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《症例報告》

筋萎縮性側索硬化症における1231－IMP脳血流

　　　　　　　　　シンチグラフィ所見

安斎恵美子＊　　塩澤　全司＊

小泉　　潔＊＊　内山　　暁＊＊

新藤　和雅＊　　角田　伸一＊

　要旨　筋萎縮性側索硬化症（ALS）の患者3名にIMP－SPECTによる検討を行な’1た．症例1は31歳の

男性で両上肢筋力低下があり，両下肢痙性麻痺を認め，球症状も強かった．症例2は51歳の女性で両上肢

筋力低下があり，球症状が強かった．症例3は68歳の男性で両上肢筋力低下があり，球症状がみられた．

3例はともに臨床上ALSと診断され，痴呆を認めず，大脳高次機能は正常だった．　CTおよびMRIでは，

症例1は前頭部から頭頂部にかけて広範な中等度の進行性脳萎縮をみたが，他の2例は正常所見だった．

lMP－SPECTでは3例とも前頭頭頂部に血流低下を認めた．　ALSで慢性進行性の脳血流低下が存在する可

能性が示唆された．

Lはじめに
　N－isopropy1－p－［1231］iodoamphetamine（1231－IMP）

によるsingle　photon　emission　computed　tomo－

graphy（SPECT）は局所脳血流量を容易に評価す

ることが可能で，脳血管障害，てんかん，アルツハ

イマー病のみならず，パーキンソン病1）や脊髄小

脳変性症などの変性疾患にも臨床応用されている．

しかしながら，筋萎縮性側索硬化症amyotrophic

lateral　sclerosis（ALS）については，わずかに

LudoSphら2）と，痴呆を伴ったALSでのSawada

ら3）と，百瀬ら4，の報告をみるのみである．著者

らは痴呆のないALS　3例にIMP－SPECTを実施

し，前頭頭頂境界部に血流低下を認めた．ALS

は有効な治療法が知られていない難病の1つであ

り，その病態解明は現在においてきわめて緊急性
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をおびた課題である．このALSのSPECT所見

はALSの病態の解明にきわめて重要な知見とな

ると考えられたので，ここに報告する．

H．対象と方法

　臨床的にALSと診断された3名を対象とした．

いずれの症例も知能障害はなく，大脳高次機能は

正常である．

　脳血流シンチグラフィは1231－IMP　3　mCi（lll

MBq）を安静閉眼時静注投与し，　early　imageは

約20分後より，delayed　imageは3時間後より東

芝製ガンマカメラGCA601－Eを用いて64×64マ

トリックス，6°ごと30秒ずつ計60方向よりデー

タ収集を行いSPECT像を作成した．

m．結　　果

　以下に各症例を呈示する．

　〔症例131歳　男性〕　土木現場監督．主訴は

歩行障害，家族歴，既往歴に特記すべきものはな

い．昭和63年5月，28歳時より痙性歩行障害が出

現し，徐々に進行した．同年6月には両上肢筋力

低下が出現し，四肢遠位筋の筋力低下が著明とな

った．平成元年4月から構音障害，嚥下障害など
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の球麻痺症状が加わったため，同年11月当科へ入

院した．入院時一般身体所見に異常はなかった．

神経学的には意識清明，WAISによるverbal　IQ

は104，大脳高次機能は正常で，脳神経では顔面筋，

咬筋および胸鎖乳突筋の筋力低下を認めた．舌に

萎縮と線維束攣縮と，構音障害，嚥下障害を認め

た．また四肢遠位側優位の筋萎縮，筋力低下を認

めた．深部腱反射は充進しており，病的反射は両

側陽性だった．感覚障害はなく，尿便失禁もみら

れなかった．検査所見では，血算，生化，血清学

的検査，心電図，胸部X線，脳脊髄液および血

液ガスに異常はなかった．筋電図では，neurogenic

patternを四肢および舌に認め，前脛骨筋の筋生

検ではneurogenic　changesの所見を得た．頭部

X線CTは昭和63年1月は正常所見であるが，

平成元年11月には大脳脳溝の拡大が明らかとなり，

脳萎縮の進行した所見を呈している．頭部MRI

でもCTと同様の脳萎縮の所見をみとめる．1231－

IMP　SPECTはearly　image（Fig．1）では両側の

前頭頭頂境界部に血流低下を認め，delayed　image

では同部における再分布は不良であった．Seld－

inger法による両側頸動脈造影では中大脳動脈に

狭窄や閉塞は認めず正常所見であった．

　〔症例2　51歳，女性〕　主婦．主訴は左上肢筋

力低下，家族歴では兄弟2人が小児麻痺，既往歴

に特記すべきことはない．昭和63年8月左上肢筋

力低下が出現，平成元年4月歩行障害，構音障害

が加わり当科へ入院した．その後リハビリテーシ

ョンを続けていたが，平成2年1月構音障害，嚥

下障害などの球麻痺症状が出現し，平成2年3月

現在気管切開下にて呼吸管理されている．一般身

体所見に特別なことはなかった．神経学的には知

能，大脳高次機能は正常，脳神経では顔面筋，胸

鎖乳突筋に筋力低下を認め流挺が著しかった．舌

に萎縮と線維束攣縮を認め嚥下障害，構音障害も

明らかであった．上下肢とも3～4／5の筋力低下

を認め，上肢では遠位側優位の筋萎縮がみられた．

深部腱反射は上下肢で充進，病的反射は両側陽性

だった．知覚障害，尿便失禁はみられなかった．

検査では血算，生化，血清学的検査，胸部X線，

脳脊髄液，心電図および血液ガスに特記する異常

所見はみられなかった．筋電図では右上下肢遠位

側優位にneurogenic　patternを認めた．頭部X線

CT，　MRIに異常所見はみられなかった．1231－

IMP　SPECTでは，　early　image（Fig．2）で前頭頭

頂境界部に血流の低下を認め，delayed　imageで

もこの部位での再分布は不良であった．

　〔症例3　68歳　男性〕　主訴は両上肢挙上困難．

家族歴、既往歴に特記すべき事はない．昭和63年

3月両上肢挙上困難，筋萎縮が出現，徐々に進行

した．平成元年はじめには構音障害もあらわれ，

平成2年3月現在両上肢は完全麻痺の状態である．

一般身体所見に特記すべきことはない．神経学的

には知能，大脳高次機能とも正常で，脳神経では

咬筋，胸鎖乳突筋の筋力低下を認めた．舌に萎縮

と線維束攣縮を認め，構音障害，嚥下障害も軽度

出現していた．運動では，上肢筋力は0～1／5，下

肢は4／5程度で，上肢では遠位側優位の筋萎縮を

認めた．深部腱反射は上肢で減弱，下肢では軽度

充進で病的反射はみられなかった．血算，生化，

血清学的検査，胸部X線，脳脊髄液および血液ガ

スに異常はなかった．脳波は10Hzの基礎活動

で，軽度のbuild－upが認められた．筋電図および

上腕三頭筋の筋生検でともにneurogenic　changes

の所見をえた．画像では頭部CT，　MRIではとく

に異常所見を認めなかった．1231－IMP　SPECTの

early　image（Fig．3）では，前頭頭頂境界部に血流

の低下をみとめ，delayed　imageでは同部での再

分布は不良であった．

IV．考　　察

　自験例は3例ともに臨床的に上位運動ニューロ

ン症状，下位運動ニューロン症状，ならびに球症

状を認め，感覚障害や自律神経症状を欠き，また

錐体路障害が進行性であることからALSと診断

することに矛盾はないと思われる．3例はともに

痴呆や大脳高次機能障害など認めなかった．しか

し病識に乏しい，やや多幸的であるなどの状態が

見られ，何らかの神経心理学的異常の存在が示唆

されたので，ALSの脳機能についてはさらに検
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Fig．1　A31－years－old　man，　wh（）developed　ALS　for　about　two　years．　Early　image　of

　　　　　　IL）：ハ1－IMP　SPECT　showed　relatively　localized　hypoperfusion　on　bilateral　fronto－

　　　　　parictal　border　zone　areas．
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Fig．2　　A　51－years－olci　woman、　who　was　suiTering　fl・oM　ALS　for　about　onc　and　a　half
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Fig．3　A68－year－old　man，　who　had　a　discasc　of　ALS　sufTered　for　about　two　years．

　　　　　　1231－IMPSPECT　showcd　hypoperfusion　in　thc　fronto－parictal　border　zone　areas，

　　　　　marked　on　the　left　brain．
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討する必要があるだろう．

　ALSの脳の画像診断では，従来からCTにつ

いては特記すべき異常は認められないとされてい

る．MRIでは近年T2強調画像で皮質脊髄路のあ

る橋から大脳運動領野にいたる錐体路に高信号域

が存在するという所見が報告されているが5‘一？）そ

の病的意味は明らかではない．自験例では，3例

中2例はCTとMRIは正常であったが，1例は

1年10か刀の間にCT上脳室拡大・脳溝拡大の進

行があり進行性脳萎縮が認められ，MRIで前頭

頭頂部の萎縮が認められた．この脳萎縮の機序に

ついては，現在までの既往で脳虚血を示す病態は

なく，ALSの進行に伴って皮質機能が障害され

た結果と考えられる。この症例において計算力や

見当識障害のないことが注目され，IMP－SPECT

が実施される契機となった．

　現在までにALSについてのIMP－SPECTが行

われた報告は，著者等の分献的検索ではSawada

ら3），百瀬ら4），Ludolphら5）のものが認められる．

Sawadaら3）は痴呆を伴ったALSでIMP－SPECT

を行い，両側前頭葉のhypoperfusionを認めた1

例を報告している．百瀬ら4）は痴呆を伴ったALS

2例にIMP・SPECTを行い左前頭葉に集積低下

のあった写真を呈示しているが，この所見に対す

る検討はなされていない．Ludolphら5）は17例の

ALSにIMP－SPECTを行い，全例になんらかの

IMPの集積低下を認めており，　ALSでは前頭側

頭部にIMP集積低下部位があり，病勢の進行と

ともに脳全体の集積低下を見るという報告をして

いる．一方Dalakasら8）は上位ニューロン障害の

あるALS患者7人に2－18F－fluorodeoxy－D－glucose

を用いたPETを行い，全例で小脳を除く，大脳

皮質から大脳基底核にいたるまでの神経活動の代

謝の低下が存在することを指摘した．その原因と

しては，Betz細胞のdendoriteの減少やグリア細

胞の反応性増加により大脳運動領野の神経に“部

分的な”融解が起こるためである，ということを

Golgi染色による病理所見から推察している．そ

して代謝低下の状況は細胞死ではなく機能停止の

ためであって可逆性の変化である，と論じている．

　ALSの剖検脳の所見では，中心前回を中心と

した大脳皮質の運動野の障害が見られることが原

則的であるが，中心前回の粗大萎縮を見ることは

稀で，Betz巨細胞の病変の頻度や重篤度は一定

ではない9）．しかし湯浅ら10）の報告に見られるよ

うに中心前回にほぼ限局した強い萎縮を認めた

ALSも存在しており，　ALSにおける前頭頭頂境

界部の病変は大いに注目されるところである．自

験例では大脳全域にわたり横断，矢状断，前頭断

の撮像を行って病変を立体的に検討した結果，

Ludolphらの所見とは異なり全例で前頭頭頂境界

部を中心としたhypoperfusionを認めた．この

IMP－SPECTの結果は脳皮質の局所血流量の低下

を示し，さらに神経細胞の変性に伴った機能障害

をも反映するものであるかについては，今後PET

などによる検討が必要とされる所であるが，今同

のIMP－SPECTの結果は，同部位での何らかの

神経活動の低下を示唆していることが考えられ

る11）．

　ALSは現在，何ら施すべき治療が知られてい

ないのみならず，疾患本態に迫りうる病態さえ見

出されていない難病である．臨床上皮質障害の徴

候をとらえられない患者においても，大脳皮質に

異常所見を見出した点で，IMP－SPECTはALS

の中枢神経系の機能を反映する検査法として注目

すべきと思われ，上位運動ニューロン障害の程度

やALSの進行過程，および皮質機能との関連に

ついて，今後さらに症例を重ねて検討する必要が

あると考えられた．

V．まとめ

　1231－IMP　SPECTで前頭頭頂境界部に血流低下

を認めたALSの3例を報告した．この所見は

ALSの病態を反映する特徴的所見と考えられ，

SPECT上の血流低下と皮質の神経活動，機能と

の関連について考察を加えた．
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Summary

1231－iodoamphetamine　Single　Photon　Emission　Compute《1　Tomography

　　　　　　in　Three　Patients　with　Amyotrophic　Lateral　Sclerosis

Emiko　ANzAI＊，　Zenj’i　SHIozAwA＊，　Kazumasa　SHINDo＊，　Shin－ichi　TsuNoDA＊，

　　　　　　　　　　　　　　Kiyoshi　KolzuMl＊＊and　Guio　UcHIYAMA＊＊

＊Third　L）epartment　ofルledi‘・ine，｝la〃ianashiルfedical（ノniyersity

　＊＊1）epartment　of　Radio　／O宮夕，　Ya〃ianashiルledical　University

　We　examined　the「231－iodoamphetamine　SPECT

for　3　patients　with　ALS，　who　were　clinically

diagnosed．　Patient　l　was　a　31－years－old　man，　who

had　bilateral　muscle　weakness　of　his　upper　ex－

tremities，　and　spastisity　in　lower　extremities．　Pa－

tient　2　was　a　51－years－old　woman，　who　had　marked

weakness　of　her　upper　extremities　and　bulbar　sign．

Patient　3　was　a　68－years－old　man，　who　had　severe

degree　of　marked　weakness　of　his　upper　extremities

and　mild　bulbar　signs．　Cerebral　cognitive　function

were　all　normal　in　three　patients．

　　Computed　tomographic　and　magnetic　resonance

imagings　showed　moderate　degree　of　cortical

atrophy　in　patient　1，　but　no　abnormalities　in

patients　2　and　3．

　　In　i231－IMP　SPECT，　however，　hypoperfusion

were　recognized　on　the　bilateral　fronto－parietal

border　zone　areas　in　these　three　patients　with

ALS．　It　was　suggested　that　patients　with　ALS

showed　varying　degrees　of　impaired　perfusion　in

the　fronto－parietal　border　zone　areas　in　spite　of

normal　cognitive　functions．

　Key　words：1231－IMP
lateral　sclerosis，　motor

cognitive　function．

SPECT　amyotrophic
cortex，　hypoperfusion，
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