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左心・右心駆出カウント比による逆流率，短絡率の測定
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　要旨　大動脈弁，僧帽弁閉鎖不全症における逆流率および心房中隔欠損症における短絡率を平衡時心電図

同期心プールシンチグラムより測定する方法を工夫した．

　左心室・右心室の放射能測定係数を正常対照者で求めた平均値1．48を採用すると，左心室，右心室の駆出

カウント比（SC　ratio）から，逆流率RF＝1－1．48／SC　ratio，短絡率SR　＝・　1－SC　ratio／1．48で求められる．

　本法と観血的方法で求めた値は近似し，これらの疾患の非観血的定量診断を行う上で有用と考えられた．

L　緒　　言

　大動脈または僧帽弁閉鎖不全症の臨床診断は間

接的評価法でなされることが多い．逆流率から判

定する定量的評価法としてはFick法と面積一長

さ法とから逆流量（率）を算出して行う方法1）が採

用されているものの侵襲性，煩雑性のため利用し

にくい．左右短絡を有する先天性心疾患において

も短絡率を求め重症度を判定することが手術の適

応，予後を決定する上で重要とされている．

　最近，平衡時心プールシンチグラフィーから心

弁膜逆流度を評価する試みが報告2～3）されてきて

いるが，今回著者らはこれらの報告とは若干異な

る方法で逆流率，および短絡率を測定する方法を

工夫し検討したので報告する．

IL　方　　法

　99mTc　in　vivo赤血球標識による平衡時心プー

ルシンチグラフィーを被検者を仰臥位にして行っ
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た．シンチカメラの位置は左心室，右心室が最も

明瞭に分離できる左前斜位（多くの場合40°ない

しは45°であった）に選択した．データ採取は心電

図R波をトリガーとしたいわゆるマルチゲート

法で行い，ミニコンピユーターの磁気ディスクに

64×64のマトリックスサイズで約400心拍のデ

ー タを加算集録した．拡張終期の心イメージにラ

イトペンにて左心室（LV），右心室（RV）の関心領

域を設定し，両心室のTime－activity　curveを作製

した（Fig．1）．ついでカーソルにて拡張終期（Curve

の初期の最高点）と収縮終期（Curveの最低点）

のカウント数を求め，その差を駆出カウント数

（Stroke　count＝SC）とし，両心室のSCの比，

SC　ratio＝SCL／SCRを算出した．

　1）大動脈弁，僧帽弁閉鎖不全症の逆流率の算

　　　定

　LV，　RVの駆出量をSVL，　SVRとすると逆流率

（Regurgitant　fraction＝RF）は，　RF＝（SVL－SVR）／

SVL＝1－SVR／SVLで与えられる．一般にRIで

は容量変化をカウント変化として把握しているも

のの，両者は理想的な測定条件下でのみ一致する

ものと考えられる．そこでLVとRVの駆出カウ

ント比（SCL／SCR＝R）と駆出容量比（SVL／SVR）

の関係をR＝SCL／SCR－m・SVL／SVRとおくと

RF－1－m／Rとなる．ここでmは測定条件に関

連する係数であり，個々の測定により変動し一定
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Fig．1　Left　ventricular　and　right　ventricular　stroke

　　　counts（SCL，　SCR）were　measured　from　ECG

　　　gated　blood　pool　scintigram．　The　ratio　of

　　　SCL　to　SCR　was　used　as　an　index　of　regurgita・

　　　tion　or　of　shunt．
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Fig．2　Nomogram　to　obtain　regurgitant
　　　（RF）and　shunt　ratio（SR）．
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Fig．3　Stroke　count　ratio　in　regurgitant　and　shunt

　　　disease．　SC　ratio，1．48±0．24（mean±SD）in

　　　21normal　subjects，　increased　in　aortic　regurgi・

　　　tation（AR）and　mitral　regurgitation（MR），

　　　and　decreased　in　atrial　septal　defect（ASD）

　　　and　tricuspid　regurgitation（TR）．　Open　circles

　　　with　the　arrows　represent　the　data　after　surgical

　　　repair．

値を得るのは困難であるが，左心，右心駆出容量の

等しい場合（SVL／SVR＝1），すなわち正常者にお

けるSCL／SCRに近似すると考えられる．後述の

ごとく正常者21名のSC　ratioの平均値は1．48で

ありこの値を測定係数mとして採用した．従っ

て最終的に逆流率はRF－1－1．48／Rで与えられ

る．同様の原理から三尖弁閉鎖不全症の逆流率は

RF＝1－R／1．48で算定される．

　2）心房中隔欠損症の左右短絡率の算定

　逆流率の算定と同様にして短絡率（Shunt

　1　　　2　　　3　　　4

ANGIoGRAPHrc　DεGREE　oF　REGuRGlTATloN

Fig．4　Comparison　of　the　stroke　count　ratio　with　the

　　　angiographic　assessment　of　the　severity　of

　　　valvular　regurgitation．

　　　There　was　a　good　agreement　between　SC

　　　ratio　and　the　angiographic　grading．

ratio＝SR）　は　SR＝（SVR－SVL）／SVR＝1－SVL／

SVR＝1－R／m＝1－R／1．48で与えられる．

　Fig．2は逆流率，短絡率を求めるノモグラムで

ある．SC　ratio（横軸）により，右側は逆流率RF

を，左側は短絡率SRを求めることができる．

IIL　結　　果

　正常対照者21名のSC　ratioは1．48土0．24

（Mean±SD）であり，心房中隔欠損症（ASD），三

尖弁閉鎖不全症（TR）では低値，大動脈弁閉鎖不

全症（AR），僧帽弁閉鎖不全症（MR）では高値を

とった（Fig　3）．　AR，　MR群のうちRI法とほぼ

同時期に心血管造影法を施行し得た症例にっいて

Sellersの逆流度評価4）とSC　ratioを比較すると，

逆流が高度となるに従いSC　ratioが高くなった
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Table　l　Radionuclide　assessment　of　valvular　regurgi・

　　　　tation　and　comparison　with　invasive　method

　　　　　　　　　　　Radio－　Inva－　Angio－
　　　　　　　　SC　　　Pa・
　　　　　　　　　　　nuclide　　sive＊　　graphic＊＊　　　　　Dx．No．
　　tient　　　　　　　　rat10　　　　　　　　　　RF（％）RF（％）degree

1
2
2
2
3
4
4
2
3

823

1　ES　MR　2．23
2　KK　ASR　2．20
3　MN　AR　2．66
4　AN　ASR　2．90
5　AT　MR　3．40
6　YK　AR　　4．86
7　　AO　AR　　5．74

8　　SF　AR　　2．35

9　NM　AR　3．33

34

33

4
49

56

70

74

37

55

25

AU
7
’
n
フ

8
4
．
5＊　（COA－COF）／COA×100，　where　COA　i⑨

　　cardiac　output　measured　by　ventriculo－

　　graphy　and　COF　by　Fick　method．
＊＊　Criteria　proposed　by　Sellers　and　associates．

Table　2　Comparison　of　radionuclide　shunt　ratio　with

　　　　invasive　shunt　ratio　in　the　patient　with　atrial

　　　　septal　defect

一㎞脈sc輪 竃麟
1　WK　　ASD
2　　YT　　ASD

3　YK　　ASD
4　　AK　　ASD

5　YN　　ASD
6　KS　　ASD

0．48

0．“

0．53

0．52

0．28

0．35

8
0
4
．
5
1
1
0

／

0
7
’
6
∠
0
8
7
’

－
Q
／
0
／
7
7
・
4
・

7
」
く
∨
／
0
5
7
1
6

＊　（QP－Qs）／QP×100，　where　QP　and　Qs　are

　pulmonary　and　systemic　blood　fiow　respec－

　tivcly．

距離，組織吸収による減弱の差異により両心室の

駆出カウント数は必ずしも一致しない．これは正

常例での駆出カウント比が1ではなかったことか

らも示されたごとくである．それゆえ，逆流率，

短絡率の算定の場合には，厳密には個々の測定に

おける両心室からの放射能の減弱を考慮すべきで

あるが，この見積りは実際上困難であり，著者ら

は正常駆出カウント比が平均的な両心室からの放

射能減弱を示す係数とみなし補正することでこれ

を解決した．

　RigoおよびBoughらによる正常駆出カウント

比はそれぞれ1．15±0．13，1．00土0．08であり，こ

の場合には両心室の容量変化とカウント数の変化

はほぼ等しいので逆流率，短絡率の算定は補正を

必要とせず容易である．しかし著者らの種々の技

術的検討からは両心室の駆出カウント数は一致せ

ずこの理由について以下に考察した．

　逆流，短絡の他に駆出カウント比を決定する要

因として（1）関心領域の設定（2）バックグランド

の関与（3）両心室の解剖学的，生理学的相違をあ

げることができる．左前斜位では関心領域の設定

は左心室が比較的容易であるのに反して右心室は

肺動脈弁の位置が不明瞭であり設定には細心の注

意を要した．本法での心室に対するバックグラン

ドは肺および心房であるが駆出カウント数は拡張

終期から収縮終期のカウント数を差引いて求めて

いるので，心周期で変化の少ない肺の関与は極め

て少ないと考えられる．心房との分離が比較的困

（Fig．4，　Table　1）．本法による逆流率，短絡率を観

血的方法で求めた値と比較すると両者はほぼ近似

した（Table　l，2）．

IV．考　　案

　正常状態での左心室，右心室の駆出量は厳密に

は等しいとは考えられず生理的にはbeat　by　beat

で異なるとされているが，この差異は僅少であり，

臨床的には等しいものとして扱うことが可能であ

る．しかし容量変化をカウント数の変化としてみ

る場合にはガンマ線の物理的特性，すなわち飛翔
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膨％〃c㎝era／ 」
、レ　　　　　　　　　　　　Ψ
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Fig．5　Geometrical　difference　of　ventricles．

　　　Although　the　stroke　volume　of　ventricles　is

　　　almost　equal，　stroke　counts　of　right　ventricle

　　　（RV）are　smaller　than　those　of　Ieft　ventricle

　　　（LV）since　RV　contracts　more　transversely，

　　　whereas　LV　dose　uniformly　in　direction．
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難である右心側では右心房由来の放射能の介入を，

ある程度考慮する必要がある．しかし右心房自体

の収縮は右心室の収縮に比べてかなり小さいので

その関与は大ではない．左心室が前後左右方向に

求心性に収縮するのに対し右心室は中隔側への収

縮が大であると考えられる（Fig．5）．それ故駆出量

は等しくとも駆出カウント数は，シンチカメラま

での距離の相違により，右心室は左心室よりも小

となる．この関係は個々の例で心臓の位置，形態，

収縮様式さらに心臓からシンチカメラまでの組織

吸収により変動し，これが正常駆出カウント比が

1以上であり，また分散した理由と考えられる．

　本法は心弁膜逆流症，短絡疾患の非観血的診断

法の少ない現状において，逆流率，短絡率の算定

18巻6号（1981）

による定量的診断法として有用である．
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　Quantitative　assessment　of　aortic　or　mitral

regurgitation　and　cardiac　shunt　in　atrial　septal

defect　is　not　so　easy　and　usually　based　on　clinical

evaluation，　supplemented　by　indirect　techniques．

For　a　more　precise　evaluation，　a　simultaneous

measurement　and　a　comparison　of　stroke　volumes

determined　by　cardiac　catheterization　and　angio－

graphy　are　required．

　The　stroke　count　ratio（SC　ratio）for　left　and

right　ventricular　end－diastolic，　end－systolic　count

differences　obtained　from　LAO　multigated　cardiac

blood　pool　scintigram，　was　used　to　determine

valvular　regurgitant　fraction　　or　shunt　ratio．

Regurgitant　fraction（RF）or　shunt　ratio（SR）

was　given　by　the　fbrmula：RFニ1－1．48／SC　ratio，

SRニ1－SC　ratio／1．48．　These　were　derived　by

assuming　that　an　excess　of　stroke　counts　was　due

to　regurgitant　or　shunt　fiow，　and　that　the　coeMcient

in　counting　ventricular　radioactivity　was　1．48，

which　was　adopted　mean　value　of　SC　ratio　in

normal　subjects．　Agreement　was　found　between

RF　or　SR　obtained　by　this　formula　and　by　the

invasive　method．

　　This　technique　may　be　useful　for　non－invasive

and　quantitative　assessment　of　the　severity　of

valvular　regurgitation　and　cardiac　shunt．

　Key　words：ECG　gated
cardiography，　Stroke　count

gurgitation，　Shunt　ratio

radionuclide　angio－

ratio，　Valvular　re一
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