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《原　著》

RI　first　transitによる左心機能検査と心機能分類の検討

町田喜久雄＊ 西川　潤一＊ 板井　悠二＊

　要旨　72例の各種心疾患患者において，右肘静脈より99mTc－pertechnetate　20　mCi（1～3　m1）を急速静注

し，そのfirst　transit　time－activity　curveをBender型シンチカメラにて測定した．50あるいは100　msec毎

に記録した左室関心領域のtime－activity　curveより，左室血液駆出率を測定したが，　New　York　Heart　As－

sociationの心機能分類によって対象群を分けた場合に，次の結果を得た．1群55．3％（21例），　II群42．1％

（34例），III群29．8％（15例），　IV群の2例では18％と40％であった．1，　II，　III群間の平均値の差は統計的

に有意であった．

　なお20例について左室容積変化の様子を4心拍の平均カウント数から求めたが，1群では，収縮期に大き

な容積減少速度を示し，拡張期も急速期と緩除期を区別することができたが，III群では，収縮蹴容積減少

速度の低下と拡張期の2相性変化が区別しにくくなる傾向が見られた．II群は両者の中間であった．

はじめに

　左心機能を反映するパラメータの一つである左

室血液駆出率（EF）をRIを用いて測定する方法は，

first　transit　time－activityによる方法1），　equilibrium

blood－pool　time－activityによる方法，　equilibrium

blo。d－pool　area　lengthによる方法に大別される．

そしてこれらの方法はX線心血管造影法とも良い

相関を示すとされている2）．

　われわれはBmder型シンチカメラ3）を用いfirst

transit　timc　activity法にて，各種疾患患者の心機

能判定を行なって，その有用性について発表を行

なっているが3）～6），従来ほとんど報告のない方法

により測定したEFと心機能の関係について検討

を加えたので報告する．

2．方法および対象

　方法は既報のごとく5）・6），患者を背臥位とし，検

出器を左前斜位35°ないし45°にあて，右上肢を身
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体に対して直角とし，右肘静脈より99mTc－pertech－

netate約20　mCi（容積1～3　m1）を注入し，生食

20m／を直ちにフラッシュして記録を行なった．

記録は50～100msecごとに1，000フレーム行なっ

た．上大静脈領域のtime－activity　curveにより

bolusのチェックを行なった．

　EFは既報のごとく左室関心領域のtime　activity

curveの記録より計算した5）．なお20例の患者に

つき左室容積変化を求めた．計算は，最大ピーク

カウントを中心に平均4心拍のカウント数を加算

平均して求めた．バックグラウンドはEF計算時

と同様7），最大ピークカウントの30％として求め

た．

　対象は当院の各種心疾患患者72例で，New　York

Heart　Associationの心機能分類で，第1群21例，

第2群34例，第3群15例，第4群2例である．

3．成　　績

　各心機能別にEFをプロットしたものがFig．1

である．心機能が1．II．　III．　IV．と悪化するにつ

れて，EFが低下する傾向が見られる．これを平

均値で示したものがTable　1である．すなわち

EFの平均値は第1群，55．3士13．6（SD）％，第II

群，42．1±11．4％，第III群29．8±12．2％であった．
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Fig．1　The　relationship　between　left　ventricular　ejec－

　　　tion　fraction　and　the　functional　classification

　　　of　the　New　York　Heart　Association　in　72

　　　cardiac　patients　is　illustrated．

Table　l　LVEF　and　Functional　Classification

The　relationship　between　the　left　ventricular　ejection

fractions　calculated　from　each　beat，　the　peak　and

following　two　beats．　Note　no　statistical　differences

between　them．

嵐

響』ミ1ゴ

mean SD n

1 55．3 13．6
i
｝ 0．01＞p

㌻：ぎ

II 42．1 11．4

III 29．8 12．2

0．01＞p

IV　　　（18．47） （2）

The　relationship　between　left　ventricular　ejection

fraction　and　the　functional　classification　is　shown．

Note　the　low　ejection　fraction　in　the　worse　cardiac

group．

また第IV群の2例は18％と47％を示した．第1

群と第II群の平均値の差，第II群と第III群の

平均値の差は統計的に有意であった（p＜0．01）．

　次に32例のEFについて，計算に用いた3心拍

間に有意の差があるかどうかを検討したものが

Table　2である．すなわち全体の平均が44土17．5

（SD）％であるのに対して，第1拍による値は，

44．3土17．4％第2拍が，43．4土17．7，第3拍が

44．6土19．5％とそれぞれの間には統計的有意差は
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Fig．2　The　relationship　between　the　left　ventricular

　　　volume　changes　and　the　grade　of　heart　function

　　　is　depicted　in　20　cardiac　patients．　Note　the

　　　decrease　of　dvldt　and　the　ejection　fraction　in

　　　the　worse　cardiac　patients．

認めず，きわめて近い値を示した．

　左室容積の相対的変化を，心機能別に示したも

のがFig．2である．第1群では初期の急速な容

積減少があり，すなわちdv／dtは大きく谷は低い．

そしてそれに続く急速充満期をゆっくりした充満

期がみとめられる．これに対して第III群では谷
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が浅くなり，容積変化が小さい傾向が見られる．

そして第II群は両者の中間のようである．また

心拍数の多いものでは充満期の区分が困難であっ

た．
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がNew・York　Heart・Associationの心機能分類と

良く相関することをみとめた．

　また左室容積変化情報をある程度与え得ること

を示した．

4．考　　案

　Bender型シンチカメラは，　Anger型シンチカ

メラに比し時間分解能に著しく優れているため，

カウント数の測定に当って統計的に有利で信頼で

きるデータを得ることができる．したがって心拍

同期などを必要とせず，first　transit　RI　imageよ

り種々のデータを得ることができる5）・7）・8）．

　またequilibrium　blood　pool法より計算するた

めに心拍同期装置を用いて，加算して得たEDお

よびESのRIイメージよりEFを求める方法も

あるが，この方法は患者の検査時間が長くなるこ

と，右室と左室の区分がときに困難なことがある

こと，不整脈の場合応用しがたいことなどがやや

欠点である9）・tO）．

　RI一丘rst　transit法では，　Bender型カメラでは1

関心領域に1，000cps程度の十分なカウント数を

得ることができる．これに対し通常のAnger型カ

メラでは，同一条件では50～80cpsであるので，

これに比べれば信頼度の高いデータを得ることが

できる．また本法で得られた成績と心臓カテーテ

ル法の成績が，体積の変化，心室壁運動などにつ

いて一致することはJones1）によって報告されて

いる．

5．ま　と　め

RI－first　transitによって求めた左室血液駆出率
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Summary

The　Relationship　between　Left　Ventricular　Ejection　Fraction　Measured

　　by　First　Transit　Time－Activity　and　Functional　Classification　of　the

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Cardiac　Patients

Kikuo　MAcHIDA，　Junichi　NisHiKAwA　and　Yuji　ITAi

Departme〃t　of　Radiology，　Fac〃〃アげルfedicine，　Universi’γ　of　Tokyo

　　Left　ventricular　function　was　studied　in　72

cardiac　patients　using　99mTc－pertechnetate　and

autofluoroscope　system　77．

　　Asmall　volume　of　99mTc－pertechnetate（20　mCi）

was　injected　into　right　anticubital　vein　and　flushed

consecutively　with　20　ml　of　physiological　saline．

The　count　over　the　left　ventricle　were　recorded　at

50－100msec　intervals　during　the丘rst　transit　of

radioisotope　through　the　heart．］Left　ventricular

ejection　fraction（LVEF）was　obtained　from　the

first　transit　according　Jone’s　method．　The　patients

were　divided　into　four　groups　according　to　the

functional　classification　of　New　York　Heart
Association（1：21　cases，　II：34，　III：15，　IV：2）．

　　LVEF　was　55．3　per　cent　in　group　I，42．1　in　II，

29．8in　III　and　18　and　40　in　two　cases　of　group

IV．　The　differences　of　mean　values　are　statisti－

cally　significant．　In　twenty　cases　the　change　of

left　ventricular　volume　pattern　was　calculated　from

the　average　value　of　peak　fbur　beats．　The　pattern

of　group　I　reveals　the　initial　sharp　decrease　of

volume　with　rapid　and　slow　filling　period．　In

group　III　the　change　of　volume　is　small　and　in

some　cases　the　rapid　and　slow　filling　were　di伍cult

to　recognize．　The　group　II　showed　the　mixed

pattern　of　I　and　III．

　　Key　words：　RI　丘rst　transit　time－activity，

Left　ventricular　ejection　fraction，　］Left　ventric－

ular　volume　change　pattern，　Autoflucrcscope，

Functional　classification
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