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《技術報告》

99mTc－ECDによる脳血流量指標一brain　uptake　ratio一の算出
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　要旨　99mTc－ECDを用いて脳血流量指標であるbrain　uptake　ratio（BUR）を算出した．　BURは，99mTc－

ECD投与後の単位ピクセル当たりの大動脈弓部の初回循環時の積算カウントに対する脳集積カウント

より算出した．66例の左右大脳半球部132部位において，パトラックプロット法によるbrain　perfusion

index（BPI）とBURは有意な正の相関関係を示した（r＝0．960，　p＜0．001）．　BURは，99・nTc－ECDによる簡

便かつ非侵襲的な脳血流量指標として有用と考えられる．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（核医学34：49－52，1997）

1．はじめに

　脳血流トレーサとして開発された99mTc－ethyl

cysteinate　dimer（99mTc－ECD）は，99mTc－hexamethyl－

propyleneamine－oxime（99mTc・・HMPAO）に比べ標識

体が安定であることに加え，軟部組織への取り込

み，血中クリアランス，画像コントラスト等の点

でより優れたトレーサとされている1’‘4）．99mTc－

ECDを用いた脳血流量の評価法には，　Matsudaら

のRI投与時の大動脈弓部と大脳半球部の時間放

射能曲線をグラフ解析する，いわゆるパトラック

プロット法5）と，Yonekuraらのマイクロスフェア

モデルより解析する方法6）が報告されている．

　以前われわれは，99mTc－HMPAOの脳内分布を

マイクロスフェアと仮定して算出したbrain　uptake
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ratio（BUR）から脳血流量を推定可能であることを

報告した7）．この方法は，非侵襲的で小視野ガン

マカメラでも脳血流量の評価が可能である．今回

は，”mTc－ECDにより算出したBURが脳血流量

の指標と成り得るか検討をしたので報告する．

II．対　　象

　対象は，99・・frc－ECDで脳血流シンチグラフィを

施行した15－82歳（62．2±13．2）の男女66例の左

右大脳半球132対象部である．その内訳は，脳梗

塞26例，脳出血17例，その他23例で，すべて

慢性期の症例である．

m．方　　法

　1．BURの測定原理

　マイクロスフェアモデルによる血液一脳間のト

レーサ交換は（1）式で表される．

B（・）－Ene、（・）・F・／。‘A（・）d・
（1）

ここで，B（t）は脳内放射能，　Enet（t）はトレーサの

脳総摂取率（net・extraction），　Fは脳血流量，　A（s）

は動脈血入力を示す．Yonekuraらの報告によれ

ば，実際はトレーサ投与後経時的に変化する
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Enet（t）に一定の固定値を用いたとしても得られる

脳血流定量値に大きな誤差はないようである．し

たがって，個々の例における動脈血入力が決定さ

れれば脳血流量を算出可能と考える．さらに

Yonekuraらは，　ECDの脳内摂取は投与後5分以

内にほぼ完了し，オクタノール抽出された全血放

射能総和を動脈血入力として用いて臨床上妥当な

脳血流定量が可能であると報告した6）．そこで，

Matsudaらのパトラックプロット法，あるいは以

前われわれの報告したBUR算出のごとく，大動

脈弓部の時間放射能曲線を動脈血入力の代用とす

ることが可能ではないかと考え検討した．

　2．BURの算出
　BURの算出は既報7）に従い，大動脈弓部の初回

循環時のカウントとRI投与後60－80秒（早期）の

大脳半球部のカウントまたはSPECTのカウント

より（2）式にて算出した．

BUR＝早期大脳半球部のカウントまたは
　　　　SPECTのカウント（countipixel）／大動

　　　　脈弓部の初回循環時のカウント
　　　　（count！pixe1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）

99mTc－ECD（600－740　MBq）を右肘静脈よりボー

ラス静注すると同時に，GE社製ガンマカメラ
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　　Brain　Perfusion　lndex　by　Patlak　plot　method

Fig．　l　Relationship　between　brain　perfusion　index（BPI）

　　　by　Patlak　plot　and　brain　uptake　ratio（BUR）

　　　obtained　from　anterior　planar　images．　The　least

　　　square　regression　indicated　good　correlation　of

　　　y＝2．3x十1．3（n＝132，　r＝0．960，　p＜0．001）．

Starcam400AC！Tにて頭頂部から大動脈弓部を同

一視野に入れて80秒間のダイナミック収集（1

sec／frame，64×64　matrix）を行った．薬剤投与10

分後よりSPECT収集（20　sec／view，360°／64　step，64

×64matrix）を行った．なお，　SPECTのカウント

には物理的半減期補正を行った．

　全例99mTc－ECD投与時のダイナミックデータか

らパトラックプロット法によるbrain　perfusion

index（BPI）を算出し，　BURと比較検討した．な

お，当施設において，CTもしくはMRIで正常と

診断された者のBPIは，95～13．0（40－50歳代）の

範囲にあり，加齢と負の相関をみている．

IV．結　　果

　1．ダイナミックデータから得たBURとBPI

　　の関係

　ダイナミックデータから得た早期のBUR（早期

のBuR）とBPIは，　y＝2．3x＋1．3の関係にあり有

意な正の相関を示した（r＝0．960，r＜0．001，　nニ

132）（Fig．1）．

　2．SPECT画像から得たBURとBPIの関係

　SPECT画像から得たBUR（SPECTのBUR）と
BPIは，　y＝2．6x＋5．8の関係にあり有意な正の相
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Brain　Perfusion　lndex　by　Patlak　plot　method

Fig．2　Relationship　between　brain　perfusion　index（BPI）

　　　by　Patlak　plot　and　brain　uptake　ratio（BUR）

　　　obtained　by　serial　SPECT　images．　The　least

　　　square　regression　indicated　good　correlation　of

　　　y＝0．80x十5．8（n＝132，　r＝0．895，　p＜0．001）．
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関を示した（rニ0．895，r＜0．001，　n＝132）（Fig．2）．

V．考　　察

　脳血流定量がルーチン検査化されるには，簡単

かつ非侵襲的な検査でなければならない．近年に

なりSPECT画質の向上を目的として，使用装置

が大視野の汎用装置から3検出器型等の小視野の

専用装置へと移行しつつある．このような背景の

中で，Yonekuraらの方法は比較的簡便であるも

のの動脈採血が必要であること6），パトラックプ

ロット法は小視野の専用機では必要検査部位が同

一視野に入り難いこと8）などの問題点を有してい

る．

　ECDの脳初回循環摂取率は他のトレーサ同様

100％ではなく，かつ脳からの逆拡散が存在す

る．それ故，Enetは脳血流量に依存し，個体差の

みならず同一症例においても領域差が存在すると

考えられるが，Yonekuraらの報告のごとくECD

の分布をマイクロスフェアと仮定した上でEnetを

固定したとしてもPETで測定された局所脳血流

量と近似し，臨床上大きな問題はないようであ

る6）．したがって，何らかの方法で動脈入力の決

定が可能であれば脳血流量を算出可能である．今

回の検討では，動脈血入力の代用として大動脈弓

部の時間放射能曲線を用いた．ECDは投与後体

内で代謝を受け経時的に非拡散性の水溶性物質の

割合が血中で増加するものの，投与後直後から3

分ないし5分までの動脈血全血放射能を5％の誤

差で脂溶性分画入力として用いることが可能であ

ると報告されている6）．ここで問題となるのは，

動脈血入力情報を得る投与後のタイミングであ

る．（1）式により脳血流定量を行おうとすれば，

動脈血中の脂溶性分画の全入力の決定が不可欠で

ある．この点に関しYonekuraらは，全血の放射

能データから血中脂溶性分画入力の推定が可能で

あるが，投与後3分以内の血液サンプリングでは

脂溶性分画が依然血中に残存しているため，3分

以内のデータから全入力を推定すると過小評価す

ると報告している．今回の検討では，投与後数十

秒間の大動脈弓部放射能を入力として用いてお

り，これを全入力として（1）式を利用し脳血流そ

のものを定量化しようとすれば入力の過小評価と

なり，得られる結果の誤差が大きいものとなるこ

とは避けられない．しかし，全血からの動脈血入

力推定において，5分まででは全血に対する脂溶

性動脈血入力量の比に個体差は小さいことや，

Enetを固定しても妥当であること，すなわち，

個々の症例でEnetを同一と考えても差し支えない

ことが報告されている6）．これらを合わせて考慮

すると本研究で規定したBURは，比という観点

においては脳血流量と相関するはずである．した

がって，これを脳血流定量値としてではなく，脳

血流指標として用いることは可能であると考え
る．

　本法の他の問題点としては，平面像収集による

体外計測ゆえの誤差がデータに含まれていること

が挙げられる．また，比較の対照としてパトラッ

クプロット法を用い検討したが，BURとBPIの

算出に同一データを用いているために，内包され

ている誤差が相関を求めるにあたりキャンセルさ

れている可能性も否定できない．今後，Yonekura

らの原著に従って求めた値との相関を検討する必

要があると考える．

　平面像による定量には限界があるものの，本法

は採血不要であることに加え，RI投与時に大動

脈弓部に視野をおきダイナミック収集した後，視

野を頭部に移して平面像収集あるいはSPECT収

集をすることで，小視野SPECT専用機でも検査

可能である．また，パトラックプロット法では深

部や後頭部の情報がBPIに反映され難いとされる

問題点も，SPECT画像からBURを算出すれば克

服可能である．さらに，SPECT画像から脳局所

のBURも算出可能であり，これからrCBFに相

当する指標も算出可能である．

　BURは脳血流量そのものを測定する方法では

ないが，非侵襲的かつ簡単に得られる脳血流量指

標であり，本法は臨床上有用な検査法と考えられ

る．
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Summary

Brain　Uptake　RatiO　aS　an　lndex　Of　Cerebral　Blood　Flow　Obtained　with　99mTc－ECD

Yoshiharu　MiyAzA－＊，　Seigo　KINuYA＊＊，　Masaaki　HAsHiMoTo＊＊＊，　Ryozou　SATAKE＊＊＊＊，

　　　　　Hisashi　INouE＊，　Jun　SHiozAKi＊，　Masamori　TAKIMoTo＊，　Hiroshi　IToH＊，

　　　　　　　　　　　　　　　Junichi　TAK1＊＊and　Norihisa　ToNAMi＊＊

＊∫εcf輌oη0〃Vuclear〃edici〃e，＊＊＊Sect輌on　of～Veuroぷurgerソ，＊＊＊＊Section｛～fNeurology，ノVoto・General〃ospital

　　　　　　　　＊＊Department　of　Nuclear　Medicine，　Kanazawa　UniversめI　SchOO’ofルtedicine

　Anew　index　of　cerebral　blood　flow（brain　uptake

ratio，　BUR）using　99mTc－ECD　was　developed　and

evaluated　in　66　patients（132　cerebral　hemispheres）．

BUR　was　calculated　from　brain　count　in　anterior　pla－

nar　image（60－80　seC　after　injeCtion　of　99mTC－ECD）

divided　by　the　summation　of　the　count　of　aortic　arch

during　first　transit　of　radionuclide．　BUR　correlated

well　with　brain　perfusion　index（BPI）obtained　with

Patlak　plot　method（r＝0．960，　p＜0．001）．　In　conclu－

sion，　BUR　is　useful　as　a　simple　and　non－invasive　in－

dex　reflecting　cerebral　blood　flow．

　Key　words：　99mTc－ECD，　Cerebral　blood　flow，

Brain　uptake　ratio．
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