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急性期脳虚血病変の 18F-FDG PET 所見の検討
――梗塞巣周囲に認められた高集積巣について――
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畑
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徹***

鈴木

豊****

要旨 〔目的〕急性期脳梗塞患者に 18F-FDG PET 検査を施行し，その臨床的有用性について検討を加
えた．〔方法〕急性期脳虚血患者 24 例に 18 F-FDG PET 定性検査を行い，その PET 所見を CT，MRI 所
見と視覚的に比較検討した．〔結果〕集積変化が認められない正常集積群 4 例，急性期 MRI に示され
た梗塞巣に対応した低集積を 20 例 (低集積群) に認めた．低集積群の中に梗塞周囲に明らかな高集積
を示したもの (周辺高集積群) が 7 例認められ，心原性塞栓や出血性梗塞を示した例で多く認められた．
〔結論〕高集積の原因は局所における糖利用の亢進と考えられ，その機序としては従来言われていた嫌
気性解糖の亢進に加えて，虚血によって遊離された興奮性アミノ酸 (Excito-toxic amino acids) の関与も
疑われた．そのほかに macrophage やグリア細胞の増生等による変化も否定できず，今後の検討が必要
と思われた．
(核医学 39: 103–110, 2002)

I. は じ め に

被検者への負担となっていることなどが考えられ
る．しかし，脳血管障害の病態を動的に捉えるに

2-18F-fluoro-2-deoxy-D-glucose (18F-FDG) による

は，脳局所糖代謝が脳血流や脳酸素代謝とは別の

脳 positron emission tomography (PET) 検査による

指標となる可能性が考えられ，機能予後の予測や

局所脳代謝検査は脳機能局在の研究 (functional

リハビリテーションの効果判定に応用可能ではな

imaging) のみならず，変性疾患，外傷，悪性腫瘍

いかと考えられている．今回，われわれは，急性

の診断等にも多く用いられている．しかし脳梗塞

期脳梗塞に対して動脈血採血を行わない定性 18F-

をはじめとする脳血管障害の症例では慢性期の成

FDG PET 検査を行い，急性期，慢性期に行った

績はあるが急性期の知見は数少ない1〜6)．これに

頭部 magnetic resonance imaging (MRI) 所見と比較

は虚血状態の脳組織での FDG の tracer kinetics が

検討を行った．その結果示唆に富む知見が得られ

正常脳と異なると考えられていること7,8) や，時

たので報告する．

間的制約，定量検査に必要な頻回の動脈血採血が
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II.

対

象

急性期脳血管障害にて当院に来院し，発症後
168 時間 (1 週間) 以内の急性期に初回

18 F-FDG

PET 検査を行った脳梗塞症例の中で，初回発作
後，慢性期まで再発作がなく，follow up MRI の
検査が行われた 24 症例で検討を行った．症状増
悪例や再灌流療法施行例は対象からはずした．
24 例で，のべ 29 回の

18F-FDG

PET 検査が施
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Table 1 Normal accumulation group
Pt. No.

Age

Sex

PET exam. day

lesion on MRI

clinical diagnosis

clinical presentation

1
2
3
4

85
67
78
78

F
M
M
M

7
0
3
6

unknown
lt. corona radiata
lt. corona radiata
lt. corona radiata

TIA
lacunar infarction
lacunar infarction
atherothrombotic strike

rt. hemiparesis
rt. hemiparesis
rt. hemiparesis
rt. hemiparesis

行された．このうち 1 例を除く 23 例で来院直後
に MRI 検査が Diffusion weighted image (拡散強調
画像 DWI) を含めて行われている．また症例のう
ち 5 例について慢性期に follow up

の 18F-FDG PET

検査が行われた．
III.

IV.

結

果

概要は Table 1〜3 に示したとおりで，梗塞巣が
正常集積を示したもの (正常集積群 Table 1)，低
集積を示したものに大別された．低集積を呈した

方

ものをさらに，梗塞巣およびその周囲を含めて低

法

集積領域を示したもの (低集積群 Table 2) と低集

PET カメラは SIEMENS 社製 ECAT EXACT
HR＋ を使用した．トランスミッションスキャン
18

積巣周囲に高集積の rim 状の変化を認めたもの
(周辺高集積群 Table 3) に分類した．

F-FDG を静注し，45 分

正常集積群は 24 例中 4 例で認められた．白質

後より 10 分間，三次元収集法を用いて頭部 PET

の比較的小さなラクナ梗塞や小範囲のアテローム

データ収集を行った．収集データをもとに，フィ

血栓性の梗塞で見られ臨床症状も軽微であった．

後，111〜185 MBq の

ルター逆投影法により画像再構成を行い，128×
128 matrix の画像を作成した．
18 F-FDG

残りの 20 例は病巣が低集積を示した．これら
は，比較的広い範囲での梗塞巣が多く，視床や対

は院内のサイクロトロン (日本製鋼所

側の小脳などに低集積を示す remote effect を含め

社製) にて製造し，日本アイソトープ協会サイク

ると，多くの症例で発症時の拡散強調画像より広

ロトロン委員会のガイドライン9)

い範囲で低集積が認められた．また，大脳皮質や

に則って検定を

行った後に使用した．
MRI は GE 社製 Signa Horizon LX 1.5T にて頭部
コイルを使用し AC-PC line を基準にスキャンを

視床など生理的に高集積を示す部位に認められる
小梗塞も明瞭に同定できた．
周辺高集積群は，これらのうち 7 例に認めら

行い，8 mm スライス，2 mm ギャップの画像を

れ，低集積領域が，発症時の DWI 画像と比べて

作成した．拡散強調画像は Echo planner image

同等か，より広い範囲で認められ，その外周の大

(EPI) 法にて b 値を 1000 sec/mm 2 に固定して撮像

脳皮質の一部に高集積域が認められた．大脳白質

した．

の変化はほとんど観察されず，一部の症例に軽度

PET 画像の評価は，定性画像をグレイスケール
にて出力した上，作成した画像を複数の放射線科

の境界不明瞭な高集積を確認できたが，正常の大
脳皮質と比べ明らかに低い集積であった．

医と神経内科医にて視覚的に行った．なお，画像

虚血の原因としては正常集積群や低集積群がラ

の読影の際には MRI 画像や神経所見を参考にし

クナ梗塞やアテローム血栓性脳梗塞によるものが

梗塞部位の同定を行い，健側大脳半球の同一部位

多かったのに対して，周辺高集積群では，心原性

の 18 F-FDG 集積と比較し，病巣部の集積を，正常

塞栓による症例が 7 例中 4 例であり，残りの 3 例

集積，低集積，高集積の三段階に分類した．

中 1 例でも出血性梗塞の合併を認めた．また，こ
れらの高集積を急性期に認めた領域は慢性期には
MRI 上ほぼすべての病巣で梗塞となっており，
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Table 2 Low accumulation group
Pt. No.

Age

Sex

PET exam.
day

lesion on MRI

pathophysiology
of stroke

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

65
73
73
70
88
74
86
52
73
58
74
76
80

M
F
M
F
F
M
F
M
M
M
M
M
F

0
0
1
1
1
1
2
2
3
3
4
4
5

rt. PT
rt. MCA CT
lt. MCA WM
lt. MCA WM
lt. TH
lt. TH
lt. CT, insula
lt. PT
lt. parietal CT
lt. PT, CR
lt. PT
rt. ICp
lt. CR

lacune
AT
AT
AT
lacune
AT
AT
lacune
AT
lacune
AT
lacune
lacune

clinical findings
rt. HP
lt. HP
aphasia
aphasia
rt. HP aphasia
rt. HP aphasia
aphasia
rt. HP, dysarthria
aphasia
rt. HP
rt. HP
aphasia

PET findings
low
low
low
low
low
low
low
low
low
low + remote effect
low
low + remote effect
low + remote effect

ACA＝anterior cerebral artery; MCA＝middle cerebral artery; PCA＝posterior cerebral artery; WM＝white matter;
CT＝cerebral cortex; PT＝putamen; TH＝ thalamus; ICp＝internal capsule; CR＝corona radiata; CC＝corpus callosum
AT＝atherothrombotic stroke; HP＝hemiparesis

Table 3 High accumulation rim group
Pt. No.

Age

Sex

18

67

M

19

59

F

20

86

F

21

67

F

22

66

M

23
24

48
55

M
M

PET exam.
day
1
59
4
46
2
56
1
92
1
36
5
6

lesion on MRI

pathophisiology
of stroke

bil. cerebellum

CE

vertigo

rt. MCA area

CE

lt. HP

lt. MCA area

CE

rt. HP, aphasia

rt. MCA area

AT

lt. HP, rt. CD

lt. hemisphere

AT

rt. HP, aphasia

lt. MCA WM
lt. MCA area

AT
AT

rt. HP
rt. HP

clinical findings

PET findings
low + high rim
low
low + high rim
low
low + high rim
low
low + high rim
low
low + high rim
low
low + high rim
low + high rim

AT＝atherothrombotic stroke; CE＝cardiogenic embolism
HP＝hemiparesis; CD＝conjugate deviation; WM＝white matter; MCA＝middle cerebral artery

follow up の PET 検査が行われた 5 例のすべてで

されていたが放置していた．胸部単純写真で心拡

高集積像の消失を認め，一時的な変化と考えられ

大，心電図上心房細動を認めた．来院時の DWI

た．

画像で左 MCA 領域に不整型の高信号域を認める
V.

症例 1

症

(Fig. 1a)．発症 2 日目の 18F-FDG PET で，左 MCA

例

(case 20：周辺高集積群

領域に来院時の拡散強調画像より広い範囲で低集
Fig. 1)

86 歳女性．左中大脳動脈 (MCA) 領域の心原性
塞栓症．右片麻痺，失語．以前より高血圧を指摘

積域を示し，その背側の皮質に強い高集積域を認
める (Fig. 1b, c)．
発症後 56 日目に行った 18F-FDG PET (Fig. 1e, f)
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Fig. 1 Case 1 (#20): An 86-year-old female with atherothrombotic infarction. MR diffusion
weighted images taken on our emergency clinic, revealed inhomogeneous high signal
area in the lt. MCA territory (a). The 18F-FDG PET images obtained in the 2nd hospital
day showed low accumulation area larger than diffusion weighted image on the episode
day. And high accumulation of 18F-FDG are shows the edge of the infarction (b, c).
After 56 days from onset, 18 F-FDG PET was done; the high accumulation areas are
decreased (e, f). And T2 weighted images on chronic state (120 days after the episode),
shows to be infarcted.

では，この高信号域は消失し，低集積域となって

消失を認める．同時期に撮影された頭部 MRI 画

いる．また 120 日目に施行した MRI T2 強調画像

像 (Fig. 2g, h) では，この高集積を示した部位は慢

(Fig. 1d) では PET で高集積であった部分を含め

性期梗塞となっている．

梗塞巣になっている．
症例 2

VI.

(case 21：周辺高集積群 Fig. 2)

脳

18F-FDG

考

察

PET にて高集積を示す病変として

67 歳女性．アテローム血栓性右内頸動脈閉塞

は悪性腫瘍や一部の精神疾患，炎症性疾患10) など

による右 MCA 領域脳梗塞．左片麻痺，右共同偏

が知られている 1)．また，このほかに多発性硬化

視，意識障害にて発症した．発症直後の頭部単純

症の急性期 11) や外傷の急性期 12,14) での報告が散

CT では明らかな異常所見を認めなかった．

見されている．

PET で，右 MCA 領域に

脳梗塞急性期の 18 F-FDG PET の報告は 1980 年

広い低集積領域を認め，その背側，頭頂側に強い

代に Hakim ら 5) の報告があり，以降 Heiss の re-

高集積域を梗塞巣周囲の皮質に一致して認める

view 6) 等で触れられているが，近年では新しい知

(Fig. 2a, b)． 同日の CT (Fig. 2c, d) では PET の低

見はない．

発症翌日の

18F-FDG

集積域とほぼ同じ範囲での低吸収像を認める．発

そこでわれわれが観察した 18 F-FDG の高集積が

症 92 日の 18F-FDG PET (Fig. 2e, f) で高集積域の

何を意味し，また臨床的にいかなる意義を有する
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Fig. 2 Case 2 (#21): A 67-year-old female with acute cardiogenic MCA embolism. The 18FFDG images and CT scan on the left side (a–d) were obtained in the acute stage, and
those on the right side (e–h) were obtained 3 months after episode. In the acute stage,
18F-FDG highly accumulated into the rim of the infarcted area (peri-infarcted zone)
detected by the CT image on the 2nd hospital day (c, d). MRI images (g, h) taken in the
chronic stage, revealed that the hyper-accumulated area in the acute stage turned to be
infarcted.

か考察したい．
病的状態下での

局所的グルコース代謝亢進の原因としては，現
18F-FDG

PET の高集積が必ず

在までの知見を総合すると，以下の 3 つの可能性

しも glucose 代謝の亢進を示すものではないとい

が重要と考えられる．第一は急性期虚血病変にお

うことは以前より指摘されていることであるが，

ける嫌気性解糖の亢進，第二は急性期病巣に動員

18F-FDG

の細胞内取り込みと細胞内 fixation には

される活性化された macrophage，monocyte，re-

生体反応が関与しており， single photon emission

active microglia 等による糖利用の亢進，第三は急

tomography (SPECT) tracer に見られるような

性期虚血による細胞障害後に生じる興奮性アミノ

tracer kinetics の変化のみによる高集積ではないと

酸の遊離およびその後に起こる神経細胞の異常興

思われる．今回われわれの観察で認められた高集

奮による糖利用の増加，である．

積領域においては，Rate Constant (RC), Lumped

ここでわれわれの観察を整理してみると，高集

Constant (LC) の変化によって定量的 regional cere-

積は発症後おおよそ 1 週間以内に検査された脳塞

bral metabolic rate of glucose (rCMR glu) は算出で

栓症等の再灌流が疑われる症例に多く認められて

きない．しかし周辺や対側の健常組織よりも，明

いる．また前述したように follow up の検査では

らかに強い集積を示していることから，グルコー

いずれもこれらの高集積部位は消失し低集積とな

ス代謝亢進を観察していると考えてもよいであろ

り，慢性期の MRI 等でほとんどの症例において

う7,8) ．

梗塞に陥っていた．この所見を参考に各々の可能
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生じる神経細胞の異常興奮により神経細胞の壊死

性について論ずる．
まず嫌気性解糖についてであるが，Hakim ら 5)

またはアポトーシスが生じるといわれている説で

は酸素代謝，脳内 pH (CpH) の測定を行い，虚血

あり，短時間の全脳虚血後に生じる遅発性細胞壊

後再灌流領域での CMR Glu の正常化を示し，嫌

死の原因の一つとして考えられている現象であ

気性解糖による変化と考えている．Yamaki

ら12)

る．

は，広範囲の脳外傷で 18F-FDG が高集積となった

周辺高集積群の症例は前述の通り，一時的な脳

症例を報告し，やはり病巣あるいはその周囲の集

虚血後の再灌流や collateral circulation の発達が

積増加は嫌気性解糖の亢進による糖利用の亢進と

あったと考えられる．この状態では酸素，glucose

考えている．いずれの研究でも酸素代謝とグル

の供給が再開しており，嫌気性解糖が継続して行

コース代謝の比 (metabolic rate) を測定し，後者の

われているとは考えにくい．この結果生じる乳酸

研究ではその低下を予後不良の兆候と見なしてい

アシドーシスの検討には Hakim ら5) の行った PET

る．また MR spectroscopy13) による検討でも急性

による CpH の測定のほかに 1H-MRS による検討

期梗塞巣では嫌気性解糖の代謝産物である乳酸の

が有用であり13)，今後の検討項目としていきたい．

増加が認められている．

FDG 高集積領域の分布が主に皮質に分布して

嫌気性解糖は脳梗塞発症直後より生じると考え

いたことは，グルタミン酸の分布がグリア細胞よ

られ，脳実質内の acidosis は比較的早い時間から

り神経細胞内により多く存在していることと関連

生じている．しかしこのような高集積が嫌気性解

しているとも考えられる．しかし，一部の症例で

糖のみで生じているとすれば多くの症例でより広

は白質にも高集積が存在している．この症例に関

い範囲で認められてよいと思われる．しかし，今

しては今回提示した 2 例とは視覚的にも異なる分

回の検討では必ずしも発症早期の症例のみではな

布を示しており， Schiepers ら 11) の検討と同様

く，発症後 6 日後にも認められた症例があったこ

macrophage の活性化等の別の機序が存在してい

とや，再開通症例に多いこと，また病巣の一部の

る可能性が疑われる．今回このような症例は 1 例

大脳皮質にのみ限局して認められたことなどよ

のみであったが，今後症例を積み重ね，別の機会

り，その成立には嫌気性解糖以外にも何らかの原

に検討を行いたい．

因・機序が関わっている可能性はある．

今回われわれが検討を行った急性期脳梗塞の病

次に macrophage や glia の活性化に起因する可

巣あるいはその周辺で起こっている glucose 代謝

能性であるが，Schiepers ら11) は，多発性硬化症

の亢進は，少なくとも 2 種類の視覚的パターンが

の急性期病変で白質の rCMR glu が亢進している

確認できた．それぞれ出現する原因，機序につい

ことを示して，自己免疫機序による細胞活性化が

ては未解明の部分が多いが，多くの原因が存在

糖利用の増加の原因ではないかと考察している，

し，複雑に絡み合っている可能性が考えられる．

しかしながら，この機序に関しても，多くの高集

このうち大脳皮質に限局するパターンの高集積

積が梗塞に隣接した大脳皮質に認められていたこ

像は，従来嫌気性解糖がその原因と考えられてい

と，高集積像の発現時期が虚血後比較的早期に限

たが，それだけでは説明できない部分も多くあ

られ，グリア細胞やマクロファージ機能が活発に

り，脳保護の観点から近年注目されている遊離グ

なる時期とはずれがあることなどより，有力な原

ルタミン酸の神経細胞に対する興奮毒性も原因の

因とは考えにくい．

一つと思われ，皮質の glucose 代謝亢進が，神経

最後に 興奮性アミノ酸 (excitotoxin)

の関与15,16)

細胞の異常興奮を捉えているとも考えられる．

であるが，この現象は神経細胞内に高濃度に含ま

慢性期の MRI 所見より，この現象は機能の残

れている興奮性神経伝達物質であるグルタミン酸

存ではなく，予後不良の傾向を示しており，遅発

が虚血に伴う細胞障害により遊離され，その結果

性細胞壊死 (DND) や apoptotic cell death の過程を

急性期脳虚血病変の 18F-FDG PET 所見の検討

観察している可能性もある16,17)．
これらの所見は急性期脳虚血性変化の病態を示
すとともに，今後の新しい治療の選択の指標とな
る可能性があり，昨今注目されている超急性期血

8)

行再建術施行後の機能予後の判定にも，十分利用
しうるものと思われる．
今回の検討では視覚的な評価しか行っていない

9)

が，今後症例を重ね，酸素代謝や MR Spectroscopy 所見との対比や長期間にわたる follow up 検
査を行うとともに，病理学的検索や，臨床的機能

10)

予後との対比なども必要であろう．
本論文の要旨は平成 12 年 11 月に行われた第 40 回

11)

日本核医学会総会 (神戸) で発表した．
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Summary
Evaluation of 18F-FDG PET in Acute Ischemic Stroke:
Assessment of Hyper Accumulation Around the Lesion
Seiji NASU*, Takashi HATA**, Tooru NAKAJIMA*** and Yutaka SUZUKI****
*Department of Radiology, Yokohama Stroke and Brain Center
**Department of Neurology, Yokohama Stroke and Brain Center
***Department of Internal Medicine, Yokohama Stroke and Brain Center
****Department of Radiology, Tokai University Hospital

[Purpose] Although pathophysiology of cerebrovascular disease has been reported previously, few
clinical studies of glucose metabolism in acute stroke
have been published. Purpose of this study is to evaluate glucose metabolism in acute stroke patients by 18FFDG PET.
[Subjects and Methods] Twenty-four patients with
acute ischemic stroke were involved in this study. All
subjects underwent MRI (conventional T1- and T2weighted images, diffusion-weighted imaging, and
MR angiography), CT and 18F-FDG PET. 18F-FDG
PET was performed within 1 to 7 days after the first
episode. 18F-FDG PET images were visually evaluated as well as MRI and CT images.
[Results] Four patients out of 24 showed no abnormal 18F-FDG accumulation, while MRI demonstrated

abnormal signal area and abnormal vascular findings
that suggested acute stroke. Decreased 18F-FDG accumulation corresponding with abnormal signal area on
MR images was noted in 20 cases. In 7 cases among
these 20 with decreased 18F-FDG, hyper accumulation
of 18F-FDG was recognized around the decreased accumulation area.
[Conclusion] Increased 18F-FDG accumulation (increased glucose metabolization) around the lesion
may be due to: 1) acceleration of anaerobic glycolysis,
2) activated repair process of damaged brain tissue,
i.e., phagocytosis and gliosis, and 3) neuronal excitation by excito-toxic amino acids which can be released
after ischemia.
Key words: Acute cerebral infarction, FDG, Excito-toxic amino acids.

