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一一側小脳の血管障害における対側大脳皮質の血流低下一

木村　繁男＊　　中村　　宏＊　松村憲太郎＊　諸橋　章三＊＊
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　要旨　1986年5月より1989年2月までにN・isopropyl－P－【1231】iodoamphetamineによる脳血流SPECT

検査を施行した182例の脳血管障害患者のうちで，一側小脳のみに障害の見られた7例について，大脳皮質

における脳血流を検討した．全例において，対側大脳皮質に血流低下がみられたが，臨床症状は小脳症状の

みであ・・た．これらの血流低下は，X線CTやDSAの所見とは対応せず，　cerebello－reticular　tractおよび

cerebello・thalamic　projectionを介する神経伝達経路の関与を想定した．

Lはじめに
　1－123標識N－isopropy1－P－iodoamphetamine

（IMP）の導入1）とシングルフォトンエミッション

CT（SPECT）の利用によって，様々な中枢神経疾

患における脳血流の三次元的マッピングが臨床診

断の場で行われるようになってきた．その中で，

従来から用いられてきたX線CTや血管造影など

の形態学的診断法で得られる情報とは異なる機能

異常の検出が注目されている2・3）．

　1980年にBaronらが，ポジトロンCT（PET）

を用いて，一側大脳半球の広範な障害が存在する

時に対側小脳で血流低下が見られるcrossed　cere－

bellar・diaschisisを報告した4）が，　SPECT検査の

普及に伴って，この現象が決して珍しいものでは

ないことが明らかになってきた5“7）．これとは逆

に，一側小脳における障害が対側の大脳皮質にな

んらかの影響を及ぼす可能性が示唆されてきた8）
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が，小脳のみに限局した血管障害の頻度が高くな

いことから，その詳細な検討はされていない．

　われわれは，一側小脳における血管障害の際に

対側大脳皮質で血流低下がみられることに注目し，

IMPによる脳血流SPECT検査を施行しえた7例

について検討を加えてみた．

II．対象・方法

　1986年5月から1989年2月までに，われわれの

施設で頭部CT検査によって脳血管障害と診断し

た症例数は約1，400例，小脳の血管障害は53例で

あった．同期間にIMPによるSPECT検査を施

行した脳血管障害は182例，小脳の血管障害は13

例であったが，この中で一側小脳にのみ限局した

病変および臨床症状を有する7例（男性4例，女

性3例）を対象とした．年齢は58～78歳に分布し，

このうち小脳梗塞は6例，小脳出血は1例である．

小脳梗塞の1例と小脳出血の1例では，SPECT

検査による経過観察が可能であり，これら7症例

における計10回のSPECT検査を対象として検討

した（Table　1）．発症からSPECT検査までの期間

は，短いもので7日，最も長い例では6年3か月

であった．

　SPECTの撮像は，日立メディコ社製回転型ガ

ンマカメラ（GAMMA　VIEW－D）に低エネルギー
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Table　l　Details　on　CVD　patients

驚Ag・Sex　Tim㌫罐σ Clinical　signs

and　symptoms
X－ray　CT

appearance
Location　of　decreased
CBF　in　cerebral　cortex

－
勺
∠

3

4

5

6

70　　F

70　　M

73　　M

64　　M

67　　F

58　　F

7

L＝left；

78　　M

42days
46days

7days

42days

6months

25days

6years

17days

46days
44days

vertigo　and　nausea

ataxia　on　L　extremities

　and　dysequilibrium

nausea，　vertigO

　and　headache

dysequilibrium

naUSea，　vOmlttmg

　and　ataxia

　on　L　extremities

Lcerebellar　infarct

Lcerebellar　infarct

Lcerebellar　infarct

Lcerebellar　infarct

Lcerebellar　infarct

Lcerebellar

　hemorrhage

nausea　and　vomitting　　L　cerebellar　infarct

Rfrontal　lobe

Rtemporal　lobe｛Rparietal　lobe

Roccipital　lobe

Rfrontal　lobe

｛Rparietal　lobe

Rtemporal　lobe？

Roccipital　lobe

Rfrontal　lobe｛Rparietal　lobe

Roccipital　lobe

Rfrontal　lobe｛Rparietal　lobe

Roccipital　lobe

Rfrontal　lobe｛
Rtemporal　lobe

Rfrontal　lobe｛
Rtemporal　lobe

Rfrontal　lobe？

Rfrontal　lobe

Rfrontal　lobe

R＝right

用高分解能コリメータを装着して行った．日本メ

ジフィジックス社より供給されたIMPlll～222

MBq（3～6・mCi）を静脈内に投与し，20分後より

1方向15秒間，64方向（360°）よりデータ収集を

行った．一部の症例（No．3，　4，　6）においては，

IMP投与3～4時間後に同様にして後期像を撮像

した．

　SPECT画像の再構成には，日立メディコ社製

核医学データ処理装置（HARP）を用いた．スラ

イス厚を2ピクセル（1．1　cm）とし，再構成フィル

ターとしてCheslerのフィルターを用いた．さら

に，その後Winnerフィルターによる後処理を行

った．吸収補正は，μが0．05／cmの均一な吸収係

数の楕円体であると仮定して行った．最終的な画

像表示は，ウィンドウ幅を上限が最高カウント，

下限が最高カウントの16％としてフィルム上に

表示し，視覚的に判定した．

In．結　　果

　7症例10回のSPECT検査の結果を，臨床症状

およびX線CTの所見と対比してTable　1に示

す．全例において，程度や部位の差はあるものの，

対側の大脳皮質における血流低下が認められた．

血流低下を示した部位は，ほぼ全例において前頭

葉皮質を含み，症例によっては頭頂葉および側頭

葉にも及んでいた．後期像を撮像し得た7回の

SPECT検査の中で，6回の検査では大脳皮質へ

のIMPの放射能に左右差がみられなくなるいわ

ゆる“再分布”現象を認めた．以下に代表的な2

症例を提示する．

　【症例4】　本例は64歳の男性で，以前より僧帽

弁狭窄症，心房細動を指摘されていたが治療を中

断していた．1988年2月18日，突然，ふらつきで

発症し入院した．入院当日のX線CT検査では軽

度の皮質の萎縮のみ認められた．2月20日に施行
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Fig．1　A64　years　old　male　with　left　cerebellar　infarc－

　　　　　　tion（case　4）．（a）：X－ray　CT　images　showed

　　　　　　infarction　in　the　left　cerebellar　hemisphere（left）

　　　　　　and　slight　low　density　area　was　also　observed

　　　　　　in　the　posterolateral　cortex　of　the　right　tem－

　　　　　　poral　lobe（right）．（b）：SPECT（on　the　25th

　　　　　　day）images　showed　reducted　perfusion　in　the

　　　　　　left　cerebellar　hemisphere（1eft）and　in　the

　　　　　　cerebral　cortex　of　right　frontal　and　temporal

　　　　　　lobes（right）．（c）：Intra－arterial　DSA　image

　　　　　　showed　only　mild　arteriosclerotic　changes　in

　　　　　　the　right　internal　carotid　artery（C1－C3）and

　　　　　　some　kinking　of　intracranial　vessels．（The

　　　　　　catheter　was　inserted　through　the　right　femoral

　　　　　　artery　and　the　catheter　tip　was　located　over　the

　　　　　　aortic　arch．）

Presented by Medical*Online



1262 核医学　　26巻10号（1989）

RSミ
・ 主

ノ

蒙＾⇔、・

■

a

症倒6（YT）BS／8／22
：D＝Y’T．T’．J　　　　　　　　　　　　　　　　　　ID＝YT．　T｛J
FF自nEニ　　　，5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　FRqME＝　　IE〕

扉亀L

の
、
F

1〈YOTO↑’F’IF

L

　　　　　　　　　　　　　　　　　b
Fig．2　A　58　years　old　female　with　left　cerebellar　hemorrhage（case　6）．（a）：X－ray　CT

　　　images　showed　hemorrhage　in　the　left　cerebellar　hemisphere（left）and　no　findings

　　　in　the　cerebral　cortex（right）．（b）：SPECT（on　the　46th　day）images　showed　re・

　　　ducted　perfusion　in　the　left　cerebellar　hemisphere（1eft）and　in　the　cerebral　cortex

　　　of　right　frontal　lobe（right）．

したX線CT検査では左小脳梗塞と診断された．

右側頭葉外側後部皮質にもわずかな低吸収域が見

られたが，2月25日には消失し，3月11日には再

び出現している（Fig．1a）．3月14日（25日後）の

SPECT検査では（Fig．1b）に示すように左小脳と

右前頭葉，側頭葉皮質に血流低下を認めた．3時

間後の後期像で再分布は左小脳，右前頭葉で陽性，

右側頭葉で陰性であった．4月初めに施行した経

動脈DSA検査では，右内頸動脈（Cl～C3）に軽

度の動脈硬化性変化と，頭蓋内血管のねじれ

（kinking）を認めた（Fig．1c）．

　【症例6】　本例は58歳の女性で，高血圧症で通

院中であったが，1988年7月16日，激しい悪心，

嘔吐で発症し，7月18日に入院した．入院時のX

線CT検査（Fig．2a）で左小脳出血と診断した．

翌日より左上下枝の運動失調が出現し，約2週間
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で軽快した．SPECT検査は8月1日（17日後）に

行ったが，左小脳の血流低下を認め，また右前頭

葉皮質の血流低下が疑われた．8月22日（46日後）

のSPECT検査（Fig．2b）では，左小脳と右前頭

葉の血流低下を認めている．2回のSPECT検査

のいずれにおいても，3時間後の再分布は右前頭

葉で陽性，左小脳で陰性であった．

IV．考　　察

　今回，経験した上記の7症例をまとめると次の

ようになる．

　（1）一側の小脳血管障害に際して，対側大脳皮

質の血流低下が出現した時期は，小脳血管障害発

症後25日以後である．ただし，症例3では7日後

に出現し，症例6では17目後には疑い程度であり，

46日後には明確になった．

　（2）臨床的には，発症時およびその後の全経過

で明らかな大脳症状は示さず，もっぱら小脳脳幹

症状（悪心，嘔吐，眩量，平衡障害，運動失調）

を示した．

　（3）SPECT検査による大脳皮質の血流低下部

は，持続し不可逆的変化を示した．症例3では6

か月後にも出現し，6年3か月後の陳旧例（症例5）

でも出現している．

　（4）X線CT検査では，対側大脳皮質の所見を

認めることもある．

　（5）対側の大脳皮質の血流低下部は，主として

中大脳動脈の灌流領域で前頭葉を含むことが多い

が，側頭葉，後頭葉，頭頂葉など一定しない．

　（6）DSA検査では，施行した全例（症例1，2，

3，4）で，内頸動脈，中大脳動脈などの大血管の

閉塞や著しい狭窄を認めなかった．

　周知のように，1914年，von　Monakowg）は

求心性神経路の遮断によって，直ちにこれと神経

連絡のある隔たった部位の脳局所で神経活動が減

退する現象を認めて，これを初めてdiaschisis

と記載した．以後，Kempinskylo・11），　Meyer12），

Ginsberg13）らも一側の頸動脈の閉塞後に対側大

脳半球で血流および代謝が低下する現象を認めて，

1263

主として，脳梁を介するdiaschisisであると報告

し，diaschisisの必須の規準10）として，限局性の

障害に伴って障害とは隔たった所で，神経因性に

活動の低下が起こり，関連する神経経路が同定で

きる，可逆的な過程であるとした．その後，

Slater14・15）は対側の血流低下は発症直後ではなく

約1週間以内に徐々に進むので，diaschisis発現

には神経性のみでなく他の因子も検討する必要が

あると述べ，wise16）は，これまでの報告では対

照例が不適当なので，ヒトでは必ずしも半球間の

diaschisisが存在するとはいえないとした．以上

のように脳梁を介する大脳半球間のdiaschisisに

ついての評価は必ずしも一定しない17）．

　その後，1980年にBaron4）は，　PET検査で大

脳の梗塞に際して反対側の小脳半球の脳血流と酸

素摂取率が大脳の梗塞巣と平行して低下する現象

を認めて，初めてcrossed　cerebellar　diaschisis（以

下，CCD）と呼び，片麻痺の存在とは関係なく，

cerebro－pontine－cerebellar　　pathway，　dentato・

thalamo－cortical　pathwayのいずれか，または両

方が関与し，可逆的であることからdiaschisisの

規準10）にもあてはまると述べ，CCDはcrossed

cerebellar　atrophyの初期像（early　metabolic　cor－

relate）にあたると提唱した．その後，　IMPによ

るSPECT検査の臨床応用に伴って，その当初よ

りこの現象が容易に認められている5～7）．

　これまで報告されたCCD症例では，1）一側の

大脳の広範な病変で特に頭頂葉を含む症例に認め

られ18”21），2）発症後2か月までに出現し3～5か

月後には消失する可逆的な現象4・6）で，3）脳梗塞

だけでなく，AVM，脳出血，モヤモヤ病，脳腫瘍

でも出現し6・22，23），4）関与する神経経路として

cortico－Ponto－cerebellar　systemが推定されている．

時間的経過については，当初はCCDは急性期に

出現し4・24），可逆的な現象4・6）であるとされていた．

最近では，脳梁を介する半球間diaschisis15・i7・19）

と同じく，むしろCCDの程度と発症後の期間と

は関係なく不可逆的な例もある7・19・25・26）とされ，

障害部位については，頭頂葉よりも中大脳動脈の
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深部穿通枝の梗塞による内包，または基底核の障

害に伴う皮質橋小脳路の障害によって，高頻度か

つ高度にCCDが出現する？・26）とされている．ま

た，diaschisisに伴う臨床症状は，半球間のもの

については議論のあるところ16）であるが，CCD

に伴う明らかな小脳症状の報告例はない．

　今回，われわれが検討した7症例は，これらと

は逆の現象でcrossed“cerebral”diaschisisに相当

するが，1）IMPによるSP正CT検査上では不可逆

的な変化らしいこと，2）X線CT検査とは半数例

において特に急性期に平行した所見が得られ，3）

DSA検査とは平行しないなど，最近のCCDの
報告例7・26）と類似している．したがって，CCD

の中で小脳症状が前面にでたものと考えられなく

もないが，臨床症状は小脳脳幹症状のみで明らか

な大脳症状を認めず，定量的ではないが血流低下

の程度も小脳で明らかに著しいことなどより，む

しろc「ossed“cerebra1”diaschisisに相当すると考

える．ただし，現在まで6か月以上にわたって経

過を観察できた症例3および症例4からは，小脳

血管障害では対側大脳皮質の無症候性梗塞をおこ

しやすい，と考えられなくもない．また，対側大

脳皮質で血流低下が持続するのは，もとからあっ

た陳旧性の動脈硬化性変化の反映とも考えられる

が，全例で対側に著しいことから，CCDと同じ

くなんらかの神経因性機序の関与が推定される．

CCDがいずれcrossed　cerebellar　atrophyに移行

するとする説4・16）と同様に，crossed“cerebra1”

diaschisisが対側大脳皮質の萎縮に寄与するか否

かは，今後の長期的な検討と神経系以外の多くの

因子の検討を要する．

　c「ossed“ce「ebral”diaschisisの存在は，　CCDで

は逆行性として否定されたdentato－thalamo－

cortical　system26）を介するものが当然予想された

が，Broich8）がきわめてまれな一例として報告し

たのみである．これは小脳の血管障害がきわめて

少ないこと27）と関連があるかもしれない．この

ような小脳障害に伴う大脳皮質への遠隔効果に関

与する神経経路として，1）cerebello－reticular　tract

を介して小脳→網様体→視床髄板内核→広範な

大脳皮質・基底核に至る経路と，2）cerebello－

thalamic　projectionを介した小脳皮質→歯状核→

視床内側核・前腹側核・外側腹側核→大脳皮質運

動領の経路が考えられる28－’31）．両経路の中継点

である視床でも血流低下が予想されるが，今回の

われわれの検索では確認できていない．これは，

視床から大脳皮質に投射される範囲の大きさに比

べて，視床での血流低下部位の範囲がきわめて小

さいことによると思われる．これらの詳細につい

ても今後の検討が必要と考えられる．

V．結　　語

　IMPによるSPECT検査で，一側の小脳血管障

害により対側大脳皮質の血流低下を示した7例

について検討した．これはcrossed“cerebra1”

diaschisisに相当する現象で，関与する神経経路

として小脳→視床→大脳に至る2経路を想定し

た．
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Summary

　　　　　　　　　　　　　　　　　Crossed‘‘Cerebral，，　Diaschisis？

－
Seven　Cases　with　Unilateral　Cerebellar　VascUlar　Lesion　which　Showed

　　　　　Decreased　Pe血sion　in　the　Contralateral　Cerebral　Cortex一

Shigeo　KIMuRA＊，　Hiroshi　NAKAMuRA＊，　Kentaro　MATsuMuRA＊，

Shozo　MoRoHAsHI＊＊，　Yoshihiro　UEoKA＊＊，　Akira　HAsEGAwA＊＊

　　　　　　　　　　　　　　and　Yoshiharu　YoNEKuRA＊＊＊

　　　　　　　　　　　　　＊1）epa「t”le’l　t　of　Medic　ine，　Ktyotoハ4inanii　Hospita1

　　　　　　　　　　　　＊＊Department　of　Radiolo8ア，　Kンotoルlina〃li　Hospital

＊＊＊Deρa”伽θ〃r　of∧「uclear・Medici’le，　Kyo’oと励・e’百∫rγ∫cllool　qハ4ed～d’～θ，1（yo～o，　Japan

　In　7　cases　with　unilateral　cerebellar　vascular

lesion，　decreased　perfusion　was　observed　in　the

contralateral　cerebral　cortex　by　single　photon

emission　computed　tomography（SPECT）with
I－123　1abeled　N－isopropy1－p－iodoamphetamine

（IMP）．　These　cases　had　symptoms　due　to　cere・

bellar　lesions　but　did　not　show　any　cerebral

cortical　symptoms．　Reduction　of　cerebral　cortical

perfusion　appeared　on　more　than　25　days　after

the　onset　of　CVA，　did　not　correlate　with　mor－

phological　changes　by　cranial　X－ray　computed

tomography　and　digital　subtraction　angiography

in　acute　phase，　and　was　persistent　or　irreversible

later．　We　made　a　guess　this　phenomenon　was　due

to　the　remote　neuronal　effect　through　cerebello－

thalamic　pr（）jection．

　Key　words：Diaschisis，　IMP，　Cerebellar　infarc－

tion，　Cerebellar　hemorrhage，　SPECT．

Presented by Medical*Online


	1259
	1260
	1261
	1262
	1263
	1264
	1265
	1266



