が明

らかな22例を，発症から本剤検査日までの経過

日数により，0～20日，21～90日および91日以

上の3群に分類し，各領域について循環予備能と

後期像所見の比較を行った（Fig．9）．いずれの経

過日数の群でもA型の領域では，後期像が正常を

示した領域は91％以上であった．また，A，　B両

型間で比較すると，後期像が正常を示した領域の

割合は，0～20日の群および21～90日の群では

有意差はみられなかったが，91日以上の群ではB

型で有意に低下した（p＜0．05）．

　5．頭蓋内出血における異常領域の検討

　頭蓋内出血においては，被殻出血および視床出

血の各群について「血流低下の程度」による異常

領域の比較を行った．被殻出血（Fig．10a）では血

流低下の程度が進行するに従いFRN型は63％，

26％および0％と減少し（p＜0．001），FRD型，　E

型の比率が増加した（p＜0．001）．一方，視床出血

（Fig．10b）では，対象となった異常領域が24（症

Presented by Medical*Online



中枢性ベンゾジアゼピン受容体イメージング剤1231一イオマゼニルの第3相臨床試験（第4報）

　Rest　　　ACZ
　CBF　　　　CBF

Normal　　　Decrease

0－20D　　（N＝4）

貰

337

nニ11

Decrease　　More

　　　　decrease
　　　　than　rest
　　　nニ3

晦難，

0％ 50％　　　　　　　　　　　　　　　　　100％
■Normal　ln　lMZ　　ぶDecrease　in　IMZ

　Rest　　　ACZ
　CBF　　　　CBF

Normal　　　Decrease

21－90D　　（N＝9）

n＝5

Decrease　　More

　　　　decrease
　　　　than　rest
　　　nニ14

＼、’ 纈1”
　＼　　　＼

0％ 50％　　　　　　　　　　　　　　　　　　100％

■Normal　ln　IMZ　繕Decrease　ln　IMZ

Rest　　　ACZ
CBF　　　　CBF

Normal　　　Decrease

91D－　　（N＝9）

nニ7

Decrease　More
　　　　decrease
　　　　than　rest
　　　n＝5

、

瞬毒・

　　　　　　　　0％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　100％

　　　　　　　　　Normal　ln　IMZ　　p〈　0　05　　　　　■Normal　ln　IMZ　　麟Decrease　ln　IMZ

Fig．9　Late　IMZ　image　findings　in　areas　with　slightly　and　moderately　reduced　hemOdynamic

　　　reserve　in　temis　of　days　after　onset　of　stroke　in　patients　with　cerebral　infarction．

例数として3例）と少なかったが，「やや低下：

↓」および「低下：号」のいずれの群でも，FRN

型がそれぞれ79％および100％と多くを占めた．

　6．小脳領域における検討

　テント上に一側性の病変を有し，MRIまたはX

線CTで小脳に形態学的異常を認めない脳梗塞65

例について，テント上の病変に対し対側および同

側の小脳領域における血流像と後期像の異常所見

の有無を検討した（Table　2）．

　小脳領域で血流低下が認められたのは，対側で

は65領域中38領域（58．5％），同側では65領域

中3領域（4．6％）と対側で高率であり（p＜0．OOO　1），

対側小脳領域にcrossed　cerebellar　hypoperfusion

（CCH）が示された．そのうちCCHがみられた38

Presented by Medical*Online



338 核医学　33巻3号（1996）
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Fig．10　Types　of　mismatch　between　late　IMZ　images　and　CBF　images　in　patients　with

　　　putaminal　hemorrhage（a）or　thalamic　hemorrhage（b）in　terms　of　reduction　in　CBF．

　　　Abbreviations　as　in　Fig．2．

領域中33領域（86．8％）で後期像は正常であった．

7．症例呈示

　（1）症例1左中大脳動脈塞栓症　63歳，男性

　（大川原脳神経外科病院）

　閉塞血管再開通により出血性梗塞が生じた症例

で，血流像で左側頭葉における高灌流域が認めら

れる．後期像では同部位を含んだ広範な集積低下

が認められ，再開通前の脳虚血による神経細胞脱

落が示唆された（Fig．11）．
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Fig．11　Late　IMZ　and　CBF　images　in　a　patient　with　embolism　of　lcft　middle　cerebral　artery．
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Fig．12　MRI．　late　IMZ　and　CBF　images　in　a　patient　with　right　putaminal　hemorrhage．

（2）症例2　右被殻出血　58歳，男性

　（中村記念病院）

血腫量は30・ml，定位的血腫除去術が施行され

た症例．発症71日後のMRIにてスリット状の高

信号域がみられる．発症後54日のi231－IMPによ

る血流像は血腫と同側の大脳半球で血流低下を示
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Lt　ICA　Occlusion

lMP（Rest》
　　　（D．13）

　　、、

　　匂，

り●t
⑳

IMP（ACZ）
　　　（D．17）

t’
L

θ

lMZ（Late）
　　　（D．15）

IMP（R●st）
　　（D．42》

魯
、
o

lMP（ACZ）
　　（D．44）

●

゜
●
・

　

●

一

L

Fig．13　Rest－and　acetazolamide－challenged　CBF　images　before（upper）and　after（10wer）

　　　　　STA－MCA　anastomosis，　and　late　IMZ　images　before　STA－MCA　anastomosis

　　　　　（middle）in　a　patient　with　left　intercarotid　artery　occlusion．

Table　2　Late　IMZ　and　CBF　findings　in　cerebellar　regions　in　cases　of　unilateral　cerebral　infarction

Side　of　cerebellum CBF
findings

Late　IMZ　findings

Norma1 Reduced Total

Contralateral Reduced　　38（58．5％）a

Normal　27（4　L5％）

33（86．8％）

26（963％）

5（13．201を））　1　38（100％）

1（3．7％）　　1　27（10090）

Total 65（100％）

Ipsilateral Reduced　　3（4．6％）b

Normal　　62（95．4％）

3（100％）

58（93．5％）

0（0％）　　　／　　3（100％）

4（6．5％）　1　62（100％）

Total 65（100％）

a：p＜O．OOOI　vs．　b
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した．一方，後期像は血腫側で血流に比し軽度の

集積低下を示す領域が認められ，同領域における

神経細胞障害の存在が示唆された（Fig．12）．

　（3）症例3左内頸動脈閉塞症　62歳，男性

　　（中村記念病院）

　軽度の右片麻痺で発症した症例．発症2週間後

に施行した安静時および負荷時の1231－IMP像から

循環予備能の著明な低下が示唆されたが，後期像

の集積低下は明らかではない．STA－MCAバイパ

ス術が施行され，血流の回復とともに循環予備能

の改善も示唆された（Fig．13）．

IV．考　　察

　脳虚血におけるBZR分布については，中枢性

BZRに特異的なリガンドを用いた基礎的検討が

報告されている．Setteら9）はPETとヒヒの一過

性脳虚血モデルを用い，11C一フルマゼニルの虚血

後の変化を検討し，11C一フルマゼニルの集積低下

は神経細胞の障害を反映し，脳虚血発症早期にお

ける脳障害の評価に有用であることを報告してい

る．また，松田ら1°〉はラットー側中大脳動脈閉塞

モデルにおける1251一イオマゼニルのオートラジオ

グラフィの検討から，患側半球では1251一イオマゼ

ニルの集積低下と血流低下との間に乖離がみら

れ，t251一イオマゼニル集積は神経投射路を介した

遠隔部位での変性（transneuronal　degeneration）によ

るニューロンの変化を反映し，組織変性の指標と

して有用であろうと報告している．Odanoらlt）

は，スナネズミの慢性期脳虚血モデルのオートラ

ジオグラフィで，梗塞周辺組織での14C一デオキシ

グルコースの低集積に対し，1231一イオマゼニルの

集積が保持されていることから，低代謝域での神

経細胞の生存性を評価するのに1231一イオマゼニ

ルSPECTが有用であることを示唆している．こ

のように，基礎的な検討からイオマゼニルは血

流や代謝トレーサとは異なる情報を提供し，神経

細胞の障害の評価に有用とする報告がみられ

る1°・11）．本邦における本剤の第2相臨床試験の結

果からも，脳梗塞，脳出血および多発性脳梗塞な

どにおいて後期像は血流像と異なる情報を与え，

その分布は血流像より脳組織の障害の程度をよく

反映することが示唆された6・t2、14）．

　今回，第3相臨床試験において，多数例で血流

低下の程度と後期像所見の関連性，循環予備能と

後期像所見の関連性を基に，本剤の臨床的意義に

ついて検討した．

　1．脳梗塞における異常領域の検討

　血栓症および塞栓症における異常領域の検討

（Fig．3）では，いずれの群においてもF型が半数

を占めた．F型の内訳を血栓症および塞栓症毎に

検討すると，BZR結合能が正常に保たれている

FRN型はそれぞれ33％および19％と，血栓症で

高率であった．皮質枝梗塞および穿通枝梗塞にお

ける大脳皮質領域の異常領域の検討（Fig．5）では，

BZR結合能の相対的な保持を反映するF型はそ

れぞれ48％および62％と穿通枝梗塞で高率で

あった．

　Fig．3およびFig．5の結果は，血栓症ないし穿

通枝梗塞においては貧困灌流（misery　perfusion）や

神経路を介する遠隔効果（remote　effect）などによ

り皮質の血流低下が生じることを示唆し，皮質の

血流低下の程度よりも相対的にBZRが保持（神経

細胞の保持）されている領域が多かった．さらに

F型のうちFRD型を示す領域では一部に神経細

胞の脱落を伴うことが示唆された．このことを

「脳虚血の程度」から検討した場合に，血栓症およ

び塞栓症（Fig．4a，b），あるいは皮質枝梗塞および

穿通枝梗塞（Fig．6a，b）のいずれにおいても，脳虚

血の程度が著しい領域で，よりFRN型が減少し

た．したがって，脳虚血の程度が著しいほど，

BZR障害（神経細胞障害）が高頻度にみられるも

のと考えられた．また，塞栓症および皮質枝梗塞

では，それぞれ血栓症または穿通枝梗塞に比較し

て，後期像が血流像と同等かそれ以上に低下した

領域（E型およびR型）が相対的に多かったこと

からも，塞栓症や皮質枝梗塞において脳虚血によ

る神経細胞の障害が高頻度であることが示唆され

た．

　2．TIAにおける異常領域の検討

　今回対象としたTIA症例の中には，皮質に陳旧

Presented by Medical*Online



342 核医学　　33巻3号（1996）

性の比較的広範な梗塞巣を有する例も含まれてお

り，形態学的な異常が軽度な例での血流像と後期

像の所見の関係を検討するため，症例ごとに血流

像および後期像における異常領域数を比較した

（Fig．7）．

　TIAで，血流異常領域数が26領域中8領域以

上の症例では後期像も血流像と同程度の異常を示

す例があったが，血流異常領域数が7領域以下の

症例では後期像での集積は血流に比し相対的に保

持されていることが示され，後期像により神経細

胞の脱落の程度を評価することは，TIAの病態把

握上有用であると考えられた．

　3．循環予備能との関連性

　TIAにおいてアセタゾラミド負荷反応性と後期

像所見の関係を検討した結果（Fig．8a），　A，　B両型

のいずれにおいても後期像は86％以上の領域で

正常であった．大部分の領域では循環予備能の低

下が認められても神経細胞は保持されており，両

者は必ずしも一致しないことが示された．このこ

とから，本剤を用いたSPECTにより神経細胞の

保持，脱落を評価することによって，手術適応

等，治療方針の決定に循環予備能とは異なる貴重

な情報が得られると考えられる．

　一方，脳梗塞（Fig．8b）では，　A型で後期像の

85％の領域が正常であったのに対し，B型では

46％であり，循環予備能の低下が著明なほど，神

経細胞障害が生じやすいことが示唆された．しか

し，B型でも46％の領域では後期像が正常であっ

たことから，後期像は血流像で示される循環予備

能の評価とは異なる神経細胞障害の評価を可能と

し，より詳細な病態把握に有用であることが考え

られた．

　また，脳梗塞における発症後の経過日数による

検討（Fig．9）では，　A型では日数が経過した群に

おいても後期像での集積低下域が増加せず，一

方，B型では後期像で正常な領域の割合は日数の

経過とともに減少する傾向を示した．今回の検討

は個々の症例を経時的に追跡したものではない

が，後期像は神経細胞障害の経時的変化を反映し

ていると考えられ，これまでの方法では評価が困

難であった循環予備能の低下と神経細胞障害との

関連性について新たな診断情報をもたらす可能性

が示唆された．

　4．頭蓋内出血における異常領域の検討

　頭蓋内出血については，被殻出血と視床出血に

ついて比較検討を行った．被殻出血症例（Fig．10a）

あるいは視床出血症例（Fig．10b）の大脳皮質にお

いてみられたFRN型はremoIe　effectによる皮質

の血流低下（皮質神経細胞は保持されている）を反

映するものと考えられた．また，被殻出血では血

流低下の程度が進行するに従いFRD型およびE

型が増加した．Hatazawaらは，脳内血腫遠隔部

の同側大脳皮質では，本剤後期像の集積低下の程

度と初期血腫容量とが相関し，神経連絡路の遮断

による神経細胞障害が示唆されることを報告して

いる15）．したがって，今回の被殻出血例におい

て，血流低下の進行に伴うFRD型およびE型の

増加はremote・effectによる血流低下に加え，遠隔

部位の神経細胞障害を反映したものと考えられ
る．

　5．小脳領域における検討

　一側性脳梗塞において，小脳半球の血流低下所

見は病変側の対側で同側より高頻度に認められ

crossed　cerebellar　hypoperfusion（CCH）が示された

（Table・2）．さらに，　CCHでは後期像所見は9割近

くの症例で正常を示し，小脳神経細胞は脱落して

いないことが示唆された．

　以上のように，本剤を用いたSPECT像により

得られるBZR結合能に基づいた神経細胞障害に

関する情報は，従来からの脳局所の血流や代謝，

または脳循環予備能などに関する情報とは異な

り，神経細胞の生存性や脱落・残存の程度をよく

反映していると考えられた．これは，脳病態生理

に関する新たな情報であると考えられ，脳血管再

建術をはじめとする外科的治療の方針決定と効果

判定，ならびに内科的保存療法における経過観察

などにおいて重要な情報を提供する可能性が期待

される．
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V．結　　語

　本剤を用いたSPECT像により，種々の脳血管

障害に基づく脳血流低下領域での神経細胞障害の

評価が可能であることが示され，本剤は各種脳血

管障害における，より詳細な病態診断や予後の評

価，血行再建術の適応決定などに関する有用な情

報を提供するものと考えられた．

　謝辞：呈示症例をご提供いただいた，大川原脳神

経外科病院脳神経外科松本行弘先生に深謝いたしま

す．
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　　Single　photon　emission　computed　tomography

（SPECT）using　i23－　1－lomazenil（1MZ），　a　tracer　which

binds　specifically　to　central－type　benzodiazepine

receptors，　was　performed　in　patients　with　cerebro－

vascular　diseases（CVD）to　determine　the　clinical

significance　of　IMZ　SPECT　studies　in　evaluating　the

pathophysiology　of　CVD．　IMZ　SPECT　images
obtained　three　hours　after　administration　of　the　tracer

were　compared　with　the　images　of　cerebral　blood　flow

（CBF）studies　in　206　cases」n　regions　with　decreased

CBF，　the　uptake　of　IMZ　was　relatively　preserved　in

patients　with　cerebral　thrombosis　in　comparison　with

cerebral　embolism，　and　in　those　with　perforator

branch　infarction　in　comparison　with　cortical

infarction．　The　uptake　of　IMZ　decreased　as　a　function

of　both　the　severity　of　the　decrease　in　the　CBF　and　the

duration　of　illness　in　regions　with　a　significantly　de一

creased　perfusion　reserve．　These　results　suggest　that

decreased　IMZ　binding　in　ischemic　stroke　reflects　the

neuronal　damage　caused　by　the　cerebral　ischemia．　On

the　other　hand，　in　patients　with　intracerebral　hemor－

rhage，　the　cortical　uptake　of　IMZ　was　relatively　well－

preserved　in　regions　with　decreased　CBF，　and　the

decrease　in　the　uptake　of　IMZ　was　more　profo皿d　as

afunction　of　the　decrease　in　the　CBF，　especially　in

cases　of　putaminal　hemorrhage．　These　results　also

suggest　that　the　decreased　cortical　CBF　is　a　remote　ef－

fect　caused　by　a　neuronal　disconnection，　and　neuronal

damage　may　occur　in　regions　with　severely　impaired

CBF．

　　Key　words：　i231－lomazenil，　Benzodiazepine　re－

ceptor，　Cerebrovascular　disease，　Cerebral　blood　fiow，

Single　photon　emission　CT．
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