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《短　報》

超早期SPECT像とマイクロスフェア法を用いた

　　　　　1231－IMPによる定量的脳血流測定

難波　宏樹＊

末吉　貫爾＊

柳沢　正道＊＊

油井　信春＊＊

戸川　貴史＊＊　木下富士美＊＊

　要旨　3検出器回転型SPECT装置にてIMP投与後超早期SPECT像（4－6分）を撮像し，この像を用

いたmicrosphere（MS）法により，若年健常者における局所脳血流（CBF）を定量的に測定した．一般に

早期像とされているIMP投与40分後の像の放射能と超早期像の放射能の各脳部位における比は脳血

流値と負の関係を示した．このことは一般のMS法では血流値の高い部位では血流値が過小評価され，

血流値の低い部位では過大評価される可能性を示唆している．超早期像を用いたMS法による大脳皮

質の平均血流量はオクタノール抽出率を0．75とした時52．5±7．0（m〃100g／min．　mean±SD）となり，過

去に報告されたPETによる値とほぼ一致した．　MS法は理論的に単純なモデルであり，洗い出し以外

の補正を必要としないので疾患脳においても広く適用可能と考えられる．今後高性能SPECT装置の普

及に伴いMS法を利用した各種脳疾患の血流測定が行われるものと思われる．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（核医学34：1027－1031，1997）

1．はじめに

　N－isopropyl－p｛1231】iodoamphetamine（IMP）1よ，

高い初回循環抽出率と脳組織への親和性より

SPECT用脳血流トレーサとして広く用いられて

いる．Kuhlらが考案したmicrosphere　modelに基

づく方法りは最も信頼性の高い局所脳血流量

（CBF）定量測定法の一つである．脳組織からの

IMPの洗い出しを考慮するとIMP静脈投与後

数分以内にSPECT撮像をすることが望ましい

が2－－4｝，従来の装置では短時間にSPECT撮像をす

ることが困難であったことより，SPECT画像は
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数十分後から充分な時間をかけて撮像し（早期

SPECT像），同時に測定した脳全体の放射能カウ

ントの比率（数分後のカウント／数十分後のカウ

ント）を用いて早期SPECT像よりIMP投与数分

後のSPECT像（超早期SPECT像）を想定する方

法が用いられてきた（conventional　microsphere

（MS）法）5・6）．われわれの施設では3検出器回転型

SPECT装置を用いることにより真の超早期
SPECT像を撮像し脳血流の測定を行ってきた（su－

per－early　MS法）7）．今回の研究では，このsuper－

early　MS法により健常被験者のCBFの定量値を

求めた．またautoradiography（ARG）法による定

量値も併せて算出した8・9）．

II．対象および方法

　対象は若年健常者6名（20－26歳，男性2名，

女性4名）である．神経系，呼吸循環系には異常

を認めず，頭部CTまたはMRI検査にても異常

を認めなかった．
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Table　l　Regional　CBF　values　by　supcr－early　micro－

　　　　spherc　method　and　ARG　method　in　hcalthy

　　　　yOUng　VOIUnteerS

　　　　　Super－early　MS　method　ARG　method
Region
　　　　　　（m〃IOOg／min）　（m〃100　9／min）

Cerebellum

Pons

Caudate－putamen

Thalamus

Frontal　cortex

Temporal　cortex

Occipital　cortex

Parietal　cortex

Sensorimotor　cortex

Centrum　semiovale

57．4±7、2

43．3±39

51．0±6．6

5L8±5．4

55．4±8．4

54．1±5．8

5L2±7．8

49．9±6．9

53．5±6．8

27．4±5．1

46．3±5．0

40．7±3．8

52．2±6．3

52．9±4．2

52．5±4．2

49．3±3．8

4L4±2．7

44．7±3．1

49．1±4．0

24．4±2．2

Super－early　SPECT　images

ジ評簾

毒

へ

Early　SPECT　images

鰹

オ

導麺

The　values　are　means±SD（n＝6）
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Fig．1　Relationship　between　CBF　values　obtaincd　using

　　　the　microsphere　method　and　early／super－early

　　　count　ratios　for　each　gray　matter　region　of　each

　　　subject（one　symbol　represents　one　subjcct）．

　　　Negative　correlation　is　found　among　the　regions

　　　ineach　subject．

　被験者は安静閉眼状態とし，耳栓はせず，検査

室には静かなクラシック音楽を流した．局所麻酔

下に右榛骨動脈に24ゲージカテーテルを留置し

た．IMP222　MBq（日本メジフィジックス）を左肘

静脈より約15秒間で注射し，それと同時に動脈

血を2m〃minの速度で持続的に5分間採取した．

さらにIMP投与10分後に約lm1の動脈血を
ARG法のために採取した．また検査開始直前に

動脈血ガス分析を行い，炭酸ガス濃度が正常範囲

Fig．2　Representative　super－early（top）and　carly

　　　（bottom）SPECT　images　at　thc　level　including　thc

　　　striatum　and　thalamus（middle），30　mm　abovc　the

　　　level（left），　and　30　mm　below　the　level（right）．

内であることを確認した．

　SPECT装置は3検出器回転型装置（東芝GCA－

9300A）を用いた．1MP投与4分後より2分間，1

回日のデータ収集を行い，これをもとに超早期

SPECT像を作成した．各検出器をデータ収集時

間内に120度回転を2往復させることにより（30

秒×4回），収集時間内に変化する脳内放射能分

布を平均化した．次にIMP投与25分後より30

分間，2回目のデータ収集を行い，これをもとに

早期SPECT像を作成した（2分×15回）．吸収・

散乱線補正は行っていない．

　Super－early　MS法では超早期SPECT像と5分

間の持続動脈採血データによりCBFを算出し

た．この時，超早期SPECT像では関心領域を設

定するほど画像が良好でないため，画像のより良

好な早期像に設定した関心領域を超早期SPECT

像に投影し，局所放射能を求めた．オクタノール

抽出率は0．75の一定値を用いた．ARG法では早

期SPECT像とIMP投与10分後の一点動脈採由1

データによりCBFを算出した．この時，　Vd値は

50m／／m1とした9）．

　Orbitomeatal　lineに平行に画像を再編成し，線

条体および視床を含むスライスにて前頭，側頭，
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後頭葉を，その30mm吻側のスライスにて頭頂

葉，感覚運動野を，30mm尾側のスライスにて小

脳皮質，橋の関心領域を置いた．また各関心領域

毎に早期SPECT像／超早期SPECT像（40分時／

5分時）のカウント比を算出し（E／SE　count　ratio），

この比とCBFの関係を調べた．

III．結　　果

　同一関心領域のデータより算出された脳内各部

位におけるsuper－early　MS法およびARG法によ

るCBF値をTable　lに示す．大脳皮質の平均CBF

値はオクタノール抽出率を0．75としたsuper－early

MS法で52．5±7．O　m〃1009／min（mean±SD）であ

り，Vd値を50　m〃mlとしたARG法で47．5±3．3

m〃1009／minであった7）．

　横軸にsuper－early　MS法で求めたCBF値，縦

軸にE！SE　count　ratioをとるとFig．1に示すように

負の関係が認められた．代表的症例の超早期およ

び早期sPEcT像をFig．2に示す．超早期sPEcT

像は正確な関心領域を置くには画像が悪いが，各

脳部位はよく描出されている．

IV．考　　察

　SPECTによる脳血流測定の多くは画像パター

ンによる定性的評価や脳内に内部標準をとる半定

量的評価であり，入力関数測定の煩雑さにより定

量的解析は敬遠される傾向にあるが，疾患によっ

ては定量値が必須となることも少なくない．IMP

は血液内や脳内での動態がある程度理解されてお

り，かつMS法のような単純な解析モデルが適用

可能であることより，定量測定に適したSPECT

用脳血流トレーサの一つである．今回の研究では

近年開発された高性能SPECT装置とIMP　super－

early　MS法を用い，脳血流量を定量測定した．オ

クタノール抽出率として一定値（0．75）を用いた

が，得られたCBF値は過去に報告された若年者

の正常値とよく一致しており1（ト12），本法の妥当性

が確認された．モデルとして単純なMS法を用

い，さらに洗い出しの影響が無視しうる超早期に

SPECT像を得ていることより，本法は多くの脳

疾患にも適用できるものと思われる2｝．

　E／SE　count　ratioの値は脳部位により異なり，

L1から1．9の値をとった．さらにFig．1に示さ

れているように，super－early　MS法で求めたCBF

値とE／SE・count・ratioとの間には負の関係がある．

E／SE　count　ratioは高血流部位において低血流部位

に比し小さい値をとるが，これは従来より指摘さ

れている高血流部位におけるIMPの洗い出しが

影響していると考えられる．また頭部放射能の立

ち上がりの緩やかな低血流部位では平衡状態に達

するのに時間がかかり，このような部位ではE！

SE　count　ratioは大きい値をとるであろう13）．した

がって超早期SPBCT像と早期SPECT像のIMP
分布が一致しているという仮定のもとに計算され

るconventional　MS法において得られる血流値は

高血流部位では過小，低血流部位では過大に評価

されると考えられる3」3」4）．脳腫瘍においては血流

量が39m〃100　g／minという値なのに対し，　E！SE

count　ratioは正常脳に比し低値をとり，腫瘍組織

ではconventional　MS法では正しく血流を評価し

えない症例が存在することはすでに報告した7）．

IMPの動態が正常脳とは異なることが予想される

虚血脳や外傷脳においてもconventional　MS法で

の定量評価には限界があると考えられる2）．

　正常脳においてもE！SE　co皿t・ratioの値は1．11

からLglの幅をとり各症例での全脳平均値は1．36

から1．54であった（1．46±O．07，　n＝6）．もしearly

SPECT　imageをこの平均値で補正してsuper－early

imageを算出した場合，　E／SE　count　ratioの値が

1．91の部位では1．46／L91＝0．76，　E／SE　count　ratio

の値が1．11の部位では1．46！1．11＝1．32となり，

最大30％の誤差を生じることになる．したがっ

てMS法により脳血流量の絶対値の測定を行うな

らば，たとえ正常脳であっても超早期SPECT像

を用いることがより望ましいと考えられた．
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Summary

Quantitative　Measurement　of　Cerebral　Blood　Flow　by　the　Microsphere　Model

　　　　　　　　　　　　　　　　　with　Super・Early　’231・IMP　Brain　SPECT

Hiroki　NAMBA＊， Masamichi　YANAGisAwA＊＊，　Takashi　ToGAwA＊＊，

　　　　　　Kanji　SuEYosHI＊and　Nobuharu　Yu1＊＊

Fujimi　KINosHITA＊＊，

＊Div輌s輌θn　ofNe醐1イ，gical　Su　rgery，＊＊DM∫i・n　qf　Nucle・r〃edicine，

　　　　　　　　　　　　Ch　iba　Cancer　Cen’er　H‘）sp〃0～

　　Cerebral　blood　flow（CBF）was　quantitatively　mea－

sured　in　6　healthy　young　volunteers　based　on“super－

earlジacquisition　of　N－isopropyl－p｛i231］iodoamphet－

amine（IMP）brain　SPECT　obtained　4－6　min　after

IMP　injection　with　a　three－head　rotating　gamma　cam－

era　and　the　microsphere（MS）modeL　The　ratio　of

radioactivity（count／pixe1／min）in　the　conventional

early　SPECT　image（taken　25－55　min　after　IMP　injec－

tion）to　that　in　the　super－earlジimage　for　each　brain

region　negatively　correlated　with　regional　CBF　value

obtained　with　the“super－early”MS　method．　This　indi－

cates　that　wash－out　of　IMP　from　the　regions　with

higher　CBF　is　faster　than　that　from　the　regions　with

lower　CBF　and　that　CBF　values　are　underestimated

with　the　conventional　MS　method　in　regions　with

higher　CBF　Regional　CBF　was　quantitatively　mea－

sured　with　the“super－early”MS　method　and　the　ARG

method，　a　recently　developed　method　based　on　two－

compartment　model．　The　mean　cortical　CBF　was　52．5

±7．0（m〃100g！min，　mean±SD）with　the‘‘super－

early”MS　method　and　47．5±3．3　with　the　ARG

method．　The　CBF　values　obtained　with　the‘‘super－

early”MS　method　agreed　with　those　previously

reported　with　positron　emission　tomography．　Since

the　MS　method　is　theoretically　the　simplest　model，　the

“ super－ear1ジMS　method　can　be　applied　various

disorders　of　the　central　nervous　system　where　the

behavior　of　lMP　is　not　fully　understood．

　　Key　words：　i231－IMP，　CBF，　Microsphere　model，

Super－early　SPECT　imagc，　Normal　value．
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