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《原　著》

めまい患者に対する1231－IMP脳血流

　　シンチグラフィの基礎的検討

玉本　文彦＊　　坂本　尚隆＊

雨宮謙＊住幸治＊

新藤　　昇＊　　平野　　暁＊

片山　　仁＊

　要旨　中枢性めまいへのIMPシンチグラフfの応用の可能性の検討のため，正常者8名のIMPの両側

小脳半球への集積差を左右差指数（A．L）で求め，中枢性めまい患者のA．Lと比較した．また推定病巣別に

IMPシンチグラフィ所見とX線CT所見を比較検討した．正常者のAJ．は5．8土2．1％で，中枢性めまい

36症例では12．7±7．5％であ’・た．A⊥8％以上をIMPシンチグラフィ上の異常所見とすると，小脳半球

に病巣の推定できる14症例中ll例が，小脳虫部を含めた小脳全体では20症例中16例が異常と判定できた．

脳幹ではll症例中7例が，椎骨脳底動脈不全症では5例中4例が異常と判定された．

　1MPシンチグラフィは，小脳半球に病巣の推定できる中枢性めまい患者においては臨床症状とよく一一致

し，X線CTよりも有用な検査法である可能性が示唆された．

1．はじめに

　中枢性めまいは，小脳および脳幹にその責任病

巣を推定される場合も多く，特に血流障害が重要

とされているが，X線CTや血管造影を施行して

も病巣を明確にできるとは限らず，臨床的には単

に椎骨脳底動脈不全症などとされる場合も多い．

しかし詳細な平衡神経学的検索法により，その責

任病巣をある程度推定することは可能であるD．

一方，「N－isopropyl－P－［1231】iodoamphetamine」脳

血流シンチグラフィは脳血流の状態を簡便に知る

方法として広く用いられているが，中枢性めまい

患者のIMPシンチグラフィについての検討は少

ない2）．今回，われわれは平衡神経学的に中枢性

めまいと診断された患者に対してIMPシンチグ

ラフィを施行し，IMPシンチグラフィ所見とX

線CT所見，および推定される責任病巣との対比

を試みた．また健常者について両側小脳半球へ
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のIMP集積差を左右差指数（Asymmetry　Index：

A⊥）で表し，これを指標として中枢性めまい患

者のIMPシンチグラフィ所見の異常について半

定量的に分析し，IMPシンチグラフィのめまい

患者に対する応用への可能性について検討した．

11．対　　象

　1987年3月から1988年3月までの間に，順天

堂浦安病院にて，めまいを主訴とし，中枢性めま

いと診断され，X線CTおよびIMPシンチグラ

フィ上明らかな天幕上病変のない36症例である．

中枢性めまいは，各種眼振検査，平衡機能検査，

各脳神経症状合併の有無，さらにENG（electro－

nystagmography）ではOKP　test（optokinetic　pat－

tern　test），　eye　tracking　test，　OKAN（optokinetic

after　nystagmus）検査を施行し，　ABR（auditory

brainstem　respons）では各波形の変化および潜時

のパターンを参考として最終的には耳神経科医が

諸検査所見を総合して診断した．年齢は18歳か

ら78歳（平均49．4歳）で，男性13例，女性23例

である．中枢性めまいの推定病巣は，Table　lに

示すように小脳半球14例，小脳虫部6例，中脳

8例，橋3例，延髄1例，さらに椎骨脳底動脈不
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Table　1

核医学　　26巻1号（1989）

The　responsible　lesions　of　the　36　cases　and　Asymmetry　lndex（A」．），

　　　abnormality　ratios　of　IMP－SPECT　findings

Responsible　lesions Cases Asymmetry　Index　　IMP　abnormality

　　Cerebellar　hemisphere

　　Cerebellar　vermis

　　Brain　stem

　　　mldbraln　　｛
　　　pons
　　　medulla
　　Vertebrobasilar　insuMciency

　　　　　　Total

＊double　lesions

：
｝

｛
1
：

5

3旦一一一

12．5土6．O

l3．2土7．0

12．0：ヒ8．3

13．4土8．5

｛　9．7土6．0

　6．4

14．0土9．4

12．7土7．5

11／14

5／6

7／11

4／5

27／36

全症と臨床的に診断されたもの5例である．X線

CT像はこれら36症例のうち検査時期がIMPシ

ンチグラフィ施行時とほぼ同時期のものを選び

33症例で対比した．またこれらの症例とは別に無

症状で神経学的，平衡神経学的に全く異常のない

8症例を正常例として用いた．

III．方　　法

　1）IMP・SPECTの方法

　使用機種は東芝GCA－90Aスーパージャンボガ

ンマカメラでShepp＆Loganフィルタを使用し

た．安静閉眼時にi231－IMP　3　mCi静注後20分か

ら，回転角6度，60方向より回転半径21cm～29

cm（平均23．9　cm），1方向30秒，ウインド幅159

KeV土20％でデータ収集を行い，吸収補正はIt・－

0・1として，スライス幅2ピクセル（5．4mm）で，

OMラインに平行な24スライスの水平再構成画

像を作成した．なお，本システムの総合分解能は，

ガンマカメラの回転半径を24cmとした場合，半

値幅で21mmである．

　2）小脳半球の左右差指数（Asymmetry　lndex：

　　A．1．）の算出法（Fig．1）

　水平再構成画像で，小脳のほぼ中央を横切る2

スライス面を選択し，小脳全体が確実に含まれる

ようにROI－1を設定する．　ROI－1の中での最高

カウントを100％としてboundary　ROIを設定し，

カウント数75％から100％までを真の小脳領域

としてROI－2を設定し，さらにROI－2を2分し

て右（R：ROI－3），左（L：ROI－4）とし，それぞれ

の中に含まれる全カウント数を次式に代人して算

出し，2スライスの平均値をとり

A．Lとした．

　A．L＝　　｛（L－R）／（L十R）｝×100

IV．結　　果

その絶対値を

　D　正常例8例のA．Lは5．8土2．1％であoた．

　2）A．L　8％以上を有意の左右差とした場合の

中枢性めまい患者のIMPシンチグラフィ異常率

は27／36（75．0％）であり，36症例の平均A．Lは

12．7士7．5％であった（Table　1）．

　3）IMPシンチグラフィ所見上の異常（A．Lン

8％）の有無，X線CT所見上の異常の有無，お

よび推定責任病巣との関係はFig．2に示したとお

りで小脳半球の病変が推定され，X線CT上も異

常が明らかな例では7例中6例（85．7％）がIMP

シンチグラフィ上異常と判定され，小脳半球の病

巣が推定され，X線CT上は異常の明らかでない

7例中5例（71．4％）がIMPシンチグラフィ上異

常と判定され，IMPシンチグラフィ所見は臨床

症状とよく一致した．小脳虫部を含めた小脳全体

では20例中16例（80．0％）がIMPシンチグラフ

ィ上異常と判定され，脳幹では8例中4例（50．0％）

が，また椎骨脳底動脈不全症5例中4例（80．0％）

が異常と判定された．

V．症　　例

　症例1（Fig．3）59歳，女性．推定病巣は左小

脳半球でX線CT診断は左小脳梗塞．　X線CT
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Fig．3　Case　1．A59－year－01d　female．　CT　images　show

　　　　　lcft　cercbellar　infarction　and　IMP－SPECT

　　　　　images　demonstrate　low　perfusion　arcas　in　left

　　　　　cerebellar　hemisphere．　A．1．　is　lO．2％．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　t
　　　　　　　　　　　　　　　t　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　t　．．．

Fig．5　Case　3．　A　68－year－old　male．　CT　images　show

　　　　　no　abnormal　findings　in　cerebellum，　but　1MP－

　　　　　SPECT　imagcs　demonstrate　spotty　low　perfu－

　　　　　　sion　arca　in　right　cerebellar　hemisphere．　A．L　is

　　　　　　12．5％．

●

智
文

◎

b

吻

●

茜 0
（1fii）

Fig．　o しase　4．　A⊃∠－year－ol（1　remale　with　an　evidence

of　right　pontine　bleeding　in　l983．　CT　images

show　equivocal　findings　in　both　pons　and

cerebellum，　but　IMP－SPECT　images　demon－

strate　marked　low　perfusion　areas　in　left　cere－

bellar　hemisphere．　A．1．　is　l6．4％．

LEFT R16HT ぐ■Fig．4 Case　2．　A　49－year－old　male．　CT　images　show

equivocal　findings　in　cerebellum，　but　IMP－

SPECT　images　demonstratc　low　perfusion
arcas　in　right　cerebellar　hemisphere．　A．L　is

20．0％．
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めまい患者に対する1231－IMP脳血流シンチグラフィの基礎的検討

所見とIMPシンチグラフィ所見は一致した．　A．1．

は10．2％であった．

　症例2（Fig．4）：49歳，男性．推定病巣は右小

脳半球であったが，X線CT上所見は，はっきり

しなかった．A．Lは20．0％であった．

　症例3　（Fig．5）：68歳，男性．推定病巣は右小

脳半球であったが，X線CT上は異常を指摘でき

なかった．A．Lは12．5％であった．

　症例4　（Fig．6）：52歳，女性．1983年に右橋

出血の既往がある．X線CT上所見ははっきりし

なかった．しかしIMPシンチグラフィ上左小

脳で明らかな血流の低下が認められた．A．Lは

16．4％であった．

VI．考　　察

　中枢性めまいの病因として，小脳および脳幹に

おける血流障害が重要であることは事実である．

したがって，これらの例に対してIMPシンチグ

ラフィを施行すればIMPの集積は小脳や脳幹に

おいてもその血流に比例して分布することが予想

される．　しかし，脳幹とくに橋や中脳はわれわれ

の経験上も常に描出されるとは限らず，またROl

を設定する場合にも，正確な位置を決定すること

が困難であるために半定量的な分析には適してい

ない．これに対して，小脳は全例で数スライスに

わたって確実に描出されるため，本研究では小脳

半球にROIを設定し，両側小脳半球へのIMPの

集積差を左右差指数で表し，指標として用いた．

　正常者における両側小脳半球の血流差の範囲に

ついてSakaiら3）は7名の神経学的に正常な例で

小脳血流量を測定し，5．4土3．2％と報告している．

われわれは両側小脳半球にROI設定し左右差指

数として算出したものではあるが5．8土2．1％とな

り，正常者でも8％前後の血流差があるものと考

えられた．われわれの検討した36症例のうち，

小脳半球に病巣があるものと推定され，かつその

病巣がX線CT上も明らかであったものは7例

であり，左右差指数8％以上をIMPシンチグラ

フィの異常所見とすると，これら7例のうち6例

が異常と判定される結果となった．したがって臨

65

床所見およびX線CT所見を加味した診断と，

lMPシンチグラフィ所見はよく相関すると考え

られた．また小脳半球に病巣があるものと推定さ

れるにもかかわらずX線CT上異常の認められ

ない例が7例あり，これら7例のうちIMPシン

チグラフィ所見上異常と判定されるものが5例存

在した．

　小脳虫部および脳幹は，解剖学的には中枢神経

系の正中部に位置し，当初は小脳半球の左右差指

数を指標とする分析での異常率は低いものと考え

られた．しかし，小脳虫部に病巣の推定される症

例6例中5例が，また脳幹に病巣の推定される症

例ll例中7例がIMPシンチグラフィ所見上異常

と判定された．この原因については2つの可能性

が考えられた．第1は単純に血流支配による要因

である．一般的に小脳虫部は上小脳動脈および後

下小脳動脈により支配されており4），種々のvari－

ationはあるものの，これらの動脈領域の血流障

害，たとえそれがhemodynamicな変化であるに

せよ，microembolismであるにせよ，単に小脳虫

部にのみに限局したとする確証はないということ

である．脳幹でも同様であろう．第2には，小脳，

小脳虫部および脳幹を中心とした機能解剖学的な

要因である．Sakaiら3）はX線CT上明らかな橋

梗塞の患者にIMPシンチグラフィを施行し，橋

の梗塞部位とは反対側の小脳半球で著明な血流低

下を認めたと報告し，この血流低下は，対側小脳

半球と橋とを結ぶ橋小脳路の障害によってもたら

された小脳半球の機能低下の反映であると推定し

ている．われわれの症例4（Fig．6）は，以前に右橋

出血の既往があり，軽い錐体路症状とめまいを訴

え，X線CT上は明らかな橋の病巣，小脳半球の病

巣を指摘し得なかったが，IMPシンチグラフィ上

は明らかに左小脳半球での血流低下が認められ，

Sakaiらの報告例とよく一致した．これらの事実

は，大脳半球の広範な梗塞の際に対側小脳半球で

血流の低下する現象，crossed　cerebellar　diaschisis

と類似しており大変興味深い．すなわち脳幹部の

障害であっても，その障害が小脳への機能解剖学

的連絡路に一致した場合には，小脳半球の機能低
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下をきたし，その結果血流の低下する可能性があ

るということである．小脳，脳幹を結ぶ連絡路に

は求心系および遠心系の数系統が知られており5｝

本研究における小脳半球の血流低下についてはこ

れらの要因を考えざるを得ない結果となった．

　A．Lによる小脳の血流差の評価では，両側小脳

半球にわたるび漫性病変の評価には限界がある．

事実，自験例でも最終的に脊髄小脳変性症と診断

された症例では，IMPシンチグラフィ上は異常

と判定できなかった．したがってこれらの脳幹・

小脳全体の萎縮や機能低下が疑われるような症例

では，両側小脳半球での集積差ばかりでなく大脳

皮質などとの比較も検討する必要があると考えら

れた．

　中枢性めまい患者に対する1MPシンチグラフ

ィは，小脳半球の病巣の推定には有用と考えられ

るが，小脳半球での血流低下は必ずしも小脳半球

の病巣を意味しない場合もあると考えられる．し

かし中枢性めまい患者で一側小脳半球に血流低下

を認めた場合にはX線CT，　MR1など他の検索

法で脳幹を含めた精査を行えば，病巣の発見でき

る機会は多くなると考えられる．特にMRIは骨

によるartifactsもなく，脳幹の小病巣の描出にも

優れており6），これらの小病巣とIMPシンチグ

ラフィの併用で機能解剖学的連絡路の解明にも有

意義であると思われた．

VH．結　　語

D　中枢性めまい患者で，小脳半球に病巣が推

定される場合には，IMPシンチグラフィは臨床

所見ともよく一致し，X線CTよりも有用な検索

法となる可能性が示唆された．

　2）中枢性めまい患者で，小脳虫部や脳幹の病

巣が推定される場合でも，両側小脳半球で血流差

を認める頻度が比較的高く，この場合には，単に

血流の要因ばかりではなく，小脳・脳幹を中心と

する機能解剖学的な要因も考慮する必要があると

考えられた．

　3）中枢性めまい患者での1MPシンチグラフ

ィ所見と他の検索法との組み合わせにより小脳・

脳幹を中心とする機能解剖解明への手掛かりとな

り得る可能性が示唆された．
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Summary

Preliminary　Study　in　Patients　with　Vertigo　and　Dizziness　Using　i231－IMP

Fumihiko　TAMAMoTo，　Naotaka　SAKAMoTo，　Noboru　SHINDo，　Akira　HIRANo，

　　　　　　　　　　Ken　AMEMIYA，　Yukiharu　SuMI　and　Hitoshi　KATAYAMA

1）epa”t’ne’rr‘りfノ～adio／0βy，　Jr〃〃te〃do　Ura夕‘ISU〃ospi’（1∫

　　To　study　the　apPlication　of　cerebral　blood　flow

scintigraphy　with　1231－IMP　for　the　evaluation　of

central　dizziness，　the　difrerence　in　1231－IMP　ac－

cumulation　between　the　right　and　left　cerebellar

hemispheres　was　determined　as　an　asymmetry

index（A．L）in　8　normal　subjects　and　compared

with　A」．　from　patients　with　central　dizziness．

According　to　estimated　lesions，1231－IMP　findings

were　compared　with　CT　findings．　The　normal　sub－

jects　had　A．1．　of　5．8士2．1％，　whereas　36　patients

with　central　dizziness　had　A．1．　of　l2．7土7．5％．　On

the　basis　of　an　AJ．　of　8％or　more　as　an　abnormal

finding　on　IMP　scintigraphy，110f　the　l4　patients

with　estimated　lesions　of　cerebellar　hemispheres

and　16　of　the　20　with　those　ofthe　whole　cerebellum

including　the　vermis　were　evaluated　to　have　had

abnormalities．　Seven　of　l　l　with　estimated　lesions

of　the　brainstem　and　40f　5　with　vertebrobasilar

arterial　insuMciency　were　evaluated　to　have　had

abnormalities．

　　The　findings　of　1231－IMP　cerebral　blood　flow

scintigraphy　were　in　good　agreement　with　clinical

symptoms　in　patients　with　central　dizziness　with

estimated　lesions　of　the　cerebellar　hemispheres，

suggesting　the　possibility　that　this　method　is　more

useful　than　CT．

　　Key　words：　1231－IMP，　Vertigo，　Dizziness，

SPECT，　Asymmetry　Index．

Presented by Medical*Online


	0061
	0062
	0063
	0064
	0065
	0066
	0067



