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《原　著》

左心室の3次元解析に関する研究　〔II〕

一
左心室容積の測定一

浅原　　朗＊ 上田　英雄＊＊ 若林　重興＊＊＊

　要旨　2台のScinti11ation　cameraで90度異なる2方向から同時に左心室血液プールのデータを採取し，

Computer解析により左心室を3次元的にとらえ心室容積を算出する方法を考案し，その目的のためのソフ

トを開発して基礎的検討と臨床応用の検討を行なった．

　本法による心室容積の算出法は，心室が長軸を中心とする回転楕円球体であるとする理論に基づくもので

あるが，従来の2次元的な解析法に比較して3次元的な解析が行なわれているために理論的根拠が強く信頼

性が高い．

　心室の3次元的解析にあたっては，2方向からみた2次元イメーシが基となるため，2次元イメージをい

かに正確に表示するかが算出される心室容積の成績を左右する．そのための検討が行なわれ，2次元イメー

ジ表示条件が定められた．平滑操f乍が加えられたイメージではほぼ70～80％以下をCut　ofrした条件で正し

い大きさを示していたが，心室容積が小さいほど高いCut　offを必要とすることが知られた．算出された心

室容積の成績は，±10％の誤差範囲で真容積を正確に表現していた．

　本法は，心室容積を絶対値として得られるため，この値から心駆出率，1回拍出量，分時拍出量，容積曲

線など心機能を示す各種指数が導かれ，心機能診断への応用価値が高い．

　2台カメラ同時記録解析法による左心室の3次元的解析法は，非観血的に短時間のデータ採取で既報の形

態学的診断，心筋運動の診断をはじめ，本稿の心室容積算出による心機能診断まで多面の情報が同時に得ら

れ臨床応用に有効な方法である．

1．緒　　言

　心臓核医学においては，非観血的な手技により

心筋および心血液プールのImagingをはじめ，機

能的診断さらに心筋運動の観察まで広い範囲の臨

床応用が行なわれているが，比較的基本的な事項

ともいえる心室容積を算出する技術はなお確立さ

れていない．X線法と同様に心室の2次元イメー

ジから回転惰円体の理論により心室容積を算出す
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ることはできるが，方法論的に満足のいく方法と

はいえない．多くの場合，心室の容積を絶対量と

して表現せず，心室内のActivityの強さを容積と

みなし，その相対的な変化から機能的診断を行な

う方法が用いられている．

　われわれは，これらの方法に満足せず，すでに

報告した「2台カメラ同時記録解析法」1－3）の応用

による心室の3次元イメージ解析法4”8）から，さ

らに心室容積の絶対量を測定する方法を検討し良

好な成績を得ることに成功した．

　本稿では，その方法論と基礎的検討の結果を述

べ，臨床応用の成績から診断学的な価値を検討し

た結果を報告する．

IL　心室容積算出法

本法は，従来報告を重ねてきた「2台カメラ同
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時記録解析法」仁3）の応用に基づくものである．す

なわち，2台のシンチカメラで90度異なる2方向

から心室血液プールのイメージを同時に記録し，

そのデータをComputerにより解析し，心室の3

次元的な構造をとらえその容積を算出するもので

ある．その間，3次元イメージ作製の過程はすで

に報告したソフト7・8）を利用し，容積算出の段階

は今回新しく開発した「心室容積算出Program」

によるものである．

　1）測定器およびデータ採取法　四肢に心電図

端子を装着し仰臥位に位置した被検者の心臓部を

Searle社製シンチカメラPho／Gamma　HPおよ

びLEMの2基で90度異なる2方向から指向し

右肘静脈から99mTc人血清アルブミン（99mTc－

HSA）20　mCiを急速静注し，生理食塩水20　m1

でフラッシュした．注入された99mTc－HSAの

Bolusが左心に流入をはじめた時点から約10秒間

のデータを，心電図信号と共に2台カメラデータ

採取用インターフェイスを通し，島津製作所製核

医学データ処理装置SCINTIPAC－200に入力し

List　modeでこれを記録した．

　Phantom実験においても同様に2方向から同

時記録が行なわれた．

　2）データ処理　おのおののシンチカメラから

のデータについて心電図信号をTriggerとして

50msecのGateで約10心拍を集積し，1心拍間

のMulti－gated　imageを作製した．各位相の90度

異なる方向からみた2っのGated　imageをもと

に既報の「3次元Imaging　Program」7・8）により心

室の3次元イメージを作製する．以下心室容積算

出の過程は，今回新しく開発した「心室容積算出

Program」により処理されるが，その方法論と過

程は次のごときものである．

　3）心室容積算出Program　今回の心室容積算

出法は，既報7・8）のごとく心室の3次元イメージ

が長軸に垂直なスライス面の合成として成ってい

るので，このスライス面におのおの厚さをもたせ，

その体積の総和が心室容積を示すものであるとす

る考えに基づいている．

　このプログラムは3次元Imaging　Programと

V．Vi◆V2†　Vs・・◇Vビ・◆　Vn

V‘＝（＞rr　aubt◆｝πbuC白

　　◆1πc畠dロ◆‘Wdta、）買L〆n

　．　…wL！n（a‘b竃◆ヒhC嵐◆c‘dロ◆dkat）

L言しength　of　iong　aXtS

n　t　Number　of　slices

Fig．1　Calculation　process　of　the　left　ventricular

　　　volume．

平行して作動し，3次元イメージを表示すると同

時に心室容積（V）を算出し表示する．

　その過程は，3次元イメージの表示に用いられ

ているスライス面に長軸の長さ（L）の1／nの厚さ

をもたせたスライス（Vk）を作り，　n個のスライ

スの体積を総和する（Fig．1）．

　　　V＝V1十V2十．．．十VK十．．．十Vn

　　　VK＝SK×L／n

　この際，2次元Gated　imageからは長軸の真の

長さ（L）が得られないので，2っのイメージから

Z軸方向の傾きを計算し，真の長軸長を算出する．

スライス面積（Sk）は長軸（原点）からXY軸上の

4点までの距離（ak，　bk，　Ck，　dk）を読みとり算出す

る．

　　　Sk＝1／4・π（ak・bk十bk・ck十ck・dk十dk・ak）

　これらの計算にあたってComputerの用いる数

値はイメージの示す実数値と異なるので，Com－

puterには基本となる絶対数値を覚えさせておき，

おのおのの数値を実数値に変換補正し計算を行な

っている．

　さらに，元の2次元イメージを拡大して処理す

る場合には，拡大率に従い数値を補正している．

III．基礎実験方法および臨床応用

　種々の形のプラスチックPhantomおよび心

Phantomに99mTcを封入し，90度異なる2方向

から同時にデータを採取し，容積の算出を行なっ

た．この際算出される容積の成積と実際のPhan－

tom容積とが一致する処理条件について検討を加
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Fig．2　Phantom　experiment　showing　variable　sizes　of　2－Dimensional　images　to　be　shown

　　　by　change　of　the　cut－off　leveL

え，臨床応用時の処理条件を求めた．

　本法は2つの2次元イメージをもとにして容積

が算出されるため，2次元イメージの表現条件に

よって算出値が変わってくる．従って，先ず2次

元イメージの正確な表現条件を求める必要があり，

2次元イメージの処理上の条件についても検討を

加えた．

　これら基礎的な検討成績にもとづき，その条件

で臨床症例への応用を試み，算出された心室容積

から各種心機能指数を導き，臨床応用の意義を検

討した．

IV．結　　果

　1．Phantomによる基礎的検討

　1）2次元イメージ表示条件　本法による左心

室の形態特に周辺の決定は，2次元Gated　image

をもとにしているために，Gated　imageの表示に

あたり辺縁を正確に示すCut　off　levelが，いかな

る条件下にあるかが問題である．同じデータであ

ってもcut　off　leve1を変えることにより表現され

る2次元イメージの大きさが変わってくる（Fig．

2）．ここで生ずる大きさの誤差は，容積の算出に

あたってその差が3剰に効いてくるため無視でき

ない．例えばFig．3は2次元イメージの表示に

加∂ge　Levet

60－700％

50－100％

40－700％

30－700％

Votume

61．6mt

89．6m’

712．2m’

14．3．7m’

Fig．3　The　variable　ventricular　volume　to　be　calculated

　　　by　change　of　the　cut－off　level．

あたり種々のCut　off　leve1を用いた場合，算出さ

れる容積を示している．Cut　off　levelの選択によ

っては，算出される成績は3倍もの値を示すこと

があり得ることを示している．従って，いかなる

条件で2次元イメージを表示すべきかの検討を行
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Fig．4　Experiment　for　obtaining　the　cur・off　level　for　the　correct　phatom　width．

なった．先ず既知容積のPhantomを使って周囲

にBackgroundをおかずPhantom　activityのみを

記録し平滑処理を行なった後，5％ごとにCut　off

levelを変えたイメージから容積を算出した．この

場合には，比較的低いlevelで実容積が算出され

ていたが，その条件はPhantom容積が小さいほ

どCut　of「1eve1を高くする必要のあることが示さ

れた（Table　1）．実際の臨床応用にあたっては，周

囲のBackgroundが大きく影響してくるため，こ

の値をそのまま参考にすることはできず，さらに

かなり高いCut　of「1evelが必要となるはずである．

次に心室および周辺のBackground　Activityの比

が一般に各マトリックスあたり5対1程度である

Table　l　Phantom　experiments　for　the　proper　cut－off

　　　　level　for　the　correct　volume　calculation．

Phantom
Volume

Calculated
Volume

Image
Leve1

A
B
C
D
E
F
G
H

35

42

50

70

90

100

160

220

37．24

42．47

49．86

70．57

90．30

95．74

153．67

209．31

30－100

25－100

25－100

20－100

20－100

2a100
15－100

15－100

1　OO　／tci／1　OO　mt　solution

ことからこの条件で記録したPhantomイメージ

にっいてCut　offの条件を変えPhantom幅の算

出成績を調べた．この場合にはPhantomの実寸

はほぼ70～80％以下をCut　ofrした場合正しい

値が得られることが知られた（Fig．4）．

　臨床上心室イメージの記録にあたっては，必ず

しも条件は一定でなく，症例による差はあると考

えられるが，以上の実験結果を参考にして心室容

積の算出を行なった．

　2）2次元Gated　image拡大処理の影響　左室

のイメージは実際にはかなり小さいため，これを

拡大して処理した場合の影響を検討した．元のイ

メージをXY軸上で2倍，4倍拡大した場合，そ

の算出容積に差は少なく，小さい心室では拡大し

て処理を行なってもさしっかえないことが知られ

た（Fig．5）．もちろんこの際拡大率をComPuter

に条件として与え，容積を算出させている．

　3）スライス数による影響　スライス数は最高

20まで任意に選択できるが，形態学的な診断を目

的とする場合は，15～20スライスで表現するのが

適当である．この条件下では，比較的複雑な形を

したPhantomでも算出される容積に差は少ない

ことが確認された（Fig．6）．

　2．臨床応用とその成績

　上述の条件により心室容積の算出が可能となる
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Fig．6　1nfluences　of　the　numbers　of　slices　on　the

　　　volume　calculation．

ことを確認し，臨床データの算出を行なった．

　このように心室容積が絶対値で表現されてくる

と，Multi－gated　imageから算出される各位相の

容積の成績をもとに心機能を示す種々の指数が導

かれる．拡張終期および収縮終期容積からは心駆

出率，1回拍出量が簡単に求められ，容積曲線の

記録や分時拍出量の算出も容易である．

　これらの指数を症例について算出した成績を示

rmtl
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　　Anormal　case．

Three　dimensional　images．

Indices　obtained　by　calculation．

％ノ

40／Pt

60

す．Fig．7の症例はほぼ正常な心臓の例である．

上段に拡張終期および収縮終期の左心室の3次元

イメージ，中央に容積曲線，下段に算出された種

種のデータが示されている．

　ここで画かれる容積曲線は，単位が容積を示す

絶対値（m1）で表現されているところが従来のそ

れと全く異なるものである．本例は拡張終期容積

70．76m1，収縮終期容積22．32　m1，1回拍出量56．52

m1，分時拍出量4，070　m1，心駆出率71．65％であ

る．

　一方，Fig．8は陳旧性心筋梗塞症例の成績であ

り，前壁にDiskinesisがあり心尖部が心室瘤を示

している．心拍数も多く，容積曲線は比較的浅い．

拡張終期容積104m1，収縮終期容積59．49m1，1回

拍出量44．51m1，分時拍出量3，561　m1，心駆出率

42．79％である．これらの結果は心筋に不整収縮
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Case　of　myocardial　infarction．

　　　Three　dimensional　images．

　　　　Volume　curve．

　　　　Indices　obtained　by　calculation．

があり，心駆出率が低下している割には心室の拡

大により送血量の低下は少なく，現在はよく代償

された機能状態にあることを示している．

　本法で算出された成績とX線造影法で算出され

た成績とは，10症例の対比でいずれも10％以内の

差でよく近似していた．

V．考　　察

　われわれは「2台カメラ同時記録解析法」を開

発し1－－3），核医学的なBiplaneの記録法による各

種臓器のDynamic　studyをすでに報告してき

た4・9～11）．この方法の応用による心室の3次元イ

メージ記録法とその応用については既報7・8）で報

告したが，その方法をさらに発展させ，今回左心

室容積の算出法を検討し，そのためのソフトの開

発を行ない有効な成績をおさめた．

　心室容積を体外計測法で求める方法は，従来，

心室の2次元イメージからその面積と長軸の長さ

を求め，心室が回転楕円球体であるとの前提に立

って楕円球体の公式を適応し算出する方法が行な

われていた．この方法では検出器が心室長軸と平

行となる状態で記録されない限り，理論的にも正

しい容積が求められる可能性は少ない．臨床応用

にあたっては，心室長軸の方向がわからない状態

で記録が行なわれなければならないので，その精

度を期待することは難かしい．このような理由か

ら，多くの場合心室の絶対値を求めることをさけ，

相対的な心室容積の変化を求める方法に主眼が置

かれていた感が強い．

　しかし，2次元イメージの記録を一方向に限ら

ず多方向から同時に行なえば，そのデータの解析

により心室の3次元的なイメージを構成すること

が可能である．最小限90度異なる方向から記録し

たデータによりそれが可能である．幸いにして心

室は比較的単純な楕円球体であり3次元的な構造

の解析が比較的容易である．これらの点に関して

は既報7・8）で述べたところであるが，単純に2方

向からのデータ解析だけでもその構造はもとより

心室の胸腔内における3次元的な位置関係も観察

でき，その結果心室長軸の真の長さを求めること

がより正確に行なえ，心室容積の算出もより正確

に可能であると考えられる．

　今回われわれが開発した「心室容積算出Pro－

gram」も基本的には従来の容積算出法と同様に心

室が長軸を中心とする回転楕円球体であるとの理

論上の根拠にのっとったものである．しかし，そ

れを3次元的な視点から解析しているところに特

徴があり，より精度の高いデータを得られる可能

性が高いといえる．

　さらに本法では，3次元的な心室のイメージや

心筋運動，心室の位置診断と同時に容積の算出が

行なわれ1回の検査で広い範囲の情報が得られる

特徴がある．特に心室容積を絶対値で算出できる

と，心室の大きさの判定はもとより，その値から

各種の心機能を示す指標が導き出せる．拡張終期

および収縮終期の容積のみからでも心駆出率，1
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左心室の3次元解析に関する研究〔II〕

回拍出量の算出が可能であり，Multi－gated　image

から容積曲線が画かれ，分時拍出量も算出できる．

心機能を示す指標は数多いが，おそらく心内圧の

測定を除くほとんど全ての指数の算出がこれから

可能となるはずである．それだけに臨床的応用価

値は大きいといえる．

　しかも，その手技は非観血的であり静脈注射1

回ですみ，データ採取時間も約10秒間の短いもの

であることは，臨床上大いに歓迎される方法とい

えよう．

　体外計測法により臓器の形態を3次元的に解析

しその容積を算出する試みは，Rasmussenら12）が

超音波を用い腎の容積を求めた報告がある．方法

論的な違いはあるが，彼らの成績は剖検時の計測

結果と相関係数0．847であった．われわれの成績

も，他の検査方法による成績と±10％以内の相違

でよい相関が認められており，臨床的には十分満

足のいく成績であった．

　しかし，本法による心室容積の算出法にもなお

検討すべき余地は少なからず認められる．今後の

問題点として残るところであるが，本法により算

出された心室容積の成績に加味されてくる誤差の

介入部位として考えられるところは，Table　2に

示すごときものと思われる．すなわち，本法は心

室が回転楕円球体であるとする基本的な前提のも

とに計算式を組み立てている．このような理論上

の問題点から，データ採取上の問題点，さらに記

録されたデータの処理上の問題点など少なからず

誤差が介入してくる可能性は存在する．これらの

点に関しては，なお検討を加え修正を行なう必要

があるが，現在のプログラムおよび検査法によっ

て得られた成績も十分満足のいくものであり，さ

らに高い精度と信頼度を得るための改良を加えて

いきたい．臨床応用にあたっては，全ての症例を

一定の条件で処理することは問題がある．症例に

応じたデータの処理条件を決定する必要があるが，

この点は積み重ねた臨床データをもとに検討を加

えなければならない．また，技術的なも左室輪郭

や長軸をComputerが自動的に判断する方法につ

いて現在検討している．これら高度の解析法は今
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Table　2　Errors　to　the　calculated　ventricular　volume．

Causes　for　errors

1

2

3

4

5

6

Whether　or　not　a　ventricle　is　a　rotating　oval－

shaped　body？

Whether　or　not　the　maximum　and　minimum
diameters　of　the　slice　surface　measured？

An　error　may　occur　from　the　fact　that　the

ventricular　cavity　is　taken　as　the　pile　of　slices．

DiMculty　of　setting　surfaces　absolutely　parallel

to　the　ventricular　axis．

Di缶culty　of　determining　the　accurate　profile　of

the　ventricle．

　The　conditions　for　determining　the　profile

　depend　on　cases，　namely　the　ventricle　size，

　its　morphology，　the　position　of　the　peripheral

　blood　poo1．

　The　dimension　of　the　ventricle　occupancy　in

　the　camera　field　is　too　smaU．

　Enlargement　of　the　image　or　smoothing　of

　the　image　can　produce　errors．

It　is　diMcult　to　set　the　ventricular　axis　of　the

heart，　particularly　its　base．

後の研究に残されているが，心室容積をこのよう

に簡単に算出する手技と方法論は臨床上大いに価

値が認められるものであり期待が大きい．

VL　結　　論

　1）「2台カメラ同時記録解析法」の応用により，

3次元的な解析から心室容積を算出する方法を検

討し，そのためのソフトを開発した．

　2）算出された成績は，±10％以内の誤差で，

他の検査法による成績と相関し，非常に正確に心

室容積を示していた．

　3）算出された心室容積の値から，心機能を示

す各種指数が導かれ，心機能診断への応用価値が

高い．

　4）2次元イメージ上での左室輪郭の決定には，

平滑装作を加えたデータにおいて70～80％以下を

Cut　offしたイメージが適当であり，心室が小さ

いほどCut　offを高くする必要がある．

　5）スライス数15～20の範囲では算出される成

績に差は少ない．また，拡大処理も影響がなく，

小さい心室は拡大して処理してもさしつかえない．

　6）本法は非観血的に短時間のデータ採取で心
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室の形態学的診断，機能診断，心筋運動の診断が

同時に可能であり，臨床的応用に有効である．
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Summary

Study　on　Three－Dimensional　Analysis　of　the　Left　Ventricle（II）：

　　　　　　　　　　　Volume　CalcUlation　of也e　Left　Ventricle

Akira　AsAHARA＊，　Hideo　UEDA＊＊and　Shigeoki　WAKABAYAsHI＊＊＊

＊　Depart〃le〃’of　Radio　logy，　Cθ〃〃01」Hospital　6ゾ」．凡R．

　　　　　　　　　＊＊Ce〃〃αムHO3ρ〃α10〆」．ハ「．　R．

　　＊＊＊Medical　Syste〃iS　Div．，　Shimadzu　Corpo”ation

　　The　left　ventricular　blood　pool　data　were　re－

corded　using　two　sets　of　scintillation　cameras　from

two　directions　crossing　each　other　in　right　angle

simultaneously　for　computer　analyses　of　the　re－

sults，　and　thus　the　ventricular　volume　calculation

software　were　developed，　which　were　studied　for

basic　experiments　and　applied　clinically．

　　This　method　of　ventricular　volume　calculation

is　more　reliable　than　other　conventional　methods

since　the　three　dimensional　analysis　are　done　in

the　process．

　　As　the　calculation　is　done　based　on　the　two

dimensional　images　of　the　two　directions，　it　is

necessary　to　express　correctly　the　two　dimensional

images　and　for　that　purpose　the　adequate　indica－

tion　requirements　were　set．The　required　conditions

depends　on　the　size　ofthe　ventricle，　but　generally　it

was　considered　adequate　to　cut　off　the　rest　leaving

70－80；6．

　　The　ventricular　volume　expressed　by　this　system

was　in　the　accuracy　of士10％of　error．　As　the　value

of　the　ventricular　volume　obtained　by　this　system

is　the　absolute　value，　various　indices　showing

cardiac　functions　such　as　ejection　fraction，　stroke

volume，　minute　output，　volume　curve，　etc．　could

be　derived，　so　that　its　diagnostic　apPlicability　is

quite　high．

　　The　three　dimensional　analysis　of　the　left　ventri－

cle　in　the　method　of　synchronous　dual　camera

recording　and　analysis　is　a　useful　clinical　system

fbr　simultaneous　diagnoses　of　morphological　and

functional　aspects　of　a　ventricle　and　of　the　myo－

cardial　movement　as　it　enables　sampling　of　the

ventricular　data　in　a　short　time　with　a　none－

invasive　technic．

　　Key　words：Volume　of　the　left　ventricle，　Syn－

chronous　dua1－camera　recording　and　analysis

method，　Three－dimensional　analysis，　Three－dimen－

sional　ventricular　image　of　radionuclide　angio－

cardiography，　Function　of　the　heart
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