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◎福島耕輔*
桃崎 宣明**, 後藤 公文*** , 田中 達也**, 内山
拓**

* 伊万里有田共立病院 医療技術部 放射線科
** 同 脳神経外科
*** 同 神経内科

Imari-arita Kyoritsu Hospital  第55回全国国保地域医療学会

利益相反

この研究発表の内容に関する利益相反事項は

☑ ありません

この研究発表の内容に関する利益相反事項はあり
ません。

背景
 脳虚血症状（頭痛、めまい、一過性の意識消失
及び眼前暗黒感）において、当院では原因検索
として頭部CT及び頭部MRIを施行する。

 鎖骨下動脈盗血症候群（以下、SSS: Subclavian 
Steal Syndrome）も同症状を引き起こすことが知
られているが、頭部CT及び頭部MRIでは所見に
乏しい。

 頚部MRAにおいて疑わしい所見が観られること
は以前より提唱されてはいるが、スクリーニン
グ時に頚部MRAを施行することは多くない。

背景です。
脳虚血症状において、当院では原因検索として頭

部CT及びMRIを施行します。鎖骨下動脈盗血症候
群も同症状を引き起こすことが知られていますが、
頭部CT及びMRIでは所見に乏しいといえます。頚
部MRAにおいて疑わしい所見が観られることは以
前より提唱されていますが、スクリーニング時に頚
部MRAを施行することは多くありません。

 SSSの確定診断には血管造影が用いられるが、
侵襲的であることと腎機能及び造影剤アレル
ギーを懸念する点から安易に行える検査ではな
く、確定診断までには時間を要する。

 鎖骨下動脈盗血はあるが症状を呈しない鎖骨下
動脈盗血現象（以下、SSP: Subclavian Steal 
Phenomenon）も存在する。

背景

SSSの確定診断には血管造影が用いられますが、
侵襲的であることと腎機能及び造影剤アレルギーを
懸念する点から安易に行える検査ではなく、診断ま
でには時間を要します。鎖骨下動脈盗血はあるが症
状を呈しない鎖骨下動脈盗血現象というのも存在し
ます。

目的

SSS/SSPの早期診断に有用な頭部MRAの
特徴的な画像所見を検討する。

目的です。
SSS/SSPの早期診断に有用な頭部MRAの特徴的

な画像所見を検討しました。
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使用機器

 EXCELART Vantage Atlas
（TOSHIBA Medical Systems 1.5T MR

装置）

 Atlas SPEEDER ヘッドコイル

 Atlas SPEEDER スパインコイル

使用機器は御覧の通りです。

撮像条件
＜頭部MRA＞
スライス厚：1.0mm スライス枚数：90枚
スラブ：1 (AC-PC line より30Deg,下縁は環椎後弓を含め
る）
積算回数：1回 TR/TE：28msec/6.8msec 
Matrix：192×288 FOV:20×20cm
折り返し防止：1.0 FA：20°
BW：244Hz 脂肪抑制：none
SPEEDER：1.8
SORS*パルス：370°
ISCE**モード：1:2
PE：R-L 撮影時間：5分08秒

*SORS:Slice-Selective off-Resonance Sinc
**ISCE:Inclined Slab Contrast Enhancement

頭部MRAの撮影条件です。
スラブはワンスラブで、角度はAC-PC ラインよ

り30°を基本としています。
適宜、スラブ下縁が環椎の後弓を含めるような角

度を設定しています。

＜頚部MRA＞
スライス厚：1.8mm
スライス枚数：128枚 スラブ：5
積算回数：1回
TR/TE：25msec/6.8msec 
Matrix：160×256 FOV:23×23cm
折り返し防止：1.0 FA：23°
BW：244Hz SPEEDER：2.5
脂肪抑制：none
SORSパルス：none
ISCEモード：2:5
PE：A-P 撮影時間：4分35秒

撮像条件

頚部MRAの撮影条件は御覧の通りです。

方法

1. 過去にSSS/SSPと診断を受けた患者の頭部
MRAのMIP像をretrospectiveに観察する。

2. 方法1で得た所見を参考に、当院で脳ドック
を受 けた被検者（特記すべき症
状がない）の頭部MRA及び頚部MRAのMIP像を
観察する。
また、同日測定している左右の上肢血圧も記録
する。

方法です。
方法１。過去にSSS/SSPと診断を受けた患者の頭

部MRAのMIP像をretrospectiveに観察しました。
方法２。方法１で得た所見を参考に、当院で脳ドッ

クを受けた被検者の頭部MRA及び頚部MRAのMIP
像を観察しました。また、同日測定した左右の上肢
血圧も記録しました。

1. 2014年に当院でSSS/SSPと診断を受けた患
者6名（平均年齢：80.5歳）。

・男性：4名 67-89歳（平均年齢：79.3
歳）

・女性：2名 81-85歳（平均年齢：83.0
歳）

2. 2014年4月～2015年3月で当院にて脳ドッ
クを受けた被検者324名（平均年齢：63.2歳）。

・男性：134名 40-85歳（平均年齢：
64.0歳）

・女性：190名 40-82歳（平均年齢：

対象

方法１の対象です。
2014年に当院でSSS/SSPと診断を受けた患者６名

です。 
方法２の対象です。
2014年４月～ 2015年３月で当院にて脳ドックを

受けた被検者324名です。



― 421 ―

結果1
 6名の患者全ての頭部MRAには、患側の椎骨動
脈（以下、VA）に共通の所見（左右差）が観
られた。

 患側の近位部に信号低下があり、また近位にな
ればなるほど（V4よりV3に）信号低下が著明
になっていた。

方法１の結果です。
６名の患者全ての頭部MRAには、患側の椎骨動

脈に共通の所見が観られました。それは患側の近位
部に信号低下があり、また近位になればなるほど信
号低下が著明になっていました。

＜患者① 83歳 女性 右利き＞
既往歴：高脂血症で加療中
主訴：句会での選句中に意識消失
血圧：右上肢139/75mmHg ,左上肢

166/79mmHg
・来院時は意識清明で神経学的所見なし
・頭部CT及び頭部MRIに特記すべき所見なし

実際の画像は時間の都合上、２例のみ提示いたし
ます。

１例目はSSSと診断された83歳、女性です。句会
の選句中に意識消失で当院に救急搬送されました。
来院時は意識清明で神経学的所見はなく、頭部CT
及びMRIに特記すべき所見はありませんでした。後
日測定した、左右の上肢血圧には20以上の有意な差
がありました。頭部MRAでは血圧の低い右側の椎
骨動脈に信号低下があり、それは近位部で著明に表
れていました。

＜患者② 89歳 男性 ＞
既往歴：うっ血性心不全、心房細動
主訴：入浴中に意識消失及び全身脱力

・来院時は意識清明で神経学的所見なし
・頭部CTでは特記すべき所見なし
・頭部MRIで新鮮脳梗塞の所見あり

２例目はSSPと診断された89歳、男性です。入浴
中の意識消失と全身脱力で当院に救急搬送されまし
た。来院時は意識清明で神経学的所見はなく、頭部
CTでは特記すべき所見はありませんでした。頭部
MRIで新鮮脳梗塞の所見があり、今回の原因は脳梗
塞と診断されましたが、頭部MRAでは左の椎骨動
脈に信号低下がありました。

結果2
 6名の被検者の頭部MRAに方法1で観られた
所見と同じか近い所見が観察された。

 しかし、5名の被検者には左右の上肢血圧に
有意な差がなく、頚部MRAでも逆流を示す所
見がなかった。頭部MRAのMIP像で側面を確
認するとVA（V3近傍）が撮影範囲に十分に
含まれていなかった。

 1名には左右の上肢血圧に有意な差があり、
頚部MRAでは左右差が観られた。

方法２の結果です。
６名の被検者の頭部MRAに方法１で観られた所

見と同じかそれに近い所見が観察されました。しか
し、５名の被検者には左右の上肢血圧に20以上の有
意な差がなく、頚部MRAでも逆流を示す所見があ
りませんでした。頭部MRAのMIP像の側面を確認
するとV ３に近い椎骨動脈が撮影範囲に十分に含ま
れていませんでした。６名の内１名には左右の上肢
血圧に20以上の有意な差があり、頚部MRAでは左
右差が観られました。
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＜Partial volume effect 画像＞
上肢血圧：右上肢；120/80 mmHg 左上肢；128/84 mmHg

時間の都合上、画像は２例のみ提示いたします。
頭部MRAでは椎骨動脈に左右差があるものの、

左右の上肢血圧に20以上の有意な差がなかった被検
者の方の画像です。頚部MRAでも左右差はありま
せんでした。頭部MRAのMIPの側面像を観察する
と、V ３に近い椎骨動脈が撮影範囲に全て入ってい
ないのが判ります。

＜SSP 画像＞
上肢血圧：右上肢；111/69 mmHg 左上肢；157/89 mmHg

これは頭部MRAで椎骨動脈に左右差があり、左
右の上肢血圧は40以上と有意な差があった被検者の
方の画像です。頚部MRAでは右の椎骨動脈が描出
されておらず、後日施行したsaturation pulse を尾
側に印加した頚部MRAではそれが描出されていま
した。

考察1
 SSS/SSPは、患側のVAの順行性の血流が無
いかまたは少ないため、健側のVAからの血流
が患側のVAへ逆流（盗血）する。また、その
逆流の血流は低速であることが予想される。

 低速で逆流している血液は多くのRFパルスの
印加を受けるため信号低下を起こす。それは、
V4よりV3近傍で顕著なると思われる。

 1スラブでAC-PC line より 30Degの角度が
ついている。VAの撮影範囲が広く、より多く
のRFパルスの印加を受けるためと考える。

方法１の考察です。
SSS/SSPは、患側の椎骨動脈の順行性の血流が無

いかまたは少ないため、健側の椎骨動脈からの血液
が患側の椎骨動脈へと逆流します。また、その血流
は低速であることが予想され、多くのRFパルスの
印加を受けるため信号低下を起こします。それは、
V ４よりV ３近傍で顕著なると思われます。当院で
はワンスラブでAC-PC ライン より 30°の角度がつ
いていますので。椎骨動脈の撮影範囲が広く、より
多くのRFパルスの印加を受けるためと考えます。

考察2

 VA(V3近傍)が撮影範囲に十分含まれていない
と、Partial Volume Effect (以下、PVE)でMIP像
においては信号低下を起こすとこが予想され
る。

方法２の考察です。
V ３に近い椎骨動脈が撮影範囲に十分含まれてい

ないと、Partial Volume Effect でMIP像においては
信号低下を起こすとこが予想されます。
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結語
 スクーリング頭部MRAにて片側椎骨動脈の近
位優位の信号低下に着目することで、
SSS/SSPを早期に診断できる可能性が示唆さ
れた。

 VA(V3近傍)を十分含むよう撮影し、MIP像
の側面も慎重に観察することで、PVE による
偽陽性判定を回避できると思われた。

結語です。
スクーリング頭部MRAにて片側椎骨動脈の近位

優位の信号低下に着目することで、SSS/SSPを早期
に診断できる可能性が示唆されました。椎骨動脈、
特にV ３近傍を十分に含むよう撮影し、MIP像の側
面も慎重に観察することで、Partial Volume Effect
による偽陽性判定を回避できると思われました。

今後の課題

今後の課題です。
本研究中、御覧のようにMCAやACAの末梢にお

いて信号が低下している画像を目にしました。

今後の課題
 本研究中、MCA（M2～M3）やACA（A2～A3）
において信号が低下している画像を目にした。
これはVAを入れようと意識し過ぎた位置合わ
せになり、末梢では多くのRFパルスの印加を
受ける結果になったためと考える。

 今回は撮影条件（SORSパルス、ISCEモード、FA撮
影枚数、角度等）の検討は行っていない。末梢の
信号低下やPVE などのArtifact解決のための
撮影条件について今後の検討が望まれる。

これは椎骨動脈を入れようと意識し過ぎた位置合
わせになり、末梢では多くのRFパルスの印加を受
ける結果になったためと考えています。

今回は撮影条件の検討は行っていません。末梢の
信号低下やPartial Volume EffectなどのArtifact解
決のための撮影条件について今後の検討が望まれま
す。
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