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《原　著》

非侵襲的マイクロスフェア法によるIMP脳血流SPECTの定量化

一
動態イメージングによる入力関数積分値の推定一

米倉　義晴＊

古市　健治＊＊

杉原　秀樹＊＊　　谷口

宮崎　吉春＊＊＊
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　要旨　1231－IMPの初期循環動態とSPECT画像から脳血流量の定量的測定を行う方法を開発した．本

法は，IMPの持続動脈採血法（マイクロスフェア法）を基本として，その動脈採血カウントを非侵襲的

に推定する方法である．投与量（Q）を中心循環系からの5分間の送り出し率で補正して全身に送られ

たIMP量とし，これを心拍出量（CO）で除することによって投与後5分までの入力関数の積分値を推

定し，マイクロスフェア法に基づいて脳血流量の定量値を求めた．23例において，IMPの右心通過時

のカウントから心拍出量の指標を算出する方法を適用し，同時に測定した超音波ドップラー法により測

定した心拍出量との比較により両者の回帰式を求め，これに基づいて心拍出量を推定した．本法を用い

て健常男性ボランティア6名で得られた脳血流量の定量値は安定した値を示し，臨床的に利用できる

可能性が示された．本法の臨床応用に際しては，投与の方法についての検討が必要である．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（核医学34：901－908，1997）

1．はじめに

　SPECTによる脳血流量の定量的測定には，何

らかの形で動脈血から脳に送られるトレーサの濃

度（入力関数）を評価する必要がある1）．動脈血を

持続的に採血する持続動脈採血法2・3）は，入力関数

の推定法としては最も信頼できる方法だが，侵襲

的であり，その手技の煩雑さもあり日常臨床検査

に広く用いられるには至っていない．そこで，標

準的な入力関数を利用して一点採血でキャリブ
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レーションする方法や，一点採血データと入力関

数積分値の回帰式を用いて入力関数積分値を推定

する方法45），あるいはガンマカメラによる動態画

像を用いて大動脈における放射能の変化から入力

関数を推定する方法6）などの簡便法が提唱されて

いる．

　今回われわれは，i231－N－isopropyl－P－iodoamphet－

amine（IMP）を用いた持続動脈採血法（マイクロス

フェア法）2・3）を基本として，IMPの投与量と投与

直後の動態画像から脳への入力関数の積分値を非

侵襲的に求めることを試みた．著者らは以前に，

IMPをbolus投与し，直後の胸部と脳における動

態から全脳における摂取率を推定して，これから

局所脳血流量の指標を算出する方法をFractional

Uptake（FU）法として提案した7）が，これは投与

されたIMPが中心循環系から送り出される時に

心拍出量で配分されるという考え方に基づいてい

る．そこで，IMPの投与量と中心循環系からの送

り出し率に心拍出量の補正を加えて入力関数の積
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分値を推定し，マイクロスフェア法に基づいて脳

SPECT値から直接脳血流量の定量値を算出する

方法を開発した．

II．対象および方法

　1．測定の原理

　IMPの脳内挙動をマイクロスフェアと仮定す

ると，IMPを投与後時間Tの脳SPECTから求め

た組織の放射能（Cb（T）Bq／ml）と動脈血の入力関

数（Ca（t）Bq／m～）から局所脳血流量（rCBF　m〃m〃

min）が次式で求められる．

rCBF－Cb（T）／IC・（・d・　　（1）

　心肺を含む中心循環系におけるIMPの量をL（t）

とする．投与後早期にはIMPの再循環が無視で

きると仮定すると，bolusで投与されたIMPが中

心循環系を通り抜けて左心室から大動脈へ送り出

される濃度（Ca（り）は，中心循環系から出てくるト

レーサの量（AL（t））が心拍出量（CO　m〃min）によっ

て全身に送り出されて配分されるので，次の式で

近似できる．

Ca（t）＝ZSL（t）！CO （2）

ここで，投与直後に中心循環系に存在するIMP

の全量（Q）（ガンマカメラによる測定値Lmax）のう

ちで時刻Tまでに中心循環系から送り出されるト

レーサの量は，その時点で肺に残っている量（ガ

ンマカメラによる測定値L（T））を差し引いて得ら

れる．ガンマカメラのデータから肺に残存する割

合（L（T）／Lm、x）を求めることによって，時刻Tま

での入力関数の積分値が次式で求められる．

f，　・c、（t）dt－Q（1 詰91）
（3）

この（3）式を用いて入力関数の積分値を求めるこ

とができれば，脳のSPECT値から直接脳血流量

の定量値が得られることになる．ただし，この値

は，SPECT値と相互較正されたトレーサ量（Bq

単位）でなければならない．

　実際の測定ではT＝5分として，以下のような

求め方を設定した．まず，ガンマカメラを用いて

測定した投与量（Q）を基準として，IMP投与後

の胸部全体の時間放射能曲線から，5分後までの

中心循環系からの送り出し率（1－L（5）／Lm、、）を算

出して，入力関数の積分値が得られる．

　一方，IMPによる脳SPECT検査は，一般に投

与後脳の放射能が安定する20分以降に撮像され

ているので，持続動脈採血法では5分後と20分

後の頭部前面像を用いて全脳のカウント（B（5）と

B（20））を測定し，20分後から撮像されたSPECT

の局所における値（Cb（SPECT））から5分後の脳の放

射能を推定する方法がとられている2）．

　　　　　　　　　B（5）
　　Cb（5）ニCb（SPECT）・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4）
　　　　　　　　　B（20）

（1）式に以上の関係式を導入すると，次の最終的

な計算式が得られる．

rCBF－Cb，，P，CT）・CCF・B（5）・　　　　　CO　　　　　　　　　　（5）
B（20）　Q・｛1－L（5）1L、、、x｝

ただし，CCFはガンマカメラによるplanar像と

SPECT像との較正係数を示す．この（5）式を用い

るには，心拍出量の値が必要だが，ここでは宮崎

らが提唱したトレーサの右心通過時のカウントか

ら推定する方法を導入した8－’1°）．

　2．データの収集

　脳疾患の既往がなく，神経症状のみられない健

常男性ボランティア6名（年齢27－39歳）に，各

種脳疾患が疑われて脳血流SPECT検査の施行さ

れた17例の患者（男性12例，女性5例，年齢42－

81歳）を加えた計23例に対して，IMPの初期動

態検査を施行した．健常ボランティア6名につい

ては，IMPの脳SPECTを用いて脳血流量の指標

を求めた．

　安静仰臥位にて右肘静脈に翼状針を留置し，低

エネルギー汎用コリメータを装着した直交型ガン

マカメラ（GE横河メディカルシステム製Optima

NX）を胸部前面から撮像するように位置決めした

後，i231－IMP注射液167　MBq（1．5　m1）を投与し，

約10－15・mlの生理食塩水でフラッシュした．な

お，投与直前と投与直後にそれぞれ注射筒内の放
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Fig．1　Comparison　of　cardiac　output（CO）measured　by

　　　Doppler　ultrasonography　and　cardiac　output
　　　index（COI）obtained　by　initial　transit　of　l231－N－

　　　isopropyl－p－iodoamphetamine．
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Fig．2　Estimation　of　cardiac　output　from　COI　by　the

　　　regression　formula　shown　in　Fig．1（CO＝328十

　　　L14×COI）or　by　the　previous　formula　obtained

　　　by　comparison　with　the　radionuclide　method　and

　　　99mTc　labeled　red　blood　cells（CO＝1002十〇．92×

　　　COI）．

射能をガンマカメラから10cmの距離において測

定し，その差を投与量（Q）とした．

　投与直後から毎秒1枚の動態画像を64×64マ

トリックスで6分間収集した．この間，3分から

903

5分の間にカメラを頭部の前面に位置決めし直

し，5分後を中心とした1分間は頭部前面像の

データを収集した．健常ボランティア6名につい

ては，20分後に同様の条件で再度1分間頭部前

面像のデータを収集した後，直後から約20分間

のSPECTによるデータ収集を行った．

　SPECTデータは，64×64マトリックスの画像

を一方向15秒間，360度回転で64方向からデー

タを収集した．2台の検出器のデータを加算し，

Butterworthフィルター（cut－off周波数0．43　cycle／

cm）による前処理を行った後，　Rampフィルター

を用いてSPECT画像を再構成した．吸収補正は

Sorenson法の均一吸収係数（0．12／cm）を適用し

た．

　ガンマカメラによるSPECT値とplanar像の相

互較正は，直径10cmのアクリル性の円筒ファン

トム（容積約3L）に1231溶液（約37　MBq）を満た

して均一に撹拝し，臨床データと同一の条件で

SPECT画像を収集したデータを用いた．1231溶液

の注入量をガンマカメラを用いてplanar像のカウ

ントとして測定し，これとSPECT値とのキャリ

ブレーションを行った．なお，ガンマカメラの直

線性を確認するために，IMPの減衰を利用して測

定した数え落としを補正して投与量とした．

　なお，全例において，IMPを投与する直前に超

音波ドップラー法により心拍出量を測定した1卜13）．

被験者を左側臥位とし，超音波断層装置（東芝製

power・Vision・SSA．380A，プローブ周波数25　MHz）

を用いて，心尖部アプローチにて左室流出路にお

けるtime　velocity　integralを，傍胸骨アプローチ

にて左室流出路断面積を求め，両者の積から一回

拍出量を計算し，これに心拍数をかけて心拍出量

を求めた．この際に，左室流出路に対するドップ

ラービームの角度補正を行い，2回の計測の平均

値を用いた．

　3．データの解析

　まず，IMPの初回循環における動態から，心拍

出量の指標（COI）を求めた．右心に関心領域を設

定して，その時間放射能曲線をガンマ関数で近似

し，右心通過時の一画素あたりの時間積分値（RS）
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Relationship　of　lung　washout　and　peak　count／

injected　dose，　showing　no　apParent　correlation．

However，　one　case，　shown　by　arrow，　with　low

Peak　count／injected　dose　demonstrated　decreased

washout　from　the　l皿g，　suggesting　the　under－

estimation　of　peak　count　due　to　the　poor　bolus

injection．
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Fig．4　Estimated　input　function　by　the　proposed　method

　　　using　COI　with　the　regression　forrnula　obtained　in

　　　this　study（CO＝328十1」4×COI）or　in　the　pre－

　　　vious　study（CO＝1002十〇．92×COI）compared

　　　with　the　resuhs　obtained　from　measured　CO　by

　　　Doppler　uhrasonography．

を得た．宮崎らの方法8～1°）に準じて，RSをpla－

nar画像の一画素の面積（s）で補正して単位面積当

たりのカウントとして，次式でCO1を算出した．

　　　　　　Q
　　COI＝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（6）
　　　　　RS！s

ここで得られたCOIと，超音波断層画像を用いて

測定した心拍出量（CO）を比較し，　COIからCO

を計算する回帰式を求めた．

　次に，肺および中心循環系を大きく囲む関心領

域を設定し，その最大カウント（Lm、x），2分後と

3分後のカウント（L（2）とL（3））を求めた．この

際に，L（2）とL（3）についてはそれぞれの点を中

心とする10秒間の平均値を用いた．このL（2）と

L（3）の値を直線近似して5分後の値（L（5））を推

定した1°）．5分後と20分後の脳への取り込み

（B（5）とB（20））の補正は，それぞれの点を中心に

して1分間のデータを加算して，B（5）／B（20）を求

めた．

　正常例6名の脳SPECT横断像を2倍拡大表示

して以下の関心領域を設定した．まず，半卵円中

心を通る断面で脳全体を囲む関心領域を設定し，

これを全脳平均とした．次に，同じ断面で正方形

の関心領域（15×15mm）を，左右大脳半球の皮質

にそれぞれ5か所，白質に3か所設定し，その平

均値を大脳皮質と白質の値とした．最後に，小脳

半球においても，同じ大きさの関心領域をそれぞ

れ2か所設定し，小脳の値とした．これらの脳

SPECT値（Cb（spEcT））をもとにして，（5）式により

rCBFを求めた．

m．結　　果

　今回提案した方法では，IMPの初期動態から

入力関数を推定するパラメータとして，心拍出量

と中心循環系からの洗い出しが重要な要因とな

る．Fig．1に，　IMPの右心通過時のカウントから

算出した心拍出量指標（COI）を，超音波断層法を

用いて測定した心拍出量（CO）と比較して示す．

両者の間には，r＝0．817の相関が認められ，　CO

（m〃min）＝328＋1」4×COIの回帰式が得られた．

この回帰式に基づいてCOIからCOを推定した
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Table　l　Regional　cerebral　blood　flow（rCBF）＊in　normal　subjects　estimated　by　proposed　method

Normal
subjects

Age mean　rCBF
　　rCBF
cerebral　cortex

　rCBF
white　matter

　rCBF
cerebellum

U
H
W
K
Y
Y

S
M
K
K
T
H

0
ノ
ー
0
0
ノ
く
」
7
0
ノ

〔
∠

3
3
つ
」
つ
∠
つ
」

36．6

39．8

35．9

46．9

45．1

41．0

“．0

47．2

40．8

55．0

54．5

47．5

28．3

30．8

29．0

38．4

34．3

33．3

51．8

50．7

47．7

62．5

60．0

55．4

mean±SD　　34．2±5．1 40．9±4．4 48．2±5．7 32．4±3．8 54．7±5．7

＊Values　are　shown　as　m〃minl100　ml　brain　tissue

結果をFig．2に示す．以前に99mTc標識赤血球に

より心拍出量を測定した結果との比較から得られ

た回帰式（CO＝1002＋0．92×COI）9・lo）を用いて推

定した結果とも基本的にはよく一致したが，心拍

出量の高い領域では推定値に解離がみられた．

　一方，中心循環系からの送り出し率は，0．249

から0507の間に分布し（平均±標準偏差：0．405

±0．088），個体間で大きな変動を示した．IMP投

与時のbolus性が悪くなると，最大カウントが低

くなるのでこの値が低くなることが考えられる．

そこでガンマカメラで測定したIMPの投与量と

中心循環系における最大カウントの比と，この送

り出し率の関係を調べた結果，Fig．3に示すよう

に両者の間には相関関係は認められなかったが，

一例で両者がきわめて低い値を示し，投与時の

bolus性に問題があることが示唆された．本法に

よって推定された入力関数が，心拍出量の推定値

によってどのように影響されるかを調べた結果を

Fig．4に示す．心拍出量の値として今回超音波

ドップラー法により測定した値を用いた結果に対

して，トレーサの右心通過時のカウントから算出

したCOIを用いて推定した入力関数は，今回の回

帰式と以前の回帰式の両者ともによく一致した．

　正常例において最終的に得られた脳血流量の定

量値をTable　lに示す．大脳皮質における平均値

がやや低めの傾向があるが，6例においてほぼ安

定した値が得られた．

IV．考　　察

　IMPによる脳SPECT画像から，非侵襲的に脳

血流量の指標を求めることを目的として，ガンマ

カメラによる初期動態から脳への入力関数の積分

値を推定する方法を開発した．本法は，基本的に

はマイクロスフェア法に基づくものであり，持続

動脈採血を行う代わりに，投与量を心拍出量と中

心循環系からの送り出し率で補正して，入力関数

を推定しようとするものである．この方法では，

心拍出量の推定と，中心循環系からの送り出し率

の測定精度の二つの要因が重要になる．

　今回用いた心拍出量の推定法は，宮崎らが提唱

したトレーサの初回循環時のデータを用いる方法

で，Stewart－Hamilton法に基づく心放射図による

心拍出量の測定を，臓器集積型トレーサに応用し

たものである8）．初回循環におけるトレーサの濃

度（C（t））を経時的に測定し，その時間積分値で投

与量（Q）を除すると流量（心拍出量）が測定でき

る．

F－Q／f。°ec（・dt
（7）

この際に，標識アルブミンや赤血球を用いてガン

マカメラで心拍出量を求める場合には，濃度を直

接測定する代わりに，平衡時におけるカウントと

血液中の濃度の関係を利用している．IMPのよう

な臓器集積型トレーサでは平衡時のデータを得る

ことができないので，宮崎らはトレーサの初回循
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環におけるガンマカメラによるカウントのみから

血液中の濃度を推定することを試み，ガンマカメ

ラのカウントを関心領域の面積で補正している．

ここで問題となるのは，体の奥行き方向の分布

と，体内でのガンマ線の吸収が考慮されていない

点である．そのために，求められた値は心拍出量

の一つの指標（COI）とせざるを得ず，実測された

データとのキャリブレーションが必要になる．

　今回の検討で，このようにして算出したCOI

は心拍出量と直線関係にあり，実用的な指標とし

て利用できることが示された．また，今回の超音

波ドップラー法による心拍出量との比較から得ら

れた回帰式は，以前の99mTc標識赤血球を用いた

回帰式9・1°）とは異なるが，いずれの回帰式を用い

て推定した心拍出量も，特に高い心拍出量の領域

を除いてはほぼ一致した値を示した．右心の時間

放射能曲線から初回循環時の面積を求めるに際し

てガンマ関数近似を用いたが，データ解析に際し

てオペレータ個人の手法に依存して変動する問題

点があり，今後方法の改良が必要と思われる．こ

のような回帰式の精度は，用いるデータの幅がど

れぐらいあるかによって影響される．今回は，脳

血流SPECT検査を受けた患者を対象としたため

に極端に心拍出量の低下した例は含まれていない

が，今後データを追加できればより信頼できる回

帰式が得られると考えられる．

　一方，中心循環系からの送り出しについては，

個体間のばらつきが大きいことが明らかになっ

た．この原因としては，肺野におけるIMPの滞

留に個人差が存在することが大きく影響している

と考えられる．喫煙者や肺間質性疾患患者では

IMPが肺に長時間滞留することが報告されてお

り，このような例では大動脈から送り出される入

力関数の形が変化し，脳へのIMPの集積が遅

れると考えられる14）ので，標準入力関数を利用す

る15）よりも，マイクロスフェア法のように個々の

例で入力関数の積分値を推定する方法が望ましい

と考えられる．

　マイクロスフェア法に基づいて入力関数積分値

を簡便に求める方法としては，一点採血データか

ら推測する方法がすでに提唱されている45）．これ

と比較して本法は，採血を省略できる利点がある

一方，ガンマカメラによる動態測定の必要性やそ

のデータ解析に際して発生する誤差をいかに少な

くできるかが問題となる．手技上の問題点とし

て，トレーサ投与時のbolus性も大きな影響を与

える可能性がある．今回の検討できわめて低い送

り出し率を示した1例では，心疾患の存在が確認

されたが，また投与量に対する初回循環の最大カ

ウントが他の例よりもきわめて低く，投与時の

bolus性が失われた可能性も考えられた．正常例

で得られた脳血流量の定量値はほぼ安定した値を

示しており，投与時のbolus性が確保できれば，

臨床的に利用できる指標となると考えられる．

　今回提案した非侵襲的マイクロスフェア法は，

測定に用いるデータの変動による影響がより少な

くなっているのが特徴である．本法の基本的な考

え方は持続動脈採血によるマイクロスフェア法で

あり，（5）式における脳SPECT値（Cb（sPEcT））と投

与量（Q）の関係はSPECT値のキャリブレーショ

ンの精度に依存する．持続動脈採血法では血液

データを測定するウェルカウンターとSPECT値

との相互較正が必要だが，本法ではガンマカメラ

による投与量の測定値とSPECT値との相互較正

が必要になる．ウェルカウンターを必要としな

い点で，利用しやすい方法であると思われるが，

ガンマカメラの計数率特性には十分注意が必要

である．その他のパラメータは，B（5）／B（20）や

1－L（5）／Lm、、など，　COを除いていずれも補正の

ための比率であり，FU法で問題となったガンマ

線の吸収や散乱線によるバックグラウンドの問

題6）が少なく，より安定した値が得られると考え

られる．

　今回の解析では，入力関数の積分値を推定する

上で基本となる心拍出量と中心循環系からの送り

出しに焦点を絞ったが，この方法により得られる

脳血流量の信頼性については，他の方法によって

測定した結果との比較が必要なのは当然である．

本法の妥当性を直接確認するには，持続動脈採血

法との比較によって（3）式の妥当性を確認するこ
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とが重要であると考えられる．IMPは投与後血液

中に代謝物が出てくるので，正確な入力関数の測

定には，その補正が必要である．従来から行われ

ている持続動脈採血法では，実際に採血して得ら

れた血液中の脂溶性分画の比率をオクタノールを

用いて抽出したり，あるいは平均的なオクタノー

ル抽出率を用いて計算する方法が行われている．

本法においても何らかの補正が必要と考えられる

が，投与直後には比較的代謝物が少ないと推測さ

れる．また今回は脳血流量定量値の絶対値を直ち

に求めようとするのではなく，非侵襲的に入力関

数を推定することの可能性について検討したもの

である．その点でも，持続動脈採血法による血液

データとの直接比較が重要である．

　本法の基本となる5分間の持続動脈採血法によ

る脳血流量の定量測定については，脳からの洗い

出しを無視していること，採血の終了した5分後

の脳のカウントとSPECTを開始する時間の脳の

カウントの比を用いてSPECT値の補正を行うこ

との妥当性に関する疑問なども提唱されている16）

が，コンパートメントモデルを用いて推定された

値とよく一致するとの報告もある17・18）．これらの

点については当然本法においても問題となるが，

全く採血なしで定量化を行える利点を考慮して，

ある程度の精度で定量的測定が可能な持続動脈採

血法にどこまで迫れるのかが重要である．
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Summary

Quantification　of　Brain　Perfusion　SPECT　with　N・lsopropyl・P・lodoamphetamine

　　　　　　　　　　　　　Using　Noninvasive　Microsphere　Method：Estimation

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　of　Arterial　lnput　by　Dynamic　lmaging

Yoshiharu　YoNEKuRA＊，　Hideki　SuGIHARA＊＊，　Yoshimitsu　TANiGucHi＊＊，

　　　　　　　　　　　　　　　　　Kenji　FuRulcHI＊＊and　Yoshiharu　MiyAzAKI＊＊＊

Etsuo　AOKI＊＊，

＊Biomedica〃〃vagin8　Research　Center，　Fukuiルtedical（ノn　iversity

　　　　　　　　　　　　＊＊TakOsh　i’na　General　H・spital

　　　　　　　　　　　　　＊＊＊Notθ　General　Hospital

　　We　have　developed　a　noninvasive　method　to　quan－

tify　brain　perfusion　SPECT　with　i231－N－isopropyl－p－

iodoamphetamine（IMP）using　serial　dynamic　planar

imaging　of　the　initial　transit　phase．　The　method　is

based　on　the　microsphere　model，　but　does　not　require

arterial　sampling．　Serial　dynamic　planar　imaging　was

performed　for　6　min　after　the　bolus　injection　of　IMP

（167MBq　in　L5　m／），　followed　by　additional　planar

imaging　at　20　min　and　SPE（）T　scan　thereafter．　The　to－

tal　arterial　input　to　the　brain　during　the　initia15min

after　injection　was　estimated　by　the　injected　dose，　with

the　correction　of　the　lung　retention，　divided　by　cardiac

output（CO）．　CO　was　estimated　from　the　initial　transit

of　IMP　in　the　right　heart．　Cardiac　output　index（COI），

obtained　from　the　integral　of　the　first　transit　of　IMP　in

the　right　heart　divided　by　the　injected　dose，　was　cali－

brated　by　CO　measured　by　Doppler　ultrasonography．

Regional　cerebral　blood　flow（rCBF）obtained　by　this

method　in　normal　subjects　was　acceptable．　However，

the　results　may　be　influenced　by　the　injection　tech－

nique，　and　careful　attention　should　be　considered　for

clinical　application　of　this　method．

　　Key　words：　SPECT，　Regional　cerebral　blood

flow，　Quantification，　Microsphere　model，　Input　func－

tion．
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