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《原　著》

痴呆およびADL低下例における局所脳血流量

一1231－IMP　SPECTによる検討一

岩　　宮　　孝　　司＊

（主任　太田　吉雄教授）

　要旨　1231・1MPを用いた持続動脈採血法による局所脳血流量測定を111例（脳梗塞53例，パーキンソン

病34例，アルツハイマー型老年痴呆（SDAT）7例，脊髄小脳変性症5例，　TIA　4例，その他8例）に施行

し，痴呆の有無および日常生活動作（ADL）と局所脳血流量との関係について検討を行った．痴呆群での全

脳平均脳血流量は有意に低下しており（P＜0．OD，両側前頭葉・頭頂葉・基底核，右側頭葉，左小脳領域の

有意な血流低下を認めた．また，痴呆群の中でもSDAT症例（7例）では，非痴呆群に比し両側前頭葉，右

頭頂葉，両側側頭葉，両側後頭葉，左基底核において有意なrCBFの低下を認めた．疾患別では，脳梗塞の

痴呆合併例では両側基底核に有意な血流低下を認めたが，パーキンソン病の痴呆合併例では，局所的に有意

な血流低下は認めなかった．ADL低下（要介助）群では，　ADL良好（自立）群に比し全脳平均脳血流量は有

意に低下しており（P＜0．01），左後頭葉以外の全領域で有意なrCBFの血流低下が認められ，広範な脳実質

障害が示唆されたが，特に両側前頭葉・基底核に高度の血流低下を認めた．脳梗塞ADL低下例では，両側

基底核に有意な血流低下を認め，皮質脊髄路の障害が主体と考えられたが，パーキンソン病のADL低下例

では局所的な血流低下は明らかでなく，局所脳血流測定で評価し得ない代謝障害の存在も考えられた．1231－

lMPを用いた局所脳血流量の定量的評価は，痴呆およびADL低下例における病態評価ならびに経過観察

に有用と考えられた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（核医学30：1341－1351，1993）

1．はじめに

　N－isopropy1・p｛1231】iodoamphetamine（1231－IMP）

はSingle　photon　emission　CT（SPECT）による脳

血流イメージングに広く用いられており，脳血管

障害，痴呆性疾患などの病態診断において，その

有用性は高く評価されている．Kuhlら1）は，

1231－IMPを用いmicrosphere　modelに基づいた局

所脳血流量（regional　cerebral　blood　fiow：rCBF）

測定法を報告し，近年本邦でも臨床応用が行われ
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つつあるが2・3），今回著者はi231・IMPを用い，持

続動脈採血法によってrCBF定量を行い，痴呆お

よび日常生活動作（activities　of　daily　living：ADL）

との関係を明らかにし，痴呆およびADL低下症

例における1231－IMP　SPECTによるrCBF定量の

有用性について検討した．

II．対象および方法

　対象は平成2年3月末より平成3年3月末まで

にrCBF定量を行った111例（男性58名，女性

53名，平均年齢69．2±12．3歳）である．その内訳

は，脳梗塞53例，パーキソン病34例，アルツノ・

イマー型老年痴呆（SDAT）7例，脊髄小脳変性症

5例，一過性脳虚血発作（TIA）4例，その他8例

である．
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1342 核医学　30巻1　V］・（1993）

　rCBFの算定はKuhli）および松川ら3）の方法

に準じた．すなわち安静，閉眼にて1231－IMPlll

MBqを急速静注し，同時に対側僥骨動脈に留置

した24Gテフロン針より持続採血ポンプ（中川

誠光堂製）にて10分間の持続採血を行った（採血

速度1．06m1／min）．脳血流イメージは，単一検出

器回転型ガンマカメラGCA－901A（東芝製）に低

エネルギー汎用コリメー9を装着して使用し，10

分後および20分後にIE面より全脳のplanar　image

を撮像し，その後SPECTによるデータ収集を行

った．SPECTは6°step，1方向30秒にて60方

向から64＼64マトリックスにてデータ収集を行

った．画像再構成にはwiener　filterによる前処理

後，ShepP＆Logan　filterを用い重畳積分法を使

用した．なお，吸収補lliはSorenson法（吸収係数

∫’－0．4cm－1）により行・・た．

　SPECTイメージにおいてFig．1のごとく両側

前頭葉に4・6pixel（1　pixel－4．8　x　4．8　mm），頭頂

葉，側頭葉，後頭葉，小脳に4y9　pixelの矩形

ROlを，また基底核にはfree　ROIを設定し，そ

のカウントを測定した．得られたRO1カウント

を静注10分および20分後のstatic　imageの全脳

⑮、
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3．4　　：Frontal　lobe

5．6　　　：Ternporai　1◎be

7．8　　　；◎ccipital　l◎be

9．10　　：Basal　ganglla

11，12：Cerebellum

Fig．1　Schema　of　regions　of　interest（ROIs）set　on

　　　each　brain　slice　for　1231－IMPSPECT．

カウント比で補lllし，10分時点の脳内放射能に換

算した．換算後のSPECT画像のROIカウント，

ウェル型シンチレーションカウンター（産業科学

製）により測定した採血動脈血のカウント，あら

かじめファントムにより測定したSPECT画像

とウェルカウンターとの相互校iE係数（cross

calibration　factor）により各領域のrCBFを算出

した．また，ROIを設定した各領域のrCBFを

平均してmean　CBFとした．なお，採血動脈血

のオクタノール処理は全例には行っておらず，抽

出率は初期に施行した10例の平均値0．80を使用

して計算した．

　このようにして算出したrCBFと痴呆の関係，

およびrCBFとADLとの関係について検討を行
った．

　痴呆の診断は長谷川式簡易知的機能診査スケー

ル（HDS）4｝による評価，記銘力障害，構成失行の

有無などから，DSM－HI－R5｝に基づき神経内科医

によつてなされた．111例のうち，痴呆を認めた

ものは34例（男性18例，女性16例）で，77例

（男性40例，女性37例）では痴呆を認めなか・・

た．

　ADLの評価は，日常生活動作のなかで歩行，

食事，着衣に注目し，それらに介助を必要とする

かどうかで判断した．介助を必要とせず自立して

いる症例は59例（男性29例，女性30例）で，

52例（男性29例，女性23例）は日常生活におい

て何らかの介助を必要とし，そのうち20例はい

わゆる寝たきりの状態であった．

　有意差検定はunpaired　t－testを用いて行い，

p〈0．05をもt・て有意差ありと判定した．

III．結　　果

　1．痴呆とrCBFの関係

　痴呆を認めた34例の内訳は，脳梗塞17例，

SDAT　7例，パーキソン病6例，脊髄小脳変性症

2例，その他2例である．痴呆群でのmean　CBF

は37．5±8．8m／／1009／minであり，非痴呆群の

42．5＋8．5m～／100　g／minに比し有意に低下してい

た（P〈0．Ol）．　Table　lに痴呆群と非痴呆群の各領

Presented by Medical*Online



痴呆およびADL低下例における局所脳血流量 1343

a

Fig．2　1231．1　MP　SPECT　and　X－ray　CT　in　a　patient　with　vascular

　　　　　dementia．　X－ray　CT（a）shows　multiple　low　density　areas　domi－

　　　　　nantly　in　the　right　basal　ganglia．　Although　1231－IMP　SPECT

　　　　　（b）shows　only　hypoperfusion　areas　in　bilateral　frontal　lobe　and

　　　　　the　right　basal　ganglia，　rCBF　color　map（c）reveals　global　reduc・

　　　　　tion　of　rCBF．
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1344 核医学 30巻11号（1993）

a

b

C

Fig．3　1231－IMP　SPECT　and　MRI　in　a　patient　with　SDAT．　MRI（T2WI）

　　　　　　（a）shows　periventricular　high　intensity　area．1231－IMP　SPECT

　　　　　　（b）shows　decreased　accumulation　in　bilateral　parietal　and

　　　　　　temporal　cortex．　Color　map（c）reveals　that　rCBF　in　those

　　　　　　regions　are　less　than　35　ml／100　g／min．
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痴呆およびADL低下例における局所脳血流量 1345

a

b

C

Fig．4　1231－IMP　SPECT　and　X－ray　CT　in　a　bedridden　patient　because

　　　　　　of　multiple　infarction．　X・ray　CT（a）shows　multiple　lacunar

　　　　　　infarction　dominantly　in　the　right　frontal　lobe　and　the　right

　　　　　　basal　ganglia．　However　1231－IMP　SPECT（b）shows　hypo－

　　　　　　perfusion　area　only　in　the　right　frontal　cortex，　rCBF　color

　　　　　　map（c）reveals　marked　reduction　of　rCBF　in　all　brain　regions．
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Table　1

核医学　　30巻11号（1993）

Distribution　of　rCBF　and　mean　CBF（m∫／100　g／min）in　patients

　　with　dementia　and　patients　without　dementia

Dementia（十）　［SDAT】
　　　（nニ34【7］）

Dementia（一）
　（n＝77）

Frontal　lobe　　（L）

　　　　　　　（R）

Parietal　lobe　　（L）

　　　　　　　（R）

Temporal　lobe（L）

　　　　　　　（R）

Occipital　lobe

Basal　ganglia

Cerebellum

）
）
）
）
）
）

L
R
L
R
L
R

（
（
（
（
（
（

36．5土8．8＊＊

35．6土10．1＊＊＊

38．4土8．3

37．4：と10．6＊＊

34．4土8．2＊

35．9土10．4＊傘

40．1土9．1

40．3土10．4

33．5土7．1＊●

32．3土8．ls＊＊

42．3土11．3＊

43．8土11．1

［34．7土7．4＊　］

【33．4土8．4＊　】

【35．2土5．7＊　】

【35．9土7．3＊　】

【30．0：］：5．7＊＊】

【31．2土6．4＊『

【35．8土4．8＊　】

【36．1土4．3＊＊］

［32．6土4．7　　］

【31．8土6．0＊　】

【41．9±10．6　】

【42．5土9．2　　】

42．6土9．6

42．8士9．4

41．9土9．1

43．3土9．1

38．6：ヒ7．8

41．8±8．5

43．2土9．0

44．0±9．0

38．9土8．3

38．8土8．1

47．0土9．7

46．5士9．9

mean　CBF 37．5：1：8．8s＊ 【35．1土6．3＊　］ 42．5土8．5

（mean±SD）

＊Pく0．05，．＊P＜0．01，＊軸Pく0．001compared　with　non－demented　patients

Table　2 Distribution　of　rCBF　and　mean　CBF（ml／100　g／min）in　patients　with　cerebra1　infarction

　and　patients　with　Parkinson’s　disease　based　on　the　existence　of　dementia

Cerebral　infarction Parkinson’s　disease

Dementia（十）
　（n＝17）

Dementia（一）
　（n＝36）

Dementia（十）
　　（n＝6）

Dementia（一）
　（n－28）

Frontal　Iobe　　（L）

　　　　　　　（R）

Parietal　lobe　　（L）

　　　　　　　（R）

Temporal　lobe（L）

　　　　　　　（R）

Occipital　lobe　（L）

　　　　　　　（R）

Basal　ganglia　　（L）

　　　　　　　（R）

Cerebellum　　（L）

　　　　　　　（R）

36．8土9．2

35．3土10．7

39．8土9．0

36．8土12．6

34．5土8．4

36．0土11．8

41．9土10．0

41．6土12．0

32．4土7．2＊

31．1土8．5＊

41．1土10．4

43．6±10．5

39．6士7．3

40．3土6．9

39．2土7．7

40．4土7．4

36．3土6．7

40．0土7．3

41．8士7．9

42．2土8．3

36．7：ヒ6．5

37．0土6．1

44．1±7．1

42．8土7．8

40．6土10．1

41．2土9．9

41．5土8．0

42．8士8．7

40．4土8．4

41．7土8．5

41．7土9．8

44．1土10．5

38．7土8．1

37．5土8．7

50．4土11．4

50．2土12．6

44．3士9．5

44．4士9．5

44．0土9．1

45．6土9．1

40．0土7．8

42．7：士8．7

44．1±8．9

44．9士8．5

40．6士8．2

40．0士8．8

49．2土10．2

49．6土8．6

mean　CBF 37．6土9．5 40．1土6．6 42．6士9．1 44．2土8．6

（mean土SD）

＊Pく0．05　compared　with　non－demented　patients　of　each　disease

域のrCBFを示す．痴呆群では各領域のrCBFは

非痴呆群に比べ5．9～16．8％の低下が認められ，

両側前頭葉，右側頭葉，両側頭頂葉，両側基底核，

左小脳において非痴呆群に比し有意なrCBFの低

下を認めた．また，痴呆群の中でも，とりわけ

SDAT症例（7例）におけるmean　CBFは35．1土

6．3m1／1009／minと著明に低下しており，非痴呆

群に対して両側前頭葉，右頭頂葉，両側側頭葉，

両側後頭葉，左基底核において有意なrCBFの低

下を認めた．

　次に脳梗塞およびパーキンソン病において，痴

呆の有無とrCBFの関係について検討を行った
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痴呆およびADL低下例における局所脳▲血流量

（Table　2）．脳梗塞の痴呆合併例では，非合併例に

比し両側基底核に有意なrCBFの低下を認めた

が，その他の領域およびmean　CBFには有意差

は認めなかった．また，パーキンソン病における

痴呆合併例では，左側頭葉，両側小脳以外で血流

低下傾向を認めたものの，いずれの領域において

も有意差は認められなかった．

　代表的な症例を呈示する．なお，以下のSPECT

像は定量法で得られたrCBFを5m〃100g／minず

つに区切’・たcolor　mapping像も併せて表示した．

1347

　症例1　79歳　女性　多発性脳梗塞（Fig．2）

　半年前より左不全片麻痺を認める．HDSは17

点とpre－dementiaの状態で，自発性の低下，構

成失行も認められ，ll常生活には部分介助を要

する，CT上右側基底核を中心にmultiple　low

density　areasを認める．脳血流SPECTでは，両

側前頭葉および右基底核領域の一部に血流の低下

が認められるのみであるが，定量法で得られた

mean　CBFは34．1　m／／100　9／minと著明に低下し

ている．rCBF　color　mapでは，　rCBFは全体に

低下しているが，特に両側前頭葉，右頭頂葉，両

側側頭葉，両側基底核，左小脳にて著明である．

　症例2　74歳　女性　SDAT（Fig．3）

　3年前にSDATと診断され，現在HDSは12．5

点とpre－dementiaの状態である．　MRIでは側脳

室周囲白質にT2強調像にて高信号域を認める．

脳血流SPECTでは，両側頭頂後頭移行部および

側頭葉に血流の低下を認める．定量法による

mean　CBFは4C．1　m／／1009／minであるが，領域

別では両側頭頂葉，後頭葉，側頭葉のrCBFは，

いずれも35m〃1009／min以下である．

Table　3　Distribution　of　rCBF　and　mean　CBF（ml／

　　　　100g／min）in　patients　with　good　ADL　and

　　　　patients　with　poor　ADL

Frontal　lobe　　（L）

　　　　　　　（R）
Parietal　lobe　　　（L）

　　　　　　　（R）

Temporal　lobe（L）

　　　　　　　（R）
Occipital　lobe　　（L）

　　　　　　　（R）

Basal　ganglia

Cerebellum

mean　CBF

（L）

（R）

（L）

（R）

poor　ADL
　（n＝52）

37．4土8．9＊＊＊

37．1土9．4＊＊＊

38．4土8．8＊＊

38．3土9．8＊＊

35．1土8．2＊＊

37．1土9．6＊＊

40．5士9．1

40．8土10．0＊

34．0±7．2＊＊＊

33．5：i二7．8＊＊＊

43．2土10．4＊

43．6土10．6＊

38．3±8．5＊＊

＊p＼0．05，　＊＊p＼0．Ol，　＊＊＊pぺO．001

patients　with　good　ADL

good　ADL
　（n＝59）

43．6土9．6

43．6土10．0

43．0土8．7

44．2土9．3

39．2土7．6

42．5土8．7

43．9土8．9

44．7土8．7

40．1土8．2

39．7土8．3

47．6土10．0

47．6土9．8

43．4士8．6

（mean±SD）

compared　with

下群の各領域のrCBFを示す．　ADL低下群の脳

内各領域のrCBFは，すべての領域で非低下群に

比べ8．4～15．1％低下しており，左後頭葉以外の

全領域で有意な血流低下が認められたが，特に両

側前頭葉および基底核領域の低下が著明であった．

　脳梗塞およびパーキンソン病におけるADLと

rCBFとの関係をTable　4に示す．脳梗塞のうち

ADL低下例では，非低下例に比し全般に血流の

低下が認められ，両側基底核において有意差が認

められた，また，パーキンソン病のADL低下例

では，いずれの領域でも血流低下傾向が認められ，

特に両側後頭葉および基底核にてrCBFの低下が

認められたが，統計学的な有意差は認めなかった．

　代表的症例を呈示する．

　2．ADLとrCBFの関係
　ADLの低下が認められたのは，脳梗塞28例，

パーキンソン病11例，SDAT　6例，脊髄小脳変

性症4例，その他3例であった．ADL低下群の

mean　CBFは38．3　m／／1009／minであり，非低下

群の43．4土8．6m1／1009／minに比べ有意に低下し

ていた（P〈0．01）．Table　3にADL低下群と非低

　症例3　75歳　男性　多発性脳梗塞（Fig．4）

　3年前より歩行障害，痴呆を認め，通院治療中

であったが，1年前に歩行不能，寝たきりとなり，

日常生活において全介助を必要とする．CT上右

前頭葉，右基底核をはじめ多発性に梗塞巣を認め

る．脳血流SPECTでは右前頭葉に血流低下を認

めるのみであるが，定量法によるmean　CBFは，
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Table　4

核医学　30巻11号（1993）

Distribution　of　rCBF　and　mean　CBF（m∫／1009／min）in　patients　with　cerebral　infarction

　　　　　and　patients　with　Parkinson勺s　disease　based　on　ADL

Cerebral　infarction Parkinson’s　disease

poor　ADL
（n＝28）

good　ADL
（n－25）

Frontal　lobe

Parietal　lobe

）
）
）
）

L
R
L
R

（
（

（
（

Tempora口obe（L）

Occipital　lobe

Basal　ganglia

Cerebellum

mean　CBF

）
）
）
）
）
）
）

R
L
R
L
R
L
R

（
（
（
（
（
（
（

36．9ヨ：8．6

36．8土9．3

38．6土9．0

38．0土10．9

34．6±8．2

37．1±10．1

41．7：｛：9．4

41．6±ll．3

33．0士6．6＊

32．8土7．5＊

42．3土8．9

42．5：士9．6

38．0土8．5

40．7土6．9

40．7土7．4

40．3：｛二6．9

40．7士7．5

36．9土6．0

40．5±7．5

42．0土7．6

42．4土7．2

37．8土6．6

37．7±6．6

44．1±7．8

43．7土7．6

40．7土6．6

申p＜0．05compared　with　patients　with　good　ADL　of　each　disease

poor　ADL
（n－11）

41．6土10．3

4L3土9．4

41．7土9．5

42．4土9．2

39．3土8．9

40．4士8．8

40．1土10．0

41．9土9．9

37．7土8．8

36．6士9．1

47．8士12．3

48．7士12．3

41．7：｝二9．6

good　ADL
（n＝23）

44．6±9．2

45．0士9．5

44．4士8．6

46．4±8．7

40．4土7．4

43．5土8．4

45．4±8．1

46．2土8．0

4L5土7．7

40．9士8．3

50．1士9．4

50．2土7．6

44．9±8．0

（mean土SD）

25．6mt／100　9／minと著明に低下している．また，

rCBF　color　mapでも全領域の高度の血流低下が

認められる．

IV．考　　察

　1980年にWinchellら6）により開発されたN－

isopropyl－p－【i231】iodoamphetamine（i231－IMP）は，

初回循環ではほとんどが脳内に取り込まれ，十分

な時間脳組織内に保持されることより，SPECT

を用いた脳血流イメージとして現在広く用いられ

ており，脳血管障害や痴呆の診断，治療方針の決

定における臨床的有用性は数多く報告されてい

る．しかしながら，1231－IMP　SPECTイメージの

みでは，ぴ漫性の血流低下は評価不能であり，症

例間の比較や経時的な変化を捉えることも困難で

ある．

　rCBFの定量的評価には，従来PETおよび
133Xeを用いた方法が一般的であるが，前者は血

流のみならず，代謝情報が得られる利点を有する

一方，大がかりな設備・装置を必要とし，一般的

とは言えない．また，133Xeクリアランス法では

二次元的な情報しか得られず，SPECTを用いた

三次元測定を行っても，その分解能は不良である．

　Kuh1ら1）は123LIMPを用い，　microsphere

modelに基づいたrCBFの定量法を報告し，本邦

でも，松田ら3｝により単一検出器回転型ガンマカ

メラによるrCBF算出方法が報告されている．今

回われわれは松田らの方法に準じ，持続動脈採血

法によるrCBF定量を行い，　rCBFと痴呆との関

係およびrCBFとADLとの関係について検討を

行った．

　痴呆を有する例では，mean　CBFは明らかに低

下しており，領域別では前頭葉，頭頂葉，側頭葉

および基底核を中心にrCBFの低下が認められた．

痴呆症状を呈する脳器質障害として主なものは，

脳血管性痴呆とSDATである．前者の場合単一

の小梗塞では視床内側，側頭葉内側海馬以外は痴

呆の原因とはなりにくく，大小の多発梗塞の存在

が原因と言われる7・8）．しかしながらCT，　MRIで

は，ほとんど異常のないものや，梗塞巣の著明で

ないものもあり，血管性痴呆による痴呆発症の責

任病巣およびその詳細なメカニズムは明らかにさ

れていない．従来のPETを用いた報告では，前

頭葉，側頭葉の代謝・血流の低下が報告されてお
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痴呆およびADL低下例における局所脳血流量

り9’11），Jagustら12）も1231－IMP　SPECTにより

前頭葉に脳血流の低下を認めたと報告している．

今回の検討では，脳梗塞の痴呆合併例では非合併

例に比し有意な血流の低下を認めたのは，両側基

底核領域のみであったが，両側後頭葉，小脳を除

く他の領域およびmean　CBFも低下傾向を認め

ており，血管性痴呆では桑原ら13）が指摘してい

るように，全脳としても血流や糖代謝率が低下し

ている可能性がある．

　一方SDATでは，自験例では側頭葉，後頭葉，

頭頂葉を中心にrCBFの低下が認められた．

SDATに関するPETおよびSPECTによる従来
の報告では，両側頭頂葉皮質部の集積低下より発

症し，病期の進行とともに両側側頭葉皮質，両側

前頭葉皮質へと集積低下が及ぶといわれる9・14”17）．

したがって，脳内にび漫性変性を生じた進行例に

おいて脳循環を評価するためには，定量化が不可

欠と考えられる．

　今回パーキンソン病の6例に痴呆の合併を認め

たが，痴呆非合併例と比べると左側頭葉，両側小

脳以外で血流低下傾向を認めたものの，いずれの

領域においてもrCBFに有意差は認められなかっ

た．また，血流低下の程度も血管性痴呆に比し軽

度であった．これは，症例数，ROIの設定部位

およびその大きさにも問題はあると思われるが，

パーキンソン病の局所的な痴呆の責任病巣につい

ては文献的にも一定の見解がなく16・18・19），今回の

結果は大脳半球の広範なrCBFの低下が脳代謝を

変化させ，痴呆の進行に関与しているという林

ら20）の推測を支持するものである．

　なお，今回痴呆群において，左小脳に有意な

rCBFの低下を認めたが，これは小脳病変に基づ

くものではなく，crossed　cerebellar　diaschisis

（CCD）によると考えられる．　CCDが左小脳に認

められた原因としては，血管性痴呆群における主

病巣が右半球に存在する症例が多く，テント上の

rCBFは右半球で，より低下していたためと考え

られる．

　CCDは脳血管障害のみならず，　SDATでも認

められるとの報告があり21・22），このような場合，

1349

簡便法として行われる小脳を基準としたrCBFの

半定量化14・17）では正確な評価は困難であり，絶

対値としての定量化が必要と考えられる．

　次にADLとrCBFとの関係であるが，　ADL
低下群では非低下群に比べ全体に脳血流の低下が

認められ，広範な脳実質障害が示唆されるが，前

頭葉および基底核において特に有意な低下が認め

られた．これは，ADL低下が主に運動領野およ

び皮質脊髄路の障害に起因するためと考えられる．

疾患別では脳梗塞のADL低下例では，やはり全

般的な血流低下を認めたが，両側基底核の有意な

rCBFの低下を認め，皮質脊髄路の障害による

ADL障害が主体と考えられた．井坂ら23）は1231－

IMP　SPECTを用い，皮質下小梗塞例における低

灌流域の広さと機能的転帰を検討しているが，低

灌流域が広いほど機能的転帰が不良であると報告

している．

　パーキンソン病では，林ら20）はfreezingやgait

disturbance等の運動低下症状と基底核のrCBF

の相関を報告しているが，今回の検討では，両側

後頭葉および基底核を中心とする全般的な血流低

下傾向は認められるものの，統計学的に有意な

rCBFの低下は認められなかった．これは，　ADL

の障害が単一の症状によるものではなく，歩行障

害，筋硬直，自律神経障害，精神障害などの複数

の症状によって引き起こされているためと考えら

れ，今後さらに症例を増やし詳細な検討が必要と

考えられる．また，パーキンソン病のADL低下

例におけるrCBFの低下は脳梗塞のADL低下
例に比し軽度であり，パーキンソン病における

ADL低下の原因が局所脳血流測定で評価し得な

い代謝の低下が原因である可能性もある．今後ド

ー パミンレセプターイメージングなどにより解明

が必要であろう．

　今回検討したADL低下症例の中には，明らか

な麻痺はなく，高度の痴呆のため介助を必要とし

た例も認められ，痴呆とADLについてもさらに

検討が必要と考えられる．

　1231－IMPを用いた持続動脈採血法によるrCBF

測定は，一般的に普及している単一検出器型ガン
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マカメラを用いて痴呆およびADL低下例におけ

る病態の把握が可能であり，経過観察および治療

による脳血流の客観的評価にも応用可能と考えら

れる．

V．結　　語

　1231－IMPを用いた持続動脈採血法による局所

脳血流量測定をll1例（脳梗塞53例，パーキン

ソン病34例，老年痴呆7例，その他17例）に施

行し，痴呆の有無および日常生活動作（ADL）と

局所脳血流量との関係について検討を行った．

　1．痴呆症例では両側前頭葉・頭頂葉・基底

核，右側頭葉，左小脳領域の有意な血流低下を認

めた．

　2．脳梗塞の痴呆合併例では，非合併例に比し

両側基底核に有意な血流低下を認めたが，パーキ

ンソン病の痴呆合併例では有意な血流の低下は認

められなかった，

　3．ADL低下（要介助）群では，　ADL良好（自

立）群に比し全体的に脳血流が低下しており，広

範な脳実質障害が示唆されたが，特に前頭葉，基

底核領域に高度の血流低下を認めた．

　4．脳梗塞のADL低下例では，両側基底核に

有意な血流低下を認め，皮質脊髄路の障害が主体

と考えられたが，パーキンソン病では局所的に有

意な血流の低下は認めず，局所脳血流測定で評価

し得ない代謝障害の存在も考えられた．

　局所脳血流量の定量的評価は，痴呆およびADL

低下例における病態評価ならびに経過観察に有用

と考えられた．

　稿を終えるにあたり，神経内科的見地からご指導を賜

りました鳥取赤十字病院神経内科日笠親績先生に感謝

いたします．また，ご校閲を賜りました鳥取大学医学部

放射線医学教室太田吉雄教授に深謝いたします．

　本論文の要旨は第31回日本核医学会総会（松lll市）に

おいて発表した．
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Summary

Quantitative　Regional　Cerebral　Blood　Flow　study　with　’231－IMP　in　Patients

　　　　with　Dementia　and　in　Patients　With　Poor　Activities　of　Daily　Living

Takashi　IwAMIYA

Depai’t〃lent　Of　Radiolo宮y，7万〃o〃Uniγers〃y　S（・hool　ofルfρ∂∫c’〃e

　　N－isopropyl－p［1231］iodoamphetamine（1231－IMP）

SPECT　and　quantitative　regional　cerebral　blood

flow（rCBF）studies　were　performed　in　111patients

with　cerebral　disorders．　Continuous　arterial　blood

sampling　method　based　on　the　microsphere　model

was　used　as　a　quantitative　rCBF　measurement．　We

evaluated　rCBF　in　patients　with　dementia　and　also

in　patients　with　poor　activities　of　daily　living

（ADL）．　Patients　with　dementia　showed　significant

reduction　of　mean　CBF　in　contrast　to　patients

without　dementia．　Significant　decrease　of　rCBF

in　the　bilateral　frontal　cortex，　parietal　cortex　and

basal　ganglia　and　the　right　temporal　cortex　were

found　in　demented　patients．　Although　patients

with　vascular　dementia　showed　decreased　rCBF

in　bilateral　basal　ganglia，　demented　patients　with

Parkinson’s　disease　showed　no　significant　redしlc－

tion　of　rCBF　in　any　regions．　Patients　with　poor

ADL　showed　decreased　rCBF　in　all　brain　regions．

And　particularly　frontal　and　basal　ganglionic

defects　were　most　pronounced．　Patients　with　poor

ADL　resulted　from　cerebral　infarction　showed

significant　decrease　of　rCBF　in　bilateral　basal

ganglia．　However，　there　was　no　significant　cor．

relation　in　Parkinson’s　disease　between　ADL　and

rCBF．　The　rCBF　measurement　with　1231－IMP　is

useful　fbr　clinical　evaluation　of　demented　patients

and　patients　with　poor　ADL．

　　Key　words：1231－IMP，　Regional　cerebral　blood

flow，　Microsphere　model，　Dementia，　ADL．
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