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研究成果の概要（和文）： 慢性脳虚血に対する血行再建術後に認知機能の改善とともに脳代謝が改善する。この事実
は、機能を停止しているがviableである神経組織が存在することを示唆する。一方、ヒトで低酸素環境下のviable tis
sueを画像化できる18F‑FRP170がある。そこで、15O‑gas PETおよび18F‑FRP170 PETを用いて、脳主幹動脈の慢性閉塞に
よる慢性脳虚血における、低酸素組織の存在の有無について調べた。その結果、貧困灌流かつCMRO2が中等度低下した
部位で低酸素環境下のviable tissueが存在することがわかった。

研究成果の概要（英文）：PET detects hypoxic but viable tissue present in an acute ischmic area in the
human brain. The present study using PET with 18F‑FRP170 aimed to determine whether tissue with an
abnormally elevated uptake of 18F‑FRP170 exists in human chronic cerebral ischemia due to unilateral
atherosclerotic major cerebral artery occlusive disease.Tissues with abnormally elevated uptake of
18F‑FRP170 exist in human chronic cerebral ischemia characterized by a combination of misery perfusion
and moderately reduced oxygen metabolism due to unilateral atherosclerotic major cerebral artery
occlusive disease.
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１．研究開始当初の背景
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３．研究の方法
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