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《原　著》

肥大型心筋症の形態診断における心電図同期2°ITI心筋

　　　　single　photon　emission　computed　tomography

　　　　　　　　　　　　　　の有用性の検討

二神　康夫＊　　浜田　正行＊

中野　　赴＊　竹沢　英郎＊

市川　毅彦＊　小西　得司＊

竹田　　寛＊＊　前田　寿登＊＊

　要旨肥大型心筋症を非観血的に形態診断するため，心電図同期201Tl心筋single　photon　emission　com－

puted　tomography（gated　SPECT）を施行し，心エコー図，左室造影と比較して，本法の有用性を検討した．

対象は肥大型心筋症23（12）例，健常者8（2）例で，（）内はgated　SPECT施行例である．　Gated　SPECT

データの収集は，201Tl　3．O　mCi静注後，回転対向型7カメラを用い，　RR間隔を6～10分割するMUGA

法で，360°方向からのデータを，収集時間45～60分で，64×64matrixに行った．次に体軸横断々層像を

再構成し，この像を基に各方向の断層像を作成し形態診断に用い，また壁厚測定には，真の左室長軸に直交

する短軸断層像を用いた．壁肥厚の部位と拡がりは，non－gated　SPECTでも十分把握できたが，　gated

SPECTでより鮮明に描出でき，左室内腔形態は左室造影所見と近似していた．またgated　SPECTより求

めた中隔，自由壁厚値は，心エコー図より求めた値とよい相関が認められた．

1．緒　　言

　特発性心筋症の形態診断における心電図非同

期201Tl心筋single　photon　emission　computed

tomography（non－gated　SPECT）の有用性につい

てはすでに報告1）してきたが，今回，肥大型心筋

症を中心に心電図同期SPECT（gated　SPECT）を

施行し，本法の有用性を検討したので報告する．

IL　対象および方法

　対象は肥大型心筋症23例，健常者8例で，年

齢分布はそれぞれ12～70歳，35～57歳であり，

計14例にgated　SPECTを施行し得た（Table　1）．
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　使用した装置は低エネルギー汎用型コリメー

ターを装着した回転対向型SPECT装置（東芝製

GCA－70A）およびGMS－90データ処理装置であ

る．データ収集は，non－gated　SPECTデータのみ

の収集では201Tl　2．5mCi，　gated　SPECTデータ

収集時には201Al　3．O　mCiを使用し，まず6分間

でnon－gated　SPECTデータ，引き続き45～60分

でgated　SPECTデータを，64×64マトリックス

に収集した．データ収集は360°方向より行い，

non－gated　SPECTは一投影データ収集角度4°

ごとの連続回転方式で，計90の投影データを得，

gated　SPECTでは，心電図のRR間隔を6～10分

割するMUGA法を用い，6°ごとのステップ回転

方式で計60×（6～10）の投影データを得た．

　画像再構成はShepp＆Loganのフィルターを

用いた重畳積分法で行い，スライス厚5．4mmで

体軸横断々層像（Transaxial）を得，この像を基に

矢状（Sagittal），冠状（Corona1），第一斜位（Right

anterior　oblique：RAO），第二斜位（Left　anterior

oblique：LAO）断層像を作成し，さらに体軸に
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対する左室長軸の，水平および垂直方向の偏位角

を求め，それぞれの角度分だけ画像を水平，およ

び垂直方向へ回転させることにより，左室長軸を

基準とした断層像を作成した（oblique　angle　cor－

rection）．すなわち左室長軸に直交する断面（短軸

断層像：Transaxial　section　obtained　by　oblique

angle　correction：Oblique　TA），左室長軸に平行

で，矢状方向の断面（長軸矢状断層像：Long　axial

sagittal　section　obtaine　by　oblique　angle　correc－

tion：Oblique　SA）および左室長軸に平行で，水平

方向の断面（長軸水平断層像：Lon9　axial　horizon・

tal　section　obtained　by　oblique　angle　correction：

Oblique　HO）を作成した．

　壁厚実測の算出には，まず基礎的検討として，

人造骨の脊柱を備えた胸部ファントム（前後径20

cm，左右径30　cm）内に，心臓ファントム（壁厚1

cm，壁容量182　m1，内腔容積132ml，長軸の長さ10．4

cmの半回転楕円体で，心筋部に201Tlを，182μCi／

182m1の濃度で入れたもの）を入れ，胸腔内のす

きまに木粉をつめ，non－gated　SPECTと同様の方

法でデータを収集し，短軸断層像を作成する．こ

の時，心臓ファントムの長軸10．4cm，壁厚1・O　cm，

スライス厚0．45cmであることより，全スライ

スの数は21となる（（10．4十1．0）÷0．54≒21）．実際

の画像でも正確に21スライスできており，この画

像で，中央部の4スライス（心尖部より数えて，

10～13番目までのスライス）を選び，CRTに16段

階のgray　scaleで表示された画像において，最大

カウントの40％バックグラウンドカットを行い，

ポラロイドフィルムに撮影し，ポラロイド写真上

の4画像の中隔側，自由壁側を実測し，その平均

値より拡大率を求めた．すなわち，拡大率＝ファ

ントム実測平均値÷1（cm）である．次に実例で，

Table　l　Materials

No． Male　Female Age＆
mean

Norma1　　　　8（2）

HCM　　　　23（12）
　HOCH　　　　　12（6）

　HCM　　　　　10（5）
　Apical

　　hypertrophy　　　3（1）
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Numbers　in　parentheses　indicate　the　number　of　cases

underwent　gated　SPECT．

（HCM：Hypertrophic　cardiomyopathy，　HOCM：Hyper－

trophic　obstructive　cardiomyopathy）
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Fig．1　ECG－gated　transaxial　SPECT　images　in　mid　LV　level　of　a　normal（upper　line），

　　　hypertrophic　cardiomyopathy（HCM：middle　line）and　hypertrophic　obstructive

　　　cardiomyopathy（HOCM：lower　line）cases．　From　left　to　right，　end－diastolic（ED）

　　　phase　to　the　next　end－diastolic　phase　are　shown．　ES　denotes　end－systolic　phase．

　　　In　HOCM，　LV　cavity　is　obscured　because　of　markedly　hypertrophied　LV　walL
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同一条件で撮影した短軸断層像において，左室中

央部の中隔がはっきり同定できるスライスを選び，

中隔および自由壁厚を実測し，ファントム実験よ

り求めた拡大率で除して，壁厚値とした．

m．結　　果

　Figure　1に左室中央部での心周期gated　SPECT

体軸横断々層像を示す．健常例では，収縮終期

（end・・systolic：ES）像においても内腔形態は，はっ

きり同定できるが，肥大型心筋症，特に閉塞性肥

大型心筋症（HOCM）では，　ES像では，内腔は形

態ほとんど同定できない．

　Figure　2に健常者の各方向からの拡張終期

（enddiastolic：ED）断層像を示す．どの断層像に

おいても，壁厚は均等で，局在的な肥大や欠損は

認められない．心尖部はやや薄くなっている．

　次に肥大型心筋症各病型の代表例を呈示する．

Fig．2　Gated　SPECT　images（end－diastole）ofanormal

　　　subject．　Each　tomographic　image　shoNvs　homo－

　　　geneous　201TI　uptake　and　thickness　in　all　LV

　　　wall　region　except　for　physiologically　thinner

　　　apical　wall　thickness．（Oblique　TA：Transaxial

　　　section　obtained　by　oblique　angle　correction，

　　　Oblique　SA：Long　axial　sagittal　section　ob・

　　　tained　by　oblique　angle　correction，　Oblique

　　　HO：Long　axial　horizontal　section　obtained　by

　　　oblique　angle　correction，　RAO：Right　anterior

　　　oblique　s㏄tion，　LAO：Left　anterior　oblique

　　　section）

635

　〈症例1＞42歳　男　HOCM
　左室造影（Fig．3上）では，収縮期に，左室中央

部に著明な狭穿を認める．カテーテル検査で，同

部位の安静時圧較差は50mmHgであった．同例

のgated　SPECT，　ED像およびnon－gated　SPECT

像をFig．3下に示す．心室中隔，心基部側の前壁，

および後壁の著明な肥厚が明らかである．しかし，

non－9ated　SPECT像では，内腔形態は，はっきり

同定できず，非対称性中隔肥大（ASH）もわかりに

くくなっており，心筋は全体に過大評価され，特

に側壁は，それが強い．Gated　SPECTのRAO画

像における左室内腔形態は，上段左室造影所見と

近似し，短軸断層像ではASHも明らかである．

TOP

Bottom

E、、、D E　　S

Fig．3　HOCM（Hypertrophic　obstructive　cardiomyo－

　　　pathy）　Top；End－diastolic　and　end－systolic

　　　LVG　are　shown．　Bottom；Gated（end－diastole）

　　　and　non－gated　transaxial，　RAO（right　anterior

　　　oblique）and　oblique　TA（transaxial　section

　　　obtained　by　oblique　angle　correction）SPECT

　　　images　are　shown．

　　　Blurring　of　LV　cavity　because　of　abnormally

　　　hypertrophied　LV　wall　is　obvious　in　non－gated

　　　images（right　side），　which　are　clearly　focused　by

　　　gated　images（left　side）．　Gated　images　coincide

　　　well　with　the　LV　shape　demonstrated　by　con・

　　　trast　LVG．
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Top

Bottom

E　　D E　S

Top

Bottom

E　　D E　　S

Fig．4　HCM（Hypertrophic　cardiomyopathy）

　　　Top；End－diastolic　and　end・systolic　LVG　are

　　　shown．　Bottom；Gated　SPE（コ¶images　are

　　　shown（End－diastole）．　Gated　SPE（汀images

　　　demonstrate　difruse　hypertrophy　of　antero・

　　　1ateral　and　septal　wall，　whereas，1ess　activity　in

　　　inferior　and　posterior　segment，　simulates　ische－

　　　mic　heart　disease．（S㏄text）

　　　（TA：transaxial　section．　RAO：right　anterior

　　　oblique　section，　oblique　TA：Transaxial　section

　　　obtained　by　oblique　angle　correction）

　〈症例2＞　33歳　男　非閉塞性肥大型心筋症

（HCM）

　Figure　4上の左室造影では，心筋の著明な肥厚

が認められるが閉塞所見はない．カテーテル検査

でも圧較差は認められず，HCMと診断された．

本例のgated　SPECT，　ED像（Fig．4下）では，心

室中隔，前壁，前側壁の著明な肥厚が認められる．

下壁，後壁は，相対的に201T1のとりこみの低下

様所見となっており，この様な例においては，特

に虚血性心疾患との鑑別が必要である．

　〈症例3＞　51歳　男　心尖部肥大型心筋症

　検診にて心電図異常（巨大陰性T波）を指摘され，

精査目的にて入院した患者である．本例の左室造

影（Fig．5上）では，拡張期に，典型的なスペード

Fig．5　　Apical　hypertrophy．

　　　Top；End－diastolic　and　end－systolic　LVG　are

　　　shown．　Bottom；Gated　SPE（－’images　are

　　　shown（End－diastole）．　Gated　SPE（汀images

　　　indicate　localized　apical　hypertrophy，　well

　　　coincide　with　the　finding　of　contrast　LVG．

　　　（RAO：right　anterior　oblique　section，　Oblique

　　　TA：Transaxial　s㏄tion　obtained　by　oblique

　　　angle　corr㏄tion）

型をした左室内腔形態を示し，心尖部肥大型心

筋症と診断できる．本例のgated　SPECT，　ED像

では，心尖部に著明な201Tlとりこみの増強を認

め，左室内腔形態も左室造影所見と近似してい

る．

　以上gated　SPECT像を用い，肥大型心筋症の

各病型で特徴的な所見が得られ，左室内腔形態も

左室造影所見と近似していることを示したが，次

にgated　SPECT，　ED，短軸断層像を用いて壁厚

測定を行い，心エコー図（UCG）より求めた値と

比較した結果を示す（Fig．7）．左側は実測値の比

較，右側は，心室中隔／自由壁厚比の比較を示す．

壁厚はr＝0．81と正の相関を示し，壁厚比もr＝

0．73と良好な相関が得られた．
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SPEC

㎜

20
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SPECT

2．0

1．0

IVS！Free　wall　Ratio

n＝12

r＝0，726

P40．01

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Y＝　0．675X　＋　0．456

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　　　　　－　　　　　　　　10　　　　20　㎜UCG　　　　　　1．0　　　2．O　　UCG

Fig．6　Comparison　of　LV　wall　thickness　and　ratio　of　septal　wall（IVS）thickness　to　free

　　　wall　thickness　between　gated　SPECT　and　UCG．

IV．考　　察

　動的臓器である心臓の形態を詳細に検討するた

めには，心周期をいくっか細分して検討すること

が必要である．近年，X線CT法でも心電図同期

法が開発され，形態評価のみにとどまらず，循環

動態の検討にも応用されるようになってきた2・3）．

心筋シンチグラフィーにおいても，心電図同期法

が試みられ4”6），われわれの施設でも1982年初め

より，心電図同期SPECTを，主として肥大型心

筋症の形態診断およびその定量的評価（壁厚値お

よび左室心筋重量測定など）に応用している．

　虚血性心疾患診断においては，non－gated

SPECTでも良好な成績を上げることができる7・8）

が，肥大型心筋症の形態診断においては，non－

gated　SPECT法では，壁肥厚の部位と拡がりの把

握は可能であっても，壁運動の良好な自由壁は，

心筋中隔に比し過大評価され，また特にHOCM

例においては内腔がつぶれてしまい（Fig．3），壁

の分離が困難となり，定期的評価は不能である．

Gated　SPECTにより心筋を鮮明に抽出でき，左

室内腔形態は左室造影所見と近似するものが得ら

れる．

　SPECTによる壁厚測定において，その分解能

（われわれの場合約1．5cm）より考え，壁厚値を算

出できるか否かに問題があるが，この問題に関し，

われわれは，2点（または欠損）を識別することと，

絶対量がどの程度の範囲と大きさで存在するかを

認識することは別のことであると考え，壁の分離

が出来れば，（肥大型心筋症においても，拡張終

期には，短軸の長さは，分解能以上となっている）

壁厚算出は可能であると考える．

　以上の考えに基づいてgated　SPECTより求めた

壁厚値と，UCGより求めた値は，良好な相関が

認められた．（r＝0．81，p〈0．001）

　Gated　SPECT像で測定した部位とUCGで測

定した部位は必ずしも同一ではないが，壁肥厚

は，ある範囲で比較的広範囲に拡がっているた

め，大略は一致すると思われる．

　次にoblique　angle　correctiong）による，左室軸

断層像作成の必要性であるが，通常の体軸に対す

る断層像では，心筋を斜めに横断し，真の壁厚よ

り厚く評価することになり，これを補うため左室

軸断層像作成に意義がある．虚血性心疾患診断に

おける本断層法の有用性についてはすでに竹田ら

の報告10）があるが，壁厚測定のためにはぜひ必要

と思われる．また本法により，心室壁の部位同定

も容易かつ正確に行うことができる．

　Gated　SPECTは，以上述べてきた利点はある

が，データ収集に45～60分，画像再構…成にも45

～60分と時間がかかるという欠点を有する．収集

時間を減少させると，1投影データ当りのカウン

ト数の減少のため画質の低下を来し，詳細な形態

診断ができなくなる．現在われわれは，1スライ
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ス5．4mmで画像再構成を行っているが，スライ

ス厚を倍の10．8mmにすることにより，画質の低

下を防ぎ，より短時間で（スライス厚を倍にする

ことにより，画像再構成時間は半分になる）収

集，処理できるよう検討中である．

　心周期の分割では，RR間隔を6～10分割する

MUGA法を用いたが，　RR間隔を細分すればす

るほど，1投影データ当りのカウント数を増やす

ために収集時間を長くする必要があり，RR　6分

割でも，ED，　ES像をはっきり同定でき，心筋形

態の把握には十分と考えられる．最近はすべて

RR　6分割でデータ収集しており，データ収集時

間は約45分（理論的には，non－gated　SPECTと同

程度のカウント数を得るためには，6分×6－－36

分でよいが，脈拍の変化により，収集しない時間

があり，少し長くなる）となっている．

　次にRIの根本的な問題である深部からの放射

活性の減衰であるが，ファントム実険では，深部

にあたる部位は近位側と比べ壁厚が4／5～3／4位

になっており，われわれの方法では，自由壁を実

際よりもやや過少評価していることになる．この

問題に関しては，吸収補正を行うことによりある

程度解決可能であり，現在われわれは，胸部の大

きさを測定し，心臓および胸壁，肺，骨，ベッド

をも含めた吸収補正を行い，ファントム実験では

良好な結果を得ている．今回の検討では吸収補正

は行っていないが，壁厚値に関してはUCGと

比較的良好な相関が得られ，一応臨床応用可能で

ある．また，吸収補正を行うことにより，さらに

良好な結果が得られると期待できる．

　SPECTとUCGの比較において，　mm単位の

解像力に関しては，SPECTはUCGにはるかに

及ばないが，心筋の全体像を，立体的に，一画面

に抽出できるということに関しては，SPECTは

UCGにまさっており，また，心尖部の情報も十分

得ることができる．さらにUCGでは，検者，被

検者により，画像描出に差があり，この点SPECT

は，コンピュータ処理のため，差が出てこない利

点がある．しかし，手軽さ，費用，画像の収集，

処理時間では，SPECTには，まだまだ問題が残

っている．

　SPECTのもう一つの利点は，一回のデータ収

集で任意の方向の断層像作成が可能であり，多方

向から心筋形態把握ができることである．このこ

とにより，RAO画像，あるいはLAO画像を用

いて，左室内腔形態を，左室造影像と比較でき，

また長軸水平断層像では，左室長軸に沿った心室

中隔の全体像をも抽出できる．

　次にバックグラウンドカットレベルの問題であ

る．壁厚の定量評価に関して，表示された画像は，

次の条件を満たしていなければならない．1っは，

左室内腔が同定でき，壁の分離がはっきりしてい

ること，2つ目は，正常心筋と思われる部位がカ

ットされないことである．CRTに表示された画

像をポラロイド写真に撮った場合，さらにバック

グラウンドカットが行われることになり，その総

合的なカットレベルにより，最終的に画像が表示

されることになる．われわれの今回の検討では，

CRT上の画像においては，55％カットが，比較

的（1）（2）の条件を満足する値であったが，これ

は，ポラロイド写真においては，40％カットで撮

影したものとほぼ等しい画像となっていた．この

ため，今回の検討では，40％カットレベルを用い

た．

　以上，gated　SPECTは，収集，処理にやや時間

を要するものの，一応臨床応用に耐えうる限界時

間内で，肥大型心筋症の形態診断に有用な情報を

もたらすものである．また，心筋シンチグラムによ

る，肥大型心筋症の定量的評価（壁厚の算出，心筋

重量の算出，その他血流量など）を目指した場合，

心電図同期法がぜひ必要となってくると思われる．

V．結　　語

　1）回転対向型ガンマカメラを装着したSPECT

装置を用いて，23例の肥大型心筋症と8例の健常

者に201Tl心筋SPECTを施行した．このうち，

肥大型心筋症12例，健常者2例は，心電図同期法

を行った．

　2）心筋の壁肥厚の部位と拡がりの把握はnon－

gated　SPECTでも可能であるが，　gated　SPECT
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肥大型心筋症の形態診断における心電図同期201T1心筋SPEcrの有用性の検討

でより鮮明かつ正確になった．

　3）Gated　SPECT，　ED像での左室内腔形態は，

左室造影像と近似し，壁厚はUCGとよい相関を

示し，肥大型心筋症の形態診断および定量的評価

に有用であった．

　4）Gated　SPECTは，　RR間隔を6～10分割

するMUGA法で行い，収集時間は，45～60分で，

一応臨床応用に耐えうる限界時間内であった．

　5）肥大型心筋症の定量的評価のためには，心

電図同期法が必要と思われた．

　なお，本研究は厚生省特定疾患特発性心筋症の調査研

究の一環として行った．
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Summary

ECG－gate《1　Single　Photon　Emission　Computed　Tomography　for　ThaUrum－201

　　　Myocardial　lmaging　in　Patients　with　Hypertrophic　Cardiomyophathy

Yasuo　FuTAGAMI＊，　Masayuki　HAMADA＊，　Takehiko　IcmKAwA＊，

　　Tokuji　KoNlsm＊，　Takeshi　NAKANo＊，　Hideo　TAKEzAwA＊，

　　　　　　　　　　　　Kan　TAKEDA＊＊and　Hisato　MAEDA＊＊

＊Firぷ’1）epart〃ient　of　lnternalルfedicine　anが傘Depart〃1θ〃t　of　Radi・logy，

　　　　　　　Mie　Univerぷity　Schoot　ofルfedicine，　Tsu，」砲aη

　The　purpose　of　this　study　is　to　evaluate　the

clinical　usefUlness　of　ECG－gated　single　photon

emission　computed　tomography　for　T1－201　myo－

cardial　imaging（SPECT）in　the　diagnosis　of

hypertrophic　cardiomyopathies．

　　Using　a　rotating　dua1－gamma　camera　system

（TOSHIBA　GCA－70・A－S），　SPECT　was　performed

in　23　HCM　and　8　normal　cases，　including　12　and

2cases　with　ECG－gated　acquisition，　respectively．

After　i．v．　injection　of　3．O　mCi　of　T1－201，non－gated

SPECT　data　were　collected　for　6　minutes，　and

thereafter　gated　SPECT　data　were　collected　for

total　sampling　time　of　45　to　60　minutes　by　MUGA

method　fbr　6－10　frames／cardiac　cycle．

　　Transaxial　tomographic　image　was　reconstructed

and　the　oblique　angle　tomographic　imaging　along

the　LV　long　axis　was　also　done　according　to　Bor－

rello’s　method．

　Location　and　extent　oflocalized　LV　wall　thicken－

ing　were　clearly　visible，　especially　by　gated　SPECT．

LV　cavity　form　in　gated　SPECT　image　was　highly

coincident　with　that　of　LVG．　LV　wall　thickness

measured　by　oblique　angle　tomographic　image

of　gated　SPECT　was　well　correlated　with　that

by　UCG．（r＝0．812，　p〈0．001）

　　In　summary，　despite　rather　long　acquisition　time

（45to　60　minutes），　our　gated　SPECT　method　was

available　fbr　clinical　use　to　diagnose　hypertrophic

cardiomyopathy．

　　Key　words：　Hypertrophic　cardiomyopathy，

ECG－gated　201Tl　myocardial　SPECT，　Oblique

angle　COrreCtiOn．
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