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糖尿病患者の局所脳血流検査
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　要旨　N－isopropyl－P・i231－iodoamphetamine（以下IMP）を用いてCT上脳梗塞を認めない高齢糖尿病患

者（平均67．9歳）11例と非糖尿病患者（平均67．4歳）12例を対象にSPECT検査を行い，持続動脈血採血

法を用いて局所脳血流量を測定した．糖尿病群では非糖尿病群と比較して，前頭葉，高位前頭葉，側頭葉，

頭頂葉，後頭葉，小脳の各部位においていずれも有意な局所脳血流量の低下が認められた（Pく0．Ol）．高齢

糖尿病患者では，CT上脳梗塞を認めなくても，無症候性の潜在的なびまん性の局所脳血流量の低下がある

ことが確認された．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（核医学30：145－150，1993）

1．はじめに

　脳血管障害の危険因子の一つとして，糖尿病が

重視されており1・2），その病理学的背景として糖尿

病患者では非糖尿病患者と比較して脳動脈硬化が

強く起こることが知られている3”5）．本病態をin

viVOで機能的側面からとらえた報告はきわめて

少なく6・？），IMPを用いて動脈血採血法により局

所脳血流量を定量した報告は著者の知る限りでは

ない．今回，われわれはKuhlらのマイクロス

フェアモデルを基本としたReference　sampling

method8，9）を用いて，　CT上脳梗塞を認めない，糖

尿病患者の局所脳血流量（regional　cerebral　blood

flow，以下r－CBF）を測定し，糖尿病患者におけ

る潜在性の脳循環動態異常を評価した．
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II．対象と検査方法

　宮崎県立日南病院に入院中の患者で，CT上脳

梗塞を認めず，神経学的にも無症候性の糖尿病患

者11例を対象とし，同年代の正常ボランティァ

12例をコントロールとした．なお糖尿病患者は

いずれも経口血糖降下剤で治療中であった．検査

は1231－IMP　111MBq静注直後よりガンマカメラ

にて30分間，1フレーム／分で頭部正面像を30フ

レーム撮像し，全脳の時間放射能曲線を静注直後

から，放射能がほぼプラトーに達する30分後ま

で作成した．35分後より64方向，360°30分間

で撮像しSPECT像を得た．マトリックスは64×

64で再構成はShepp－Loganフィルターを用い，吸

収補正は行わなかった．全脳の時間放射能曲線よ

り10分後と30分後のカウント比を算出し，この

比を用いて35分以後に得られた再構成カウント

から10分後の再構成カウントを推定した．

　また静注直後より，右肘動脈から10分間1m〃

minで持続動脈採血を行い，オクタノール抽出を

施行し，血中脂溶成分の放射能濃度をウエル型シ

ンチレーションカウンター（SK－165，　SKK）を用

いて測定した．なおウエル型シンチレーションカ
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ウンターとSPECTの計数効率の補正のため，あ

らかじめ直径20cmの円筒ファントムを用い標準

線源と比較することで，Cross　calibration　factor

を算出した．以上の操作より得られた数値を用い

て，Kuhlらのマイクロスフェアモデルを基本とし

たReference　sampling　method8・9）により，SPECT

再構成画像上両側の前頭葉，側頭葉，頭頂葉，後

頭葉，高位前頭葉，小脳にそれぞれ直径3cmの

円形ROIを設定し各部位におけるr－CBFを算出

した．使用した回転型ガンマカメラはGCA－90A

（東芝）でデータ処理にはGMS－550U（東芝）を用

いた．

III．検討項目

においても糖尿病群のほうが非糖尿病群と比較し

て有意にr－CBFの低下を認めた．また個々の症

例においても明らかな左右差や部位別の差，局所

的なRIの集積低下もみられず糖尿病群ではびま

ん性のr－CBFの低下が認められた．

V．症　　例

　（1）臨床検査値の比較

　r－CBFと関連があると思われる年齢，収縮期血

圧，脂質代謝の指標である総コレステロール，中

性脂肪，HDL一コレステロール，糖尿病コントロ

ー ルの指標となるHbAlc，空腹時血糖について測

定し，おのおのの平均値を比較検討した．

　（2）脳内各領域のr－CBFの比較

　糖尿病群と非糖尿病群間の両側の前頭葉，高位

前頭葉，側頭葉，頭頂葉，後頭葉，小脳の各領域

におけるr－CBFの平均値を比較検討した．なお

基底核，視床等の中心灰白質については吸収補正

を行っていないため，今回は検討から除外した．

推計学的検定にはStudent’s　t－testおよびWilco・・

xon’s　signed　rank　testを用いた．

IV．結　　果

　54歳女性，糖尿病歴3年．経口血糖降下剤（グ

リベンクラミド5．O　mg／day）で内服治療中．脳血

流シンチ施行当日の空腹時血糖値123mg／d1，血

Table　l　Subjects　profile

Number（male：female）
Age（y．o．）

Systolic　B・P（mmHg）

Total　cholesterol（mg／d1）

Triglyceride（mg／dl）

HDL　cholesterol（mg／d1）

FPG（mg／d1）

HbAlc（％）

IHD
Retinopathy

Neuropathy

Nephropathy

Diabetics　Non・diabetics

　11（6：5）　　　　12（3：9）

67．9：士9．2　　　67．4」：9．3

137．1土23．8　　136．2」：26．3

205．8±27．7　　206．8二L18．9

15L4±75．8　　158．2：｛：59．5

41．9：と1L4　　42．0土15．0

137士39．1＊　　99．7d：9．5

9．3士2．0＊　　　4．6土0．6

　　2　　　　　　2

　　2

1

　（1）臨床検査値

　Table　1に検査時点での糖尿病群と非糖尿病群

における臨床像を示す．糖尿病群では空腹時血糖

値，およびHbAlcの値が有意に高値を呈したが，

年齢，収縮時血圧，総コレステロール値，中性脂

肪，HDLコレステロール値に有意差はみられな

かった．

　（2）　r－CBF

　Table　2に両群におけるr－CBFの平均値（デー

タは平均値士SD）の比較を示した．いずれの部位

B・P：Blood　pressure，　IHD：Ischemic　heart　disease，

＊：p＜0．01，HDL：High－density　lipoprotein，　FPG：

Fasting　Plasma　glucose

Table　2 Comparison　of　r－CBF　between　DM　and　Non－

DM
Diabetics

Frontal　lobe　　　　（L）

　　　　　　　（R）
Temporal　lobe　　（L）

　　　　　　　（R）
Parietal　lobe　　　　（L）

　　　　　　　（R）
Occipital　lobe　　　（L）

　　　　　　　（R）
High　frontal　lobe（L）

　　　　　　　（R）
Cerebellum　　　　（L）

　　　　　　　（R）

40．3士9．2＊

43．7土4．6＊

42．2土5．6＊

43．7士5．9＊

40．3土5．0＊

42」士5．4＊

43．6土5．9＊

43．4土6．6＊

41．1土5．O＊

43．0土5．O＊

44．0士5．O＊

43．4土5．1＊

Non－diabetics

　55．9d：8．6

56．9土9．0

56．6士7．6

57．4：と8．3

55．7士8．9

55．5土8．6

57．3：t6．9

57．5：1二8．2

56．6土9．6

57．4士8．4

58．7士6．9

58．8土7．3

DM：Diabetes　Mellitus＊：p〈0．01

（m1／100　g／min）

Presented by Medical*Online



糖尿病患者の局所脳血流検査

圧156／84，神経症状（一），合併症（一）．CT上は

脳梗塞を認めなかった（Fig．1a，　b，　c）．脳血流シ

ンチ上，r・CBFの値は前頭葉（左36．9，右38．9），

高位前頭葉（左35．8，右37．1），側頭葉（左39・7，

右40．6），頭頂葉（左35．8，右35．1），後頭葉（左

35．1，右36．2），小脳（左35．9，右35．3）（単位はい

ずれもm1／1009／min）といずれも正常コントロー

ル群の値より20％以上低くびまん性の低下が認

められた（Fig．1d，　e，　f）．

VI．考　　察

　糖尿病患者では脳梗塞の合併が高率に認めら

れ1・2・10），その理由の一つとして動脈硬化の進行が

挙げられている3“5）．糖尿病の動脈硬化促進因子

として，血小板凝集能の元進5，10・11），血液粘度の

上昇5・11），高インスリン血症に由来する脂質代謝

異常4・10）等があり，さらに高血圧を合併すること

で脳血管障害発症の頻度が高くなることが知られ

ている2・4・5・10”12）．また動物実験では高血糖が局所

脳血流量を低下させるとの報告もある13），このよ

うに糖尿病では疫学や動物実験により脳循環代謝

異常の存在が明らかにされつつあるが，in　vivoで

の報告はきわめて少なく6・？），IMPを用いてr－CBF

を定量したデータは調べた範囲ではみられなかっ

た．

　今回，IMPを用いて糖尿病患者のr－CBFを定

量した結果，コントロール群と比較して有意に低

下していることが確認された．糖尿病では，上

述のごとく様々な動脈硬化促進因子が関与してお

り3“5・10），r－CBF低下の原因の一つとして脳動脈

硬化が考えられる．この点について，亀山らの剖

検による報告では，糖尿病患者においては，椎骨，

脳底動脈および小脳動脈に強い動脈硬化性の変化

がくるとあるが4），われわれの検討ではいずれの

症例も低灌流域の分布はびまん性であり，明らか

な部位別，左右差は認められなかった．したがっ

て，糖尿病におけるr－CBFの低下は脳動脈硬化

が直接的に反映されたものではなく，他因子の関

連が考えられる．

　次に糖尿病群と非糖尿病群において，r－CBFと
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関連があると思われる年齢，収縮期血圧，脂質代

謝の指標，糖尿病コントロールの指標についても

検討したが，HbAlc，空腹時血糖に有意差を認め

たものの，年齢や血圧，脂質代謝には有意差はみ

られなかった．

　高血糖について，Duckrowらはラットを用いて

慢性高血糖状態がr－CBFの減少をもたらすと報

告しており13），この原因の一つとして，脳代謝率

の低下を挙げている．高血糖状態では，動物実験

や14），臨床例15）で脳組織の酸素消費が抑制される

ことが知られておりr－CBFと酸素代謝のcoup－

1ingが保たれていると仮定すれば，高血糖自体が

r－CBF低下要因の一つになる可能性がある．さら

に近年，生化学的にも高血糖の持続によって微小

循環動態の異常が惹起される機構が証明されつつ

あり16），特にソルビトール代謝異常17）や糖の直接

作用としての各種蛋白の糖化による組織障害11・17）

は糖尿病に特有なmicroangiopathyの主要因とし

て注目されている．本病態についての機序の詳細

は明らかではないが18），microangiopathyは全身

の血管に発生するものであり，脳内細小血管も

同病的状態になっている可能性を考慮すると，

r－CBF低下の主原因とも考えられる．また疫学的

にも糖尿病における脳血管障害の発症因子は空腹

時血糖が最も重要とする報告もある19）．

　このほか，糖尿病においては自動調節能が障害

されており，正常人ではみられない血圧の変動に

伴うr－CBFの増減が知られている10）．このよう

に動脈硬化因子を介さない糖尿病に特有な因子に

基づくr－CBF低下の可能性も十分に考えられる．

　問題点として，CT上梗塞を認めない症例を正

常と判定できるか否かであるが，CTでは不明確

な大脳白質や脳室周囲の異常所見が，MRI上の

T2病変として多発性脳梗塞やAlzheimer病，

Binswanger病等で報告されており20～23），糖尿病

の場合も，大脳白質は梗塞の好発部位であるこ

と10）より，同部の病巣をCTで否定できるかどう

かは疑問である．宇高らはADLの良好な糖尿病

患者でもMRI上，1／3にmultiple　lacunar　state

を認めたと報告しており5），CT上は正常な糖尿病
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患者のr－CBF低下の原因がCTで評価の困難な

深部白質の小梗塞と関連している可能性もある．

この点についてはSPECT，　CT，　MRIを組み合わ

せたさらに詳細な検討が必要と思われる．

　以上，糖尿病患者では非糖尿病患者と比較して

臨床的にはとらえられなくても有意にr－CBFが

低下していることが確認された．その直接原因

は不明であるが，糖尿病関連の動脈硬化促進因

子3”’5・10）のほか，高血糖自体の持続13　’一　1　q・）とこれ

に関連してのmicroangiopathyの影響，さらには

自動調節能の障害10）等，様々な要因の影響によ

りもたらされた病態と考えられる．本病態は，脳

梗塞や痴呆の発症に関与する可能性があり，長期

観察を含めた今後の検討が必要と思われた．

VII．結　　語

e

f

Fig．1　5401d　Female．　Although　there　was　no　abnor・

　　　mal　findings　on　CT　study（a，　b，　c），　r・CBF　of

　　　each　cortex　decreased　on　I　MP　SPECT（d，　e，　f）．

　CT上脳梗塞を認めない高齢糖尿病患者の局所

脳血流値を1231－IMP　SPECTを用いて持続動脈血

採血法により定量し非糖尿病患者と比較した．糖

尿病群では前頭葉，高位前頭葉，側頭葉，頭頂葉，

後頭葉，小脳の各部位において，いずれも有意な

局所脳血流値の低下が認められた．糖尿病患者で

は無症候性の潜在的なびまん性の局所脳血流低下

の存在することが明らかとなった．
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Summary

Regional　Cerebral　Blood　FRow　in　Diabetic　Patients

Shigeki　NAGAMAcHI＊，　Shinnichi　ONo＊，　Takushi　NlsHiKAwA＊，　Masato　AGETA＊＊，

　　　　　　Takeshi　MATsuo＊＊，　Nagamitsu　KuRoKi＊＊，　Seishi　JiNNoucHi＊＊＊，

　　　　　　　　Hiroaki　HosHl＊＊＊，　Shigemi　FuTAMI＊＊＊，　Takashi　OHNIsHI＊＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　Katsushi　WATANABE＊＊＊

　　　＊　Depart〃lent　of　Radio　logy，ノVichinan　Hospital　ofルfiγazaki　Prefecture

＊＊Depart〃lent　of　lnterna’ルledici〃e，／Vichina〃Hospita’ofルfiya2ak　i　Prefec’〃re

　　　　　　　“＊1）epart〃le〃’of、Radio～bgy，ルf’夕azakiルted’cal　Coltege

　N－isopropyl－p－i231－iodoamphetamine（IMP）was

used　to　quantify　the　regional　cerebral　blood　flow

（r－CBF）in　l　l　diabetic　patients（average　age；67．9

years）and　l　2　non－diabetic　subjects（average　age；

67．4years），　none　of　whom　had　CVD（Cerebro－

vascular　disease）on　CT　studies．　A　reference　sam－

pling　method　by　continuous　arterial　blood　sam－

pling　was　used　to　quanti」fy　r－CBF．　There　were　no

significant　differences　in　physiological　or　labora－

tory　data　between　diabetic　and　non－diabetic　groups

except　fbr　fasting　plasma　glucose　and　HbAlc

levels．　The　average　of　r－CBF　in　each　region　of

cerebrum　and　cerebellum　was　significantly　lower

in　diabetic　group　than　that　in　the　control　group

（p〈0．OD．　These　observations　show　that　r－CBF

of　diabetic　patients　is　reduced，　even　in　the　absence

of　findings　of　CVD　on　a　CT　study．

　　Key　words：1231－IMP，　Diabetes　mellitus，　Re－

gional　cerebral　blood　flow，　Reference　sampling

method．
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