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研究成果の概要（和文）：パーキンソン病、ジストニアなどの難治性運動異常症は大脳皮質-基底核回路路の異
常を基盤に発症する疾病であり国の指定難病ともなっているがらこれらの疾患を客観的に診断するための確立さ
れたバイオマーカーは無い。本研究ではこれらの問題を解決するため、健常対象8例、ジストニア患者8例で
FDG-PET画像を比較した。ジストニア患者は正常対象に比べて中心前回、中心後回、上頭頂小葉、帯状回で優位
に糖代謝の上昇があった（p<0.001). またジストニア患者群で脳深部刺激療法前後におけるFDG-PET画像を比較
したところ手術後に対側中心後回の上昇傾向があったが有意差はなかった（p=0.14)。

研究成果の概要（英文）：he effect of deep brain stimulation (DBS) on brain networks has remained 
unclear in dystonia. We searched for glucose metabolism network patterns that relate to disease and 
DBS in patients with dystonia.Six patients with dystonia who underwent DBS surgery  and 8 healthy 
volunteers were enrolled in this study. images were obtained pre- and post-DBS surgery in the 
patients. We detected a dystonia-related network pattern. This pattern comprised relative increase 
in the superior parietal lobule, postcentral gyrus, precentral gyrus, cingulate gyrus, and angular 
gyrus. Pattern expression scores were significantly higher in dystonia patients than healthy 
volunteers. Second pattern suggested relative increase in the postcentral gyrus in post-DBS scans, 
although the difference was not significant. Our results suggest that networkwide glucose metabolism
 in the cortical sensorimotor regions are associated with disease and effect of DBS in human 
dystonia.
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研究成果の学術的意義や社会的意義
ジストニアは国の指定難病であるがパーキンソン病に比べると病態解明や診断法の開発は進んでおらず、その客
観的診断法も確立されていない。当施設ではジストニアに対してこれまでに約100例のDBS施行例がありこれは国
内有数の治療実績である。治療の標準化および治療効果向上のために、FDG-PETを中心とした脳機能イメージン
グによる解析を行い、客観的な指標で病態の個体差を明らかにするため 本研究でジストニア患者PET画像データ
を解析し全脳ネットワークレベルで検出する基盤を確立できた。ジストニアにも特異的神経ネットワークパター
ンが存在しDBSの予後などの客観的マーカーにすることが可能であると考える。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
 運動異常症は持続性の異常な筋収縮によって特定の運動動
作や姿勢が障害される疾患であり、パーキンソン病、本態性
振戦、ジストニアの順で患者数が多い。しかし、これらの病
態機序は不明な点が多い。適切な治療を行うためには客観的
診断法の確立や治療介入の是非に対する決定因子・治療効果
判定のためのバイオマーカーの同定、病型別の病態生理の解
明が必要とされている。パーキンソン病やジストニアは大脳
基底核回路の異常を基盤に発症する疾患である。近年陽電子
断層撮影（PET）などのニューロイメージング技術を用いて、
神経伝達機能の可視化が可能となっている。不随意運動にお
けるニューロイメージング研究の第一人者の一人である
Dr.David Eidelberg（米国）は FDG-PET の空間共分散解析に
よりパーキンソン病関連脳代謝パターン(Parkinsons disease 

related pattern;PDRP)を発表しパーキンソン病の画像的鑑別診
断を提唱している(Lancet Neurol. 2010:149-58.)。申請者は留学
中に Eidelberg らと共同研究を行い、パーキンソン病患者に与え
た DBS の効果を、実際の患者の PET 画像解析により脳血流代
謝の側面から評価し、パーキンソン病患者の振戦に特異的な脳
代 謝 パ タ ー ン が DBS に よ り 軽 減 す る こ と を 報 告 し た
(Parkinsons disease Tremor Pattern; PDTP; 図 1) (Mure et al. 
NeuroImage 2011)。また DBS がパーキンソン病患者のワーキ
ングメモリーの改善が補足運動野の血流変化と関係があること
を見出し、報告している  (Mure et al. J. Neurosci. 2012) （図
２）。 
 一方、ジストニアにおける機能的画像研究はパーキンソン病
に比べると殆ど行われておらず、その特異的神経ネットワーク
パターンも確立されていない。当施設ではジストニアやパーキ
ンソン治療に対する DBS 治療の認定病院として指定されており、分担研究者の梶および後藤
らと共に 60 例以上のジストニア患者に対する DBS 施行の実績がある。申請者らはその効果に
かなりの個体差があることに着目し、その原因を探求するために、DBS による症状の改善効果
を評価することに加えて、FDG-PET による画像解析を行い、客観的な指標で病態の個体差を
明らかにできれば、有効な治療戦略を構築できる可能性が高いと考え、本研究を行うこととし
た。 
２．研究の目的 
① 運動異常症群と正常対象群の PET 画像を比較し、特異的な神経ネットワークパターンを

同定しパターンの発現度合いを定量化した DYTRP スコアを患者毎に算出する。 
② 淡蒼球内節刺激術（GPi-DBS）による治療を施行された患者に関しては GPi-DBS 前後の

PET 画像を比較し GPi-DBS がどのように運動異常症の神経伝達経路に影響を及ぼすかを
検証する。またジストニア症例では特異的な神経ネットワークパターンの DYTRP が
GPi-DBS によってどのように変化するのかを検証することで、DYTRP の診断および治療
効果の指標としての有効性を評価する。 

３．研究の方法 

図2: パーキンソン病患者に対する
DBSによるワーキングメモリーの改善
と関連した小脳、海馬、前運動野の血
流上昇と補足運動野、眼窩前頭野の
血流低下

図１：振戦症状の強いパーキンソン病患
者群で見られた小脳、被殻、大脳運動野
の代謝亢進（赤〜黃部）



①運動機能の評価   
１）Burke-Fahn-Marsden Scale(BFMDRS)と Unified Dystonia Rating Scale(UDRS)を用いて運 
②FDG PET 撮影 
１）徳島大学病院高度画像診断センターの PET/CT 装置を用い、専属スタッフが施行する。 
２）撮影プロトコール：安静開眼状態で 2.5 mCi FDG 注入後 35 分後に撮像が始まり、20 分か
けて以下の各状態にて撮像する。 

a)基準状態：治療を受けていない状態。内服薬がある場合は休薬後 12 時間以上の状態、          
b)治療薬服用時、ｃ）脳深部刺激療法時 

３) 各々10 人以上の疾患別の運動異常症患者および正常対象群の FDG PET 撮像を行う。描出
された神経ネットワークパターンは個々の運動異常症患者において、パターン発現度の定量化
が可能であり、パターンスコアと臨床的スコアとの相関関係を解析し、神経ネットワークパタ
ーンの臨床的妥当性を評価する。 
PET 画像の解析は、まず① PET 画像処理 (realignment, normalize, smoothing)を行い、次
いで② OrT ソフトウェアを用いた多変量的画像解析により、処理した画像をパターン化する。
最終的に ③運動異常症関連ネットワークパターンの有意性の評価を行う。 
４．研究成果 
ジストニア関連ネットワークパターンは上頭頂小葉、中心後回、帯状回で相対的上昇を示した。
発現スコアはジストニア患者で優位に高かった（p<0.001, permutation test） 
（図 A）。DBS 関連パターンとして術後の中心後回における相対的上昇が示唆された。しかし
発現スコアの差は有意でなかった（ｐ=0.14）（図 B）。 
結語：今回の結果はジストニア患者に於いて感覚運動皮質における糖代謝が疾患の発現および
DBS 効果発現に関与する可能性が示唆された。今後これらの発現パターンと臨床スコアの関連
性について解析予定である。 
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