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《原著》

正常圧水頭症におけるX線CTと脳槽シンチ
　　　　　　　　グラフィの臨床的検討

須井　　修＊　　前田　敏男＊

道岸　隆敏＊　久田　欣一＊

松田　博史＊　石田　博子＊

林　　　実＊＊

　要旨　正常圧水頭症の診断で脳室短絡術が施行された14例について脳槽シンチグラフィの所見を再検討し，

X線CTの所見や脳室短絡術の結果と比較した．手術の効果は7例に認めた．

　脳室短絡術の効果と最も良く一致した脳槽シンチグラフィ所見は，48時間像における両側クモ膜下腔閉塞

による脳室描画であった．この所見を示した7例中6例では手術の効果を認めたが，頭部カウント数の5時

間値に対する24時間値の比が0．5以下を示し，X線CTで脳実質の損傷を示した1例では手術の効果が得

られなかった．なお，24時間像における脳室描画や頭部RIクリアランスの遅延は手術効果の予測に役立た

ず，48時間像が重要であることがわかった．X線CTで，シルビウス裂がはっきりしない8例中6例に手

術の効果を認めた．

　臨床所見とX線CTにて正常圧水頭症が疑われる症例に脳槽シンチグラフィを追加することは，脳室短

絡術の効果予測に有用である．

1．はじめに

　脳槽シンチグラフィは脳脊髄液の生理的な流れ

や分布を，非侵襲的に評価する方法として，種々

の中枢神経疾患，とりわけ水頭症の鑑別診断に実

施されている．特に，正常圧水頭症（以下NPHと

略す）に対する脳脊髄液短絡術（以下CSF　shunt

術と略す）の適応を決定する術前検査として，脳

槽シンチグラフィの意義が重要視されてきた．し

かし，X線CTの登場によって，脳槽シンチグラ

フィの臨床的価値に関しては懐疑的な傾向が生じ，

全く価値を認めないという報告もある1）．

　NPHに対するCSF　shunt術の効果を術前に正

確に予測する方法については，多数の報告2・3）が

なされているが，現在も十分な結果は得られてい
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ない．そこでわれわれは，NPHの診断のもとに

CSF　shunt術が施行された症例について，　Briggs

らの提案4）に基づき，X線CTと脳槽シンチグラ

フィの所見を検討し，これらの術前検査所見と

CSF　shunt術の効果を比較検討したので報告する．

II．対象と方法

　対象は1979年1月より1982年3月までにNPH

の診断のもとに，CSF　shunt術をうけた14名であ

る．男9名，女5名で，年齢は32歳から70歳ま

でで，平均年齢は55歳である（Table　1）．原因は，

クモ膜下出血7名（動脈瘤によるもの6名，動静

脈奇形によるもの1名），外傷後のもの5名，原

因不明2名である．なお，術前のNPHの診断基

準は，（1）CSF圧が200mmH20以下であり，

（2）臨床症状としては，痴呆，歩行障害，尿失禁

のうち2つ以上を示し（3つとも示したもの6例，

2つしか示さなかったもの8例），（3）X線CTで

脳室拡大を示し，（4）脳槽シンチグラムで24時間

まで脳室描画を示すものとした．これらの症例の

術前のX線CTおよび脳槽シンチグラフィの所見
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を再検討し，CSF　shunt術の適応基準としての有

用性を検討した．

　脳槽シンチグラフィは，腰椎穿刺で1111n－DTPA

（日本メジフィジックス社製）lmCiをクモ膜下腔

に注入し，2時間，5時間，24時間および48時間

後に頭部前面，後面および左右両側面像を100～

150秒のプリセットタイムにてガンマカメラで撮

像した．前面像撮像時に頭部カウント数を1111n

の物理学的減衰を補正して測定した．

Table　1 Distribution　of　patients　included

in　this　study

　X線CTは，　EMI－1010を使用し，原則として

OM－lineを基準とし，スライス幅10mmで8ス

ライスのスキャンを施行した．

IH．結 果

　X線CT所見は，脳室拡大の程度，側脳室前角

部近傍の低吸収域（periventricular　lucency）の有無

およびシルビウス裂の拡大の有無で分類した．シ

Table　2 Relationship　between　CT　findings　and　clini－

cal「esPonse　to　CSF　shunting

X－ray　CT　findings

Etiology Male

SAH　　Aneurysm
　　　　AVM
Post　trauma

Unknown
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「
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　　　　　　　　　　　　（a）　　　　　　　　　　　　　　（b）

Fig．1　Relationship　between　ratio　of　head　counts　and　clinicel　response　to　CSF　shunting．

　　　　C24／C5＝head　counts　at　24　hours（C24）／head　counts　at　5　hours（C5）

　　　　C48／C24＝head　counts　at　48　hours（C48）／head　counts　at　24　hours（C24）
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Table　3　Relationship　between　radionuclide　cisterno－

　　　　graphy　findings　and　clinical　response　to　CSF

　　　　shunting

Ventricular
reflux（24hr）

Ventricular

reHux（48hr）

Bilateral

subarachnoid
　space　block

（Unilateral）

Ventricular
reflux（48hr）

　　十
Bilateral

SAS　block

　　　　　No．　of　　No．　of　not
No．　of
　　　　　improved　improved
cases
　　　　　　cases　　　　　　cases

14

9

7

9）．．

7

6

6

（1）＊

7 6

7

3

1

（1）

1

＊Slightly　improved　case．

All　cases　with　bilateral　subarachnoid　space　block

demonstrated　persistent　ventricular　reflux　until　48　hr．

Table　4　Comparison　of　X－ray　CT　and　radionuclide

　　　　cisternography　and　the　effect　of　CSF　shunting

X－ray　CT　findings
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Radionuclide
cisternography

　findings
Sylvian　fissure

Ventricular

　reflux　　（48　hr）

　　　十
Bilateral　SAS　block

Others

　（一）

○○○○
○○

△
．

△

（＋）

△△△△
△口

○：Improved　case，　□：Slightly　Improved　case，

△：Not　Improved　case．

SAS：subarachnoid　space

ルビウス裂については，X線CT上，2スライス

にわたりはっきりと見える場合を（＋）とした．

CSF　shunt術にて症状の改善を認めたのは，術前

X線CTで（a）脳室が軽度拡大を示した2例中1

例，中等度拡大を示した10例中6例，高度拡大を

示した2例中0例，（b）シルビウス裂が2スライ

ス以上に見えた6例中1例，はっきりと見えなか

った8例中6例，（c）periventricular　lucencyを示

した5例中3例，示さなかった9例中4例である

（Table　2）．　X線CTの所見としては，シルビウス

裂の拡大の有無がCSF　shunt術の効果予測に最も

有用であった．

　脳槽シンチグラフィの5時間値に対する24時間

値の頭部カウントの比（C24／C5）は，術後経過の良

かった7例全例が0．5以上を示し，特に5例は1

以上（24時間値が最大値）であり，頭部RIクリア

ランスの遅延を示した［Fig．1（a）］．しかし，　shunt

術の効果の認められなかった7例中5例も24時間

値が最大値を示し，頭部RIクリアランスの明ら

かな遅延を示した．C24／C5がいわゆる正常と言わ

れている0．5以下を示したのは，わずか1例だけ

であり，この例は術後軽快を示さなかった．24時

間値に対する48時間値の頭部カウントの比（C48／

C24）も術後の経過とは無関係であった【Fig．1（b）］．

　脳槽シンチグラフィが24時間まで脳室描画を示

した例（48時間まで脳室描画を示した例も含む）

は，14例中7例しかCSF　shunt術の効果を示さ

なかったが，48時間まで脳室描画を示したものは，

9例中6例に効果があった．48時間像で両側クモ

膜下腔閉塞を示すものは，すべて48時間まで脳室

描画を示し，これは7例中6例にCSF　shunt術の

効果がみられた．これより，脳槽シンチグラフィ

では脳室描画は48時間まで持続することが重要で

あり，特に48時間像の両側クモ膜下腔閉塞所見が

CSF　shunt術の効果を術前に予測するのに重要な

指標と考えられた（Table　3）．

　X線CTと脳槽シンチグラフィの所見を対比す

ると，脳槽シンチグラフィでは48時間まで両側

クモ膜下腔閉塞と脳室描画を示し，X線CTにて

シルビウス裂がみられなかった7例は1例を除き

すべてがCSF　shunt術にて症状の改善を示した

（Table　4）．　CSF　shunt術にて効果が得られなかっ

た1例は，X線CTにて脳実質の損傷が著明であ

り，C24／C5は0．5以下を示した．脳槽シンチグラ

フィ上，48時間まで片側のみのクモ膜下腔閉塞と

24時間までの脳室描画を示し，C24／C5が2．33と

頭部RIクリアランスの著しい遅延を示し，　X線

CTでシルビウス裂の片側拡大を示した1例（Table

4の口印の症例）はCSF　shunt術により軽度の症
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Fig．2　Case　1：Improved　case　after　CSF　shunting

　　　　　Radionuclide　cisternograms　show　ventricular

　　　　reflux　and　bilateral　subarachnoid　space　block

　　　　　up　to　48　hours．

　　　　　Ratio　of　head　counts：C24／C5＝1．41，　C48／C24ニ

　　　　0．52．

　　　　　X－ray　CT　show　slightly　enlarged　ventricles，　peri－

　　　　　ventricular　lucency　and　poor－visualization　of

　　　　　Sylvian　fissures　at　two　cross　sectlons・

状改善を示した．

　代表的症例を呈示する．

　〈症例1＞　55歳　女性

　　クモ膜下出血の症例で脳動脈瘤の手術後，歩行

障害，失見当識，尿失禁を生じた．脳槽シンチグ

ラフィは48時間まで両側クモ膜下腔閉塞および

持続脳室描画を示した．頭部RIクリアランスは

ANT

48hr

R－LAT

Fig．3　Case　2：Not　improved　case　after　CSF　shunting

　　　　　On　the　radionuclide　cisternograms，　the　lateral

　　　　ventricles　are　shown　on　5　and　24－hour　images

　　　　　but　not　on　48－hour　images．　Sylvian　cisterns　and

　　　　cerebral　convexity　are　also　visualized　on　24　and

　　　　　48－hour　images．

　　　　　Ratio　of　head　counts：　C24／C5＝1．01，　C48／C24

　　　　　＝0．60．

　　　　　X－ray　CT　show　moderately　enlarged　ventricles，

　　　　　no　periventricular　lucency　and　enlarged　Sylvian

　　　　　fissures　at　two　cross　s㏄tions．

C24／C5＝1．41およびC48／C24＝0．52であった（Fig．

2）．X線CTでは軽度脳室拡大を示し，　peri－

ventricular　lucencyがみられたが，シルビウス裂

は描出されなかった（Fig．2）．　CSF　shunt術にて

症状は軽快した．
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　〈症∫列2＞　64歳　　女性

　原因不明の歩行障害，尿失禁，情動障害を示し

た．脳槽シンチグラフィは24時間まで脳室描画を

示したが，48時間像では脳室描画は不明瞭であつ

た．傍矢状部の描出は不明瞭であるが，少なくと

もシルビウス槽レベルの閉塞はないと考えられた．

頭部RIクリアランスはC24／C5＝LO1，　C48／C24－

0．60であった（Fig．3）．　X線CTは，脳室の中等

度拡大を示したが，periventricular　lucencyは示

さなかった．シルビウス裂は両側とも描出された

（Fi9・3）．　CSF　shunt術施行後も症状の改善は認

められなかった．

IV．考　　案

　Adamsらによって，　NPHはCSF　shunt術にて

劇的に症状が改善することが報告され5），注目を

あびるようになった．その後，NPHに対するCSF

shunt術の適応範囲が拡大され過ぎる傾向となっ

たためか，CSF　shunt術にても症状の改善しない

例がみられるようになった．これに対し，術前の

気脳写，脳槽シンチグラフィ，X線CT，脳血流

測定などの所見の検討が報告されているが，いま

だCSF　shunt術の正確な適応基準となるものは

ない．最近は，持続脳圧測定法がCSFshunt術の

適応基準として信頼できるとの報告6）があるが，

本法は侵襲性の特殊な検査であり，スクリーニン

グ検査としては適さない．

　今回，われわれはBriggsらの提案に基づきCSF

shunt術前の脳槽シンチグラフィ，　X線CT所見

を検討したわけであるが，彼らは，脳槽シンチグ

ラフィにおいては，48時間までの脳室描画と両側

クモ膜下腔閉塞所見を強調し，X線CTにおいて

は，脳室拡大，シルビウス槽の拡大，そして脳溝

が認められないか，または認められても軽度であ

ることを強調している．

　脳槽シンチグラフィにおけるわれわれの検討結

果は，48時間までの両側クモ膜下腔閉塞および持

続脳室描画所見がCSF　shunt術の効果予測に重要

な指標となり得ることを示している．これは，

Briggsらの意見と一致している．14例全例が24

655

時間像で脳室描画を示したが，その半数はCSF

shunt術にても症状が不変であったことを考慮す

ると，脳槽シンチグラフィは48時間像で診断する

ことが重要であると考える．

　頭部RIクリアランスは，　CSF　shunt術の適応

を決める際の1っの指標と考えられている．今回

の検討では，CSF　shunt術の効果のあった症例の

C24／C5は05以上を示したが，クリアランスの遅

延のみでは術後効果を予測できない．頭部RIク

リアランスの遅延は，NPH以外の種々の疾患で

も認められる非特異的所見であり，また腰椎穿刺

にてRIを注入する際の注入漏れの影響もうける

ため，評価に際しては注意を要する．しかし，脳

室描画を24時間までしか示さず，片側のクモ膜下

腔閉塞を示した1例はCSF　shunt術にて症状の

軽度改善を示しており，この症例のC24／C5は2．33

と著明な遅延を呈していたこと，48時間像で両側

クモ膜下腔の閉塞と脳室描画を示したが，CSF

shunt術の効果の得られなかった1例のC24／C5は

0．35と良好な頭部RIクリアランスを示していた

点は興味深い．

　X線CT所見については，中等度の脳室拡大，

periventricular　lucencyを示すもの，シルビウス裂

が認められないものがCSFshunt術にて効果を示

す傾向にあるが，これらの所見のみでは術後効果

予測は不十分である．今回の検討では，特にシルビ

ウス裂が認められないことは，かなりCSF　shunt

術の効果予測に役立つ結果を示し，今後の追試が

必要である．X線CTにおける脳溝の出現程度で，

加齢による生理的な変化か，または脳萎縮かを区

別することは困難であるため，今回は検討しなか

った．X線CT上，2スライスにわたってシルビ

ウス裂がはっきりみられるか否かによって，CSF

shunt術の効果を予測することは，脳萎縮との鑑

別を必要とするNPHにとって簡便な判定基準と

考えられる．

　なお，本文中には述べていないが，原因不明の

NPHの疑いで，　X線CTおよび脳槽シンチグラ

フィを施行し，CSF　shunt術が施行されなかった

症例が24例あった．これらは脳槽シンチグラフィ
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では，48時間までの持続脳室描画とクモ膜下腔閉

塞を示したものはなく，X線CTでは脳室拡大と

シルビウス裂の描出を示し，いずれも臨床的に老

人性痴呆または脳萎縮と診断された．また，本文

中でとりあげた原因不明のNPHと診断された2

例（1例はFig．3に示す）が，　shunt術の効果を示

さなかったことを考慮すると，原因不明の症例で

はCSF　shunt術の効果を期待できるNPHは，非

常に稀ではないかとわれわれは考えている．

　今回は臨床的にNPHと診断され，　CSF　shunt

術が施行された症例のみの検討であったため，症

例数は14例と限られているが，脳槽シンチグラフ

ィはCSF　shunt術前の検査として有用であるとの

結果を得た．

V．結　　論

　臨床症状にて選択されたNPHの症例において，

脳槽シンチグラフィが48時間まで両側クモ膜下腔

閉塞と脳室描画を示し，C24／C5が0．5以上を示し，

それに加え，X線CTにてシルビウス裂が2スラ

イスにわたってはっきりと認められず，脳実質損

傷を有さない場合は，CSF　shnut術の効果が期待

できると考えられた．
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Summary

Clinical　Evaluation　of　Radionuclide　Cisternography　and　X－ray　CT

　　　　　　　　　　　　　　in　Norma1　Pressure　Hydrocephalus

Osamu　Sul＊，　Toshio　MAEDA＊，　Hiroshi　MATsuDA＊，　Hiroko　IsHIDA＊，

Takatoshi　MlcHIGIsHI＊，　Kinichi　HlsADA＊and　Minoru　HAYAsHI＊＊

　　　　　　　　　　　　　　＊1）epartme〃t　of　Nuclear」lfedicine，

帥1）卿〃〃lent　ofハ「euroぷ〃rgery，　School　ofルledicine，　Kanazawa　University

　　The　retrospective　reevaluations　of　the　radionu－

clide　cisternogram　and　X－ray　CT　were　studied　in

14cases　in　whom　cerebrospinal　fluid　shunt　were

instaled　under　the　diagnosis　of　normal　pressure

hydrocephalus　after　these　examinations．　Only　half

of　these　cases　showed　clinical　improvement　after

shunt　operation．

　　The　most　reliable　finding　of　the　cisternography

was　the　persistent　ventricular　visualization　with

bilateral　block　at　subarachnoid　space　on　48　hour－

image．　These　findings　were　observed　in　seven

cases，　and　all　of　them　but　one　case　showed　clinical

improvement　after　shunt　installation．　The　excep・

tional　one　case　in　whom　shunt　was　not　effective

showed　very　rapid　clearance　of　radionuclide　from

the　head　in　spite　of　the　persistent　ventricular

visualization　　and　　non－visualized　　subarachnoid

space　on　48　hour－image．　The　cisternogram　of　the

other　case　whose　shunt　was　effective　showed　the

transient　ventricular　visualization　upto　24　hour，

the　unilateral　subarachnoidal　space　block　upto　48

hour　and　the　prominently　delayed　clearance　of

radionuclide　from　the　head．　The　cisternographic

findings　of　the　delayed　radionuclide　clearance　and

the　ventricular　visualization　on　24　hour－image

were　insu缶cient　to　hope　the　shunt　effect．

　　The　most　hopeful　findings　of　the　X－ray　CT　was

the　poor－visualization　of　Sylvian　fissure　at　least

on　two　cross　sections．　These　findings　vvere　observed

in　eight　cases，　and　six　out　of　them　showed　clinical

improvement　after　shunt　operation．　But　the　poor－

visualization　of　Sylvian　fissure　is　not　a　specific　sign

fbr　normal　pressure　hydrocephalus．

　　We　concluded　that　the　abnormal　findings　on　48

hour－image　of　cisternography　are　correlated　well

with　the　effect　of　cerebrospinal　fluid　shunt　in　nor－

mal　pressure　hydrocephalus，　and　the　cisternobra－

phy　is　still　very　usefUl　in　the　chosen　patients　with

clinical　and　X－ray　CT　findings．

　　Key　wordS：normal　pressure　hydrocephalus，

㏄rebrospinal　fiuid　shunt，　radionuclide　cisterno－

graphy，　X・ray　CT．
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