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抄録

アルツハイマー病 (AD) とピック病 (Pick) が疑われ

る2症例の123I-IMP 脳血流SPECT画像をそれぞれ統

計量画像ソフトウェアを用いて正常対照群10例と比較

し、血流低下領域の判定を試みた。 その結果、 ADが

疑われる症例では両側側頭頭頂連合野と帯状回後部

を、 Pickが疑われる症例では両側前頭葉を血流低下

領域として判定することができた。 統計量画像による

結果を診断の参考にする場合には、 画像が作成され

るプロセスを念頭に置く必要があるが、この手法によ

る血流低下領域の判定は読影する医師の経験や主観

的判断に依存しない点で利用価値が大きい。 さらに、

この手法は痴呆のみでなく様々な精神神経疾患の

SPECT画像例にも応用しうることから、 一つの画像評

価方法として可能性があるものと考えられた。

はじめに

通常脳血流SPECT画像では視覚的に血流低下領

域が判定されているが、この方法はSPECT画像の空

間分解能の低さ、データ収集に伴う統計雑音などのた

め、読影する医師の経験や主観的な判断の影響を受

けやすい。 仮に関心領域 (ROI)を設定して画素値を

解析する場合にも、 SPECT画像のみを観察して脳回

を正確に同定するには限界があり、さらに脳形態の個

人差によって生じるROI設定位置の不正確さは改善す

ることができない。 こうした問題の解決方法として、脳

形態の解剖学的個人差を補正し、基準となる一つの

脳の形である 「標準脳j に画像を変形し、 一致させる

手法が考えられている(l、 2) 。 脳賦活試験をはじめとす

るPET画像解析の分野では、脳形態の個人差を画像

上補正し、画素ごとに算出された統計量からなる標準

脳上の画像を用いて有意差のある領域を判定する手

法が一般的になりつつある。 この分野では、 Friston ら

によって開発された統計量画像作成プログラムである

Statistical Parametric Mappingが標準的手、法となって

いる。 今回、 Statis6回1 Par沼田tric Mapping'95(SPM'95) 

を(3.5) SPECT画像に応用し、さらに正常群とアルツハ

イマー病および、ピック病の症例を比較し、それぞれの

患者の脳血流低下領域を、 標準脳上の統計量画像に

よって評価した。 その結果、統計量画像が臨床診断に

有用で、あった例を報告する。

対象と方法

対象は、臨床的にアルツハイマー病(6) とピック病(7)

が疑われた各1例と正常対照群10例である。 アルツハ

イマー病疑いの症例については、 National Institute 

of Neurological and Communicative Disorders and 

Stroke-Alzheimer's Disease and Related Disorders 

Association (NINCDS-ADRD A) criteriaに基づいて診

断されている。 正常対照群については精神神経疾患

や長期服薬の既往がなく 、 CTあるいはMRIにて頭部

に異常所見を認めない症例である。 正常対照群の平
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均年齢は61.6 :t 8.4 (平均±標準偏差)歳である。

SPECT装置には低エネルギー超高分解能ファンビ

ーム型コリメータ (LESHR) を装備した3検出器回転型

ガンマカメラ、 GCA9300A/HG (東芝メデイカル社製)

を使用した。 放射性医薬品はN-isopropyl-p-[1231] 

iodoamphetamine (1231_1MP ) を用いた。

被検者を仰臥位にして安静、閉眼を 10分間以上保

っ た後、 1231_1MP 222Mbqを肘静脈より静注した 。

SPECT撮像は静注後25分より開始した。 SPECTデー

タ収集は128x 128マトリ ッ クスで、 三つの検出器を30

秒間に120度の速度で回転させ、合計30往復させる連

続回転モードで行った。 データ収集時間は約30分であ

る。 投影データからの画像再構成は、画像再構成用ワ

ークステーションGMS-5500A (東芝メデイカル社製) 上

で、 Filtered Back Projection法を用いて行った。 前処

理フィルタにはButterworthフィルタを、再構成フィル

タにはRampフ ィ ルタを用いた。 吸収補正、散乱補正

は行っていない。

再構成した SPECT横断像をUNIXワークステーショ

ン1ndy (シリコングラフィクス社製) に転送し、画像解析

ソフ トウェアDr.View Ver. 4.0 (旭化成情報メデイカル

社製) を用いて画像の脳輪郭決定を行った。 輪郭決定

に際しては、最大画素値に対して40%以上の値を持つ

領域を脳実質に相当するとして残し、 40%以下の領域

は画素値をOにしている。 40%という値は、 16cm径の

円筒型プールファントムに 1231_1MP溶液を脳集積と同

程度になる濃度で満たし、直径や円周を最もよく再現

する値として得た。

痴呆の2例と正常群10例のSPECT画像を変形し、

Talairachによって考案された標準脳に一致させる解

剖学的標準化にはSPM'95を用いた( 1ふ 8) 。 この変換

後のSPECT画像については、 Talairach脳図譜に対

応する標準脳MR1画像と重ねあわせることによって、

画像変形後の脳回や基底核の位置に明らかなズレが

ないことを確認した。

次に、解剖学的標準化後のSPECT画像を、標準脳

座標系の x，y，z 軸方向にそれぞれ16mm、 16mm、

20mmの半値幅を持つガウス関数 (Gaussian kernel) 

との重畳積分によって平滑化した。 全脳に対する脳

局所の相対的な機能低下を評価するため、すべての

SPECT画像の全脳放射能が一定になるように比例ス

ケーリングによって規格化した。

患者個人のSPECT画像を正常対照群10例と比較

し、 SPM'95を用いて血流低下領域の判定を行った。
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アルツハイマー病、ピック病の各 1例と正常対照群10

例を比較し、痴呆症例において正常対照群の片側5%

に相当する画素値を持つ領域を血流低下部として抽

出し、それを標準脳上に表示した。

結果

・ 症例1 (アルツハイマー病疑い) H. S、 55歳男性

物忘れが多く、同じことを繰り返すが、知的機能は比較

的保たれており、仕事には従事している。 経過約3年。

Mini Mental State Examination (MMSE) 18点。

図 1 に本例の血流低下領域を示す。 両側の側頭葉お

よび頭頂葉と帯状回後部に血流低下領域が示された0

. 症例2 (ピ ック病疑い) K.M、 69歳男性

新しい機械の操作が覚えられないなど、 主訴は物忘れ。

服装の乱れが目立ち、人格の変化も明らかである。 経

過約2年。 MMSE25点、改訂版長谷川式簡易痴呆ス

ケール (HDS-R) 21点。 前頭葉や側頭葉に限局した萎

縮はCT、 MR1上明らかでない。

図2に、本例の血流低下領域を示す。 両側前頭葉に血

流低下領域が示された。

考察

従来、標準脳を利用した統計量画像作成法は、

PET脳賦活試験を中心に活用されてきた。 脳賦活試

験では課題に対する脳機能の変化が未知ではあるが

一様と考えられ、賦活された領域を全脳中から検出で

きる統計量画像は解析方法として優れている。一方で、

SPECT脳血流画像の臨床では、 一つの疾患において

も病変の局在には多様性があることや、 SPECTの定

量性や空間分解能がPETに及ばないことから、

SPECT画像への統計量画像の応用はPETと比べれ

ばまだ遅れている。 筆者らは、アルツハイマー型痴呆

群と正常対照群のSPECT画像からSPMを用いて血流

低下領域を検出し、 PETの血流画像や糖代謝画像に

よる解析と同様の結果を得ている(9) 。 こうした知見に

基づけば、ある患者のSPECT画像と正常対照群の

SPECT画像を比較し、それを統計量画像とすること

によって、読影医による変動の影響を避けられる可能

性が考えられる。 今回は、臨床的にアルツハイマー病

とピック病が疑われる症例の123I_1MP 脳血流SPECT

画像を、 SPMを用いて正常対照群と比較し、 一定の

基準で血流低下領域を抽出した。 提示した症例は、

SPECT画像を参照せずに統計量画像のみによって臨

床診断が可能で、あった症例である。
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Figure 1 Decreased perlusion area in a patient with suspected Alzheimer's disease is superimposed on the 

standardized brain 01 Talairach. This area is demonstrated by computer assisted pixelaise analysis that relers to 

statistical distribution 01 normalized pixel value in normal control group. 
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Figure 2 Decreased peバusion area in a patient with suspected Pick's disease is superimposed on the standardized 

brain 01 Talairach. This area is demonstrated by computer assisted pixelaise analysis that relers to statistical 

distribution 01 normalized pixel value in normal control group 
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アルツハイマー病が疑われる症例1では、側頭葉、

頭頂葉、帯状回後部に広がる脳血流低下が見られて

おり、これは筆者らの脳血流SPECT画像とSPMを用

いた検討によって示された軽度アルツハイマー型痴呆

群の血流低下領域とよく一致している(9) 。 さらにIshii ら

は軽度アルツハイマー型痴呆群の150水PET画像に

SPMを用いでほぼ同様の脳血流低下領域を示してい

る(10) 。 これらの血流低下部位のうち、帯状回後部では

アルツハイマー病で最も早期に糖代謝の低下している

ことが18F-FDG PET画像と標準脳座標系を用いた研

究によって明らかにされた(11 ) 。 これらの知見より、両

側の側頭頭頂連合野と帯状回後部の特徴的な血流低

下を統計量画像上でL評価可能で、あった症例1で祉、アル

ツハイマー病の診断をすることが可能で、あった。

また、ピック病が疑われる症例2で、は前頭葉の血流

低下が示され、側頭葉、頭頂葉の血流低下は示され

なかった。 Kamo らは死後病理診断の確定したピッ

ク病例の 18F-FDG PET画{象を詳細l に検討した ( 12)0

彼らはピック病とアルツハイマー病の鑑別が臨床症状

からは難しいことを述べた上で、前頭葉の代謝低下が

ピック病診断の目安となりうることをアルツハイマー病

群との比較によって示している。 さらに、 PET画像に

よる糖代謝低下がピック病に特有の病理変化とよく相

関していたことも報告している。 今回の症例 2 におい

ても統計量画像から、後方優位の血流低下を呈する

アルツハイマー型痴呆の可能性が低いこと、また側頭

葉型ピック病の可能性も高くないことが判断できた。

以上のように、アルツハイマー型痴呆が疑われる症

例では後方型の脳血流低下、ピック病が疑われる症例

では前方型の脳血流低下を示したが、これらの2例に

共通する血流低下領域は標準脳上で示されなかった。

このように標準脳座標系を用いた画像解析法は、各症

例の血流異常を同一の脳図譜上で相互に比較しやす

いという利点も有している。

ある領域の血流低下が正常範囲内であるのか、そ

うでないのかを判定するのが容易でない場合がある

が、今回の手法では読影医に依存しない一定の基準

が設けられているため、そのような問題は生じない。

しかし今回の手法による解析結果は、常に正常対照群

の構成に依存している。 例えば、正常群の画素値の

バラツキが少ない領域では、視覚的判定によって血流

低下の程度が明確で、ないとされるうる場合にも、今回

の手法では有意低下として検出される可能性も考えら
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れる。 その逆に、ある程度の血流低下が観察されても

有意でないと判定される場合も考えられる。 つまり、こ

の手法は正常群に対する画素値の低下率を評価する

ものではなく、結果は正常群の各画素における値の標

準偏差に依存している点に留意する必要がある。 加

齢による血流変化を考慮すれば(13)、今後は年齢別の

正常対照群を完備していく必要があると思われる。

こうした統計量画像は、 異常と判定される部位のみ

を表示してくれると言う点で、 SPECT画像そのものよ

りも一見理解しやすい。 しかしこの画像を作成する過

程では、全脳の皮質領域が解析対象にされているが、

結果の統計量画像では表示のために設定した閲値以

下の情報は当然出力されない。 またそのほかの処理

過程にも注意すべき事項があげられる。 例えば、画像

の平滑化はノイズによる影響を軽減するために必須の

過程であるが、このため小領域の軽度な血流低下は

検出されにくくなる。 次の全脳放射能を一定とする規

格化では、画素値は全脳に対する相対的な値として扱

われることになるため、大脳皮質にびまん性の血流低

下がある場合には、それを過小評価する可能性が考

えられる。 つまり、びまん性血流低下を示す領域では、

かなりの部分がこの手法では検出されないという結果

があり得る。一方で診断医による読影では、定量検査

でなくても皮質のびまん性血流低下を小脳や基底核な

どを参照部位とした比較によって判定で、きることが少

なくない。 よって、統計量画像による結果を参考にす

る場合には、画像が作成されるこうしたプロセスを念

頭に置いておく必要があると考えられる。

以上より、 今回の手法が豊富な診断経験を持つ医

師の判定を超えるものであると判断するには現時点で

は早急であると考えられるが、 今回の2症例が示すよ

うに診断医の経験や主観に依存することなくこの手法

が客観的に脳SPECT画像を評価している点は利用価

値が大きい。 さらにこれは痴呆の血流低下領域だけで

なく、発作時、非発作時のてんかん焦点や欝病による

血流の低下など、様々な精神神経疾患における脳血

流変化の判定に応用できる可能性があり、こうした疾

患を対象としたSPECT画像の視覚的判定法に対して

一つの補助的診断法となる可能性が考えられる。 また

診断支援システムとして読影医の負担軽減や読影の

正確さに寄与することも期待できる。 今回提示した2症

例は、この手法が持っこうした臨床SPECT画像の評

価方法としての可能性を示唆している。
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