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《原　著》

phase　analysisによる左室局所壁運動の定量的評価

一
位相分布ヒストグラムによる検討一
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要旨　心拍同期心プール像のデータを位相解析（phase　analysis）することにより左室内の位相分布ヒスト

グラム表示し，臨床例47例について左室壁の時間的な収縮の不均等性（asynchrony）の定量化を試みた．ヒ

ストグラムから算出された標準偏差（SD）は正常8例は全例10°以下となり，心筋梗塞23例中21例（91％）が

10°以上を示した．またSDは同時に算出された左室駆出率と有意な負の相関を呈し，これがasynch「ony

の程度と共に左心機能の良い指標になると考えられた．左室造影でdyskinesisを呈した例はもちろん，

hypokinesisを呈した例でも有意なSDの増大があり，収縮の遅れの存在が示唆された．さらには，心筋梗

塞の一部にニトログリセリン投与によりasynchronyの著明な増大を示す例がみられた．　phase　analysisは，

局所壁運動の空間的変動（asynergy）のみでなく，時間的な収縮不均等性（asynchrony）も評価でき，ヒス

トグラム表示により，それらを客観的かつ定量的に判定できると考えられた．

1．緒　　言

　心拍同期心プール像から得られた心容量曲線を

フーリエ変換し，各画素ごとに同期特性を表現す

る．いわゆる位相解析（phase　analysis）はAdam1’2）

らにより試みられるようになり，本邦でも越智

ら3）の報告以来数多くの施設で検討されるに至っ

ている．われわれも独自にプログラムを作成し，

検討してきた4・5）．phase　analysisでは簡単な曲線

近似から，局所壁の収縮の大きさ（amplitude）と

位相（phase）が一枚のfunctional　imageとして表

示され，収縮状態を空間的，時間的に評価できる．

前回は本法の紹介とその有用性について短報にて

報告したが，今回は位相分布ヒストグラムより求
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められる各パラメータの意義について検討し，左

室局所壁運動の定量的評価を試みたので報告する．

ll．対象および方法

　対象としたのは，正常人8例，心筋梗塞23例，

狭心症10例，肥大型心筋症6例の計47例である．

いずれも侵襲的，非侵襲的検査法にて診断の明ら

かな例を選んだ．なお正常例は自覚症状にて心疾

患を疑われ精査したが，諸検査にて異常のみられ

なかった例を選んだ．

　99mTc標識赤血球20mCi急速静注後約10分経過

した平衝時相で，体位は左前斜位45°，足方に10～

15°傾斜させた位置とし，ガンマカメラ（Searle，

Pho／Gamma，　LFOV）に汎用コリメータを装着し，

オンラインで接続したコンピュータ（DEC，　PDP

11／60）に収集した．収集法はフレームモードにて

MUGA法（マルチゲート法）6・7）で一心拍を25等

分し，64×64画素にて300～500心拍を加算した．

処理はまず画像を平滑化し，32×32画素に圧縮し

た．これにより得られた一画素のカウント数は
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400～600・counts／frameとなった．計算の対象は，

左室の拡張末期と収縮末期の画像を加算し，最高

計数値の20～50％以上の画素のみを計算の対象と

した．各画素の容量曲線をフーリエ変換し，近以

波の振幅（amplitude）および位相を求め，振幅，

位相の各分布像を作成した．なお，処理法の詳細

について前回報告した4）．

　ヒストグラムは，各画素ごとに位相値を直流成

分値で乗じ，任意の関心領域（ROI）についてR－R

間隔を一180°から180°とし，その間を32等分し

て最大値を100％のスケールにあわせてプリンタ

ー にプロットさせた4）．なお今回の検討は，左室領

域にROIを設定して左室内の位相分布ヒストグ

ラムを作成した．ヒストグラムより平均値（mean）

と標準偏差（SD）を求めた．

　なお47例中22例には，本法の成績と3週間以内

に施行された左室造影所見とを比較検討した．ま

た24例については，安静時心拍同期心プール像を

作成後，ニトログリセリン0．3～0・6mgの舌下投

与を行ない3～6分待って心プール像を作成し，

薬物の左室壁運動への影響をphase　analysisによ

り検討した．

　統計処理にはt検定を用い，危険率5％以下を

有意と判定した．

m．結　　果

　左室造影で異常のみられなかった正常例，hypo－

kinesisを呈した心筋梗塞例，　dyskinesisを呈した

心筋塞梗例のそれぞれの左室内位相分布ヒストグ

ラムをFig．　1に示す．正常例のヒストグラムは，

幅の狭い分布を示し，左室全体がほぼ同時に収縮

の広がることがわかる．dyskinesisのみられた例

では，ヒストグラムの著明な分布の広がりがあり，

左室壁の時間的収縮の不均等性（asynchrony）の大

きいことを表わしていた．またhypokinesisの例

でも，分布の広がりがあり，asynchronyを有す

ることが示唆された．

　左室内の位相分布ヒストグラムより算出された

平均値と標準偏差の成績をFig．2に示す．平均値

は一心拍内における左室全体の収縮の体相を，標

準偏差は左室内の収縮の不均等性（asynchrony）を

表わす．平均値は各疾患群で有意差は認められな

かったが，心筋梗塞の一部に収縮の遅れを示すも

のがみられた．一方標準偏差は，正常人8例では

いずれも10％以下におさまり，ほぼ同時期に左室

全体が収縮することが示された．心筋梗塞群では，

　　　　　　　　　　　HISTGRAM　OF　LV

　：　　　　…　i　　　　　　i！　　　　　旨i　　　　　　l，　　　　91

　i　　ii　　　ii　　ii　　　il　　i…i
　i　ii　　ii　　，§　　　ii　　韮i
　i　　il　　　ii　　　藷！　　　ii　　iii
　i　　　　…　i　　　　　　　i｝　　　　　………　　　　　　　ii　　　　　……i

　i　　ii　l　　　　ii　　　謬．　　　ii　　．iiii

　i　　ii　i　　　ll　　難　　　　ii　　ii難i藷

i嚢i　ii　蕪　；i議iiiiii
　・°°°°°°°°°°“°°°°°°°°°⇔°°°°°°°°°　°°°°°°°°°°・°h33●完・。。。・⇔。。。・・●⇔　㊥。●。“。。“。パ蒜1翻8需：：。。。。。。。。。。。

　　　　　NORMAI　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　HYPOKINESlS　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　DYSKIN〔SIS

　　蒜　頴　　　　　磯　　　　　繋
Fig．1　Phase　distribution　histogram　in　cases　showing　nomal，　hypokinetic　and　dyskinetic

　　　wall　motion　seen　in　their　contrast　ventriculography．　Broader　peak　indicating　asyn・

　　　chrony　was　demonstrated　in　cases　showing　hypokinesis　as　well　as　dyskinesis．
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　Fig．2　Mean　value　and　standard　deviation（SD）calculated　from　the　phase　distirbution

　　　　histogram　in　various　cardiac　diseases．　Significant　elevation　of　SD　was　observed

　　　　in　patients　with　myocardial　infarction（Myl）．　AP：angina　pectoris，　HCM：hy・

　　　　pertrophic　cardiomyopathy，　EF：left　ventricUlar　ejection　fraction．

正常群に比べ有意に高値を示し，標準偏差10°を

正常上限とすると，23例中21例（91％）にasyn・

chronyが認められたことになる．梗塞を前壁梗塞

と下壁梗塞の2群に分けると，両者間に有意差は

なかったが，正常値を示した2例は下壁梗塞であ

った．一方前壁梗塞群では，全例asynchronyを

認めた．また左室駆出率50％を境にして梗塞を2

分すると，50％以下の群が50％以上の群に比べて

asynchronyの程度が大きいことが示された．一方

狭心症や肥村型心筋症では有意な偏準偏差の増大

はみられなかったが，両者共1例ずつ高値を示す

例がみられた．

次に，標準偏差と左室駆出率とを対比させると

（Fig．3），両者の間にはγ＝－o．69と有意な負の相関

があり，　asynchronyの程度の大きいほど左室駆

出率は低下することが示された．一方，左室全体

の収縮の遅れを示す平均値は，心拍数とγ＝0．63

の正の相関があり（Fig．4），心拍数が増加するほ

ど左室全体の収縮は一心拍内で後方にずれると考

えられた．疾患別では，心筋梗塞や肥大型心筋症

の多くは回帰式より右下に位置しており，左室全

体の収縮がやや遅れる傾向にみることが示唆され

た．

　また，左室造影の施行された22例について造影

所見からnormal，　hypokinesis，　akinesis，　dyskinesis

の4群に分類し，それぞれのヒストグラムより算

出した標準偏差をFig．5に示した．左室造影所見

が正常であった7例は，いずれも標準偏差が10°

以内におさまっており，一方dyskinesisを呈した

5例中4例が20°以上を示し，著明なasynchrony

の存在がみられる．また，hypokinesisやakinesis

を呈する例でも有意な標準偏差の上昇があり，

asynchronyのみられることが示唆された．

　さらには，位相分布ヒストグラムの標準偏差の

変化を，ニトログリセリン舌下投与前後で比較し

た（Fig．6）．正常人や狭心症例では有意な変動は

みられなかった．一方心筋梗塞例では，14例中4

例が10°以上の標準偏差の増大を示しており，そ

れらはいずれら左室駆出率の低下した症例であっ

た．これは，左心機能の低下した心筋梗塞では，

ニトログリセリン投与によりasynchronyの増大

する症例のあることを示唆するものと考えられた．
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　Effect　of　sublingual　nitroglycerine　in　the　phase

distribution　histogram．　The　SD　being　un－

changed　in　normal　subjects　and　patients　with

angina　pectoris（AP），　was　markedly　increased

in　some　patients　with　myocardial　infarction

（MyI）．
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Fig．7　Phase　images　and　the　histograms　at　rest（top）and　after　nitroglycerine（bottom）in

　　　a　case　with　anterior　wall　infarction．　The　contraction　delay　seen　in　the　apical　region

　　　was　considerably　accentuated　after　nitroglycerine．

　Fig．7に前壁梗塞例のニトログリセリン負荷前

後のphase　imapeとその位相分布ヒストグラムを

示す．安静時に前壁心尖部の収縮の遅れがあり，

ヒストグラムにても収縮の時間的な遅れが示され

ている．ニトログリセリン投与後に前壁の収縮の

遅れは広がり，ヒストグラムでも収縮の遅れが増

大していることが容易に理解できる．ちなみに，

算出された標準偏差は，23°から35°へと増大して

いた．

IV．考　　察

　心臓核医学の現在までの発達は，ひとえに電算

機の適切な利用によっているといっても言い過ぎ

ではないが，CTの出現はさらに電算機による画

像次元数の増加を指向させることとなった．この

ような目標設定は，ひとつは7ピンホールコリメ

ー タ8），Ecrg）などによる心筋断層像作成の試み

として指向されることとなり，ほかは時間因子を

含む画像すなわちfUnctional　imagingへの指向で

あり，本論文のphase　ana　lysisの作成の試みがそ

れである．phase　analysisは，心拍同期心プール

像から得られた局所の容量曲線をフーリエー次変

換にて近似することにより，局所壁運動の空間的

かつ時間的な評価を可能とし，新しい心臓核医学

の方向を示すものと考えられる．

　左室局所壁運動の空間的異常（asynergy）は，従
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来よりregeonal　ejection　fractionなどの解析法が

あり10・11），phase　analysisから求められるam－

plitude　imageもそれに近い像を呈していると考え

られるが，いずれも運動の最大値と最小値の比を

示すものに過ぎない．これを周期的な経時的現象

の歪みとして取扱うと，時間的収縮異常（asyn・

chrony）として評価が可能となる2）．この意味で

phase　analysisは，得られた容量曲線の特長描出

を行っており，壁運動の空間的異常と共に時間的

異常も評価できると考えられる．特に位相分布像

（phase　image）は，収縮の時間的不均等性を表わ

しており，われわれはasynchronyの程度を定量

的な評価の対象とするため，位相分布ヒストグラ

ムを作成し，そこから算出されるパラメーターに

つき検討した．

　ヒストグラムから得られた標準偏差は，asyn・

chronyを最も良く反映するパラメーターと考え

られた．すなわち，正常例では全例10°以内に収

まり，性筋梗塞例では，23例中21例（91％）に標準

偏差の増大を認めた．また，従来の手段では壁運

動異常のみられなかった狭心症，肥大型心筋症の

一部にも高値を示すものがあり，興味がもたれた．

これらにっいては，さらに症例を重ねて検討する

必要があると思われた．

　また，左室造影でdyskinesisのある部位はも

ちろん，hypokinesisやakinesisとされた部位でも

phase　analysisを用いれば収縮の遅れの存在する

ことが示唆された．Holmanらは12），心拍同期心

プール像の左室局所の容量曲線から，左室壁運動

の時間的評価法を試み，収縮早期の収縮の低下と

収縮の遅れが虚血性心疾患の初期より出現するこ

とを述べているが，われわれの成績も，その現象

を示唆するものではないかと考えられる．

　さらにはニトログリセリン投与によるasyn・

chronyの変化も検討した．負荷前後の標準偏差

を比較すると，心筋梗塞例の一部にasynchronyの

増大する例のあることが示された．これは，ニト

ログリセリンが正常心筋の収縮を良くする一方，

壊死に陥った梗塞部には作用しないため13・14），か

えって収縮の不均等性を増大させたものと考えら

れる．これには冠動脈の狭窄度15），側副血行路の

有無14・15），混在する虚血部の作用など種々の影響

が考えられ，今後検討の余地が残されている．

　一方，ヒストグラムから算出された平均値は，

心拍数と有意な相関のあることが示された．これ

は心拍数の増加に伴ない，収縮期に比べて拡張期

が相対的に短縮するため，収縮の位相が後方にず

れることに基づくものと考えられた．左室全体の

収縮位相の評価には，心拍数による補正が必要で

あろう．

　ヒストグラム表示法には，ピーク値を中心に表

示するもの16）や時間で（ms㏄）絶対表示するもの

もみられ，まだ一・定の規準に定まらないのが現状

である．われわれは，心容量曲線が周期関数であ

り，その周期特性を一心拍内での変化として把握

することを重視し，一心拍を一180°から180°まで

として各パラメーターを算出している4）．これに

より左室全体の収縮の時点や位相分布の広がりを，

一心拍内で評価できる．また，各種負荷により心

拍数が大きく変動した際も，本表示法では平均値

がずれるものの標準偏差はFig．6のように正常人

や狭心症でほとんど変らず，心筋梗塞の一部に増

大を認め両者をうまく分離できて便利であった．

　phase　analysisは，このように従来の心プール

像のデータをそのまま用いて解析でき，asynergy

やasynchronyの検討に有用であることが示され

たが，asynchronyを正当に評価するためには，

今日のようなフーリエ変換の第1項近似のみでは

完全なものではない．また一画素ごとの近似であ

るため，カウント不足による統計雑音の影響も無

視できないなど，種々の問題点を含んでいる．壁

運動異常をこのように周期的変動の歪みとしてと

らえることは今後も不可欠であるが，このような

歪みの生理学的な意味づけを行なうために，今後

さらに解析法の検討が必要と思われる．

　なお本論文の要旨の一部は，

（札幌）にて発表した．
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Summary

Quantitative　Evaluation　of　Asynchrony　of　the　Left　Ventricle

　　　　　　　　　　　　　　　　　Using　Phase　Analysis

Nagara　TAMAKI＊，　Takao　MuKAI＊，　Yasushi　lsHii＊，　Kazutaka　YAMAMoTo＊，
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　Chuichi　KAwAI＊＊
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　　　　　　　　　　　　　　　　1（yoto［〃liversitγルledical　School，　Kyoto

　　Clinical　evaluation　of　regional　wall　motion

abnormality　has　been　performed　by　submitting　an

equibrium　gated　brood　pool　study　to　a　pixel　by

pixel　temporal　Fourier　analysis．　In　an　attempt　to

evaluate　asynchronous　contraction　quantitatively，

standard　deviation（SD）of　the　phase　histograms

distributed　within　the　left　ventricle　was　calculated

in　47　cases（normal　subjects　8，　myocardial　infarc－

tion　23，　angina　pectoris　lO　and　hypertrophic　car－

diomyopathy　6）．　The　SD　in　normal　persons　was

less　than　10°．　However，　in　210f　the　23　cases（91°・6）

with　myocardial　infarction，　it　was　more　than　lO°

indicating　the　presence　of　asynchronous　contrac－

tion．　This　abnormality　was　also　suggested　in　one

case　with　angina　pectoris　and　one　with　hyper－

trophic　cardiomyopathy．　The　SD　was　inversely

correlated　with　left　ventricular　ejection　fraction．

Therefore，　this　index　was　considered　to　reflect　left

ventricular　function　as　well　as　asynchrony．　Delayed

and　asynchronous　contraction　was　observed　in

cases　showing　not　only　dyskinesis　but　also　hypo－

kinesis　in　contrast　ventriculography．　Furthermore，

asynchrony　was　markedly　accentuated　after　sub－

1ingual　nitroglycerine　in　4　of　the　14　cases　with　myo－

cardial　infarction．

　　We　conclude　that　temporal　Fourier　analysis

can　assess　temporal　as　well　as　spatial　abnormalities

of　regional　wall　motion　quantitatively．

　Key　words：temporal　Fourier　analysis，　gated

blood　pool　study，　regional　wall　motion，　asynchro－

nOuS　COntraCt10n．
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