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《原　著》

第1回循環時法左室駆出分画測定における吸収補正の試み

与那嶺茂道＊　　外山比南子＊

熊谷　欣也＊　山田　英夫＊

村田　　啓＊　千葉　　茂＊

飯尾　正宏＊＊

　要旨　第1回循環時法によリ右前斜位で採取した左心室ゲートイメージでは，右室血液プールによる吸収

の影響で，真の左室計数が得られない．この左室放射能の右室による吸収を，右室のゲートイメージを用い

て補正する方法を考案した．すなわち，右室ゲートイメージ中の1絵素の計数をDA（Xl，　y1），右室の放射能

密度と効率の積をρA，左室計数をDs（xi，yi）とすると吸収補正後の左室内1絵素の計数So（xi，　yi）は，　Ds

（Xi，　yi）｛ρA／（ρA－DA（Xi，　yi）・μA）｝で求められる．ここでμ▲はγ線の吸収係数である．ρAをパラメータと

して計算し，適当な吸収補正を行うρAを求め得ることをファントム実験および，臨床例で確認した．正常

者10例について吸収補正して求めた駆出分画を未補正および平衡時法で求めた値と比較すると，吸収補正を

した場合には，未補正の駆出分画より相対的に10％高値を示した．また10例中9例で平衡時法で求めた駆

出分画よりも高値を示した．

1．はじめに

　第1回循環時法により，右前斜位でデータを採

取して作成した左心室のゲートイメージでは，右

室と左室が重なるため，右室血液プールによる吸

収の影響を受けて真の計数を得ることが難しい．

このため第1回循環時法で求めた左室駆出分画

は，平衡時法で求めた駆出分画より低い値である

とされている．しかし，もし右室の影響を除くこ

とができれば，駆出分画の絶対値の比較が可能で

ある．

　この右室血液プールによる左室放射能の吸収は，

血液プールを含む右室の厚さに比例する．したが

って，吸収補正するためには，この右室の厚さが

わからなくてはならない．右室の厚さは，第1回

循環時法により測定した右室ゲートイメージの計

数値から推定することが可能である．また，吸収
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の割合は，指数関数で扱うことができる．

　本論文では，第1回循環時法のゲートイメージ

を用いて，解析的に吸収補正を行う方法を考案し，

ファントム実験によりその妥当性を検討した．ま

た，この吸収補正法を正常例に応用した．臨床デ

ー タに対する補正法の適否を判定するために，補

正前後の駆出分画，および平衡時法における駆出

分画を算出し比較検討した．さらに，この補正法

を用いて得られた駆出分画の値から，吸収の影響

の程度を考察した．

II．方　　法

　装置には，γカメラ（PHO－GAMMA　V）および

コンヒ゜ユータシステム（NOVA－3／D，128　kW　CPU，

COSNM－TMGH）を使用した．

1）データ採取法

　ピロリン酸静注30分後1），右前斜位で99mTc　20

mCiを急速注入し，第1回循環時法解析のための

データ採取を行った．10分後に左前斜位で平衡時

法によるデータ採取を行った．両法ともに，40

msec間隔で64×64サイズのイメージを，イメー

ジモードで採取した2）．
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2）吸収補正法

　右前斜位で撮影する際の右室・左室およびγカ

メラの位置関係をFig．1に示した．右室による吸

収の量は，右室の厚さ（TA）に比例する．右室の

1絵素（Xi，　yi）における計数DA（Xi，　yi）は，単位長

さ当りの計数をρAとすると次のように表わせる．

　　D・（・i・・y・）＝＝∫！Aρ・・e－・A…d・　（1）

ここでμAはγ線の血液プールにおける線吸収係

数である．（1）式の積分を行うと，

　　DA（Xi，　yi）＝（ρA／2UA）（1－e一μA・TA）　　　　（2）

　　　　　　III1ρA・Tム　　　　　　　　　　　　　（3）

　したがって，右室の厚さTAは，ρAが決まれば，

右室の計数D▲（Xi，　yi）から求めることができる．

ρAは，放射能濃度と計数効率に関係した量で，

投与したRIの量や，γカメラの効率等により異

なった値となる．一方，真の左室計数をS。（Xi，yi）

とすると，右室による吸収を受けた実際の左室計

数値Ds（Xi，　yi）は，

　　D、（xi，　yi）＝S。（xl，　yi）e一μ▲’TA　　　　　　　（4）

で表わされる．真の左室内の計数S。（Xi，　yi）は

（4）式から

　　S。（xi，　yi）＝＝D．（xi，　yi）・eμA’TA　　　　　　（5）

蕊

S

㌃

Fig．1　A　schematic　situation　of　the　first　pass　method．

　　　（A）represents　an　absorber　corresponding　to

　　　the　right　ventricle（RV）and（S）is　a　source

　　　corresponding　to　the　left　ventricle（LV）．　pA　is

　　　adensity　of　activity　in　the　absorber　with　thick－

　　　ness　of　TA．

（2）式から

　　e－PA・TA＝1－DA（Xi，　yi）・ILtA／ρA　　　　　（6）

（6）式を（5）式に代入して最終的にS。（Xi，　yi）は，

　　S。（xi，　yi）＝Ds（xi，　yi）｛ρA／（ρA－Dム（xi，　yi）2uA）｝

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（7）

として求められる．μムには，水に対する99mTc

の吸収係数0．15を用いた．吸収補正後の真の左

室計数s。（Xi，　Yl）は，（7）式に示したように，実際

に測定した左室の計ta　D、（Xi，　yi），右室の計数Dム

（Xi，　yi）を用いて算出できる．

　しかし，ρAは，独立に測定することができな

いので，パラメータとし，いくつかのρAに対し

て計算し，最適の吸収補正を行うρAを求めるこ

とにした．実際には，近似式（3）から，1絵素当

りの計数DA（Xi，　yi）を右室の厚さ4～6　cmで測っ

た値がρAとなることから，あるρAの範囲を予

測することは可能である．

3）ファントム実験および臨床応用

　線源（直方体）と吸収体（三角柱）のファント

ムを用いて本法をテストした．Fig．2に示したよ

うに，（A）吸収体を置いた場合の吸収体を通過し

てきた線源の計数，および，（B）吸収体にのみRI

を入れた場合の吸収体イメージ，（C）吸収体を置

かない場合のイメージを採取した．各イメージに

対してプロファイル曲線を描き，（B）を用いて（A）

のプロファイル曲線が吸収体の無い場合（C）のプ

ロファイル曲線になるようなtOAを捜して，吸収

補正を行った．

　正常者10例に対し，種々のρAについて，ゲー

トイメージを補正した．各時相における右室およ

び左室のゲートイメージを用い，各絵素ごとに

（7）式の計算を行った．このようにして作成した

吸収補正後のイメージおよび補正前のゲートイメ

ー ジ，さらには平衡時法で得られたイメージから

駆出分画を算出した．

　駆出分画の算出は，通常のイメージを用いた場

合ROIの設定が難しく再現性に問題があるので，

それぞれ位相解析を行って3），Fig．3左に示した

ように，位相イメージから左室輪郭を決定した．

この輪郭に収縮終期のイメージを重ねて（Fig・3一
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　　　Fig．2　Phantom　experiment　showing　images　and　their　profile　curves．

Fig．3　Determination　of　the　left　ventricurar　outline　and　region　of　back　ground　by　using

　　　the　phase　images．

右）斜線で示したようなバックグランド領域を決

め，バックグランドを算出した．各時相における

左室輪郭内の計数からバックグランドを減じて，

駆出分画を計算した．このようにして求めた吸収

補正後の駆出分画を，吸収未補正時，および平衡

時法で求めた駆出分画と比較した．

m．結　　果

1）　ファントム実験

　右室吸収体を有するファントム（Fig．2A）で得

られたデータに吸収補正を行いFig．4に示すプロ

ファイル曲線を得た．ρA－80では，吸収体があ

る右端が盛り上がり，過度の補正がなされている

ことを示している．一方ρA＝120では，右端が下
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Fig．4　1mages　and　profile　curves　in　the　case　of　Fig．2

　　　（A）．After　absorption　correction　withρA＝80，

　　　90and　120（’／cm）．

降しており吸収補正は，ほとんどなされていない．

中央のρA－90では，Fig．2Cのごとくほぼ水平

となり，適当な補正がなされたと判定した．この

ように，ファントム実験より，ある一定のところ

に最適なρ▲の値があることがわかった．

2）臨床例における応用

　臨床例においては，ρAを4から10まで1つず

っ変えることにより，右室の吸収の程度を想定し

て，各ρAにおける駆出分画を算出した．症例5

におけるρ▲と駆出分画の値をFig．5にプロッ

トした．実線で示した振幅，点線で示した位相イ

メージのどちらを使っても，ρム4からPA　10まで

7つのρAでほぼ同様の値が得られ，左室輪郭決

定の再現性の高いことを示した．，o．x　4，5では，

過度の補正がかかり，駆出分画は，50，51％と低

値になった．この症例においては，ρA6で64．4，

65．5％と平衡時法の値62％にほぼ近い値となP，

駆出分画が最高値となった．その後順次低値とな

り，ρA9，10では，吸収未補正のデータから算出

した駆出分画と同じ53％になった．

　各ρAに対する駆出分画の分布曲線の広がりは，

症例により異なった．これは，右室と左室の重な

り方に大きく影響されると思われる．たとえば，

Fig．6左に示したように，右室と左室の重なりの

小さい場合は，ゆるやかな曲線となり，吸収未補

正の駆出分画との差も5％と小さい．一方，右室

と左室の重なりの大きい場合，Fig．6右は，高い

ピークを示す曲線となり，吸収補正後と吸収未補

正の駆出分画との差も10％と大きくなった．

　この駆出分画が最大となるρAを用いて，吸収

補正を行い算出した駆出分画を，吸収未補正時，

および平衡時法の値と比較したものをFig．7に示

した．10例中9例で補正後の駆出分画が高値を示

し，平衡時法，吸収未補正の順で低値になった．

吸収補正したデータから算出した駆出分画と吸収

未補正の駆出分画との差をFig．8に示した．いず

れの場合でも駆出分画は，吸収補正することによ

り高い値となり，その差は最高12°。，最低3％，

平均で6．8％であった．

IV．考　　察

　ファントム実験の結果からは，単位長さ当りの

計数ρAは低い値から順に上げていくと，過度の

補正から最適な補正へ，さらには本吸収補正法の

効果のないイメージとなり，ある点で最適のρA

があることが示された．吸収体に用いた三角柱の

厚さ6cmにおける計数は，約400であった．（3）

式からρAを予測すると約70となるが，実際には

それより少し大きい値90が適当であった．この

（3）式からρAのずれは，計数が少なくなるほど少

なかった．たとえば同じファントムを使って約4

分の1の計数を集めた場合，6cmにおける計数

は120で，最適のρAは25であった．（3）式で求め
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Fig．5　Ejection　fraction　with　attenuation　correction　for　pA＝4to　101／cm．　A　region　for　the

　　　left　ventricle　was　determined　by　using　a　phase　image（……）and　an　amplitude

　　　image（　　），　respectively．　The　value　of　ejection　fraction　obtained　by　EQ　method

　　　is　shown　by　an　arrow．

たρA－20との差は少ない．

　臨床例においては，プロファイル曲線では吸収

補正の効果の識別が困難なため，駆出分画を用い

て検討した．ファントム実験と同様（3）式からρA

を推測することができた．右心室の1絵素当りの

計数は20前後であり，右室の厚さは，ほぼ4cm

であるからρAは5前後と予測できる．臨床例で

は，この予測通りの値で駆出分画がピークとなっ

た．さらにFig．9に示した如く，イメージで左心

室の下壁から後壁の計数が低下しているのに対し，

適正な補正を行うと，下・後壁の計数が上がり，一

様な左心室イメージが得られる．これに対し，過

度の補正をかけた場合，左室イメージが一様でな

くなり，右室に重なった部分の計数が多くなる．こ

のように，右室ゲートイメージから予測できるρA

の近辺で駆出分画が最も高くなるρAを用いて吸

収補正を行う方法は，イメージの変わり方からも

妥当と考えられる．本法は，tOAをパラメータとし

て最適のρAを捜して補正をするものであるが，

われわれの行っている日常検査においては，ρA　4

からρA8の範囲にあることがわかった．ρAは投

与するRIの量や，γカメラの効率等によって異

なるが，一定の検査法で行う限り，右室ゲートイ

メージの計数値からある程度狭い範囲のρAを容

易に決定することが可能である．

　吸収体となる右室の厚さは部位によって異なる．

また，収縮拡張に伴っても変化する．しかし，本

法では，同じ体位で撮影した右室および左室のゲ

ー トイメージを使って，各時相ごとに，同じ絵素

同志の演算で吸収補正を行うので，上述した変化

をすべて考慮した補正法となっている．

　En－Lin－Yehら4）によると，平衡時ゲート法で求

めた駆出分画は，X線左室造影法で得られた駆出

分画より5％低い値となる．この理由のひとつと

して，心血液プールなどによる吸収が，収縮終期

より拡張終期で大きいことを上げている．第1回

循環時法では，吸収体としてさらに右室血液プー

ルが加わり，平衡時法で得られた駆出分画より低
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Fig．8　Difference　of　ejection　fraction　with　and　without

　　　attenuation　correction　in　normal　cases．　Maxi－

　　　mum　difference　was　12％，　minimum　difference

　　　was　3％and　mean　difference　was　6．8％．

い値をとるものと思われる．われわれの試みた方

法では，吸収補正後の駆出分画は，吸収未補正時

の駆出分画より，相対的に約10％高い値を示し

た．本法による吸収補正の大きさは，左前斜位で

撮影した場合の胸壁および，心血液プールによる

吸収の影響が5％であったというEn－Lin－Yehら

の報告と比べても妥当であると思われる．

　このように，ファントム実験と同様，臨床例に

おいても適当な吸収補正を行うρAを求めること

ができた．また，この吸収補正を行って算出した

駆出分画は，他の方法により得られた結果と比べ

て妥当であった．

　右前斜位における右室による吸収の補正はこれ

まであまり試みられていない．しかし，この吸収

の影響が10％あることは，駆出分画の絶対値を

議論するとき，大きな問題と思われる．また，右

室と左室の重なり方によって，吸収補正の程度が

異なることから，吸収補正を行わないで，右前斜

位における駆出分画を比較することは，あやまっ

た結果をもたらす可能性を持っている．

　なお本法では，ROIの設定に振幅イメージ，位

相イメージを用いたため，再現性のあるROIが

得られ駆出分画がほぼ一定の値になった．

V．結　　論

　第1回循環時法における右室血液プールの吸収

補正法を考案し検討した．ファントムを用いて本

法の妥当性を確認した後，正常者10例について本

法を応用した．その結果，最適の補正を与える
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Fig．9　Comparision　of　images　with　and　without　attenuation　correction．　Left：without

　　　correction．　Middle：with　the　most　suitable　attenuation　correction．　Right：with

　　　Over　COrreCtiOn．

ρAを4から8の間で求めることができた．

　吸収補正後の駆出分画は，吸収未補正の駆出分

画より相対的に10％高い値を示した．また，10

例中9例で平衡時法で算出した駆出分画より高い

値になった．

　本法では，駆出分画が最高値になるようなρム

を，右室の計数値から推定することが可能であり，

また，比較的狭い範囲で決定できるため，充分臨

床応用が可能であると考えられる．
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Summary

ATrial　f（）r　Attenuation　Correction　of　the　Left

　　VentricUlar　ActiVity　on　First　Pass　Study

Shigemichi　YoNAMiNE＊，　Hinako　ToYAMA＊，　Hajime　MuRATA＊，　Shigeru　CHIBA＊，

　　　　　　　　　　Kinya　KuMAGAI＊，　Hideo　YAMADA＊and　Masahiro　Ilo＊＊

＊Depa’一〃nent　of　Nuclearルledici〃e　a〃d　Radiologi個1　Scie〃cθ，　Tokyo　Metropoli’a〃Geriatric　Hosp〃01，　TokJ・o

　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊Departme〃t　of　Radio～ρ8γ，　Tokyo　Unゴverぷity，　TokγO

　　The　radioactivity　in　the　left　ventricle　with　the

first　pass　method　in　the　RAO　projection　are　atten－

uated　by　the　right　ventricular　blood　poo1．　The

amount　of　attenuation　is　proportional　to　the

thickness（TA）of　the　right　ventricle，　which　can　be

estimated　from　the　RV　counts（DA）；Da㏄ρA・Ta．

whereρA　is　counts／cm．　The　range　ofρA　values

can　be　roughly　estimated　from　the　RV　gated

images．　The　attenuation　LV　counts　Ds　is　repre－

sented　in　So・e（一一ttATA），　using　true　LV　counts

So　without　attenuation　and　attenuation　coefflcient

IuA（0．15　for　Er＝140　kev）．　Then　the　LV　counts

after　correction　So　is　expressed　as　Ds｛toA／（ρA－

DaμA）｝．The　LV　gated　image　at　each　phase　was

corrected　by　a　pixel－by－pixel　forρA－4to　10using

the　RV　gated　image　at　the　same　phase．　Ejection　fra－

ction（EF）was　also　calculated　after　the　attenuation

correction　for　eachρA　and　found　to　ha、e　a　peak

value　for　a　limitedρA．　It　was　found　frcm　the

images　and　EF　that　good　attenuation　ccrrection

were　aヒout　10％higher　than　those　wi止cut　cor－

rectior1．　In　nine　of　ten　cases，　corrcctcd正F　was

slightly　higher　than　those　oヒtainedヒ・y　cquilibrium

method．　An　adcquateρA　for　the　atteruaticn　ccr－

rection　was　obtainatle　in　a　short　regicn　ofρA．

This　method　of　attcnuatien　correction　can　be

applied　to　the　clinical　study．

　　Key　words：First　pass　method，　Attenuation　cor－

rection，］Ejection　fraction．
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Fig．6　Ejection　fraction　vs．ρA　in　two　representative　cases，　where　a　small　portion　of

　　　　　　RV　superimposed　on　LV　in　the　left　case　and　in　right　a　large　portion　of　RV

　　　　　　superimposed　on　the　LV．
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