トピックス

レビー小体型認知症

羽 生 春 夫

あるが︑ＡＤとは異なり︑転倒︑誤嚥︑排尿障

レビー小体型認知症の画像検査

はじめに

レ ビ ー 小 体 型 認 知 症︵ dementia with Lewy 害など多くの身体的機能障害を伴い︑臨床経過

の萎縮は軽度である︒ＶＳＲＡＤ︵ Voxel-based

ＡＤとは異なり︑海馬を含む側頭葉内側領域

頭部ＭＲＩ

画像検査について概説する︒

本稿では︑ＤＬＢの早期診断と鑑別に有用な

たす役割は大きい︒

bodiesＤＬＢ︶は︑病理学的に純粋型︵ pure も短い︒したがって︑治療やケアを考える上で
も︑診断と鑑別は重要である︒そこでいくつか
︶と通常型︵ common form
︶に分けられる
form
が︑前者は若年者に多く︑後者は老年者に多い︒ の補助検査が用いられるが︑特に画像診断の果
一般に︑高齢のＤＬＢ患者では種々の程度のア
ルツハイマー病変を合併していることが多い︒
ＤＬＢに特徴的な幻視︑パーキンソニズム︑認
知 機 能 の 動 揺︑ Ｒ Ｅ Ｍ 睡 眠 行 動 異 常︵ REM
sleep behavior disorderＲＢＤ︶などがみられ
ないと︑多くはＡＤと誤診されてしまう︒

ＤＬＢはコリンエステラーゼ阻害薬が有効で

®
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1)

① AD と DLB の脳血流 SPECT の比較（3D-SSP による）

Specific Regional analysis system for Alzheimer’s

︶ に よ る z-score
を 比 較 し て も︑ Ａ Ｄ
Disease
︵
︶ の ２・ ± ０・ に 対 し て Ｄ Ｌ Ｂ
n=266
︵ n=43
︶では１・ ±０・ と有意な相違がみ

85 96

後頭葉の血流はＡＤで保たれるが︑ＤＬＢで

脳血流ＳＰＥＣＴ

難な場合が多い︒

見だけからＡＤと鑑別することは臨床的には困

の萎縮も認められるが︑このような形態画像所

さらに︑ＤＬＢでは無名質の萎縮や中脳被蓋

られ︵ p<0.001
︶
︑同程度の認知症であれば︑Ｄ
ＬＢのほうが海馬領域の萎縮は軽度である︒

63 35

は低下し︵図①︶
︑この所見は幻視の出現と関

連している︒しかし︑ＤＬＢにおいて後頭葉の

血流低下所見の検出率はせいぜい ％程度であ

統計画像解析による

では︑Ｄ
two-tail views

否定することはできない︒

り︑本所見がみられないからといってＤＬＢを

70

(1233)
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2)

LT-MED
RT-MED
LT-LAT
RT-LAT

Control (n=28) > AD (n=75)

Control (n=28) > DLB (n=20)

（文献２より）

② AD と DLB の脳血流パターンの two-tail views
AD

DLB

Temporoparietal↓/ Occipital↑
Striatum→

Occipital↓/ Striatum↑

（文献３より）

ＬＢでは線条体の相対的な血流上昇がみられる

inverse

︵図②︶
︒これは︑ドパミンニューロンの障害に

対する代償機序や統計画像作成上の

︵ 血流低下が後頭葉を含め広範囲とな
contrast
るため︑相対的血流増加部位も出現しやすくな

の平均マイナス２ＳＤ︵当院のカットオフ値は

比で比較すると︑大多数のＤＬＢ患者は健常者

︶
︑ＲＥＭ睡眠行動障害で心臓
autonomic failure
の集積低下がみられる︒心臓／縦隔︵Ｈ／Ｍ︶

︑純粋自律神経不全症︵ pure
son diseaseＰＤ︶

シンチでは︑ＤＬＢやパーキンソン病︵ Parkin-

心臓の交感神経機能を評価するＭＩＢＧ心筋

ＭＩＢＧ︵ 123
︶
I-metaiodobenzylguanidine
心筋シンチ

ＡＤとの鑑別点として利用できる︒

る︶によるためと推測される︒いずれにしても︑

3)

ＤでもＨ／Ｍ比の低下が認められることがある
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4)

１・ ︶以下となる︵図③︶
︒一方︑一部のＡ
75

+0㹣 

が︑このような症例では︑１〜２年後に幻視や

パーキンソニズムが出現しＤＬＢの症候を示す

ことが多く︑早期診断にも有用であると考えら

5)

れる︒メタ解析によると︑本法によるＤＬＢの
90

海外では 年以上前から臨床で使用されてきた︒

黒質線条体線維の変性を評価できることから︑

線条体のドパミン取り込みを画像表示でき︑

︵ＤＡＴスキャン︶

ドパミントランスポーター画像

診断精度は 〜 ％以上と報告されている︒
80

において ％ の感度が得られ︑
probable DLB
特異度も ％と高かった︒ possible DLB
の感度

れ︑欧州で行われた多施設第Ⅲ相臨床試験では︑

になった︒ＤＬＢの診断基準の一つにも加えら

本邦でも︑２０１４年初めから使用できるよう

10

78

6)

は ％とやや低かったが︑ＤＡＴスキャンで異

90

常を示した半数近くが１年後に probable DLB
と診断されたことから︑疑い例の補助診断に利
7)

(1235)
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③ MIBG 心筋シンチによる心交感神経機能
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（文献４より引用・改変）

④ AD と DLB の DAT スキャン
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用できる︒剖検で確認されたＤＬＢの８例中７

例︵ ％︶で線条体の集積低下がみられ︑一方

非ＤＬＢの 例中 例︵１００％︶で集積は保
12

４・１︶を用いると︑ 〜 ％程度の感度と特

る︒当科での経験でもＳＢＲ︵カットオフ値＝

︵ＳＢＲ︶
︵特異的結合濃度／
cific binding ratio
非特異的結合濃度︶という半定量的評価法もあ

判定には︑視覚評価が一般的であるが︑ spe-

12

88

たれていた︒

8)

︵ＭＭＳＥ︶
︑幻
Mini-Mental State Examination
視︑認知機能の動揺との関連はみられなかった

臨 床 症 状 と の 関 連 で は︑ 線 条 体 の 集 積 は

る︒

集積低下のパターンに相違がみられることがあ

ん性に線条体の集積が低下しやすい傾向があり︑

ら集積が低下するのに対して︑ＤＬＢではびま

となった︵図④︶
︒なお︑ＰＤでは被殻後方か

異度でＤＬＢの診断およびＡＤとの鑑別が可能

90
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80

DLB(22)
AD(19)
N(18)

（筆者提供画像）

という報告もある︒本法は︑多系統萎縮症や進

9)

Sensitivity=92%, Specificity=84%
DLB
AD



Abnormal
Normal











行性核上性麻痺︑皮質基底核変性症のような二
次性パーキンソン症候群でも異常を示すので︑
これらとの鑑別は困難である︒
おわりに
認知症の診療において︑ＭＲＩと脳血流ＳＰ
ＥＣＴ検査は一般的に行われるが︑さらにＤＬ
ＢにおいてはＭＩＢＧ心筋シンチやＤＡＴスキ
ャンがより特徴的な所見を示すことから︑適切
な画像検査の組み合わせによって︑ＤＬＢの診
断精度の向上が期待される︒
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