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虚血性脳血管障害における99mTc－HM－PAOの静注後超早期

　　　　　ダイナミックSPECTの臨床的有用性の検討

一
低灌流病変および高灌流病変の検出について一
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　要旨　虚血性脳血管障害を対象として，99”tl’c－HM－PAOの脳内分布が決定する前の静注後超早期にダ

イナミックSPECTを行い，低灌流病変や，高灌流病変の診断上の有用性について検討した．99mTc－HM－

PAO　925～1，480　MBqを約1分間にて定速静注し，静注開始30秒後，12秒1フレームで2分間のダイナ

ミックSPECT，静注10分後にスタティックSPECTを施行し，健側と比較した．6例の慢性期一側性

主幹部脳動脈閉塞症ではスタティック画像よりもダイナミック画像の方が全例患側の低灌流のコントラ

ストが良好であった．スタティック画像で高集積を認めた5例の亜急性期脳梗塞では，ダイナミック

画像で3例が高集積（高灌流），2例が低～等集積（低～等灌流）を示し，いずれもスタティック画像に

おいてhyperfixationが認められた．静注後超早期ダイナミックSPECTは，脳からの逆拡散や亜急性期

脳梗塞巣への水溶性物質の蓄積の影響が少ない真の脳血流に近い画像として有用と考えられた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（核医学33：521－529，1996）

1．はじめに

　99mTc－d，1－hexamethyl－propyleneamine　oxime

（99mTc－HM－PAO）は，　single　photon　emission　com－

puted　tomography（SPECT）用の脳血流シンチグラ

ム製剤として，現在広く臨床に利用されている．

その脳血流トレーサとしての問題点として，主に

脳内からの逆拡散が大きいことに起因する健常部

と低灌流部とのコントラストの劣化は以前より指
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摘されており1），その改善策としては，Lassenの

補正式がある2）．また最近，亜急性期脳梗塞にお

ける99mTc－HM－PAOの高集積が必ずしも高灌流を

意味せず，Lassenの補正が適用できない場合があ

ると報告されている3・4）．

　われわれは，99”’Tc－HM－PAOにみられる上記の

脳血流トレーサとしての欠点を補うために，

99’nTc－HM－PAOを緩徐に定速静注し，脳内分布が

決定する前（ボーラス静注後の脳内分布の決定は

2分以内5）と早い）の超早期に短時間のダイナミッ

クSPECTを行い，脳からの洗い出しなどの影響

が少なく，真の脳血流分布に近い画像を得る方法

を試みた．

II．対象および方法

対象は脳梗塞11例で，低灌流病変（虚血部位）
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Table　l　Differential　percentage　of　’33Xe　rCBF　and　99mTc－HM－PAO　activity　in　affected　to　non－affected

　　　MCA　territory　in　patients　with　unilateral　occlusive　disease｛（A－B）1B×100％，　respectively｝

99mTc－HM－PAO

Case Age！Sex Diagnosis 133Xe Dynamic
（6th　frame）

Static

－
（
∠
（
5
4
丁
5
6

561M
691M
761M
57／M

56／M

63／F

R－ICO

L－1CO

R－ICO

L－MCO
L－MCO
R－ICO

一 40％

－ 2％

一　169e

－ 18％

－ 10％

－ 2％

一 35％

－ 7％

－ 6％

－ 16％

－ 9％

－ 4％

一 14％

－ 5％

－ 5％

－ 14％

－ 5％

－ 3％

r（　BF：regional　cerebral　bloOd　flow，　MCA：middle　cerebral　artery，　A：affected　hemisphere，　B：non－affected

hemisphere，　Dynamic：dynamic　SPECT，　Static：static　SPECT，　M：male，　F：female，　R：right，　L：left，　ICO：

internal　carotid　artery　occlusion，　MCO：middle　cerebral　artery　occlusion

Table　2a　Clinical　data　and　CT，　MRI　findings　in　patients　with　subacute　infarction

CT　or　MRI
Case

No．

ピ

x

●

5
eA
S

Diagnosis
Symptoms
ln　onset

Timjng　of

study（days）
Findings

7

8

9

10

11

8MM

76／F

141F

701F

831F

L－MCA　CI
（AF）

L－MCA　CI

L－MCA　CI

（aneurysm，

vaso－spasm）

L－MCA　CI

R－BG　CI

sudden　disturbance

ln　COnSC10USneSS，

motor　aphasia

R－hemiparesis，

motor　aphasia

R－hemiplegia，

motor　aphasia

R－hemiplegia，

speech　disturbance

sudden　disturbance

ln　COnSC10USneSS，

L－hemiplegia

2

2

12

2

18

low　density　area　in　left　tempOral

lobe　and　left　basal　ganglionic

region　　　　　　　　　　　（CT）

enhancement　in　left　tempOro－

occipital　lobe　　　　　　　　（CT）

high　density　area，　fogging

effect，　and　gyra1　enhancement

in　left　parietal　lobe　　　　（CT）

high　intensity　area　in　left　basal

ganglionic　region

　　　　　（MRI，　T　1－weighted）

high　density　area，　fogging　effect

in　right　basal　ganglionic　region

　　　　　　　　　　　　　（CT）

CT：X－ray　computed　tomography，　MRI：magnetic　resonance　imaging，　CI：cerebral　infarction，　AF：atrial　fibrillation，

BG：basal　ganglion

Table　2b　Differential　percentage　of　99mTc－HM－PAO

　　　　　　activity　in　the　infarcted　to　contralateral　non－

　　　　　　affected　area　in　patients　with　subacute　infarc－

　　　　　　tion｛（A－B）1B×100％，　resp㏄tively｝

Case

No．

Timing　of

study（days）

Dynamic
（6th　frame）

Static

7
8
0
／
0
1

　
　
　
1
　
1

0
〔
5
7
’
0
／
O
／

－
　

（

∠
∩
∠
－

十12％

十8％

十4％

－ 14％

－ 26％

十20％

十16％

十9％

十3％

十12％

を検討するため，X線CT上あるいはMRI上正

常あるいは小梗塞のみを示す慢性期の一側性中大

脳動脈，あるいは内頸動脈閉塞症6例（平均年齢

62．8±7．5歳）（Table　1），通常のSPECTによる高

集積部位を検討するため，一側性の亜急性期脳梗

塞5例（平均年齢64．8±25．8歳）（Table・2a）とし

た．亜急性期脳梗塞症例では，急性期のX線CT

で低吸収域を認め，99mTc－HM－PAOの通常のスタ

ティックSPECTで同部位を中心に高集積が見ら

れた症例を対象とした．症例8から11は，亜急
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Fig．1　Sequential　changes　of　differential　percentage　of

　　　99mTc－HM－PAO　dynamic　and　static　SPECT
　　　activity　in　affected　to　non－affected　MCA　territory

　　　in　patients　with　unilateral　occlusive　disease．
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Fig．2　Case　1，56　years　old，　male　with　right　internal

　　　carotid　artery　occlusion．　Sixth　frame　image　of　the

　　　super　dynamic　SPECT（upper　left）shows　the

　　　better　contrast　in　the　affected　hemisphere　in

　　　comparison　with　the　static　SPECT　image（upper

　　　right）．　However，133Xe　rCBF　image（lower　left）

　　　shows　the　much　better　contrast　as　compared　with

　　　the　super　dynamic　SPECT．
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Fig．3　Case　7，81　years　old，　male　with　left　side　cerebral

　　　infarction　in　middle　cerebral　artery　territory　in

　　　early　subacute　phase（10days　after　onset）．　Serial

　　　images　of　super　dynamic　SPECT（a），　and　6th

　　　frame　image　of　super　dynamic　SPECT（！eft）and

　　　static　SPECT　image（right）（b）are　shown．　Both

　　　super　dynamic　SPECT　images　and　the　static

　　　SPECT　image　shovv　the　high　uptake　in　the　infarct

　　　「eglon・

性期のX線CTあるいはMRIの所見（Table　2a）か

ら再開通，出血性梗塞が疑われたが，血管撮影な

どによる再開通の確認は行っていない．

　用いた装置は島津製作所製HEADTOME　SET－

0316）で，ダイナミックSPECTには高感度（HS）コ

リメータを，スタティックSPECTには高分解能

（HR）コリメータを用いた．　HSコリメータとHR

コリメータの空間分解能は，19．8と12．4（mm），

感度は0．75と0．15（cps／Bq／ml）である7）．

　方法は，まず肘静脈を翼状針で確保し，99mTc一
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Fig．4　Case　10，70　years　old，　female　with　left　side

　　　cerebral　infarction　in　large　middle　cerebral　artery

　　　territory　in　late　subacute　phase（29　days　after

　　　onset）．　Serial　images　of　super　dynamic　SPECT

　　　（a），and　7th　frame　image　of　super　dynamic

　　　SPECT（left）and　static　SPECT　image（right）（b）

　　　are　shown．　Middle　phase　images　of　the　super

　　　dynamic　SPECT　show　sligh“ow　uptake　in　the

　　　infarct　region　relative　to　that　of　non－affected

　　　hemisphere，　whereas　the　static　SPECT　dem－

　　　onstrates　high　uptake　in　the　same　region．

HM－PAO　25～40　mCi（925～1，480　MBq）｛O．7　mCi！

kg（体重）｝を輸液ポンプにより約1分間で定速静

注した．ボーラス静注でなく定速静注した理由

は，脳内分布が決定する前の経時的にトレーサが

　　　HM－PRO
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Fig．5　Case　11，83　years　old，　female　with　right　basal

　　　ganglion　infarction　in　late　subacute　phase（19

　　　days　after　onset）．　The　6th　frame　image　of　super

　　　dynamic　SPECT（upper　left）as　well　as　133Xe

　　　rCBF　image（lower　left）show　low　uptake，
　　　whereas　the　static　SPECT（upper　right）shows　the

　　　high　uptake　in　the　right　basal　ganglion．

集積する画像を得るためと，ダイナミックスキャ

ン開始後早期に脳内へ取り込まれなかったトレー

サが，脳表の静脈および静脈洞に強く集積するの

を防ぐためである．静注開始30秒後，12秒／フ

レームで10フレーム（2分間）のダイナミック

SPECTを施行した．本装置の通常のプログラム

では，最短のダイナミックスキャンは1分1フレー

ムであるが，短時間のダイナミックSPECTを行

うために，最短6秒！フレームのSPECTが可能

なYamaoka，　Nakagawaraらによってmean　transit

time（MTT）の測定用に改良されたプログラム8）を

一部使用した．また，静注10分後に10分間のス

タティックSPECTを施行した．

　定量的評価のための関心領域（regions　of　interest：

ROI）は，ダイナミックSPECT，スタティック

SPECTともにOM・1ine上＋55㎜（基底核レベル）

に設定した．ROIは，ダイナミックSPECT，ス

タティックSPECTそれぞれの画像に対して，低

灌流病変では中大脳動脈領域全体，高灌流病変で

はスタティック画像上の高集積部位全体に設定

し，健側に対称性のROIを設定した．
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　定量的検討として，病変側のカウントをA，健

側のカウントをBとして，（A－B）／B×100（％）を

算出し，健側に対する集積の低下，あるいは上昇

の程度を評価した．

　慢性期主幹部脳動脈閉塞症については全例に

133Xe吸入法による脳血流測定（Kanno＆Lassen

法9））も行い比較した．亜急性期脳梗塞に関して

は，全症例には行えなかったので一例（Case　11）

に関して症例として提示した．

m．結　　果

　ダイナミックSPECT画像上経時的に脳内の集

積が増加し，脳表の静脈と静脈洞の集積は少な

かった．第5フレームまではカウントが少なかっ

たため，画像および定量的評価は第6フレーム以

降について行った．

　慢性期一側性主幹部脳動脈の閉塞性病変6例の

虚血部と健常部の比較では，第6フレーム（Table

1）ではダイナミックSPECTの方がいずれも患側

カウントの相対的な低下の程度が強く，低灌流の

コントラストが増した．しかし経時的な変化では

（Fig．1），虚血の程度の強いCase　1以外は，第8

フレームから第10フレームの間で一時的にスタ

ティックSPECTよりもむしろコントラストが低

下した．

　133Xeによる脳血流SPECTとの比較では（Table

1），4例はダイナミックSPECT（第6フレーム）よ

りもi33Xe－SPECTの方がコントラストが高かった

（Fig．2）．ダイナミックSPECT，スタティック

SPECTよりもi33Xe－SPECTのコントラストが低

かった2例（Case　2，6）は左右差が2％と軽度で

あった．

　亜急性期脳梗塞5例の梗塞部と健常部のカウン

ト比の比較では（Table　2b），3例ではダイナミッ

クSPECTの第6フレームで梗塞部が高集積（高

灌流）（Fig．3a，　b）であったが，2例では逆に低～等

集積（低～等灌流）（Fig．4a，　b，　Fig．5）であった．ス

タティックSPECTでは，全例で梗塞部は高集積

となり，ダイナミックSPECTで低～等集積と

なった2症例のみでなく，高集積となった3例

も，スタティックSPECTでダイナミックSPECT

よりもコントラストが増し，慢性期の低灌流病変

とは逆の結果となった．

IV．考　　察

　SPECTによる蓄積型の脳血流シンチグラフィ

製斉ljとして，現在99mTc－HM－PAOのほかに99mTc－

L，L－ethyl　cysteinate　dimer（99mTc－ECD），1231－N－iso－

propy1－P－iodoamphetamine（i231－IMP）があるto）．い

ずれも脂溶性が高く，初回循環で高率に脳組織内

に取り込まれ，長時間停滞するため，撮像時間の

長い回転型ガンマカメラでも比較的高画質の脳血

流分布断層像が得られるという特徴がある．

　これらのトレーサではそれぞれ脳への取り込み

機序が異なるため，脳内挙動も若干異なる1°）．一

般に低灌流病変部のコントラストは，一回循環で

の脳への摂取率が最も高く，脳から血液中への逆

拡散が最も少ない1231－IMPが最も良い．

　低灌流病変のコントラストが最も悪いのは

99mTc－HM－PAOであり，主に高灌流部からの逆拡

散が大きいためとされている．さらに，肺からの

クリアランスも早いため，投与直後に脳へ集積

し，その後はほとんど経時的に分布が変化しな

い．

　脳血流シンチグラムで，真の脳血流分布に近

い画像を得るための撮像法の工夫として，脳内へ

の集積が比較的緩徐で，洗い出しも遅いi231－IMP

を用いた場合には，静注直後早期の数分間の

SPECTが通常の早期のスタティックSPECTに

比べ良好なコントラストを得たという報告があ

るIl・12）．しかし，99・・Tc－HM－PAOでは，静注後3

分間の短時間でスキャンを行うSPECTの報告が

ある13・14）ものの，脳への入力が非常に早く，静注

2分後には分布が決定してしまうため5），分単位

のスキャンでは1231－IMPのようなコントラストの

改善は得られない．

　そこでわれわれは，99mTc－HM－PAOの脳からの

洗い出しの影響が少なく，真の脳血流に近い画像

を得るために，脳内分布が決定する前の超早期に

秒単位のダイナミックSPECTを行った．また，
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脳内への入力の時系列を長くするために，輸液ポ

ンプでゆっくりと経静脈的に定速注入した．

　本法では，99mTc－HM－PAOの投与量が比較的多

いこと，測定に用いたリング型SPECTが，元来

133Xeによる局所脳血流量の定量測定が行える装

置で感度に優れていることから，1フレーム12秒

間の短時間のダイナミックSPECTでも，トレー

サの動態を評価できる画像が得られた．スタ

ティックSPECTに比べると画質が悪く，小病変

や，深部灰白質の評価は困難であるが，実際の臨

床で問題となる主幹部脳動脈領域の評価は十分可

能であった．

　慢性期主幹部脳動脈閉塞症では，第6フレーム

ではいずれもダイナミックSPECTの方がコント

ラストが高かった．経時的な変化で，虚血が軽度

な症例では後期にはスタティックSPECTよりも

むしろコントラストが一時的に低下したのは，ダ

イナミックSPECT画像上は目立たないが脳内に

集積しなかったトレーサが注入後期において脳血

管内に徐々にプーリングされ，スタティック

SPECTを撮像する時間には血管内のトレーサの

入力がなくなり，相対的に集積が低下したためと

考えられた．脳血流分布として画像および定量的

に評価するにはカウントも十分にあり，脳血管内

のプーリングの影響の少ない中間相（第6，7フ

レーム）が適当と考えられた．

　早期ダイナミック画像が組織血流分布のみでな

く，脳内の血管内放射能分布も含んでいる可能性

はある．しかし，初回循環での脳へのextraction

fractionが1231－IMPより低いとは言っても十分に

高く1），また脳への入力が2～3分以内で決定する

こと5），また，もし血管内の放射能分布の影響が

ダイナミックSPECTで優位であれば，　Hayashida

ら15）の報告により，主幹部脳動脈閉塞症では脳血

液量上昇の影響で，コントラストが低下するはず

であるが，逆にスタティックSPECTよりも高い

ことから，血管内の放射能分布の影響は少ないと

考えられる．

　Muraseらは1），99mTc－HM－PAO　SPECT画像のコ

ントラストが悪い理由について，99mTc－HM－PAO

のコンパートメント解析と，133Xeで測定した脳

血流量を比較し，高血流領域ほど脳からの洗い出

しが多い（K2値が高い）ことに加えて，高血流領

域ほどretention　fraction　｛K3／（K2＋K3）｝と初回循

環のextraction・fractionも低いことをあげている．

　99mTc－HM－PAOの緩速定速静注での早期ダイナ

ミック画像では，脳からのトレーサの洗い出しが

スタティック画像に比べて相対的に少ない状態が

検出され，いわゆる脳への流入速度定数（K1）に

近いトレーサの分布を捕らえているものと考えら

れた．

　133Xe－SPECTで10％以上の左右差を認めた症例

で，ダイナミックSPE（Tのコントラストが133Xe－

SPECTよりも低いのは，この方法ではretention

fractionと初回循環のextraction・fractionの補正は

できないためと考えられた．

　99mTc－HM－PAOを用いた早期ダイナミック

SPECTによる慢性期の低灌流病変の評価は，形

態画像診断上ほぼ正常の主幹部脳動脈の高度閉塞

性病変による中大脳動脈領域の広範な血流低下の

検出により，ダイアモックス負荷脳血流シンチグ

ラフイや脳血管造影の適応症例のスクリーニング

検査として臨床的意義があると考えられた．

　スタティックSPECTにて高集積を示した亜急

性期脳梗塞5例のダイナミックSPECTでは，梗

塞巣が2例で低～等集積となり3例で高集積と

なった．発症からの検査時期については，前者が

亜急性期後期，後者が亜急性期早期の傾向があっ

た．

　最近SperlingとLassenにより，亜急性期脳梗

塞では99mTc－HM－PAOのhyperfixationによる血流

の過大評価が生じ，高集積が必ずしも高灌流を意

味せず，しかもLassenの補正式が適用できない

場合があると報告されている3・4）．

　彼らは133Xe吸入法によるSPECTと99mTc－HM－

PAO　SPECTを続けて行い，両者を比較すること

により，その集積の意義を検討した．その機序と

して，再開通した梗塞巣で脂溶性の99mTc－HM－

PAOがより速やかに水溶性の化合物に変換され

るためであろうと推定している16）．

Presented by Medical*Online



虚血性脳血管障害における99mTc－HM－PAOの静注後超早期ダイナミックSPECTの臨床的有用性の検討527

　彼らは，発症10日以内の亜急性期脳梗塞早期

のhyperemiaの症例では99mTc－HM－PAOと133Xe

SPECTの所見はほぼ等しく，c°mTc・・HM－PAOの

hyperfixationは発症10日から28日の亜急性期後

期に見られたと報告している17）．しかし，われわ

れの症例では，ダイナミックSPECTで高集積と

なった症例でも，スタティックSPECTの方がコ

ントラストが増し，慢性期低灌流病変とは逆の関

係になった．これらの所見は高灌流部位ほど逆拡

散が多くなるとするコンパートメント解析の結

果1）と矛盾し，SperlingとLassenの結果とも異な

る．

　ダイナミックSPECTで低～等集積であった症

例は，彼らの言うhyperfixationと一致するが，わ

れわれの結果では，ダイナミックSPECT上高灌

流であってもhyperfixationを伴うことになる．し

かし，hyperfixationの機序を以下のように考える

と，われわれと彼らの結果は矛盾しないと考えら

れる．

　亜急性期脳梗塞早期では，時期的に，hyper－

emiaの主体が急性代謝性アシドーシスに伴う血

管拡張によるとしても，すでに血液脳関門の破

壊，血管増生などにより，スタティックSPECT

における集積の増大には血管内の水溶性物質の蓄

積がいくらか関与していると考えられる．スタ

ティックSPBCTは，静注10分後からの撮像であ

り，血液中には脳内へ集積し得る脂溶性の99mTc－

HM－PAOはほとんど残存していない5）．また，亜

急性期後期のスタティックSPECTにおける高集

積については，代謝性アシドーシスは治まり，基

本的に脳血流は低下しているが，血管内の水溶性

物質が早期以上に蓄積したと考えられる．すなわ

ち，スタティックSPECTで集積が高くなる原因

が主に血管内の水溶性物質の蓄積であるとする

と，それは梗塞部の破壊，修復機転による一時的

な変化であり，亜急性期にhyperfixationが認めら

れることと一致する．99mTc・－HM－PAOの血球と血

清蛋白との高い結合率はすでに報告されており5），

他の脳血流シンチグラフィ製剤と比べ，亜急性期

に多くの血管内水溶性物質が蓄積するものと考え

られる．

　1231－IMPに比べて，99mTc－HM－PAOはluxury

perfu　sion　i8）を検出しやすいという報告19）がある

が，スタティックSPECTだけではその中に含ま

れる高灌流（hyperemia）と，　hyperemiaを伴わない

hyperfixationの鑑別はできない．ダイナミック

SPECTを追加することでこれらの違いを鑑別し

うる．

　中川原らは20），1231－IMPを静注10分後の早期像

とともに5時間後の後期像を撮ることにより，亜

急性期脳梗塞の病態評価を行っている．99mTc－

HM－PAOとはトレーサの入力の時系列が異なる

が，われわれが超早期ダイナミック像と早期像で

認めたものと同様なものを評価していると考えら

れる．

　リング型SPECTのみでなく，最近普及しつつ

ある多検出器型SPECTでも短時間のダイナミッ

クSPECTは可能であり，今後の臨床応用が期待

される．
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Summary

Evaluation　of　the　Clinical　Usefulness　of　Super　Dynamic～99mTc・HM・PAO　SPECT

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　in　lschemic　CerebrovascuRar　Disease

　　　　　　　　　　　　　　　－1）etection　of　Hypo・and　Hyperperfusion　Area一

Hiroshi　ToyAMA，　Gen　TAKEsHiTA，　Kaori　SHIBATA，　Masayo　NoMuRA，　Toshiteru　FuJiwARA，

　　　Emiko　IsHIKAwA，　Michiaki　FuJiwARA，　Naoko　Fum，　Kazutaka　EJiRi，　Hisato　MAEDA，

　　　　　　　　　　　　　　　Kazuhiro　KATADA，　Akira　TAKEucHi　and　Sukehiko　KoGA

Department　of　Radio’08y，　FψαHεα～th　Un輌vers輌り1

　　The　purpose　of　this　study　is　to　assess　the　clinical

usefulness　of　super　dynamic　SPECT　of　99mTc－HM－

PAO．　Six　patients　with　unilateral　occlusion　of　middle

cerebral　artery（MCA）or　intemal　carotid　artery（ICA）

in　the　chronic　phase，　and　5　patients　with　subacute　ce－

rebraいnfarction　were　studied．　We　used　a　ring－type

SPECT“HEADTOME”Two　types　of　collimator
were　used：a　high　sensitivity（HS）collimator　for　super

dynamic　scan　and　a　high　resolution（HR）collimator

for　static　scan．　First，　the　intravenous　constant　infusion

of　wn1Tc－HM－PAO（925－1480　MBq）f（）r　l　minute　was

started．　After　30　seconds　from　the　beginning　of　the　in－

jection，　we　performed　the　l　2　secondslframe　super　dy－

namic　SPECT　for　2　minutes．　Then，　the　static　SPECT

for　10minutes　was　done．　For　semiquantitative　analy－

ses，　differential　percentage　of　regional　activity　be－

tween　affected　and　non－affected　hemispheres　was

calculated　in　the　6th　frame　image　of　super　dynamic

SPECT　and　static　SPECT　image」n　a116patients　with

unilateral　occlusion　of　MCA　and　ICA，　super　dynamic

SPECT　images　showed　the　better　contrast　of　low　per－

fusion　areas　in　comparison　with　the　static　SPECT　im一

ages．　In　5　patients　with　subacute　cerebral　infarction

who　showed　focal　hyperactivities　on　static　SPECT，

focal　hyperactivities（hyperperfusion　or　hyperemia）

were　displayed　in　3　cases，　whereas，　focal　hypo－or

isoactivities（hypo－or　isoperfusion）were　shown　in　2

cases　on　super　dynamic　SPECT．　However，　all　patients

with　subacute　cerebral　infarction　showed　hyperfixa－

tion　on　static　SPECT　as　compared　with　super　dynamic

SPECT．　Although　the　image　quality　on　super　dynamic

SPECT　is　not　as　high　as　that　on　static　SPECT，　cerebral

hemodynamics　would　be　detected　with　less　backdiffu－

sion　of　99mTc－HM－PAO　from　the　brain　to　blood，　and

with　less　accumulation　of　hydrophilic　components　in

subacute　infarct　region．　In　conclusion，　super　dynamic

SPECT　in　early　distribution　Of　99mTc－HM－PAO　using

dedicated　SPECT　device　might　be　helpful　to　detect

cerebral　perfusion　close　to　true　cerebral　blood　flow

distribution．

　　Key　words：　99mTc－d，1－hexamethyl－propylene－

amine　oxime（99ml「c－HM－PAO），　Single　photon　emis－

sion　computed　tomography（SPECT），　Dynamic
SPECT，　Hyperfixation，　Luxury　perfusion．
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