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　要旨　i231－IMP，99mTc－HMPAOおよび99mTc－ECDのSPECT画像の特性を比較検討するため，変性疾

患や脳梗塞など7例を対象に，同一の時期に同一の装置で3種のトレーサによるSPECT検査を施行

した．HMPAOに関しては，　Lassen補正を行った場合（補正（＋））と行わなかった場合（補正（一））も検

討した．集積パターンと画像コントラストを定量的に評価するため，領域／大脳比（Uptake　ratio）とそ

の変動係数を定義して測定し比較した．Uptake　ratioの変動係数は，　HMPAO補正（＋）＞IMP＞ECD＞

HMPAO補正（一）の順で低くなり，画像のコントラストはHMPAO補正（＋）が最もよく，HMPAO補

正（一）が最も不良であった．HMPAOは脳血流を定量化するしないにかかわらず，画像コントラスト

を改善するためにLassen補正を行うべきと考えられた．

　Uptake　ratioは，脳幹，視床，後頭葉および白質で有意差が見られた．　ECDのUptake　ratioはIMPに

比較して脳幹，視床で有意な低値となり，HMPAO（補正（＋））のそれは脳幹で有意に低値であった．

IMPに比較して，　ECDおよびHMPAO（補正（一））のUptake　ratioは後頭葉で有意な高値を示した．　ECD

の脳幹と視床における低集積は，エステラーゼ活性の低下や脳血管透過性の減少などが原因と推測され

る．脊髄小脳変性症など脳幹病変の有無が問題となる場合には，ECDおよびHMPAoには問題があり，

IMPを使用するのがよいと思われた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（核医学34：189－194，1997）

1．　はじめに

　脳血流SPECT検査の目的として現在，1231－IMP

（IMP），99mTc－HMPAO（HMPAO）および99mTc－

ECD（ECD）の3種類の短半減期放射性トレーサ

を日常診療に用いることができる．初回循環抽出

率の高低や脳内動態の違いなど，それぞれが異

なった薬理学的特性を有している．一方，HMPAO

やECDの集積パターンの違いや濃度コントラス
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トの違いが報告されておりト5），それぞれの画像

がもつ性質（特性）が異なっている可能性がある．

しかしこれまで同一症例の同一の時期に同一の装

置を用いて3種のトレーサによるSPECT検査を

行い，SPECT画像の特性を比較検討した報告は

ない．

　この研究では，同一症例に対してIMP，　HMPAO

およびECDによる脳血流SPECT検査を施行し，

Lassen補正7）を施したHMPAO画像を含む4種

類の画像特性を比較検討した．

II．対象と方法

　対象は，線条体黒質変性症（SND：52歳女

性），糖尿病（53歳男性），オリーブ橋小脳萎縮

症（OPCA：66歳女性），偏頭痛（67歳女性），ア
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190 核医学 34巻3号（1997）
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Fig．　l　Comparison　of　the　uptake　ratio　in　the　brain　stem．（a）：thcre　is　no　difference　between　4

　　　　images　in　2　patients　with　brain　stem　lesions，　but（b）：uptake　ratios　of　ECD　and

　　　　HMPAO　with　correction（HMPAO（十））are　decreased　in　5　patients　without　brain

　　　　stem　lesions．
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Fig．2　The　uptake　ratio　of　ECD　is　significantly　decrcased　in　the　thalamus（a），　and　its　values　of

　　　　ECD　and　HMPAO　without　correction（HMPAO（一））are　increased　in　the　ocCipital

　　　　cortex（b）．

ルツハイマー型老年痴呆（SDAT：70歳男性），汎

レビー小体病（72歳男性），慢性期脳梗塞（85歳

男性）の7例である．患者または家族に検査の趣

旨を説明し承諾の上で検査を行った．

　方法は，HMPAOまたはECDによるSPECT検

査を2～3日の間隔をおいて行い，その5～6日後

にIMPによるSPECT検査を行った．検査期間

中，病状の大きな変化はみられず同一の状態と判

断した．HMPAOおよびECDはそれぞれ600
MBqを静注して30分後にsPEcT撮像し，　IMP

は222MBqを静注して20分後にSPECT撮像し
た．それぞれのトレーサ静注前に30分間の安静

を保ち，静注はすべて開眼で行った．またIMP

静注5分後に1点動脈採血を行い，マイクロス
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Fig．3　Comparison　of　four　images　of　a　72－year－old　male　patient　with　diffuse　lewy　body

　　　disease．　Uptake　of　BCD　is　decrcased　in　the　thalamus，　but　uptake　of　both　ECD　and

　　　HMPAO　is　increas　ed　in　thc（）ccipital　cortcx．
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Fig．4　Comparison　of　four　SPECT　images　of　an　85－ycar－01d　male　patient　with　cerebral

　　　infarction．　Although　there　is　no　lcsion　on　CT，　uptake　of　ECD　isdccreascd　in　the　brain

　　　stem．

フコーアー法6）により局所脳血流量（rCBF）を算出

した．HMPAOに関しては，　Lassen補正画像も検

討した．すなわち基底核レベルの画像に全脳を囲

む不一整形ROIを設定してその平均放射能を求め，

補正式（α＝L5）を用いて，その値がIMPから求

めた平均脳血流量になるようにした7）．

　装置は，LESHRファンビームコリメータを装

着した三検出器型SPECT装置GCA9300A／HG（東

芝）を用いた．データ収集は，連続回転モード

（128×128マトリックス）で収集角度4度（20分
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192 核医学　34巻3号（1997）

間収集）で行った．画像処理は，TEW法による散

乱線補正8）を行いButterworthフィルタによる前処

理の後，Rampフィルタにて128×128マトリッ

クスの画像を再構成した．Changによる吸収補正

を行い，5．2mm厚の体軸横断像を作成した．本

装置の空間分解能は視野の中心においてFWHM

＝ 8D　mmである．データ収集は被検者のorbito－

meatal・line（OM線）に平行に行った．

　各々のSPECT画像を評価するため，　OM線か

ら3～4スライス上方の左右小脳と脳幹に，基底

核レベルの前頭葉，側頭葉，後頭葉，基底核およ

び視床に，またそれより2～3スライス上方のレ

ベルの前頭葉，側頭葉，後頭葉に，さらにそれよ

り2～3スライス上方のレベルの前頭葉，頭頂葉

および半卵円中心に，それぞれ不整形ROI（計32

か所）を設定して放射能を計測した．ROIの解剖

学的な部位設定は，OM線を一致させて撮像した

CT像を参照して行った．

　SPECT画像の評価法

　4種のSPECT画像の集積パターンと画像コン

トラストを比較するため，2つの定量的なパラ

メータを定義した．

　1）領域／大脳比（Uptake　ratio）

　脳血流SPECTの視覚的な判断を定量化するた

め，式（Dに示すような領域／大脳比を定義し

た．すなわち基底核を含むスライスにおいて前頭

葉，側頭葉，後頭葉，基底核および視床の平均放

射能（大脳放射能）を求め，これに対する各領域

の放射能の比を測定して比較した．

　　　　　　　　　count　in　the　region
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1）　Uptake　ratio＝
　　　　　　　mean　count　of　the　cerebrum

　この値は，脳内のある領域におけるトレーサの

集積の多寡すなわち集積パターンの違いを反映す

る．脳幹に関しては，脳幹に病変があると考えら

れる場合（OPCAとSNDの2例）と病変がない

か，あっても軽度と考えられる場合（残り5例）に

分けて比較検討した．

　2）変動係数coefficient・of・variation

　Uptake　ratioの変動係数は画像のコントラストを

反映すると考えられるので，式（2）に示すように

Uptake　ratioの平均値と標準偏差から変動係数を

求めて比較した．変動係数が高い場合は画像全体

のコントラストが良く，低い場合はコントラスト

が悪いと判定できる．

　　　　　　　　　　　S．D．　of　Uptake　ratio
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）　coefficient　of　variation＝

　　　　　　　　　　　mean　Uptake　ratio

III．結　　果

　1）変動係数の比較

　4種のSPECT画像におけるUptake　ratioの変動

係数の平均値±S．D．はそれぞれ，1MP；0．275±

0．410，ECD；0．260±0．028，　HMPAO補正（一）；

0・237±0．022，HMPAO補正（＋）；0．340±0．038で

あった．平均値は，HMPAO補正（＋）＞IMP＞

ECD＞HMPAO補正（一）の順で低くなり，画像

のコントラストはHMPAO補正（＋）が最もよく，

HMPAO補正（一）が最も不良であった．　IMP，

ECDおよびHMPAO補正（一）の変動係数を比較

した場合，IMPとHMPAO補正（一）の間には統

計学的有意差が見られたが，ECDとIMPおよび

HMPAO補正（一）の間に差は見られなかった．

　2）Uptake　ratioの比較

　Uptake　ratioは，脳幹，視床，後頭葉および白

質（半卵円中心）で有意差が見られた．しかし小

脳，前頭葉，側頭葉，頭頂葉および基底核では差

が見られなかった．

　脳幹のUptake　ratioをFig．1に示す．脳幹に病

変がある場合（OPCAとSNDの2例，　Fig．1a）の

Uptake　ratioは，病変がない場合（他の5例，　Fig．

lb）に比較して4画像とも低値になったが，有意

差はIMP（p＜0．Ol）のみ観察され，他の3画像に

は見られなかった．また4画像間には差がみられ

なかった（Fig．1a）．しかし，病変がない場合に

は，IMPに比較してECDおよびHMPAO補正
（＋）のUptake　ratioは有意に低値であった（Fig．

lb）．

　視床のUptake　ratio（Fig．2a）に関しては，　ECD

が4画像のなかでもっとも低値であり，IMPおよ

びHMPAO補正（＋）との間に有意差が見られた．

後頭葉のUptake　ratio（Fig．2b）は，　IMPに比較し
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てECDとHMPAO補正（一）は有意に高値であっ

た．しかしECDとHMPAO補正（一）およびHMPAO

補正（＋）の間には有意差はみられなかった．

　半卵円中心（白質）のUptake　ratioは，　HMPAO

補正（一）が最も高く，次いでECD，　IMP，

HMPAO補正（＋）の順で低下した．

　症例を提示する．Fig．3に汎レビー小体病の大

脳基底核レベルの4画像を示す．視床における

ECDの集積は他の3画像に比較して低い．後頭

葉に関しては，ECDとHMPAOの集積がIMPに
比較して高い．Fig．4に脳幹に病変のない脳梗塞

症例の脳幹レベルの4画像を示す．ECDの集積

が他の3画像に比較して明らかに低い．

IV．考　　察

　Uptake　ratioの変動係数は，画像全体のコント

ラストを反映すると考えられる．4種類の画像の

うち変動係数が最も高くコントラストが良いのは

Lassen補正を加えたHMPAOの画像であったが，

補正しない場合は，この値は最も低値であった．

Lassen補正はHMPAOの画像コントラストを改

善し脳血流を定量化するために考案された方法7）

である．したがって上記は当然の帰結であるが，

画像コントラストの観点からすると，HMPAOは

Lassenの補正なくしては使用する意義が少ないと

思われる．では，Lassen補正をすれば画像コント

ラストの問題はすべて解決するかというとそうで

はない．Fig．1に示すように，脳幹のUptake　ra－

tioはLassen補正を加えることにより低下し，後

述するECDと同様の問題が生ずる．

　IMP，　ECD，　HMPAO補正（一）の3つの画像

の比較では，画像コントラストはこの順序で低下

した．松田ら5）も非対称性指数を用いて血流低下

部位と健常部の濃度コントラストを比較した研究

において同様の傾向を報告している．畢寛するに

3種のトレーサのうち画像コンストラストはIMP

が最もすぐれており，次いでECD，　HMPAOの

順になると思われる．

　脳幹と視床における画像を検討すると，ECD

のUptake　raitoは，　IMPやHMPAOのそれよりも

有意に低値であった．この原因には，脳幹や視床

における脳血管透過性の減少や，脂溶性ECDを

水溶性ECDに転換するためのエステラーゼ活性

の低下などが考えられる．高血流域における

ECDの初回循環抽出率の低下も原因の一つとし

て挙げられる．しかし脳幹や視床だけの血流が他

の領域よりも高血流となる証査はないので，抽出

率の低さが原因とは考えにくい．

　ECDの脳幹と視床（およびHMPAO補正（＋）の

脳幹）における集積低下という特徴は，脳血流ト

レーサの選択とSPECT診断において重要であ

る．すなわち，脊髄小脳変性症のうち，オリーブ

橋小脳萎縮症（OPCA）や遺伝性小脳皮質萎縮症

（Holmes型）など脳幹に病変が及ぶ場合には，3つ

のトレーサのうちどれを用いても脳幹は低集積と

して描出されるので問題は少ない（Fig．　l　a）．しか

し脳幹に病変がなく血流分布が正常であることが

診断上重要な所見になる場合，例えば晩発性小脳

皮質萎縮症（LCCA）などでは問題である．1MPま

たはHMPAO補正（一）では脳幹は正常の集積と

して描出されるが，ECDおよびHMPAO補正
（＋）では低集積になり，診断を誤る可能性がある

からである（Fig．　l　b）．したがって脊髄小脳変性症

の診断には，ECDやHMPAOではなくIMPを用
いるのがよいと考えられる．

　松村ら3）は，側頭葉内側（海馬とその周辺）にお

けるECDの集積低下を指摘しているが，今回の

検討からは側頭葉のUptake　ratioの有意な低下は

見られなかった．この原因は，ROIを側頭葉の外

側部に設定したためと思われる．ECDは他の2つ

のトレーサに比較して，脳幹，視床，側頭葉内側

で集積低下のパターンをとる可能性があり，この

低集積を補正するために何らかの補正法を考案す

る必要があろう．

　後頭葉に関しては，IMPに比較してECDと

HMPAOのUptake　ratioは有意に高値であった．

ECDの集積が後頭葉で高くなることが指摘され

ている4）が，ECDのみならずHMPAOも同様に

後頭葉で高集積であった．大脳皮質の中で後頭葉

の集積だけが高値になる原因は不明であるが，
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ヨード系とテクネチウム系の薬剤特性によるのか

もしれない．
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Summary

A　Comparative　Study　of　the　Quality　of　SPECT　lmages　Obtained

　　　　　　　by　iesl・IMP，99mTC・HMPAO　and　”MTc－ECD

Ikuo　ODANo＊，　Masaki　OHKuBo＊＊，　Makoto　TAKAHAsH1＊，　Eikichi　NoGucHi＊，　Hiro　OHTAKj＊，

　　　　　　　Toshifumi　KAsAHARA＊，　Mitsurou　SHiBAKi＊and　Masayoshi　HATANo＊

　　　　　　　　＊1）epart〃lent　of　RadiolO8y，ハliigata｛ノniversiりノSchool　ofルfedicine

＊＊Depart〃ient　of　Radiolo8icat　Technolo8y，αノ〃ege　ofBi〃〃iedicat　Techno／‘，8y，〃ii8ata　University

　The　purpose　of　this　study　was　to　comparatively

evaluate　the　quality　of　SPECT　images　for　the　mapping

of　rCBF　using　three　tracers，　i231－IMP，99mTc－HMPAO

and　99mTc－ECD．　We　performed　three　SPECT　studies

on．　seven　patients　with　various　cerebral　diseases　under

the　same　conditions．　An　effect　of　Lassen’s　correction

on　SPECT　images　obtained　by　HMPAO　was　also

evaluated．　The　same　irregular　regions　of　interest　were

placed　on　the　four　transaxial　SPECT　images．　To　quan－

titatively　evaluate　the　pattern　of　tracer　uptake　and　im－

age　contrast，　the　uptake　ratio，　regional　count／mean

count　of　the　cerebrum，　and　its　coefficient　variations

（CV）were　defined，　respectively．　The　order　of　the

value　of　CV　was　HMPAO　with　correction＞IMP＞

ECD＞HMPAO　without　correction．　HMPAO　with

correction　showed　the　best　image　contrast，　but

HMPAO　without　correction　was　the　worst．　Uptake

ratios　of　ECD　and　HMPAO　with　correction　were

decreased　in　the　brain　stem　and　thalamus　in　compari－

son　with　those　of　IMP．　Both　uptake　ratios　of　ECD　and

HMPAO　without　correction　were　increased　in　the

occipital　cortex．1MP　provides　high　quality　SPECT

images．　Images　obtained　by　HMPAO　should　be

modified　by　Lassen’s　correction　to　increase　image

contrast．　ECD　or　HMPAO　should　not　be　used　to

evaluate　patients　with　spinocerebellar　degeneration．

　Key　words：　123HMP，99mTc－HMPAO，り9mTc－

ECD，　SPECT．
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