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はじめに

今日の核医学診療のうち、脳のSPECT検査数の増

加傾向は著しい。 さまさ、まな局所脳血流量の定量的測定

法の開発に伴い、その利用範囲はさらに広がっている。

今回は、脳のSPECT検査について概説する。

1. 検査状況

日本アイソトープ協会が報告している、第4回全国

核医学診療実態調査報告(調査期間I凹99貯7年6月 1 日へへ~句

30 日 ) によると、インビボ検査のうち、脳・脳脊髄の

検査数は、骨 ・ 関節、心臓・血管の検査数に次いで、

第3位である。 また、その検査数の増加傾向は著しく、

1997年6月の調査による検査数は、 1982年6月の調査

による検査数の4倍以上に増加している。 放射性医

薬品投与件数では 、 1 23I_IMPが最も多く、次いで、

99mTc-ECD、 99mTc-HM-PAO と続いているが、 3種薬

剤の件数は近接している 1 ) 。

2. 薬剤

脳の核医学検査に保険適用になっている放射性医

薬品のうち、 SPECT検査に頻用されているものとして

は 123I_IMP、 99mTc-ECD、 99mTc_HM_PAOがあり、そ

れぞれの薬剤の特性を活かして使い分けられている。

3. 123トIMP

上述した3種i 薬剤のうち、初回循環抽出率は最も高

く、静注後早期の脳内分布は脳血流分布をよく反映

する。 123I_IMPは、静注後超早期の5分間程度は、脳

から血管への洗い出しを無視することが可能で、、静

注後5分間の持続動脈採血と SPECT収集により、局

所脳血流の定量化が可能となる (マイクロスフェア

法) 2) 。 また、静注後、 急速に上昇した脳組織放射能

濃度は、約20分程度で、肺からの洗い出しによる入

力と脳組織からの洗い出しによる入力が、ほぽ等し

くなり、動的平衡状態に達する。 この、 2つの入力関

数を応用して、 一点動脈採血と SPECT収集により、

局所脳血流の定量化が可能となる (ARG法) 3) 。 また、

これら定量測定法は、より非浸袈的な手法として代

替として静脈採血を用いた方法も開発され、臨床応

用されている。 さらに、採血を伴わないNIMS法4) も

広く応用され始めている。

また、 1 23I_IMPの特徴のlつに、時間経過と共に、

その脳内分布が変化することがあげられる。 正常部

位と虚血部位の洗い出しの差によって、早期像では

低集積で、あった部位が、後期像では等集積となる、見

かけ上の再分布現象が生じ、 viability との関連性に

ついて論じられている 5) 。

4.99mTc-ECD 

初回循環抽出率は上述した3種薬剤のうち最も低

いが、早期逆拡散が99mTc_HM_PAOより少なく、高

血流領域と低血流領域のコントラストの高い画像が

得られる。 また、 99mTc製剤の特'性として、緊急検査

への応用も容易である。 右肘静脈から99r吋c-ECDを

ボーラス静注し、大動脈弓と大脳半球の時開放射能

曲線から、採血操作を伴わずに局所脳血流の定量化が
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図 1 . 0PCA

123卜IMP SPECTで小脳、 脳幹の著明な低集積を認める。

可能となり (Patl出-plot法) 、広 く臨床応用されているθ。

5. 脳血流SPECTの臨床応用

脳の疾患の中で、脳血流SPECTが最も高頻度で用

いられる疾患は脳の虚血性疾患であることは言うま

でもなく、脳血流SPECTの脳の虚血性疾患に対する

臨床的価値は確立されている。 しかし、脳の虚血性

疾患以外にも、脳血流SPECTの応用範囲は広い。

種々の精神神経疾患に対して、特異的な画像情報を

提供しうる。

脊髄小脳変性症では、各病型に対して血流低下領

域の違いが明瞭で、その代表的疾患であるオリーブ

胸小脳萎縮症 (OPCA) では、病初期から、小脳、脳

幹の血流低下が著明に検出される 7.8) (図 1 ) 。 アルツ

ハイマー病では両側側頭頭頂葉の血流低下が著明で

ある 9) が、 Pick病で、は、両側前頭葉の血流低下を認

める 10) (図2) 。 てんかんでは、発作期では高血流、間

欠期で低血流を示す症例が多く 11 )、焦点の同定や、

治療効果判定に有用である。 また、脳腫蕩では 、 一

般に低血流、あるいは欠損となる。

7. 機能画像から形態機能画像へ

脳血流SPECTは脳の血流状態を鋭敏に捉え、機

能画像として有用であるが、その一方で、 CT、 MRI

に比べ、分解能の点で、劣っている。 それを補うため

に、様々な開発が加えられている。 その一つに 、 CT

(あるいはMRI) との合成画像作成ソフトウェアの発

達が上げられる (図3) 0 CT (あるいはMRI) との合成

画像の作成を目的としたソフトウェアは、より簡便に、

かつ、より正確に行えるように開発が進んでいる。 もう一

つには、 Statistical parametric mapping (SPM) を用

いた定位脳座標系があり、浸透しつつある12) 。
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図2. Pick病

始"Tc・ECDSPECTで両側前頭葉の著明な低集積を認める 。

8. 新しい薬剤

脳のSPECT検査は、従来よりその主流は脳血流

SPECTで、現在にまで至っている 。 しかし、近年、

SPECT用の中枢性ベンゾジアゼピン受容体イメー

ジング製剤や、 ドーパミンD2受容体イメージング製

剤が開発され、臨床試験が全国的規模で行われ、 一

部は終了して認可を待っている段階である。 今後、

脳のSPECT検査は、さまざまな受容体イメージング

製剤の開発により、適応範囲の広い検査になってい

く ことが予想される。
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図3_ CTと脳血流SPECTの合成
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