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《原　著》

抗リン脂質抗体症候群の脳血流SPECT（1231－IMP）による検討

加藤　　徹＊ 南部　一郎＊ 遠山　淳子＊ 大場　　覚＊

　要旨　抗リン脂質抗体症候群（antiphospholipid　syndrome：APS）と診断され，軽度の頭痛を訴えていた

比較的軽症の5例について1231－IMPによる脳血流SPECTを施行した．いずれの症例も脳内アイソトー

プの分布は不均一で，複数部位に脳血流低下が疑われた．特に，2例は明らかな血流低下部位を認め，

その1例は両側の後頭葉と右側側頭葉に，もう1例は両側の後頭葉に血流低下部位を認めた．また同

時に施行した3例のmicrosphere法持続動脈採血による脳血流定量値はいずれも正常範囲内であった．

5例ともCTおよびMRIもほぼ同時期に行ったが，有意な異常は認められなかった．また全例他覚的

神経学的異常所見は認められなかった．抗リン脂質抗体症候群では動静脈血栓症や血管攣縮を起こしや

すいと考えられるので，器質的脳血管障害を防ぐ意味で，同疾患と診断されている患者が頭痛などの症

状を訴えた場合には，脳血流SPECTを施行すべきであると考えられる．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（核医学32：31－40，1995）

1．はじめに

　抗リン脂質抗体症候群Antiphospholipid　syn－

drome（以下APS）は1983年，　Harrisら1～3）が，全

身性エリテマトーデス（以下SLE）患者において

血栓症，血小板減少症と抗リン脂質抗体，特に抗

カルジオリピン抗体（以下抗CL抗体）およびルー

プスアンチコアグラント（以下LA）との関係を指

摘して以来知られるようになった．さらに自己免

疫疾患を持たない習慣流産，脳梗塞，心筋梗塞患

者に高頻度にLA，抗CL抗体が認められること

が判明した．動静脈血栓症およびそれに起因する

臨床症状または血小板減少症をもち，血中にLA

または抗CL抗体が検出される患者に対してAPS

という概念が提唱された．今回われわれはAPS
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と診断された症例で軽い頭痛のみで，ほとんど

中枢神経症状を持たない比較的軽症症例につい

てi23HMPによる脳血流SPBCTで有用な所見を

得たので報告する．

II．対　　象

　対象は臨床的にAPSと診断された症例5例（す

べて女性，平均年齢25．8歳）で，皮膚科で経過観

察され，APSとしては軽症で頭重感に近い限局性

のない軽度の頭痛を持つが他覚的神経学的所見

を有さない患者を対象として脳血流SPECTを施
行した（Table　1）．

m．方　　法

　まず15分ベッド上での安静後，左右いずれか

の肘静脈からi231－IMP　111MBqを静注後15分に

SPECT像の収集を開始した．なお3例では，15

分ベッド上安静後，左右いずれかの上腕動脈持

続採血し，対側の肘静脈より1231－1MPlllMBqを

静注しmicrosphere法に準じ，関心領域は20か

ら25　pixelのbox・ROIを用いて定量を行った4～9）．
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32 核医学　32巻1号（1995）

Table　l　Patient　profi｝es

Case　No．

Age
Sex

Neurological　findings

Neurological　symptoms

Overlap　collagen　disease

Anti・・CL一β2　GP　I

口（％）【86－Il8］

APTT（％）【76－130］

Anti－nuclear　antibody

Therapy

ー
へ
∠　
2
F

mild　headache

subacute　LE

　　9L3

　　565
　　1＋
predonisolone

　　PGI2

　　PGEl
　　aspirin

2
4
　
2
F

？
」
つ
」　
4
F

mild　headache　　　mild　headache

generalized　morphea　　　PSS

　　　　　　　　　Sj6gren’s　synd

　　　　　　　　　　　91．3

　　　　　　　　　　　68．3

　　　　　　　　　　　　1＋

　　　　　　　　　　　PGI2

　　　　　　　　　　　PGI2

　20．3

　97．3

　31．8

　　2＋

predonisolon

ciclosporin

　PGEl
　aspirin

4
4
　
1
F

～
｝
4　
2
F

mild　headache　mild　headache

Sj6gren’s　synd　　　　　SLE

　一　　　　　　　3．8

　85．9　　　　　　　　　116．6

　66．7　　　　　　　　　66．9

　　2＋　　　　　　　1＋

vitamine　E　　predonisolone

　PGI2

PSS＝progressive　systemic　sclerosis，　PG＝prostaglandin，　SLE＝systemic　lupus　erythematosus，

synd＝syndrome

Table　2　RI　findings

Case　No． 1 2 3 4 5

RI　findings

Low　perfusion

　areas　ln　rt．　tem．　ununiform

　and　bil．　oci．　lobe．　　　uptake

ununiform

　uptake

Low　perfusion

　areas　in　bil。　　ununiform

　oci．10be　　　　　　　　uptake

rt＝right，　biL＝bilateral，　tem．＝temporal，　oci．＝occipital

Table　3　Cerebral　blood　flow

Place

　　　　　　RUCase　No．
　　　　　Lt　basal

　　　　　gang・

　RU　　　　　　Rぴ
Lt　occipital　　Lt　frontal

　lobe　　　　　　　　　lobe

　　Rti
Lt　temporal

　　lobe

　　Rti
Lt　parietal

　lobe

　　Rti　　　　　　RV
Lt　thalamus　　Lt　cerebellum

－
（
∠
4

75．8！66．7　　　　51．3／57．8

74．6／74．7　　　　68．5169．1

81．6！84．6　　　　69．4！58．4

68．1166．5

69．4170．3

98．9／10L2

75．8／63．1

76．8／83．1

102．1／94．655

75．2／68．5

73．2ソ77．9

88．6／89．1

67．9／68．6

74．8／75．4

71．2／81．9

73．8／8L9

74．3／77．9

92．0／92．7

unit m〃1009／min

その3時間後に遅延SPECT像を撮像した．

SPECT像はGE社製Starcam　3000XCII’を用い30

秒／frame，64・views・360°にて収集した．また脳血

流SPECT施行前後1週間以内にCT（使用装置は

Siemens社製Somatom・Plusで，1cm　slice／1　cm　step

にて撮像）とMRI（使用装置はSiemens社製

Magnetom　IMPACT　1．O　Tで，　T1強調画像とT2強

調画像を撮像）を施行し，脳血流SPECTとの比較

も行った．

IV．結　　果

　脳血流SPECT所見はTable　2のごとくである．

すべての症例について複数の部位で血流低下が疑

われた．すべての症例で頭部CT検査では異常は

認められなかった．MRIでもT2強調画像で明ら

かな高信号域を呈するような梗塞巣は認められな

かった．1231－IMPによる脳血流定量値はTable・3に

示すとおりである．当院では50m1！1009／min以
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　　　bFig．1Case　l，22－year－female　1231－IMP　SPECT　images（before　therapy）．

a．transaxial　b．　coronal

Low　perfusion　areas　in　the　bilateral　occipital（arrows）and　right　temporal　lobe

（arrowheads）．
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抗リン脂質抗体症候群の脳血流SPECT（i231－IMP）による検討 35

下を血流低下としているが，この値を下回るよう

な明らかな血流低下は認められなかった．2例で

後大脳動脈中大脳動脈分水嶺付近の後頭葉に血流

低下の所見が疑われたが，脳血流低下部位に有意

な特定部位ははっきりしなかった．しかし，いず

れもRI分布不均一で，複数部位に血流低下が疑

われた．遅延像では全例で再分布傾向が認められ

た．

V．症例呈示

　症例1　22歳，女性．

　主訴：手背，足底の潰瘍

　既往歴，家族歴：特記すべきことなし

　現病歴：平成3年冬頃から手指，手背に紅斑が

出現し，徐々に数が増加し，範囲が拡大した．全

身倦怠感，関節痛を伴うため，平成4年7月24

日当院皮膚科を受診した．血小板減少を伴う亜急

性紅斑性狼瘡の診断でプレドニゾロン30mg／日で

治療開始された．皮疹，全身倦怠感，関節痛など

は改善し，プレドニゾロン5mg／日で血液・血清

学的にもSLEへの移行もなく安定した状態で

あった．平成5年冬になり，手指，足底に潰瘍が

出現し，軽い頭痛をときどき訴えるようになり，

当科精査のため紹介となった．

　血液検査ではRBC　3．95×106／μ1，　WBC　3300／μ1，

Phl5．6×104／μ1と白血球減少がみられた．生化学

スクリーニング上異常なく，血清では，抗核抗体

2＋speckled　patternと陽性．　LE細胞陰性．抗CL・

IgM抗体1．3（基準値LO未満）と上昇がみられ

た．抗β2－glycoprotein（β2－GPI）抗体は陰性．凝固

系では，PT・94．99。（正常比），　APTT　63．8％（正常比）

とAPTTの延長がみられた．皮膚潰瘍はAPSに

よるものと考えた．

　平成6年4月に施行した脳血流SPECT像（Fig．

1）では，右側頭葉と両側中大脳動脈後大脳動脈分

水嶺を中心とした後頭葉に相対的血流低下が認め

られた．

　平成6年5月抗凝固剤増量後に施行した脳血

流SPECT（Fig．2）では右側頭葉の血流低下に改善

が認められた．

　症例4　14歳，女性．

　主訴：しもやけ

　既往歴，家族歴：特記すべきことなし

　現病歴二平成4年冬よりしもやけ様の皮疹が出

現し，翌年の冬にはレイノー症状が出現した．同

時期より軽度頭痛出現．精査のため当院皮膚科を

受診した．白血球数3000／μ1，ヘモグロビン10．3g！

dlと低いが，生化学スクリーニング上異常を認め

ない．抗核抗体×80（speckled　pattern）と陽性．　PT

85．9％，AP’IT・66．7％とAPTTでの延長を認めた．

SLE，　mixed　connective　tissue　disease（MCTD）への

移行はみられなかった．

　平成6年6月に施行した脳血流SPECT像（Fig．

3a）では両側中大脳動脈後大脳動脈分水嶺を中心

とした両側後頭葉に相対的血流低下が認められ

た．遅延像（Fig．3b）では両側後頭葉に再分布を認

めた．

　症例5　24歳，女性．

　主訴：顔面蝶型紅斑，関節痛

　既往歴，家族歴：特記すべきことなし

　現病歴：昭和62年夏頃より顔面蝶型紅斑，関

節痛が出現した．精査のため当院皮膚科を受診し

た．血液検査，生化学スクリーニング上異常を認

めない．血清では抗核抗体1＋（speckled　pattern）

と陽性．抗CL・IgG抗体L4（基準値1．0未満）と

上昇がみられた．β2－GPI抗体は3．8と高値．凝

固系ではPT・116．69。，　APrlT　66．99。とAPTTでの延

長を認めた．SLEとしてプレドニゾロン60　mg／

日にて治療を開始し，症状の増悪，軽快を繰り返

しプレドニゾロン15mg／日で経過観察されてい

たが平成6年春より頭重感を自覚し，5月より起

床時に軽度の頭痛を訴えるようになった．平成6

年6月に施行した脳血流SPECT像（Fig．4）では，

明らかな血流低下部位を指摘できないが，RI分

布は不均一であった．

VI．考　　案

　抗リン脂質抗体は高率に血栓症を引き起こす抗

体として知られ1°～性近年注目を浴びている．抗

CL抗体は血中のβ2－GPI抗体とCLとの複合体を
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　　　　　i231－IMP　SPECT　transaxial　images．

Low　perfusion　areas　in　the　bilateral　lobes（arrows）．

　Redistribution　was　recognized　in　the　bilatera｝occipital　lobes
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38 核医学　　32巻1号（1995）

認識しβ2－GPI抗体自体が血液凝固や血小板凝集

を抑制することから1・17），抗CL抗体がβ2－GPI

抗体の作用を阻害するという説18）や，プロテイ

ンCの活性化阻害19），血管内皮細胞のprostaglan－

din－12の産生，放出の抑制20～22）など諸説あるもの

の，血栓形成の機序は未だはっきりしない．APS

における血栓症は動脈および静脈いずれにも起こ

る2・23、25｝．またその血栓症は多発性，再発性に生

じる．APSの動脈血栓症は中小動脈の閉塞が多

く，主幹動脈や1次分岐動脈に生じることは少な

い．APSの動脈血栓症は脳梗塞，一過性脳虚

血，心筋梗塞，網膜中心動脈血栓症，末梢動脈閉

塞症による皮膚壊疽，腎動脈血栓症，腸間膜動脈

血栓症などが報告されている．また静脈血栓症は

深部静脈血栓症，腎静脈血栓症，肺梗塞，網膜中

心静脈血栓症，上・下大静脈血栓症，肝静脈血栓

症，鎖骨下静脈血栓症などが報告されている．鏑

木26）によれば動静脈血栓症の発生頻度は脳梗塞，

脳虚血症状が48％，深部静脈血栓症が36％，肺梗

塞が16％と報告している．脳血管障害を含め

APSの15～70％に中枢神経症状がみられ，てん

かん，片頭痛，舞踏病，行動異常など精神症状も

呈し，臨床上多発性硬化症や中枢神経ループスと

の鑑別が問題となる27）．前島ら28）はSLE患者24

人に対して脳血流SPECTを施行し，11例（44％）

に脳血流低下を認め，LAや抗CL－lgG抗体陽性者

のACE患者10例中では6例（60％）で脳血流低下

が疑われ，ACE患者に優位に脳血流低下を認め

た．また同時にステロイド内服の有無および投与

量と脳血流低下の間には相関関係はなかったと報

告している．Pinchingら29）は，　SLE患者47例で

酸素利用と脳血流を検討し，中枢神経性ループス

15例中14例で脳血流の異常を認めたと報告して

いるが，原因は不明としている．Hiraiwaら3°）は，

12歳のSLE患者にpositron　emission　tomography

（PET）を行い，脳循環代謝障害を報告し，　SLEの

活動性とともにPET所見に変動が見られ，この

変化を脳血管炎に起因すると推察している．

Bresnihan3i）は，24例のSLE剖検で脳血管炎の存

在はわずか12．5％で，多発性小梗塞は80％以上

に認められたと報告している．われわれはAPS

と診断された症例で軽度の頭痛を訴えるのみで神

経学的所見をもたない症例にCT，　MRI，脳血流

SPBCTを行った．今回，すべての症例で，　CT，

MRIいずれにおいても脳梗塞巣を指摘できな

かったが，脳血流SPECTのみで血流低下が認め

られた．脳血流SPECTがCT，　MRIに比べ，脳

血流低下に対し感度が一番高いため，微細血管の

血栓などによるわずかな血流低下も検出できたも

のと考えられる．脳血流定量では当院の有意な血

流低下値を下回るような血流低下は認めなかった

が，この基準値は動脈硬化の進行していない20

歳代を対象としていないため，今回の場合はもう

少し高い値を基準値とすべきかもしれない．ほと

んどの患者で血流低下が複数部位であったのは，

血栓症が多発性であることを支持している．CT，

MRIで脳梗塞巣が認められないことから，静脈

血栓症による還流不良によると考えられる脳血流

低下の存在もあり得ると考えられる．症例のなか

にはレイノー現象を有する症例もおり，脳血管攣

縮による血流低下も考えられる．また一例で強力

な抗凝固療法により軽い頭痛は改善し，治療後の

SPECT像でも血流低下は改善していた．このこ

とより脳血流SPECTによる血流低下は器質的変

化を起こす程度のものではなく可逆的であると考

えられる．今後不可逆性変化すなわち脳梗塞へ移

行させないためにも，積極的な治療，特に抗凝固

療法を行うべきであると考えられる．脳血流

SPECTにより治療効果判定も可能であると考え

られるが，これは症例を重ねて検討しなくてはな

らない．

VII．　糸吉　　　　言吾

　APSと診断された症例で軽度の頭痛を訴える

のみでほとんど中枢神経症状がなくCT，　MRIで

異常が見られない場合でも，脳血流SPECTも積

極的に行うべきであると考えられる．

文　　献

1）Harris　EN，　Gharavi　AE，　Hughes　GHV：Anti一

Presented by Medical*Online



抗リン脂質抗体症候群の脳血流SPECT（t231－IMP）による検討 39

　　phospholipid　antibodies．　Clin　Rheum　Dis　11：591－

　　609，1985

2）Harris　EM，　Hughes　GRV：Anti－phospholipid
　　syndrome．1n　Arthritis　and　Allied　Conditions，　A

　　Textbook　of　Rgeumatology，　ed．　by　McCarry　DJ，　Lea

　　and　Febiger，　Philadelphia，1986，　pp．1068－1079

3）Harris　EN，　Gharavi　AE，　Boey　ML，　Petal　BM，

　　Mackworth－Young　CG，　Loizou　S，　et　a1：Anti－

　　cardiolipin　　antibodies：　detection　　by　　radio－

　　immunoassay　and　association　with　thrombosis　in

　　systemic　lupus　erythematosus．　Lancet　2：1211－1241，

　　1983

4）犬上　篤，相原康夫，三浦修一：脳血管障害の診
　　断におけるN－isopropyl－p－一｛1231］iodoamphetamine

　　（1231－IMP）の有用性の評価　　とくに脳血流量の

　　定量的評価　　．医学のあゆみ134：53－57．1985

5）東壮太郎，松田博史，藤井博之，二見一也，橋本
　　正明，黒田英一：N－isopropyl－p－［1231］iodoamphet－

　　amine（1231）による虚血性脳血管障害の局所脳血流

　　量とTissue　Viabilityの非侵襲的評価．　CT研究9：

　　681－689，1987

6）Kuhl　DE，　Barrio　JR，　Huang　SC，　Selin　C，　Ackermann

　　RF，　Lear　JL，　et　al：Quantifying　local　cerebral　blood

　　flow　by　N－isopropyl－p－［i231］iodoamphetamine（IMP）

　　tomography．　J　Nucl　Med　23：196－203，1982

7）Nishizawa　S，　Tanada　S，　Yonekura　Y，　Fuj　ita　T，　Mukai

　　T、Saji　H．　et　al：Cerebral　dynamics　of　N－isopropyl－P－

　　［t231］iodoamphetamine　in　human　brain」Nucl　Med　30：

　　150－156，1990

8）Yonekura　Y，　Tanada　S，　Senda　M．　Saji　H，　Torizuka　K：

　　Regional　distribution　of　N－isopropyl－p－［1231］iodo－

　　amphetamine　in　cerebrovascular　disease　compared

　　with　regional　cerebral　blood　fl　ow　and　oxygen

　　metabolism．　J　Nucl　Med　26：25，1985

9）Lassen　NA，　Henriksen　L，　Holm　S，　Barry　DI，　Paulson

　　OB，　Vorstrup　S：Cerebral　blood－flow　tomography：

　　Xenon－133　compared　with　isopropyl－amphetamine－

　　iodine－123：Concise　communication．　J　Nucl　Med　24：

　　17－21，1983

10）Tobelem　G、　Cariou　R，　Camez　A：The　lupus　anti－

　　coagulant　and　its　role　in　thrombosis．　Blood　Reviews　1：

　　21－24，1987

11）Kushner　M，　Simonian　N：Lupus　anticoagulants，

　　anticardiolipin　antibodies，　and　cerebral　ischemia．

　　Stroke　20：225－229，1989

12）Buchanan　RRC，　Wardiaw　JR，　Riglar　AG，　Littlejohn

　　GO，　Miller　MH：Antiphospholipid　antibodies　in　the

　　connective　tissue　diseases：the　relation　to　the

　　antiphospholipid　syndrome　and　forme　fruste　disease．　J

　　Rheumatol　16：757－761，1989

13）Alarcon－Segovia　D，　Deleze　M，　Oria　CV，　Sanchez－

　　Guerreo　J，　Gomez－Pacheco　L，　Cabiedes　J，　et　a1：

　　Antiphospholipid　antibodies　and　the　antiphospholipid

　　syndrome　in　systemic　lupus　erythematosus：apro－

　　spective　analysis　of　500　consecutive　patients．

　　Medicine　68：353－365，1989

14）Asherson　RA，　Khamashta　MA，　Gil　A，　Vazquez　J，

　　Chan　O，　Baguley　E，　et　al：Cerebral　vascular　disease

　　and　antiphospholipid　antibodies　in　systemic　lupus

　　erythematosus，　lupus－like　disease，　and　the　primary

　　antiphospholipid　syndrome．　Am　J　Med　86：391－399，

　　1989
15）Kitagawa　Y，　Gotoh　F，　Kato　A，　Okayasu　H：Stroke　in

　　systemic　lupus　erythematosus．　Stroke　21：1533－1539，

　　1990

16）Coull　BM，　Goodnight　SH：Antiphospholipid　antト

　　bodies，　prethrombotic　state，　and　stroke．　Stroke　25：13－

　　18，1990

17）Feinstein　DI：Lupus　anticoagulant，　thrombosis　and

　　fetal　loss．　N　Engl　J　Med　313：1349－1350，1985

18）Cosgriff　TM，　Martin　BA：Low　fu　nction　and　high

　　antigenic　antithrombin　31evel　in　a　patient　with　the

　　lupus　anticoagulant　and　recurrent　thrombosis．

　　Arthritis　Rheum　24：94－96，1981

19）市川幸延：抗リン脂質抗体症候群　　新しい膠原
　　病近縁疾患　　．Medical　Practice　9：2115－2117，

　　1992
20）Carreras　LO，　Defreyn　G，　Machin　SJ，　Vermylen　J、

　　Deman　R，　Spitz　B，　et　al：Arterial　thrombosis，

　　intrauterine　death　and“lupus”anticoagulant：detection

　　of　immunoglobulin　interfering　with　prostacyclin

　　formation．　Lancet　1：244－246，1981

21）Carreras　LO，　Vermylen　JG：　Lupus”anticoagulant

　　and　thrombosis：Possible　role　of　inhibition　of　prosta－

　　cycline　formation．　Thromb　Haemostas　48：38－40，

　　1982

22）De　Wolf　F，　Carreras　LO，　Moerman　P，　Vermylen　J，

　　Assche　AV，　Renaer　M：Decidual　vasculopathy　and

　　extensive　placental　infarction　in　a　patient　with

　　repeated　thromboembolic　accidents，　recurrent　fetal

　　loss，　and　a　lupus　anticoagulant。　Am　J　Obstet　Gynecol

　　142：829－834，1982

23）鏑木淳一：抗リン脂質抗体症候群．リウマチ28：

　　379－388，1988

24）鏑木淳一，船津雄三，本間光夫：特殊な病態の臨

　　床と治療，抗リン脂質抗体症候群．日内会誌79：

　　1404－1407、1990

25）Asherson　RA：Antiphospholipid　antibodies　and

　　syndromes．　ln　Systemic　Lupus　Erythematosus．　ed．　by

　　Lahita　RG，　Church川Livingstone，　New　York，1992，

　　pp．587－635

26）鏑木淳一：抗リン脂質抗体と動静脈血栓症．特集

　　抗リン脂質抗体症候群．Mebio・11：66－69，1994

27）天崎吉晴，小池孝夫：抗リン脂質抗体症候群．

　　Medicina　30：1922－1924，1993

28）前島悦子，前島伸一郎，山田陽一，湯川　進：全

Presented by Medical*Online



40 核医学

身性エリテマドーシスにおける抗リン脂質抗体と

局所脳血流に関する検討．リウマチ33：125－130，

1993

29）Pinching　AJ，　Travers　RL，　Hughes　GR，　Jones　T，　Moss

　　　S：Oxygen－15brain　scanning　for　detection　of　cerebral

　　　involvement　in　systemic　lupus　erythematosus．　Lancet

　　　29：898－900，1978

32巻1号（1995）

30）Hiraiwa　M，　Nonaka　C，　Abe　T，　Iio　M：Positron

　　　emission　tomography　in　systemic　lupus　erythemato－

　　　sus：relation　of　cerebral　vasculitis　to　PET．　AJNR　4：

　　　541－543，1983

31）Bresnihan　B：CNS　lupus．　Clin　in　Rheum　Dis　8：183－

　　　195，1982

Summary

Evaluation　of　Cerebral　Perfusion　lmaging　with　N－lsopropy］・p・［’231】lodoamphetamine

　　　　　　　　　　　　　　　　　（IMP）in　the　Cases　of　Antiphospholipid　Syndrome

Tom　KATo，　Ichiro　NANBu，　Junko　ToHYAMA　and　Saton10HBA

Departme〃t　of　Radiol‘♪8y，　Na8‘，yo　Ciry　Universiry　School‘～f〃edicine

　　Five　cases　of　antiphospholipid　syndrome　with　mild

headache，　but　without　any　neurological　deficits　and

abnormal　findings　by　CT　and　MRI，　were　examined　by

cerebral　blood　perfusion　SPECT　using　N－isopropyl－p－

［t231】iodoamphetamine（IMP）．　Although　three　cases

were　performed　quantification　of　cerebral　blood　flow

with　a　microsphere　method　simultaneously，　their

values　were　within　normal　limits．

　　Two　of　them　showed　focal　low　perfusion　areas．　One

case　had　relatively　low　perfusion　areas　in　the　bilateral

occipital　lobes　and　the　right　tempora川obe，　which

improved　after　treatment．　One　of　two　had　low　perfu－

sion　in　the　bilateral　occipital　lobes．　Other　three　cases

only　showed　ununif（）rmity　of　radioisotope　uptake　on

the　cerebral　blood　perfusion　SPECT．　Low　perfusion

areas　in　antiphospholipid　syndrome　might　be　caused

by　microarterial　thrombosis，　microvenous　thrombosis

or　spasms，　although　they　could　be　reversible．　As　early

detection　of　cerebral　abnormality　admi杜o　protect

irreversible　progress　of　cerebral　blood　flow，　cerebral

blood　flow　SPECT　should　be　perfbrmed　in　cases　of

antiphospholipid　syndrome　with　neurological　com－

plainments．

　　Key　words：　Antiphospholipid　syndrome，1231－

IMP，　Cerebral　blood　flow．
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