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《短　報》

2°1Tl心筋シンチグラムによる左室形態の変化

一
左室長軸径，短軸径および左室平均曲率半径の計測一

宮永　　一＊　足立　晴彦＊

伊地知浜夫＊

鳥居　幸雄＊　勝目　　紘＊

1．はじめに

　近年201Tlを用いた心筋シンチグラム（以下Tl・

MPI）は，虚血性心疾患の必須の診断法として繁

用されている．一方Tl－MPIにより心室形態の判

読も可能であることから，各種病的心における心

室形態についての報告もみられる1”3）．

　今回私どもは多方向Tl－MPIより，左室長軸径

および長軸方向左室平均曲率半径を算出し，心形

態を客観的かつ定量的に評価する方法を検討した．

IL　対象ならびに方法

　対象は心疾患のない正常者9例｛心胸郭比（以

下CTR）51．2土3．3％｝を対照群とし，右室負荷群

として，肺高血圧症（以下PH）5例（CTR　52．4土

8．1％），僧帽弁狭窄症（以下MS）5例（CTR

61．6土8．5％），心房中隔欠損症（以下ASD）4例

（CTR　56．0土6．1％），左室負荷群として僧帽弁逆

流症（以下MR）5例（CTR　56．2土9．6％），大動脈

弁逆流症（以下AR）9例（CTR　53．3土7．4％）およ

び弁膜症に由来しない心不全（以下CHF）8例

（CTR　67．2土10．2％）の計45名である．

　Tl－MPIは安静仰臥位にて201Tl－Cl　2．O　mCiを

肘静脈より注射し，約5分後より右前斜位30°，前

後位，左前斜位30°，45°，60°，左側面の6方向

についておのおの480秒間撮影した．撮影は高感

度低エネルギー平行孔型コリメーターを装着した

γカメラを用い，ポラロイドフィルムにて行った．

同時にonlineに接続したminicomputerを用い

128×128matrix　sizeでdiskに集録した．画像の

計測は，撮影時10cm×2cmの鉛板をコリメー

ターに装着し，これを陰性像として同時に描出し

基準として，ポラロイドフィルム上の心筋像を直

接計測して行った．

　1．左室長軸径（L）の算出（Fig．1）

　左側面像での長軸のY軸方向成分yおよびz

軸方向成分zを計測し，左側面像と移行面（左室

短軸断面に最も近似する方向，通常は左前斜位

45°）とのなす角をθとして，これから左室の真

の長軸Lを図下段の式で求めた．

　2．左室短軸径（S）の算出（Fig．2）

　移行面における上極Aと下極Bの距離Dおよ
　　　A　　　　　　　　　　　　　　　　　＿

び円孤ABの中点と直線ABの中点を結ぶ距離
ds（中隔側），　dp（後壁側）を計測し，　Dとds＋dp

とを比較して，短い方を短軸径Sとした．

　3．左室平均曲率半径の算出（Fig．2）
　　　＿　　　　　　　　　ノへ

　直線ABと円孤ABの中点との距離dsおよび

dpと左室長軸（L）より，心室中隔側および左室

後側壁側の長軸方向平均曲率半径をFig．2下段

の式で求めた．

　なお諸計測値の有意差の検定はMann　Whitney

utestを用いた．
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III．結　　果

　1．左室長軸径の検討

　無作為に抽出した18例で，本法の長軸径を造影

剤を用いた右前斜位30°左室造影拡張終期像の長
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軸径と比較すると，y＝1．33　x－2．13，　r＝0．90の

良好な相関が得られた．

　体表面積で補正した左室長軸径を各群で比較す

ると正常対照群6．2土0．6cm（mean土1SD）であり，

右室負荷群ではPH　5．6土0．5　cm，　MS　5．9±1．O　cm

であり有意差を認めなかったが，ASDは4．6±

0．5cmと有意に（p＜0．05）小であった．左室負荷

群ではMRは6．6土1．1　cmと有意差を認めなか

ったが，AR　8．0土0．8　cm（P＜0．01），　CHF　7．2±

0．9cm（p＜0．05）と両者ともに有意に大であった．

　2．左室短軸長軸径比（S／L）

　正常対照群の短軸長軸比（s／L）（Fig．3）は7．5土

1．0であり，右室負荷群ではASDは9．7圭0．7で

有意に高く（p〈0．05），左室負荷群では対照群と

有意差を示す群はなかったが，CHFでは増加傾

向を示し，逆にARは減少傾向を認めたため両

者に有意差（p＜0．05）を認めた．

　3．　中隔側平均曲率半径（rs）／後壁側平均曲率半

　　径（叩）比

　正常対照群のrs／rp比は1．01±0．02であり，短

軸面はほぼ正円であることが示された．一方右室

負荷群ではpH　L28土0．32，　MS1．21±0．26（P＜

0．05，p＜0．01）と有意に高値であり，心室中隔側

と左室後側壁が非対称であることを示した（Fig．

4）．左室負荷群ではMR　O．98土0．01，AR　1．01土

0．02，CHF　1．00土0．02，であり3群とも対照群と
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Fig．1　Calculation　of　LV　long　axis．

y

LV　long　axis　is　calculated　by　the　equation　in

the　figure：where　y＝・Y　vector　of　the　LV　image

in　the　left　lateral　prqj㏄tion．　z＝Z　vector　of

the　LV　image　in　the　left　lateral　proj㏄tion．

θ＝angle　betw㏄n　left　lateral　and　trasit　plane．

差を認めなかった．

　4・中隔側平均曲率半径（rs）／左室長軸（L）比

　長軸径Lで補正したrsを各群で比較すると正

常対照群0．53土0．02であり，右室負荷群ではPH

O．59土0．05，MS　O．59±0．06，　ASD　O．57土0．03（P＜

0・05，P＜0・10，P〈0．05）と有意に高値であり，左

室負荷群ではMRO．51土0．02，　ARO．53土0．02，

CHF　O．52土0．02と対照群と差を認めなかった・

IV．考　　案

　T1－MPIは心室筋を陽性像として描出するため

心室筋，心室腔の観察が可能で，各種心疾患特有

な心筋像を示し，心疾患の診断や血行動態の把握

に有用である．特に肥大型心筋症における局所的

心室壁肥厚3，4），右室負荷疾患における右室壁5），

右心耳6）の描出，あるいは心室中隔形態2）の変化

などは詳細に検討されている．しかしこれらの報

告のほとんどは定性的なものであり，具体的な計

測値から定量的に評価したものは少ない．

　現在左室長軸径の測定にはcontrast　mediaを用

いた左室造影法や超音波断層図が用いられるが，
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Fig．2　Calculation　of　radius　of　curvuture　along　LV

　　　long　axis．

　　　r　（radius　of　curvuture）　is　calculated　by　the

　　　equation　in　the　figure：where　ds　is　the　distance

　　　between　midpoint　of　the　arc　AB　and　the　dis－

　　　tance　AB　for　the　septal　side．　dp　is　the　distance

　　　between　midpoint　of　the　arc　AB　and　the　dis－

　　　tance　AB　for　the　posterior　side．］L　is　the　distance

　　　between　upper　pole　A　and　lower　pole　B　of　the

　　　image　of　LV　in　transit　plane．
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Fig．3　Ratio　of　the　short　axis（S）and　long　axis（L）．

　　　C＝＝control，　PH＝pulmonary　hypertension，　MS＝mitral　stenosis，　ASD＝atrial

　　　septal　defect，　AR＝aortic　regurgitation，　CHF＝congestive　heart　failure，　MR＝

　　　mitral　regurgitation．
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Fig．4　Ratio　of　radius　of　curvuture　for　the　septal　wall

　　　and　posterior　wall　in　RV　overload　groups．

両者とも撮影方向，エコービームの投入方向に制

限があり正確な測定は困難である．

　一方Tl－MPIは心外径の測定であり，またnon－

gate像では収縮期と拡張期の平均的な値をとると

されるが，反面多方向からの撮影が可能で移行面

と側面像とを計測することにより真の左室長軸に

近似した値の算出が可能であった．

　左室短軸／長軸径比の正常値は左室造影による

検討では，拡張終期0．59±0．04収縮終期0．49土

0．04と報告された8）が，本法では0．75±0．10と大

であった．この原因は主に左室造影が内径の計測

であるのに対し，Tl－MPIは外径の計測によるた

めと思われる．この正常値に比し各疾患では偏位

する傾向を示し，これは左室拡大の進展方向が異

なることを示唆するものである．また長軸方向平

均曲率半径（rsおよびrp）の測定値から右心負荷

群における心室中隔側の直線化，左室の非対称性

の定量的評価を可能にし従来の視覚的評価法によ

る現象を裏付けた．
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Fig．5　Changes　of　fbur　indices　evaluated　by　T1－MPI

　　　　in　various　heart　disease　↑－increase，→一一un－

　　　　changed，↓－decreased

　以上のようにこれら諸指標が各種心疾患群で固

有の変化を示し（Fig．5），これは病的心における

血行動態の変化に伴う左心形態変化を検出したも

ので，各種心疾患の分別のみならず，心拡大の進

展様式の評価をも可能にしたもので有用と思われ

る．

V．まとめ

　1）6方向Tl－MPIより左室長軸径，短軸径，

長軸方向平均曲率半径を算出し各種心疾患を心の

形態面から評価した．

　2）　これらの諸指標は各種心疾患で固有の動向

20巻3号（1983）

を示し，疾患の診断に有用である．
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Summary

Morphological　Evaluation　of　Left　Ventricle　by

　　　　　　　20iTl　Myocardial　Scintigraphy

Hajime　MIYANAGA，　Haruhiko　ADAcm，　Yukio　ToRII，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　Hamao　IJIcHI

Hiroshi　KATs㎜

SeconゴD卿r〃nent（ゾ加ε燗1　Medicine，1ウ0’O　Prefect醐1　University　of」lfedicine，1ゆ0’0

　　To　evaluate　morphological　changes　of　left　ven－

tricle（LV）in　various　heart　disease，201Tl　myocar－

dial　scintigraphy　was　performed　in　the　6　projec－

tions．　The　LV　long　axis　and　radius　of　curvuture

was　estimated　from　planar　images．

　　51patients［15　normal　subjects，14　patients　with

right　ventricular（RV）overload（PH＝5，　MS＝5，

ASD＝4），22　patients　with　LV　overload（MR＝5，

AR＝9，　CHF＝8）］were　evaluated．　The　scinti－

graphically　estimated　LV　long　axis　was　well　cor－

related　with　the　LV　long　axis　estimated　from

cineangiography．　The　ratio　of　the　short　axis　and

the　long　axis　was　higher　in　ASD　and　CHF　than

normal　subjects，　whereas　lower　in　AR．　And　the

ratio　of　the　radius　of　curvuture　for　the　septal　wall

and　the　posterior　wall　was　higher　in　RV　overload

groups　than　LV　overload　groups．　The　ratio　of　the

radius　of　curvuture　for　the　septal　wall　and　LV　long

axis　was　also　higher　in　RV　overload　groups．

　　Thus　the　scintigraphical　estimation　of　LV　long

axis　and　radius　of　curvuture　was　valuable　to

morphological　evaluation　of　LV　which　was　af－

fected　by　pathological　hemodynamic　changes．

　　Key　words：201Tl　myocardial　scintigraphy，

morphological　evaluation，　heart　disease．
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