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《症例報告》

1231－IMP　SPECTにて局所脳血流の経過観察を

　　　　　　行った前頭葉症候群の一例

内田　佳孝＊　　児玉　和宏＊＊　蓑島　　聡＊＊＊　池田　智明＊＊

宇野　公一一＊＊＊安西　好美＊＊＊北方　勇輔＊　有水　　昇＊＊＊

　要旨　N・isopropyl－P－［1－123】iodoamphetamineおよびSPECTを用いた局所脳血流測定により，経過観察

を行い得た前頭葉症候群の症例において，興味ある所見を得たので文献的考察を加えて報告する．症例は58

歳男性で，路上に倒れているところを発見されて入院した．入院後，無為・好褥を認め，摂食・排泄も自ら

行わず，発動性が減退していた．また性格変化（譜諺症）も認められた．これらの所見は前頭葉症候群と考

えられた．MRIでは入院直後に右前頭葉前方に硬膜下血腫を認めた以外に明らかな異常所見は認めなかっ

た．人院後1年6か月にわたり計6同のSPECT検査を行った．初回検査で異常を認めなかった両側前頭

葉の血流が経過に従い徐々に低下した．経過中，性格変化（譜」虐症）には箸変を認めなかったが，自発性の

低下は改善した．これらの所見は，SPECTにより測定された局所脳血流の変化が，必ずしも全ての精神症

状の変化と・致しているとは限らないという点において，患者の病態を脳血流変化という一側面からとらえ

る限界を示唆したと思われた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（核医学30：303－311，1993）

1．はじめに

　近年，SPECT（Single　photon　emission　computed

tomography）の普及，およびN－isopropy1－P－II－

123］iodoamphetamine（1231－IMP）や99mTc－hexa－

methylpropylene　amine　oxime（99mTc－HMPAO）な

どの脳血流測定用薬剤の普及により，種々の脳神

経疾患や精神科的疾患における脳血流評価が臨床

の場で比較的容易に行えるようになってきた．脳

血管障害における局所脳血流測定の有用性は初期

より報告されてきたが1・2），精神神経学的疾患に

おける局所脳血流測定結果もその後多く報告され

　＊君津中央病院放射線科

＊＊千葉大学医学部精神科神経科
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ている3～6）．局所脳血流と臨床症状との関連性は

各種疾患において報告されている7－’9）．また同一

症例における経時的変化の検討において，局所脳

血流の変化と臨床症状の変化との関連性について

の報告も認められる9”’11）．一方われわれは，前頭

葉症候群の症例において複数回局所脳血流測定を

行ったところ，SPECTにより測定された局所脳

血流の変化が臨床症状の改善と相反する症例を経

験したので，文献的考察を加えて報告する．

II．症　　例

　患者は58歳の男性で，既往歴には不整脈，狭

心症があった．家族歴は特記事項を認めなかった．

　現病歴は昭和60年家族に内緒で借金を始めて

おり，またこの頃より飲酒量が増え，毎晩のよう

に飲み歩いていた．平成元年近医にてアルコール

多飲を指摘されて，断酒した．平成2年3月より

再び飲酒を始めた．その後，3月下旬に路上に倒

れて意識を失っているのを発見され，入院精査に
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て左側頭部頭蓋骨骨折，および右前頭部に硬膜下

血腫が発見された．翌日には意識も回復し，見当

識も良好であった．4月に一度退院したが，外来

通院にて不安・不眠・焦躁感を訴えていた．6月

に有機リン剤を服毒し，某救急医療施設で治療を

受けた後，千葉大学精神科神経科に入院となった，

なお，飲酒は4月より断っている．

　再入院翌日には意識も回復していた．1週間後

の検査では嗅覚脱出と左手の不全麻痺を認めたが，

その程度は非常に軽度であった．精神症状は無

為・好褥であり，摂食・排泄を自ら行わず，自発

性の低下を認めた．

m・検査方法

　123HMP　Single　Photon　Emission　Computed

Tomography（SPECT）検査は，計6回行った．

i231・IMP　111MBq（3　mCi）を静注して，安静閉眼

にて20分経過後撮像を開始した．撮像は中エネル

ギー用コリメータを装着した1検出器回転型ガン

マカメラを用い，1方向30秒，360度64方向か

らデータ収集を行った．画像は前処置フィルター

としてButterworth　filterを用い，楕円体を仮定

した均一吸収補正を行い，ShepP＆Logan　filter

によるback　pr（）jection法で画像を再構成した．

　得られたSPECT像の評価は視覚的評価法と関

心領域（ROI）による半定量的評価法を用いた．

ROIは橋を含むスライスにて小脳に，また線条体

および側脳室を含むスライスにて前頭前野を中心

とした前頭葉および視覚皮質を中心とした後頭葉

に設定し，小脳および前頭葉の後頭葉に対する集

積比を求めた．

　Magnetic　Resonance　Imaging（MRI）は1．5　T超

伝導型MR断層装置SIGNA（General　Electric）

で，T2強調画像（TR／TE：3000／90　msec）および

プロトン密度強調画像（TR／TE：3000／30　msec）に

て検査を行った．

IV．入院後経過および画像所見

　受傷2週間後（平成2年4月）のMRIでは右前

頭部に硬膜下血腫を認め，その周囲にhigh　inten－

sityを呈する部分を認めるが，その他の部位には

異常所見を認めない（Fig．1）．その2か月後の6
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Fig．1MRI（a：proton　density　weighted　image（PDWI），　b：T2・weighted　image（T2WI））

　　　in　Apri1，1990．　A　small　hematoma　before　the　right　frontal　lobe　was　demon－

　　　strated．
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Fig．2　MRI（a：PDWI，　b：T2WI）in　June，1990．　The　hematoma　disappeared．

月におけるMRIでは上記の所見は消失している

（Fig．2）．4か月後の8．月に1回目のBrain　SPECT

を施行したところ，明らかな血流低下部位は認め

なかった（Fig．3）．さらに10月に2回目のBrain

SPECTを施行したが，両側前頭葉に軽度の血流

低下が出現している（Fig．4）．このほぼ同時期の

MRIでは両側前頭葉のクモ膜下腔の拡大を認め

るが，その程度は非常に軽度でその他に異常所

見は認めない（Fig．5）．平成3年2月の3回目の

Brain　SPECTでは両側前頭葉の血流低下の程度

は非常に強くなっている（Fig．6）．5月の時点で

のMRIでは右前頭葉に軽度の高信号域を認める

が，その範囲は非常に小さい．また側脳室前角の

拡大を認めるが，その程度は非常に軽度である

（Fig．7）．その後5月と8月に4，5回目のBrain

SPECTを行ったが，両側前頭葉の血流低下は3回

目と同様に非常に強く認められた．MRIでは右

前頭葉の高信号域は不明瞭になっている（Fig．8）．

Fig．9に12月に行った6回目のBrain　SPECTを

示すが，両側前頭葉の血流低下は依然強く認めら

れる．

　ROIによる半定量的評価では，前頭葉の血流

は4回目までは漸減を示し，5，6回目も血流低下

は同程度を持続している．小脳の血流はごく軽度

の漸減を示しているが，前頭葉に比べてその程度

はノ1、さい（Fig．10）．

　精神症状の経過については，自発性の低下は入

院後徐々に回復して，摂食や排泄を自ら行うよう

になり，平成3年10月からは外来通院が可能に

なった．また入院直後には自発性の低下のため目

立たなかった性格の変化（諮諜症）が平成2年12

月頃より明瞭になってきた．この性格変化の程度

はその後の経過で著変は認めなかった．

　これらBrain　SPECT所見と臨床症状の関係を

（Fig．10）にまとめたが，両側前頭葉の血流低下の

程度が徐々に強くなるのに相反して，自発性の低

下は徐々に回復していた．

　なお経過中，神経症状はほとんど変化を認めず，

記銘力低下および抑うつ症状は認めなかった．

V．考　　察

　Brain　SPECTによる局所脳血流低下と臨床症

状との関連については疾患によりその報告は異な

っている．脳血管障害性疾患では同一症例におい

て経過観察を行った場合関連がある場合が多く，

特に治療前後で検査を行った場合，治療効果との
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関連性を認めたという報告は多い8・10），Deutsch

らは昏睡状態の患者では器質的障害の有無にかか

わらず，前頭葉の血流低下が存在して，昏睡状態

から回復した後再度検査を行うと，前頭葉の血流

低下が改善していることを報告している12）．彼ら

はこの前頭葉の血流低下は精神活動の低下が影響

していると推測している．

　Alzheimer病またはAlzheimer型痴呆（demen－

tia　of　the　Alzheimer’s　type：DAT）に関しては病

状の進行に伴い代謝・血流低下の範囲が広がり，

その程度も強くなり，またその血流低下が臨床症

状と一致しているといういくつかの報告がされて

いる8’13，14）．前頭葉の血流低下についてはNeavy

らは病状が進行状態になると出現して両側で低下

した場合には精神障害（mdntal　impairment）を呈

すると報告している15）．KumarらはPETの研究

にて前頭葉の代謝低下を示しているDAT　3例に

おいて，前頭葉の代謝低下を示さない症例と比べ

て前頭葉機能に差を認めないことより，DATに

おける前頭葉の代謝低下と臨床症状との解離を報

告している．しかし前頭葉の代謝低下を示す症例

では性格変化をきたしていることより，前頭葉の

代謝低下の程度は標準的な前頭葉機能検査より前

頭葉機能低下のよい指標になると報告している16）．

しかしこれらの報告において，経時的な変化と臨

床症状の変化との間に関連性を認めたという報

告はない．関連性を認めなかった原因について

Duaraらは，経過観察の期間が1年以内と短かっ

たためと指摘している17）．

　パーキンソン病では痴呆の程度と代謝・血流低

下の程度は相関しないという報告が多い18・19）．

Globusらは皮質と皮質下の違いによると結論し

ており20），北村らは前頭葉をはじめとする皮質の

血流低下は遠隔効果によるとしている18）．

　アルコール性小脳変性症では，内側前頭葉の代

謝低下の程度が小脳症状と結びついているが前頭

葉症状とは関連ないと報告している21・22）．これに

ついてSamsonらは病理学的報告と併せて考えて

遠隔効果による変化と推測している21）．

　精神分裂病では前頭葉の代謝血流低下の程度と

臨床症状とには明瞭な関連を認めなかったという

報告が多い23・24）．

　しかしこれらの精神神経学的疾患において同一’

症例を経時的に数回検査を行い，臨床症状と比較

した報告は少ない．Masdeuらはhuman　immuno－

deficiency　virus（HIV）脳症の患者において血流の

異常の程度と臨床症状の程度との間に有意な相関

があると報告しているが，その中の4例におい

て薬物療法後に臨床症状の改善とともにSPECT

所見が改善したと報告している9）．また，Hoehn－

Saricらは薬剤性の前頭葉症候群の患者において

2回検査を行い，1回目に増加していた前頭葉の

血流が，前頭葉の機能低下とともに正常域まで低

下したという報告をしている11）．しかしこの症

例は強迫神経症（obsessive　compulsive　disorder：

OCD）の症例であり，1回目の検査における前頭

葉の血流増加はこのOCDのためとしている・2

回目の検査時には薬物療法にてこのOCDの症状

は軽快しており，前頭葉の血流が正常域に低下し

た原因が，OCDが軽快したためか，薬物による

前頭葉症候群がおきたためかのどちらによるもの

かについては言及していない．

　今回の症例では前頭葉症候群を起こした原因は

断定できない．頭部外傷との関連性が予想される

が，従来の検討では，外傷後しばらくしてから精

神症状を呈する場合は，外傷の程度が強く患者が

昏睡状態にあるような重傷例や，CTなどで精神

症状と一致する部位に明らかな異常を呈している

症例での報告が多い25’v28）．今回の症例では，受

傷翌日には意識がほぼ回復していたことや，MRl

や他の臨床所見より軽症の頭部外傷例と思われる．

しかし受傷直後に軽度の嗅覚脱出をきたしている

ことより，軽度の眼窩脳損傷を起こしていること

が予想され，外傷との関連は否定することはでき

ない．外傷以外の可能性については，アルコール

の飲用歴があるのでアルコール性小脳変性症の関

与の可能性も考えられたが，今回の症例では小脳

症状は認めず，アルコール中毒患者に報告されて

いるような小脳血流低下，およびそれに伴う前頭

葉の血流低下21’22）を認めていない．またアルコ

Presented by Medical*Online



1231－IMP　SPECTにて局所脳血流の経過観察を行った前頭葉症候群の一例 307

》

ブゴ
人．．」

～
《
＼

　
、
〉

≡

，
∴
C

ー
ゾ

　
，
r
～
’

声ぎ＼、

㌢’

Rうt（

　ぜレ

ξ、ぴや
　〉・A．．

1ぜ蕊

Fig．3　1231－IMP　SPECT　in　August，1990．　No　de－

　　　　　creased　rCBF　was　found　in　the　frontal　lobe．
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Fig．4　1231－IMP　SPECT　in　October，1990．　Mild　reduc－

　　　　　tion　rCBF　in　the　bilateral　frontal　lobe　was
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Fig．6　1231－IMP　SPECT　in　February，1991．　The　re－

　　　　　duced　rCBF　in　the　bjlateral　frontal　lobe　pro－

　　　　　gressed　severely．
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Fig．10　Relationship　between　regional　blood　flow　alteration　and　degree　of　psychiatric
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　　　　occipital　lobe　activity，

一 ル中毒患者では前頭葉の血流低下は内側前頭葉

に認められると報告されているが21・22），今回の

症例では前頭前野中心である．また，今回の症例

では有機リン剤の服用による自殺をはかってい

るが，動物実験において有機リン剤投与により

organophosphorous　compound　induced　delayed

neuropathy（OPI　DN）を起こすとの報告がされて

いる29・30）．しかし有機リン剤によるOPIDNでは

四肢筋に対称性の弛緩性麻痺を起こすと報告され

ているが29），今回の症例では四肢筋の麻痺は認め

られない．またlll枢神経系では投与からの期間に

より障害部位が変化し，主として脊髄，大脳髄質，

小脳が傷害され，遅延性にはfiber　systemの変性

症状が主となるが30），今回の症例では臨床的にこ

れらの症状は認められず，また強度の小脳血流の

低下も認めていない．以上より今回の症例では有

機リン剤との関連も低いと思われる．また全経過

中記銘力低下や抑うつ症状を認めていないので，

痴呆や感情障害などの疾患も考えにくい．

　経過中，主として無為・好褥，および摂食・排

泄を自ら行わないなどの発動性の低下と性格変化

（譜誰症）を認めたが，これは外傷による前頭葉障

害後や手術による前頭葉切除後に認められる前頭

葉症状に非常によく似ており25），今回の症例では

前頭葉機能の障害が強く示唆されると思われる，

これら臨床症状の経過と両側前頭葉血流の変化を

比較すると，初回検査で異常を認めなかった両側

前頭葉の血流が低下して，経過に従い徐々にその

程度が強くなっている．一一方，性格の変化はその

程度に変化を認めなかったが，発動性の低下は経

過に従い改善しており，前頭葉血流の変化と一致

していない．前頭葉徴候の一つである発動性の低

下の経過が，前頭葉の血流低下の変化と一致して

いなかったことは，SPECTにより測定された局

所脳血流の変化が，必ずしも全ての精神症状の変

化と一i致しているとは限らないという点において，

患者の病態を脳血流変化という一側面からとらえ

る限界を示唆したと思われる．

VI．まとめ

　明瞭な前頭葉症候を認める前頭葉症候群の症例

の経過観察において，発動性低下の改善と局所脳

血流所見の低下所見が一致しなかったことは，

SPECTによる局所脳血流の変化は必ずしも全て

の精神症状の変化と一致しているとは限らないと

いう点において，興味深いことと思われた．
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Summary

A　Case　of　Frontal　Lobe　Syndrome　Followed　by　Serial　’231－IMP　SPECT

Yoshitaka　UcHIDA＊，　Kazuhiro　KoDAMA＊＊，　Satoshi　MINosHIMA＊＊＊，

　　　　Tomoaki　IKEDA＊＊，　Kimiichi　UNo＊＊＊，　Yoshimi　ANzAI＊＊＊，

　　　　　　　　　Yuusuke　KITAKATA＊and　Noboru　ARIMIzu＊＊＊

　　　　　　　＊Depart〃le〃’of　Radio～bgy，1（∫〃7〃ぷ〃Ce〃tral　Hosp’tal

＊＊Depart〃le〃’ofハre〃ropsychiatrγ，　Chiba　Univerぷ〃γ，　Schoot　of　Medicine

　　＊＊＊Depar’〃1ρ〃’の「Raごlioノξ）gy，　Cノ｝ibaしlnivers〃y，　Sehoot｛ゾル4セ∂7d〃e

　　Single　photon　emission　computed　tomography

（SPECT）studies　with　N－isopropyl－p－［1231］iodo－

amphetamine（IMP）were　perfbrmed　in　a　58．year．

old　man　with　frontaUobe　syndrome．　He　had

abulia　and　personality　changes　suggesting　frontal

lobe　impairment．　Six　fOllow－up　SPECT　studies

were　conducted　during　18　months　from　the　onset．

On　the　first　scan，　no　abnormal　pattern　of　regional

cerebral　blood　flow（rCBF）was　found．　On　the

second　scan，　a　mild　reduction　of　rCBF　was　ob－

served　in　bilateral　frontal　lobes．　Through　the　third

to　sixth　scans，　a　progressed　reduction　of　rCBF　in

bilateral　frontal　lobes　was　confirmed　by　a　semi一

quantitative　regions－ofLinterest　analysis．　Con－

trarily，　abulia　was　improved，　and　personality

change　was　not　progressed　during　that　period．

Magnetic　resonance　imaging　on　admission　re－

vealed　only　a　small　subdural　hematoma　and　high

intensity　areas　in　the　right　frontal　lobe，　which

were　resolved　at　the　time　of　the　sixth　SPECT　scan．

It　is　suggested　that　rCBF　studies　by　SPECT　is

not　necessary　concordant　with　psychiatric　symp－

toms，　and　has　possible　limitations　in　pathophysio－

logical　evaluation　for　psychiatric　disorders．

　　Key　words：1231－IMP　brain　SPECT，　Frontal

lobe　syndrome．
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