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第 4 回核医学専門医試験問題（核医学各論）

B-1. 脳神経核医学

1. 正しいものを選べ．
(1) 健常人において，動脈血酸素分圧が 85 mmHg にまで低下すると脳血流量は増加する．
(2) normocapnia における動脈血炭酸ガス分圧変化に伴う脳血流変化は大きく，1 mmHg 増加

すると脳血流は 10% 上昇する．
(3) 脳血流の autoregulation は血管平滑筋の緊張の調節によりもたらされる．
(4) 高血圧者では autoregulation の下限が上昇する．
(5) ヘマトクリット値の増加により脳血流は増加する．

a.  (1), (2) b.  (1), (5)  　 c.  (2), (3) d.  (3), (4) e.  (4), (5)

2. 正しいものを選べ．
(1) 脳虚血発症後 3週間以上経過した症例での EC-IC bypass 適応を評価するための安静時お

よびアセタゾラミド負荷時の脳血流 SPECT に使用するトレーサはテクネチウム製剤が適
している．

(2) アセタゾラミドの脳血流に与える効果は投与数分後に最大となり，15分以降では急激に低
下する．

(3) 99mTc-ECDはキット製剤として提供されており，溶解後直ちに使用できるので脳虚血急性
期の血流検査に適している．

(4) 123I-IMPは灰白質からの洗い出しが白質からの洗い出しよりも早く，このため 3–4 時間の
画像ではより均一な集積像となる．

(5) 133Xeにおける脳血流測定に関して，133Xeの初回循環摂取率はほぼ 100% である．

a.  (1), (2) b.  (1), (5)  　 c.  (2), (3) d.  (3), (4) e.  (4), (5)

3. 左頸部頸動脈狭窄症の脳血流 PET 像と酸素摂取率画像を示す．この症例に内膜剥離術を行った術
後に出現する可能性の高い合併症はどれか．

a. 過灌流症候群 安静時 アセタゾラミド負荷時 酸素摂取率
b. 脳塞栓症
c. 低血圧
d. 静脈性梗塞
e. 髄膜炎

　　　　　　　　　　右 左
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4. 脳のブドウ糖代謝についての記述のうち正しいものの組み合わせを選べ．
(1) 動脈血中ブドウ糖の初回循環摂取率は酸素のそれと比較して低い．
(2) 脳の主なグルコーストランスポータはインスリン依存性である．
(3) 健常成人脳では小脳皮質のブドウ糖代謝が脳内で一番高い．
(4) 健常成人脳では側頭葉内側面のグルコース代謝は外側面と等しい．
(5) 神経細胞体の活動よりもシナプス活動のほうがブドウ糖消費が多い．

a.  (1), (2) b.  (1), (5)  　 c.  (2), (3) d.  (3), (4) e.  (4), (5)

5. 脳の神経膠腫 (glioma) についての記述のうち正しいものを選べ．
a. high grade glioma とは腫瘍組織の分化度の高い神経膠腫をいう．
b. 18F-FDGが周囲より強く集積する領域として描出される．
c. 201Tl-chlorideの後期像よりも早期像のほうが悪性度をより反映する．
d. 脳血流トレーサの集積程度は腫瘍の血流を反映していない．
e. 再発時には元の腫瘍と同じ grade の組織として再発する．

6. 脳血流の顕著な左右差が認められる疾患はどれか．
(1) 大脳皮質基底核変性症
(2) 意味性認知症
(3) レビー小体型認知症
(4) ハンチントン病
(5) シャイドレーガー症候群

a.  (1), (2) b.  (1), (5)  　 c.  (2), (3) d.  (3), (4) e.  (4), (5)

7. 虚血性ペナンブラの画像診断について正しい組み合わせはどれか．
(1) CT では，early CT sign として観察される．
(2) SPECT では残存脳血流量の欠損として診断される．
(3) MRI では，diffusion-perfusion mismatch 領域内に含まれる．
(4) PET では脳酸素摂取率が亢進している．
(5) rt-PA （アルテプラーゼ）による血栓溶解療法では SPECT は必須の画像診断とされる．

a.  (1), (2) b.  (1), (5)  　 c.  (2), (3) d.  (3), (4) e.  (4), (5)

8. 72 歳，男性．左片麻痺にて発症した右頸部内頸動脈狭窄症の症例である．発症後数日の間に，左
片麻痺が増悪したため，急性期ステント留置術が適応と判定された．ステント留置術後，早期に神
経症候が改善し，不隠などの症状は出現することなく経過した．本例の画像診断所見について，正
しい組み合わせはどれか．術前の MRI（拡散強調画像），術前術後の脳血管造影検査，術前術後の
脳血流 SPECT 検査を示す．

(1) 右脳梗塞は血行力学的機序により生じている．
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(2) ステント留置術前の脳血流 SPECT では，右中大脳動脈，前大脳動脈，後大脳動脈領域の
脳血流量が著明に低下している．

(3) 術前脳血流量が低下していた全領域で，ステント留置後に過灌流が生じている．
(4) 術後過灌流に対しては，降圧剤の投与は推奨されない．
(5) 本例の過灌流は一過性の脳血管麻痺により生じたものである．

a.  (1), (2), (3)　 b.  (1), (2), (5)　 c.  (1), (4), (5)

d.  (2), (3), (4)　 e.  (3), (4), (5)

右 左MRI 脳血流 SPECT

脳血管造影
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9. 次の疾患と脳血流パターンとの組み合わせで誤っているのはどれか．
a. アルツハイマー型認知症　―　後部帯状回の血流低下
b. レビー小体型認知症　―　後頭葉の血流低下
c. 進行性核上性麻痺　―　前頭葉の血流低下
d. パーキンソン病　―　線条体の血流低下
e. ハンチントン舞踏病　―　尾状核の血流低下

10. レビー小体型認知症で特徴的な画像所見はどれか．
(1) 後頭葉の血流低下
(2) 側頭葉内側の血流低下
(3) 123I-iomazenilの広範な大脳皮質集積低下
(4) 123I-MIBG心筋シンチによる心集積低下
(5) 線条体 dopamine トランスポータ (123I-β-CIT)の低下

a.  (1), (2), (3)　 b.  (1), (2), (5)　 c.  (1), (4), (5)

d.  (2), (3), (4)　 e.  (3), (4), (5)

11. 65 歳男性　主訴　異常行動
1ヶ月前から，幻覚や徘徊が出現し，記憶障害や尿失禁も明らかとなってきた．入院時には，歩行
障害や錐体外路症状がみられ，両側上肢にミオクローヌスも認められた．既往歴として，20代で
左前頭葉のロボトミー（統合失調症）を受けたことがある．初診時の頭部 MRI （拡散強調画像）と
123I-IMP SPECT 像を示す．
考えられる疾患はどれか．

a. アルツハイマー病
b. 非ヘルペス脳炎
c. 脳梗塞急性期
d. ミトコンドリア脳筋症
e. クロイツフェルト・ヤコブ病

右 左
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12. 99mTc-ECDによる脳血流 SPECT 正常例の血流分布の記述で誤っているのはどれか．
a. 側頭葉内側（海馬）は，基底核領域より高い．
b. 後頭葉内側の皮質は，前頭葉皮質に比較して高い．
c. 白質と脳室の区別は困難である．
d. 大脳皮質の血流は加齢とともに低下する．
e. 小児では小脳は大脳より低い．

13. 79 歳，男性．慢性腎不全で内科入院中認知症が疑われたが，MMSEは 28点と正常範囲内．左手
が思うように使えないことを自覚している．左上肢でバレー徴候陽性．図にこの症例の 123I-IMP脳
血流 SPECT 画像（図 1），3D-SSP画像（図 2）を示す．この症例，疾患について誤っているのはど
れか．

(1) 右大脳半球の血流低下が著明である．
(2)　左小脳に梗塞がある可能性が高い．
(3)　 123I-MIBG心筋シンチグラフィを施行すれば交

感神経機能の障害が認められる可能性が高
い．

(4)　この疾患について塩酸ドネペジルが有用とい
われている．

(5) 右基底核・視床の血流が低下しているが 3D-

SSP画像では判定できない．

a.  (1), (2), (3)　 b.  (1), (2), (5)　　　　
c.  (1), (4), (5) d.  (2), (3), (4)　　　　　
e.  (3), (4), (5)

図 2

左右

図 1
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14. 43 歳女性．10年前より後頭部から首，背中にかけての張りと痛みが持続している．3年前より症
状が増強している．特に後頭部が常に重く痛い感じがする．左肩から左手先にかけての軽度のしび
れと腰痛以外には明らかな神経症状は認めない．過去に内科・整形外科・脳外科に何度が受診した
ことがあり，CTや MRI検査も何度か受けているがそのたびに異常なしと診断されている．一般
的な頭痛薬では症状の改善はほとんどない．スキーを趣味にしていて 15年ほど前に木に激突して
多発骨折で入院した以外は既往歴，家族歴に特記事項なし．今回特に症状が悪化したため受診し
た．受診翌週の脳 MRI 画像（T1強調画像 (上段)， FLAIR (下段) Fig. 1）と111In-DTPAによる脳槽シ
ンチグラフィ像（Fig. 2：注入 3 時間後，Fig. 3：同 6 時間後，Fig. 4：同 24 時間後）を示す．脳槽
シンチグラフィ検査薬注入時の操作に特に問題はなかった．この症例について正しいのはどれか．

a. 交通性水頭症が疑われる．
b. MRI 画像にてこの疾患に特徴的な所見を認める．
c.　 脳槽シンチグラフィでは，検査薬注入 6時間後の画像までは異常を認めないが，24時間

後の画像で軽度の異常を認める．
d.　この疾患の治療としては自家血硬膜外注入（ブラッドパッチ）が一般的である．
e.　 疑われる疾患は，致死率が非常に高い．

右 左
Fig. 1 Fig. 2

Fig. 3a Fig. 3b Fig. 4a Fig. 4b



431

15. 図は正常者およびパーキンソン病・多系統萎縮症患者における神経伝達機能画像を示している．上
段 (A) および下段 (B) に当てはまる薬剤名の組み合わせについて，正しいものを選べ．

a. A; 123I-epidepride B; 123I-β-CIT

b. A; 123I-β-CIT B; 123I-IBF

c. A; 123I-iomazenil B; 123I-IBZM

d. A; 11C-raclopride B; 11C-SCH23390

e. A; 123I-β-CIT B; 123I-iomazenil

16. 脳レセプター検査について正しいのはどれか．
(1) 比放射能の単位は GBq/µmolである．
(2) 投与される放射性医薬品の放射能が同じ場合，比放射能が高いほど投与される放射性医薬

品に含まれる薬物量は多い．
(3) レセプター結合能 (binding potential, BP) の単位は mol/L である．
(4) レセプター結合能 (binding potential, BP) は，レセプター密度 (Bmax)とレセプター解離定数

(KD)の比 (Bmax/KD)に相当する値である．
(5) 高比放射能リガンドによる 1 回の検査ではレセプター密度 (Bmax) とレセプター解離定数

(KD)を独立に求めることはできない．

a.  (1), (2), (3)　 b.  (1), (2), (5)　 c.  (1), (4), (5)

d.  (2), (3), (4)　 e.  (3), (4), (5)

17. 内側側頭葉てんかん発作間欠期での正しい画像所見はどれか．
a. けいれん発作と同側の側頭葉内側下面で 99mTc-ECD集積低下
b. けいれん発作と反対側の側頭葉内側下面で 99mTc-DTPA集積低下
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c. けいれん発作と反対側の側頭葉内側下面で 18F-FDG集積増加
d. けいれん発作と反対側の側頭葉内側下面で 18F-FDG集積低下
e. けいれん発作と同側の側頭葉内側下面で 123I-iomazenil集積低下

18. 誤っているのはどれか．
(1) 動脈炎症候群で立位負荷を加えると，脳血流は低下する．
(2) 小児もやもや病には過呼吸負荷脳血流検査が有用である．
(3) 脳賦活 SPECT 検査には 123I-IMPが適している．
(4) ダイアモックス負荷の代わりに二酸化炭素を負荷する場合もある．
(5) 過呼吸負荷を加えると，脳血流は低下する．

a.  (1), (2) b.  (1), (5)  　 c.  (2), (3) d.  (3), (4) e.  (4), (5)

19. 以前から心筋症として経過観察中の 43歳女性．左上肢，左顔面の痙攣および嘔気・頭痛で発症．
約 1週間前にも視点が合わない，嘔気・頭痛等の症状があり入院したが，翌日の頭部 CTでは異
常が認められず退院していた．その後頭痛や発熱等の症状はなかった．今回，発症当日のMRA検
査では，頸部および頭部の主幹動脈に狭窄性病変等の異常は認められていない．発症 3日後およ
び 18 日後の 123I-IMP SPECT 画像を示す．最も考えられる疾患はどれか．

a. 右後大脳動脈閉塞
b. ヘルペス脳炎
c. 右後頭葉てんかん
d. ミトコンドリア脳筋症
e. 右側頭後頭葉の脳出血

(1) 発症 3 日後
R

(2) 発症 18 日後
R L

L
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20. 脳機能定量法と解析法に関する記述のうち誤っているものの組み合わせを選べ．
(1) 99mTc-HMPAOおよび 99mTc-ECDパトラックプロット法では動脈入力関数を直接測定する．
(2) Statistical Parametric Mapping (SPM) では薬剤ごとのテンプレートが必要である．
(3) 15O平衡法による血流測定では H2

15Oオートラジオグラフィ法に比べ誤差が増幅されやす
い．

(4) 123I-IMPは 99mTc-ECDに比べ脳組織血液分配係数が低い．
(5) 123I-iomazenilの解析には小脳を参照とした集積比（対小脳比）が用いられる．

a.  (1), (2), (3)　 b.  (1), (2), (5)　 c.  (1), (4), (5)

d.  (2), (3), (4)　 e.  (3), (4), (5)




