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《短　報》

Shy－Drager症候群患者における立位負荷時の脳血流変化の検討

五味　達哉＊　　寺田　一志＊

浜崎　千裕＊＊　上原　英夫＊＊

桑島　　章＊　　平松　慶博＊

木下　真男＊＊＊　松田　博史＊＊＊＊

　要旨　99mTc－HMPAOによるRI　angiographyにPatlak　Plot法を応用し，体位による脳血流の変化を検

討した．Shy－Drager症候群患者4例および起立性低血圧を認めない他疾患の2例に対して，99mTc－

HMPAOによる脳血流SPECTを施行する際，　RI　angiographyの撮像を追加した．まず臥位にてbaseline

studyを行い，その後およそ1週間以内に立位あるいは坐位でのstudyを行った．いずれも大動脈と脳

に関心領域をとり，各々の時間放射能曲線を得た後，Patlak・Plot法を用いて，　Brain・Perfusion・lndex（BPI）

を算出した．Shy－Drager症候群4例のうち，起立性低血圧に対し脈拍数の増加による代償がみられた

1例を除き，立位負荷によりBPIは平均で21％減少した．他疾患例には明らかなBPIの減少はみられ

なかった．坐位や立位でも脳血流定量化の可能な本法は体位による脳血流の変化の評価に有用と思われ

る．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（核医学32：1255－1258，1995）

1．はじめに

　99mTc－hexamethylpropylene　amine　oxime（wmTc－

HMPAO）によるRI　angiographyにPatlak　Plot法を

応用した脳血流の定量的な測定方法は近年可能と

なった検査方法である1）．この測定方法は短時間

にかつ簡便に脳血流を定量することができ，び漫

性の脳血流低下の検出や，治療効果の判定にも有

用とされる．また，様々な体位での脳血流の定量

も可能である．今回，われわれは臥位および立位

あるいは坐位にて，それぞれに本法を施行し，そ

れぞれの体位による脳血流の変化を比較検討し
た．
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II．対象，方法

　対象はShy－Drager症候群患者4例および対照

群として起立性低血圧のない2例である．Shy－

Drager症候群患者の内訳は男性2例，女性2例

で，年齢は36歳から61歳（平均49．8歳）である．

いずれも立位負荷時に安静時よりも収縮期血圧は

30mmHg以上低下し，起立性低血圧の範疇に入

るものである．立位負荷時の心拍数の増加は0か

ら＋42回／分であった．対照群の内訳は男性1

例，女性1例で，年齢は79歳，63歳である．い

ずれも起立性低血圧のないものである．これれら

の症例は，失血，脱水，大動脈弁狭窄症，その他

の低心拍出性心疾患の既往はなく，また高血圧症

もないものである．

　方法は，99・Tc－HMPAOによる脳血流SPECTを

施行する際，RI　angiographyの撮像を追加した．

いずれも角形大視野ガンマカメラ（SNC－510R，島

津社製）を用い，大動脈弓と全脳が撮像範囲に入

るように設定した．RI　angiographyにおいて，大

動脈と脳に関心領域（ROI）をとり，各々の時間放

Presented by Medical*Online



1256 核医学　32巻11号（1995）

Table　l　Brain　perfusion　index（BP1）of　the　patients　with　and　without　Shy－Drager　syndromc

　　　　　　　　Systolic　Diastolic
Age／sex　　position
　　　　　　　　　BP　　　BP

Heart　Neurological

rate　findings　R

BPI

L
　　　　Changes
average　　in　BPI

Shy－Drager　syndrome

　l　　　　47M

2

3

4

61F

55F

36M

Controls

　1　　　　79M

2

（dementia）

　63F
（dementia）

supine　　　　l37

upright　　　102

supine　　　　120

upright　　　　90

supine　　　　180

sitting　　　　　104

supine　　　　126

upright　　　　75

supine

upright

supine

upright

76

68

80

50

100

66

88

50

ND

ND

72

92

76

76

84

126

（一）

（一）

（一）

（一）

（一）

（一）
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6．4

6．9
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6．3

7．5

6．1

0
3
3
0

7
7
’
6
7

12．8

10．4

7．2

7．7

7．7

4．5

7．7

6」

6
4
8
6

7
7
6
7

12．15

10．5

6．8

7．3

7．75

5．4

7．6

6．1

7．3

7，35

6．55

7．3

一
14c／，

十7％

一 30％

一 20％

十　1％

十100／o

ND：not　done，　BP：blood　pressure

射能曲線を得た後，Patlak　Plot法を用いてBrain

Perfusion　lndex（BPI）を算出した．

　RI　angiographyはいずれも検査開始前にあらか

じめ右内側肘静脈を確保しておき，それぞれの体

位で99・・Tc－HMPAOをおよそ10・mlの生理的食塩

水とともにボーラスで注入し撮像した．検査はま

ず臥位でbaseline　studyを行い，そのおよそ1週

間以内に立位あるいは坐位でのstudyを行い，

BPIの立位あるいは坐位負荷による変化を算出し

た．

　baseline　studyは安静臥位の状態で5分以上経過

してから検査を開始し，また立位および坐位負荷

は安静臥位の状態から静かにかつすばやく立たせ

た後に検査を開始した．負荷をかけてから検査開

始までの時間は起立性低血圧の重症度の相違もあ

り，症状にあわせて検査を施行したためおよそ

30秒から5分であった．baseline　studyはRI　angi－

ographyに引き続き，また立位あるいは坐位負荷

のstudyはRI　angiographyを撮像の後に，臥位で

通常のSPECT像を撮像した．

III．結　　果

　Shy－Drager症候群患者では，1症例を除きBP1

は臥位の状態よりも立位あるいは坐位負荷にて

14－30％減少した（Table　1）．症例②では逆にBP1

は立位負荷時に7％増加した．この症例は発症初

期の軽症例で，臥位と比較して立位負荷で血圧低

下があるものの，脈拍数は立位負荷で28％増加

した症例であった．対照群ではBPIは立位負荷で

1％増加および119。増加という結果を示した．

SPECT像での比較では，　Shy－Drager症候群にお

いて1例のみ立位負荷で脳血流の減少がみられた

が，その他の症例では明らかな変化は認められな

かった．

IV．考　　察

　Shy－Drager症候群は1960年にShy＆Dragerが

神経原性起立性低血圧や排尿障害などの自律神経

障害にパーキンソニズム，小脳失調，錐体路徴候

などの多系統におよぶ障害を示す症例を報告した

のに因んで付けられたものである2）．Shy－Drager

症候群は疾患単位としてはみなし難く，また病理

像ではオリーブ・橋・小脳萎縮症と線条体黒質変

性症の病変を併せもつことが明らかとなり，より

包括的な概念としての多系統萎縮症（multiple　sys－

tem　atrophy：MSA）に含まれるものとされる．ま

た，慢性進行性の自律神経症状という点では包括

的な概念としてprogressive　autonomic　failure（PAF）
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が提唱され，Shy－Drager症候群はPAF・with・MSA

という範疇に含まれるものとされる3）．Shy－

Drager症候群の中核症状は神経原性起立性低血圧

である．起立性低血圧とはその診断基準として

様々なものが今までに報告されているが，少なく

とも臥位と比較して立位負荷により収縮期血圧が

30mmHg以上低下，あるいは拡張期血圧が15

mmHg以上低下するものとされる4）．

　脳血流の定量方法は現在まではi33Xe吸入法，

経頭蓋ドプラ法，あるいは99・・Tc－HMPAOによる

絶対値測定検査などが用いられていた5’7）．この

うち133Xe吸入法はCBFの定量性に優れている

が，臥位または坐位でのみ可能であり，立位での

脳血流の測定はできず，また通常のSPECTに新

たに検査を追加せねばならない．経頭蓋ドプラ法

は簡便であるが，再現性に問題がある．99mTc－

HMPAOによる絶対値測定は頻回の動脈採血を必

要とし，日常臨床への応用は困難である．これら

に対し，Patlak・Plot法による脳血流の測定は短時

間にかつ通常のSPECT撮像の前にRI　angiog－

raphyを追加するのみで可能であり，また立位や

坐位などの体位でも測定が可能であるという最大

の利点を有する検査方法である．今回，われわれ

の検査結果で，起立性低血圧患者4例のうち3例

に臥位と比較して坐位または立位での脳血流の低

下を定量的に捉えることができた．これはすなわ

ち起立位での循環不全におけるび漫性の脳血流の

減少を捉えているものと考えられる．また，この

3例のうち2例では臥位と坐位または立位の脳血

流分布像との比較で，明らかな差はみられず，そ

の定量的評価としての有用性も示唆された．立位

負荷でも脳血流の低下がみられなかった1例は発

症初期で起立性低血圧があるものの立位負荷時に

脈拍数の増加が28％みられた軽症例であった．

このため立位負荷で脳血流の低下が捉えられな

かったものと考えられた．現在までに立位での脳

血流の定量方法はこの検査方法以外にはなく，

SPECT像の立位負荷前後の変化を検討した報告

はあるが8），定量的に捉えたものではなく，また

起立性低血圧における坐位あるいはヘッドアップ

ティルト時のrCBFを検討した報告はあるが，

rCBFの低下を捉えられたものではなかった9～1｜）．

このため今回のわれわれの結果は起立性低血圧に

おける起立位での脳血流の変化を定量的に捉えた

初めての報告であると考えられる．また，定量的

評価という面からも，その治療効果の判定にも有

用と考えられ，今後は治療後にも施行し，その有

用性を検討する必要があると考えられる．対照群

との比較からもその有用性は裏付けられた訳であ

るが，今後症例数を増やして検討して行く必要性

があると考えられる．

V．結　　論

　1．99mTc．．HMPAOによるRI　angiographyに

Patlak・Plot法を応用し，脳血流の簡便な定量化を

行った．

　2．立位あるいは坐位負荷前後に本法を施行

し，負荷による脳血流の減少を本法が捉え得るこ

とができると推測された．

　3．坐位や立位でも脳血流測定可能な本法は，

体位による脳血流の評価に有用と考えられる．
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Summary

Quantitative　Changes　in　cerebral　Blood　Flovv　of　Shy・Drager　syndrome　lnduced

　　　　　　　　　　　　　　by　Upright　POsition：Assessment　by　99mTc・HMPAO

Tatsuya　GoMl＊，　Hitoshi　TERADA＊，　Akira　KuwAJIMA＊，　Yoshihiro　HIRAMATsu＊，

　　　　　　Kazuhiro　HAMAzAKi＊＊，　Hideo　UEHARA＊＊，　Masao　KiNosHiTA＊＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　Hiroshi　MATsuDA＊＊＊＊
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　　　　　＊＊＊Depar〃nen’‘～f　Fθurth　lnternalルledicine，　T‘ノんθθ〃’vεmり，　Schθol　ofルte‘licine

＊＊＊＊Div’∫’on　of　Rad’θ1イ）gy　and　Nuctear〃edicine，1＞ati〃ηo’Center・H‘ノ∫1・’rα～∫～」r〃en’a～，〈terレθus，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and〃uscu　la　r　Disθrders．　NC〃P

　　We　assessed　orthostatic　changes　of　cerebral　blood

flow（CBF）in　4　patients　with　Shy－Drager　syndrome．

Brain　perfusion　index（BPI）was　measured　by　99mTc－

hexamethylpropylene　amine　oxime（99mTc－HMPAO）．

Cerebral　angiography　using　aortic　time－activity　curve

as　an　input　function　BPI　values　in　supine　and　upright

positions　in　Shy－Drager　syndrome　were　compared

with　those　in　2　cerebrovascular　disease　patients　vvith－－

out　orthostatic　hypotension．　BPI　values　in　the　upright

position　were　significantly　decreased　in　patients　with

Shy－Drager　syndrome　as　compared　with　these　in　the

supine　position．　No　significant　decrease　in　BPI　was

noted　in　the　patients　without　orthostatic　hypotension．

These　results　suggest　that　the　BPI　measurement　by

99mTc－HMPAO　cerebral　angiography　is　useful　for　the

noninvasive　evaluation　of　the　orthostatic　changes　of

the　CBF．

　　Key　words：

HMPAO，　CBF．

Shy－Dragers　syndrome，99n）Tc－一
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