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《原　著》

仮死出産児の1－1231MP脳シンチグラフィー

前田　尚利＊　　小西　行郎＊＊

須藤　正克＊＊

栗山　政憲＊＊　石井　　靖＊

　要旨　仮死出産後2日から26年までの8症例に対し，1－1231MP脳シンチグラフィーを合計11回行っ

た．慢性の脳血流分布異常と考えられた4例中，2例で局所欠損を伴った大脳への取り込みがみられ，2例

で大脳への取り込みが全く認められなか’・た．これらの症例では，1・1231MPの所見と臨床症状は良く一致

した．残る4例は，出産後2日から45日の間に，1例を除いて2回ずっ1－1231MP脳シンチグラフィーを

施行した．仮死出産後10日までの例では，大脳全野への取り込みは低下していたものの，10日以降の例で

は側面像にて中部領域に前後部領域より強いRIの集積がみられ，30日でほぼ前中後部領域への分布が，左

右対称に認められた．4例ともその後正常な発育をしていることから，1・123　IMPのこれらの所見は，仮死

出産児における脳血流分布の改善状態を反映していると考えられた．

Lはじめに
　仮死出産後短時間でApgar　scoreが正常に回復

しても，てんかん，運動麻痺，知能障害を残すこ

とは，近年未熟児治療法，集中管理治療法の発達

により減少しているものの，けっしてまれではな

く，いわゆる脳性麻痩（cerebral　palsy，　CP）の一因

となっている1・2）．仮死出産後の脳障害は，その原

因が脳の低酸素に起因する脳症（hypoxic　ischemic

neonatal　encephalopathy）と考えられているもの

の，その病態は神経病理学的所見からは剖検例が

少ないことなどから，けっして容易ではない3）．

症状が固定した年長児で，大脳の形態変化が広範

囲に及んでいる場合は，X線CTによる診断が可

能であるが，仮死出産後早期のX線CTでは脳

の形態変化を捉えることは難しい．

　N－lsopropy1（1－123）－p－Iodoamphetamine（1－123

1MP）を用いて，脳の血流動態を視覚化すること
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が可能になった4・5）．これを仮死出産児に応用し，

相対的局所脳血流分布の測定を試みた．仮死出産

の乳幼児の脳血流分布を，H2150を用いたポジト

ロンCTで測定した報告はあるが6），仮死出産児

の1－123　IMP脳シンチグラフィーの報告例は，わ

れわれの知る限りではなく，仮死出産の急性期お

よび回復期に，1－1231MP脳シンチグラフィーを

4例の新生児に対して行うことができたので，仮

死出産が原因となった脳性麻痺の4例と併せ報告

する．

IL　対　　象

　対象は，仮死出産後2日より26年までの男6例，

女2例の合計8例である（Table　1）．15歳と26歳の

2例は，仮死出産による脳性麻痺患者で，痙性不

全麻痺，知能障害を持っていた．出産後70日と2

年を経た2例は，臨床的にconvulsionを伴った，

ほぼ植物人間の状態であり，X線CTでも大脳全

体が低吸収物質で置換されていた．出産後2日よ

り45日までの急性期の4例中3例については，7

日から30日の間隔をおいて，1－1231MP脳シンチ

グラフィーを2度施行した．これらの4例につい

ては，出産後5分のApgar　scoreは5から7点で，

10分後に全例10点に回復していたが，新生児けい
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Table　l　Patients　summary

Case Status

1Fquadriplegia
2Mquadriplegia
3Mconvulsion
4Mconvulsion
5　F　r－hemiconvulsion

6Mconvulsion

7Mconvulsion
8Minfantile
　　　muscular　atrophy

Scintigram
after　birth
　　　　　　F

1－123score Apgar　score

M　　　P

15y

26y　　　－

70d　　－2　　　2

2y　　　－2　　－2

2d　　　O　　　l
35d　　　　l　　2

6d　　　l　　　l
l3d　　　1　　2
11d　　　O　　　l

31d　　　2　　　2
45d　　　2　　　2

0
2
0
2
1
1
0
2
2

5min　　10　min
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10

10

0
0
1
1

X－CT　findings

ventricular　dilatation

paraventricular　low　density

diffuse　cerebral　atrophy

diffuse　cerebral　atrophy

　　　normal

normal

normal

normal

F，Mand　P　refer　frontal，　middle　and　posterior　parts　of　the　brain，　respectively．　Cerebral　uptake　is　scored　by

visuaいnspections　of　planar　lateral　images　with　the　max川ar　region　as　a　standard（sore　O）．2＝increased

uptake，1＝slightly　more　uptake　than　the　maxillar　region，0＝equal　to，－1－slightly　less　than　and－2＝

almost　no　uptake．

れん，無呼吸発作があり精査の目的で，1－1231MP

脳シンチグラフィーを施行した．なお第8症例は

幼児筋萎縮症（Werdnig－Hofrman　syndrome）を伴

っていた．

骨部を基準値として，－2から＋2の5段階に分

けて視覚的に評価し，集積の度合いを比・較した

（Table　1）．

IV．結　　果

111．方　　法

　プラナー像およびSPECT（single　photon　emis．

sion　CT）のデータ収集は，東芝GCA－90Aまたは

GE　STARCAM　400AC／Tを使用した．1－1231MP

は，日本メジフィジックス社より提供を受けたも

のを，被験者に1から3mCiを仰臥位で静脈内投

与した．投与後15から20分より5方向からプラナ

ー像を，1時間後より64方向から，1方向あたり

15秒のデータ収集を行って，SPECT像を得た．

必要に応じてThiopental　sodium（商品名ラボナー

ル）3から5mgを経静脈的に投与し，麻酔下にて

データを収集したが，患者の状態がSPECT検査

に適当でないと判断された症例では，SPECTは

省略した．X線CTは，1－1231MP脳シンチグラ

フィー施行前後の1週間以内に，全例行った．1－

1231MP　SPECTまたはプラナー像による欠損部

位の同定は，X線CTとの比較により，視覚的に

行った．とくに急性期の4症例については，脳へ

の1－1231MPの集積をみるために，左右側面のシ

ンチグラフィーより，前中後部領域の集積を，顎

　患者の臨床所見，1－1231MP所見，　X線CTの

所見等は，Table　lに示した．仮死出産後15年の

例では，正面像にて両側脳室拡大と左頭頂葉の欠

損が認められ（Fig．1），26年の例では，脳室拡大を

伴った左右非対称な取り込みと，左大脳半球の集

積低下がみられた．X線CTでは，前者は脳室拡

大と左頭頂葉の欠損がみられ，後者では軽度の左

脳室拡大と傍側脳室の低吸収域がみられた．両者

ともに，1－1231MPの欠損はX線CTよりも広範

囲におよんでおり，脳実質への集積は低下してい

た．仮死出産後70日および2年の植物状態の症例

では，大脳への集積は認められず，小脳に淡い集

積を認めた（Fig．2）．　X線CTでは，大脳は脳表の

一部を除いて，低吸収組織に置換されていた．

　仮死出産後2日と6日の急性期の症例では，大

脳への取り込みは低下していたが（Fig．3），11日，

13日の症例では側面像にて中部領域に，SPECT

では知覚運動野（側頭部）から基底核近傍にかけ

て，集積が認められた（Fig．4a，　b）．31，35，4511日

の脳シンチグラフィーでは，大脳前部に若干の低
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ANT 裏
POST

か，もしくは中部領域に若干の取り込みを認め，

IOから30日では中部領域に，3011以降は大脳全体

への集積を認めた．検査後6から8か月後の経過

観察では，これらの4例は正常な発育をしており，

神経学的な欠落は認めていない．

V．考 察

L－LAT
　　　＼薮1：l
R－LAT　　t：’』．

Fig．1　1－1231MP　brain　scintigraphies　of　15　year－01d

　　　　female（case　D　born　with　asphyxia．　A　left

　　　　parietal　defect　with　diffuse　low　uptake　in　the

　　　　opposite　side　of　the　hemisphere．　ANT，　POST，

　　　　L－LAT　and　R－LAT　refer　anterior，　posterior，

　　　　left　lateral　and　right　lateral　views，　respectiveiy．

1ピ常出産，正常発育の後に生じた急性小児片麻
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饗

礁
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Fig．3　1－1231MP　brain　scintigraphies　of　6　day－old

　　　　newborn（case　6）．　Difruse　low　brain　uptake

　　　　was　observed．
ANT

一

a2　　L－・LAT　　t・s　t’

POST ＿幽
Fig．2　1－1231MP　brain　scintigraphies　of　70　day－old

　　　　infant（case　3）with　no　cerebral　uptake．

下を認めるものの，ほぼ一様な大脳への集積を示

していた（Fig．5）．これら仮死出産後2日から45日

目の4例に！）いては，X線CTで異常所見は，認

められなか・・た．仮死出産後の部位別1－1231MP

取り込みスコアーの日齢による変化は，1011未満

の例では，大脳全体への取り込みが低下している

緯
曝
必肝斗L

　　　　　　　　　　　　　　　）

一●一巷
Fig．4　a：1－1231MP　brain　scintigraphies　of　l　3　day－

　　　　01d　newborn（case　6）with　increased　uptake　in

　　　　thc　middle　region．
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●

◆
Fig．4　b：　SPECT　of　the　same　patient．　a，　p，1and　r

　　　denote　the　anterior，　posterior，　left　and　right

　　　side　of　the　patient．
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Fig．5　1－1231MP　brain　scintigraphies　of　45　day－old

　　　infant（case　8）．

痺（AIH）の，慢性期片麻痺患者における1－123

1MP脳シンチグラフィーの報告例では7），脳の血

流欠損は，特定の大脳動脈血流支配域と良く一致

し，境界は明瞭であった．一方，今回報告した仮死

出産後の症状の固定した症例（Case　1，2，3，4）に

おいては，大脳に1－1231MPの取り込みのない例

が2例あり，他の2例においても異常は，必ずし

も脳動脈支配域と一致する限局された領域のみで

なく，ほぼ全脳野におよんでいた．これはAIH

との病因の違い7），発育成長のおのおのの時期に

おける脳血流状態の違い8），脳グルコース代謝分

布の違い9）等を，反映していると考えられた．

　正常新生児における脳のグルコース代謝は，成

長とともに知覚運動野から側頭葉，後頭葉に，遅

れて前頭葉に広がっていくと，18FDGを用いたポ

ジトロンCTの所見をChuganiら9）は報告してい

る．また同様な所見は麻酔下における幼児10），お

よび実験動物8）でもみられるという．核磁気共鳴

（MRI）を用いたヒト大脳皮質の有髄化（myelina－

tion）の研究11）では，生後3か刀で有髄化の開始

が認められ，生後2から3年で有髄化は最も盛ん

になり，思春期で成人とほぼ同程度になると，報

告されている．ポジトロンCTで得られた仮死出

産児の脳血流相対分布は，左右対称で傍矢状野が

10から50％側頭野の皮質より低くなっており，前

頭部が後頭部より低くなっていると，報告されて

いる6）．今同の1－1231MPで得られた結果では，

回復した4例において，脳血流は左右対称である

が，Volpeらの報告例6）の所見とは前後部への集

積の差といった細かい点では，必ずしも一致する

とはいえないものの，Chuganiらの報告9）した脳

のグルコース代謝の発達所見とは良く相関してい

る．われわれは，正常児の1－1231MP脳シンチグ

ラフィーと，比較することができなかったので，

今回の4症例における1－123　IMPの所見は，出生

時の仮死状態の脳障害からの回復状態を反映して

いるのか，それともChuganiら9｝の主張するよう

に，正常な発達を反映したものか，明らかではな

い．1－1231MPシンチグラフィーを，種々の理由

で健康正常児に対して施行することはできなかっ

たので，正常児との比較は行っていない．しかし

ながら，これらの4例では，検査時に新生児けい

れんを時折認めるのみであり，それほど広範囲に，

脳が虚血性変化をきたしているとは考えられず，

これらの4症例においては，むしろ正常な発育を

反映している可能性が，より高いものと思われた．

　また，1－1231MPlmCiあたりの被曝量は12），

肝甲状腺で0．l　rad（0．001　Gy）あまりであり，他

のX線を用いた検査に比べ，その被曝量は少なく，

安全な検査と考えられた．
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VI．結 論

　仮死出産後2日から26年までの8例に対し，1－

1231MP脳シンチグラフィーを行った．症状の固

定した4例（case　1から4）では局所血流欠損が2

例，大脳全体の欠損が2例あった．4例の回復例

（case　5かP）8）では，10日までは，大脳への取り

込みは低かったものの，側面像にて，大脳中部に

集積がみられ，10日から30日の症例では，中部領

域から前中後部領域に広がり，30日以降の例では，

大脳全体への集積が認められた．

　いずれにせよ，仮死出産を原因とする脳障害は，

初めの4例にみられたような大脳全体の重度障害

から，残りの4例のような比較的短期間に脳血流

の回復を認めた軽度障害に至るものまで，幅広く

分布しており，より多数の症例を積むことで，仮

死出産後の脳障害の病態が，より明らかになって

いくものと考えられた．
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Summary

1・1231MP　Brain　Scintigraphies　in　Asphyxiated　Newborns

Hisatoshi　MAEDA＊，　Yukuo　KoNisHI＊＊，　Masanori　KuRIYAMA＊＊，

　　　　　　　　　　　　Yasushi　IsHII＊and　Masakatsu　SuDo＊

＊Depart〃ient　of　Radio～ogγ，　Fukui　Med輌（’a’S（’ノiOot

＊“Depa〃〃ient　of　Ped’atri‘・ぷ，　Fttk〃i　Medi（’a’∫‘’hθ‘・1

　　Brain　scintigraphies　with　N－lsopropyl（1－123）p－

Iodoamphetamine（1－1231MP）were　conducted　in

eight　patients　who　had　asphyxia　at　the　time　of

birth．　Two　patients，15and　26　year－old，　had　local

defects　and　diffuse　low　cerebral　uptakes．　Two

children，70　day　and　2　year－01d，　had　no　cerebral

uptake．　Brain　scintigraphies　were　carried　out

twice　in　three　among　four　newborns．　Only　slight

I－1231MP　brain　uptakes　were　observed　in　the

first　10　days．　The　lateral　views　of　the　brain　scinti一

graphies　showed　increased　uptake　in　the　middle

region　of　the　brain　between　10　to　30　days　and

reached　almost　equally　distributed　in　fronta1，　mid－

dle　and　posterior　regions　after　30　days．　These

results　were　thought　to　represent　rather　develop－

mental　changes　of　the　cerebral　blood　flow　after

ischemic　attacks　at　birth．

　　Key　words：Asphyxia　neonatorum，　Brain　blood

flow，　N－lsopropyl　（1－123）－p－lodoamphetamine，

Brain　scintigraphy．
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