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《原　著》

　　　　1231．IMP脳血流シンチにおける

Crossed　Cerebellar　Diaschisis（CCD）の発現と

　　　　　　　再分布現象に関する研究
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　要旨　1231－IMP　SPECTでしばしば観察されるcrossed　cerebellar　diaschisis（CCD）の再分布現象を，脳

腫瘍や脳梗塞など計24例を対象に，マイクロスフェア・モデルを用いた脳血流量測定の立場から分析した．

再分布現象の評価には，後期像（5時間後）の放射能活性を初期像（15分後）のそれで除したD／ERatioを

用いた，小脳のrCBFとD／E　ratioの間には相関はみられず，　CCDにおける再分布現象はrCBFには依存

しないと思われた．CCDにより血流の低下した小脳の放射能活性は後期像までほとんど変化せず，対側の

小脳では著明な低下を示した．CCDの再分布現象は，虚血領域に観察されるものとは異なることが推測さ

れた．その発現は，血流低下のない小脳側におけるIMPの速い洗い出しのため両側小脳の放射能活性の左

右差が減少し，いわゆる再分布現象として出現するものと考えられた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（核医学30：189－196，1993）

1．緒　　言

　…側のテント上病変により対側小脳半球に循環

代謝の低下が引き起こされる現象は，Baronらに

よりcrossed　cerebellar　diaschisis（以下CCDと略

す）として報告された1）．CCDの発現機序として

は，①皮質橋小脳路corticopontocerebellar　path－

wayを介した順行性のtransneuronal　dePression

によるもの2）と，②視床病変により小脳赤核視床

路cerebellorubrothalamic　pathwayを介した逆行

性の変性病変によるもの3），とが考えられている．

そしてこの現象を示す症例では，一般に運動失調

は起こらないとされている．

　さて，　N－isopropyl－P・［1231】iodoamphetamine
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（IMP）や99mTc－hexamethyl－propyleneamine　oxime

（HM－PAO）による脳血流シンチが日常的検査に

なり，このCCDを観察する機会が多くなった．

1231－IMP脳血流SPECT検査では，一般に，　RI

を静注して15－25分後に初期像を，4－5時間後に

後期像を撮像する．この検査法を施行していて遭

遇することは，初期像でみられたCCDが，後期

像では消失してしまうことが多いという事実であ

る．CCDにより血液循環が低下した小脳半球に，

後期像で，いわゆる再分布現象（delayed　filling－in

phenomenon）が起こってくるようにみえるので

ある．

　1231－IMP脳血流シンチにおける再分布現象は，

一般に虚血性脳血管障害で高頻度に観察される．

その発現は，虚血部位のregional　Cerebral　Blood

Flovv（rCBF）に依存することが知られている4・5）．

では，CCDにみられる再分布現象も，虚血性脳

血管障害でみられる再分布と同じように，小脳の

rCBFに依存する現象なのであろうか．しかし，

これまでCCDの再分布現象を詳細に分析した研
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究はなく，この問題に対する解答は得られていな

い．この研究の目的は，①CCDでみられる小脳

の再分布現象は，虚血性脳血管障害のそれと同様

のものであるか否か，②異なるとすれば，CCD

の再分布現象はなにを意味するものかという，2

つの問題を明らかにすることである．

II．対象と方法

　対象は，脳腫瘍13例，動静脈奇形5例，脳出

血2例，脳梗塞4例の計24例である．年齢は18

歳から69歳まで（平均48．7歳），男性16人，女

性9人である．X線CTおよび血管造影にて，

いずれの症例も病変が一側大脳半球に限局してい

ることが確認されている．

　方法は，1231－IMP　111MBq（3　mCi）静注後15

分から初期像を撮像し，5時間後に後期像を撮像

した．装置は中エネルギーコリメータを装着した

シーメンス社製検出器対向型（dual　head）ZLC／75

ローター・カメラと島津製シンチパック2400を

用いた．SPECTは，　sampling　angle　6°，　samPling

time　60秒で60方向から64×64　matrixで撮像し

た．画像再構成はWiener＆Butterworth　filter処

理後，slice厚6mmでShepP＆Logan　filterを用

いた重畳積分法を用い，Sorenson法（吸収係数

μ一〇．12cm－1）による吸収補正を行った．なお散

乱線補正は行わなかった．解剖学的部位の同定の

ために，同日に，同一スライス，同一拡大率のX

線CTを撮像した．局所脳血流量の測定にはマイ

クロスフェア・モデルを用いた．あらかじめファ

ントムを用いてcross　calibrationを行い，　rCBF

の算定にはIMP静注直後から5分間の持続動脈

血採血をして入力関数とした4）．また，マイクロ

スフェア・モデルにおけるN値（オクタノールに

よる動脈血の抽出率）は，それぞれの症例で個々

に実測した．小脳のrCBFは25　mm×25　mmの

矩形ROIを左右小脳半球の中央にとることによ

り求めた．そして，左右の小脳の血流量の差が

10％以上ある場合をCCD陽性とした．

　また，初期像と後期像におけるi231・IMPの経時

的変化をみるため，初期像における小脳のcount

を“E¶，後期像おけるcount（時間補正あり）を

“ D”として，変化率（D／E　ratio）を求めて，その

値とrCBFとの関係を検討した．

　さらに，病巣と対側の正常と思われる大脳半球

（X線CTおよびangiographyで証明）の前頭葉皮

質（3ケ），側頭葉皮質（2ケ），後頭葉皮質（1ケ）、

頭頂葉皮質（2ケ）および基底核（1ケ）に15mm

×15mmの矩形ROIをとり，それぞれの領域の

rCBFとD／E　ratioを算出して，小脳のそれと比

較検討した．

　加えて，脳梗塞の一例を対象に，高分解能コリ

メータを装着したリング型SPECT装置HEAD－

TOME　SET－050（島津）を用いて，　dynamic　image

を撮像した．1231－IMPは，222　MBq（6　mCi）を

ボーラス静注し，直後から5時間後（20分後まで

は5分ごとに，30，45，60，90，120，180，240，300

分のtime　pointで）まで撮像し，　CCDを呈した

小脳と対側の小脳および健常大脳半球皮質におけ

る時間放射能曲線を作成した．

III．結　　果

　対象とした24例中18例（75％）に，CCDが観

察された．その内訳は，脳腫瘍77％（10／13），動

静脈奇形40％（2／5），脳出血100％（2／2），脳梗塞

100％（4／4）であった．典型的な症例（47歳女性）

をFig．1に示す．右側頭葉の脳腫瘍（glioma）で，

右前頭葉から側頭葉にかけて広範囲な低血流域が

あり，左小脳半球の血流が低下している．後期像

では，左右の小脳における放射能活性に差がなく

なり，左側小脳に再分布現象が起こっているよう

にみえる．

　CCDのみられた18例の病変と対側の小脳にお

けるrCBFとDIE　ratioの関係をみると，　Fig．　2

のようになり，両者間には有意な関係は全く得ら

れなかった．また，病変と同側の小脳における

rCBFとD／E　ratioの間にも有意な関係はみられ

なかった．すなわち，CCDを示す症例の小脳の

rCBFと放射能活性の変化率とは無関係であった．

　CCDのみられた18例の小脳におけるrCBFの

平均値とD／E　ratioの平均値の関係をみると，
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Fig．1　A47・year－old　female　with　brain　tumor．　Contrast　enhanced　X－CT　reveals　a　huge

　　　　　　mass　density　lesion　in　the　right　temporal　lobe．　An　early　image　of　i231－1　MP　SPECT

　　　　　　shows　a　diffuse　low　perfusion　area　in　the　right　fronto－temporal　region　and

　　　　　　marked　crossed　cerebellar　diaschisis（Center　column）．　This　diaschisis　disappears

　　　　　　on　the　delayed　image（Right　colurnn），　which　seems　to　be　caused　by　a　redistribution

　　　　　　phenomenon．
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Fig．2　No　significant　relationship　was　observed　be－

　　　　　　tween　rCBF　and　the　D／E　ratio　in　the　contra－

　　　　　　latetal　cerebellum（Cbll）with　CCD．
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Fig．3　A　relationship　between　rCBF（ml／100　g！min）

　　　　　　and　the　D／E　ratio　in　the　cerebellum（Mean土

　　　　　　SD）．　A：Contralateral　cerebellum（Cb11）with

　　　　　　CCD　（46．3士10．5，　1．0±0．19，　respectively）．

　　　　　　B：Ipsilateral　Cbll　with　CCD　（57，0土12．0，

　　　　　　0．86士0．17，respectively）．　C，　D：Contralateral

　　　　　　and　ipsilateral　Cbll　without　CCD（63．5土10．1，

　　　　　　0．77土0．13　and　63．3土9．9，0．77±0．15，　respec－

　　　　　　tively）．
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Fig．4　Mean　regional　CBF　of　18　patients　with　CCD．

　　　F　＝・　frontal　cortex，　T　＝temporal　cortex，0＝

　　　occipital　cortex，　P＝parietal　cortex，　BG＝basal

　　　ganglia，　CD＝contralateral　cerebellum　which

　　　shows　CCD，　CN　＝＝　ipsilateral　cerebellum．
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Fig．6　A　time　activity　curve　of　1231－IMP　in　the　cere－

　　　bellum（Cbll）with　CCD．　The　high　activity　of

　　　IMP　gradually　decreases　in　the　ipsilateral　Cbll，

　　　however，10w　activity　in　the　contralateral　Cbll

　　　is　almost　stable　for　5　hours．
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Fig．5　Mean　D／E　ratio　of　18　patients　with　CCD．

　　　Abbreviations　are　as　same　as　those　in　Fig．4．

Fig．3のようになる．病変と対側すなわち循環代

謝の低下した小脳におけるrCBFとDIE　ratioは，

それぞれ46．3土10．5　ml／1009／min，1．01土0．19で

あった．すなわち，小脳の血流は低下しているが，

後期像における放射能活性はほとんど変化しなか

った．また，病変と同側の小脳のrCBFとD／E

ratioは，それぞれ57．0土12．O　m1／1009／min，0．86

±0．17であった．すなわち，病変と同側の小脳の

血流は正常値（本システムによる正常値は67．0土

9．O　ml／100　g／min）よりやや低下しているが，後期

像ではその放射能活性は著明に低下した．

　この18例のテント上の正常大脳半球における

rCBFの平均とD／E　ratioの平均をみると，それ

ぞれ前頭葉皮質49．3±3．9m1／min，0．95土0．11，側

頭葉皮質5L2土3．9　m1／min，0．92土0．11，後頭葉皮

質54・1：L2・8　ml／min，　O．73士0．10，頭頂葉皮質53．0

土4．O　ml／min，0．92土0．07，基底核53．6土3．9　m1／

min，0．95±0．07であった（Fig．4，　Fig．5）．すなわ

ち，後頭葉の血流は他の領域に比較してやや高く，

後期像でその放射活性は中等度に低下するが，他

の正常血流領域では，放射能活性に軽度の低下が

みられたのみであった．

　一方，CCDが観察されなかった6例の小脳の

rCBFとD／B　ratioをみると，病変と対側の小脳

ではそれぞれ63．5土10．1m∫／1009／min，　o．77土o．13，

病変と同側の小脳ではそれぞれ63．3±二9・9m／／100

9／min，0．77±0．15であった（Fig．3）．この両者に

差はなく，平均するとそれぞれ63．4土10．Om〃100

9／min，0．77土0．14となる．すなわち，小脳の血

流は正常範囲であるが，後期像でその放射能活性

は著しく低下した．これらのCCDが観察されな

い症例の小脳におけるrCBFおよびD／E　ratioの

平均値と，上記のCCDの観察された症例の病変
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と対側の小脳におけるこれらの値との間には，有

意差がみられた（p〈0．Ol）．

　また，CCDのみられた一例（脳梗塞）にリング

型SPECTによるdynamic　SPECTを施行すると、

CCDにより血流の低下した小脳の放射能活性は

初期像の後ほとんど変化しないが，対側の小脳で

は時間とともに著明に低下した．そして健常側の

大脳半球皮質（後頭葉を除く）の放射能活性はわず

かながら低下し，5時間後の後期像では上記3者

の放射能活性の差がほとんどなくなった（Fig．6）．

IV．考　　察

　…側の大脳半球の病変により対側小脳が萎縮す

る現象はcrossed　cerebellar　atrophy（CCA）とい

われ，障害をうけてから長い年月を経て起こる．

その発現機序は，皮質橋小脳路を介したtrans－

neuronal　degenerationによる場合6’7），半側けいれ

ん発作に続発したPurkinje細胞の壊死，脱落によ

る場合7，8），視床病変により小脳歯状核赤核視床路

に逆行性の変性が生じて対側小脳半球に萎縮が生

じる場合9），が考えられている．

　一・方，Diaschisisとは，脳の不”∫逆的病変によ

り，障害をうけた部位から離れた遠隔のある領域

が，直接の障害をうけていないにもかかわらず…

時的に機能障害を起こすことをいう10）．そして，

Diaschisisのうち，一・側のテント上病変により対

側小脳半球に循環代謝の低下が引き起こされる現

象は，crossed　cerebellar　diaschisisといわれ，そ

の発現機序はCCAとの関係で論じることができ

る2）．当初この現象は，脳梗塞発症後まもない期

間に起こるtransneuronal　depressionによる可逆

的な現象と考えられた．しかし，その後の研究に

より慢性期の病変でも起こり，長期に持続するこ

とや，脳梗塞以外に脳腫瘍やモヤモヤ病などでし

ばしば起こることなどが判明している11・12），そし

て，臨床的に片麻痺や知覚障害が軽度であれば，

小脳の症状である運動失調が把握できる可能性が

あるとの報告3）もあるが，一般には，運動失調は

示さないと考えられている．

　さて，i231－IMP脳血流シンチで観察される

CCDを対象とした研究は，初期像を取り扱った

ものが大部分であり，後期像を対象としたものは

これまでKimらの報告13）のみである．初期像を

撮像した後，数時間して後期像を撮像してみる

と，実際にCCDが消失してしまうことが多い．

CCDのみられる側の，すなわち血液循環が低下

している小脳に，いわゆる再分布現象が起こって

いるようにみえるのである．実際，Kimらは，こ

れをCCDにおけるredistribution（再分布）と報

告している13）．

　ところで，再分布現象とは初期像において低集

積像ないし集積欠損像として描出された領域が，

後期像において等集積像ないし高集積像に変化し

てくる現象である．あくまでも，他の正常領域に

比較しての相対的な変化を示す述語である．この

用語は，201T1による心筋シンチにおいて用いら

れ始めた．すなわち，血液灌流のよい正常心筋で

は，初期像で集積していた201T1が正常の冠動脈

血流により速く洗い出される．一方，虚血巣では

冠動脈の血液灌流が悪いために201Tlの洗い出し

が遅れる．そのため，初期像で集積低下として描

出された虚血領域の201Tlの分布が，後期像で見

かけ上改善してくる．これが心筋の再分布現象で

ある．

　しかし，1・z，　31－IMP脳血流シンチにおける再分布

現象は，201Tl心筋シンチの再分布のそれとは概

念がやや異なる．すなわち虚血性脳血管障害を対

象としたi231－IMP　SPECTでは，初期像で低集積

像として描出された虚血領域の放射能活性は徐々

に増加してゆき，後期像で等集積ないし高集積に

変化する．一方，正常脳血流の大脳皮質（後頭葉

を除く）では1231の放射能活性は少し低下する程

度であり，後期像（4－5時間）で虚血領域と正常領

域との放射能活性の差が消失して，再分布現象が

発現するものと，一般に理解されている．虚血領

域の経時的な放射能活性の増加ということが，

IMPにおける再分布現象である．この意味からす

ると虚血性脳血管障害の1231－IMP脳血流シンチ

では，再分布現象というよりもdelayed　mling－in

phenomenonという方が正しい．
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　そして慢性期の脳梗塞の詳細な検討によると，

i231－IMPの再分布現象は虚血領域の血流量rCBF

に依存している4・5）．具体的には虚血巣における

初期像と後期像の放射能活性の変化率（すなわち

D／Eratio）と虚血巣のrCBFとの間には逆相関が

ある．つまりrCBFが少なければ少ないほど，

D／Eratioは大きく，反対に，　rCBFが増加して正

常値に近づけば近づくほどD／Eratioは少なくな

る．そしてIMPの再分布現象は，　rCBFが30　m〃

100g／min前後の虚血ないし乏血領域に最も起こ

りやすい4）．以上が虚血性脳血管障害における再

分布現象の要約である．

　ここでCCDの問題にもどる．いまCCDの再
分布現象が，虚血性脳血管障害のそれと同じもの

と仮定する．そうするとCCDにより血流の低

下した小脳の放射能活性の変化率すなわちD／E

ratioは，その小脳の血流に依存し，　D／E　ratioと

rCBFとの間には少なくとも逆相関がみられるは

ずである．しかし，われわれの検討ではFig．2に

示すようにこのような関係は全くみられず，再分

布現象は小脳のrCBFに依存するものではなかっ

た．したがって，CCDにおける再分布現象は，

虚血性脳血管障害のそれとは異なるものと考える

のが自然である．

　次に，血流の低下した小脳のrCBFとD／E
ratioとの関係と，それと対側の小脳（病変部と同

側の小脳）のrCBFとD／E　ratioの関係をみる

と，それぞれ，46　ml／1009／min，1．01，57　m1／1009／

min，0．86であった．この結果は，　CCDにより血

流が低下した小脳では，その放射能活性が後期像

（5時間後）までほとんど変化しないが，対側の小

脳では放射能活性が著しく低下していくことを意

味している．そして左右の小脳の放射能活性がほ

ぼ等しくなり（または左右差が減少し），後期像で

再分布現象が完成するものと考えられる．

　一方，テント上の健常側大脳半球における

rCBFとD／E　ratioをみると，後頭葉でrCBFが

やや高いが，脳血流が50・ml／100　g／min前後の他

の領域ではD／E・ratioは0．95前後であり放射能

活性は軽度に低下する，しかしその低下の度合は

健側の小脳よりも軽度である．健常側大脳におけ

るこれらの放射能活性の変化も，CCDにおける
“見かけ上の”再分布現象の発現に関与するもの

と考えられる．実際にリング型カメラを用いて

CCDを示す症例の時間放射能曲線を求めてみる

と，以上のような1231－IMPのdynamicな変化を

証明することができる（Fig．6）．この意味では，

CCDにおける再分布現象は虚血性脳血管障害に

おけるそれよりも，201Tl心筋シンチにおける再

分布現象に類似しているといえる．

　1231．IMPのtracer　kineticsにはまだ不明な点が

あるが，その集積機序は脳内の大容量の非特異的

なアミン結合部位に由来するものと考えられてい

る14）．脳血管障害では虚血領域の放射能活性が時

間とともに増加して再分布現象が完成する．この

増えていく放射能活性が，どのような物質に起因

するものか，まだ正確にはわかっていない．IMP

は血中で速やかに代謝されて脂溶性のp－iodoam－

phetamineと水溶性のP－iodobenzoic　acidに変化

していくことが知られている15）．亜急性期の脳梗

塞などでは，これらの代謝産物が破壊された血液

脳関門Blood　Brain　Barrier（BBB）や血管透過性

の変化したBBBを通過して集積していくのであ

ろう．

　しかし再分布現象を呈するCCDでは，血流が

低下しているにもかかわらず小脳の放射能活性は

あまり変化しない．この事実は，上位中枢からの

機能の抑制はあっても，③小脳におけるIMPの

保持機構retention　mechanismは少なくとも障害

されていないこと，②小脳の血流は低下するが，

血管透過性permeabilityには影響を与えないこと，

などを示すものであると考える．なぜなら，もし

もCCDを起こす上位中枢が小脳の血管透過性に

まで影響を与えるならば，少なくとも後期像で放

射能活性が増加してくると考えられるからであ

る．Bogsrudら16）も，アセトゾラミドを負荷した

133Xe吸入法による脳血流の検討から，CCDでは

小脳血管の血管反応性VaSOreaCtiVityは正常に保

たれていることを報告しており，②の結論を支持

するものであろう，
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　そして以上の結果は，CCDが神経路を介した

遠隔域における機能の抑制であって，細胞障害で

はないという概念と矛盾するものではない．

V．結 論

　1．CCDにより血流の低下した小脳では，低

血流のために1231－IMPおよびその代謝産物が洗

い出されず，一方，対側の小脳では高血流のため

それらが洗い出されるので，後期像で左右小脳の

放射能活性がほぼ等しくなる（または左右差が減

少する）．その結果，再分布現象が起こったように

みえる．

　2．CCDにおける再分布現象は，虚血性脳血

管障害の再分布現象とは異なるものであり，小脳

のrCBFに依存しないと考えられる．

　3．CCDの概念は，上位中枢から対側小脳へ

の循環代謝の抑制とされる．上位中枢は対側小脳

に対して脳血流を低下させるが，IMPの保持機構

には影響を与えず，また小脳血管の透過性にも変

化を及ぼさないと考えられる．
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Summary

A　Study　of　Crossed　Cerebellar　Diaschisis　on　i231－IMP　SPECT　lmages

　　　　　　　　　　　　　　　　and　Its　Redistribution　Phenomenon

　　lkuo　ODANo＊，　Naoya　TAKAHAsHI＊，　Mamiko　NlsHmARA＊，

　　　　　Masaki　OKuBo＊＊，　Hiro　OTAKI＊，　Eikichi　NoGucHi＊，

Yoshihiro　YAMAzAKI＊，　Motomasa　KIMuRA＊and　Kunio　SAKAI＊

＊Department　Of　Rad’・ノ・宮ッ，ハli’8・’α伽verW∫Cん・・／・1’　Medic’〃e

　　　　＊＊Depa〃〃le〃’oゾRadiolog’col　Techno　lo8ツ，　Co〃ege　q1’

　　　　　　　　Biomed’（’at　Techno～bgy，　Niigata　Univers〃γ

　Crossed　cerebellar　diaschisis（CCD）is　inter－

preted　as　a　functional　deactivation，　presumably

caused　by　a　loss　of　excitatory　or　inhibitory　afferent

inputs　on　the　corticopontocerebellar　pathway　and

others．　A　redistribution　phenomenon（RD）is

usually　observed　in　the　contralateral　cerebellum

with　CCD　on　delayed　images　of　l231－IMP　SPECT．

This　phenomenon　was　analyzed　in　a　view　point　of

rCBF　measurement　in　24　patients　with　brain

tumor，　infarction　and　so　forth．　Regional　CBF　was

measured　by　the　microsphere　method　with　1231－

IMP　and　a　delayed－to－early　counts　ratio（D／E

ratio）was　used．　As　a　result，　there　was　no　relation

between　rCBF　and　the　D／E　ratio　in　the　cerebellum，

which　means　that　RD　is　occurred　by　other　factors

except　for　rCBF　in　the　cerebellum．　Regional

CBF　and　the　D／E　ratio　in　the　contralateral　and

ipsilateral　cerebellum　was　46．3　m1／100　g／min，　LOl

and　57．O　m／／100　g／min，0．86，　respectively．　These

results　mean　that　the　high　activity　of　IMP　grad－

ually　decreased　in　the　ipsilateral　cerebellum，

while，　the　low　activity　in　the　contralateral　cere－

bellum　was　almost　stable，　and　the　difference　of

both　activity　reduced　after　5　hours　and　RD　was

observed　on　the　delayed　image．　The　data　indicate

that　retention　mechanism　of　IMP　and　vascular

permeab川ty　are　not　affected　in　the　cerebellum

with　CCD．

　　Key　words：　Crossed　cerebellar　diaschisis，1　L’　31－

lMP，　SPECT、　Redistribution，　Cerebral　blood　How．
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