
 359第 42 回　日本核医学会総会

心 / Tc-99m 心筋血流、他
第２会場　9:00

208 ST上昇が認められる疾患の鑑別診断におけるTc-
99m-Tetrofosmin心筋SPECTの有用性

西川 享 , 伊藤 一貴 , 高田 博輝 , 西川 享 , 弓場 達也 , 足
立 芳彦, 加藤 周司 (朝日大村上記念循内), 東 秋弘 (京府医大2
内), 杉原 洋樹 (松下記念3内), 中川 雅夫 (京府医大2内)
【目的】胸痛および心電図でのST上昇は急性心筋梗塞(AMI)、
心筋炎(MI)、たこつぼ型心筋症(TAKO)で認められるが、Tc-
99m-Tetrofosmin心筋SPECT(TF)がこれらの鑑別診断に有用か
検討した。【方法】AMI 15例、MI 5例、TAKO 8例を対象と
し、心電図、血液検査(CPK)、心エコー(UCG)、TFおよび冠
動脈造影を行った。【結果】1)ST上昇の程度に3群間では差は
なかった。2)CPKはAMI群で高値であったが、3群とも低値
例があった。2)壁運動異常の程度には差はなかったが、AMI
の２例とMIの１例でTAKO類似であった。3)TFは、AMIで
は心尖部に欠損、TAKOでは心尖部に高度ではあるが欠損な
し、MIでは不均一な中等度集積低下であった。【結語】TFに
よりAMI、TAKO、MIの鑑別診断が非侵襲的に可能になる。

209 慢性心不全患者におけるMIBI 心筋シンチの洗い出
し率の検討

金山 寿賀子 , 佐竹 主道 , 藤野 晋 , 竹越 襄 (金沢医大循)
【目的】心筋ミトコンドリアでの保持機能を表すMIBIのwash-
out rate（WR)を用いて、慢性心不全の重症度との関連を検討
する。【方法】代償期にある慢性心不全患者60例を対象とし、
冠動脈疾患群（CAD）20例、非冠動脈疾患群40例（NCD）に分
類した。安静時MIBI　Gated　SPECTを2回撮像し、Polar　
mapから全体の平均WRと9分割区域毎のWRを測定し、QGSか
らEFを測定した。また同時期の採血でBNPを測定した。【結
果】全患者においてWRとBNP、EFはそれぞれｒ＝0.40、ｐ＜
0.05、ｒ＝－0.46、ｐ＜0.01と有意な相関を認めた。CAD群
ではWRはBNP、EFとも相関は認めず、OMIのうち8例に冠動
脈支配に一致した区域におけるWR亢進を認めた。NCD群にお
いてWRはBNPとｒ＝0.55、ｐ＜0.001、EFとｒ＝－0.51、ｐ
＜0.01の有意な相関を認め、HCMのうち4例に前壁のWR亢
進を認めた。【総括】MIBIのWRは心筋障害の程度を表し、心
不全の重症度と関連すると考えられた。

210 安静時Tｃ―99m tetrofosmin心筋SPECTによる急
性心筋梗塞後の心筋リモデリングの検討

下津 順子 (神奈川県立循呼センター循)
【目的】安静時Tc―99m tetrofosmin心筋SPECT（TF）を用い、
AMI後、亜急性期以降の左室機能変化について検討。【方法】急
性期再灌流治療後のAMI 34例(年令65±10才)に、亜急性期
（17±7日）と慢性期（248±176日）にLVGかファーストパ
ス法による左心機能計測とTFを施行。ブルズアイ表示から
extent score（ES）、severity score(SS)を算出。症例を左心機能
不変群（A群：13例）、改善群（B群：11例、慢性期LVEDV
10%以上低下またはEF10%以上改善）、左室リモデリング群
（C群：10例、LVEDV 10%以上増加）に分類。【成績】3群間
で再灌流時間、亜急性期LVEDV, EFの差はなし。SS、ESは
C群で高値（SS:132± 103, 166± 136, 266± 114； p＜ 0.05;
ES: 258±196, 319±226, 475±184, p＜0.05；各A, B, C群）。
【結論】AMI慢性期左室リモデリングは亜急性期心筋血流障
害の範囲と程度に関連し、再灌流時間、亜急性期左心機能の
影響は少ない。

211 非虚血、非心筋症心疾患におけるTc-99m-MIBI心筋
洗い出し率と血行動態の関連

近藤 千里 , 日下部 きよ子 , 百瀬 満 , 牧 正子 , 小林 秀樹 , 北川
マミ , 三橋 紀夫 (東女医大放)
【背景】Tc-99m-MIBI心筋洗い出し率 (WR)が非虚血、非心筋
症心疾患においていかなる血行動態と関連するかは明かでな
い。【方法】連続１３例（先天性心疾患１２例、川崎病既往１
例、年齢21± 5歳）で心臓カテーテル検査と同時期にMIBI
心筋SPECTを施行した。WRはMIBI投与４５分、４時間４
５分後の水平長軸心筋SPECTより物理的減衰を補正して求め
た。【結果】１３例をWRの高い方から３群[H(4), M(4), L(5)]
に分けると、H群では左室圧負荷(3)、壁運動異常(1)、M群で
は左室容量負荷(3)、壁運動異常(1)を伴ったが、L群ではいず
れもこれらを伴わなかった。またWR(y)と心エコー上の相対
的左室壁厚(x)の間には正相関 (y = 48.3x + 1.2, r = 0.7, p＜0.03)
を認めた。【結論】WRは非虚血、非心筋症心疾患において圧
負荷および壁運動異常に伴う求心性リモデリングに関連し亢
進する可能性がある。

212 Dynamic pinhole SPECTによるratの局所心筋血流
の定量

青井 利行 (京大情報研 , 国循セ研), 渡部 浩司 , ホサイン
デロア (国循セ研), 松田 哲也 (京大情報研), 飯田 秀博(国
循セ研)
インビボによる動物の生理機能の研究にPETやSPECTが利用
されているが、小動物の局所心筋血流量(rMBF)などの機能画
像評価は殆ど報告されていない。本研究はピンホールコリ
メータによるDynamic SPECTとラットの動脈血の入力関数を
求めcompartment model 解析により心筋血流量を評価した。
ラットの尾静脈より174MBqの201TlClを静注し投与直後から動
脈採血をし、5分後から合計5回のdynamic SPECTを30分間
隔で行った。画像再構成はFeldkamp algorithm によるFBP
を用いた。CCFは直径5cmの円筒phantomから算出した。Tissue
time activity curve(TTAC)はラットの左室心筋にROI を設
定し作成した。TTACと入力関数からcompartment modelによ
るKinetic解析を行った。結果はrMBFで約0.77ml/min/g、分
布容積は91.9ml/mlとなりDynamic pinhole SPECTは小動物の
機能解析をする上で有用である。

213 たこつぼ型心筋障害の病態評価
椿本 恵則, 伊藤 一貴, 高田 博輝, 西川 享, 弓場 達也, 足立 芳
彦 , 加藤 周司 (朝日大村上記念循内), 東 秋弘 (京府医大2内),
杉原 洋樹 (松下記念3内), 中川 雅夫 (京府医大2内)
【目的】基礎疾患や臨床経過の差異やTc-99m-Tetrofosmin心筋
SPECT(TF)、コントラスト心エコー(C-UCG)によりたこつぼ
型心筋障害(TAKO)の病態や発生機序を検討した。【方法】TAKO
13例：基礎疾患(-)ストレス(-)：A群 4例、基礎疾患(-) ストレ
ス(+)：B群 5例、脳血管障害で発症：C群 ４例 .TFとUCGは
受診時,1W,2W,1M,3M,6Mに施行した。C-UCGは第3病日に
施行した。【結果】1）急性期のST上昇や壁運動異常の程度に
は3群で差は認められなかった。TFの集積低下とCPKはC群
で大であった（p<0.05）。2）C-UCGでは3群とも血流が認め
られた。3）壁運動,心電図,TFの改善は、A群では１週間、B
群では数週間、C群では数カ月で認められた。【結論】TAKO
の発症機序として微小循環障害が考えられたが、病態の重症
度に交感神経異常の関与が示唆された。
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214 Spectral解析を用いた99mTc-HMPAO SPECTによる
Acetazolamide反応性の評価  －Assessment of Ac-
etazolamide Reactivity in Cerebral Blood Flow Us-
ing Spectral Analysis and 99mTc-HMPAO

高沢 正志 (阪大病態情報内科学 , 阪大トレーサ), 村瀬 研也
(阪大保健学科), 奥 直彦 (阪大放射線部), 今泉 昌男 (阪大病態
情報内科学,阪大トレーサ), 大崎 康宏 (阪大トレーサ), 吉川 卓
也 (阪大病態情報内科学 ,阪大トレーサ), 松澤 博明 , 藤埜 浩
一 (阪大放射線部), 北川 一夫, 堀 正二 (阪大病態情報内科学),
畑澤 順 (阪大トレーサ)
【目的】Tc-99m製剤による脳血流定量法では脳血流高血流領
域は過小評価することが知られている。Spectral解析(SA)を用
いた脳血流定量法によりAcetazolamide(ACZ)反応性を測定し、
H215O-PETで得られた脳血流値と比較検討した。【方法】健常
男性６名に対し、安静時、ACZ1g負荷時に99mTc-HMPAOに
よりBrain Perfusion Index (BPI)値を従来のPatlak法で用いら
れるGraphical解析(GA)法およびSA法にて測定し、増加率を
算出した。【成績】GA法によるBPI増加率11.3± 6.5％、SA
法40.1± 8.4％であった。PETでの増加率は55.6± 18.4％で
あり、SA法によるBPI値とPET測定値は良好な相関がえられ
た(r=0.940)。【結論】SA法はGA法に比較して定量性に優れて
いることが示唆された。

215 3D-SSP法脳血流SPECTによる錐体外路系疾患の
鑑別診断 −Three-dimensional stereotactic sur-
face projection analysis of cerebral perfusion
SPECT can differentiate various Parkinsonism

中島 孝 , 亀井 啓史 , 林 恒美 , 福原 信義 (国療犀潟神内)
【目的】黒質－線条体を障害する錐体外路系疾患は病初期には
神経症候や脳MRI検査では診断ができない。パーキンソン病
（PD）では早期からのドパミン作動薬投与が推奨されており、
多系統萎縮症（MSA）、進行性核上性麻痺（PSP）と早期に鑑
別する必要がある。【方法】123I-IMP SPECTの早期像について、
正常者16名とPD16名、MSA12名、PSP6名をMinoshimaの
three-dimensional stereotactic surface projection(3D-SSP)法にて統
計比較し、血流上昇または低下部位をZ-score表示し、疾患ご
との特徴をパターン化した。【結果】全脳で標準化すると、PD
群 ,PSP群では小脳が高血流になり、MSA群では小脳が低血
流だった。PD群では後頭葉が、PSP群では前頭葉が低血流
だった。個別の症例も同様の結果だった。【結論】β -CIT-
SPECTではPD,PSP,MSAの鑑別は十分できず、3D-SSPによ
る脳血流SPECT検査では症例ごとに鑑別診断ができ治療選択
上たいへん有用である。

216 Evaluation of Control States for Mouse FDG Brain
Imaging with Small Animal PET

Hiroshi Toyama, Masanori Ichise, Jeih-San Liow, Doug Vines,
Nicholas Seneca (Dept. of Molecular Imaging Branch, NIMH),
Jurgen Seidel, Michael V. Green (Dept. of Nuclear Medicine,
CC), Robert Innis (Dept. of Molecular Imaging Branch, NIMH)
We evaluated control states in mice that included administration and
uptake of FDG during anesthesia and while awake. At the end of 45
min uptake period, the animals were sacrificed and imaged with the
NIH ATLAS small animal PET scanner. Eleven mice were anesthe-
tized with ip. injection of ketamine before injection. Twelve control
mice were allowed to move freely in a plastic box after injection.

The %ID/g brain uptake (3.79±0.52) in ketamine mice was signifi-
cantly lower than in control mice (6.11±1.69) (P<0.005). These states
must, therefore, be carefully controlled across animals if brain up-
take is to be accurately quantified.

217 Quantitative Global Assessment of Cerebral Perfu-
sion Changes Via 3D Perfusion Isosurfaces in Pa-
tients with DAT

Keita Utsunomiya, Isamu Narabayashi, Yasuharu Ogura, Tsuyoshi
Komori, Itaru Adachi (Dept. of Radiology, Osaka Medical College),
Audrius Stunzia, Paul Dunfort (Advanced Biologic Corp. Toronto,
Canada), Masanori Ichise (National Institute of Mental Health,
Bethesda, USA)
To evaluate the use of 3D perfusion isosurface measures as a new
method for providing an assessment of global cerebral blood flow
(gCBF). Changes in fifteen patients with dementia of Alzheimer
type (DAT) with donepezil hydrochloride therapy were evaluated.
Perfusion isosurfaces at 20, 30, 40, and 50 (ml/min/100g) and the
area 3D-PSA, the volume of brain tissue 3D-PSEV, and the integral
dose of blood flow value 3D-PSIV were generated using BrainGuide
software. In follow up SPECT, a significant increase or decrease in
gCBF was indicated by several of the 3D perfusion isosurface mea-
sures (p<0.05).  3D perfusion isosurface measures may prove to be
a set of useful techniques for assessment of the global progress of
DAT in patients and the efficacy of treatments.

218 Brain Imaging of Respiratory Distress in Patients with
Emphysema / Asthma

Targino Rodrigues dos Santos (GSIS - Tohoku University),
Yoshihiro Kikuchi (Sendai National Hospital), Wataru Hida (GSIS
- Tohoku University), Jun Hatazawa (Akita Research Institute of
Brain and Blood Vessels), Md Mehedi Masud, Keiichiro Yamaguchi,
Masatoshi Itoh (CYRIC - Tohoku University)
The aim of this study was to examine the relation of respiratory
distress and brain, seeking brain areas, which might be responsible
for the sensation of dyspnea.  Thirty-seven male volunteers were
divided into control, moderate inspiratory resistance, severe inspira-
tory resistance, emphysema patients and asthma patients. The stron-
gest activation was found at right Orbital Gyrus, while metabolic
reduction was found in the right Cingulate Gyrus. Respiratory dis-
tress activated motor areas, frontal lobe and temporal pole bilater-
ally. An extensive reduction in brain metabolism was found in the
posterior part of the brain including the parietal lobe. In the case of
patients, all areas were similarly activated in location, however with
less extent.

219 Regional Brain metabolism during erogometer exer-
cise

Sabina Khondkar (Cyclotron and Radioisotpe Center, Graduate
School of Medicine, Tohoku Univ.), Toshihiko Fujimoto (Dept. of
Medicine and Science in Sports and Exercise, Tohoku Univ.),
Keiichiro Yamaguchi, Manabu Tashiro, Mehedi Masud, Masatoshi
Itoh (Cyclotron and Radioisotpe Center, Graduate School of Medi-
cine, Tohoku Univ.)
The purpose of this study was to investigate regional brain metabo-
lism while subjects made ergometer exercise of different work loads.
　Twenty volunteers collaborated this study. Four different exer-
cise tasks [40%, 60%, 70% and 80% VO2max] were loaded for 30
min starting 5 min after FDG injection. Brain and lower limb PET
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scans were performed with serial blood sampling.     Brain areas
activated or deactivated by exercise were searched using SPM99.
Occipital-parietal brain activation was detected when compared be-
tween resting condition and exercise as reported before. While mo-
tor association areas showed some correlations with exercise load,
the primary motor area was almost independent from the level of
the loads. Of note that relative glucose metabolism reduced in the
frontal cortex at higher exercise load.

心 / 冠疾患（血行再建）
第２会場　13:15

220 Primary PTCA前のニコランジル投与効果の検討
福井 政慶 , 中村 誠志 , 竹花 一哉 (関西医大循), 馬殿 正
人(宝塚病院循), 岩坂 壽二 (関西医大循)
［目的］PTCA例で、ニコランジルの効果を検討した。［方法］
PTCA57例にPTCA前・直後にSPECTを行った。13分節モデル
で、Defect grade(正常 =0、無集積=3)の総和(Defect score;
DS)、高度欠損分節数 (Extent score;ES)を算出した。心筋
救済率(％DS)=[DS(前 -直後)/(前)]とNo reflow[ΔDS(前 -直
後)＜4]の頻度を比較した。［結果］PTCA前、ESはニコランジ
ル投与(N群=22例)・非投与(C群=35例)で差を認めなかった
が(5±2vs.5±2)、DSはN群で有意に小さかった(11±4vs.14
±5,P＜0.05)。両群でES・DS間に正相関(N群R2＝ 0.51、C
群R2=0.76)を示したが、同一ESにおけるDSはN群で有意に小
さかった(ANOCOVA；F=16.7,P＜0.001)。％DSはN群で有意に
大きく(0.48 ± 0.18vs.0.36 ± 0.22,P ＜ 0.05)、No reflow は
N群で有意に少なかった(9vs.43％, χ2=7.36,P ＜ 0.01)。［総
括］ニコランジルは、PTCA後の再灌流傷害抑制、PTCA前の心
筋保護作用を示した。

221 Primary PTCA例での心筋血流と壁運動評価を用い
た心筋救済効果の検討

北村 哲也 (宝塚病院循), 中村 誠志 , 竹花 一哉 (関西医大
循), 馬殿 正人 (宝塚病院循), 岩坂 壽二(関西医大循)
［目的］Primary PTCA（PTCA）前に血流と壁運動を評価する
ことで、急性期の心筋救済効果を判定できるか否かを検討し
た。［方法］PTCAに成功した73例に、PTCA前・直後にSPECT、
心エコー(UCG)を行なった。13分節モデルで高度欠損、無集
積を示す分節数(Extent Score; ES)、高度壁運動異常を示す分
節数(Asynergic Score; AS)を算出した。心筋救済率(SPECT)=
[ES(PTCA前－後)/ES(PTCA前)]と心筋救済率(UCG)=[AS(PTCA
前)－ES(PTCA後)/AS(PTCA前)]を比較した。［結果］PTCA前
のESとASには差を認めず(ES=4.8±1.6,AS=4.7±2.0)、両者
は正相関を示した(r=0.72,P＜0.0001)。PTCA後のESは3.0±
2.1 と有意に改善した。心筋救済率(SPECT)と心筋救済率
(UCG)には正相関を認めた(r=0.84, P ＜ 0.0001, SPECT=
1.13+0.96XUCG)。［総括］PTCA前に血流と壁運動を評価する
ことで、心筋救済効果を簡便に判定できることが示唆された。

222 Primary PTCAにおけるニコランジル静注併用によ
る心筋保護効果の検討

伊室 祐介 , 中村 誠志 , 竹花 一哉 , 栗原 裕彦 (関西医大
循), 杉浦 哲朗 (高知医大・臨検), 味村 純 , 湯山 令輔 , 前羽 宏
史 , 福井 政慶 (関西医大循), 濱田 信一 (福井日赤・内), 岩坂
壽二 (関西医大循)
Primary PTCAに際して早期よりニコランジル静注を併用する
ことによる心筋保護効果を99mTc-Tf心電図同期SPECT (QGS)
での評価する目的で、初回急性心筋梗塞で再潅流に成功した
37 症例(コントロール群(C群)n=26：ニコランジル群(N群)
n=11)に対して3日後に99mTc-Tf QGSを撮像、左室を20分割
し、% tracer uptake＞53%をTf(+) (≒Viable)領域、QGS上の
左室壁運動が正常平均値の-2SD以下を機能不全心筋領域とし
た。【結果】N群はC群に比べ機能不全心筋領域数が多い程、
よりTf(+)領域数が多かった(F=6.88, P<0.01, ANOCOVA)。即
ちN群がより多くの気絶心筋領域を有すると考えられた。以
上より、ニコランジル静注は急性期再潅流療法を受けた広範
囲の左室機能不全を呈する症例により効果的であることを明
らかにした。

223 血流シンチで高度欠損にかかわらず著明な改善を認
めた症例の検討

松室 明義 (済生会滋賀循), 窪田 靖志 , 三木 真司 , 木下 法
之 , 坂本 裕樹 , 藤田 博 , 八木 孝和 (京都 PCI & RI IMAG-
ING研究会)
心筋血流シンチで一見Viability が無いと思われる高度欠損
があるにもかかわらずＰＣＩ後著明な血流の改善を認めた症
例を多施設から集計しその特徴を検討した。症例の９割が心
筋梗塞急性期もしくはＡＣＳ発作から３週間以内に検査が施
行されていた。病変は３枝にまたがるが、豊富な側副血行を
持つ症例が多かった。多枝病変の症例が多かったが１枝病変
もあった。発症から時間を経て亜急性期にＰＣＩを施行され
た症例もあった。発作後急性期の血流シンチによる心筋の
Viability評価は過小評価することがあり、特に側副血行を有
する症例では慎重に評価する必要がある。

224 冠動脈形成術後再狭窄領域における脂肪酸代謝の評
価

岩藤 泰慶 (香川医大二内), 西山 佳宏(香川医大放), 河野 雅和
(香川医大二内), 玉木 長良 (北大核医)
冠動脈形成術後再狭窄の代謝への影響は十分解明されていな
い。123I-BMIPPは脂肪酸代謝を画像化でき201Tlの血流画像との
比較にて障害評価が可能である。そこで負荷Tl、BMIPP心筋
シンチで再狭窄領域の血流と代謝の評価をした。方法：冠動
脈形成術後、3-6ヶ月後確認カテーテル検査入院した48名（男
性35名、女性1名、65± 7.9歳）で、うち24人が５０％以
上の有意な再狭窄を認めた。運動負荷Tl、BMIPP心筋シンチ
を行い取り込みを視覚的に4段階に評価した。結果：Tl再分
布所見は再狭窄群に有意に多く（58% vs. 8%,p<0.05）、BMIPP
再分布所見も再狭窄群にて有意に多かった（29% vs. 0%,
p<0.05）。TlとBMIPPの解離所見は再狭窄群で有意に多かっ
た（早期像(29% vs. 8%, p<0.05)、後期像（63% vs. 8%,
p<0.05））。結語：再狭窄群は脂肪酸代謝障害が負荷時にも高
率に認められ、再狭窄にて脂肪酸代謝障害を生じることが示
唆された。
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心 / 予後評価－１
第２会場　14:05

225 心筋シンチによる冠攣縮性狭心症の予後予測
坂田 和之 (県がんセンター循), 土井 修 (静岡県総循), 吉田 裕,
望月 守 (静岡県総核)
目的：心筋シンチにて、冠攣縮性狭心症(VSA)の予後予測が
可能かを検討した。対象：アセチルコリン負荷陽性の有意狭
窄のないVSA105例（平均63歳：男91例）に、心臓カテー
テル検査前後1ヶ月以内に非投薬下にて、運動負荷タリウム
心筋シンチとMIBGシンチを試行し、平均4.7年（1ヶ月-7.6
年）の追跡を試行した。負荷時血行動態と虚血の有無、 H/M
比　(H/M)、Washout Rate　(WR)、年齢、性、冠危険因子と冠
攣縮病変枝数の15項目を検討した。結果：経過中、心臓死2
例と心筋梗塞または不安定狭心症を11例が発症した。2例は、
心疾患以外で死亡した。単変量解析では、H/M、WRが有意
となった。さらに、単変量解析でp < 0.2となった6因子を多
変量解析したところ、WRのみが予後に影響を与える因子で
あった。結語：MIBGシンチは、VSAの予後予測に有用であ
り、このことは、心臓自律神経が冠攣縮の病態と密接な関係
にあることを示唆した。

226 心筋シンチを用いた血管外科手術のリスク評価
服藤 克文 , 近森 大志郎 , 五十嵐 祐子 , 臼井 靖博 , 波多野
嗣久 , 柳澤 秀文 , 森島 孝行 , 肥田 敏 , 飯野 均 , 山科 章
(東京医大 2 内)
背景: 血管外科手術の対象者は高齢で心疾患の合併を持つ高
リスク群となっており、適確な術前評価を行い、外科手術を
実施する事が課題である。対象: 血管手術を実施した114例。
平均年齢71.5 ± 8.6歳。方法: 薬剤負荷による心筋シンチを
行い術前のリスクを評価し、適応と判断された症例には冠動
脈造影を実施した。結果:　重大心事故は、周術期心筋梗塞1
例、術前・術中の冠動脈血行再建術と弁形成術6例の計7例
を認めた。臨床病歴や所見は、重大心事故の発生とは無関係
であった。一方、心筋シンチ陽性群で心事故が多かったが(6/
34 vs 1/80; P ＜ 0.003)、特に負荷時灌流欠損スコアが重要
であった(P＜ 0.05)。総括: 術前のリスク評価では、心筋シ
ンチを行なう事で潜在的冠動脈疾患を同定し、冠動脈再建術
を合併実施する事によって、より低リスクで手術を実施する
ことができる。

227 慢性心不全患者における心臓死の予測ーI-123 MIBG
心筋シンチグラフィーを用いてー

下永田 剛 (大阪府立心内)
【目的】I-123 MIBG 心筋シンチグラフィーにおける洗い出し
率(WR)を用いて、慢性心不全患者の心臓死を予測し得るか否
か検討した。【方法】対象はRI アンギオグラフィーにて左室
駆出率（LVEF）が40%未満の慢性心不全患者78例。エントリー
前にI-123 MIBG 心筋シンチグラフィーを施行し、WRはI-123
MIBG 111MBq静注20分後及び3時間20分後のplanner像より
算出した。WR＞27%を満たすものをGroup 1、またWR＜
27%を満たすものをGroup 2として対象患者を2群に分け追
跡調査した。【結果】1～68ヶ月の観察期間中、Group 1にお
いて、計8例の心臓死（突然死5例、心不全増悪死3例）が
認められた。一方、Group 2において、1例のみ心臓死（心不
全増悪死）が認められた。2群間にて年齢、性別、NYHA分
類、LVEF で有意差を認めなかったが、心臓死の発生率は
Group 1で有意に高率であった(p=0.007)。【結論】WRは慢性
心不全患者の心臓死の予測因子として有用である。

228 急性前壁心筋梗塞における再灌流療法の慢性期の
Salvaged Myocardiumの予測因子

小田切 圭一, 俵原 敬, 三上 直, 間遠 文貴, 竹内 泰代, 齋藤 希
人 (浜松日赤循), 倉田 千弘 (ヤマハ)
【目的】急性心筋梗塞(AMI)において、再灌流療法後の慢性期
のSalvaged Myocardiumを予測する因子について検討。【対象
及び方法】再灌流療法に成功した初回前壁AMI50例を、慢性
期に施行したTc-99m sestamibi SPECT(MIBI)の Severity score
(SS)によりＷ群（SS＜10；16例）、Ｍ群（10＜SS＜50；17
例）、Ｐ群(SS＞50；17例)に分類。Elapsed time(ET)、peak CPK
値、左室駆出率(LVEF)、側副血行路の程度、ST再上昇(STRE)、
急性期MIBIのExtent score(ES)、SSについて検討。【結果】３
群間で急性期ET、LVEF、側副血行路の程度に有意差はなし。
急性期ES、SS、peak CPK値、STREの頻度はW群＜M群＜
P群の順で有意に小さかった。【結論】急性期ES、SS、peak
CPK値、STREの有無がSalvaged Myocardiumの予測因子と考
えられた。

229 acute coronary syndrome症例の急性期逆再分布現
象と慢性期の収縮能、拡張能回復との関連－QGSを
用いて－

阪本 健三 (京府医大二内), 中村 智樹 (京府医大放), 中川
雅夫 (京府医大二内), 西村 恒彦 (京府医大放)
【目的】acute coronary syndrome(ACS)における急性期逆再
分布現象と慢性期の収縮能、拡張能回復との関連を明らかに
すること。【方法】対象はACSで急性期再灌流に成功した12症
例。再灌流から1週間後の急性期と6ヶ月後の慢性期に安静
Tc-99m tetrofosmin(TF)心筋 SPECTを撮像。収縮能、拡張能
が同時算出可能なQGSプログラムで、ejection fraction(EF)
と peak filling rate (PFR)を算出、急性期と慢性期の差(Δ
EFとΔPFR)を求めた。急性期における逆再分布の評価はTF静
注30分後の初期像、3時間後の後期像のSPECTのTF集積を視
覚的に評価し各々の総和を算出、その差を reverse redistri-
bution score(RRDS)と定義。【結果】 ΔEFはRRDSと相関。
(r=0.60)ΔPFRもRRDSと相関。(r=0.69)【結語】ACS急性期逆
再分布の程度により、慢性期の収縮能と拡張能回復を予測し
得ることが推測された。

心 / 予後評価－ 2
第２会場　14:55

230 心筋梗塞急性期での脂肪酸代謝と血流イメージング
の乖離で予後評価は可能か？

金森 徹三 , 高橋 敬子 , 大柳 光正 , 森 可智 , 川崎 大三 ,
酒木 隆壽 , 正井 美帆 , 岩崎 忠昭 (兵庫医大循内), 福地 稔
(兵庫医大総合内科)
【目的】心筋梗塞患者の急性期脂肪酸代謝と血流イメージング
の乖離で予後推定が可能か否かを検討。【方法】急性期再潅流
に成功し、５年以上追跡した患者87名（前壁梗塞 45例、そ
の他梗塞 42例、うち心事故者 20例）の急性期BMIPPとTL
の乖離を点数化(TL-BM)し、心事故とTL-BMの関連を検討。
慢性期にBMIPP、TLを施行した20例（前壁梗塞 8例、下側
壁 12例、心事故者なし）では急性期と慢性期で、TL-BMの
差を検討。【成績】前壁梗塞では心事故/非心事故間での関連
は認めないが、下側壁梗塞では心事故 /非心事故間にて関連
を認め(p＜0.01)た。また前壁梗塞は急性期と慢性期でのTL-
BMで明らかなばらつきを認めるが(p<0.01)、下側壁梗塞では
その差はなかった。【結論】急性期TL-BMは下側壁梗塞にお
いて心事故を評価できる可能性がある。
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231 Primary-PTCA症例における心機能改善予測:急性期
QGS-SPECTを用いた検討

栗原 裕彦 , 中村 誠志 , 竹花 一哉 , 伊室 祐介 , 湯山 令輔 , 味村
純 (関西医大循), 濱田 信一 (福井日赤循内), 杉浦 哲朗 (高知医
大臨検), 岩坂 壽二 (関西医大循)
【目的】急性心筋梗塞(AMI)に対する早期血行再建により梗塞
責任血管の再疎通が得られた場合、再灌流部心筋の機能回復
は、血流・機能のmismatch が存在する stunned myocardium
に認められると考えられる。急性期一回撮像のQGS- 心筋
SPECTを用いて、心機能回復の予測が可能か検討した。【方
法】早期血行再建されたAMI35症例を対象に急性期(3日)と
慢性期(3週後)にQGSを撮像し、急性期の血流とWTを20分
節に分け評価した。【結果】LVEF改善群(＞5%; n=23)では不
変群(n=12)に比し、LVEFは有意に改善した(52± 14～ 58±
13 vs 55 ± 16～ 52± 15%, P ＜ 0.01)。ΔLVEFと各症例の
mismatch 分節数には有意な正の関係を認めた(r=0.56, P ＜
0.01)。【結語】急性期のQGSを用いてmismatch分節数を評価
する事により、慢性期の心機能回復を予測可能であった。

232 スクリーニング目的の負荷Tc-QGS１回法は冠事故
予測に有用である

中川 晋 (東京都済生会中央・循), 五十嵐 彰 , 太田 賢次 ,
大場 泰幸 (東京都済生会中央・RI)
負荷Tc-QGS１回法(Q1)の冠事故予測能を検討した。対象は
PCI/CABG/心筋梗塞の既往がなく、スクリーニング目的にQ1
を施行した135例である。QIはトレッドミルまたはジピリダ
モール負荷で行い、MIBI/Tetrofosmin静注後にQGSで１回の
み撮像した。冠事故は心血管死・PCI・CABG・心筋梗塞と定義
し、これらの発生が、臨床的因子、QGSで得られた諸因子で予
測可能か検討した。平均観察期間1.2年での単変量および多
変量Cox比例ハザード解析で冠事故予測に有用と判定された
のは、灌流画像上の虚血、機能画像上のEF＜45%、狭心症状
の３因子であった。Kaplan-Meier法に基づく60日以内の冠事
故発生確率は、虚血陽性群で39％、EF＜45%で46％、狭心症
状ありで12％であり、これら３因子陽性群では85％であっ
た。スクリーニング目的にQ1を用いてもリスク層別化は可
能であり、簡便法である本法は十分実用的と考える。

233 川崎病冠動脈障害例の長期観察における心筋
SPECTの有用性

唐澤 賢祐 , 原田 研介 (日大小), 今井 嘉門 (埼玉県立循環
器呼吸器病セ)
川崎病による巨大冠動脈瘤の自然歴は、血栓性閉塞、再疎通、
側副血行および狭窄性病変への進展を認める。川崎病の長期
観察における心筋SPECTの有用性について検討した。対象は
経過中に心筋SPECTを施行した川崎病冠動脈障害74例（冠動
脈狭窄群36例、非狭窄群38例）である。観察期間は、狭窄
群13.9±5.0年、非狭窄群6.9±4.7年である。冠動脈病変お
よび心事故発生（心筋虚血に伴う症状または狭窄性病変の出
現）と心筋SPECTの所見を比較検討した．心筋SPECT所見
の経時的変化で灌流低下を認めた36例中16例(44%)で心事故
を認め，灌流低下を認めない38例で心事故は発生しなかった
(p<0.01)．川崎病冠動脈障害例の心事故は、無症候性心筋虚
血を含めると予測できないことも多く、心筋SPECTによる評
価が重要である。心筋SPECTの経時的変化によって、冠動脈
造影のスケジュールおよび治療戦略の決定が可能になると考
える。

234 虚血・再灌流時の拡張機能障害評価における心電図
同期SPECTの有用性

金子 博智 , 渡辺 直彦 , 清野 義胤 , 木島 幹博 (星総合病院), 丸
山 幸夫 (福島医大第一内科)
【目的】急性虚血と拡張機能障害の関係を再灌流前後の心電図
同期SPECT(g-SPECT)により検討する。【対象と方法】急性期
の治療前投与と亜急性期のg-SPECT像が得られ、再灌流に成
功した急性心筋梗塞20例が対象。治療前と亜急性期のSPECT
像から左室全体に対する欠損サイズ(%D)を定量的に求め、経
時的な改善度を算出した。R-Rを8分割したp-FAST解析より
拡張期指標としてPeak Filling Rate(PFR),time to PFR(TPFR)を
用いた。【結果】%Dは治療前の42±15から31±16へ有意
(p＜ 0.05)に減少し、LVEFも 0.34± 0.18から0.42± 0.16へ
有意に増加した。PFRは治療前の99±53から118±55へ増
加(p=0.19)し、TPFRは468±60から421±81へ短縮(p=0.028)
した。【考案・結論】心筋灌流と収縮機能障害の改善は再灌流
後の早期にみられたが、拡張機能障害の回復は遷延すると考
えられ、その程度はarea at riskと関与した。

心 / Gated SPECT
第２会場　15:45

235 運動負荷30分後にPost-stress Stunningは検出可能
か？ ―Gated SPECTによる心機能の経時的変化―

鳥羽 正浩 , 汲田 伸一郎 , 趙 圭一 , 水村 直 , 中條 秀信 ,
福嶋 善光 , 市川 太郎 , 隈崎 達夫 (日本医大放)
負荷 30 分後に Post-stress Stunning の検出が可能であるか
検討するため,Gated SPECTにより負荷後経時的に心機能を計
測した . 虚血性心疾患の疑われる49例において ,運動負荷心
筋血流SPECTをTc製剤を用いた2日法にて行った. 撮像は安
静時と,負荷終了後10,30,50分後に開始し,得られたGated像
にQGSプログラムを適応し左室駆出率(EF)を算出した. 負荷
後と安静時の駆出率の差d-EF(Stress EF-Rest EF)を算出し,血
流SPECTにて虚血陽性群27例(I群)と陰性群20例(N群)に分
けて比較した. 10分後のd-EFはI群0.3±6.1,N群4.6±8.7と
有意差を認めたが(p＜0.05),30分後(1.0±4.8vs2.4±7.4),50分
後(0.6±4.7vs2.6±7.6)では差を認めなかった. 負荷10分後に
虚血群でEFが低下する症例が存在しStunningが検出可能で
あったが,負荷後30分および50分の撮像では検出困難であっ
た .

236 急性心筋梗塞再灌流療法実施例の慢性期経過観察に
おけるGated SPECT検査の有用性

木曽 啓祐 , 石田 良雄 , 福地 一樹 , 片渕 哲朗 , 西村 圭弘 , 佐合
正義 ,岡 尚嗣 (国循セン放診), 後藤 葉一 (国循セン放診)
急性期に再灌流療法を実施した心筋梗塞例56 例に対して、発
症1ヵ月後と3ヵ月後の時点でTc-99m tetrofosminによる安静
時心電図同期心筋血流SPECT（Gated SPECT）を実施し、QGS
ならびにQPSソフトウェアを用いて左室容積・駆出率、血流
欠損サイズの変化を検討した。全例で心臓リハビリが実施さ
れた。(1)この慢性期の経過において左室駆出率改善（5%以
上）が22例（39％）に観察され、欠損サイズ縮小を伴った。
拡張末期像における欠損縮小例が認められ虚血部の機能回復
と血流改善との関係を示唆した。(2)拡張末期容積の増加（20
ml以上）が9例に観察され左室リモデリングが認識された。
同症例群では欠損サイズが20%以上の高値の例ならびに多枝
病変例の頻度が高かった。急性心筋梗塞の慢性期フォロー
アップにGated SPECTは有用性が高い。
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237 201Tlを使用したQuantitative Gated SPECT(QGS)に
よる心機能評価の信頼性の検討

上田 真也 , 矢野 淳二 (新別府病院放), 詫摩 真久 , 松本 俊郎 ,
森 宣 (大分医大放)
99ｍTc製剤の登場により心電図同期心筋SPECTの撮像が容
易となった．さらにGermanoらによって開発されたQGSプロ
グラムによって，左室辺縁の自動抽出を行うことによって，
左室輪郭の三次元表示や左室容量，左室駆出率の解析が可能
となり，高い再現性や優れた計測精度を有することが報告さ
れている．一方，201Tlは大量投与ができなく，良好な画像を
得ることが比較的困難とされているが，現在でも日常臨床的
に広く利用され，当院でも使用しいている．今回，我々は心
疾患70症例において201Tlを用いてQGSプログラムによる
心機能評価を同時期に施行した左室造影と比較検討し，良好
な相関が得られた．

238 運動負荷QGSと２Ｄ運動負荷心エコーの壁運動評
価の比較

山岸 正 (防医大検査), 小須田 茂 , 草野 正一 (防医大放),
樅山 幸彦 , 大鈴 文孝 (防医大一内), 玉井 誠一 (防医大検
査)
 虚血性心疾患又はその疑いのある患者24例（男22、女2）、
平均年齢63±8歳を対象とした。 99mTc-tetrofosmin心電図同
期心筋SPECT(QGS)と2D運動負荷エコー(2D)を同時期に施行し
壁運動評価について比較検討した。負荷はトレッドミルにて
行い、左室を7領域に分割して視覚的に分類した。SPECTは
1日法で運動負荷前、直後にRR間隔8分割収集を行い、QGS3
次元表示して視覚的に壁運動(normal=1, hypo=2, sever hypo=3,
a- or dyskinesis=4)を評価した。壁運動異常は 8例(33.3%)
に認められた。両検査の壁運動所見の一致率は負荷時86.8%
(145/167)、安静時84.4%(141/167)であった。心筋血流画像と
壁運動所見の一致率はエコー負荷時82.6%(138/167)、安静時
83.2%(139/167)、QGSはそれぞれ86.3%(145/168)、88.7%(149/
168)であった。QGSによる壁運動評価は、安静時及び運動負荷
後の心エコー所見とほぼ一致した。

239 Quantitative Gated SPECTソフトウェアの心不全患
者への応用：計測精度の問題性

西村 圭弘, 石田 良雄, 福地 一樹, 片渕 哲朗, 佐合 正義, 岡 尚
嗣 (国循セン放診)
同時期に計測された心電図同期心筋血流SPECT（QGS）と左室
造影での左室拡張末期容積、収縮末期容積、駆出率を冠動脈
疾患(CAD) 28例、拡張型心筋症(DCM) 46例で比較検討した
ところ、CADにおける両者の良好な相関性r=0.913、r=0.949,
r=0.888 に対してDCMでは r=0.697, r=0.764, r=0.686 と相
関性が劣る傾向を認めた。また、QGSでは左室拡大例で左室
容積を過小評価することが知られた。そこで、心不全の左室
形態変化ならびに心筋傷害を模擬しうる心不全ファントムを
試作し、QGSのDCMにおける計測限界の背景を検討した。左
室拡大とそれに伴う心筋壁厚の低下をモデル化したファント
ムと心筋部に小ビーズを封入し瀰漫性心筋傷害をモデル化し
たファントムを用いて、実測値とQGS計測値を比較検討した
結果、主として心筋壁厚低下に伴う心筋輪郭抽出エラーの発
生が計測精度に影響することが示唆された。

心 / PET－１
第２会場　16:35

240 心電図同期FDG　PETによる心筋viabilityおよび心
機能同時評価の有用性の検討

中神 佳宏 , 高橋 延和 , 鳥越 総一郎 , 雫石 一也 , 川本 雅美 (横
市大医放), 梅村 敏 (横市大医2内), 井上 登美夫 (横市大医放)
【目的】虚血性心疾患を対象に心電図同期FDG PET(gated PET)
によるviability評価と心機能同時評価の有用性を99mTc-MIBI
QGSと比較検討した。【対象】対象は虚血性心筋疾患10例【方
法】gated PETはHEADTOME-VにてTransmission 収集したの
ちRR12分割で2D Emission収集を行った。吸収補正したPET
の short axialデータをp-FAST処理し、LVEF、EDV、ESVを
計測した。【結果】gated PETにより求めたLVEF、EDV、ESV
はそれぞれ42.9+15.6％、137.2+83.5ml、87.0+68.5ml、99mTc-
MIBI QGSでは 38.7+14.2％、132.2+64.5ml，88.7+60.5mlで
あった。またFDGと99mTc-MIBI のミスマッチを認めた6症例
のうち3症例で４ヶ月後の99mTc-MIBI QGSで LVEFが5%以
上改善した。【総括】心電図同期FDG　PETはQGSと相関性
をもち、心筋viabilityおよび心機能同時評価に有用であるこ
とが示唆された。

241 [18F]FDGによる不安定プラーク検出の試み
小川 美香子 (国循),  石野 誠悟 (京大薬), 向 高弘 (京大
医), 寺本 昇 , 久冨 信之 , 渡部 浩司 , 飯田 秀博 (国循) 佐
治 英郎 (京大薬)
心筋梗塞などの原因の一つに血管内プラークの破綻が挙げら
れるがプラークには破綻しにくい安定なものとマクロファー
ジが浸潤し破綻しやすい不安定なものがあり、後者を前者と
区別して選択的に検出することが重要である。そこでマクロ
ファージへの取り込みが期待される[18F]FDGを用い不安定プ
ラークの選択的検出を試みた。不安定プラークが存在する
12ヶ月齢、安定プラークが存在する24ヶ月齢のWHHL ウサギ、
および8ヶ月齢の正常なウサギへ [18F]FDGを約10mCi投与後
大動脈を取り出し、組織摘出法およびARG法によりその集積
量を測定した。この結果投与4時間後において8ヶ月齢の正
常個体および 24ヶ月齢安定プラークを持つ個体に比較し、
12ヶ月齢の不安定プラークが存在する個体の血管へ放射能が
高く集積する傾向が認められ、[18F]FDGによる不安定プラーク
の選択的なイメージングの可能性が示された。

242 冬眠心筋(hibernation)における心筋血流および糖代
謝の関連についての検討

森田 浩一 (北大核), Camici P (Imperial College, UK), Dutka D
(Univ. of Cambridge, UK)
【背景】心筋hibernationと心筋血流(MBF)の関連については一
定の見解が得られていない。そこで、冠血行再建術前の虚血
性心筋症(ICM)のMBFおよび心筋糖代謝(MGU)の関連につい
て検討した。【方法】ICM 114例にO-15標識水を用いて安静
時およびアデノシン静注時にMBF を測定した。MGU は
hyperinsulinemic clamp下で測定した。データ解析は左室心筋
全体および左室心筋を16領域に分割して行なった。【結果】安
静時の左室心筋全体のMBFは、健常対照と有意差は認めな
かったが、アデノシン静注時のMBFは著明に低下していた。安
静時MBFを用いて左室心筋を分割して、アデノシン静注時
MBFとMGUの関連を検討すると、安静時MBFの低下にとも
ないこれらの値はは有意に低下していた。【総括】hibernation
において、安静時MBFの低下が認められ、MBFの低下にと
もないMGUの低下が示された。
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心 / PET－2
第２会場　17:05

243 18FDG PETを用いた両心室ペーシングにおける心筋
糖代謝と予後の検討

大楠 泰生 (横浜市大２内), 高橋 延和 (横浜市大放), 石川
利之 (横浜市大２内), 岡 卓志 (横浜市大放), 住田 晋一 ,
内野 和顕 , 木村 一雄 (横浜市大２内), 井上 登美夫 (横浜
市大放), 梅村 敏 (横浜市大２内)
【背景】近年両心室ペーシング療法が心不全の有効な治療法と
して提唱されている。【目的及び方法】今回我々は両心室ペー
シング施行例（67.7±7.8歳)に対し両心室ペーシング及び右
室ペーシング下に18FDG PETにより心筋糖代謝を評価し、予
後との関連を検討した。【成績】検査施行後7.3± 2.6ヶ月の
間に6例のうち2例は良好な経過をたどるが、2例に心不全に
よる入院を必要とし、残る2例は死亡した。これら3群での
18FDGの取り込みを比較すると、経過良好群で心室中隔で中程
度に取り込み低下を示し、逆に死亡例では心室中隔での有意
な低下は認めなかった。【結論】今回の結果から中程度の心室
中隔糖代謝障害を示す症例では、両心室ペーシングによる治
療効果及び予後改善が期待されることが示された。

244 急性心筋梗塞後の心機能の回復予測法の検討。18F-
FDG-PETと123I-BMIPP、99mTc-tetrofosmin SPECT
を用いて

関 秀格 (群大二内), 外山 卓二 (群馬県立心臓血管センター)
, 倉林 正彦 , 羽鳥 貴 (群大二内), 遠藤 啓吾 (群大核医),
鈴木 忠 (群大二内), 谷口 興一 (群馬県立心臓血管センター)
再環流療法をした急性心筋梗塞の10人を対象に、心機能回復
予測方法を18F-FDG-PETと123I-BMIPP,99mTc-tetrofosmin SPECT
を用いて、比較検討した。方法:急性心筋梗塞急性期に
BMIPP,tetrofosminを、亜急性期にFDG-PETを、6ヶ月と2年
後に BMIPP , T c - t e t r o f o sm i n を施行した。FDG - PET
(tetrofosmin)とBMIPP集積のマッチ、ミスマッチ部位につい
て、QGS法を用い心機能回復を比較検討した。結果:6ヶ月、2
年でFDG-PETとBMIPPの組合わせは、心機能回復予測の感
度90％以上、特異度30％、またtetrofosminとBMIPPの組合
わせでは感度60％、特異度70％であった。正診率は共に70
％であった。結論:2年後も、FDG-PETとBMIPPの組合わせ
は心機能回復を過剰評価する傾向にあった。tetrofosmin と
BMIPPの組合わせもFDG-PETと同様に有用であった。

245 FDG-PETおよび心筋血流SPECTによる慢性心不
全患者における右室負荷の評価

長谷川 新治 , 丸山 薫 , 畑澤 順 (大阪大トレーサ), 堀 正二 (大
阪大病態情報内科), 西村 恒彦 (京都府医大放)
慢性心不全患者の重症度を決定する指標として右室にかかる
負荷を評価することは重要である。FDG-PET(F)および心筋血
流SPECT(P)によって右室負荷を評価できるか検討した。27例
の非虚血性慢性心不全患者を対象とし経口糖負荷FおよびP
を施行、右心カテのデータとの関係を検討した。右室負荷の
指標として左室に対する右室のカウント比(R/L)を用いた。F
およびPのR/L はそれぞれ肺動脈平均圧(PA)および楔入圧
(PC)と良好の相関を示した。肺血管器質化の指標である
Wood比(PA-PC)/COに対するF-R/LからP-R/Lを引いた差の
関係を検討すると、Wood比が4を越える３例を除くと正の相
関を示した。結果、ある程度の肺血管障害までは右室はその
圧負荷に対し肥厚するとともに糖代謝を亢進することによっ
て対処するが、Wood比が４を越えるようになると糖代謝の
亢進は限界になることが示唆された。

肺癌－１
第３会場　9:00

246 Tl-201SPECTによる肺癌における病期別予後の予
測

一柳 健次 , 横山 邦彦 , 利波 紀久 (金沢大バイオトレーサー)
肺癌においてTl-201摂取率は悪性度と相関があり、Tl-201集
積率（delayed ratio）の程度から予後が推定できる事を第41
回日本核医学会総会で発表した。今回我々は、Tl-201肺SPECT
で得られた各指標で肺癌の病期別、細胞別に予後との相関を
検討した。対象は1985年7月より1991年3月までの期間に、
手術等により肺癌と確診できた症例95症例(男72人、女23人)
である。Stage1の31症例では P=0.029でDRが低い群が予後
が良かった。Stage3A 28 症例、Stage3B 17 症例でもそれぞ
れP=0.0208、P=0.0412でDRが低い群の予後が良かった。細胞
別では腺癌35症例でのみ有意にDRが低い群が予後が良かっ
た。

247 原発性肺癌における201Tl-SPETのリンパ節転移予測
能の検討

藤田 晴吾 , 長町 茂樹 , 西井 龍一 , 二見 茂美 , 田村 正三
(宮崎医大放)
201Tl-SPETの原発性肺癌におけるリンパ節転移予測能を検討
した。対象は術前に診断が確定し切除術が施行された原発性
肺癌患者87例である。201Tl静注20分後、180分後に胸部SPET
を撮像し集積指標としてEarly ratio(ER)、Delay Ratio(DR)
およびRetention Index(RI)を算出した。術後病理組織診断より
リンパ節転移（-）群、リンパ節転移（+）群に分け、両群間
における各集積指標を比較した。リンパ節転移（+）群ではリ
ンパ節転移（-）群と比較してER、DRおよびRIの各指標が
高い傾向が認められた。術前SPETで201Tl集積指標が高い腫
瘍では高頻度にリンパ節転移を来している可能性が示唆され
た。

248 肺がんの201Tl Merged SPECTの有用性
清野 修 , 加藤 和夫 , 宍戸 文男 (福島医大放)
【目的】広範囲の立体像を撮像できるMerged SPECTを肺がん
の進展度診断に用いる場合、組織型により検出率に違いがあ
る。前回我々は複数の核種を併用し、検出率を高め有用性を
向上させることができることを報告したが、そのうちリンパ
節の診断等で201Tl の有用性を確認することができなかった。
今回症例を増やし再度検討を行ったので報告する。【方法】診
断の確定した肺がん症例に対し201TlClシンチグラフィを施行
し、同時にMerged SPECTを施行して病変の検出率について
評価した。撮影には東芝社製GCA-9300A/UIなどを用い、手
術所見や同時期に施行された他の画像診断などと比較を行っ
た。【成績】原発巣の検出は67Gaと同程度認められた。リンパ
節の検出は67Gaとの比較では有用性が認められたがなお十分
ではなかった。【結論】201Tl Merged SPECTは肺がんの評価に
有用であるが十分ではなく、他の画像診断を併用する必要が
あると思われた。
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249 67Ga SPECTにおけるX線CTを用いたImage Fusion
と 吸収補正：肺癌における検討

柏木 徹 , 油谷 健司 (兵庫医大核), 中野 孝司 (兵庫医大総内)
独立したX線CTを用いてSPECT画像の吸収補正と Image
Fusionを可能とするシステムを開発しているが，今回は肺癌
を対象に67Ga SPECTにおける本システムの有用性を検討し
た．対象は肺癌20例で，67Ga SPECTは67Gaクエン酸74MBq
静注3日後に実施した．画像は93kV，185kV，300kVの3つ
のエネルギーピークで収集した．X線CTは67Ga SPECTの直
前に行い，体表に貼付したマーカーを基準にX線CTとSPECT
画像の位置を合わせた．X線CT画像のCT値は変換式を用い
て67Gaの線吸収係数に変換し，逐次近似法を用いて吸収補正
を加味した67Ga SPECTの画像再構成を行った．吸収補正処理
によって肺野などのバックグランドが減少して集積部位が明
瞭化し，画質の向上がみられた．さらにX線CT画像とのImage
Fusionによって腫瘍の解剖学的位置や腫瘍内部の67Ga分布が
明確になり，診断上有用であった．

250 胸部SPECT, PET, X-CT画像間の位置合わせによる
肺癌の炭素イオン線治療効果判定の試み

上村 幸司 , 外山 比南子 , 宮本 忠昭 , 吉川 京燦 (放医研)
放射線によるがん治療効果の評価には、治療前後のX-CTや
MRI画像から得られる腫瘍サイズなどの形態情報が一般的に用
いられるが、近年、PETやSPECTによる、腫瘍の活性度、放
射線治療による周辺組織の機能障害や機能回復などの機能情
報も評価に用いられるようになってきた。そこで本研究では、
炭素イオン線治療を行った肺癌患者を対象に、治療前後に経
時的に行われたSPECTや PET検査から得られる機能情報と、
X-CT検査から得られる解剖学的情報を位置合わせし、解剖
学的に明確な部位の機能を定量的に精度よく測定し治療効果
を評価する方法を開発した。位置合わせはAMIR法で自動的
に行った。位置合わせを行うことにより、同一被検者の時期
の異なる画像の比較が容易になり、ROIも共通化することが
でき、より客観的な評価を行うことができた。

肺癌－2
第３会場　9:50

251 肺癌とFDG-PET偽陽性肺炎症性疾患における糖代
謝関連タンパクの発現

佐賀 恒夫 , 東 達也 , 石守 祟好 , マメーデ マルセロ , 小西
淳二 (京大核)
【目的】FDG-PETでも陽性を示した肺癌と偽陽性炎症例にお
ける糖代謝関連タンパクの発現を検討した。【方法】FDG-PET
を施行した当院28肺腫瘤例のうち、手術された悪性23例（腺
癌12例、扁平上皮癌5例、転移癌6例）炎症例5例で、手術
標本上の糖代謝関連タンパクなどの免疫組織学的発現を評価
し(GLUT-1, HK-II, PCNA Indices)、 PET上のSUVと比較した。
【成績】SUVは腺癌(9.0±4.7) で、扁平上皮癌 (16.8±4.1) に
比し有意に低く、炎症例(5.3 ± 4.3)と有意差はなかった。
GLUT-1, HK-IIの発現も同様で、扁平上皮癌が最高で炎症例
と腺癌に有意差はなかった。SUVとGLUT-1 indicesとHK-II
indicesの積には有意な相関があった(p＜0.05)。【結論】肺腺
癌ではFDG集積がやや低く、炎症性集積との鑑別が時に困難
で、その機序に糖代謝関連タンパクの発現が関係すると考え
られた。

252 FDG-PETによる肺癌術後再発の予測
有坂 有紀子 (浅野川総合放), 小玉 裕子 , 郭 健飛 , 谷口 充
, 滝 鈴佳 , 大口 学 , 東 光太郎 , 利波 久雄 , 山本 達 (金
沢医大放), 村上 学 (金沢医大基礎医研), 関 宏恭 (厚生連
高岡)
目的：非小細胞肺癌の術後再発とFDG集積度、他の予後因子
との関連について検討した。対象と方法：対象は病理病期分
類I期の非小細胞肺癌患者47症例である。術後無病生存率を
FDG集積度(SUV)、PCNA陽性率、DNA ploidy pattern、組織
型、分化度との間で比較した。結果：FDG低集積群は高集積
群よりも術後無病生存率が有意に高かった（p < 0.0001）。ま
た術後再発とPCNA陽性率、DNA ploidy pattern、組織型と
の間に有意な関連は認められなかった。また術後再発と分化
度との間には有意な関連を認めたが、多変量解析を行った結
果、FDG集積度は分化度よりも術後再発との関連が強かった。
すなわちFDG集積度は他の予後因子よりも病理病期分類I期
の非小細胞肺癌術後再発の予測に優れていることが判明した。

253 肺癌放射線治療患者のFDG-PETについて
大口 学 , 東 光太郎 , 瀧 鈴佳 , 小玉 裕子 , 有坂 有紀子 ,
利波 久雄 , 山本 達 (金沢医大放), 松成 一朗 (先端医学薬
学センター)
肺癌患者９人に対して計13回のFDG-PETを施行した。全例男
性で年齢は５３歳から８３歳平均66.８歳であった。病理組
織は腺癌6例、小細胞癌２例、大細胞癌１例であった。９人
のうち初回治療は３名、術後あるいは放射線治療・化学療法
後の局所再発が２名、遠隔転移再発が４名であった。FDG-
PETは放射線治療の計画前に全身像で評価した。初回治療例
では原発巣およびリンパ節転移の把握が容易であり、照射野
の設定と根治線量を投与すべき部位の決定に極めて有用で
あった。また局所再発例で同様の結果であった。遠隔転移例
でも照射野の設定に有用であった。特に骨転移では骨スキャ
ンやMRIよりも特異性で優れていた。FDG-PETにより他の
画像診断以上の情報が得られ、肺癌の治療計画に極めて有用
性が認められた。また経過観察や再発の早期発見にも有用性
が期待できると思われた。

254 F-18-FDGとC-11-コリンによる肺癌と肺結核腫の
鑑別の試み

鈴木 恒雄 (国療東埼玉呼吸器), 原 敏彦 (国立国際医療セン
ター核医)
目的：F-18-FDGは糖代謝を反映して癌細胞に集積する。肺結
核では多数のマクロファージが集積するため嫌気性解糖によ
り大量の糖を消費する。したがってF-18-FDGは集積する。コ
リンは細胞膜の成分であり細胞分裂の激しい肺癌では集積す
るが、肺結核では集積するマクロファージが末梢で分裂しな
いためコリンの集積は少ないものと考えられる。我々はF-18-
FDGとC-11-コリンの投与により肺癌と肺結核腫を鑑別できる
か検索した。対象：97例の肺癌と21例の肺結核であり治療前
である。結果：肺癌の大きさは長径で3.2±1.5cmでありFDG
のSUVは4.91±2.78であり、コリンのSUVは3.53±1.23で
あった。肺結核腫の長径は2.2±1.5cmでありFDGのSUVは
3.65± 2.72でありコリンのSUVは 2.0± 0.59であった。結
論：FDGのSUVとコリンのSUVから肺癌と肺結核腫とを鑑別す
ることはできなかった。
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255 肺癌のＦＤＧ集積とＰ糖タンパク質発現 との関連
小玉 裕子 , 有坂 有紀子 , 谷口 充 , 郭 建飛 , 滝 鈴佳 , 大口 学 ,
東 光太郎, 利波 久雄, 山本 達(金沢医大放), 上田 善道 (金沢医
大第２病理), 樋口 隆弘 (金沢循環器病院放)
FDGを用いたポジトロン断層法を術前の肺癌患者に施行し、
術後病理標本を用い免疫組織染色法でP糖タンパク質の発現
とFDGの集積度との関連を検討した。対象は肺癌患者４７
例、４９病変（腺癌42病変うち細気管支肺胞上皮癌１４病変
ｌ、扁平上皮癌５病変、腺扁平上皮癌１病変、転移性肺癌1
病変）。その結果、FDG集積度が高い肺癌はP糖タンパク質
の発現は低い傾向が認められた。また、肺腺癌のFDG集積度
とP糖タンパク質の発現はいずれも分化度と関連があった。
特に細気管支肺胞上皮癌はFDG集積度が低く、P糖タンパク
質の発現は高い傾向があった。これらのことより、FDG集積
度は肺癌におけるP糖タンパク質発現のマ-カ-となり得るこ
とが示唆された。

肺・縦隔腫瘍、他
第３会場　10:40

256 間質性肺炎の活動性評価におけるGa-67 肺 Leak
Indexの検討

藤森 研司 , 晴山 雅人 (札医大放)
特発性間質性肺炎(UIP)の活動性評価において、Ga-67シンチ
グラフィの有用性には両論がある。活動性指標として血管壁
透過性を評価するため leak index を算出し、SP-D,KL-6 と
の関係を検討した。対象はUIPを主とする24症例である。Leak
indexはGa-67と Tc-99m-RBCの dual tracerによるRajimakers
らの方法(Chest,104:1825,1993)を改変して算出した。投与48
時間後像を視覚評価で正常から重症まで４段階にスコア化し、
leak index との関係も検討した。視覚評価と leak index は
相関が良い。Leak indexは 30分収集で異常集積を予測しえ、
ARDSの病勢評価に有用と思われる。一方、視覚評価および
leak indexと、SP-D, KL-6の間に相関は少なく、異なる事象を
反映している可能性がある。Leak index,SP-D,KL-6が高値にも
かかわらず視覚評価の軽度亢進例があり、線維化の進んだ
end stageのUIPであった。Leak indexにより付加価値が増す
可能性が示唆された。

257 C-11酢酸による肺腫瘍および縦隔腫瘍の診断
塚本 江利子 , 竹井 俊樹 , 山本 文泰 , 中駄 邦博 , 趙 松吉 (北大
核), 久下 裕司 (北大トレーサ), 玉木 長良 (北大核)
C-11酢酸は前立腺癌をはじめとするいくつかの腫瘍に集積す
ることが知られている。今回、我々はC-11酢酸による肺腫瘍
および縦隔腫瘍の診断をF-18 FDGと比較した。対象は12例
の肺腫瘍または縦隔腫瘍の患者で、1週間以内にC-11酢酸と
F-18 FDG PETを施行した。C-11酢酸はおよそ600MBｑを静注
し、20分間のダイナミック撮像を行い、F-18 FDGはおよそ
185MBｑを静注し、1時間後に全身像を撮像した。全例、手
術され、6例が扁平上皮癌、4例が腺癌、1例がschwannoma、
1例がsolitary fiborus tumorであった。スリガラス状陰影を示
した腺癌の1例のみC-11酢酸、F-18 FDGともに集積を認め
なかったが、その他の腫瘍には良性腫瘍2例を含むすべてに
C-11酢酸、F-18 FDGともに集積がみられた。C-11酢酸は肺
腫瘍および縦隔腫瘍の診断にF-18 FDGと同等の診断率を示し
た。

258 自動重ね合わせソフトウエアによる胸部SPECT と
CT像の融合像作成

菅 一能 , 松本 常男 , 松永 尚文(山口大放)
自動マルチモダリティ画像重ね合わせソフトウエアによる胸
部SPECT とCT像の融合像作成を胸部疾患例４３例において
施行し、日常診療におけるSPECT読影に使用した。本ソフト
ウエアでは、全自動位置合わせの他、手動位置合わせ、ラン
ドマークを使用した位置合わせ、パラメータの手入力（x, y,
z 方向の 移動量)と回転角度の６パラメータ）による融合像の
作成も可能である。呼吸同期SPECT に加え、腫瘍SPECTなど
で、体輪郭の描出が不良な場合には、外部のTc-99m 線源に
よる後方散乱線SPECTや transmission SPECT を同時に施行
して、体輪郭の描出を図り、融合像を作成した。本融合像に
より、肺換気血流異常の原因が確信を持って把握され、また
異常集積部位のより正確な同定が行なえ、日常診療に有用と
考えられた。

259 12Cイオン照射時体内ポジトロン核種分布のPET画
像化

吉川 京燦 , 田村 克己 , 留森 貴志 , 松野 典代 , 棚田 修二
, 村田 啓 , 佐々木 康人 , 辻井 博彦 (放医研)
放医研で施行されている重粒子線治療において、12C粒子線が
照射されると粒子の相互作用によって微量であるが11Cが生成
される（autoactivation）。生成された11Cはポジトロン放出
核種であり、その分布はPETにて測定可能である。これによ
り重粒子線治療における12Cの分布を間接的に評価可能となり
線量分布の評価に有用である。この目的のためにPET画像化
条件の検討、治療体位再現目的のPET寝台改造および治療計
画CTとの重ね合わせ画像作成の基礎検討を行った。重ね合わ
せ画像処理はPET画像および治療計画CTをワークステーショ
ンに転送し位置合わせアルゴリズムを応用して作成した。特
に胸部で患者呼吸による臓器移動の影響を検討した。結果、
治療計画CT撮像時とPET撮像時の呼吸位相が異なると本質的
なズレが生じ画像重ね合わせの精度が落ちるため対策が必要
と考えられた。

260 肺FDG-PETにおけるSUV増加率測定の有用性につ
いて

土田 龍郎, 伊藤 春海 (福井医大放), 出村 芳樹 (福井医大3内),
西澤 貞彦 , 米倉 義晴 (福井医大高エネ)
肺腫瘤性病変のFDG-PETにおける後期像およびSUV増加率
測定の有用性について検討した。対象は組織学的に確診が得
られた肺腫瘤性病変患者85例（良性29例、悪性56例）。FDG
約370MBq静注1,3時間後に撮像。病変部のSUV（SUVearly,
SUVdelay）およびSUV増加率(SUVdelay/SUVearly-1)を測定
しSUV2.5以上、SUV増加率が正になるものを悪性と規定し、
それぞれのパラメータにおける感度、特異度、精度を算出し
た。SUVearly, SUVdelay, SUV増加率各々の感度は、84%, 88%,
95%、特異度は48%, 48%, 59%、精度は71%, 74%, 82%であっ
た。特に偽陰性の原因となりやすい高分化型腺癌を対象とし
た場合の感度はSUVearly 44%, SUVdelay 56%,に対しSUV増
加率81%と改善が見られ、SUV増加率の有用性が示唆された．
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脂肪酸代謝－１
第６会場　9:00

261 Dynamic I-123 BMIPP SPECTにおけるcompartment
model解析を用いた動態解析

沖崎 貴琢, 秀毛 範至, 佐藤 順一, 石川 幸雄, 趙 春雷, 辻 史郎,
竹内 利治, 長谷部 直幸, 菊池 健次郎, 油野 民雄 (旭川医大放)
目的：I-123 BMIPP SPECTに compartment modelを応用して、
心筋脂肪酸代謝を検討する。方法：I-123 BMIPP Dynamic
SPECTを施行した。心筋をsegmentに分割し、それぞれのROI
から時間放射能曲線を得て、これらをcompartment model を
用いて解き、速度定数を算出した。結果：得られた速度定数
は正常、虚血、HCMでそれぞれ異なっており、更なる検討を要
するものの、脂肪酸代謝の指標として有用である可能性が示
唆された。

The average and standard deviation of each rate constants
Normal Ischemia HCM

K1/K2 0.620±0.158 0.539±0.209* 0.421±0.184***
K3 0.00325±0.00130 0.00249±0.00179** 0.00584±0.00417***
Clearance
(K1K3/ 0.00183±0.00061 0.00109±0.00046*** 0.00184±0.00073
(K2＋K3))
*p＜0.05  **p＜0.01  ***p＜0.001

262 TlCl/BMIPP dual gated SPECTによる心機能評価：
血流／代謝乖離がおよぼす影響について

三津山 勇人 , 阿部 正宏 , 栗原 正人 , 塩原 英仁 , 森崎 倫
彦 , 間中 麻紀 , 上山 直也 , 藤縄 学 , 原田 麻由子 , 長 慎
一 (東医大霞ヶ浦循), 山科 章 (東医大２内)
【目的】TL/BMIPP dual gated SPECT(Dual GS)により心機能
評価を試みる。【背景】虚血心のdual GSで血流／代謝乖離（乖
離）の出現頻度は高いが、乖離の有無がQGS 解析に与える影
響は不明である。【方法】連続14例のdual GSをR-R8分割で
収集し、TLとBM各々につきQGS解析した。非同期像から
集積度と乖離の有無を評価した。【成績】乖離の無い8例はTL
とBM間にEDV;r=0.97,p＜ 0.01、ESV;r=0.99,p＜ 0.01、EF;
r=0.83,p＜0.05と良好な相関を示した。乖離の有る6例はEDV;
r=0.91,p＜0.01、ESV;r=0.75,p＜0.05、EF;r=0.54,nsであり、ESV
がTLより大な傾向を示すためにEFの相関は不良であった。
【結論】Dual GSで血流と代謝および心機能の一期的な評価が可
能であるが、 乖離を有す例の心機能評価は注意が必要である。

263 長期透析患者におけるＢＭＩＰＰ画像と左室壁運動
との関連ー２年目評価

関矢 孝弘 , 堀尾 圭司 (町立中標津病院放), 木村 純 , 栗林 弘
(町立中標津病院外), 永尾 一彦 (釧路労災病院放), 馬渕 恵, 志
賀 哲 , 塚本 江利子 , 玉木 長良 (北大核)
〔目的〕透析患者におけるＢＭＩＰＰの変化と壁運動との関連
を検討。〔対象および方法〕2000年と2001年にＢＭとＴＦを
施行した透析患者39例。ＢＭとＴＦを視覚的に評価、壁運動
はＱＧＳにて検討。〔結果〕2000年はＢＭ集積低下を10例に
観察、うち5例にＴＦ集積低下あり。一年後ではＢＭ集積低
下を27例に認め、うち10例にＴＦ集積低下あり。ＢＭＩＰ
Ｐ変化により３群に分け、ＥＦの平均値の変化を比較したと
ころ、Ａ群（ＢＭ異常所見を両年度で観察）は48.9→43.1％
（ns）、Ｂ群（新たにＢＭ異常所見観察）で54.0→53.0％（ns）、
C群（両年度ともBM正常）で56.6→ 61.2％（ｐ＜0.05）で
あった。〔結語〕視覚的評価にて透析患者における心筋障害は
BMがTFに先行する傾向が認められた。BM所見と壁運動所
見に関連を認めた。

264 ラット心筋における虚血・再還流後の脂肪酸代謝の
経時変化

樋口 隆弘 (金沢循環器放 ,金沢大核), 樋口 隆弘 , 滝 淳一 , 中
嶋 憲一 , 利波 紀久 (金沢大核)
心筋虚血・再還流部位の脂肪酸代謝の経時的変化を検討。
ラットを用いて，左冠動脈前下降枝20分間結紮しその後再還
流を施した。 再還流後20 分 , 3 日 , 7 日 及び 30日の時点
で I-125-BMIPPと Tl-201 の静注。20分後にラット心筋を摘
出した。摘出直前に左冠動脈前下降枝を再び結紮し，その状
態でTc-99m-MIBIを静注し，虚血領域の描出に用いた。集積
は，３核種オートラジオグラフィにて集積を評価。虚血領域
の集積を健常部位の集積で割った値をuptake ratio として算
出。虚血領域の <BMIPP uptake ratio / Tl-201 uptake ra-
tio> は，20分後に1.35 (平均), ３日後に0.93，７日後に0.87及
び３０日後に1.0と有意に変化 (p=0.014)。心筋の虚血・再還
流部位の脂肪酸代謝は，急性期では増加，亜急性期では低下
及び慢性期では回復をしめした。

脂肪酸代謝－2
第６会場　9:40

265 虚血再灌流後のBMIPP集積の変化についての実験
的検討

乗安 和将 (北大循内), 馬渕 恵 (北大核), 久下 裕司 (北大
トレーサ), 森田 浩一 (北大核), 甲谷 哲郎 , 北畠 顕 (北大
循内), 玉木 長良 (北大核)
【目的】虚血再灌流後のBMIPP集積の変化について実験モデル
において検討した。【方法】Wisterラットを用いて左冠動脈を
20分間結紮、その後再開通する虚血再灌流モデルを作成。24
時間後（n=10）および5日後（n=13）に125I-BMIPPおよび201Tl
を投与し、double tracer autoradiographyを行った。Ischemic
region（anterolateral）とremote normal（inferoseptal）にROIを
設定し、anterolateral／ inferoseptalの比（A／I比）を算出し
た。【結果】24時間後の125I-BMIPPのA／I比は、全例で201Tl
のA／I比より高かった。（1.01±0.14 vs 0.81±0.21 p＜0.0005）
一方5日後では125I-BMIPPのA／ I比は201Tlと比較して高い
ものと低いものが混在していた。【結語】虚血再灌流後超急性
期には血流分布が低下している場合でもBMIPPの集積は保た
れていたが、5日後には低下するものが存在することが示さ
れた。

266 梗塞後心筋における123I -BMIPP 心筋 SPECT の
washout rateの有用性ーplanar画像との比較ー

阿部 充伯(松山市民病院循), 赤宗 明久 , 藤岡 弘良 (松山市民
病院放)
［目的］急性心筋梗塞(AMI)における123I-BMIPP心筋SPECTの
washout rate(WR)の有用性をplanar像で比較検討。［方法］対
象は初回AMI患者60名と健常対照者(NC)18名。発症1週間
後の123I-BMIPP心筋シンチplanar像およびSPECT像のuptake
(U)やWRを算出。［結果］planar像AMIとNCのUには有意
差を認めず、AMIのWRはNCに比し有意に低値(p=0.0024)。
SPECT像のWRはplanar像に比し有意に低値(p<0.0001)。planar
像のWRで、亢進群13名、正常群35名、低下群12名の3群
に分類すると、WR低下群の後期像Uは他の2群に比し有意
に高値で(p<0.05)、SPECT 像のWRも有意に低値を示した
(p<0.005)。planar像AMIのWRとSPECT像のWRは有意の正
相関で(r=0.69)、NCを加えてもより良好な正相関を示した
(r=0.72, p<0.0001)。［総括］123I-BMIPP心筋SPECTのUやWR
はplanar像と同等の意味を持ち、脂肪酸代謝の指標として臨
床上有用である。
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267 11C-ジアシルグリセロール・ポジトロンCTによる
心筋梗塞患者の心筋イノシトールリン脂質代謝回転
の画像化

大谷 宏紀 , 加賀谷 豊 (東北大循内), 今堀 良夫 (京都府医大脳
外), 安田 聡 (国循セ心臓内科), 藤井 亮 (西陣病院), 千田 雅信,
浪打 成人 , 武田 守彦 (東北大循内), 井戸 達雄 (東北大サイク
ロ), 野々木 宏 (国循セ心臓内科), 白土 邦男 (東北大循内)
目的目的目的目的目的:イノシトールリン脂質代謝回転 (PIC)は心筋梗塞 (MI)後
の左室リモデリングに重要である。1-[1 - 11C]bu ty ry l -2 -
palmitoyl-rac-glycerol (DAG)ポジトロンCT (PET)によるMI
患者の心筋PICの画像化につき検討。方法方法方法方法方法:MI11例、狭心症3
例、健常者4例にDAG PETを施行。非梗塞心筋と左心室内腔
に関心領域を設定。成績成績成績成績成績:MI患者の非梗塞心筋/左心室カウン
ト比は1.58±0.28で、狭心症症例 (1.17±0.10, p＜ 0.05)、健
常者 (1.25± 0.13, p＜ 0.05)と比べ高値。非梗塞心筋 /左心房
カウント比は、左室拡張末期容積係数と正相関 (r＝ 0.74, p＜
0.01)、左室駆出率と負相関 (r＝ －0.66, p＜ 0.05)。結論結論結論結論結論:DAG
PETによるMI患者の心筋PICの画像化が可能であった。

268 123I-BMIPP心筋シンチグラフィを用いた心機能評価
の有用性

大島 慶太 , 皿井 正義 , 佐藤 貴久 , 柿澤 聡士 , 篠崎 仁史 , 古田
敏也 (藤田保大循), 立木 秀一 (藤田保大衛生学部放射線技術
学科), Cui Wei, 近藤 武 , 渡邉 佳彦 , 菱田 仁 (藤田保大循)
【目的】BMIPP心筋シンチ（BM）の指標と心電図同期Tf心筋
シンチ（Tf）の指標を対比し,BMから左室機能評価が可能か
検討 .【方法】60例(IHD45例、non-IHD15例),年齢61歳 .安
静時にBMを静注し,初期像(I)と後期像(D)を撮像し,H/M（I,D)
,WR,defect volume ratio(DVR)を求め,その後Tfを静注し,心電
図同期SPECTを撮像し,EDV,ESV,EFを算出.【結果】non-IHD
では ,BMのWRとEF は有意ではないが粗の正相関を認め
,DVR(I,D)とEFは有意な相関を認めなかった.IHDでは,BMの
H/M(I)とEFは有意(p=.0328)な粗の正相関を認め,DVR(I,D)と
EFは有意(p＜ .0001、p＜ .0001)な密の負相関を認めた .【結
語】BMの指標は,左室機能指標となりうる可能性が示唆され
た.IHDでは欠損の大きさが,non-IHDではWRが左室機能指標
となり得ると思われた .

心 / 重症度
第６会場　10:20

269 心筋梗塞症例におけるarea at riskの同定
阪本 憲彦 (宝塚病院循), 中村 誠志 , 竹花 一哉 (関西医大
循), 馬殿 正人 (宝塚病院循), 岩坂 壽二 (関西医大循)
【目的】PTCA前の壁運動異常を評価することでarea at riskの
同定が可能か否かを検討した。【方法】心筋梗塞77例に対し、
PTCA前に99mTc-Tetrofosmin心筋SPECTと心エコーを行った。
各症例で心筋を13分節に分け、心筋血流と壁運動異常の程度
を視覚的に評価し、各々3段階にスコア化(血流; 正常＝0～
高度欠損＝3, 壁運動; 正常＝0～高度低下＝3)した。1001分
節でPTCA前の血流と壁運動の一致率を比較した。【成績】心
筋血流評価で高度欠損は365分節、軽度は110分節、正常集
積は526分節であった。高度壁運動低下は567分節、軽度低
下は71分節、正常壁運動は363分節で認めた。高度欠損を示
した領域のうち301分節(82％)で高度壁運動低下を認めた。心
筋血流と壁運動スコアの一致率は(785/1001)=78％,一致係数
(κ)=0.62, Ｐ＜ 0.001であった。【結論】再灌流治療前に心エ
コーを用いた壁運動評価を行うことでarea at riskを推定し得
た。

270 123I-MIBG心筋シンチグラフィdynamic studyによる
心不全例の重症度評価

鎌田 伸也 (市立秋田放科), 中川 正康 (市立秋田循環器科), 沼
田 義信 (市立秋田放科), 藤原 敏弥 , 鈴木 智人 , 高橋 陽一郎 ,
柿崎 学 (市立秋田循環器科), 三浦 傅 (秋大二内)
123I-MIBG（MIBG）心筋シンチグラフィにおける心縦隔比や洗
い出し率は、心不全例の重症度評価や予後予測に有用である。
今回我々はMIBG投与後早期の動態が心不全の重症度を反映す
るか否かを検討した。急性期を脱し、症状の安定した心不全
例50例を対象とした。右尺側皮静脈よりMIBG 111MBqを急速
静注し、胸部正面planar像の動態撮影を施行した。MIBG心
筋摂取率、MIBG投与後２分の心縦隔比、MIBG投与後２分ー
５分の洗い出し率を算出した。これらの指標と従来用いてき
たMIBG投与後180分の心縦隔比、洗い出し率を比較検討す
るとともに、臨床症状との関連、心事故発生例と非発生例に
おける差異の有無を検討し、その意義について検討した。

271 負荷誘発性一過性内腔拡大(TID)による冠動脈病変重
症度評価－心電図同期心筋SPECT法の自動計測を用
いて－

市川 和弘 , 舟山 直樹 , 大堀 克己 (北海道循環器), 中田 智
明 , 高橋 亨 , 島本 和明 (札医大二内)
【目的】負荷心電図同期心筋血流SPECTから得られる左室指標
とTIDの有無が冠動脈病変重症度を反映するか検討。【方法】
冠動脈疾患連続116例を病変枝数から A群(0-1枝 56例)とB
群(2-3枝60例；さらにLAD近位部病変を有さないB1群と有
するB2群)に分類。またcontrol群 63例からTID ratioを求め
正常範囲を平均値±SD、±0.5SD、±1.5SDと変化させ両群
のTID陽性率について検討。【結果】A,B群間でTID ratioは有
意差を示さなかったが、B2群でB1群に比し高値。control群
との比較でB群、B2群の陽性率, 陰性率を求めると平均値±
1.5SDが最も高値、B群でそれぞれ50.0%, 49.5%, B2群では
40.0%, 82.1%であった。【結論】TIDは冠動脈多枝病変の存在
と重症度を反映する。TIDの判定には心電図同期心筋SPECT
法による左室容量の自動計測が有用である。

272 運動負荷Tl-201心筋SPECT上の肺野 ,右室の取り
込み及び神経体液因子の虚血性心疾患重症度診断に
対する有用性

間遠 文貴, 俵原 敬, 三上 直, 小田切 圭一, 齋藤 希人, 竹内 泰
代 (浜松日赤循), 倉田 千弘 (ヤマハ健)
【目的】運動負荷Tl-201心筋SPECTにおける肺野、右室の取
り込み及び神経体液因子の虚血性心疾患重症度診断に対する
有用性を比較検討した。【方法】対象は運動負荷心筋SPECT
を施行した182例(内、153例にSPECT施行３ヶ月以内に冠動
脈造影を施行)。Tl-201取り込みの肺野 /心筋比(L/H)、右室 /
左室比(RV/LV)、運動負荷5分後のHANP、BNP、それぞれを
重症度と比較した。また、多枝疾患検出能をROC curveを用
いて検討した。【結果】L/H、RV/LV、HANP、BNP各群とも
に重症度に従い増加傾向を認めた。特に、L/Hは正常群、1枝
疾患群、多枝疾患群各群間で有意差を認めた。ROC curveの
検討よりL/Hが多枝疾患検出に最も優れていた。【結語】重症
冠動脈疾患診断に付加的な情報を与える指標としては、L/H
が最も有用と考えられた。
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273 心電図非同期99mTc-tetrofosmin（TF）心筋SPECT
における LV volume 計測の意義：急性心筋梗塞
（AMI）での検討

西尾 まゆ , 両角 隆一 , 南都 伸介 , 竃 敬二 (関西労災循), 谷 明
博 (真生会富山病院), 松原 昇 (明和病院), 永田 正毅 (関西労災
循)
【目的】緊急時のSPECT撮像では心電図同期の実施が困難な
場合がある。そこで、AMI症例で安静時心電図同期SPECTを
撮像し、summation画像をQGSに適応させ、通常のQGS解析
で得られたLV volume dataと比較した。【方法】対象はAMI30
人。TF740MBq静注後45分後に撮像し、EDVならびにESV
を自動で算出した。【結果】非同期画像により算出したLV
volumeは、同期画像を用いて算出したEDV、ESVと有意な相
関を得られた(r=0.990 p＜0.0001, r=0.984 p＜0.0001)。非同期
によるLV volumeは、EDVに比べて23％の過小評価を認める
のみであった。【結語】非同期画像もQGSソフトに適応させ
ることによってＬＶ volumeを算出することが可能であり、23
％の補正をすることにより心電図同期画像と同様のEDVが推
定できる可能性が示唆された。

内分泌 / 甲状腺
第６会場　13:15

274 甲状腺癌術後患者のTc-99mO4- 甲状腺シンチグラ
フィの検討

横江 弘郁 , 山本 由佳 , 西山 佳宏 , 余田 みどり , 佐藤 功 , 大川
元臣 (香川医大放)
目的：甲状腺癌転移巣に対しTc-99mO4-の集積を認めることが
ある。Tc-99mO4-が集積した患者で内用療法の効果との関係を
調べた。対象：過去３年間に内用療法が行われた症例で甲状
腺癌の転移巣にTc-99mO4-の集積を認めた９例である。方法：
Tl-201シンチグラフィ施行時にTc-99mO4- を静注し、頸部の
局所像を撮像する。その後治療量の I-131を内用し全身像を
撮像する。Tc-99mO4-の集積した部位にTl-201 やI-131の集積
を認めたか否か、また、治療効果予測につながるか否かを検
討した。結果：Tc-99mO4- の集積した転移巣にはTl-201は８
例、I-131は全例集積を認めた。治療効果予測の点からはTc-
99mO4- と I-131の間に関係は認められなかった。Tl-201が集
積せずTc-99mO4-が濃く集まった転移例では良好な治療効果
が認められた。結論：Tc-99mO4- と Tl-201を組み合わせるこ
とで、内用療法の効果予測につながる可能性が示唆された。

275 巨大甲状腺腫のバセドウ病に対する放射性ヨード療
法の経験

栗原 英夫 , 谷村 清明 , 佐々木 純 (栗原甲状腺クリニック), 高
松 正之 (高松病院)
背景と目的：1981 年より当院で行ったバセドウ病の放射性
ヨード療法例は864例(平均年齢：47.6歳，平均I131投与量：6.1
ｍCi)であった．その内，甲状腺腫が巨大で手術困難なため，
I13120ｍCi以上で治療した7症例について述べる．   症例と成
績：男性3例，女性4例，平均年齢31.7歳，甲状腺腫は全例
200ｇ以上に腫大しており，来院前に全例が抗甲状腺剤を８
か月－10年間(平均：5年6か月)服用していたが，4例はなお
甲状腺機能亢進状態であった．平均 I131 投与量は 25.7mCi
(20mCi-30mCi)で，I131療法前後の甲状腺機能は炭酸リチウム
投与で抑制し得た．治療後1か月以上経過した6例で，甲状
腺腫は予期していたように縮小した．  結論と今後の治療方
針：甲状腺腫の大きいバセドウ病は手術の適応とされてきた
が，手術は難しい．今後は、甲状腺腫の大きな若年者(25歳以
上)にも積極的に放射性ヨード療法を行う方針である．

276 FDG-PETを用いた甲状腺癌転移巣の診断に関する
吸収補正の影響

竹井 俊樹 , 中駄 邦博 , 山本 文泰 , 梶 智人 (北大核), 久下 裕司
(北大トレーサ), 塚本 江利子 , 玉木 長良 (北大核)
[目的]悪性腫瘍のPET診断にて吸収補正を行う事に一定の結
論は出ていないが、今回甲状腺分化癌転移巣の診断に吸収補
正が有用か前向きに検討した。[対象と方法]52名の甲状腺分化
癌患者でFDG-PET全身像を収集。吸収補正を用いた再構成
(OSEM法)の有無による転移巣の5段階の視覚的評価を行いス
コア化した。描出された病変を更に頚部、肺縦隔、骨の3群
に分け統計的評価を行った。[結果]143病巣がFDG-PETで描出
された。全病巣の感度は吸収補正の有無で有意差はなかった
が、視覚的評価スコアでは骨転移群と全病変において吸収補
正を行った方で有意に値が大きかった。[結論]FDG-PETによる
甲状腺分化癌の転移巣検索時にOSEM法による再構成を行う
事は、感度を低下させずに病変を強調できるという点で有用
である事が示された。特に骨転移は予後を左右する因子であ
り、吸収補正の追加が推奨される。

277 バセドウ病の131I 治療における99mTc pertechnetate
摂取率の測定意義

金谷 和子 , 北川 マミ , 牧 正子 , 金谷 信一 , 百瀬 満 , 近
藤 千里 , 小 秀樹 , 日下部 きよ子 (東女医大放)
131I治療を目的に、99mTcO4－にて甲状腺重量測定を行う症例を
対象に、20分摂取率の検査を加え、甲状腺重量、131I 摂取率
（24時間）、甲状腺ホルモン値他と比較して測定意義を検討し
た。対象は26歳～58歳までの男性2例、女性10例で、131I治
療前1～ 21日に99mTcO4－摂取率を測定した。131I 摂取率は抗
甲状腺剤を2週間以上中止、1週間前からヨード禁食にして
測定した。対象12例の検査値（中央値、最小～最大値）は、
甲状腺重量（38.9ｇ、22.3～ 86.2）、99mTcO4－摂取率(11.6％、
4.1～ 28.9)、131I 摂取率（68.3％、57.6～ 78.7）、FT3（11.5pg/
ml、5.5～20）、FT4（3.9ng/dl、1.8～13.62）であった。99mTcO4
－摂取率は甲状腺重量と有意に相関した（ｒ＝0.90）が、131I
摂取率との間に相関は見られなかった。99mTcO4－摂取率測定
は131I治療時期の決定に有用な指標となることが示唆された。

内分泌 / 甲状腺・副甲状腺、他
第６会場　13:55

278 パトラックプロットを用いた甲状腺への99mTcO4-流
入速度定数の測定

岡田 淳一 , 東辻 由雅 , 玉田 一 , 福崎 剛 (成田赤十字病院
放)
脳血流シンチグラフィでは、99mTc製剤投与早期にパトラック
プロットを用いる脳血流測定法が広く行われている。甲状腺
99mTcO4-シンチグラフィにおいて、パトラックプロットを用い
たトレーサー流入速度定数（ku）測定の可能性とその臨床的
有用性について検討した。対象は 15 例である。99mTcO4-

111MBq静注直後より、大動脈から甲状腺を128× 128マト
リックスサイズで1.5秒ごとに60フレーム記録した。大動脈
と甲状腺に関心領域を設定し、横軸に∫A(τ)dτ／A(t)、縦
軸にB(t)／A(t)（ここでA(t):大動脈弓の放射能、B(t):甲状腺の
放射能）をとるパトラックプロットを作成した。全例におい
てプロットに直線部分が得られ、kuを得ることが可能であっ
た。得られたkuを30分甲状腺99mTcO4-摂取率と比較したとこ
ろ、強い相関が得られた。本方法は、短時間、非侵襲的、簡
便に甲状腺99mTcO4- 摂取率を評価できる新しい方法として期
待できる。
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279 Stunning は甲状腺分化癌の予後に影響するか？
中駄 邦博, 桑原 一宏, 石橋 哲哉, 梶 智人, 竹井 俊樹, 森田 浩
一 , 塚本 江利子 (北大核), 加藤 千恵次 , 久下 裕司 (北大トレ -
サ -), 玉木 長良 (北大核), 古館 正従 (平和病院)
[目的]甲状腺癌のI-131治療前に投与された診断量のI-131が、
その後の治療効果を阻害するかどうかを検討する。[対象と方
法] 当施設でI-131治療を行い、初回治療時遠隔転移のなかっ
た198例の甲状腺分化癌症例を3群に分類し { A群 治療前に
74MBq-111MBqのtrcer study を施行しstunning (+):11例 , B群
tracer study を施行したがstunning (-):142例 , C群 tracer study
を施行せず:45例）各群における ablation成功率と再発率を検
討した（平均観察期間8.9年）。[結果] A,B,C 各群における ab-
lation成功率と再発率(%)は、各々81.8, 92.8, 91.4(ns)及び 9.1,
12.7, 15.5 (ns) であった。[結語]74-111MBqのI-131によって生
ずるstunningは予後に有意な影響は及ぼさないと考えられた。

280 Radio-guided parathyroidectomyにおけるガンマプ
ローブの有用性

荻 成行 , 福光 延吉 , 土田 大輔 , 内山 眞幸 , 森 豊 (慈大
放)
【目的】 Radio-guided parathyroidectomyにおける 99mTc-MIBI
シンチグラフィ(以下MIBIシンチ)とガンマプローブの有用性
について検討した.【対象と方法】対象は原発性および二次性
副甲状腺機能亢進症患者10例 26病変 .方法は、手術当日に
99mTc-MIBI 200MBqを静注後頚胸部プラナー像を撮像した.そ
の後、手術室でガンマプローブを用いて、病変の検索を行い、
検体の大きさ(最大径)を測定した。【結果】描出率はMIBIシ
ンチ19/26(73.1%)、ガンマプローブ26/26(100%)であった .異
所性2病変はいずれもガンマプローブのみで描出できた .検
体の平均最大径はMIBIシンチ陽性例15.4± 8.6mm、陰性例
10.3±4.2mmであった.【考察】Radio-guided parathyroidectomy
時の病変描出はMIBIシンチ単独よりMIBIシンチを参考にし
て描出を行ったガンマプローブの方が有用であると思われた
.異所性病変の描出もガンマプローブの方が有用であると考え
られた .

281 Didirad 2020tc Imagerを用いた甲状腺・副甲状腺イ
メージング

西井 龍一 (藤元早鈴病院放), 野口 靖志, 野口 志郎 (野口病院),
長町 茂樹, 田村 正三 (宮崎医大放)
Didirad 2020tc Imager（2020tc）は、半導体技術により解像度
が向上と装置の小型化が実現された、モバイル型ガンマカメ
ラである。今回、2020tcの甲状腺・副甲状腺イメージングへ
の有用性について、基礎および臨床経験から検討した。　甲
状腺モデルファントムを作成し、2020tcとアンガ型カメラの
Planar画像（Tc-99m及びI-123）を比較した。結果、2020tcで
はコンバージングコリメータを用いることで、アンガ型カメ
ラのピンホールコリメータのイメージに同等あるいはそれ以
上の画像が得られた。甲状腺摂取率測定基礎検討でもシンチ
レーションカウンタに一致する結果が得られ、定量評価にも
優れていた。　臨床検討でも2020tcで良好な画像が得られ、
特に過機能副甲状腺腫の描出能に優れていた。さらにRadio-
guided Parathyroidectomyへ応用にも成功した。

消化管
第６会場　14:35

282 慢性肝疾患における胃排出能の検討
石津 弘隆 , 小谷 陣 , 川村 悦史 (大阪市大核), 黒岡 浩子
(大阪市大肝胆膵), 下西 祥裕 , 河邉 讓治 , 塩見 進 (大阪
市大核)
【目的】慢性肝疾患患者における胃排出機能について検討し
た。　【方法】肝機能異常を認めない対照18名、慢性肝炎患
者50名、肝硬変患者25名についてラジオアイソトープを用
いた胃排出検査を施行した。T1/2を算出し、各群ごとに比較
検討した。また、T1/2と血液検査値との比較検討も行った。
【結果】T1/2の平均値は対照群で73±15分、慢性肝炎患者群
で80±24分、肝硬変患者群で110±36分であった。対照群
と肝硬変患者群、また慢性肝炎患者群と肝硬変患者群との間
に有意な差を認めた。また、Ｔ1/2と血清アルブミン値、血
小板数との間に相関関係がみられた。　【結論】慢性肝疾患患
者において胃排出能の低下が認められた。慢性肝炎患者では
胃排出能の低下は軽度であるが、肝硬変に進展すると胃排出
能は著明に低下すると思われた。

283 FDG-PETにおける消化管集積の臨床的意義
北川 マミ (東女医放), 大島 統男 (春日部市立病院放), 宇野 公
一 , 留森 貴志 , 岡 卓志 , 冨吉 勝美 (西台クリニック), 日下部
きよ子 (東女医放)
2000年10月から2002年3月までに施行されたFDG-PET 検査
2997症例の内、手術、内視鏡、注腸検査等で臨床所見と対比
された消化管集積55症例（87部位）を対象に、FDGの集積形
態・程度を中心に比較検討した。PET検査で限局型、且つ高度
集積の所見を呈する場合、結腸・直腸癌又は癌再発の確率は
84.6% (11/13)であったが、集積程度が軽度から中等度までを
含めた場合は39.6% (19/48)、更に連続型まで含めた場合は
28.8% (19/66)であった。結腸・直腸癌及び癌再発の 19部位は
全てPET陽性で限局型を示したが、集積程度は高度集積が
57.89%、中等度が21.05%、軽度が21.05%であった。大腸ポ
リープ26病巣中10部位が陽性(38.5%)となり、内9部位は限
局型で中等度及び軽度集積を呈した。PET検査における消化
管の中等度から軽度の限局型集積では精査が必要と考えられ
た。

284 FDG-PET検査における胃集積と，ヘリコバクター
ピロリ抗体およびペプシノゲン検査との関係

中井 勝彦 , 高橋 若生 , 井出 満 , 正津 晃 (山中湖クリニック画
像診断セ), 藤井 博史 , 鈴木 天之 (慶大放)
目的と対象：FDG-PET検査の画像を検討する際に，胃の集積の
評価がしばしば問題となる。そこで当クリニックにてPET検
査を受けた連続359症例のうち，糖尿病・胃切術後を除く311
例を対象とした。方法：胃の集積の程度は視覚的にG0:集積を
認めない、G1:肝臓よりも低い、G2:肝臓と同程度、およびG3:
肝臓よりも高いの4群に分類した。この集積の程度とヘリコ
バクターピロリ(HP)IgG抗体，血清ペプシノゲン(PN)検査との
関係をprospectiveに検討した。推計学的検討はχ2検定を用
いた。結果：胃集積の程度とHP抗体検査との関係はHP陽性
群で有意に集積の程度が強かった（p＜0.001）。同様に、胃
集積とPN抗体検査との関係は、PN陽性群で有意に胃集積の程
度が強かった（p＜0.05）。結論：胃のFDG集積の要因として
HP感染およびPGが関与している可能性が推察された。
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大腸癌
第６会場　15:05

285 直腸癌再発に対するメチオニンPETとFDG-PETの
比較

留森 貴志 , (放医研 ,西台クリニック画像診断センター), 吉川
京燦 , 田村 克巳 , 松野 典代 , 須原 哲也 , 鈴木 和年 , 棚田 修二
(放医研), 宇野 公一 (西台クリニック画像診断センター), 辻井
博彦 , 村田 啓 (放医研)
【目的】直腸癌再発におけるメチオニンPETとFDG-PETの描出
に関して検討した。【方法】直腸癌術後局所再発症例11名に
対して、メチオニンPETとFDG-PETを施行した。腫瘍部と
臀部筋肉にROIを設定し、メチオニンPETではtumor-to-muscle
ratio（TMR）、FDG-PETでは腫瘍SUVを算出した。【結果】再
発腫瘍の描出に関しては、メチオニンPET、FDG-PETともに
全例で描出可能だった。メチオニンPETにおけるTMR(平均
5.24)とFDG-PETの腫瘍SUV(平均 8.32)との間には、明らかな
相関関係はみられず、両者は異なった代謝情報を描出してい
る可能性が示唆された。【結論】FDG-PET同様、メチオニン
PETでも直腸再発巣の描出が可能であり、その描出能はFDG-
PETと遜色ないものと考えられた。

286 直腸癌予後予測指標としてのFDG-PET Standard-
ized Uptake Value定量；撮像時刻と関心領域に関す
る考察

奥 真也 , 百瀬 敏光 , 阿部 敦 , 水野 晋二 , 熊倉 嘉貴 , 亀
山 征史 , 大友 邦 (東京大学放)
【目的】腫瘍FDGにおけるStandardized Uptake Value (SUV)
定量について、静止画像の撮像時刻、関心領域の与える影響
および絶対値定量との関係を検討した【方法】44例の直腸癌
術前照射前後FDG-PETについて、撮像時刻と関心領域を変化
させ、SUVを算出した。またPatlak法による糖代謝絶対値を
算出した。直腸癌術前照射前SUV（SUV1）および照射後SUV
(SUV2)の予後予測能を比較した【成績】SUV１およびSUV2/
SUV1比は再発・比再発群間の統計学的有意差がなく、SUV2
は有意差を示した。各SUV値は絶対値定量と良好な相関を示
した。60分後以降両群の分離が良好であった。単独関心領域
より、複数小円形関心領域の平均値が定量値変動が少なかっ
た【結論】静注60分後像上の複数小円形関心領域を平均する
方法が、絶対値定量と同等に予後予測指標として有用である
と考えられた。

287 大腸癌術後のCEA上昇におけるFDG-PETの有用性
の検討

村上 康二 , 喜多 博義 , 小島 良紀 , 縄野 繁 (国がん東放)
目的：大腸癌術後の経過観察中に画像診断で異常所見が発見
できず、CEAの上昇がみられた患者にFDG-PETを施行し有用性
を検討した。対象と方法：対象は大腸癌術後の経過観察中に
CEAが上昇し、胸部・腹部 CTでは異常所見が発見されなかっ
た、もしくは質的診断が困難であった26例。CTから１ヶ月以
内にFDG-PETが施行された。結果：26例中PETで異常集積が
指摘された症例は19例であった。26例中1例は来院せずに結
果は不明、1例は膵尾部癌、2例は経過観察中であり、残り15
例中10例は臨床的に、5例は手術にて大腸癌の再発と診断さ
れた。再発部位は腹壁・子宮・骨・腹膜・リンパ節などであっ
た。考察：大腸癌術後の患者にCEA上昇が見られた場合、肺
と肝臓の転移はCTや超音波検査で発見される場合が多い。し
たがってこれらの検査で異常が発見されなかった場合には
FDG-PETを施行する意義が大きいものと考えられる。

288 PETによる大腸癌リンパ節転移の診断
安田 聖栄 , 幕内 博康 (東海大外), 那須 政司 , 鈴木 豊 (東
海大放), 中井 勝彦 , 藤井 博史 , 井出 満 , 松山 正也 , 川
田 志明 , 正津 晃 (山中湖クリニック画像センター)
FDG PETによる大腸癌リンパ節転移の診断をCTと比較した．
術前にPETを施行した大腸癌22例が対象で，転移の最終判定
は病理検査によった．リンパ節サイズは病理標本上で計測し
た．その結果，病理検査で22例中9例(41%)に計29個の転移
が認められた．転移陽性リンパ節サイズは1～26 mm (7.4±
5.7 mm)であった．9例中5例はPETで転移を診断できた．診
断のsensitivity，specificity，accuracyは PETが 56%，100%，
81%，CTが50%，80%，69%であった．PETとCTを併用す
るとsensitivityは 67% (6/9例)に向上した．PET偽陰性4例の
転移陽性リンパ節は3mm 小リンパ節転移，8mm あるが間質
成分が多く腫瘍細胞密度の低いリンパ節転移，1cm あるが原
発巣に接した傍結腸リンパ節転移，および細胞密度が低い粘
液癌であった．

289 大腸癌リンパ節転移におけるGa-67クエン酸の有用
性

白 景明 , 横山 邦彦 , 絹谷 清剛 , 小西 章太 , 一柳 健次 ,
道岸 隆敏 , 利波 紀久 (金大バイオトレーサ)
今回Ga-67 クエン酸塩による大腸癌の転移リンパ節のスク
リーニングに役立つかどうかを調べた。対象と方法：ガリウ
ム-67シンチ検査を施行した早期の大腸癌患者10例を選定し
た。Ga-67-citrate　2mCiを静注して、三日後に手術を施行し
た。手術で廓清したリンパ節のカウントをΥ -ウエルカウン
ターで測定して、投与量にたいする各リンパ節の摂取率を算
出した。この結果を病理結果と比較した。投与量にたいする
摂取率は0.001％を越えるリンパ節を陽性と判定した。結果：
153個のリンパ節の内、偽陽性率は10％で、偽陰性率は33.3
％で、有徴正診率は11.76％で、無徴正診率は99.26％であっ
た。結論：ガリウム-67は一部の転移リンパ節に高い集積が
見られた。リンパ節のガリウム -67摂取率の測定は転移リン
パ節のスクリーニングに有用と考えられた。

食道癌、口腔癌
第６会場　15:55

290 FDG-PETおよびvolume rendering dynamic CTに
よる食道癌化学放射線療法効果判定

岡住 慎一 , 工藤 秀寛 , 当間 雄之 , 落合 武徳 (千葉大先端応用
外科)
[目的] 食道癌放射線化学線療法における治療効果判定におけ
るFDG-PETとvolume　rendering dynamic CT(VRdyCT)の有用
性と適応について検討する。 [対象]放射線化学療法施行47例
（うち切除 20 例） [方法] 治療前および治療中に 18F-FDG
148MBqを静注投与し60分後に、島津SET-130Wにて腫瘍部
を撮像し集積度を評価し、また、dynamic　CTの画像（造影
剤３ml/sec：計150ml，50sec delay)からSIEMENS　VIRTUOSO
を用いて腫瘍部繊維化状態を強調した再構成画像を作成して、
治療効果を評価した。[結果] FDGの治療開始直後の集積低下
率は腫瘍縮小率と相関し (ｐ <0.05)、早期効果判定が可能で
あった。切除例の検討では、組織学的効果としての繊維化の
状態をVRdyCTが良く反映し、他臓器浸潤所見の消失の有無
が診断し得た。[結論]FDG-PETは加療中の評価に、VRdyCTは
治療終了後のdown　stagingの評価に特に有用であった。
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291 食道癌の治療前Stagingにおける、18F-FDG PETの
有用性についての検討

山本 文泰 , 塚本 江利子 , 加藤 貴司 , 竹井 俊樹 , 趙 松吉 , 望月
孝史 , 中駄 邦博 , 久下 裕司 , 玉木 長良 (北大核)
当院にて、治療前Staging目的に18F-FDG PETを施行した食道
癌患者33例について検討した。原発巣に関しては、T2以深の
ものはすべて18F-FDG PETで指摘できた。リンパ節転移に関し
ては、各リンパ節群ごとに評価すると、全体では18F-FDG PET
の specificityが 100％と高かった。遠隔転移に関しても、18F-
FDG PETの specificity が 100％と高かった。18F-FDG PETは
specificityが高く、集積亢進を認めた場合は転移ありと診断可
能である。18F-FDG PETを追加したことにより、正しいStage
に変わった症例は3例あった。この3例はいずれも、リンパ
節転移を18F-FDG PETにより正しく診断できたことによる。
18F-FDG PET はCTと相補的に使用することにより、正診率を
向上させられると考えられる。

292 食道癌の病期決定、治療効果予測および効果判定に
おけるFDG-PETの意義

中川  誠 , 佐々木 雅之, 古賀 博文, 金子 恒一郎, 林 和孝, 桑原
康雄 (九大臨放)
食道癌の病期決定・治療効果予測および判定におけるFDG-
PETの有用性を検討した。対象は放射線化学療法を施行した
食道癌21例で、8例は治療後にも施行した。FDG185MBqを
投与しECAT EXACT HR+にて全身を撮像した。病期診断は
N・M因子をCTと比較した。治療効果は治療前SUV値及び
治療前後のSUV低下率を検討した。病期診断はFDG-PETで
過小評価1例、過大評価２例、CTで過小評価4例、過大評価
１例であった。治療効果有群(CR,PR)と無群(NC,PD)では、治
療前SUV値は6.5±3.1(n＝14)と5.8±3.3(n＝7)と差はなかっ
たが、FDG集積低下率は効果有群58.4±19.4％(n＝7)は効果
無11.7％(n＝1)よりも大きかった。FDG-PETはCTよりも過
小評価が少なく病期診断に有用であった。治療前のFDG-PET
による治療効果予測は困難であるが、治療前後での変化率は
治療効果判定に有用と考えられた。

293 口腔癌におけるGa-67陽性率～SPECT像とPLA-
NAR像との比較～

外山 三智雄 , 堅田 勉 , 佐々木 善彦 , 羽山 和秀 , 土持 眞 (日歯
大新潟歯放)
【目的】口腔癌におけるGa-67陽性率について、 SPECT像と
PLANAR像を比較した。【対象】対象は病理組織診断が確定
した口腔癌73例（男性44例、女性29例、年齢34-91歳、平
均年齢65.4歳）である。部位は上顎20例、舌20例、下顎13
例、口底10例、頬粘膜7例、口唇３例である。【結果】PLANAR
像の陽性率は56.2%だった。SPECT像は65.8%とPLNAR像
より9.6％陽性率が高かった。T4症例では両者ともに全例が
陽性だった。T3以下の症例では、各分類でSPECT像の方が
PLANAR像よりも13-16%程度陽性率が高かった。SPECT像
は下顎で7.7%、舌、口底で10%、頬粘膜で42.9%とPLANAR
像よりも陽性率が高かった。だが上顎と口唇では両者の陽性
率は変わらなかった。【結論】SPECT像はPLANAR像に比べ
小さな病変の描出に優れ、下顎、舌、口底、特に頬粘膜の病
変の描出に有効と思われた。

脳 / てんかん、精神疾患
第７会場　9:00

294 側頭葉てんかんの外科治療における非発作時 F-18
FDG-PETの有用性に関する検討

百瀬 敏光 , 奥 真也 , 阿部 敦 , 水野 晋二 , 小島  良紀 , 亀
山 征史 , 大友 邦 (東大放)
【目的】側頭葉てんかんの外科的切除をおこなった症例の術前
非発作時FDG-PETの有用性について検討した。【方法】外科的
手術またはガンマナイフ治療がおこなわれた内側側頭葉てん
かん１４症例について、術前に施行された非発作時 FDG-
PET,MRIおよび頭皮脳波または硬膜下電極による持続脳波モ
ニター所見を比較し ,FDGによる焦点同定の有用性を検討し
た。【成績】１４例全例で非発作時FDG-PETで一側側頭葉内
側に集積低下域を認め、１３例（９３％）が脳波所見と一致
したが、１例（７％）で一致しなかった。MRIでは海馬の萎
縮は１１例（７９％）で認め、FLAIRにおける海馬領域の高
信号を１１例（７９％）で認めた。【結論】以上より非発作時
FDG-PETはてんかん焦点同定に有用であると考えられた。

295 ケタミン誘発分裂病モデル脳における3H-NMPBの
結合

渡辺 利光 , 細井 理恵 , 井上 修 (阪大保健)
NMDA受容体の拮抗薬であるケタミン、PCPなどは、精神分裂
病様の行動異常を引き起こし、分裂病モデルとして用いられ
る。ケタミンの単回投与によりムスカリン性アセチルコリン
（mAch）受容体の機能が抑制されることが報告されている。
今回、ケタミンを単回投与したラット脳おける３H-NMPBの
in vivo結合をARG法にて定量評価した。また、PCPにより誘
発される行動異常をSNPが阻害するという報告があるので、
３H-NMPB結合に及ぼすSNPの影響についても同時に検討し
た。ケタミンの単回投与(25mg/kg i.p.)により３H-NMPB の見
かけ上のin vivo結合は、線条体、海馬、大脳皮質において増
加した。さらに、SNP(6mg/kg i.p.)によりin vivo結合の増加は
完全に抑制された。現在、この結合の増加の機序について検
討を加えている。

296 精神疾患に対する3D-SSPの有用性に関する初期検
討

矢野 希世志 (日大放), 佐藤 幸光 (日大板橋病院中央放射線部)
, 竹本 明子 , 奥畑 好孝 (日大放), 大島 統男 (春日部市立病院
放), 田中 良明 (日大放)
1999年7月から2001年12月にかけて、当院で精神分裂病、鬱
病、その他の精神疾患を有する患者（18症例）に対し、99m-
Tc ECD(Ethyl cysteinate Dimer)脳血流SPECTを施行した。
それらの症例に対し、3D-SSP(Three-dimensional Stereotac-
tic Surface Projections)処理によりZ-score を算出し、脳
血流低下部位について比較検討した。対象患者には、全員に
疾患に応じた投薬がなされていた。SPECT画像では血流低下
を指摘しえなかった症例でも、3D-SSP処理により血流低下が
認められたものもあり、本法の有用性が確認された。ほぼ全
症例に前頭葉の血流低下が認められ、また左右差を比較した
ところ、左側により強い低下が認められる傾向がうかがわれ
た。精神分裂病４例、鬱病４例を比較したところ、両者の所
見に大きな差は認められなかった。
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297 eZISを用いての発作間欠期FDG－PET検査におけ
るてんかん焦点の評価

今林 悦子 , 松田 博史 , 大西 隆 , 田中 富美子 , 金高 秀和
, 加藤 麻子 (国立精神・神経セ武蔵)
てんかん焦点は通常発作間欠期FDG-PET検査で糖代謝低下
を呈するといわれているが視覚的には所見を捕らえることが
困難な場合も多い。今回我々はeZISを用いて、Z-score mapに
よる診断能の検討を行った。30人（19～39歳）の正常者群
のFDG画像を用いて、SPMによる標準化のためのtemplateを
作成した。これを用いて同じ正常者群による normal data
baseを作成し、eZISにより患者群（90例）の発作間欠期FDG
－PET画像のZ-score map を得た。てんかん焦点部位に関し
て視覚的評価との比較を行った。eZISではてんかん焦点の局
在をより客観的に描出することができ、今後は自動診断への
応用も可能と考えられた。

298「虚再認」の神経機構：ＳＰＥＣＴによる検討
河内 崇 (神戸大精神), 保坂  加代 (神戸大放), 長岡 研太
郎 (神戸大精神), 福島  和人 (神戸大放), 石井 一成 (兵庫
脳研), 松田 博史 (精神神経センター 武蔵放), 杉村 和朗
(神戸大放)
虚再認（False Recognition）とは、記銘していない事柄をして
いたと誤って認識してしまう現象である。今回この種の記憶
障害についてIMP－SPECTを用いて検討を行った。対象は、
神戸大精神神経科に健忘を主訴として受診した中でADAS-
Jcogにて１０点未満と正常範囲内の、虚再認を認めた（FR+）
９名（男性４名、女性５名、ADAS-Jcog 6.88±2.84、age 66.56
±13.99）と虚再認を認めなかった（FR-）９名（男性３名、女
性６名、ADAS-Jcog 6.83±2.48、age 66.33±11.28）である。
解析はSPM９９を用いて解剖学的標準化とSmoothingの後
に、二群間比較を行った。結果は、FR+群での後部帯状回と
楔部の血流低下が認められた。後部帯状回はアルツハイマー
病の初期から血流が低下する部位であり、また楔部が記憶と
関係しているとする報告もあり今回の結果が注目される。

299 セロトニントランスポーター占有率からみたクロミ
プラミンとフルボキサミンの比較

高野 晶寛 , 須原 哲也 , 一宮 哲哉 , 安野 史彦 , 井上 眞 (放医研
,CREST), 大久保 善朗(東京医科歯科大保健衛生), 生駒 洋子 (放
医研 ,CREST)
近年、うつ病の治療にフルボキサミンなどの選択的5-HT再取
りこみ阻害薬が用いられてきている。一方、三環系抗うつ薬
の一つであるクロミプラミンも、強い5-HT再取りこみ阻害作
用を有している。今回我々は、[11C](+)McN5652を用い、フルボ
キサミンとクロミプラミンとによる5-HTトランスポーター占
有率特性を比較検討した。対象は健常者２７名とし、PET撮像
は未服薬時および2剤いずれか服用時に行った。 視床、小脳
を関心領域とし、占有率の算出には小脳を参照領域とする線
形算出法（Ikomaら）を用いた。2剤とも服薬量の増加につれ、
占有率は上昇した。クロミプラミン10mg、フルボキサミン
50mgで約80％の占有率を示した。このことからクロミプラミ
ンはフルボキサミンに比べ、少量で高いセロトニントランス
ポーター占有率が得られることがわかった。

300 部分容積効果補正FDG PET像を用いたてんかん焦
点診断

田中 富美子 , 松田 博史 , 金高 秀和 , 大西 隆 , 今林 悦子
, 加藤 麻子 (国立精セ武蔵放)
部分てんかん患者の部分容積効果補正FDG PET像を作製し、
その焦点描出について検討した。部分容積効果補正FDG PET
像は、FDG PETの灰白質像を同時期に撮像したMRIの正規化
灰白質像で除し作製した。補正前FDG PET像と比較して、部
分容積効果補正FDG PET像では焦点領域における集積異常範
囲をより正確に把握できた。特に、局所の皮質萎縮を伴う場
合や占居性病変による周囲皮質の圧排を認める場合において、
異常集積の診断が容易であった。部分容積効果補正FDG PET
像は、局所の糖代謝変化を正確に表現し、優れた客観的てん
かん焦点診断法であることが示唆された。

脳 / 新規薬剤－１
第７会場　10:10

301 [11C]イオマゼニルの標識合成と放射線分解
福村 利光 (日本製鋼所 , 放医研), 鈴木 和年 (放医研)
我々は1999年会において[11C]Ro15-4513の放射線分解につい
て報告した。今回、同様な構造を持つ[11C]イオマゼニルにつ
いても放射線分解することが明らかになったので報告する。
[11C]イオマゼニルはNaH存在下DMF中でデスメチルイオマ
ゼニルと[11C]ヨウ化メチルと反応させ合成した。HPLCによ
り分離、濃縮乾固した後、超純水に溶解させ[11C]イオマゼニ
ル溶液を得た。また濃縮時にギ酸ナトリウム、硝酸ナトリウ
ムを加え[11C]イオマゼニルの放射線分解に対する効果を評価
した。[11C]イオマゼニルは添加物の無い状態では放射化学的純
度はEOSにて約60-70％であった。選択的なOHラジカルと
Hラジカルの捕捉剤であるギ酸ナトリウムの添加では分解物
のみ与えた。一方、選択的な水和電子の捕捉剤である硝酸ナ
トリウムの添加では放射線分解は抑制された。 以上の結果よ
り[11C]イオマゼニルの放射線分解には水和電子が関与してい
ることが示唆された。

302 11C標識アンチセンスによるVEGF mRNA発現の画
像化

中村 勝 , 脇田 員男 (西陣病院), 峯浦 一喜 (京府医大脳外), 中
沢 暢弥, 藤井 亮, 中西 裕智, 伊谷 賢次, 金綱 隆弘 (西陣病院)
, 今堀 良夫 (京府医大脳外)
VEGFは血管内皮細胞の増殖による血管新生促進，血管透過性
作用を有し，悪性グリオーマを含む多くの固形腫瘍において，
その増殖はVEGFのパラクリン系を介した腫瘍血管新生に依存
している．本研究では，MicroProbe Systemを用いた rapid in
situ hybridization 法により，オリゴヌクレオチドプローブ
の遺伝子配列特異性を確認後，ケテン法で11C標識 antisense
オリゴヌクレオチドプローブを合成し，VEGF mRNA発現の
画像化を試みた．その結果，遺伝子配列に特異的な結合が示
され，VEGF mRNA発現の画像化に成功した．本結果より今
後PETを用いた遺伝子発現の非侵襲的画像化が可能と考えら
れた．
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303 中枢性ニコチン受容体イメージング剤[ 123I ] 5 - I -
A85380の安全性評価と被曝線量測定

上田 真史 , 飯田 靖彦 (京大薬), 向 高弘 (京大核), 間賀田 泰寛
(浜松医大), Mamede Marcelo, 石津 浩一 , 小西 淳二 (京大核),
佐治 英郎 (京大薬)
中枢に存在するニコチン受容体は、記憶・学習・認知などの
高次脳機能への関与が注目されており、その核医学イメージ
ングは、様々な神経変性疾患の診断に有効であると期待され
る。本研究では、有効なニコチン受容体イメージング剤とし
て所属研究室で合成した[123I]5-I-A85380（[123I]5IA）を臨床
へと適用するにあたり、その安全性と被曝線量の評価を行っ
た。まず、動物実験により行動および生理的パラメータに対
するcold 5IAの最大無作用量を求め、[123I]5IAの比放射能か
ら安全係数を算出すると180倍以上となった。次に、成人男
性に[123I]5IAを投与し、MIRD法に基づいて被曝線量を算出し
たところ、放射線被曝の観点からは許容範囲内であった。以
上の結果から、[123I]5IAはニコチン受容体イメージング剤とし
て臨床使用可能であることが示された。

304 新規Amyloid-β認識プローブ：Acridine Orange類
縁体BF-108のF-18標識合成

島津 浩 , 末元 隆寛 , 鈴木 雅子 , 塩満 剛 , 岡村 信行 , 工
藤 幸司 , 澤田 徹 (ビーエフ研究所)
われわれは、β-構造をとったAβ(1-40)を認識する化合物を
探索するため、Thioflavin Tを用いたスクリーニングを行なっ
てきた。その結果、3,6-Bis(diethylamino)acridine（BF-009）に
阻害活性が認められた。そこで、そのフッ素標識を行なうた
めに、3-(2-Fluoroethyl)ethylamino-6-diethylaminoacridine (BF-
108)を標識用化合物として選定した。このものもBF-009と同
等の活性を示した。FDG合成装置を用いて得られた、[F-18]
KF － K222 混合物を乾涸したのち、前駆体である 3-(2 -
Tosyloxyethyl)ethylamino誘導体のアセトニトリル溶液を加え、
80℃で20分反応させた。反応液をセミ分取HPLCにて精製、
分取、濃縮することにより、目的の[F-18]BF-108を得ること
ができた。合成時間はEOSより150分、放射化学純度は95%
以上、比放射能は78TBq/mmolであった。

305 ラットの情動ストレスモデルにおける125I-Iomazenil
分布と血中コルチコステロン濃度の変化

福光 延吉 , 荻 成行 , 土田 大輔 , 内山 眞幸 , 森 豊 (慈大放)
【目的】情動ストレスに伴う125I-Iomazenilの変化を検討した。
【方法】Wistar 雄 rat 40匹を対象とした（コントロール、1日
ストレス、3日ストレス、5日ストレス各10匹）。Communication
boxを用いて予定日数負荷をかけた。125I-Iomazenil (1.85MBq)
を静注し、解剖した。脳の凍結切片をAutoradiographyで解析
し、局所放射能量と投与放射能量との比を算出した。さらに、
負荷前後の血中コルチコステロン濃度の変化を測定した。【結
果】ストレス負荷後、血中コルチコステロン濃度が上昇し、続
いて、125I-Iomazenil の集積が全体的に軽度低下した。【考察】
ストレス負荷に伴って、早期に、防御反応としての副腎皮質
系ホルモン分泌が亢進し、続いて、ベンゾジアゼピン受容体
と結合する生体内物質が脳内に広範に分泌され、逆アゴニス
トとして作用することが推察された。

脳 / アセチルコリン
第７会場　11:00

306 MP4A-PETにおけるk3 (AChE活性)値全脳マッピン
グ

田中 典子 (女子医大脳外), 松浦 元 (シーメンス旭メディック
（株）), 入江 俊章, 棚田 修二, 篠遠 仁 , 長塚 伸一郎, 青墳 章代
, 黄田 常嘉 , 福士 清 (放医研画像)
MP4A-PET 画像を標準化し、非線形最小二乗法、長塚法、
Herholz法によるROIと全ピクセルでのｋ3値を計算し、健常
者16例(平均５４歳)を平均して、k3 (アセチルコリンエステ
ラーゼ活性)値の正常分布図を作成した。その結果、非線形最
小二乗法で求めた新皮質各ROI（２ -4 ml）でのk3値の変動
係数は12-3％以内であった。k3値の大脳新皮質内での分布を
みると、側頭葉では上側頭回が最も高く、中、下側頭回の順
に低くなった。また、側頭葉前端は他の側頭葉よりも約1.5倍
の高値を示した。前頭葉では上、中、下前頭回の間に有意な
差はみられなかった。頭頂葉では頭頂葉上部が高く、縁上回、
角回の順に低くなった。左右を比較すると、側頭葉と角回で
は左半球で右半球よりも高い傾向がみられた。Herholz法、長
塚法でもほぼ同様のk3値が得られた。

307 [11C]MP4P/PETを用いた脳内AChE活性の定量測定
佐藤 康一1,2,  伊豫 雅臣1,  篠遠 仁2,  福士 清2,  田中 典子2,  青墳
章代2,  黄田 常嘉2,  長塚 伸一郎2,  難波 宏樹2,  棚田 修二2,  入江
俊章2 (1千葉大精神・2放医研画像)
[11C]MP4Aを用いた脳内局所AChE活性の測定において、特
に大脳皮質などの低活性部位において信頼性の高い k3 値
(AChE活性の指標)が得られている。今回はより加水分解速度
の遅い [11C]MP4Pを用い、海馬、扁桃体、視床などの中活性
部位におけるAChE活性を健常者において評価した。動脈採
血を行い入力関数を得、時間放射能曲線を非線形最小二乗法
により解析した。その結果、健常者における大脳皮質のk3値
は、MP4P/MP4A比 1/～ 3となる値が得られ、in vitroでの加
水分解速度比(1:4.5)がある程度反映された。上記の中活性部
位においても、より信頼性の高い測定結果が得られ、[11C]
MP4Pの低～中活性部位における有用性が示唆された。動脈
採血を行わず、最も活性の高い線条体を内部標準として解析
する簡便法によっても、信頼性の高いk3値の算出が可能で
あった。

308 I-123 5IA SPECTによるニコチン作動性アセチルコ
リン受容体イメージング

石津 浩一, MAMEDE MARCELO (京大核), 向 高弘, 飯田 靖彦
, 上田 真史 , 佐治 英郎 (京大薬学病態機能分析学), 小西 淳二
(京大核)
【目的】新しいSPECT製剤である I-123標識 5-iodo-A-85380
(5IA) を用いて、ヒト中枢神経におけるニコチン作動性アセチ
ルコリン受容体（nAChR）イメージングを行う。【方法】男性
7、女性1の計8名（平均45.3歳）の健常被験者に対し、約
150MBqの123I-5IAを静注し90分間のdynamic SPECTを施行
した。同時に頻回の動脈血採血を行い代謝率測定を施行。
Logan Plotを行い、脳内各部の分布容積(DV)を算出した。【成
績】大脳皮質への集積は約1時間でplateauに達していたが、
集積の多い視床、脳幹部はplateauが皮質より遅かった。DV
の平均値（ml/ml）は視床22.4、脳幹20.1、小脳16.5、基底核
15.6、前頭葉14.2、後頭葉12.5であった。【結論】nAChRの
ヒト脳内分布を画像化し、分布容積を定量化できた。
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脳 / 加齢
第７会場　13:15

309 老齢・若齢サルにおける3D-SSP を利用したコン
パートメントモデル解析

野田 昭宏 (先端医薬研 , 藤沢薬品), 蓑島 聡 (ワシントン
大), 塚田 秀夫 (浜松ホトニクス), 西村 伸太郎 (先端医薬研,藤
沢薬品)
今回我々は老齢・若齢サルにおいて[15O]H2O および[18F]
FDGを用いて得られたダイナミックPETデータに、非線形最
適化法によるコンパートメントモデル解析を行った。計算は
画像ベースで行ったが、3D-SSPによる解剖学的標準化を行う
ことにより、各速度定数画像は全ての個体を同一形態に変換
してから、各速度定数画像の老齢・若齢平均画像を作成した。
またこれらの平均画像上において各脳部位にROIを設定し、
老齢・若齢サルにおける各脳部位の速度定数値を得た。FDG
の場合これらの速度定数値はグルコーストランスポーター活
性やリン酸化酵素活性を反映するとされる。今回得られた各
速度定数の老齢・若齢サルにおける値は、今後のサルを用い
た動物PET研究に有用であると考えられる。

310 炭酸水素ナトリウム（メイロン）による脳血流の反
応性と年齢の関係について

駒谷 昭夫 , 高橋 和榮 , 菅井 幸雄 , 間中 友季子 , 細矢 貴
亮 (山形大放)
【目的】炭酸水素ナトリウム（メイロン）による脳血流反応性
の正常範囲とその年齢依存性を検証．【対象】開胸手術前にス
クリーニング検査等として脳血流SPECTが施行された59～
79歳の18例．【方法】：脳血流SPECTはXe-133吸入法で安静
時SPECT施行．安静時SPECT終了後15分から7％メイロン
点滴静注開始，その2分後から負荷SPECT施行．【結果】脳
血流はメイロン負荷により21.2 ± 3.4ml/100g/min（45.6 ±
8.3%），安静時の脳血流を終末呼気炭酸ガス濃度で補正した
場合は21.5± 4.8ml(45.8± 8.7%)増加し，年齢と有意な負の
相関が認められた．開胸術後の脳虚血障害を予測，予防する
上で脳血流のメイロン反応性の有用性が期待されるが，その
基礎となる健常部のメイロン反応性の年齢分布が得られた．

311 脳血管PaCO2反応性の加齢変化
伊藤 浩 , 菅野 巌 , 茨木 正信 , 畑澤 順 (秋田脳研放)
PETによる脳血管PaCO2反応性の測定は脳循環予備能の評価に
用いられている。本研究では正常者におけるその加齢変化を
調べた。11名の若年男性(20～28才)および12名の加齢男性
(51～64才)を対象に、15-O標識水による脳血流定量測定を、
安静・hypercapnia・hypocapniaの各状態下で施行し、PaCO2
の変動に対する脳血流量変化率を計算した。hypercapnia時お
よびhypocapnia時の安静時に対する脳血流量変化率に有意な
加齢変化はみられなかったが、hypocapnia～hypercapniaの全
PaCO2変動に対する脳血流量変化率は加齢群で若年群より有
意に低かった。加齢による脳血管PaCO2反応性の低下は穿通
枝動脈や髄質動脈の動脈硬化の加齢による進行によるものと
考えられ、脳血管PaCO2反応性の測定が動脈硬化の程度の評
価に利用できる可能性が示唆された。

312 ヒト脳シグマ１受容体分布の正常加齢変化について
石井 賢二 , 木村 裕一 , 河村 和紀 , 織田 圭一 , 佐々木 徹
, 石渡 喜一 (都老人研PET)
健常人における脳シグマ１受容体結合能の加齢変化を11C-
SA4503とPETを用いて検討した。対象は若年健常人7例(20-
24歳)と老年健常人6例(63-71歳)で、11C-SA4503静注後90分
間のダイナミックスキャンを施行した。同時に経時的動脈採
血を行い血漿中放射能濃度と未代謝物割合を測定し入力関数
を求めた。脳内に11箇所の関心領域を設定し、3コンパート
メント4kモデルによりK1とbinding potential(BP)を推定した。
脳内での相対的分布では、若年群、老年群ともK1とBPは異
なったパターンを示し、BPは小脳や側頭葉内側部で高い傾向
があった。加齢によりK1は小脳や前頭葉内側で有意に低下
していたが、BPの明かな減少傾向は見られず、むしろいくつ
かの部位で増加する傾向が見られた。シグマ１受容体は脳の
加齢変化において何らかの代償的機序を担っている可能性が
ある。

313 脳血流の加齢変化（同一症例での経年変化）
牧野 憲一 (旭川日赤脳外), 増田 安彦, 岡林 篤弘 (旭川日赤放)
【目的】脳血流は小児期には高く20歳代前半までに急激に下
降しその後は徐々に低下すると言われている。今回我々は、
脳血流の同一個体での経年変化を、頭蓋内主幹動脈閉塞・狭
窄症例を対象として検討した。【方法】対象は頭蓋内主幹動脈
病変慢性期症例で3年以上の期間に少なくとも3回の安静時
脳血流測定を行い、この間、新たな血管病変を起こさなかっ
た25症例。初回血流測定年齢は47歳から71歳。血流測定に
は東芝GCA9300及び持続動脈採血による123I-IMP-microsphere
modelを用いた。【成績】皮質平均血流量の変化率は全体で年
間－1.4±2.3％であった。年齢別では65歳までの平均変化率
が年間0.1±1.1％とほとんど変化していないのに対して66歳
以上では－3.2±2.0％であった。【結論】脳血流は65歳頃ま
では大きな変化がなく66歳以上で急激に低下してくる可能性
がある。

314 脳血流の加齢による変化（2台のSPECT装置と123I-
IMP-microsphere modelでの正常例の検討）

岡林 篤弘 (旭川日赤放), 牧野 憲一 (旭川日赤脳外), 増田
安彦 (旭川日赤放)
【目的】我々は10年前より123I-IMP-microsphere modelでの脳
血流測定を続けてきた。昨年、機種を更新（GCA9300Aから
GCA9300PI）したのに伴い2台の異なったSPECT装置での正
常例での脳血流と加齢の関係を検討した。【方法】対象は神経
所見及び頭部CTにて異常のない24～81歳の成人57例。脳
血流測定は持続動脈採血による123I-IMP-microsphere modelを
施行した。GCA9300Aでの症例をA群（38例）、GCA9300PI
での症例をB群(19例)として比較した。【成績】年齢別の皮質
平均血流量は60歳未満A群46.4±5.1ml/100g/min 、B群46.7
± 5.9 ml/100g/min、60歳台A群46.6± 5.5ml/100g/min、B群
46.4±4.8 ml/100g/minであったのに対し、70歳以上のA群37.9
± 3.9ml/100g/min、B群40.5± 8.8 ml/100g/minと低下してい
た。【結論】2台のSPECT装置での血流量正常値はほぼ一致
した。脳血流量は70歳頃に急激に低下する可能性がある。
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315 Elastic transformation による標準化を用いた脳
SPECT 像の加齢変化の検討

後藤 了以 , 佐藤 多智雄 , 井上 健太郎 , 中川 学 , 佐藤 和則 (東
北大加齢研機能画像), 山崎 哲朗(東北大医放), 福田 寛 (東北大
加齢研機能画像)
脳血流 SPECT は広汎に用いられ、各年齢層で多彩な診断に
用いられている。　従来我々は年齢の影響を画像に反映させ
るため、標準化の手法を用いてきたが、不可避的な問題であ
る加齢による脳の萎縮をさらに良く反映させるため、Elastic
transformation を用い、被験者の脳 MRI の形態情報で脳溝
単位の標準化を検討した。　これにより、委縮の影響を抑え
た実質的な集積変化を捉える途が開けてきた。

脳 / 脳血流‐1
第７会場　14:25

316 蛋白結合置換による放射性医薬品の動態制御 (11)
123I-IMPの脳集積促進に対する静注製剤の応用

水上 典子 , 川井 恵一 (金沢大医), 西井 龍一 , 陣之内 正史 , 長
町 茂樹 , 田村 正三 (宮崎医大放)
血清蛋白結合性が強く組織移行が妨げられている放射性医薬
品では、安全性の高い結合置換薬を併用することで、当該医
薬品の血中遊離濃度を増大させ、組織移行性を高めることが
できると考えられる。既に、蛋白結合性の高い99mTc-MAG3の腎
排泄促進及び123I-IMPの脳集積促進を報告した。今回、123I-IMP
の脳集積の向上に対し、臨床応用可能な結合置換薬を探索し
た。　ヒト血清において123I-IMPはHSAのサイトII及びAGP
の塩基性薬物結合部位と結合している。AGPの置換薬として
静注製剤であるerythromycinが有効であることを見出した。
また、HSAの置換薬に関して、より安全性の高い栄養素の利
用を考え、輸液の応用を検討した結果、数種の輸液が血中遊
離率を大きく増加させた。実際、これらの置換薬負荷により、
123I-IMPのサル脳への集積率がそれぞれ1.4～1.6倍に増加し
た。

317 小児における脳血流SPECTノーマルデータベース
作成の試み

加藤 麻子 , 松田 博史 (国立精神・神経セ放), 福島 愛 (国
立精神・神経セ小), 大西 隆 , 金高 秀和, 今林 悦子, 田中 富美
子 (国立精神・神経セ放), 佐々木 征行, 須貝 研司 (国立精神・
神経セ小)
小児の脳血流SPECTは年齢を考慮して読影する必要があるが、
対象となる正常小児の脳血流SPECTを撮像する機会はあまり
無い。そこで、我々は、過去に当院にて施行された小児の
99mTc-ECDによる脳血流SPECT画像のうち、投薬がされておら
ず、臨床経過を追った結果、正常範囲と診断された症例や、て
んかんや自閉症、学習障害などはあるが、肉眼的に明らかな
局所的脳血流異常が認められず、MRI正常で、脳波にびまん
性異常を認めなかった症例計35例を選び、0～5歳、6～10
歳、11～15歳の三群にわけてデータベース化を試み、各群の
比較検討を行った。これまでに指摘されている通り小脳の血
流は大脳に比して低く、加齢とともに上昇する傾向がみられ
た。また、内側側頭部の血流も0～5歳の群では有意に低く、
年齢層が上がるにつれて小脳と同様の傾向を示した。

318 脳血流定量におけるcrossed cerebellar diaschisisの
もつ意義

曽我部 一郎, 東野 博, 加藤 潤子, 高橋 康幸 (愛媛県立今治放)
, 菅原 敬文 , 中田 茂 , 池添 潤平 (愛媛大放)
【目的】慢性期片側性閉塞性脳血管障害におけるcrossed cer-
ebellar diaschisis (CCD)の有無と患側大脳のDiamox 反応
性との関係を定量値を用いて評価する。【方法】対象は片側の
中大脳動脈、または内頚動脈の閉塞性病変を有する 15 例。
123I-IMP SPECT, microsphere model により局所脳血流測定を
行った。【成績】6例でCCDが認められ、それらの平均値は患
側対側小脳：35.2ml/100g/min、健側対側小脳：40.2ml/100g/min
で、負荷後はそれぞれ57.7、58.5であった。Diamox反応性は
CCD (-)群では患側大脳は16.7％と低下していたが、CCD (+)
群では50.5％と保たれていた。【結論】脳血流定量における
CCDの有無に着目することにより患側大脳のDiamox反応性
を推定しうることが示唆された。

319 蘇生後脳症におけるTc-99m HMPAO脳血流SPECT
の検討：脳MRAとの比較

宮崎 知保子 , 河合 有里子 , 武田 美貴 , 長野 俊輔 , 久保 公三
(市立札幌画診), 鹿野 恒 (市立札幌救命救急)
蘇生後脳症の急性期から亜急性期脳血流に関して，経時的に
SPECTおよびMRA所見との比較検討を行った．対象は心肺停止
にて搬入後蘇生され，脳死となった４症例と植物症となった
6症例である．搬入14日後までに23回の脳血流SPECTと24
回のMRAを施行した． Tc-99m HMPAO 740MBqを急速静注
し，Patlak plot法にて脳血流量を解析した．脳死３症例は，搬
入3日後に脳浮腫を起こし， 7日までに増悪したが， 3日後ま
でのMRAは描出の低下無く，７日目で軽度の低下がみられ
た．３症例9回のSPECT中，1例2回で基底核，１例１回で
小脳の高度血流量低下が見られたが，他の部位では比較的保
たれていた．植物症6例では，脳血流量は高値や低値を示す
症例がみられた．蘇生後脳症症例のMRA所見から脳血流状
態の推定は困難であり，脳SPECT画像のみでも脳血流量の推
定は困難であると思われた．

320 脳血流SPECTカウントは脳灰白質密度を反映する
か？

木之村 重男 , 後藤 了以 , 井上 健太郎 , 中川 学 , 瀧 靖之
, 佐藤 和則 , 川島 隆太 , 福田 寛 (東北大加齢研)
脳血流変化は形態変化に先立つとされているが、その合致・
乖離を検討するために脳血流SPECTカウントと脳灰白質密度
のvoxel-by-voxel解析を行った。健常ボランティア11例を対
象に脳血流 SPECT を撮像した。（99mTc-HM-PAO/ 日立
SPECT2000H）。MRIはSPGRによるT1強調像（1x1x1.5mm）
を撮像した（GE Signa 0.5T）。SPM99でMRI画像を segmen-
tation し得られた灰白質 segment の画像に半値巾 8mm の
smoothingを行った。両画像をcoregistrationした後voxel-by-
voxelで散布図を作成した。灰白質密度とSPECTカウントと
の間には巾を持った直線関係がみられ、灰白質密度から
SPECTカウントはある程度予測することが可能と考えられ
た。病的脳などで実際のSPECTカウントがこの対応関係から
乖離する領域を検出することで鋭敏な診断ができる可能性が
示唆された。
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321 脳血管障害患者におけるダイアモックス負荷前後の
脳血流・血液量の変化

岡沢 秀彦 , 山内 浩 , 高橋 昌章 , 杉本 幹治 , 岸辺 喜彦 (滋賀成
人病セ研)
脳酸素摂取率(OEF)測定に代わりうる方法として期待される
ダイアモックス負荷試験での循環予備能の測定を、脳循環動
態評価の目的でPETを依頼された片側脳主幹動脈閉塞患者16
人に行った。前回報告した健常者データのうち、ダイアモッ
クス投与10分後に血流を測定した8人のデータを対照群とし
た。患者はO-15ガス定常法での血流・酸素代謝測定に加え、
O-15水ボーラス法での血流測定を安静時とダイアモックス投
与10分後に行った。患者を患側脳血流量の正常反応群と反応
低下群の二群に分けると、前者で健常者と同様の変化が認め
られたのに対し後者では半数に盗血現象が認められ、平均血
流量は負の変化を示した。しかし、動脈血液量は後者でも増
加し、これらの患者では血流量と血液量の反応の乖離が認め
られた。また、OEFと血流増加量の間に相関は認めず、両者は
血流・代謝の異なる側面を反映していると考えられた。

322 分岐鎖アミノ酸投与による肝硬変症脳血流変化
渡辺 ゆり (三重大放), 岩佐 元雄 (三重大三内), 松村 要 ,
竹田 寛 (三重大放)
【目的】肝硬変患者に分岐鎖アミノ酸(BCAA)製剤負荷前後の脳
血流SPECTを施行し、脳血流への影響を検討した。【方法】対
象は、肝硬変患者14例(64±8歳)及び対照群20例(62±9歳)。
ECD静注後、負荷前SPECTを撮影し、BCAA製剤点滴後にECD再
投与し、負荷SPECTを施行した。前頭葉、頭頂葉、側頭葉、
後頭葉、小脳に関心領域を設定、BCAA投与による脳血流変
化率を算出した。【結果】BCAA負荷後、前頭葉19%、頭頂葉
20%、側頭葉18%、後頭葉13%、小脳17%と、有意な血流増
加が認められた(各々p<0.01)。また、前頭葉の脳血流変化率
と負荷前血中アンモニア値との間には負の相関関係(p<0.05)
が、頭頂葉、側頭葉、小脳の変化率と総分岐鎖アミノ酸 /チ
ロシンモル比(BTR)との間には正の相関関係(p<0.05)が認めら
れた。【結論】BCAA投与により局所脳血流低下は改善した。
BCAAは直接中枢神経系に作用し、潜在性肝性脳症の治療に
有用である可能性が示唆された

脳 / 脳血流‐2
第７会場　15:35

323 Neurosphilisの脳SPECTについて
桂木 誠 (聖マリア画像)
神経学な所見や血清学的所見によりGeneral paresis と診断
された4例（41,54,58,71 歳いずれも男性）とTarbes dorsalis
1例35歳男性の脳SPECTについて報告する。薬剤はTc-99m
ECDあるいはI-123 IMPで、検出器は島津製Headtome SET 070
である。初回のSPECTではGeneral paresis4例中、2例で両側
前頭葉、１例で両側前頭葉から側頭葉内側、１例で左大脳半
球全般の血流低下が認められた。このうちMRIでこれに対応
する異常の見られたのは１例のみであった。Tarbes dorsalisの
１例では特別な異常は指摘されなかった。General paresis２例
では経過を追って検査が行なわれたが、１例で状態の改善を
反映して血流の改善がみられた。脳 SPECT は脳実質型
neurosphisisによる脳機能障害の評価や駆梅療法効果の評価に
有用と思われた。

324 神経性無食欲症(AN)患者のしりとり賦活による脳血
流変化：SPECTによる研究

中別府 良昭 , 田辺 博昭 , 中條  政敬 (鹿大放)
DMS-IVにおいてANは制限型（AN-R）と排出型(AN-BP)の2
つの亜型に分類されているが、近年ではAN-BPはむしろ過食
症に近い病態であると考えられている。神経病理学的検討で
は言語認知・処理において両疾患間に差があるとの報告もあ
る。AN-R 12人とAN-BP  ７人患者にしりとり賦活検査を行
い、その前後の99mTc-HMPAO 脳血流シンチで賦活領域を
SPM99で検討した。AN-R、AN-BPとも左側頭葉を中心とし、
両側にわたる複数の血流増加領域が認められた。マスク処理
による排他的賦活領域の検討において、AN-Rでは左側頭葉
前部、AN-BPでは両側頭頂よりに特異的賦活領域が認められ
た。両疾患には、しりとりの言語処理における処理過程に違
いがあることが示唆された。

325 心筋交感神経障害と脳血流低下との相関ー123I-MIBG
心筋シンチグラフィーと99mTc-ECD脳血流SPECTによ
る比較

田浦 新一 , 村田 雄二 (東京医歯大放)
【目的】パーキンソン病(PD)やLewy小体型痴呆(DLB)では心
筋交感神経シンチグラフィーにてH/M比の低下を、またDLB
では脳血流SPECTにて後頭葉の血流低下を指摘する報告がさ
れている。一方これまでのところ両検査所見を比較検討した
報告はなされていない。今回我々はそれらを比較しその相関
を検討した。　【対象】パーキンソン病などの疑いで当院にて
123I-MIBG 心筋シンチグラフィーおよび99mTc-ECD 脳血流
SPECTを施行された患者18名　【方法】上記を後期H/M比に
よって2群に分割し脳血流SPECT所見の相違をSPMにより
解析した。　【成績】低H/M群(7名)では高H/M群(11名)と比
較して後頭葉および小脳半球皮質において有意な血流の低下
が見られた。両群間の年齢には有意差はなかった。　【結論】
PDやDLBにおいて心筋交感神経障害と後頭葉などに見られ
る血流低下との相関性が示された。

326 慢性疼痛患者の硬膜外脊髄通電治療前後における脳
血流変化

長町 茂樹 , 藤田 晴吾 , 西井 龍一 , 二見 繁美 , 小玉 隆男
, 田村 正三 (宮崎医大放), 菅 涼子 , 下川 歩 , 宇野 武司
(宮崎医大麻)
慢性疼痛患者における疼痛関連領域の局所脳血流変化を硬膜
外脊髄通電治療前後で評価した。対象は慢性疼痛患者10例
（男7例、女3例、平均年齢46.6±12.4）であり、99mTc-HMPAO
による脳血流SPECT を施行しSPM96を用いて正常コントロー
ル12例 (男7例、女5例、平均年齢49.8±13.2）と比較した。
硬膜外脊髄通電治療前では両側視床、両側帯状回前部の有意
な血流低下が認められたが、治療後では血流低下の範囲がし
縮小した。慢性疼痛には視床及び帯状回の血流異常が関与し
ており、除痛過程における、これらの領域の血流変化の程度
は治療効果の指標になる可能性が示唆された。



 379第 42 回　日本核医学会総会

327 脊髄小脳変性症の脳血流 S P E C T 画像解析―
SPM99’とNEUROSTATを用いて―

加藤 麻子, 松田 博史, 大西 隆 , 金高 秀和,今林 悦子, 田中 富
美子 (国立精神神経セ放)
【目的】脊髄小脳変性症の各病型での脳血流異常パターンを捕
らえることと、萎縮の強い症例における、解剖学的標準化の
方法による違いを検討することを目的とした。【方法】年齢性
別をマッチングさせた健常ボランティア49名と、脊髄小脳変
性症患者計49名の99mTC-ECDを用いた脳血流SPECT画像を
比較検討した。脊髄小脳変性症の内訳は、歯状核赤核淡蒼球
ルイ体萎縮症（DRPLA）9名、Machedo-Joseph病（MJD）12
名、多系統萎縮のオリーブ橋小脳変性症タイプ（OPCA）20
名である。画像統計解析を行うにあたって、脳血流SPECT画
像の解剖学的標準化の手法として、SPM99’とNEUROSTAT
をそれぞれ用い、両者をSPM99’上で統計解析した。【結論】
小脳の血流低下はOPCA群にて最も顕著で，次いでMJD群に
てより強く示された。小脳以外の血流低下部位は解剖学的標
準化の手法によって若干異なった。

328 PET及びH215Oを用いた顎タッピング運動速度の局
所脳血流に及ぼす影響の測定

阿部 敦, 百瀬 敏光, 奥 真也, 熊倉 嘉貴, 水野 晋二, 小島 良紀
, 飯田 恭人 (東大放), 窪田 金次郎 (医歯大歯), 大友 邦 (東大放)
顎タッピング運動時の局所脳血流の測定を行い、咀嚼運動の
特徴であるリズムを制御する部位の存在について検討を行っ
た。文書により同意を得た、右利き健常有歯顎者11名、22.5
±1.5歳の男性7名、女性4名を対象として、無味のガムベー
スを用い、局所脳血流をPET（HEADTOME4,島津製作所）と
H215O静注法により計測した。同一被験者に対して、安静時、
1Hzのメトロノーム聴取、さらに、1Hz、2Hz、2/3Hzそれぞ
れのメトロノームに合わせた顎タッピング運動を課題として
課した。SPMでの統計解析（p=0.001）で、顎タッピング速度
を変化させても補足運動野の血流に有意差は見られなかった。
また、顎タッピング速度と補足運動野の血流との間に相関は
見られなかった。1Hzの咀嚼運動時には、メトロノーム聴取
時と比較して補足運動野には左側優位な活動が認められた。

脳 / 脳血流、脳槽
第７会場　16:35

329 視野障害における脳血流SPECT
田邉 芳雄 , 大内 泰文 , 西尾 剛 , 遠藤 健一 , 小川 敏英 (鳥取大
放)
視野障害における脳血流SPECT所見について検討を行った．
対象は，1998年 11月から2002年4月までの間に，視野障害
の精査目的に脳血流SPECTを行った16例である．内訳は，脳
梗塞12例，脳出血1例，一過性脳虚血発作1例，片頭痛1例，
頭部外傷1例である．全例においてSPECTにて後頭葉に血流
異常が見られた．亜急性期の脳梗塞では，CT・MRIに比して
SPECTでの病変の描出が悪い例が見られた．一過性脳虚血発
作例と脳梗塞1例は頭痛にて長期間加療中であり，頭痛の前
兆としての視野異常が問題となったが，SPECTが鑑別に有用
であった．片頭痛例は，頭痛発作時に見られた脳血流低下が
頭痛軽快時には改善し，SPECTにて可逆性の血流低下を捉え
ることができた．頭部外傷例は，視索の障害による半盲の遷
延が見られたが，SPECTにて二次的な後頭葉の血流低下が検
出された．脳血流SPECTは，視野異常の病態の把握・治療効
果の評価に有用であった．

330 Tc-99m HMPAO SPECTおよびstatistical paramet-
ric mapping (SPM)を用いたMSAの脳血流分布異常

亀山 征史, 百瀬 敏光, 阿部 敦, 奥 真也, 水野 晋二, 小島 良紀
, 大友 邦 (東大放)
Tc-99m HMPAO SPECTを21名のMSA (OPCA 16名, SND 6名)
の患者および11名の正常対照群に施行し、その結果をSPMで
解析した。740 MBq の Tc-99m HMPAOを静注15分後から、30
分間のSPECTの撮像を行なった。SPMにて標準脳にnormalize
し平滑化処理を行ない、rCBFをMSA群と正常対照群とを比較
した。また、SND群とOPCA群との比較、痴呆がある群とな
い群との比較も行なった。MSAでは小脳・脳幹・前頭葉での
血流低下が認められた。前頭葉の血流低下は痴呆のある群で
もない群でも認められた。痴呆の程度と前頭葉の血流低下の
程度に有意な相関は認められなかった。SNDでも必ずしも線
条体の血流低下が認められるとは限らなかった。(D2受容体の
異常はPETにて確認されている。)このような rCBFのパター
ンは他のparkinsonismや痴呆を伴う神経疾患と異なるため診
断に有用と考えられる。

331 アセタゾラミド負荷脳血流SPECTにおけるサブト
ラクション法の違いが画像に及ぼす影響について

飯森 隆志 , 木川 隆司 (千葉大放部), 内田 佳孝 , 伊東 久夫 (千
葉大放)
【目的】脳血管障害の外科的治療適応を決定するためにアセタ
ゾラミド負荷脳血流SPECTによる脳循環予備能の評価が広く
行われている。同一日に安静時と負荷時の検査を行った場合、
加算画像、安静像におけるサブトラクション法の違いが脳循
環予備能評価画像に及ぼす影響をファントム実験および臨床
例にて検討した。【方法】撮像時のRaw Dataの段階と再構成
後の段階でサブトラクションを行った２つの画像上の同一部
位にROIを設定し、ROI値を算出した。また画像についての視
覚評価も行った。【結果】サブトラクション法の違いにより
ROI値には違いを認めたが、視覚評価において違いは認めな
かった。【結語】サブトラクション法の違いにより脳循環予備
能画像に影響を及ぼす可能性が示唆された。

332 低髄圧症候群の脳槽シンチグラフィ所見の検討
長谷部 伸 , 内山 勝弘 , 島 英樹 , 大石 園美 , 佐藤 真紀子
(帝京大市原放), 新尾 泰男 , 二見 務 , 大曽根 文雄 (帝京
大市原中放)
【目的】脳槽シンチグラフィが施行された低髄圧症候群に関
し、異常所見の有無、出現部位、出現までの時間を検討する。
【対象と方法】対象は臨床症状及び腰椎穿刺により診断された
6例で、腰椎穿刺によるIn-111 DTPAの髄腔投与直後から48
時間後（一部は72時間後）までの後面像を中心に撮像した。
【結果】いずれの症例でも、脳槽シンチグラフィにて上部胸椎
レベルでの髄液漏出が確認された。同時期に施行された胸部
MRIでは、髄液漏出部位の同定はできなかった。また髄液漏出
が検出されるまでの時間は、1時間後から48時間後と症例間
で大きく差を認めた。【結論】低髄圧症候群での髄液漏出確認
および部位診断に、脳槽シンチグラフィは高い診断能を有す
ることが確認された。しかし症例によって所見出現までの時
間に差があり、所見を得るまで径時的に反復して撮像するこ
とが必要と考える。
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333 123I-IMP NIMS 法による SPECT 開始時間の検討
大川 健一 (戸田中央放), 川村 義文 (自治医大放), 坂本 芳行 (戸
田中央放)
１２３Ｉ―ＩＭＰは、時間の経過とともに再度血中へ洗い出
されることが知られている。Ｍｉｃｒｏｓｐｈｅｒｅ　Ｍｏ
ｄｅｌを想定して、１２３Ｉ―ＩＭＰ　ＳＰＥＣＴから脳血
流量（ＣＢＦ）を算出する際には、静注後早期にＳＰＥＣＴ
データを収集する必要がある。しかし、一般的に静注後早期
でのＳＰＥＣＴイメージングでは、脳内の１２３Ｉ―ＩＭＰ
分布が非平衡状態にあるため、平衡状態になる３０分以降に
検査を開始している。今回、静注後１0分、19分、28分、39
分とＳＰＥＣＴデータを収集しＮＩＭＳ法にて脳血流量（Ｃ
ＢＦ）の変化について検討した。

心筋技術
第８会場　9:00

334 123I-MIBGの心集積評価に対するコリメータ選択の
影響

井上 優介 , 吉川 宏起 (東大医科研放), 大友 邦 (東大放)
【目的】123I-MIBGシンチグラフィにおける心縦隔比算出に対
するコリメータ選択の影響を検討した。【方法】2つの低エネ
ルギー用コリメータ（LE）と1つの中エネルギー用コリメー
タ（ME）を用いた。各区画に異なる濃度の123I溶液をいれた
幾何学的ファントムを用い、コントラストの正確さを評価し
た。心肝ファントムを用い、肺、肝からの心および縦隔カウ
ントへの混入を調べた。8例の患者で123I-MIBG静注3.5時間
後に各コリメータで胸部前面像を撮像し、心縦隔比を比較し
た。【成績】幾何学的ファントムの実験で、MEを用いると放
射能濃度とカウントの間の直線性は高かったが、LEでは低放
射能領域のカウントを過大評価した。心肝ファントム実験に
おける混入はLEで顕著であった。臨床検討では、LEを用い
るとMEを用いた場合よりも心縦隔比は低く、その差は肺縦
隔比と相関した。【結論】123I-MIBG心集積評価におけるコリ
メータ選択の重要性が示唆された。

335 心筋数値ファントムを用いた心筋SPECT下壁欠損
の検討－肝集積の影響－

齋藤 晴美 , 汲田 伸一郎 , 趙 圭一 , 水村 直 , 石原 眞木子 , 木島
鉄仁 , 櫻井 実 , 隈崎 達夫 (日医大放)
【目的】心筋数値ファントムに下壁欠損を設定し，肝集積から
の影響を検討した。【方法】胸部CT像を心筋，肝，肺などに
分離し，下壁と前壁の集積比を0.5～0.8に，前壁と肝の集積
比を1～3に設定し，他の組織間比は一定とした数値ファン
トムを作製した。集積比を反映した3次元データを2次元の
SPECT用疑似projection imageに変換後，SPECT短軸横断像
を再構成した。短軸横断像を極座標展開により下壁と前壁の
集積比を測定し，設定値と比較した。【成績】下壁と前壁の集
積比は，設定値と測定値で良好な相関を示したが，集積比の
誤差は肝集積の増加に伴い拡大した。【結論】心筋SPECT像
では肝の高集積により下壁欠損は過小評価され，心筋集積評
価に注意が必要と考えられた。

336 123I-MIBG H/M比に対するコリメータの影響につい
て―多施設によるファントム実験―

川原 明世 (環関東心臓核医学研究会)
【目的】123I-MIBGのH/M比は心不全の重症度等の指標にな
るが，機種 ,施設間で値が異なる事も知られている．そこで
我々は多施設間で低エネおよび中エネ用コリメータを用い，
同一ファントムによる定量的評価を行なった．【対象と方法】
対象施設は6施設 .心臓肝臓ファントム(RH-2型)の各部位に
おける水溶液比率は臨床データを参考に決定した濃度比を採
用した．ROI設定方法はあらかじめ我々研究会で定めた条件
で統一した．【結果】１)画像の鮮明度は中エネ用でより高質
であった．２）散乱補正無のH/M比は両コリメータ間で差が
生じたが，補正有の低エネH/M比は中エネの値に近づいた．
３）中エネ用では散乱補正の有無によりH/M比の変動が少な
かったが、低エネ用（ＨＲ）では散乱補正を行なうことによ
り逆に施設間差が大きくなり，その値の信頼性が失われた．
【結語】H/M比算出には多施設間での変動が少ない中エネ用
コリメータを推奨できる．

337 散乱線補正によるＭＩＢＧ心筋シンチグラフィH/M
の正常値の標準化

小林 秀樹 , 金谷 信一 , 百瀬 満 , 近藤 千里 , 日下部 きよ
子 , 三橋 紀夫 (東女医大放), 福島 賢慈 , 笠貫 宏 (東女医
大循内)
【目的】コリメーターやカメラの違いにより正常値が異なるＭ
ＩＢＧ心筋シンチグラフィのH/M ratio 値 (H/M)について、
２ウインドウー散乱線補正をもちいて標準化の試みを行なっ
た。【方法】ファントムと１４症例が対象。３台のカメラの中
エネコリメーターと低エネルギー高分解能コリメーターを用
いオリジナルウインドウー（ＯＷ）と２ウインドウー散乱線
補正法（ＴＷ）を用いて比較。【成績】ＯＷではコリメーター
間でH/Mに差がみられたが、ＴＷでは有意差がなかった。症
例検討では、中エネコリメーターと低エネルギー高分解能コ
リメーターから求めたH/Mは、ＴＷ 時に極めて良好な相関を
示した。【結論】ＴＷ 散乱線補正法は、ＭＩＢＧ心筋シンチ
グラフィH/Mの正常値の標準化に用いることが期待され、多
施設共同研究等にも応用できる。

338 123I-MIBG心筋シンチ短時間プロトコ－ルの試み

中川 正康 (市立秋田循環器科), 鎌田 伸也 , 沼田 義信 (市
立秋田放科), 藤原 敏弥 , 鈴木 智人 , 高橋 陽一郎 , 柿崎
学 (市立秋田循環器科), 三浦 傅 (秋大二内)
【目的】123I-MIBG（MIBG）心筋シンチグラフィを従来よりも
短時間のプロトコ－ルで施行し、心不全重症度評価における
有用性を検討した。【方法】心不全例50例を対象とし、MIBG
静注後5、15分、180分に撮像した。5分、180分の心縦隔比
をそれぞれH/M-5、H/M-180とし、また5-15分、15-180分の
洗い出し率をそれぞれWR-15、WR-180とした。従来用いら
れてきたH/M-180、WR180とH/M-5、WR15の意義について
比較検討した。【成績】H/M-5とH/M-180、WR-15とWR-180
は有意な正相関を示した。NHYA分類が重症になるにつれて
H/M-5とH/M-180は低値となり、WR-15とWR-180は高値と
なった。心不全死、心不全増悪例ではH/M-5、H/M-180とも
有意に低値となった。【結論】MIBG投与後５分、15分の２回
撮像を行う短時間プロトコールにおいても、心不全例の重症
度評価に有用であることが示唆された。
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オーダリング・レポーティング
第８会場　9:50

339 簡易医用画像データベースの構築
渡部 浩司 , 飯田 秀博 (国循セ研), 岡 尚嗣 (国循セ病)
画像診断技術の発展とともに、一人の患者に対して、核医学
画像をはじめとする複数のモダリティ、複数の検査法で得ら
れた医用画像が存在するようになってきた。これら複数の画
像を用いた画像診断をするためには、効率的な画像ファイル
の管理システムが必要である。このために、オラクルなどに
代表されるリレーショナルデータベースシステムが、現在
もっとも広く用いられている。しかし、これらのデータベー
スシステムは、非常に高価であり、維持管理が煩雑である。そ
こで、本研究では、ファイル名を基にした簡易データベース
を構築した。サーバーはフリーのOSであるLinux上で稼働し、
JavaおよびPHPで動作する。クライアントは任意のウェブブ
ラウザから、画像の検索、取り出しが可能である。本システ
ムを用いることにより、安価に、非常に軽快に動作する画像
データベースが構築できる。

340 核医学検査オ－ダリングシステム　―合理的な予約
管理―

齋藤 京子 , 森 一晃 (虎の門病院放部), 丸野 廣大 , 岡崎 篤
(同放科)
【目的】オ－ダリングシステム導入にあたり、迅速な検査と検
査効率をあげるための合理的な予約管理を考案した。【方法】
装置の検査枠を管理するため、1.オ－プン・クロ－ズ予約の
区別、2.予約対象患者の外来・入院・全ての区分、3.検査項
目の割り振り、などの機能を装置スケジュ－ルマスタ（マス
タ）に組み込んだ。さらに、マスタで装置ごとに設定された
検査枠の内容と予約状況が、装置5台全体として一目で把握
可能なように「装置一覧画面」の機能を構築した。また、こ
の画面を用いてマスタで管理されていない検査を、任意の枠
に核医学検査室からのみ予約可能である。【結果】各外来病棟
からの検査予約は、マスタで管理された検査枠にいつでも予
約可能であった。装置一覧画面で予約状況を把握しながら、
任意の検査が任意の時間に検査予約が可能なので、人手を要
する検査、緊急検査や混んでいる検査の迅速化が容易に可能
であった。

341 核医学検査オーダリングシステム　－検査予約機能
について－

森 一晃 , 斎藤 京子 (虎の門病院放部), 丸野 廣大 , 岡崎 篤
(虎の門病院放科)
核医学オーダリングシステムを構築し，検査予約登録のオン
ライン化を進めたので報告する。本システムは、NEC標準パッ
ケージ：オーダリング2000をベースとし、核医学検査に適し
た検査予約登録が可能になるようにカスタマイズを行ってい
る。その特徴としては、検査枠毎にオープン、クローズを設
定できる、注射と検査の日時が異なる検査への対応、複数回
の撮像を必要とする検査は1つの検査として扱う、核医学検
査室からはすべての制限を排除して予約が可能、予約変更、
キャンセルの簡易操作、などが挙げられる。また、注射、撮
像の時間は、患者スケジュールに反映するようになっている
ので、患者自身が予約時間を確認することができ、キャンセ
ルの防止につながっている。本システム導入後、検査件数の
減少や予約業務上の大きな障害もないことから、核医学検査
予約登録には適したシステムであると考えられる。

342 完全フィルムレスな大学病院におけるQGS動画像
の診断と配信

武中 泰樹 , 櫛橋 民生 , 藤澤 英文 , 浮洲 龍太郎 , 市川 珠紀 , 北
之園 高志 , 馳澤 憲 (昭和大横北放), 古根 将 (横河電機(株))
（目的）我々の病院は完全フィルムレスで運用されている。今
回、QGS studyの動画像をDICOMデータベースの管理下に登
録する方法を考案したので報告する。　（方法）核医学データ
処理装置のDICOM登録部分に変更を加え、心電同期心筋血
流シンチの解析結果であるQGS studyの3Dレンダリング動画
像が1シリーズとして認識されるようにした。　(結果と考
察）1シリーズとして関連付けられた画像はDICOM viewerで
シネ表示が可能であり、核医学データ処理装置上でみられる
動画像と同じものが診断用読影端末、外来や病棟の電子カル
テ上で閲覧可能であった。動画像は専門家以外でも親しみや
すく、機能画像と対比することで教育にも役立つと考えられ
る。今後病院のIT化が進むにつれ従来のハードコピーによる
出力にとらわれない検査結果の配信が増加すると考えられる
ので報告する。

343 核医学検査オーダリングシステム　－検査間隔の
チェック機構について－

丸野 広大 (虎の門病院放科), 齋藤 京子 , 森 一晃 (同放部), 岡
崎 篤 (虎の門病院放科)
核医学検査の予約登録オンライン化を達成すべく、核医学
オーダリングシステムを構築した。本システムに不適切な予
約登録を防ぐための機構を搭載したので報告する。核医学検
査を複数回行う場合には、適切な検査間隔をおくことが必要
であり、これは検査の組合せ、順序によって異なる。ガリウ
ムシンチの後に他の核医学検査を行う場合、数日間の間隔が
必要となることが多い。したがって、病棟、外来からガリウ
ムシンチの予約を登録する際には、骨シンチ等の他の核医学
検査も行う場合は検査順序に注意するようにアラートを表示
するようにした。また、順序を考慮したすべての組合せにつ
いて、必要な間隔のテーブルを作成し、その日数より間隔が
短い場合は予約登録ができないようにした（核医学検査室か
ら予約登録する場合はアラートの表示のみで登録は可能）。そ
の結果、不適切な予約登録を防止することができた。

344 シェーマベースの核医学レポート作成システム
渡辺 俊明 , 山平 興 (公立昭和放), 大友 邦 (東大放), 高田
博 (旭化成情報システム)
診断レポートの入力にはキーボード、ディクテーション、音
声認識などがあるが、いずれもテキストベースであり、所見
をわかりやすく図示するようなシェーマは別に作成する必要
がある。我々は所見を表すシェーマを作成すると同時にレ
ポートのテキスト部分を簡便に作成するシステムを骨シンチ
グラムを対象に試作したので報告する。テンプレートとなる
シェーマを画面に表示させ、所見のある部分にマウスカーソ
ルを置くことによりその部位の解剖学名、所見を形容する言
葉、所見の内容が候補としてリスト表示され、その中の必要
な部分を選択することにより、ひとつの所見を表現する文が
作成でき、これを所見ごとに繰り返すことによりレポートの
主要部分が簡便に作成可能となった。また経過観察の検査で
は、前回のシェーマに対し変化のあった部分にのみ変更を加
える操作により、簡便かつ迅速にレポートが作成可能となっ
た。
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345 音声認識による読影レポート作成システムの使用経
験

内山 眞幸 , 原田 潤太 (慈恵医大柏放), 井桁 嘉一 (日立メディ
コ技術研究所)
【目的】当院ではPACS環境下における放射線科画像診断読影
レポート作成システムを用いてきた。今回音声入力ソフトが
完成し、本年3月より全ての読影に使用している。この使用
経験につき報告する。【方法】ソフトは1998年より当院のレ
ポート作成システムにて構築したデータベースを基礎とし、
日立メディコが作成した音声入力ソフトNatura l -Repor t
(Acess97)である。音声入力はレポート本文のみでなく、文字
削除、検索、承認、登録、印刷も行え、時に起こる誤認識以
外はタイプする必要はない。【成績】放射線科診断医6名の認
識率は99％～93.3％であり、日常のレポート作成には支障な
く使用可能である。誤認識種類の内容は同音韻語誤認識、勘
違い(発音すべき単語を間違えて発音）、制御語誤認識(正確に
発音したが認識されない)、欠落・語尾誤認識(発音したが表
記されない)があり、今後どう対応していくかが課題となる。

腫瘍 / センチネルリンパ節
第８会場　11:00

346 乳癌センチネル節生検の適応の考察
小泉 満 , 野村 悦司 , 山田 康彦 (癌研病院アイソ)
放射性コロイドを用いたセンチネル節検出法 (SNB) は、乳癌
で腋窩リンパ節廓清に代る方法として期待されている。乳癌
に於けるSNBの適応を明確にすることを目的とした。方法：
'88年より'98年に乳癌手術および腋窩リンパ節廓清を行った
5892例で手術前に得られた患者情報と腋窩リンパ節転移の関
係を調べた。さらに、ベイズの理論を用いこれらの情報を事
前確率とした場合の予測確率を用いてSNB適応例を検討した。
SNBの感度、特異度は文献より求めた。結果および結論：手術
前の情報の内、臨床的リンパ節評価、腫瘍の大きさ、腫瘍の
病理組織が腋窩リンパ節転移と強い関連があった。SNBの結果
陰性であった患者の95％以上が正しく診断される群を選択す
るためには、臨床的にリンパ節転移なしで、病理情報が得ら
れない場合は腫瘍の大きさ2cmまで（T1まで）が良い適応で
ある。病理情報のある場合は予後の良い病理組織型の癌では
さらに大きな腫瘍まで良い適応となる。

347 皮膚悪性腫瘍に対する s e n t i n e l  n o d e
lymphoscintigraphyの有用性の検討

鞆田 義士 , 中田 肇 (産業医大放)
皮膚悪性腫瘍において、所属リンパ節廓清の適応決定が縮小
手術を行う際に重要であり、近年この所属リンパ節転移評価
のためsentinel node (SN) biopsy が広く行われている。2001
年 2月から2002年 1月までに悪性黒色腫5例、有棘細胞癌2
例の計7症例に対し、99mTc-Sn colloidを用いて術前にsentinel
node lymphoscintigraphyを施行した。対象は男性3例、女性4
例、年齢は42～86歳 (平均65.7歳) 。原発部位は足趾および
足底が4例、手指が2例、側腹部が1例であった。方法は99mTc-
Sn colloidを原発巣の周囲数カ所に皮内注射し、sentinel node
が確認できたものについてはマーキングを行った。7例中5例
でSNを同定し得た。SNを同定し得なかったのは手指と側腹
部原発の2例であった。また同定し得た5例中4例ではSNに
転移を認めず、観察期間が短いものの再発・転移を認めてい
ない。99mTc-Sn colloidを用いた本法は皮膚悪性腫瘍患者のリ
ンパ節転移検索に有用と思われた。

348 センチネルリンパ節検出薬剤としての99mTc-HYNIC-
NMAの評価

高木 恭子 , 金子 恵美 , 上原 知也 (千葉大院薬), 小泉 満 (癌研
病院), 荒野 泰 (千葉大院薬)
センチネルリンパ節（SN）検出において従来用いられている
99mTc-コロイド製剤は，主に粒子径によって体内動態が決定す
るため、投与部位からの速やかな移行および 2 次リンパ節
への流出抑制を両立させることは困難であると考えられる。
そこで本実験では，マクロファージに存在するマンノース受
容体を標的としてマンノース結合アルブミン（NMA）を選択
し，HYNICを用いて 99mTc標識を行った．マウスの足裏に皮
下投与し体内動態を検討したところ，マンノースを持たない
99mTc-HYNICアルブミン（HSA）および99mTc-コロイド製剤
（NANOCIS）と比較して，99mTc-HYNIC-NMAは 2 次リンパ節（下
腰リンパ節）へ流出することなくSN（膝窩リンパ節）に滞留
する割合が，投与１時間後において有意に高値であった．投
与部位での放射能残存はいずれも同程度であったことから，
99mTc-HYNIC-NMAのSN画像診断薬剤としての可能性が示され
た．

349 センチネルリンパ節シンチグラフィの検出限界：術
中ガンマプローブとの比較

野口 敦司 , 長谷川 義尚 , 勝田 稔三 , 橋詰 輝己 , 若杉 茂
俊 (大阪成人病核)
【目的】乳癌症例のセンチネルリンパ節同定に99mTc-Snコロイ
ドを用いている。術前シンチグラフィと術中ガンマプローブ
のセンチネルリンパ節同定が一致しない場合があり、両者に
おける検出能力およびシンチグラフィの検出限界について検
討した成績を報告する。【方法】センチネルリンパ節生検を
行った乳癌症例の中で、術中にガンマプローブでカウントが
測定できた102例を対象とした。【結果】摘出されたリンパ節
総数は232個であり、そのうちシンチグラフィで明瞭に描出
(強度描出)されたのは122個(52.6%)、淡く描出（軽度描出）
されたのは53個(22.8%)、描出されなかった（描出なし）の
は57個(24.6%)であった。【結論】術中ガンマプローブでは検
出できるが、シンチグラフィで検出できないリンパ節があり、
シンチグラフィでの検出率を高める必要がある。

心機能解析 PET
第８会場　13:15

350 心電図同期FDG/MIBI同時収集SPECTによる心筋
糖代謝、血流、左室機能同時評価の検討

松成 一朗 (先端医薬研), 金山 寿賀子 (金沢医大循), 米山 達也
(金沢大核), 松平 正道 (先端医薬研), 滝 淳一 , 中嶋 憲一 (金沢
大核), 竹越 襄 (金沢医大循), 利波 紀久 (金沢大核), 久田 欣一
(先端医薬研)
目的：心電図同期FDG/MIBI同時収集SPECTを用いて、心筋
糖代謝、血流、左室機能を同時に評価し得る可能性を、NH3/
FDG PETやMRIと比較検討した。方法：陳旧性心筋梗塞１９
例にDISA SPECTおよびNH3/FDG PETを施行した。また、こ
の内１６例でMRIを施行した。SPECTおよびPET画像は、視
覚的半定量評価によりviableあるいはnonviableと判定した。
結果：生存心筋に関するDISA SPECTとPETの一致率は95%
と高値を示した。また、左室機能の重要な指標であるLVEF
は、DISA SPECTはMRIとR=0.93と強い相関を示した。結
語：心電図同期FDG/MIBI同時収集SPECTは、心筋糖代謝、
血流、左室機能を一度の検査で評価し得る魅力的な診断手法
であることが示された。
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351 Gated NH3-PETを用いた左室容積および駆出率の自
動計測

金山 寿賀子 (金沢医大循), 松成 一朗 , 松平 正道 , 久田 欣一
(先端医薬研), 竹越 襄 (金沢医大循)
【目的】QGSプログラムをGated NH3-PETに応用し、冠動脈疾
患患者において左室容積および駆出率を自動計測し、LVGと比
較して有用性を検討する。【方法】48例の冠動脈疾患患者（平
均年齢63.1歳）を対象とし、Gated NH3-PETおよびLVGを施
行した。Gated NH3-PETはQGSを用いてEDV、ESV、EFを
計測し、LVGはRAOにてarea length法で計測した。【結果】
Gated NH3-PETから求めたEFはLVGからのEFとの間にR＝
0.80、EDV、ESVもそれぞれR＝0.78, R＝0.88と良好な相関
を認めた。しかし、Gated NH3-PETから求めたEFはLVGと
比較して、46％ vs 62％, p＜0.01と過小評価し、ESVは60ml
vs 41ml, p＜ 0.01と過大評価した。EDVはNH3-PETとLVG
の間には、有意差を認めなかった。【総括】Gated NH3-PETに
QGSを用いて冠動脈疾患患者におけるEDV、ESV、EFの自
動計測可能であった。しかし、臨床応用には、キャリブレー
ションが必要と考えられた。

352 心電図同期FDG PETによる左室機能評価：MRIと
の比較

米山 達也 (金沢大バイオ), 松成 一朗 (先端医薬研), 金山 寿賀
子 (金沢医大循), 松平 正道 (先端医薬研), 滝 淳一 , 中嶋 憲一
(金沢大バイオ), 竹越 襄 (金沢医大循), 久田 欣一 (先端医薬研)
, 利波 紀久 (金沢大バイオ)
目的：心電図同期FDG PETによる左室機能評価の妥当性をMRI
と比較検討した。方法：陳旧性心筋梗塞18例に心電図同期FDG
PETとMRIを施行した。心電図同期PETの解析にはQGSプ
ログラム、MRIにはMASSを用いて左室拡張末期容積(EDV)、
収縮末期容積(ESV)および左室駆出率(LVEF)を算出した。結
果：FDG PETによるLVEFは42%とMRIによる36%よりも
やや高値であった(P<0.05)。しかし、EDV、ESV、LVEFにお
ける両者の相関係数ははそれぞれ0.92、0.92、0.84といずれ
も良好であった。結語：心電図同期FDG PETにより左室機能
評価が十分可能であることが示された。

心機能解析 SPECT-1
第８会場　13:45

353 GatedSPECT/LVG/MDCTを用いた左室機能評価の
比較検討

井上 淑博 (済生会熊本病院画像診断センター), 松田 宏史 , 高
尾 祐治 (同心臓血管センター)
【目的】Gated SPECT,MDCT,LVGから求めた左室容積,駆出率
をMDCTでの値を標準として比較【対象】PCI施行後半年後
follow upでLVG,SPECT,CTを同時期に施行した連続例(梗塞
例含む)を対象【方法】SPECTは、R-R8分割で収集し、QGSで
解析、CTは slice2mmR-R間隔 ED0% ES40%、pith0.8-1.2で
収集,WorkStationにて解析,LVGはRAO30°1方向で収集、A/
D後WMALSP法にて算出【結果】SPECT,CT,LVGのEDV,ESV,EFは
EDV96mlv128mlP<0.05,ESV6mlvs59mlP<0.05,EF55％vs56％
(EDV107mlvs128ml P<0.05,ESV46mlvs59ml P<0.05, EF56％vs60
％)。SPECTとCT両方法間EF,EDV, ESVは何れも有意差を認
めなかった。無梗塞群においても同様の結果を認め ,EDV,
ESV, EFは各方法間において、何れも良好な正相関を認めた
【考察】LVGの2次元収集とSPECT, CT の 3D収集の相違に
よる左室機能評価には有意差を認め ,奥行き情報による影響
の可能性が示唆された .

354 心筋２核種（Tl-201／I-123）同時ゲート収集「ｐＦ
ＡＳＴ」解析についての基礎的検討

小野寺 敦 (船橋市立医セ放)
心筋Tl-201と I-123 の同時収集は、血流と代謝や交感神経の
乖離いわゆるミスマッチを検出する事より責任病変・重症度
診断を知る有用な方法である。また、それにゲート収集を加
えれば壁運動心機能を評価することができる。ｐＦＡＳＴ
ver.2はｐｃにて行える左室容積各種パラメータや心筋壁厚算
出、non-gateED/ES及び運動負荷時の解析可能なフリーソフト
である。従ってｐＦＡＳＴによるWashout、T1/2　を応用した
乖離情報ミスマッチマップ表示の有意検討を目的に、２核種
（Tl-201／ I-123）同時ゲート収集「ｐＦＡＳＴ」解析につい
てファントムも加えた収集条件の基礎的検討を行った。臨床
対象は28例である。Tl-201と I-123 の同時収集は、クロス
トークや低カウント集積が及ぼすパラメータ変化が算出値に
影響するため、多岐に渡り問題が残された。しかし「ｐＦＡ
ＳＴ」PolarMapモードは、乖離表示と心機能情報を併せて検
討することが可能となった。

355 Tl-201 心筋シンチにおける quantitat ive gated
SPECT (QGS)の左室容量と駆出率の評価

福島 賢慈 , 永松 仁 (東女医大循), 百瀬 満 , 小林 秀樹 , 近藤 千
里, 日下部 きよ子, 三橋 紀夫 (東女医大放), 笠貫 宏 (東女医大
循)
近年、Tc-99m製剤を用いた心筋シンチグラフィにおいて心筋
血流と同時に左室容量と収縮能の評価の有用性が報告されて
いるがTl-201(Tl)における有用性については明らかではない。
今回、Tlを用いたQGSにより左室駆出率(EF)と拡張末期容量
(EDV)の評価が可能かどうかを検討した。対象は当院でTlシ
ンチでQGSが施行され、同時期に左室造影（LVG）が行われ
ている64例で、QGS とLVGによりEFと EDVを算出して両
者を比較した。QGS, LVGで得られた両者のEFとEDVはそ
れぞれ良好な相関を示した（EF: r= 0.79, p<0.0001 ; EDV:
r=0.85, p<0.0001）。QGSはLVGに比べEFが7.8± 7.9％過大
評価、EDVが68±39ml過小評価した。Tl-201を用いたQGS
は数値を補正することによりEF, EDVを評価することが可能
である。

356 心電図同期 SPECT での容積過小評価の改善策
（Field change法）の有用性

今井 嘉門, 阪本 宏志, 小野田 学, 遠田 賢治, 武藤 誠, 斎藤 克
己 , 堀江 俊伸 , 中島 崇智 (埼玉循環器)
心電図同期SPECT を QGS で解析すると、左室収縮期容積
(ESV)は過小評価される。改善策を提案し、この有用性を検討
した。対象は左室造影(LVG)も施行した126例で、体表面積
(BSA)によりS群(<1.6m2)及びL群(≧1.6m2)に区分した。解析
は分析範囲を既設定値(ORI)の 34cmで、さらに17cmに縮小

ESV BSA
G-SPECT

LVG
ORI FC

S (n＝57) 33±33*** 36±34*   40±28

Absolute (ml) L (n＝69) 47±33ns 52±34ns   50±28

S vs. L p＜0.05 p＜0.05 NS

S (n＝57) 77±23*** 87±25*** 100±0

Relative (%) L (n＝69) 92±21*** 101±22ns 100±0

S vs. L p＜0.001 p＜0.01

*p＜0.05, ***p＜0.001 compared with LVG
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したField change法(FC)で施行した。ESVの絶対値及びLVG
のESVを100%とした相対値で検討した。FCでのESV過小
評価はORIより軽度で、特にS群で顕著であった。FCは有用
である。

357 BMIPP/Tl心筋SPECTでの左室容積測定に関する検
討

今井 嘉門, 阪本 宏志, 小野田 学, 遠田 賢治, 武藤 誠, 斎藤 克
己 , 堀江 俊伸 , 中島 崇智 (埼玉循環器)
心電図同期BMIPP(BM)/TlSPECTで左室心機能を評価するが、
欠損が容積測定に影響するか、急性心筋梗塞症を疑った92例
で検討した。対象はBMおよびTlの所見により、正常(NOR)、
救済群(SV(+))および非救済群(SV(-))に区分した。BMおよび
Tl画像で左室拡張末期(EDV)および収縮末期容積(ESV)を求
め、さらに各々でBM/Tl比を算出した。各群ともBMでの容
積はTlより有意に大で、SV(+)のBM/Tl比は他より大である
も有意差は認めなかった。欠損の有無は左室容積測定に有意
な影響を与えない。

NOR (n＝33) SV (－) (n＝37) SV (＋) (n＝22)

Tl (ml)   74±20 109±43 103±45

EDV BM (ml)   78±22## 115±46# 113±53##

BM/Tl 105±5 107±18 109±13

Tl (ml)   29±14   65±37   59±37

ESV BM (ml)   32±16##   69±38#   69±47##

BM/Tl 110±17 109±20 117±21

EF
Tl (%)   62±9　   44±13   46±11

BM (%)   60±10   43±11   43±12#

#: p＜0.05, ##: p＜0.01 compared with Tl

358 小児心疾患におけるゲート心プールSPECTとゲー
ト心筋SPECTによる心室容積評価

中嶋 憲一 , 樋口 隆弘 , 滝 淳一 , 河野 匡哉 , 利波 紀久
(金沢大核), 酒詰 忍 , 斎藤 剛克 (金沢大小児)
ゲート心筋SPECTにおいてQGSソフトウェアを用いた場合、小
容積の心臓において容積の過小評価が起きる。一方その後開
発された心プールSPECT用ソフト(QBS)において、小児領域で
の精度は明らかになっていない。そこで、小児先天性心疾患
(n=16)を対象に、Tc-99m MIBIによる心筋gated SPECTおよび
Tc-99m RBCによる心プールSPECTを施行し、心カテーテル
検査による容積(LVG)と比較した。左室拡張末期容積について
は、QBSとQGSの間に良好な相関が得られた(r=0.98)。QGSと
LVGの相関はr=0.93、QBSとLVGの相関はr=0.90と良好であっ
たが、QGS、QBSともにLVGに比して過小評価であった。個々
の症例では輪郭検出の不適切な症例が認められた。心プール、
心筋ともにgated SPECTにより検査可能であり、容積算出の
相関は良好だが、過小評価は両ソフトウェアともに認められ
今後の課題となる。

心機能解析 SPECT‐2
第８会場　14:45

359 肥大心筋における心筋輪郭抽出ソフトウェア
MEDcalによる心筋重量算出

西村 圭弘, 片渕 哲朗, 佐合 正義, 岡 尚嗣, 福地 一樹, 石田 良
雄 (国循セン放診), 加茂野 理 (シーメンス旭), 村瀬 研也 (阪大
保健)
心電図同期心筋SPECTによる左室心筋重量の計測にはQGS
の左室輪郭抽出アルゴリズムをnon Gate画像に適応し心筋重
量が算出されているが、左室が肥大している症例では壁厚の
カウントプロファイルが変化しQGSの心筋輪郭抽出が正確に
行なわれないこと考えられる。そこで壁厚に応じた設定値
（%SD）を入力することにより輪郭抽出を行なう自作ソフト
ウェアMEDcalを用い、肥厚した心筋の重量計測を試みた。方
法は心筋壁厚（4mm～25mm）が異なるファントムと高血圧
性症例を対象に心電図同期SPECTを行いMEDcalとQGSに
より左室容積値と心筋重量を計測した。その結果、心筋壁厚
が16mm以上ではQGSにより算出した左室容積は過大評価
し、心筋重量を過小評価した。MEDcalによる心筋重量算出
の計測は、QGSに比べ優れた精度で心筋重量の算出が可能で
あった。

360 心電図同期SPECT によるRegional Post-stress
Stunningの検出－Subtraction Mapによる収縮率の
経時的変化－

趙 圭一 , 汲田 伸一郎 , 水村 直 , 中條 秀信 , 鳥羽 正浩 ,
福嶋 善光 , 櫻井 実 , 隈崎 達夫 (日医大放)
【目的】心筋局所収縮能の経時的な変化を評価するためSub-
traction Mapを開発し，負荷後のRegional Post-stress Stunning
の検出を試みた。【方法】虚血性心疾患が疑われた79例を対
照としてTc-99m標識製剤を用いて安静時，運動負荷終了30
分後に心電図同期SPECTデータを収集した。安静時と負荷後
の拡張末期および収縮末期の極座標図から(ES-ED)/EDmaxに
て収縮率を算出し，Subtraction Mapを得て局所収縮率の変化
を評価した。【成績】虚血が陽性であった31例中，14例で局
所収縮率の低下を観察し得た。これら14例は収縮率低下を示
さなかった17例と比べ虚血範囲が有意に大きく，多枝病変の
頻度も大であった。【結論】　Subtraction Mapは負荷後のRe-
gional Post-stress Stunningの検出が可能で経時的な局所収縮能
の変化の評価に有用と思われた。

361 心電図同期SPECTを用いた経時的局所収縮能変化
の解析-Wall Thickening Subtraction Mapの開発 -

櫻井 実 , 汲田 伸一郎 , 趙 圭一 , 斎藤 晴美 , 小菅 豊 , 上
森 真理子 , 鳥羽 正浩 , 隈崎 達夫 (日本医大放)
目的：心電図同期(Gated)SPECTデータから算出される局所収
縮率の経時的な変化を評価するためSubtraction Map(S-Map)を
開発し，再現性について検討した。対照：Tc-99m標識心筋血
流製剤を使用し，1日法にて安静時，運動負荷終了20～30分
後にGated-SPECTデータを収集した虚血性心疾患疑いの79例
を対照とした。安静時と運動負荷後の拡張末期(ED)および収
縮末期(ES)単軸像を極座標展開し，(ES-ED)/EDでピクセルご
と算出したWall Thickening MapからS-Mapを作成し，検者
内，検者間の局所変化率の再現性を検討した。結果：S-Map
の局所変化率は検者内，検者間で優れた一致がみられた。梗
塞部に局所変化率の偽低下を生じたが，(ES-ED)/EDmax に
よって偽低下は改善された。結論：S-Mapは再現性が高く，局
所収縮能の経時的な変化の評価に有用と思われた。
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362 心筋軸および心筋SPECT再構成軸とBull’s eyeと
の関連

佐々木 一文 , 木谷 弘幸 (秋田大中放), 佐藤 公彦 , 戸村 則昭 ,
渡会 二郎 (秋田大放), 小坂 俊充 , 三浦 傳 (秋田大二内)
【目的】心筋SPECTのBull’s eye表示が左室軸の傾きと再構
成時の軸設定で回転する現象を、我々はファントムを用いて
報告してきた。今回これらが臨床にどう反映されるか、主要
冠動脈の近位部に狭窄のある一枝病変の症例で検討した。【方
法】肝高集積の影響を無くすvanishing liver positionで撮像し
たBull’s eyeで欠損部の回転を観察した。また被験者のポジ
ショニングと再構成軸合わせを正しく行い負荷時と安静時の
Bull’s eyeの回転を観察した。【結果】Vanishing liver position
で撮像したBull’s eyeは反時計回りにおよそ１０度回転して
いた。安静時のBull’s eyeは負荷時より負荷の強度に伴い０
度から１０度反時計回りに回転していた。【考察】血流増加率
等の評価で初期像と後期像の回転のずれは定量性の誤差要因
であり臨床でもポジショニングと軸合わせの重要性が示唆さ
れた。

363 心電図同期心筋SPECTのポーラーマップを利用し
た左室壁運動の評価　: 2D-echoとp-FASTの比較検
討

高橋 直人 (日本医大第二病院内), 山本 彰 (日本医大第二病院
放), 岩原 信一郎 , 宗像 一雄 (日本医大第二病院内)
【目的】P-FASTのWall Motion(WM), regional EF(rEF), %Wall
Thickening(%WT)のポーラーマップが左室壁運動評価に利用で
きるか、2D-echo(2DE)と比較検討した。【方法】対象は胸痛症
候群、心筋梗塞を含む25例。2DEでは左室を16分割し、0:
normal, 1:mild hypo, 2:severe hypo, 3:a- dyskineticにスコアー化
し、P-FASTではポーラーマップの25分割データを数学的に
16分割に変換した。2DEとp-FASTのスコアーの一致率、κ
係数、summed score(ss)の相関を検討した。【結果】WM, rEF,
%WTのスコアーの一致率、κ係数、ssの相関係数はrEFで最
良であった(85%,0.40,r=0.9 p＜0.01)。【考察】ポーラーマップ
を利用した壁運動評価は可能であり、rEFが最良と思われた。

散乱、減弱、PVE補正‐1
第８会場　15:35

364 SPECT位置分解能補正法に関する検討
金田 明義 , 本村 信篤 (東芝), 前田 壽登 , 山木 範泰 (藤田保大)
いくつかのSPECT位置分解能補正法について比較、検討を
行った。SPECTの画質を劣化させる要因の一つとして位置分解
能の不足がある。コリメータ開口により、コリメータからの
距離が離れるにつれて対象物を見込む角度が大きくなり、投
影データにより広がった場所の情報が入り込むため、位置分
解能を損なう。位置分解能の劣化を補正する手段としてコリ
メータの幾何学的形状と対象物からの距離を考慮したSPECT
位置分解能補正法が、いくつか提案されてきた。今回、復元
フィルターによる方法、逆投影範囲を制限した再構成法、コ
リメータ開口を考慮したOS-EM法の３種類の方法を検討した。
データは東芝製GCA-9300A/PIで収集したファントムと頭部
臨床データを使用した。位置分解能改善の程度、処理時間、ノ
イズの影響、更に減弱補正の効果などの比較評価を行ったの
で報告する。

365 心筋SPECT の減弱補正　－コンピュータシミュ
レーションによる補正－

白川 誠士 , 夏目 貴弘 , 山木 範泰 , 前田 壽登 (藤田保衛大
衛), 菊川 薫 (藤田保衛大放), 竹田 寛 (三重大放)
心筋SPECTにおいて、TCTを行わないコンピュータシミュ
レーションによる減弱補正を試みた。過去に心筋SPECTを施
行した52例、正常ボランティア１例を対象とした。SPECT像
より心筋領域スライス数、左室長軸水平、垂直角を測定し、そ
れらを考慮して短軸デジタル心臓ファントムを体軸断面に変
換した。SPECT像の心筋中央部スライスをリファレンスと
し、対応するスライスのデジタル心臓、体躯ファントムを順
次重ねて表示し、視覚的にそれぞれの位置、サイズを対象例
に一致させた。各ファントムとSPECT像より抽出した肝臓を
対応するスライスごとに自動的に重ね合わせ、減弱係数マッ
プを作成し、modified Chang法により減弱補正を行った。本
法により作成した減弱係数マップはTCTマップとほぼ一致し
た。また正常ボランティアに対する減弱補正は良好な結果を
示し、本法の有用性が示唆された。

366 心筋SPECTにおけるTCTなしでの減弱補正の試み
　－SSPAC法による減弱補正－

夏目 貴弘 , 長谷部 哲 , 山木 範泰 (藤田保衛大), 白川 誠
士 , 前田 壽登 (藤田保衛大), 竹田 寛 (三重大放)
SPECT画像の定量性向上のためSegmentation with Scatter and
Photopeak Window Data for Attenuation Correction（SSPAC）法
による減弱補正を試みた。Tc-99m製剤心筋SPECT時におけ
るコンプトン散乱およびフォトピークウィンドウデータに対
し、本法を用いて減弱係数画像を作成した後、減弱補正を
行った。Transmission CT（TCT）施行４症例において本法に
より求めた輪郭画像の精度を、また56症例について本法によ
る減弱補正を行った。輪郭画像はTCT画像と比較し、ほぼ一
致していることが認められた。また灌流異常が認められな
かった症例より作成したBull’s eye mapにおいて、補正前は
前壁、側壁に比して下壁から中隔にかけてのカウント低下が
認められたが、補正を行うことによってより均一な画像が得
られた。

367 RI投与後Transmissionデータを用いた簡便な吸収
補正法の検討

吉川 悦次 , 二ツ橋 昌実 , 岡田 裕之 (浜松ホトニクス), 尾
内 康臣 , 中村 文俊 , 菅野 敏彦 , 鳥塚 達郎 (浜松医療セ )
RI投与後に施行されるTransmissionデータを用いた簡便な吸
収補正方法を検討した。FDG投与後45 ～ 60分の頭部PET
Emission計測（E）の後ただちにTransmission計測（T+E）を
行った。このT+Eデータ内のEデータ成分は55～60分間に計
測されたEデータから時間的減衰補正を考慮して推定した。
減じる推定Eデータは、校正線源と自身のカウントによる装
置の計数落としのため、ある定数を乗じた項が必要であった。
また、従来のRI投与前Transmissionデータを用いた画像と比
較して、画像の中央部でやや低めの画素値を示した。本手法
は手軽な補正方法であるが、特別なハードウェアを必要とし
ないため導入が容易で、Segmented Attenuation Correction
法などと組み合わせればより精度が向上すると考察した。
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368 X線CT画像を用いた吸収および散乱線補正後の心
筋SPECTの臨床例での経験

窪田 靖志 , 大槻 克一 , 的場 聖明 (京都府立洛東病院循), 石津
徹幸 (京都府立洛東病院 RI), 中川 雅夫 (京都府医大二内), 稲
岡 祐一 (島津製作所)
心筋SPECTでは、時に吸収や散乱線の問題による取り込み低
下所見が出現し診断上影響を及ぼす症例があり、それらの補
正の検討がなされている。特に、今回、比較的簡便に施行可
能なX線CT画像を用いた吸収および散乱線補正につき検討
した。方法はX線 ST像をDICOM　３ . ０にて核医学装置
（PRISM-AXIS）に取り込み、SPECT像と画像重ね合わせをし、
TDCS法を用い散乱補正後に吸収補正付OSEM法で画像再構
成した。これらの結果を実際の臨床画像の効果につき検討報
告する。

画像再構成‐1
第９会場　9:00

369 少数投影からの心筋ＳＰＥＣＴの画像再構成におけ
る画質劣化要因の検討

尾川 浩一 (法政大工)
【目的】本研究の目的は、半導体検出器のような小型、軽量の
検出器を用いてＳＰＥＣＴ画像の再構成を行う場合の画質劣
化要因に対する検討を行うことである。【方法】この方法は２
つの直交する投影データのパワースペクトルの大きさを考慮
して、利用する投影データの角度を選択し、それをサブセッ
トとしてOS-EM法によって３次元的に画像を再構成するとい
うものである。【結果】シミュレーションにおいて画質劣化要
因として検討したものは、吸収、散乱の影響、肝臓の影響、カ
ウントの大きさなどであるが、いずれの現象に対しても、提
案する方法はほとんど影響がでないことが明らかとなった。
【結論】心筋の映像化を目的とした再構成法の有効性は、画質
劣化要因を付加した条件下でも明らかになった。

370 SPECT収集ステップ数と再構成画像の関係-FBP法
とOSEM法の比較 -

三村 浩朗 , 友光 達志 , 柳元 真一 , 大塚 信昭 , 曽根 照喜 , 福永
仁夫 (川崎医大核)
SPECT収集におけるステップ数は、FBP法による再構成画像
と密接な関係にあり、一方向当たりの収集時間とステップ数
は検査時間短縮化における重要な因子である。近年、コン
ピュータ性能の向上に伴いOSEM法が臨床レベルで使用可能と
なった。今回、ステップ数の減少が再構成画像に及ぼす影響
についてFBP法とOSEM法による画像を定性的および定量的に
比較検討した。方法は脳ファントムの灰白質と白質の放射能
濃度比を4対1で封入後、マトリックスサイズ128×128で自
動近接機構により SPECT を施行した。収集ステップ数は
15,20,30,45,60,90,120の 7種類であり、トータルの収集時間
は12分の一定とした。その結果、FBP法はステップ数の減少
によるアーチファクトの発生が顕著であったのに対し、
OSEM法のそれはみられなかった。OSEM法のコントラスト
はFBP法に対して約10％低値であったが、白質部位の均一性
は良好であった。

371 SPECT収集中の放射能変化による影響：OS-EM法
における検討

佐藤 順一 , 石川 幸雄 (旭川医大病放部), 秀毛 範至 , 沖崎
貴琢, 趙 春雷, 油野 民雄 (旭川医大放), 藤井 隆史 (旭川医大病
放部)
SPECT収集中の放射能変化が再構成像に与える影響につい
て、再構成法としてOS-EM法を用いた場合について検討を
行った。SPECT収集中の放射能変化によるartifact について
は、従来のFBP法による再構成法においてよく知られている
が、OS-EM法の場合についての詳細な検討は成されていな
かった。そこでファントムを使用してSPECT収集中に被写体
放射能が変化した場合をシミュレーシヨンし、再構成画像に
おけるartifact、画像歪み、カウントの変化についてOS-EM法
を用いて検討を行った。その結果、OS-EM法ではFBP法で問
題となる放射状のartifactは見られないものの、視野周囲に特
有な点状artifactが出現する場合がみられた。また、このartifact
は subsetに依存した。

372 低カウント条件下脳血流SPECTでのOSEM再構成
法の最適化

奥 直彦 (阪大放部), 北川 一夫 , 高沢 正志 , 吉川 卓也 , 朴 日淑
(阪大一内), 大崎 康宏 (阪大トレーサ), 藤埜 浩一 (阪大放部),
今泉 昌男 (阪大トレーサ), 西村 恒彦 (京府大放), 堀 正二 (阪大
一内)
ordered subset expectation maximization (OSEM)法は逐次
近似法による再構成法で従来の filtered back project ion
(FBP)法に比較して、特に低カウント条件下での再構成画像の
画質向上に期待されている。当施設の split dose I-123 IMP
法はdynamic収集を行っているため、各時相のイメージはノ
イズが大きく、診断に用いる画像も画質が十分でない。我々
は今回、ルーチン検査下の条件で撮影した上記方法のデータ
をOSEM法により低カウント条件下での再構成を行い、前処
理フィルターやsubset数、iteration数などのパラメータについ
て最適条件を検討し、FBP法で求めたacetazolamide反応性と
の一致性を検討したので報告する。

散乱、減弱、PVE補正‐2
第９会場　9:40

373 がん検診用ＰＥＴための特殊なセプタによる散乱補
正法

長谷川 智之 , (北里大医療衛生), 山谷 泰賀 (放医研医物 ,
東工大像情報), 田中 栄一 , 山下 貴司 , 渡辺 光雄 (浜松ホ
トニクス), 村山 秀雄 (放医研医物)
がん検診を主たる目的とした、これまでにない新しい設計思
想のＰＥＴ装置の開発が進められている。本装置は、約６８
ｃｍという大きな体軸方向視野を特徴とし、特殊なセプタ
（粗セプタ）の使用を想定している。粗セプタは、通常のセプ
タの枚数を減らすと同時に、一枚あたりの長さと厚さを増し
たものである。粗セプタにより、２次元モード程には装置感
度を落とすことなく、偶発同時計数や散乱線成分を低減する
ことができる。また、視野外放射能の影響にも対処できる新
しい散乱補正法が適用できる可能性がある。将来的には、検
出器系のコストを削減するために安価なＰＷＯ（酸化タング
ステン鉛）結晶の利用も考慮している。
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374 健常者のFDG-PETにおける部分容積効果の補正
金高 秀和 , 松田 博史 , 大西 隆 , 今林 悦子 (NCNP武蔵放), 中
野 正剛 (NCNP武蔵内), 加藤 麻子 , 田中 富美子 (NCNP武蔵
放)
【目的】PETの部分容積効果による影響を補正することによっ
て、灰白質容量に依存しない代謝異常の診断能を上げること
ができる。同時期に撮影したMRI画像を用いて、健常者FDG-
PETの部分容積効果の補正を行った。【方法】臨床所見および
既往歴等から健常者と診断した15名に対し、同時期にMRIと
FDG-PETを施行した。PET灰白質画像をMRI灰白質画像で除す
ることにより、部分容積効果を補正したPET画像を得た。【結
果】部分容積効果を補正したPET画像は全脳実質において、
ほぼ均一な代謝量を示した。また、各個人間で有意な差異は
認められなかった。【結論】FDG-PET画像におけるコントラ
ストは灰白質容量に依存しており、健常者灰白質の単位容積
あたりの代謝量はほぼ一定と考えられた。

375 脳SPECT/PETの部分容積効果補正用ソフトウェア
の開発

松田 博史, 金高 秀和, 大西 隆, 今林 悦子, 加藤 麻子, 田中 冨
美子 (国立精神・神経セ放), 相馬 努 , 竹村 直治 (第一RI)
脳SPECT/PET画像の部分容積効果を同時期に撮像した3次元
MRIを用いて行なう方法を開発し、さらに自動的に処理する
ソフトウェアを作製した。まず、Automated Image Registration
によりMRIとSPECT/PET像を同一の座標に登録した。次に
SPM99によりMRIのsegmentationを行い、灰白質セグメント
をSPECT/PET の FWHMでコンボリューションしたもので
SPECT/PET画像の灰白質成分を除することにより部分容積効
果を補正した画像を得た。処理時間はマニュアルの場合1時
間以上かかるが、本ソフトウェアでは15分以下であった。補
正後は、より均一な血流・代謝分布が観察された。補正前と
補正後の脳血流SPECT像を用いて、健常者において加齢およ
び性差と脳血流の関係を検討したところ、補正後においてよ
り有意の結果を得ることができた。

376 部分容積効果のSUV値に与える影響と補正の検討
岩瀬 幹生 (名古屋共立病院放), 玉井 伸一 , 山下 英二 , 小
林 敏樹 (名古屋放射線クリニック), 玉木 恒男 (名古屋共立
病院放),  川原 勝彦 (名古屋放射線クリニック),  平山 昭
(GEYMS技術開発センター ), 加藤 幸助 (GEYMS核医学営業
部)
(目的)対象物の容量が異なると同一濃度でもカウント差が生
じる。部分容積効果をファントムにより確認し、その補正方
法を検討した。（使用機器）PET装置:GE社製ADVANCE、ファン
トム:JIS-SPECTファントム(実験)直径の異なる円柱に同一濃
度のRIを入れ収集、画像再構成を行った。ファントム径に合
わせたROI内の平均と最高カウントを求め、ファントム径と
の関係を求めた。(結果)平均カウント(1)および最高カウント
(2)とファントム径の関係は次式のようになった。Ave(KBq/
ml) = 111.9 + 8.3 ×ファントム径(mm)   (R2=0.901)・・・
(1)　Max(KBq/ml) = 199.8 + 10.4 ×ファントム(mm)  　
(R2=0.83) ・・・(2)(結語)カウントとファントム径は良好な
相関関係を示し、(1),(2)の式より部分容積効果の補正が可能
なことが示唆された。

散乱、減弱、PVE補正‐3
第９会場　10:20

377 シングルトランスミッションスキャンによるPETの
吸収補正法の検討

水田 哲郎 , 北村 圭司 , 田中 和己 , 佐藤 友彦 , 天野 昌治 (島津
製作所)
シングルトランスミッションスキャンは、線源に近い検出器
での計数が不要であるため、検出器の不感時間の影響による
計数損失を小さくすることが出来る、従来のGe/Ga線源(半減
期約1年弱)に対して半減期の長い核種(例: Ba:約10年、Cs:約
30年)が選択できる、という特徴がある。これらの特徴を生か
すことで、従来の同時計数トランスミッションに比べて、短
時間でS/Nの高いトランスミッションデータを収集すること
が出来、同時にランニングコストが低減出来るという利点が
ある。本研究では単光子トランスミッションを実現する装置
設計を行うことを想定し、複数核種の線源強度、及び検出器
幾何の違いによる収集計数の検討を行ったので、その結果を
報告する。また検討した構成でのトランスミッションスキャ
ンをシミュレーションし、再構成して得られる吸収係数マッ
プの精度についても報告する。

378 頭部ＰＥＴ検査におけるTransmission scanの検討
中村 文俊 (浜松医療センター),  吉川 悦次 , 岡田 裕之 ,
二ッ橋 昌実 (浜松ホトニクス), 菅野 敏彦 , 鳥塚 達郎 , 尾
内 康臣 (浜松医療センター)
統計精度の向上を求めるには、Transmission scanは長時間収
集する事が望ましい。しかし、患者拘束時間が増大する為、可
能な限り短縮したい。一般的に頭部の検査では、１０分程度
と言われているが、装置ごとに特性（感度・校正線源の強度
等）は違う。そこで今回、当施設の頭部用ＰＥＴにおいて、
Transmission scan の最適時間の検討を行った。まず、均一
円筒ファントムおよび脳ファントムを用いて最適時間の検討
を行い、次に６人の痴呆患者のブドウ糖代謝画像を用い定量
値の変動を調べて評価した。

379 TransmissionデータがPET imageにおよぼす影響
玉井 伸一 (名古屋放射線クリニック), 岩瀬 幹生 (名古屋共
立病院放), 山下 英二 , 小林 敏樹 , 川原 勝彦 (名古屋放射
線クリニック), 玉木 恒男 (名古屋共立病院放), 平山 昭 (GEYMS
技術開発センター), 加藤 幸助 (GEYMS核医学営業部)
（目的）PET 画像はEmission dataのみで表現されることもあ
り、Transmission dataの PET画像に与える影響の報告は少な
い。我々はTransmission dataのPET画像に与える影響の検討
を行った。（使用機器）PET装置:GE社製ADVANCE、ファン
トム:JIS-SPECTファントム、心筋ファントム(実験)SPECT
ファントムと心筋ファントムを用いてTransmissionの収集時
間による均一性の確認と分解能実験を行った。(結果)Trans-
missionの収集時間を長くしたほうが、SDと分解能が向上し
た。(結語)実験結果からTransmission の収集時間が短いと、
Emissionのみの画像の方が分解能、SD共に良好であった。し
かし十分な時間Transmission収集を行うことにより分解能、
SD共に向上した。
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380 [11C]MP4A-PETにおける透過スキャンの省略
篠遠 仁 , 福士 清 , 長塚 伸一郎 , 田中 典子 , 青墳 章代 ,
黄田 常嘉 , 棚田 修二 , 入江 俊章 (放医研画像)
PETの定量的測定において透過スキャンが必要とされるが、
痴呆性患者は長時間の検査に耐えられないことが多い．今回、
[11C]MP4A-PETにおける透過スキャンの必要性について検討
した．アルツハイマー病3例において、エミッションデータ
を実測データにて吸収補正して求めたパラメータと、計算に
よる吸収補正をして求めたパラメータとを比較した．大脳皮
質各ROIのパラメータは血漿入力関数を用いる標準解析法、
用いない小脳リファレンス法とHerholz法との3通りの方法で
求めた．その結果、標準解析法において、透過スキャンの有
無によりK1値は 11 ～ 17％の差がみられたのに対し、k3 値
（AChE活性の指標）は1%以内の差しかみられなかった．小
脳リファレンス法とHerholz法で求めたk3値には、1%以内、
2%以内の差しか見られなかった．[11C]MP4A-PETでは透過ス
キャンを省略しても系統誤差なくk3 値を求めることができ
る．

脳 / 画像処理
第９会場　11:00

381 全血計測による[11C]β -CFT入力関数の検討
菅野 敏彦 , 尾内 康臣 , 中村 文俊 , 鳥塚 達郎 (浜松医療セ
ンタ－), 岡田 裕之 , 吉川 悦次 , 二ツ橋 昌実 (浜松ホトニ
クス)
[11C]β -CFT（CFT）定量PET検査時に於ける簡便かつ正確
な入力関数を得ることを目的として、患者30人（平均56.3歳）
より CFTの血漿／全血カウント比（P/B比）を測定し、全血
カウントのみから血漿中CFTカウントを推定した。P/B比は投
与直後から検査終了迄（90分間）ほぼ一定の値を示した（平
均0.826±0.014）。個人内でのP/B比の時間的変動はほとんど
無かった（変化率平均1.007±0.019）ことから、CFTの血漿
及び血球への時間的な取込みの差は無いものと考えられる。
これらのことから、CFT投与初期に動脈血自動γカウンターを
用い、後期に行なう数回の採血から得られるP/B比で全血CFT
カウントを補正することにより、血漿中CFTカウントを求め
ることができた。ピーク点を失うことなく正確な入力関数が
得られ、従来の23回動脈採血手法を省略でき、採血量も軽減
できることが示された。

382 統計的クラスタリング動態解析によるFDGパラメ
トリック画像

木村 裕一 , 石井 賢二 , 織田 圭一 (都老研PET), 北村 圭司 (島
津製作所), 石渡 喜一 (都老研PET)
【目的】統計的クラスタリングを、画素毎の動態解析へ適用す
ることによって、安定したパラメトリック画像の高速作成が
可能となる。しかし、雑音特性の劣悪な画素単位でのtTACを、
確実にクラスタリングするための方策が必要であった。【方法
結果】クラスタリングアルゴリズムにおける、一部パラメー
タの固定、及び、クラスタリングの前処理としての、画素デー
タの選別を行ったところ、頑強なクラスタリングが実現され
た。本アルゴリズムを、脳FDG PET画像に対して適用し、グ
ルコース輸送能 ,グルコース代謝率 , グルコースリン酸化率
の画像を作成したところ、平常例に対してアルツハイマー症
例では、輸送能に対してリン酸化率が相対的に低下しており、
MERAS症例では、亢進しているというパラメトリック画像
が得られ、FDG動態解析において、各速度定数のパラメト
リック画像を、個別検討することの有用性が示唆された。

383 PETとの比較によるDSC－MRIより得られた脳潅
流画像の検討　

圓見 純一郎 , 林 拓也 , 渡部 浩司 (国循研放医), 森脇 博 (国循
病脳内), 飯田 秀博 (国循研放医)
造影剤を使用したMRI(DSC－MRI)によって脳潅流画像の定
量化が試みられている。その定量精度について、実測データ
をもとに系統的なシミュレーションを行った。慢性脳主幹動
脈閉塞症の症例６例にてDSC－MRIを行い、脳血流量CBF、
脳血液量CBV、平均通過時間MTT画像を種々の数値計算ア
ルゴリズムにて作成し同時期に行ったPETにより得られた値
と比較し、その誤差伝播について検討した。Deconvolutionは
特異値分解法およびフーリエ変換法の２種類の方法で行い比
較した。2例について、DSC－MRIによるCBFが患側で約30%
高くなった。これはFT法を用いたときに顕著であった。動脈
入力関数のdelayおよびdispersion、データのサンプリング間
隔（TR）、CBVの過大評価を原因と考えシミュレーション検
討を行った結果、CBVの過大評価が原因と示唆された。

画像再構成‐2
第９会場　13:15

384 OS-EM法によるSPECT再構成における同時分解能
補正

山木 範泰 , 長谷部 哲 , 夏目 貴弘 (藤田保衛大大学院), 白
川 誠士 , 前田 壽登 (藤田保衛大衛), 竹田 寛 (三重大放)
OS-EMアルゴリズムにスライスごとの２次元分解能補正および
体軸方向を加味した３次元分解能補正を組み込み、比較検討
を行った。コンピュータで発生させた点線源ファントムおよ
び心臓ファントム（左心室に直径10,20および10mm厚の欠損
を挿入）から得られた投影データをOS-EM（補正無、２次元お
よび３次元分解能補正）法を用いて再構成を行った。点線源
ファントムにおける再構成結果は、体軸断面で比較した場合、
２次元、３次元分解能補正ともに同様な補正効果が認められ
た。冠状断面では、補正無および２次元分解能補正が同様な
結果を示したのに対し、３次元分解能補正では、真値にまで
補正された。心臓ファントムにおいては、特に直径10mmの
欠損部分の描出が、補正無および２次元分解能補正の場合、
困難であったのに対し、３次元分解能補正の場合、明確に描
出され、心筋厚も薄くなった。

385 FDG-PET画像のS/N比およびフィルター遮断周波
数と検出能 －FBP法－

庄司 安明 , 三浦 修一 , 菅原 重喜 , 茨木 正信 , 高橋 和弘 , 下瀬
川 恵久 , 畑澤 順 , 伊藤 浩 , 岡根 久美子 , 菅野 巖 (秋田脳研・
放)
FDG-PET画像のS/N比およびフィルター遮断周波数と検出能
－FBP法－ FDG-PET検査では検出能を劣化せずに可
能な限り短時間の測定が求められる。しかし、測定時間の短
縮は画質（S/N比）に影響を与える。今回、フィルター逆投
影法（FBP法）によるFDG-PET再構成画像において、画像の
S/N比およびフィルター遮断周波数と検出能の関係をファン
トム実験とreceiver operating characteristics（ROC）解析を用い
て評価した。実験は円筒状容器に病変部を模した直径1 cm程
度の球体を挿入したファントムを使用し、エミッション／ト
ランスミッション同時収集で行った。収集データはフィルタ
の遮断周波数を変化させて画像再構成した。画像の読影は病
変の有無と局在について５人の読影者によって行われた。こ
れらの読影結果をROC解析し、FBP法 によるFDG-PET画像
の最適なS/N比（測定時間）とフィルタ遮断周波数について
客観的に検討した。
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386 FDG-PET画像のS/N比および再構成パラメータと
検出能 －OSEM法－

三浦 修一 , 庄司 安明 , 菅原 重喜 , 茨木 正信 , 高橋 和弘 , 下瀬
川 恵久 , 畑澤 順 , 伊藤 浩 , 岡根 久美子 , 菅野 巖 (秋田脳研・
放)
FDG-PET画像のS/N比および再構成パラメータと検出能 －
OSEM法－ FDG-PET検査において、検出能を劣化せず
に可能な限り短時間の測定が求められる。しかし測定時間の
短縮は画質（S/N比）に影響を与える。今回、逐次近似法（OSEM
法）によるFDG-PET再構成画像において、画像のS/N比およ
び再構成パラメータと検出能の関係をファントム実験と re-
ceiver operating characteristics（ROC）解析を用いて評価した。
実験は円筒状容器に病変部を模した直径1 cm程度の球体を挿
入したファントムを使用し、エミッション／トランスミッ
ション同時収集で行った。収集データはサブセット数および
逐次近似回数を変化させて画像再構成した。画像の読影は病
変の有無と局在について５人の読影者によって行われた。こ
れらの読影結果をROC解析し、OSEM法によるFDG-PET画
像の最適なS/N比（測定時間）と再構成パラメータについて
客観的に検討した。

387 胸部腫瘍ファントムにおける画像再構成法FBPと
OSEMの比較

白 景明 , 横山 邦彦 , 樋口 隆弘 , 河野 匡哉 , 絹谷 清剛,
一柳 健次, 中嶋 憲一, 道岸 隆敏, 利波 紀久 (金大バイオトレー
サ)
目的：Tl-201胸部ファントムを使って、摸擬腫瘍ホットスポッ
トの描出を画像再構成法FBP（フィルター逆投影）とOSEM
（逐次近似法）を比較した。方法：同一径で種々の濃度のホッ
トスポットファントムを作成した。次に径を変えて作成した。
データ収集はGCA-9300A/HG　SPECTデータ処理装置を使用
した。画像再構成はFBPとOSEMを使用した。横断像でROI
を設定し、T/N (tumor/non-tumor) を計算し、比較した。結果：
臨床条件、連続収集法での濃度の倍数のPhantom 上では、
OSEM法のT/NTはFBPのより有意に高かった（P<0.001）。腫
瘍径を変えたファントムにもOSEM法はFBP法より有意に大
きかった(P<0.05)。結論：Tl-201胸部腫瘍ファントムに対し
て、OSEM法のT/NTはFBPより有意に高かった。

脳機能解析
第９会場　13:55

388 脳血流SPECTの3D-SSPにおいてreference部位の
違いが解析結果に及ぼす影響に関する検討

内田 佳孝 (千葉大放), 蓑島 聡 (ワシントン大学放), 岡田 真一
(千葉大精神科), 飯森 隆志, 木川 隆司 (千葉大放部), 伊東 久夫
(千葉大放)
【目的】脳血流SPECT画像の3D-SSP解析をする際に、用いる
reference部位の違いが結果に及ぼす影響について検討した。
【方法】正常38例と痴呆患者46例（Alzheimer病15例、その
他31例）の I-123 IMP SPECT画像を視床(TH)・橋(PS)・小脳
(CR)・全脳平均(GL)の 4部位を用いて正規化を行い、それぞ
れ正常平均・正常標準偏差・z-score画像を算出した。【成績】
正常38例において平均値はTHで全体的に低く、標準偏差は
CR＞PS＞TH＞GLの順で高かった。痴呆症例の解析結果は
他の3画像に比べてGLでは血流低下部位のz-scoreを高く描
出する事が可能で、病変の検出能が最も高かった（ROC解析、
p＜0.05）。【結論】脳血流SPECT画像の3D-SSP解析を行う
際は全脳平均で正規化した場合に痴呆病変の検出を容易にす
る可能性が示唆された。

389 3D SRTを用いたRVR法の精度の検討
倉橋 達人 , 水井 満 (東大阪市立総合病院放技), 岩崎 聖 (東大
阪市立総合病院放), 寺岡 悟見 (第一ラジオアイソトープ研究
所), 竹内 亮 (西神戸医療センター内)
RVR 法は脳循環予備能を評価することに利用されている。
本法の信頼性はPlacebo Studyで検証されてきたが、負荷時に
はLassenの補正を2回加える為、負荷時局所血流の信頼性を
疑問視する意見があった。　そこで、内頚動脈、中大脳動脈
狭窄又は閉塞病変を有す患者13例を対象に、DRLと共同開
発した安静時mCBF、安静時参照SPECT count、負荷時局所
SPECT countを用いて1回のLassenの補正から負荷時定量画
像を直接作成するプログラムにより得られた直接法(=y)の値
と従来法(=x)の値を3DSRTを用いて比較した。　両法の測定
値の相関はy=0.81x+9.7，r=0.99～y=x+0.4，r=0.99。変動係数
（CV)は平均0.4%～4.3%。　本法は、従来の解析法でも負荷
時反応性を過大評価させないと考えられた。

390 新しい脳血流SPECT用画像統計解析ソフトウェア
の開発と臨床評価

松田 博史 (国立精神・神経セ放), 水村 直 (日医大放), 相馬 努,
竹村 直治 , 吉岡 克則 , 寺岡 悟見 (第一RI)
SPM99により標準脳に形態変換された個々の脳血流SPECT
画像を、脳血流SPECTの正常データベースと比較し、3D-SSP
のごとく正常データベースとの差をZ-スコア表示により断層
画像および脳表投影画像に重畳するソフトウェア(easy Z score
Imaging System; eZIS)を開発した。本ソフトウェアと3D-SSP
の結果を比較したところ、脳表投影画像においてほぼ同一の
結果が得られた。eZISでは、表示するＺスコアの閾値および
有意の血流異常範囲の閾値を設定しうること、横断、矢状段、
冠状断像で結果を評価しうること、異常部位の位置とそのＺ
スコアをカーソルを置くことにより知りうることなどの特徴
を有する。また、処理時間も2分以内と短く、日常臨床に応
用しやすい。

391 脳FDG-PETにおけるSPMとNEUROSTATの解剖
学的標準化の比較

保坂 加代 (神大放), 坂本 攝 (先端医療セ映像), 石井 一成
(兵庫脳研画像), 千田 道雄 (先端医療セ映像), 定藤 規弘 (岡崎
生理研心理生理), 福田 寛 (東北大加齢研放), 加藤 隆司 (国療
長寿研生体機能), 杉村 和朗 (神大放)
健常者脳の18F-FDG PET画像においてSPMとNEUROSTAT(NS)の
中の解剖学的標準化ツールの精度を比較する。20名の健常者
にFDG-PETと高分解能T1強調MRIを施行した。各人のPET
とMRIを重ね合わせ、sylvius裂(SF)と中心溝(CS)をMRIの脳
表にマーキングした。NSのFDGテンプレートを用い、PET
画像をSPM99とNSで標準化した後、マーキング後のMRIを、
各々同じパラメータで標準化した。SPMおよびNSで標準化
されたMRIの各スライスで脳表上のSFとCSの座標を得て、
20名における平均座標をスライスごとに求め、各人での座標
のばらつきを測定した。また、脳の輪郭を20例重ね合わせ、
ずれたピクセル数を測定することでばらつきの程度を比較し
た。二種の標準化に顕著な差はなく、健常者脳の標準化は両
者で問題ないと考えられた。
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392 Easy Z-score Imaging System におけるファントム
補正の信頼性。

高野 政明 , 中込 俊雄 , 小堺 加智夫 (東邦大森RI), 丸山
路之 , 下出 淳子 (東邦 2 内)
【目的】eZIS におけるファントム補正の有用性を検討する。
【方法】健常50歳8例に対し99ｍTc-ECDによる脳血流SPECT
を PRISM-3000と PRISM-IRIXで施行し各々の健常データを
作成した。eZIS解析でファントム補正の有・無によるZスコ
アと当院データベースとのZスコアを求めた。結果】ファン
トム補正での検定ではZスコアは最大で3.5を示した。3000
データでは側脳室前角－基底角面付近のスライスで、IRIX
データでは頭頂面で血流低下を示す傾向であった。ファント
ム補正無しでのZスコアは最大で5.0を示し、後頭葉で血流
低下を示す傾向となった。3000データをIRIX-DBで3000デー
タを IRIX-DB で検定するとZスコアは低値をしめした。【ま
とめ】eZIS解析でのファントム補正はデータベース共有化に
有効であることが示唆された。

393 複数脳機能相関のパターン分類による比較
大橋 信一郎 (早大理工), 外山 比南子 , 上村 幸司 (放医研)
, 内山 明彦 (早大理工)
核医学では、異なるトレーサを用いたり、様々な負荷をかけ
て検査することで、ほぼ同時に多種の機能画像を得ることが
でき、それらの機能の間には組織の生態と病態に応じた相関
関係が存在する。本研究では複数のPET機能画像から多次元
の相関図を作成し、クラスタリングを行い臓器を機能の組み
合わせによって分類した。これらの結果を異なる被験者で客
観的に比較するために、各機能の各クラスタにおける平均値
の分布のパターン分類を行って、治療経過による変化を評価
した。血流量や糖代謝では、より定量的なパターン分類を行
うために、正常部位の基準となる機能の平均値が被験者間で
同じになるように規格化した。本法をパラメトリック画像に
も応用した。

脳血流定量
第９会場　14:55

394 IMP脳血流連続２回測定におけるdual-table ARG法
の精度

西澤 貞彦, 米倉 義晴 (福井医大高エネ), 土田 龍郎, 伊藤 春海
(福井医大放)
IMPとdual-table ARG法による脳血流連続２回測定の計測時
間や採血法を最適化しその精度を評価した。IMPの分布容積
の固定やDiamoxによる計測中の血流変化に起因する誤差、計
測時間の影響を模擬データにより検討した。計測時間は30-60
分の間で検討した。分布容積固定による誤差は高血流域で、
特に２回目の計測時間が長いほど大きく、血流変化の影響は
検査時間が短いほど大きかった。これらより検査時間を40
分、0分と25分にIMP、15分にDiamoxを投与するプロトコー
ルを作成した。50分の dynamic SPECTと頻回の動脈採血を
行った25例から標準入力関数を作成し、IMP double-injec-
tion法の非線形最小二乗法で得られたrCBFとの比較により、
標準入力関数の至適校正法を検討しdual-table ARG法の精度
を確認した。２回目のIMP投与後7分間の持続採血による校
正でrCBFの平均誤差は6％、５分時の一点採血では9.8％で
あった。

395 IMP-super early ARG法とMicrosphere法の比較検
討

増田 安彦 (旭川日赤放部), 牧野 憲一 (旭川日赤脳外)
飯田、小倉らによって開発された、IMP-super early ARG
(s.e.ARG)法と我々が従来から行ってきたMicrosphere(MS)法
とを同一データを用いて解析方法の違いによるrCBFとDiamox
反応性について検討した。MS法は5分と29分に全能カウント
を求め、その間の6.5分から、20分間のSPECTカウントを全
能カウント比によって5分時点に補正する方法をもちいた。
s.e.ARG法はスキャン時間を自由に設定可能であるため、MS
法のSPECTデータを用いて解析した。なお入力は5分持続動
脈採血を用い、MS法はオクタノール抽出カウントをもちい、
s.e.ARG法は、全血カウントを用いて入力とした。解析処理装
置は東芝GMS/PIを用いた。その結果、両者の安静時rCBFは
高い相関を示し、ほぼ同一結果を示したが、Diamox反応性に
ついては、s.e.ARG法が高値を示した。

396 IMP Super Early ARG法を用いた脳血流定量の検討
高橋 正昭 , 佐藤 勝保 (中村記念放), 中川原 譲二 , 中村 博彦
(中村記念脳外), 本村 信篤 (東芝)
【目的】IMP-ARG法はscan中心時間20～60分、一点採血時
間5～20分と設定時間に制限があった。Super Early ARG法
はscan開始・終了時間が0～60分及び採血時間が0～20分
までの任意の時間間隔に対応している。このSuper Early ARG
法の臨床的評価を行った。【方法】0～60分までの2分間隔で
dynamic SPECT(TEW収集)を行い、開始時間2分毎（20分間収
集）の脳血流量を測定した。これを従来のIMP-ARG法で求め
た脳血流量と比較検討した。【成績】大脳基底核レベルに設置
した12個のROIについて脳血流量の時間的変動率は、開始直
後では高く、経過時間とともに安定収束した。前頭葉、側頭
葉、後頭葉の灰白室における脳血流量の変動は平均4.7％、中
心灰白室・脳室での変動は平均9.2%であった。【結論】Super
Early ARG法は救急時の脳血流定量の即応性に対応し、安静・
負荷時の脳血流定量の1日法に応用可能と考えられた。

機器 / SPECT、他
第９会場　15:25

397 ファントムによるアンガー型ガンマカメラとモバイ
ル型ガンマカメラの比較検討

橋詰 輝己 , 野口 敦司 , 勝田 稔三 , 若杉 茂俊 , 長谷川 義
尚 (大阪成人病核)
今回、モバイル型ガンマカメラの使用する機会を得たのでセ
ンチネルリンパ(SN)に凝した陽性スポットを作製し、検出能
と分解能よりアンガー型ガンマカメラとの比較検討を行つた
ので報告する。コリメータはアンガー型では(LEHR)、モバイ
ル型カメラでは(LEHR)と(LEHS)の両者を検討した。陽性分解
能では、アンガー型(LEHR)では6mm、モバイル型カメラの
(LEHR)では４mm、(LEHＳ)では６mmの分解能が得られた。陽性
スポットではサイズを19mm,12.7mm,6.4mm,4.6mmとし、投与
部中心に四方に並べカメラ両者における検出限界を検討した。
陽性スポットの結果では、アンガー型では6.4mm、モバイル
型(LEHR)では6.4mm, (LEHＳ)では4.6mmの陽性スポット像
の検出が得られた。臨床例のアンガー型とモバイル型では検
出能は同等であった。


