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《症例報告》

N－isopropyl－［1231］－p－iodoamphetamineおよび99mTc－hexamethyl

　　propyleneamine　oxime　SPECTにより経過を観察した

　　　　　　　　　　　　Creutzfeldt－Jakob病の1例
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　要旨66歳，女性のCreutzfeldt－Jakob病（CJD）に，　N－isopropyl｛1231】－P－iodoamphetamine（1231－IMP）

および99mTc－hexamethyl　propyleneamine　oxime（99mTc－HM・PAO）SPECTを経時的に行った．　X線CT

では何ら異常がみられないCJDの病初期に，1231－IMPおよび99mTc－HM－PAOの，初めは限局しているが

結局全脳に及ぶ集積の低下が観察された．1231－IMPの集積が著明に低下する比較的早期には，1231－IMPの

再分布が認められたが，病状の進行とともにみられなくなった．病初期に急激な集積の低下を示した両薬剤

は，慢性期にはともに低下をしたままであった．初回SPECTに対する集積の割合は，第2同目以降のいず

れの検査においても99mTc－HM－PAOの方が1231－IMPよりも低い値を示した．この原因として，両薬剤の

集積機序の違いが関与している可能性が示唆された．このように，CJDの経過を1231－IMPおよび99mTc・

HM・PAO　SPECTによ；）観察するニヒは興味深く，　CJDの病態解明に有用な情報を与えてくれるものt期

待される．

1．緒　　言

　Creutzfeldt－Jakob病（CJD）は，痴呆，ミオク

ローヌスおよび特徴的な脳波所見（Periodic　Syn－

chronized　Discharge，　PSD）を三徴とする予後不良

な疾患である．しかし，病初期には本疾患に特徴

的とされる所見が乏しいため，その診断に苦慮す

ることがある．近年，CJDの病態解明の一助と

して，ポジトロンCT（PET）やSingle　Photon

Emission　Computed　Tomography（SPECT）が試

みられ，その脳血流やエネルギー代謝が研究され

ている1”4）．ところが，CJDの病初期から経時的
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に無動性無言に至る過程を，PETやSPECTを用

いて詳細に検討した報告はみられない．今回，わ

れわれはCJDの1例について，病初期から経過

を追・・て，N－isopropyl｛1231】－P－iodoamphetamine

（i231－IMP）および99mTc－hexamethyl　propylene－

amine　oxime（99mTc－HM－PAO）SPECTを行い，

興味深い所見を得たので報告する．

II．方　　法

　1231－IMPおよび99mTc－HM－PAO　SPECTは以

下の方法で行った．1231－IMPの場合，投与量は

6mCiであり，中エネルギー用高感度コリメータ

を用いて，投与後30分目から早期像を，120分目

から後期像を得た．データは1方向40秒で64方

向から収集し，回転型ガンマカメラ（GAMMA

VIEW　D日立）を使用し，頭部周囲を360°回転

させて行った．99mTc－HM－PAOの場合，投与量

は30・mCiであり，低エネルギー用高分解コリメ

ー タを用いて，投与後15分目から早期像を得た．
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Fig．1　The　course　of　therapy　and　clinical　features，　and　the　schedule　of　the　examinations．

　　　＊PSD；periodic　synchronized　discharges．

データは1方向15秒で64方向から収集し，1231－

IMPと同様の方向で行一・た．両SPECTとも前処

理にはWiener　Filterを，　Convolution補正関数

にはShepp＆Loganを用いたが，吸収補正は行

わなかった．1231－IMPおよび99mTc－HM－PAOの

それぞれのイメージについて，初回検査時にウイ

ンドウの上，下限値を決定し，以後の検査にはこ

の値を用いて同一の画像表示を行い，相互の比較

に供した．また，i231－IMPおよび99mTc－HM－PAO

SPECTの早期像について，左右の前頭葉，側頭

葉，後頭葉，頭頂葉，基底核，小脳に同大の関心

領域を設定し，集積カウントの経時的な変化を観

察した．なお，この際には投与量，投与時間およ

び撮像時間を厳密に同一となるようにした．病変

部位の有無は，対側に対して土10％以上のカウン

ト数の増減を示した部位を異常として採用した．

さらに，1231－1MP　SPECTについては，早期像の

カウント数に対する後期像のカウント数の割合

（後期像／早期像の集積比）を，左右の前頭葉，側

頭葉，後頭葉，頭頂葉，基底核で算出し，経時的

な変動を検討した．SPECTは頭部専用の表示を

使用しており，X線CTの左右表示とは異なる．

　X線CT，1231－IMPおよび99mTc－HM－PAO

sPEcTの検査時期をFig．1に示す．　x線cTは，

入院後0，7，18，40，56，70，91日目の7回行った．

1231－IMP　SPECTは入院後10，24，51，73日目に，

99mTc－H　M－PAO　SPECTは入院後17，26，54，82

日目に，それぞれ4回施行した．なお，1231－IMP

SPECTは早期像と後期像の両方を，99mTc－HM－

PAO　SPECTは早期像のみを撮像した．

IIL症例呈示

　症例：66歳女性．

　主訴：記銘力の低下と歩行障害．

　家族歴：特記すべきことなし．

　現病歴：昭和62年6月頃から，記銘力の低下，

会話障害，歩行障害や自発性の低下が出現し，同

年7，月末に入院する．
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1231－IMPおよび99mTc－HM－PAO　SPECTにより経過を観察したCreutzfeldt－Jakob病の1例
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Fig．3－2

1231－IMPおよび99・　mTc－HM－PAO　SPECTにより経過を観察したCreutzfeldt－Jakob病の1例
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Fig．3　1　L’31－IMPSPECT　ill　the　early（upper）and　delayed（lower）phase．
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1231－IMPおよび99mTc－HM－PAO　SPECTにより経過を観察したCreutzfeldt－Jakob病の1例
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Fig．6　99・　mTc－H　M－PAO　SPECT　in　the　early　phase．
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Fig．7　The　chronological　changes　of　99mTc－HM－PAO　accumulation　in　right（A）and　left

　　　（B）fronta1（●），　temporal（○），　occipital（▲），　parieta1（△）10be，　basal　ganglia

　　　（■）and　cerebellum（口）in　the　early　phase．

　入院時現症：意識清明であるが失見当識を認め

る．長谷川式痴呆スケールは5点であり，痴呆が

明らかであった．右上肢にAsterixisとミオクロ

ー ヌスとが，両上肢に“Gegenhalten”が認められ

た．反射は右上，下肢で充進しており，歩行は失

調性であった．

　入院後経過：Fig．1に臨床および治療経過，病

期を示す．なお，臨床病期は川井らの方法に準じ

て分類した5）．入院後，痴呆および錐体路症状は

進行し，約1か月で失外套状態となる．脳波では，

入院後3週目頃からPSDが出現するようになっ

た．昭和62年11月初め，嚥下性肺炎にて死亡す

る．全経過は約6か月であった．

　剖検所見：CJDに特徴的とされる海綿状変性

が観察された．なお，脳血管系には異常はみられ

なかった．

　X線CTと1231－IMPおよび99mTc－HM－PAO

SPECT所見：経時的なX線CT像をFig．2に
示す．病初期には軽度の脳萎縮がみられる以外，

局所的な異常は認められなかった．CJDの進行

とともに第6回目以降の検査で脳室拡大や脳萎縮

が著明となった．

　1231－IMP　SPECTの経時的な早期像および後期

像をFig．3に示す．入院後10日目の第1回目の

イメージでは，左前頭葉の大部分と左頭頂葉の1

部に，1231－IMPの集積が低下した部位が認めら

れた．第2回目以降のイメージでは，1231－IMPの

集積低下は左前頭葉，左頭頂葉だけでなく，び漫

性に全脳に及んだ．

　1231－IMPの脳内各部位における早期像のカウ

ント数の経時的な変動をFig．4に示す．第1回目

の1231．IMP　SPECTでは，左前頭葉のカウント数

は対側（100％）に比して低値（76％）を示した・側

頭葉，後頭葉，頭頂葉，基底核，小脳に関しては

左右差がみられなかった．第2回目の1231－1MP

SPECTでは，すべての部位で1231－IMPの集積は

著明な低下を示した．つまり，第1回目の脳内各

部位における関心領域の平均カウントを100％と
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すると，第2回目は62土14％（Mean±S．D．）であ

り，第1回目と第2回目の検査の間に急激な集積

低下が生じたことが示された．第3回目と第4回

目の1231－IMP　SPECTでは，それぞれ71土7％と

76±10％であり，第2回目以降では，集積低下

の程度はほぼ横ばいであった．

　1231－IMPの経時的な後期像／早期像の集積比

の変動をFig．5に示す．第2回目の1231－1MP

SPECTでのすべて部位における後期像／早期像

の集積比（1．19土0．12）は，第1回目（0．96土0．10）

よりも高く，第3回目（1．08土0．07）や第4回目

（0．98士0」0）に比しても高値であった．

　99mTc－HM－PAO　SPECTの経時的な早期像を

Fig．6に示す．第1回目の検査（入院後17日目）

では，左前頭葉，左側頭葉，左頭頂葉の99mTc－

HM－PAOの集積低下が認められた．第2回目以

降では，集積低下は全脳に拡がり，1231－JMPと

ほぼ同様のイメージが得られた．

　99mTc－HM－PAOの早期像における脳内各部位

のカウント数の経時的な変動をFig．7に示す．

第1回目の検査時には，左前頭葉，左側頭葉，左

頭頂葉の集積は，右側に比して有意の低値（それ

ぞれ対側の81％，84％と78％）を示した．後頭葉，

基底核，小脳に関しては左右差がみられなかった．

第2回目の検査では，脳内すべての部位のカウン

ト数が有意に低下（53±5％，第1回目を100％と

した時）を示した．第3回目の検査では，第2回

目とほぼ同等（59±5％）であった．しかし，第4

回目はさらに低下傾向（39士4％）を示した．

IV．考　　察

　CJDは中年に好発する痴呆を主症状とし，

transmissible　pathogenの存在が指摘されている

神経疾患である．しかし，その早期には血液生化

学検査，髄液検査等に異常がない場合があり，必

ずしも診断は容易でない5）．X線CTやMRIに

よる画像診断でも，CJDの病初期には特徴的な

所見がないといわれている1・5～9）．今回のわれわれ

の症例でも，同様に病初期にはX線CT上異常

所見はみられなかった．一方，PETやSPECTを

85

用いた検討では，X線CTやMRIで異常がみら

れない時期に，エネルギー代謝や脳血流の異常を

指摘できるといわれている1－－4）．われわれのCJD

症例では，痴呆が軽度であった病初期に，局所的

つまりi231－IMPでは左前頭葉と左頭頂葉の1部

に，99mTc－HM－PAOでは左前頭葉，左側頭葉，

左頭頂葉に集積の低下が観察された．これらの所

見は集積低下が左大脳半球の錐体路系を含んでい

ることを示しており，この錐体路系の集積低下は

右半身の反射充進の一因と考えられた．

　1231－IMPと99mTc－HM－PAO　SPECTとの所見

の違いは，99mTc－HM－PAOが入院後17日目の検査

で1231－IMPの10日目の検査よりも遅くなされて

おり，この間に急速に病状が進行したものと推測

される．いずれにしても，病初期には局所的な病

変の存在が示唆され興味深い．臨床上，ミオク

ローヌスが著明となり，脳波上でも，PSDがみら

れるようになった時期，つまり第2回目の1231－

IMPおよび99mTc－HM－PAO　SPECTでは，全脳に

及ぶび漫性の集積低下が認められた．この時点で

はX線CT上変化はみられず，形態学的な変化に

先行して脳血流あるいは脳細胞機能の低下が存在

することが示された．この全脳にわたる集積低下

は，両側前頭葉あるいは非対称性の多発性の血流

低下を示す多発性脳梗塞や，両側頭頂葉から後頭

葉にかけての血流低下が病初期から認められる

Alzheimer病などの痴呆でみられる集積パターン

とは異なるので，痴呆疾患の鑑別の一つとして使

用し得るものと思われた10’13）．また，この時期で

は1231－IMPの後期像／早期像の集積比が1．19±

0．12と，いわゆる再分布が認められ，細胞の

viabilityをいまだ有することが示唆された．　CJD

の病状が進行した第3回目以降では，再分布もみ

られなくなり，神経細胞の変性が高度であること

が予想された．本例における1231－IMPおよび

99tnTc－HM－PAO　SPECTの経時的変化を検討する

と，初回検査時から第2回目検査にかけて，両薬

剤は急激な集積の低下を示し，第3，4回目の検

査では両薬剤の集積状態は，第2回目とほぼ同様

であった．しかし，初回検査時の脳内各部の集積
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を100％とした場合，第2回目以降のSPECTで

は，いずれの検査においても99mTc－HM－PAOが

1231－IMPよりも低い集積率を示した．この両薬剤

による集積低下の程度に差がみられた理由として，

集積機序の違いが考えられる．1231－IMPの脳内へ

の集積機序としては，①pHシフトに基づく可能

性，②1231－IMPの代謝物質のうち，非水溶性の代

謝物質が結合する可能性，③非特異的なアミンリ

セプターとの結合の可能性，などが挙げられるが

十分に解明されていない13’15）．一方，99mTc－HM－

PAOは低分子の脂溶性物質であり，神経細胞内で

代謝を受け，貯留されるといわれており，さらに

血管内皮細胞の関与も示唆されている16～　18｝，1231－

IMPに関しては，病的脳組織においては，その集

積は単に血流を表すものではないという報告もみ

られる19・20）．脳血管障害では両薬剤の集積状態は

異なり，99mTc－HM－PAOの方が1231－IMPよりも

正常部と虚血部のコントラストが少ないといわれ，

脳内に摂取された99mTc－HM－PAOが逆拡散を起

こし，血中に逆流するためと解されている21）．

また脳腫瘍や脳血管障害の病変部が，99mTc－HM－

PAOで集積の増加を，1231－IMPで集積の低下を

示す症例が知られている19・22）．このように，両薬

剤の集積には病的脳組織では異なる可能性が推測

される．したがって，今回のCJDにおける両者

の集積の違いも，それを反映しているものと考え

られた．

　局所的な集積の上昇や低下は，対照正常部と比

較して容易に認識できる．ところが，本症例のご

とく，全脳のび漫性の集積低下はしばしばSPECT

では見過ごされる危険性がある．そのため，集積

を定量的に評価することが必要であり，動脈採血

による集積率の算出等が試みられているが，手技

が複雑である欠点を有する．投与後の1231－IMP

の血中濃度は，同一症例においてはほぼ一定であ

るといわれているため23），経時的な集積の変化を

知ることが可能である．99mTc－HM－PAOに関して

は，その標識率が問題となるが，標識から投与ま

での時間や99mTcO4一の用量等を一定にすれば，

標識率はほぼ一定であるといわれている24）．そこ

で，投与量や撮像時間・方法を厳密に一定にすれ

ば，同一個体についてはある程度その集積を比較

することが可能で，しかも簡便に行うことができ

ると思われる．本症例についても，脳内各部への

集積を経時的に比較するのにこの方法を用い，

CJDの経過と集積との関係を明らかにすること

が可能であった．

　このように，CJDにi231－IMPおよび99mTc－

HM－PAO　SPECTを行うことは，病態を知る上で

有用であり，今後多数例での検討が期待される．

　なお，99mTc－HM－PAO投与においては何ら副

作用は認められなかった．

V．結　　論

　1231－IMPおよび9・　9mTc－HM－PAO　SPECTは，　X

線CTよりも早期にCJDの病変を知ることが可

能であった．CJDでは，その病初期に1231－IMP

および99mTc－HM－PAOで評価された脳血流が低

下することが示された．i231－IMPおよび99mTc－

HM－PAOは，　CJDの病態把握に有用な方法であ

ると思われた．

稿を終えるに’T2たり，99n1Tc－HM－PAOを提∬k．ドさい

ましたアマシャム株式会社に深謝いたします．
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Summary

ACase　with　Creutzfeldt－Jakob　Disease　Followed　Up　by

　　　N－ISopropy1－［i231］－p－lodOamphetamine　and　99mTC－

　　　　　Hexamethyl　Propyleneamine　Oxime　SPECT

　　　　Shimato　ONo＊，　Masao　FuKuNAGA＊，　Nobuaki　OTsuKA＊，　Kiyohisa　NAGAI＊，

Koichi　MoRITA＊，　Akira　MuRANAKA＊，　Takako　FuRuKAwA＊，　Shinichi　YANAGIMoTo＊，

　　Tatsushi　ToMoMiTsu＊，　Kingo　KAwAI＊＊，　Akira　TERAo＊＊and　Rikushi　MoRITA＊

＊∠）epartnlentρゾ’ハ／u【’lea”Medi（・ine，＊＊Depart〃lentρノ’ノVeu”olo8y，　Ka“，asaki　Medi（’a／S‘・hoo／

　　N・isopropyト［1231】－p－iodoamphetamine（1231．

lMP）　and　99mTc－hexamethyl　propyleneamine

oxime（99mTc－HM－PAO）SPECT　were　performed
in　a　66　yrs－old　female　patient　with　Creutzfeldt－

Jakob　disease（CJD）．　The　decreased　accumulation

of　both　radiopharmaceuticals，　which　localized

initially　in　the　focal　regions　and　progressed　even－

tually　to　the　whole　brain，　were　observed　in　the

early　stage　of　CJD，　when　no　abnormal　findings

were　obtained　on　X－CT．　Although　the　redistribu－

tion　of　l231－IMP　was　recognized　in　the　relatively

early　stage　in　which　the　accumulation　was　sig－

nificantly　decreased，　it　disappeared　with　the　pro－

gression　of　the　disease．　The　accumulation　of　both

radiopharmaceuticals　which　decreased　remarkably

in　the　early　stage　of　CJD　was　sustained　in　low

level　during　the　chronic　stage．　The　accumulation

ratio　of　99mTc－HM－PAO，　after　second　examina－

tions，　to　that　on　first　SPECT　was　lower　than　those

of　1231－IMP．　It　was　suggested，　as　this　cause，　that

the　d　i　ffe　rence　of　the　accumulation　mechanism　of

both　agents　might　be　concerned．　Thus，　it　is　inter・－

ested　to　follow　up　a　patient　with　CJD　by　using

1231－IMP　and　99mTc－HM－PAO　SPECT，　and　this

modality　w川　provide　a　useful　information　to

clarify　the　pathogenesis　of　CJD．

　　Key　words：　i231－IMP，　99mTc・HM－PAO，

SPECT，　Creutzfeldt－Jakob　disease．
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