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《原　著》

フーリエ高次解析法を用いたマルチゲート

　　心血液プール像の壁運動の定量評価

一
（2）シミュレーションカーブによる基礎的検討一
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　要旨　左室容量曲線モデルに種々の統計雑音と時間的変動を加えたシミュレーション曲線を作成し，フー

リエ近似を行い算出された収縮期および拡張期の指標を，モデル曲線の値と比較することにより，近似の精度

を検討した．フーリエ1次項近似では曲線近似が不十分であり，4次項ではカウントが少なくなると誤差を生

じる傾向にあり，フーリエ2次項または3次項の近似が最も高い精度で指標を算出した．収縮期の指標（TES，

PER，　TPE）は統計変動や時間的変動の影響を受けにくかった．拡張早期の指標（PFR，　TPF）は時間的変動

の影響を受けやすいが誤差は位相で50ms㏄，変化率で10％以内であり，臨床利用が可能と考えられた．

他方拡張後期の指標（AK，　TAK）は誤差が大きかった．フーリエ2次または3次級数を用いて，左室および

左室局所の容量曲線を近似することにより，収縮期と拡張早期を分離して，比較的高い精度で算出でき，心

機能，局所心機能の評価に利用可能と考えられた．

1．はじめに

　RIマルチゲート法心血液プール像より得られ

る容量曲線をフーリエ解析する位相解析法は，虚

血性心疾患の壁運動評価1⇔2）や，刺激伝導系障害

の部位診断3”4）にきわめて有用である．しかしな

がら最近では，従来のフーリエ1次項近似法では

曲線の近似が不十分であると指摘される傾向にあ

る5）．そこで曲線近似の精度を向上させる一つの

改良法として，フーリエ高次項近似が試みられる

ようになったが6・7），どの程度の近似が適当かの検

討は十分になされていない．
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　フーリエ高次項近似を用いて定量的解析を行う

場合，対象とする曲線のカウント数により生じる

統計的変動とともに，R－R間隔不均等による曲線

の時間的変動などを考慮して最適な近似曲線を求

めなくてはならない．そこで統計的・時間的な変

動を加えたシミュレーションモデルを用いること

により，最適な曲線近似法を求める検討を行った．

II．方　　法

　臨床例の左室容量曲線を参考にして，容量曲線

を1心拍32フレームに分割してオリジナルの理想

曲線とした．各心拍におけるR－R間隔の変動と

して標準偏差（σ）のガウス乱数を心拍ごとにのせ，

400心拍（または200心拍）加算した．1心拍ごと

の曲線にもカウント数に応じてボアリン乱数をか

けて統計雑音をのせた．1心拍の拡張末期カウン

ト（EDC）は1～50とした．加算後のEDCは200

から2万カウントと変化した．
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302 核医学　20巻3号（1983）

　σおよび加算後のEDCを変化させて種々のシ

ミュレーション曲線を作成した．σは臨床例の

R－R間隔の変動から安静時のσを7％，運動
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Fig．1　The　left　ventricular　time　activity　curve　and

　　　fitted　curve　by　Fourier　harmonics．　Various

　　　parameters　are　calculated　from　the　fitted　curves．

負荷時のσを15％とした．EDCは前回の報
告8）などに基づき，左室容量曲線は2万カウント，

8分画の局所容量曲線は2，000カウント，および

画素ごとの容量曲線は200～400カウントとした．

　これらのシミェレーション曲線の初めの27～29

フレームを下記のフーリエ級数1次～4次項によ

り近似した．

　　　　　　ガ
　fiC（t）＝a。＋Σ　［aiC　cos（2πkt／N）＋b・sin（2πん1／2V）】

　　　　　　t＝1

　　　N：全フレーム数k－1～4（1～4次項フー
　　　　　リエ級数）

近似曲線を1次微分，2次微分することにより以

下の指標を算出した（Fig．1）．その値と理想曲線

の値とを対比検討することによP，近似の精度を

判定した．

　1．TES（time　to　end　systole）：収縮末期までの

　　　　　　　　　　　　　　　時間（msec）

　2．PER（peak　ejection　rate）　：収縮期最大駆出

　　　　　　　　　　　　　　　率（EDV／sec）

　3．TPE（time　to　peak　ejection）：R波から最大駆

　　　　　　　　　　　　　　　出までの時間

　　　　　　　　　　　　　　　（msec）
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Fig．2　0riginal　curve（top　left），　the　simulated　curves　with　statistical　and　temporal　noises

　　　（top　right），　and　the　fitted　curves　using　2nd　or　3rd－order　harmonics　of　Fourier

　　　transform（bottom）．
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　Fig．3　Results　of　the　parameters　calculated血om　the　fitted　curves　under　various　condi－

　　　　　tions．　Each　value　is　expressed　as　deviation　from　the　ideal　value．

4．PFR（peak　filling　rate）

5．TPF（time　to　peak　filling）

6．AK（atrial　kick）

：拡張期最大充満

率（EDV／s㏄）

：最大充満までの

時間（msec）

：拡張期notchま

での高さ（SV）

　7．TAK（time　to　atrial　kick）：拡張期notchま

　　　　　　　　　　　　　　　　での時間（msec）

　便宜上，時間位相は土50msec以内を，その他

は土10％以内を信頼限界と定めた．

　なおこれらの計算はすべてデータ処理装置

（DEC：PDP　11／60）内で行った．
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m．結　　果

　Figure　2に理想の曲線シミュレーションにより

得られた曲線およびフーリエ2次項（または3次

項）で近似された曲線を示す．EDC　2万カウン

トのものは，安静時の左室全体の容量曲線を，

400カウントは安静時の画素ごとの容量曲線を，

200カウントは運動負荷時の画素ごとの容量曲線

を想定して作成した．時間的ばらつき（σ）は，安

静時7％，運動負荷時15％と定めた．EDCが2

万カウントの曲線は統計変動が少なく，理想の曲

線にほぼ一致した．400カウント（σ＝7％）では

統計変動によるばらつきがみられ，200カウント

（σ一15％）では，統計変動と時間的変動の両者の

影響により，多くの雑音を有していた．これらに

フーリエ高次項を用いた曲線近似を行うと，雑音

を比較的除去して良く近似し，理想曲線に近いも

のが得られた．これにより収縮期および拡張期の

種々の指標を算出し，理想値と対比させることに

より，定量診断の精度を検討した．

　EDCを2万，2，000，400または200カウント

とし，時間変動（σ）を7％または15％とした場

合のシミュレーション曲線を，フーリエ1～4次

項で近似して各指標を算出した（Fig．3）．

　フーリエ次数については，1次項近似では誤差

が大きく，曲線近似の精度の悪さが明らかだった．

すなわち，従来位相値として用いられるTESは

若干大きめとなり，PER，　PFRは極端に過小評価

される傾向にあった．他方，フーリエ4次項近似

では，EDCが小さい場合誤差がやや大きくなっ

た．これは統計変動が大きい場合，高周波雑音ま

でも近似してしまうためと考えられた．この雑音

を除去しつつ，曲線近似の精度をあげる意味で，

フーリエ2次項ないし3次項近似が優れていた．

以下はフーリエ2次項および3次項について検討

した．

　指標別の検討では，TESおよびTPEの精度が

高かった．PERも比較的精度が高く，一般に収

縮期指標は拡張期指標に比べて信頼性が高いと考

えられた．拡張早期指標のPFR，　TPFは，位相が

σ・7％，EDC・2㎜cnt（32／32）σ・30％，　EDC・20000cnt
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Fig．4　Results　of　the　parameters　calculated　from　the

　　　fitted　curves　under　unsatisfactory　conditions．

　　　（32／32）means　that　the　counts　in　all　32　frames

　　　were　utilized　for　curve　fitting．

土50msec以内，変化率が土10％といずれも信

頼限界内にあったが，σを15％とすると誤差は

いくぶん大きくなる傾向にあった．拡張後期指標

のAK，　TAKは，　EDVが2万カウント，σが7％

の曲線は信頼範囲内にあるものの，EDCが小さ

くσが大きくなると，極端に誤差が大きくなるた

め，信頼性は乏しいと考えられた．

　σを7％から15％に増加させた場合，特に拡

張期の指標の誤差が大きくなった．σを30％に

増加させた場合のEDC　2万カウントの曲線の近

似では，TES，　TPEの他は誤差がきわめて大きく

なった（Fig．4）．不整脈の頻発を想定したこのよ

うな状態では，収縮期位相以外の解析は困難と考

えられた．またσが7％の場合でも，曲線近似に

32frame全部を利用してフーリエ近似を行うと誤

差が大きくなった（Fig．4）．これは誤差の大きい

最後の数フレームも近似の対象とするためであり，

曲線近似にはこのような部分は除外する必要があ

ると考えられた．
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IV．考　　案

　位相解析法はAdamら1）により紹介されて以来，

簡単な曲線近似法で，臨床上有用な指標が得られ

るため，近年急速に普及した2“’4）．著者らも本法

を用いて壁運動の定量的検討を行ってきた8ell）．

しかしながらフーリエ級数1次項の近似では，左

室容量曲線の近似は不十分である5）．特に近年拡

張期動態が注目され，それが虚血性心疾患の早期

より障害されることが指摘されているが故に12・13），

左室および局所の容量曲線の近似の精度を向上さ

せ，拡張期位相を収縮期位相と分離して評価する

ことの意義は大きい．今回検討したフーリエ高次

項近似は，それを目的とした最も簡便な近似法で

あり14），左室全体や局所の容量曲線の近似を短時

間で行える．

　前田ら6）が述べているように，フーリエ級数を

あげると曲線近似の精度は高まるが，同時に高周

波の雑音成分もひろう危険性も高くなる．雑音は

曲線のカウント数による統計変動（Y軸方向のば

らつき）とともに，R－R間隔の時間的変動（X軸

方向のばらつき）により影響を受ける．したがっ

て種々の場合に応じて，適切なフーリエ級数を決

める必要がある．特に位相解析法では，他のファ

ンクショナルイメージでは得られない重要な時間

的収縮位相の指標が得られるため10），それが，時

間的変動（X軸方向のばらつき）でどの程度影響

を受けるかを知ることは重要である．今回は臨床

例を参考にした理想曲線に，統計雑音とともに時

間的変動を加えてシミュレーション曲線をつくり，

それをフーリエ級数（1～4次）で近似し，種々の

指標を算出することにより，近似の程度を検討し

た．

　この検討では，従来用いられていたフーリエ1

次項近似は不十分であり，収縮期，拡張期の指標

はあてにならなかった．また，相対的に長い拡張

期をもcosine関数で近似しようとするため，従来

の位相値（TES）は理想値よりも若干大きくなる傾

向が示された．一方フーリエ4次項近似は，雑音

が多い場合，雑音も近似してしまうため，誤差を
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生じやすい傾向にあった．したがってフーリエ2

次項または3次項近似が最も適しており，種々の

指標の定量的評価も可能と考えられた．統計雑音

の程度を考慮するならば，左室全体のようなEDC

が大きく雑音の少ないものには3次項近似を，

EDCが小さいものには2次項近似を用いるのが

妥当と考えられた．

　指標別の検討では，一般に収縮期指標が拡張期

指標に比べ精度が高かったが，これはR波に近い

ため，時間的変動の影響を受けにくいことによる

ものと考えられた．拡張期でもPFRやTPFとい

った拡張早期の指標は十分信頼限界内にあり，雑

音さえ除去できればR波からの収集法でも十分臨

床応用は可能と考えられた．ただし時間的変動の

影響を受けやすいため，不整脈の混入やR－R間

隔の変動の大きい例には信頼性に乏しくなること

を認識しなくてはならない．他方，拡張後期の指

標については，このような収集法による評価は困

難であり，R波から逆方向の収集法15）などの改良

が必要と考えられた．

　このようにフーリエ2次項ないし3次項を用い

た近似法は，左室および左室局所容量曲線を雑音

を適度に除去して近似できる．また収縮期や拡張

早期の指標を分離して，比較的高い精度で評価で

きるといえる．今後このような基礎実験の成績に

基づき，種々の心疾患の心機能評価を試みる予定

である．

V・まとめ

　左室容量曲線のモデルをつくり，これに統計的

変動と，R－R間隔のばらつきによる時間的変動を

加えて作成した曲線を，フーリエ1次～4次項で

近似してその精度を検討し，次の結論を得た．

　1）フーリエ1次項近似では曲線近似が不十分

で，位相値はやや大きくなり，また収縮期，拡張

期の種々の指標は算出できない．

　2）フーリエ4次項近似は，統計的変動が大き

くなると雑音も近似し，誤差を生じやすい．

　3）　フーリエ2次項ないし3次項近似は誤差が

少ない．
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　4）収縮期の指標TES，　PER，　TPEは種々の変

動による影響を受けにくく，精度の高い指標であ

る．

　5）拡張早期の指標PFR，　TPFは時間的変動

の影響を受けやすいが，信頼限界内にあり，臨床

使用が可能と考えられる．

　6）拡張後期の指標AK，　TAKは種々の変動に

よる影響を受けやすく，信頼性に乏しい．

　7）左室容量曲線のフーリエ近似には，誤差の

大きい最後の3～4フレームは除去して近似を行

うことが必要である．

　8）フーリエ2次項ないし3次項を用いた左室

および左室局所容量曲線は，曲線近似が適当であ

り，収縮期や拡張早期の指標を分離し，比較的高

い精度で評価できる優れた方法である．
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Summary

Quantitation　of　Global　and　Regional　Cardiac　Performance

　　　by　Phase　Analysis　Using　Higher　Order　Harmonics

　　　　　　　　　　－（2）　Cardiac　Sinlulation　S加dy一

Nagara　TAMAKI＊，　Takao　MuKAI＊，　Kotaro　MINATo＊，　Nobushige　HAYAsHI＊，

　　　　　　　Toru　FuJITA＊，　Rikushi　MoRITA＊，　Daizaburo　HAMANAKA＊，

　　　　　　Yasushi　Ism＊＊，　Yoshiharu　YoNEKuRA＊and　Kanji　ToRizuKA＊

＊Departmen’Of　Radio～bgy　and　Nuclearルfedicine，」（yoto　University　Medical　S吻01，」㎏o’o，　a〃d

　　　　　　　　　　　　　口Depart〃ient　of　Radio～08γ，　Fukuiルledical　School，・Fuk〃i

　　In　order　to　determine　the　optimum　order　har・

monics　of　the　Fourier　transform，　we　constructed

simulation　model　of　cardiac　volume　curve　in

equilibrium　gated　blood－pool　study．

　　Statistical　noise　from　Poisson　random（end－

diastolic　counts：EDC）and　temporal　noise　from

Gaussian　random（standard　deviation：σ）were

added　to　an　idea1　curve　to　simulate　various　volume

curves．　The　first　through　the　4th　order　harmonics

of　Fourier　transform　was　perfbrmed　to　obtain

the　fitted　curves．　The　systolic　indices（time　to　end

systole：TES；peak　ejection　rate：PER；and　time

to　PER：TPE），　the　early　diastolic　indices（peak

filling　rate：PFR；and　time　to　PFR：TPF），　and

late　diastolic　indices（atrial　kick：AK；and　time　to

AK：TAK）were　calculated　from　each　fitted　curve．

　　The　fundamental　Fourier　analysis　was　not　suited

to　calculate　the　systolic　and　diastolic　indices　separ－

ately．　The　4th－order　harmonics　was　unsatisfactory，

because　high　frequency　noises　can　not　be　excluded

in　case　of　small　EDC（200　to　400　counts）．　The

systolic　indices　were　reliable　even　in　case　of　small

EDC　and　largeσ（up　to　15％）．　Although　the　early

diastolic　indices　varied　moderately　when　temporaI

noise　was　large（σ＝15％），　these　values　were　clini－

cally　acceptable（1ess　than　10％difference　from　the

ideal　value）．　On　the　other　hand，　the　late　diastolic

indices　were　not　reliable，　because　the　noise　greatly

deviated　the　values　of　these　indices．

　　We　concluded　that　the　2nd　and　the　3rd－order

harmonics　of　Fourier　transform　is　considered　to

be　optimum　for　curve　fitting，　and　various　systolic

and　early　diastolic　indices　of　global　and　regional

curves　can　be　evaluated　by　this　technique．

　　Key　words：gated　blood　pool　imaging，　Fourier

transf（）rm，　phase　analysis，　simulation　study，　higher

order　harmonics．

Presented by Medical*Online


	0301
	0302
	0303
	0304
	0305
	0306
	0307



