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《研究速報》

マルチゲート法による呼吸曲線同期133Xe換気

　　　　　　　　　イメージングの検討

井上登美夫＊　　山川　通隆＊＊＊

永井　輝夫＊＊＊

安藤　俊雄＊＊　吉村　克俊＊

1．はじめに

　133Xeガス換気イメージングは，局所肺機能診

断法として広く利用されている検査法である．し

かし従来の方法は，肺・胸郭運動に伴う一連の換

気状態を連続して観察することは困難であった．

今回著者らは，マルチゲート法による呼吸曲線同

期133Xe換気イメージの作成を試み，臨床応用の

可能性を検討したので報告する．

II．方　　法

　133Xeガス10　mCiをボーラス吸入後，　AZ

701－NTSキセノンガスコントロールシステムを

閉鎖回路とし，3分間の再呼吸後に検査を開始し

た．データ収集装置は低エネルギー用汎用コリメ

ー タを装着したLFOV　rカメラ，およびシンチ

パック1200核医学データ処理装置を使用した．

呼吸曲線はECGのR波と異なり電圧変化が緩

徐なため，変曲点をトリガーとして入力しがたい．

そこで今回は位相をずらした2つの曲線の交点を

トリガーとして入力した．すなわち，133Xeガス

コントロールシステム内のベローズの容量変化を

呼吸曲線としてピーク検出器に入力し，検出器内

で40msec前後位相をずらした呼吸曲線を発生さ
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せ両曲線の呼気相側の交点をトリガーとしてデー

タ処理装置に入力した．データ収集は，すでに心

プールゲート法で使用しているマルチゲート・イ

メージモードのデータ収集プログラムを用い，メ

トロノームに合わせた20～30回／分の速度の規則

的な深呼吸を50～60回分加算編集し，100～150m

secの高時間分解能の画像を作成した．画像処理は，

9点スムージングおよび3点時間スムージングを

行った．撮像方向は坐位背面像とした．

　得られた画像のシネモード表示による肺・胸郭

運動の観察，左右肺の換気曲線の作成およびフー

リエ解析による振幅イメージ・位相イメージの作

成を試みた．

m．結　　果

　1．シネモード表示による肺・胸郭運動の観察

　喫煙健常人の背面像のゲートイメージをFig・

1－aに示す．肺・胸郭の動きは左右対称的であり，

下肺野は横隔膜の動きを反映して動きが大きく，

肺尖部に向かうに従って動きが小さくなる状態が

示された．これに対し，Fig．2－aに示した右胸膜

肥厚の症例では，患側右肺の肺胸郭運動が健常左

肺と比べ明らかに不良であることが示された．

　2．換気曲線の作成

　左右両肺におのおのROIを設定し，深呼吸時

の換気状態を表す時間放射能曲線を作成した．

Fig．1－aの健常例の換気曲線は左右対称的であっ

たが（Fig．1－b），　Fig．2－aの右胸膜肥厚側では患

側右肺の換気曲線が平坦化し，換気量の低下が明

らかに示された（Fig．2－b）．
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　3．フーリエ解析の応用

　心プールゲート法用に作成されたフーリエ解

析1）の処理プログラムを今回得られた呼吸曲線

同期換気イメージに応用した．フーリエ変換は

Linksらの方法に準じた2・5）．　Fig．1に示した喫煙

健常者のフーリエ解析の結果をFig．3に示した．

左上は全加算イメージ，右上は振幅，下段は位相

イメージを示す5）．全加算イメージは，各マトリ

ックスごとにフーリエ変換時の直流成分を1周期

分加算したイメージであり，呼吸曲線に同期せず

に撮像した深呼吸反復時の133Xe肺換気イメージ

に相当する．本例の場合ほぼ左右対称的な分布を

示した．振幅イメージも左右対称的であり，横隔

膜の動きを反映して両下肺野の振幅が大きく，肺

尖部に向かうに従って振幅が小さくなる所見を示

した．位相イメージは両側肺門付近の主気管支お

よび縦隔の気管に対応する部位に位相の遅い領域

を認め，両肺野の位相はほぼ均一な分布を示した．

右上葉枝に狭窄を認めた右肺上葉原発の肺癌症例

をFig．4に示した．全加算イメージは，左上肺

野に比して右上肺野のactivityがやや低い分布を

示した．振幅イメージでは，右上肺野の振幅の低

下を認め，位相イメージでは腫瘍の存在する部位

のやや末梢側に局所的に位相のずれを示す領域を

認め，さらに縦隔に相当する部位にも同程度の位

相を示す領域を認めた．また肺野・肺門付近の位

相分布も喫煙健常例（Fig．3）と異なる分布を示し

た．

IV．考　　察

　すでに133Xe換気イメージにおける呼吸曲線同

期イメージの臨床応用は，Touyaら3）により報告

されている．本法は2～3分間の短かい検査時間

で検査可能であり，かつマルチゲート・イメージ

モードを用いているため，画像データ処理が短時

間で行える利点がある．したがって，従来の検査

法に加えてルーチン検査として十分に行える方法

と思われる．呼吸運動周期は心運動周期と異なり

意識的にコントロールすることが可能であり，そ

のため同一周期の呼吸運動を強制的に反復させる

必要がある．著者らはメトロノームを用い，比較

的速い深呼吸を反復させることにより，個々の換

気量および周期をできる限り一定に保つようにし

た．周期については1フレーム150msec内に全

呼吸数の90～95％が含まれており，マルチゲー

ト法を十分利用できると思われた．本法の臨床的

有用性についてはさらに詳細な検討を必要とする

が，今回の検討範囲内では，シネモード表示によ

り肺・胸郭運動特に横隔膜の動きが容易に観察で

きることが確認された．今後呼吸の深さに関して

再現性を考慮した検査方法を工夫することにより，

肺気腫症例の治療効果判定などに利用しうると思

われた．

　呼吸器核医学領域におけるフーリエ解析の応用

は，動態肺トランスミッションイメージ4・5）や

81mKr換気イメージ6・7）に試みられつつある．本

法でも応用可能であるが，少なくとも肺胞換気と

肺運動の混在する機能画像であり，単に振幅イメ

ー ジが肺胞換気量，位相イメージが肺胞換気周期

の時間差を表すとはいいがたい．肺底部領域では

横隔膜運動を強く反映するため，振幅イメージは

横隔膜の移動範囲を示し，位相イメージは横隔膜

の周期的運動の時間差を示している可能性が考え

られる．また肺門付近の中枢側では，気管支内の

133Xeガスの通過状態が加味されることが推測さ

れ，Fig．4に示したごとく133Xeガスの呼出の遅

延を位相差としてとられている可能性もある．ま

た，Fig．4の縦隔部の位相のずれについては，右

肺のherniationなどの可能性も考えられるが確

証はなく，位相イメージが臨床的に何をとられて

いるか不明な点もある．しかし今後多数例を対象

に，各種肺疾患の位相・振幅イメージのパターン

分類や定量的解析を試みることにより，臨床的に

有用な情報を得られることが期待される．

V．結　　語

　マルチゲート・イメージモードを用いた呼吸曲

線同期133Xe換気イメージングを試み，臨床応用

が可能であることを確認した。
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Fig．1 Acase　of　healthy　man．

a：Edge　display　of　early　expiration　phase（red　line）and　end－expiration　phase

（yellow　line）．（posterior　view）

b：Gated　ventilation　curve　of　each　lung
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Fig．2　　A　case　of　right　pleural　thickness．

　　　　　　a：Edge　display．　Motion　of　right　lung　was　almost　lost．（posterior　view）

　　　　　　b：Gated　ventilation　curve．　It　was　noted　that　curve　of　right　lung　was　flat　and　low．
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Fig．3　Acase　of　healthy　man（posterior　view）．

　　　　　　upper　left：The　summation　image

　　　　　　upper　right：The　amplitude　image．　Amplitude　was　gradually　and　symmetricaHy

　　　　　　　　decreased　from　bottom　to　apex　of　the　lung．

　　　　　　lower　left：The　phase　image　from　O°to　360°．

　　　　　　lower　right：The　phase　image　from　minimal　to　maximal　phase．
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Fig．4　Acase　of　lung　cancer　at　right　upper　lobe．（posterior　view）

　　　　　　upPer　left：The　summation　image

　　　　　　upper　right：The　amplitude　image．　Amplitude　of　right　upper　lung　field　was　de－

　　　　　　　　creased．

　　　　　　lower　left：The　phase　image　from　O°to　360c‘．

　　　　　　10wer　right：The　phase　image　from　minimal　to　maximal　phase．　Phase　image

　　　　　　　　showed　inhomogenous　pa“ern，　especia［ly　at　right　upper　lung　field　correspond－

　　　　　　　　ing　to　the　lung　tumor．
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Summary

investigation　of　Spirimetric　Gated　Xe・133　Ventilation　imaging

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by　MUItigate　Mode

Tomio　INouE＊，　Michitaka　YAMAKAwA＊＊＊，　Toshio　ANDo＊＊，

　　　　　　Katsutoshi　YosHIMuRA＊and　Teruo　NAGAI＊＊＊

　＊Firぷ’Radiological　1）epart〃lent，」Ka〃’07ε」ぷ乃力2」UOSIガtal

口Second　Radiological　Depar’〃2ε〃らKanto　Teishin　Hospital

　　　　＊＊ホDepa〃〃2θ〃’〈）f　Radio　logy，　Gun〃la　Univer5i’γ

　　Spirometric　gated　Xe・133　ventilation　images　of

patients　rebreathing　in　a　closed　system　were

aquired　by　multigate　mode．　Electrical　trigger

signals　were　derived　from　the　spirometer　in　the

xenon　gas　control　system．　During　data　aquisition，

patients　were　forced　to　hold　regular　deep　rebreath－

ing（20－30　cycles／min）．　Serial　images　of　1000r

150　msec　interval　could　be　made　from　data　aquisi－

tion　of　60　respiratory　cycles．　This　study　was　per一

formed　Within　a　few　minutes．

　　Color　cine　mode　display　of　gated　Xe－133　images

was　usefu1　to　evaluate　lung　and　thoracic　wall　move－

ment．　It　was　expected　that　ventilation　curves　of

each　lung　and　functional　images　by　temporal

Fourier　analysis　provide　clinically　useful　in・

formation．

Key　words：Gated　Xe－133　ventilation　imaging．
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