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《短　報》

99mTc－ECDを用いた閉眼および開眼投与における

　　　　　　　一次視覚野の脳血流量の比較

長谷川貴彦＊ 稲尾　意秀＊＊ 仙田　宏平＊＊＊

　要旨　健常ボランティア4名を対象に99mTc－ECDの閉眼投与（アイマスク着用）と開眼投与を別日に

行い，一次視覚野への集積を比較検討した．閉眼投与では小脳と一次視覚野の集積が同程度であったの

に対し，開眼投与では一次視覚野の集積が小脳よりも高くなった．一次視覚野における集積は，閉眼投

与に比して開眼投与で平均16％の増加を認めた．積極的な光刺激等の賦活を加えない自然開眼時にお

ける局所脳血流量の増加が，WmTc－ECDによって捉えられたものと考えられる．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（核医学33：1239－1242，1996）

1．はじめに

　視覚野における局所脳血流量は，閉眼状態に比

べて開眼状態で増加していることが容易に想像で

きる．しかし，脳血流SPECTを用いた検討で

は，積極的な光刺激等の賦活を加えた報告は散見

されるものの1・2），日常検査を想定した自然開眼に

おける検討はなされていない．一般の脳血流

SPECT検査においては，トレーサ投与時にアイ

マスクを用いた遮光閉眼処置を施す施設もあれ

ば，そうでない施設もある．それぞれにおいて，

視覚野の脳血流量に如何なる差異が生じているの

かをあらかじめ把握しておくことは，読影をする

うえで参考となる．

　そこで今回われわれは，投与時の局所脳血流分

布がイメージとして固定化される3・4｝99mTc－ethyl

cysteinate　dimer（99mTc－ECD）を用いて，閉眼投与
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と開眼投与における一次視覚野へのトレーサ集積

を比較検討したので報告する．

II．対象・方法

　頭蓋内疾患の既往がない健常男性ボランティア

4名（25～53歳，平均37歳）を対象とし，99mTc－

ECDの閉眼投与と開眼投与を別日に施行して，

一次視覚野への集積を比較検討した．

　1）投与方法

　「閉眼投与」ではボランティアに遮光アイマス

ク（中山式産業社製）を着用させ，仰臥位にて約5

分間の安静を保たせた後に，あらかじめ確保した

静脈ルートより99mTc－ECDの740　MBqをボーラ

ス投与し，1秒ごとのdynamic　dataを収集した．

投与7分後（約2分間のdynamic　data収集＋5分

間）に血管確保と遮光閉眼を解除し，投与15分

後からSPECT撮像を開始した．「開眼投与」に際

しても同様にw・’Tc－ECD投与前の約5分間は安静

としたが，遮光閉眼処置は施さずボランティアに

は漠然と検査室内を眺めさせた（投与時のdy－

namic・dataは収集していない）．なお，検査室内は

一般家庭用白色蛍光灯で照明されており，ボラン

ティアの顔面付近の照度は約1，000Luxであった．

投与量は閉眼検査と等量であり，SPECT撮像も
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同様に投与15分後から開始した．

　2）撮像条件

核医学　　33巻11号（1996）

　dynamic　data収集とSPECT撮像には低エネル

ギー汎用コリメータを装着した1検出器回転型ガ

ンマカメラ（横河GE社製Starcam4000i）を用い

た．収集マトリクスはdynamic　imageが128×128

（拡大率1倍），SPECTが64×64（拡大率2．6倍），

収集エネルギーウインドは140keV±20％，デー
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Fig．1　Regions　of　interest　as　placed　in　control　area（a）

　　　and　primary　visual　cortex（b）．

タ収集はdynamic　imageが1sec／frameで90秒間，

SPECTが64　stepで25分間であった．　SPECT画

像再構成には前処理にButterworth旬ter（order　10，

cutoff・O．45　cycle！cm，3．32　mm／pixe1），再構成に

Ramp　mter，吸収補正にSorenson（μ＝0．11cm－1）

を用いた．

　3）　対小脳比の算出

　閉眼投与と開眼投与にて下記の操作を同様に

行った．まず，OMラインに平行な各スライス

（厚6．64・mm）を再構成し，小脳レベルで左右小脳

半球にそれぞれ40pixe1の関心領域（ROI）を設定

し小脳平均カウントを算出した．さらに，基底核

レベル付近から一次視覚野を含むスライスを選択

し，Woodsらの方法1）に準じて対照領域と一次視

覚野（left　superior　temporal－inferior　parietal　region）

とにそれぞれ40pixe1程度のROIを設定し平均

カウントを算出した（Fig．1）．得られた対照領域

と一次視覚野の平均カウントを小脳平均カウント

にて除し，それぞれの対小脳比を求めた．なお，

閉眼投与と開眼投与におけるROI設定スライスと

位置は，視覚判定にて一致させた．

Table　l　Comparison　of　regional　uptake　between　masked　and　opened　eyes　study

Volunteer　Initial

Age．　Sex

Y．M．　　T．1．　　K．A．　　N．S．

32．M　38．M　53．M　25．M
mean±SD student　T　test

Cortex1Cerebellum　Ratio

Control　Area；masked

　　　　　opened

Visual　Cortex；masked

　　　　　opened

Increase　rate　in　Control　Area

　　　　　in　Visual　Cortex

0．68　　　　0．69　　　　0．83　　　　0．64

0．67　　　　0．67　　　　0．84　　　　0．65

0．94　　　　0．95

Ll2　　　　1．11

一 L5　　　－2．9

19．2　　　　16．3

1．14　　　0．95

L30　　　　　1．07
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0．71±0．08

0．71±0．09

1．00±0．10

1．15±0．10

一
〇．4±2．2

15．5±2．9

］N．s．

コP＜・・5

］P＜・．・・1

rCBF（m〃min1100　g）

　Control　Area；masked

　　　　　　opened

　Visual　Cortex；masked

　　　　　　　opened

　Increase　rate　in　Control　Area

　　　　　　in　Visual　Cortex

37．8　　　　48．3　　　　46．8　　　　45．4

37．8　　　　47．0　　　　46．8　　　　45．9

57．8　　　　68．1　　　　73．7　　　　68．4

69．6　　　　79．7　　　　83．8　　　　77．2

0　　　－2．7

20．4　　　　17．0
　
8
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∩
」

　
1 1

9

1
（
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1

44．6±4．7

44．4±4．4

67．0±6．7

77．6±6．0

一
〇．4±1．6

16．0±3．4

］N．s．

］P＜・．・5

］P＜…1

Increase　rate（％）＝（opened　eyes－masked　eyes）÷masked　eyes×100

Presented by Medical*Online



99mTc－ECDを用いた閉眼および開眼投与における一次視覚野の脳血流量の比較 1241

　4）rCBFの算出

　閉眼投与で得られたdynamic　dataからpatlak

plot法5）にて両側大脳半球のBrain　Perfusion　Index

（BPI）を算出し，これを松田の回帰式6）にて平均

脳血流量（mCBF）へ換算し，得られたmCBFから

全脳を参照部位としてLassenの式（α値＝2．59）7）

にて対照領域と一次視覚野の局所脳血流量（rCBF）

を算出した．一連の解析と演算は松田・辻・秀毛

の方法6）に準じた．なお，開眼投与ではdynamic

dataを収集できなかったことから，閉眼と開眼で

は全脳血流量に変化が生じないものと仮定して，

閉眼投与で求めたmCBFを代用して開眼における

対照領域と一次視覚野のrCBFを算出した．

III．結　　果

　結果をTable　1に示す．対照領域の対小脳比と

rCBFは，全例において閉眼投与と開眼投与の間

でT検定による有意差を認めず一定した値を示し

たことから，2度の測定においてボランティアは

おおむね同一の脳血流コンディションにあり，検

査の再現性は保たれていたものと考えられる．閉

眼投与では一次視覚野の対小脳比が平均1．00であ

り小脳と同定度の集積であったのに対し，開眼投

与では対小脳比が平均1．15となり一次視覚野の集

積が小脳よりも高くなった．一次視覚野のrCBF

は閉眼投与で57．8～73．7m〃IOO　g／min（平均67．O

m〃100g／min）であったのに対し，開眼投与では

69．6～83．8m〃100　g／min（平均77．6　m〃100　g／min）と

有意な増加を認め（t検定；p＜0．001），増加率は

平均16％であった．なお，サンプル数が少ない

ことから断言はできないが，本検討では年齢と増

加率との間に一定の傾向を認めなかった．

IV．考　　察

　今回われわれは，日常検査で起こり得る脳血流

トレーサの投与状況を再現するために，積極的な

visual・stimulationを行わない自然開眼状態での検

討を行い，一次視覚野において閉眼状態に比し平

均16％の集積増加を認めた．

　脳高次機能の解析を目的としたvisual　stimula一

tion　studyは多数散見されるが，われわれと目的

を同じくした検討は報告されていない．Woodsら

は健常例を対象とした99mTc－HMPAOの検討で，

ストロボライト（10Hz）のvisual　stimulationによっ

て一次視覚野に36．7％の血流増加を認めたと報告

しており1），Crossonらも同様の検討で44．39％の

血流増加を報告している2）．今回われわれの検討

にて平均16％の集積増加を認めたことから，自

然開眼による一次視覚野の賦活は積極的なvisual

stimulationに比べて軽度ながらも，99mTc－ECD

SPECTにて明確に捉えられるものと考えられ
た．

　局所脳血流量の測定を行わない定性的脳血流

SPECT像は，最も集積の高いPixelをMaxとし

て各領域の相対値を表示するコントラストイメー

ジである．本検討では閉眼状態におけるMaxが

テント下（小脳）に存在したが，開眼状態ではこれ

がより高値となってテント上（一次視覚野）ヘシフ

トした．Fig．1に代表例を呈示しているが，全脳

血流レベルに変化がないにも関わらず，開眼状態

ではMaxのシフトによって一次視覚野以外の領

域が相対的な低集積として描画されている．脳血

流SPECTにて患者をフォローアップする場合，

こうした現象が評価を誤らせる原因になる可能性

も考えられることから，トレーサ投与時の視覚状

況は可能な限り一定にすることが望ましいと思わ

れる．ちなみに，当院においては日常検査の経験

から，読影しやすい画像の得られる遮光閉眼処置

（アイマスク着用）にて99mTc－ECDの投与を行って

いる．
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Summary

Comparison　of　Cerebral　Blood　Flow　in　Primary　Visual　Cortex　by　Administration

　　　　　　　　　　　　　　　of　99mTc・ECD　while　Having　Eyes　Open　or　C］osed

Takahiko　HAsEGAwA＊，　Suguru　INAo＊＊and　Kohei　SENDA＊＊＊

　　　　＊Radiology　Departmen　t，〃εσyoκyoμ∫α〃10∫ρi∫o’

　　　　　＊＊ノVeurosur8ery　Department，ハlagoya　University

＊＊＊〃Y8iene　Department，凡｛ノita　Co〃ege　ofHealth　and　H．y8iene

　　Four　healthy　volunteers　were　administered　99mTc－

ECD　while　having　their　eyes　open　or　closed（by　an　eye

mask）on　different　days　and　the　accumulation　of　the

tracer　in　their　primary　visual　cortex　was　compared．

The　accumulation　in　the　cerebellum　and　the　primary

visual　cortex　was　about　the　same　when　the　volunteers

were　administered　the　tracer　while　having　their　eyes

closed．　On　the　other　hand，　the　accumulation　was

higher　in　the　primary　visual　cortex　than　the　cerebellum

when　the　volunteers　were　administered　the　tracer

while　having　their　eyes　open．　In　the　primary　visual

cortex，　the　accumulation　of　the　tracer　was　15％　higher

on　the　average　when　the　tracer　was　administered　while

having　their　eyes　open　than　the　value　obtained　while

having　their　eyes　closed」t　was　assumed　that　Y9’nTc－

ECD　depicted　the　increase　of　the　regional　cerebral

blood　flow　at　natural　state　of　opened　eyes　without　ac－

tive　stimuli　such　as　photic　stimulation．

　　Key　words：　99mTc－ECD，　SPECT，　CBF　visual　cor－

tex，　Visual　stimulation．
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