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【緒言】 

視床下核 Subthalamic nucleus(STN)の脳深部刺激術 deep brain stimulation(DBS)

は、パーキンソン病(PD)患者の運動症状を改善するために確立された手法である。

STN-DBS は可逆性で薬物調節ができ、PD 患者の運動症状に対し、最良の薬物治療よ

りも優れている。DBS 治療を受けた患者と最良の薬物療法のみを受けた患者を比較す

ると、前者は後者に対し、生活に支障を及ぼすようなジスキネジアがみらない on 期

が 4.6 時間延長したという報告がある。Parkinson’s Disease Questionnaire(PDQ-39)

にて 156 人の PD 患者の Quality of life (QOL)の調査したところ、薬物療法単独より

も DBS 治療を行った患者は、QOL の改善に対して優れた効果があることがわかった。 

薬物抵抗性の on-off 兆候やジスキネジアを有する PD 患者は STN-DBS の良い適応

であるが、DBS 治療の有益な効果を得られる患者は限定される。それ故、術前に DBS

治療の有効性が期待できる患者を選択することは重要である。 

今回、術前の局所脳血流量 regional cerebral blood flow (rCBF) は

iodine-123N-isopropyl-p-iodoamphetamine(123I-IMP)SPECT と

autoradiography(ARG)法を用いて評価した。そして Three-dimensional surface 

projection(3D-SSP)の所見は術後運動機能改善度と rCBF との関連を評価するために

使用した。 

 

【対象と方法】 

（患者） 

対象は名古屋大学病院で両側 STN-DBS を施行した PD 患者 92 人(男性 42 人、女性

50 人)、年齢は 63.5±7.8 歳、平均罹病期間は 11.5±9.1 年であった。術前・術後の運

動症状と日常生活活動は Unified Parkinson Disease Rating Scale(UPDRS)で評価し

た。UPDRS の術前スコアの平均値は、UPDRS partⅡ(on stage):11.0 点、partⅡ(off 

stage):28.0 点、partⅢ(on stage):25.1 点、partⅢ(off stage):51.3 点であった。92 人

の患者は DBS 術前を基準とした術後の UPDRS スコアの改善度で 3 つのグループに

分けた。60%<改善度を A グループ、40%＜改善度≦60%を B グループ、改善度≦40%

を C グループとした。(Table1) 

私達は L-dopa 製剤以外の抗 PD 薬 100mg を L-dopa 等価量で entacapone:75mg 、

pergolide:1mg、cabergoline:5mg、bromocriptione:10mg に換算した。 

（局所脳血流量：rCBF） 

術前の SPECT データは L-dopa 製剤服用後に、低エネルギー・高解像度 fan beam 

collimeter を装備した 3 detector type gamma camera(GCA9300A/UI;Toshiba 

Medical Systems Corp.,Otawara Tochigi)を用いて取得した。まず 123I-IMP(167MBq; 

Nihon Medi-physics Co.Ltd.,Tokyo)を緩徐に静注すると、10 分後にはサンプリング

される。脳スキャンデータは 128☓128 マトリックスサイズに対して 4 方向から 2 分

毎、15 回撮像することによって構成され、得られたプロジェクションデータは scatter 

photon に収集される。画像は、Butterworth filter(cut off frequency 0.65 cycles/cm)
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により篩分けされた後に再収集される。rCBF 値は、Ca10 と 123I-IMP SPECT を使用

して算出した。(123I-IMP ARG 法) 

3D-SSP は標準脳と被験者のデータを脳表面から抽出して統計的に比較解析する方

法である。利点は、脳萎縮による効果や部分容積効果を軽減することが出来ることで

ある。Stereotactic extraction estimation analysis (SEE 法)は関心領域内の統計値を

rCBF の重症度と広がりで評価するために分割したものである。 

Talairach Daemon(TD)データベースは、容量依存的に脳を階層領域に分割したも

のである。TD のレベル 1~5 は大脳・小脳、脳葉、脳小葉、組織型、Brodmann area(BA)

でそれぞれ分類されている。(Fig1)異なった TD レベルの解析は、PD の様々な特徴を

調査するために有用であると思われる。 

（手術手技と術後調整） 

患者に対して定位的頭蓋フレーム (Leksell Model G;Elekta Instrument AB, 

Stockholm, Sweden)を座位の状態で固定し、Magnestic Resonance (MR)画像を撮像

した。 MR 画像は 手術室にあるコンピューターソフトウェア (Brainlab,AG, 

Feldkirchen,Germany)に取り込み、前交連 anterior commissure(AC)と後交連 

posterior commissure(PC)を同定した。最初の target の設定は AC-PC 線より下方に

3.5~4mm、外側に 12~13mm、その中点より後方に 2~2.5mm に設定した。STN は、

微小電極記録 Microelectrode recording(MER)によって同定し、刺激電極(Model3389; 

Medtronic,Inc,Minneapolis,Minnesota,USA)を挿入した。挿入後、電極刺激を開始し

て、通常の治療電圧よりも高電圧を加えて、PD 症状の改善と合併症をチェックした。

Implantable pulse generator(IPG)(Model7426; Medtronic)を前胸部に挿入して刺激

電極からのリード線と接続した。術後、術前服用していた L-dopa 用量を半分にし、

運動症状が最適になるように刺激パラメータを調節した。電極は単極刺激を行い、4

つの電極を独立して刺激した。レート幅は 60μs、頻度は 130Hz に設定した。ほとん

どの症例で最適な運動コントロールが達成されるまで、電圧を 1.0V~2.5V まで緩徐に

増加させた。 

（統計的解析） 

2 つのグループの相違は t 検定で比較した。ピアソン相関係数はパラメータの関係

を決定するために計算された。p<0.05 で有意差があるとした。術前 UPDRS スコアと

術後のその改善度は、各々の TD レベルにおいて rCBF と比較した 

 

【結果】 

Ⅰ；UPDRS score と rCBF との関係 

TD レベル 2 において、術前の UPDRS スコアと rCBF の間の相関係数の閾値(Z 

score)が-0.207 より小さい場合、有意差な負の相関があると判断した。(Table2)(Fig2) 

TD レベル 2 において、UPDRS partⅡ(off stage)と partⅢ(on stage)のスコアは part

Ⅱ(on stage)や UPDRSⅢ(off stage)のスコアよりも多くの領域で rCBF に対し、有意

な負の相関を認めた。具体的に、partⅡ(off stage)のスコアと有意な負の相関がみら
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れた領域は、頭頂葉、側頭葉、後頭葉、基底核、中脳であった。partⅢ(off stage)の

スコアと有意な負の相関がみられた領域は側頭葉、中脳、橋、小脳であった。 

TD レベル 3 において、術前の UPDRS partⅡ(off stage)と partⅢ(on stage)のスコ

アと rCBF に対して、有意な負の相関がみられた領域は、紡錘状回、上頭頂回、下頭

頂回、中側頭回であった。特に中前頭回と内側前頭回における rCBF は強い負の相関

を認めた。(p<0.05) しかし小脳の rCBF は有意な正の相関を認めた。(p<0.05)(Table3) 

同様に TD レベル 5 において、術前の UPDRS スコアと rCBF との間に負の相関を

認めた領域は BA6,7,8,31,39,45,46 野であった。(p<0.05) 特に BA8 と強い負の相関

を認めた。 

Ⅱ；術後運動機能改善度と局所脳血流との関係 

TD レベル 2 において、rCBF がグループ B よりグループ A において、有意な正の

相関を認めた領域は、前頭葉、頭頂葉、側頭葉、後頭葉であった。(p<0.05) 

TD レベル 3 において、有意な正の相関がみられた領域は、中側頭回(p=0.00174)、

内側前頭回(p=0.00713)、小脳(p=0.048)であった。 

グループ C の rCBF 値は術後改善度が 40%以上見込まれる cut-off 値を調査するた

めに算出された。術後 UPDRS スコアが術前 UPDRS スコアに対して 40%以上の改善

が見込まれる rCBF 値(単位:ml/min/100g)は前頭葉(38.8±6.2)、頭頂葉(39.5±6.7)、

側頭葉(36.0±5.8)、後頭葉(36.6±6.6)、基底核(35.2±6.6)であった。(Fig3) 

 

【考察と結語】 

様々な論文が PD 患者における rCBF の変化を報告しているが、その所見は一貫し

ていない。これらの論文のほとんどは rCBF の減少は認知機能に関連していると述べ

ている。 

Technetium-99m ethyl cysteinate dimer SPECT (99mECD-SPECT) による rCBF の

検査結果に対して statistical parametric mapping (SPM)解析を行い、PD 患者と健常

者の rCBF との関連を比較した研究では、中前頭回、右視床、左上葉、右下頭頂葉、

右中下側頭葉で有意な低下を認めたが、小脳虫部、右小脳半球では上昇を認めたと報

告されている。Technetium-99m hexamethylpropyleneamineoxime (99mTHERMO) 

SPECT による rCBF の検査結果に対して SPM 解析を行い、UPDRS partⅢのスコア

と rCBF との関連を比較した研究では、海馬傍回、下頭頂小葉、前帯状回、後中心回、

島回の rCBF で負の相関を認めたと報告している。これらの結果は私達の結果と一致

している。 

STN-DBS 術後の患者の rCBF を調査した論文は殆ど無い。STN-DBS を施行した

20 人の PD 患者に対し、ethylcysteinate dimer (ECD)- SPECT 施行して rCBF を調

査した研究では DBS 治療でよく改善した 12 人の患者では、術後、前部帯状回、補足

運動皮質の血流の有意な増加を認めた。 

進行期 PD 患者に対する DBS 術前後の 18-fluorodeoxyglucose(FDG)-positron 

emission tomography(PET)による糖代謝の研究では、STN-DBS を施行した患者にお
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いて小脳の糖代謝亢進の抑制を認めた。 

DBS 効果を期待できる患者を選択することは重要である。最も効果が期待できる適

応基準は進行期 PD 患者で、手術に適応した年齢と罹患期間を有し、”認知症がない。

“(あっても軽度認知機能低下にとどまる。)”、”精神疾患がない。”ことである。私達

の研究では年齢において、術後改善度グループ A はグループ B よりも低い傾向がみら

れた。これらの要素の正確な評価または cut-off 値の決定は困難である。今回の研究で

は中側頭回、内側前頭回、小脳における rCBF と UPDRS partⅢ (off stage) のスコ

アは DBS 術後改善度と有意に相関していることがわかった。そして UPDRS スコア

が DBS 術前後で 40%以上の改善が見込める rCBF の cut-off 値を算出することが出来

た。今後、術前に計測した PD 患者の rCBF 値をこの data と照らし合わせることに

よって DBS 術後の有効性を図ることができるかもしれない。 

 

- 4 -




