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《原著》

Phase　imageによる左室壁局所運動異常の定量的検討

一
超音波心臓断層法との対比一

澤村　松彦＊　真城　　巌＊

尾藤　慶三＊　河北　成一＊

木之下正彦＊　　本村　正一＊

鈴木　輝康＊＊　藪本　栄三＊＊

　要旨　フーリエ解析は左室壁局所運動異常（WMA）を検出する有用な方法である．　WMAは選択的左室

造影により評価されたakinesisまたはdyskinesis群（Group　I），局所的hypokinesis群（Group　II），　WMA

を有しない群（Group　III）に分類した．　Phase　imageと超音波心臓断層法（UCT）が45例に施行され，

Group　I，　II，　IIIはおのおの21人，10人，14人であった．　RAO　phase　imageはapical，　anterolateral，　inferior

のpixelの位相平均の差が15度以上の時，　WMAを有すると評価した．正診率はGroup　I，　IIでそれぞれ

76％，20％でGrouP　IIIは79％であった．　LAO　phase　imageは左室内pixelの位相の標準偏差が10度以上

の時，WMAを有すると評価した．正診率はGroup　1，　IIでそれぞれ90％，80％でGroup　IIIは93％であ

った．UCTの正診率はGroup　I，　IIでそれぞれ62％，20％でGroup　IIIは79％であった．以上より，

UCTに比してRAO　phase　imageはWMAの部位診断にやや優れ，　LAO　phase　imageはWMAの存在の

有無の診断に優れていると考えられた．

Lはじめに
　First　pass法やgated　blood　pool法による心臓

の左室機能および壁運動異常（WMA）を検出する

試みは，虚血性心疾患の診断などに用いられるタ

リウム心筋シンチグラフィーとともに臨床上有用

な検査法として確立されてきている1～5）．

　一方，非侵襲的検査法の一つである超音波心臓

断層法（UCT）は画像診断法として，また心機能

検査法としても臨床上非常に有用とされ種々の報

告がなされている6～9）．

　さらに最近，位相解析による心臓のWMAお

よび伝導異常についての検討が盛んに行われてき

ている10－一　18）．しかし，phase　imageとUCTとの

対比の報告はない．今回，われわれは右前斜位
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（RAO）よりのfirst　pass法と左前斜位（LAO）よ

りのgated　blood　poo1法の2方向より得られた

phase　imageにより左心室のWMAの検出を試み，

UCTによる正診率と比較することによりphase

imageの臨床的有用性について検討した．なお全

症例に造影剤による選択的左室造影（LVG）を施

行している．

　またRAO　first　pass法のphase　imageによる検

討は少なく，RAO，　LAO　phase　imageを定量的に

検討することにより客観的な，また詳細な情報が

得られると期待される．

II．対象と方法

　対象は心筋梗塞，冠状動脈に75％以上の有意な

狭窄を有する狭心症，さらに虚血性心疾患を疑っ

たが正常冠状動脈であった症例でRAO，　LAO

phase　imageとUCT検査を施行した計45例であ

る．なお両検査間隔は1か月以内である．また全

症例に対してRAO　30°よりのLVGおよび冠状

動脈造影を施行しWMAの部位および程度をPu－

jadasらの方法19）を参考にして，　akinesisまたは
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dyskinesis群（Group　I），　localizedのhypokinesis

群（Group　II），そしてWMAを認めない群（Group

III）に分類した（Table　1）．各群の症例数はGroup

Iの21例，Group　IIの10例，そしてGroup　IIIの

14例であった．左室部位をanterolatera1，　apica1，

inferiorの3部位に分割して評価した．すなわち

Pujadasらによる部位のanterobasalとanterola－

teral部をanterolatera1，　posterobasalとdiaphrag－

matic部をinferior，　apical部をapicalとして扱

った．

　次に核医学的検査に用いるシンチカメラは

Ohio－nuclearのSigma　410sを使用し，データ処

理はInformatec　Simis　3にて行った．まずピロリ

ン酸20mgを静注し，その約15分後のfirst　pass

法の撮影には20mCiの99mTcを肘静脈または外

頸静脈よりbolusに静注，直後10m1の生理食塩

水にてflushした．　RAO　30°より撮影を行い左室

通過時の数心拍をとり出し，各心拍のR－R間隔

を16等分しておのおの加算し16イメージを作成し

た．次にgated　blood　pool法の撮影には約15分後

の平衡状態の左室と右室の分離が最もよくできる

LAOの角度より行い，約300心拍を加算し16イ

メー一ジを作成した．これらのRAO　first　pass法お

よびLAO　gated　blood　pool法より得られた16イメ

ー ジから作成された心容量曲線をフーリエ解析し，

その一次高調波成分より得られたphase　imageを

検討した．Figures　1，2ではphase　imageを色別

にて示している．青，緑，黄さらに赤色となるに

従いphase　delayが大きくなる．われわれはさら

に各Pixel　Phase　valueを数値で示し定量的に検討

した．まずRAO　phase　imageをanterolateral，

aPical，　inferiorさらにbasalの4部位に分割した．

分割法は以下のとおりである．左室の面積がほぼ

2等分されるように心尖部と適当な大動脈弁部を

結びその中点を左室の中心とした．次にantero－

latera1部の左端（第1点）つまり大動脈弁部上端

と心尖部間の左室辺縁を3等分し，またinferior

部の左端（第2点）つまり僧帽弁部下端と心尖部

間の左室辺縁を3等分しおのおのの等分点の心尖

部寄りの点を第3，4点とした．最後に左室中心と

第1，2，3，4点とを結び4部位に分割した．これ

ら各部位のpixel　phase　valueの平均値（PM）を算

出し，部位間でのphase　delayを比較しWMAの

部位診断の検討を行った．Figure　1はRAO　phase

imageの1例としての下壁心筋梗塞例であり，各

部位のPMを示した．なおわれわれはbasa1に関

して，壁運動の評価がRAO　30°のLVGでは難

しく以後の検討から除外し，残るanterolateral，

apical，　inferiorの3部位について検討を行った．

　次にLAO　phase　imageの定量化として左室部

位の各pixcl　phase　valueの標準偏差を算出した．

Figure　1はLAO　phase　imageの下壁梗塞の1例

で，標準偏差（PSD）を示した．　PSDの大小によ

りWMAの有無を検討した．

Tab！e　l　Classification　of　cases　by　left　ventricular　contrast　angiography

　　　location

Case

apical anterOlateral inferior total

GrOUP　I 14 1 6 21

．GrOUP　H 6 4 10

Group皿 14

Group　I：akinesis　or　dyskinesis

Group　II：localized　hypokinesis

Group　III：wall　motion　abnormality（WMA）（一）
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Fig，1　RAO　phase　image
　　　　Acase　with　inferior　myocardial　in　fa　rction．

　　　　The　numbers　indicate　the　means　of　pixel　phase　values　within　each　segment．
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Fig．2　LAO　　phase　image

　　　　Acase　with　inferior　rnyocardial　infarction．

　　　　PSD　indicates　the　standard　deviation　of　pixet　phase　vaiues　in　left　ventricle．

Presented by Medical*Online



1292 核医学　20巻9号（1983）

｝
爲

｛

　　卓
i＾

、　＼．ゴ

　L　　ら’　　　　

　　金　一一・－N

　　’兜、

幸゜
∨

ED ES

一
｝ED

…・ i［S

Fig．3　Ultrasonic　cardiotomogram（short－axis　view）

　　　Acase　with　inferior　myocardial　infarction．　The　arrows　indicate　the　area　of

　　　dyskinesis．

　　　ED：end－diastolic　image，　ES：end－systolic　image．

　さらにUCTは東芝製セクタ式電子走査超音波

診断装ne．　SSH－11　Aにて撮影し，著者の1人（L

M．）がビデオテープの左室短軸，長軸，RAO　eq－

uivalent　viewの再生像の反復観察を行いWMA

の部位と程度をanterolateral，　apical，　inferior部に

分けて検討した．Figure　3は下壁梗塞例で左室短

軸像の拡張および収縮終期像である．

　われわれの施設でのLVGとRAO　first　pass法

との左室駆出率の相関はy－0．908x＋0．024（r－

0．81，P＜0．001）であった．　またLVGとLAO

gated　blood　poo1法との左室駆出率の相関はy－

0．843・x－O・024（r－O．91，P＜0．001）であった．両

法ともにかなり良好な相関を認めた．

III．結　　果

　1．RAO　Phase　imageの各部位のpixel　phase

valueの平均値（PM）の差（Fig．4）

　Group　l，　IIにおけるLVGよりの評価で得た

WMAの存在部位と残る2部位とのPMの差の
大きい方の度数を示した．またGroup川では3

部位間でのPMの差が一番大きい度数を示した・

各GroupのPMの差の平均値および標準偏差を

もとにしてわれわれはPMの差が15度以上の時

WMAがあると診断した．
　2．LAO　phase　imageの標準偏差（PSD）（Fi9・5）

　GrouP　I，　II，　IllのPSDをおのおの示した．各

GroupのPSDの平均値および標準偏差をもとに
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して，われわれはPSDが10度以上の時WMAを

認めると診断した．
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　3・RAO　phase　imageによるWMAの検出
（Table　2）

　　1の設定基準に基づいて診断すると，Group　1

に関してはinferiorはすべて検出できたが，　apica1

のWMAを検出できたのは9例であり，3例は

WMAの部位同定を誤認し，残る2例では検出で

きなかった．anterolateralの1例は検出できた．

Group　IIではapica1の2例のみ，　Group　IIIで
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　　　　　Group　I　　　Group　II　　　Group　III

The　difference　of　mean　value　within　each　seg－

ment　in　RAO　phase　image．

The　bars　indicate　the　mean　and　standard　devia－

tion　of　the　difference．　The　dotted　line　indicates

15　degrees　above　which　WMA　is　diagnosed　as

present．

o
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Fig．4

　　　　　　O
　　　　　　　　　　　Group　I　Group　II　Group皿t

Fig．5　The　standard　deviation　of　pixel　phase　values

　　　　　（PSD）in　LAO　phase　image．

　　　　　The　bars　indicate　the　mean　and　standard　devia・

　　　　　tion　of　PSD．　The　dotted　line　indicates　10

　　　　　degrees　above　which　WMA　is　diagnosed　as

　　　　　present．

Table　2　Detection　of　WMA　by　RAO　phase　image

　　phase　image
LVG

apical anterolateral inferior WMA（一）

apical

〉
2 1 2

Grbup　I anterolateral

〉inferior

〉apica1 、修 1 3
Group　II

inferior 4

Gr。up　lll 3 獺修

Group　I：16／21（76％），

　　　　　　Cases　in　which　the　diagnosis　of

　　　　　　WMA　corresponded　each　other

Group　II：2／10（20％），　Group　III：11／14（79％）．
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Table　3　Detection　of　WMA　by　LAO　phase　image

　　　WW’Casθs－h・h・di・g…i・・f

　　　　　　　　　WMA　correspondθd　gach　othθr

Group　I：19／21（90％），　Group　II：8110（80％），　Gr皿p　III：13／14（93％）

TabEe　4　Detection　of　WMA　by　ultrasonic　cardiotomography

　　UCTLVG
apical anterolateral inferior WMA（一）

apical ％拗 5 1 1

Group　I anterolateral ご〉
inferiq 1 修〉
apical 修＼ 1 4

Group　II
inferior 1 修〉 2

Group　llI 3 ％〉
WW　Cases　i・whi・h・h・di・g…i・・f

　　　　　WMA　correspondedθach　other

Group　1：13121（62％），　Group　II：2110（20％），　Group　lll：11114（79％）

は11例検出できた．すなわちGroup　I，　IIIの正診

率はおのおの76％，79％とかなりよく，Group　II

では低値を示した．臨床的には程度の強いWMA

の部位同定に有用と考えられた．

　4．LAO　phase　imageによるWMAの検出
（Table　3）

　2の設定基準に基づいて診断するとGroup　I，　II

ではapica1の検出がおのおの2例できなかった

のみでGroup　I，　II，　IIIともに正診率はおのおの

90％，80％，93％と高かった．したがってWMA

の存在の有無をLAO　phase　imageは適確に診断

できると考えられた．

　5．UCTによるWMAの検出（Table　4）

　Group　Iのapicalの症例では7例が検出でき7

例ができなかった．Inferiorの症例は5例に検出

でき，anterolateralの1例も同定できた．　UCT

ではRAO　phase　imageの正診率と比較すると

apica1の症例の有病正診率がやや低いが，　Group

II，　IIIに関しては同値であった．
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IV．考　　案

　心臓核医学の分野でWMAの検出や左心機能

検査にfirst　pass法およびgated　blood　pool法が

用いられる1’5）．虚血性心疾患のWMAの検出に

は安静時のみならず運動負荷を加えることにより

心電図よりも高い正診率を得ている報告もある3）．

一方，UCTによるWMAの検出や心機能検査が

安静時，運動負荷にて施行され臨床的有用性が認

められている6”9）．

　位相解析により得られるphase　imageは心筋梗

塞などのWMAの検出やWPW，脚ブロック，ペ

ー スメーカー症例などの刺激伝導異常の検討に有

用と考えられ報告されている1°一’　18）．われわれは虚

血性心疾患などの症例のWMAに関してphase

imageによる検討を定量的に試み，臨床的有用性

に関してUCTと比較した．　Figures　1，2のよう

にPhase　imageはおのおのpixel　phase　valueの差

異を色別にて示すことが可能であり，そのphase

delayが大きいほど色の差も明白となり画像診断

としても有用な方法と考える．しかし色別のみで

は客観性に乏しいため，われわれは数値すなわち

pixel　Phase　valueそのものを扱うことにより定量

化し，WMAの診断基準をまず設定し検討してい

った．はじめにLAO　phase　imageに関しては

Figure　5のように左室の標準偏差をGroup別に図

示し10度以上の時，WMAを有すると設定すると

各Groupの有病正診率，無病正診率が高い結果

を得た．LAO　phase　imageはカウント数が高く得

られ信頼性も高く，WMAの存在の有無に関して

は有効であるが，WMAの部位診断には難しい撮

影角度である．ゆえにわれわれはRAO　imageは

カウント数が少ないが部位診断に有用と考えた．

RAO　phase　imageをLVGでの各部位にほぼ相当

するように分割して，各部位でのpixel　phase　val－

ueの平均値（PM）を算出しWMAの部位診断を

行いUCTと比較検討した．　Figure　4のごとく部

位のPMの差をGroup　I，　II，　IIIについて検討し，

その差が15度以上のphase　delayの時，当部位に

WMAがあると設定したが，　Group　I，　IIIではか

1295

なり良い正診率を認めた．Group　II，　IllではUCT

の正診率と同値であった．Group　I，　IIではUCT

よりもapexの有病正診率は高かった．なおUCT

は心室中隔および後側壁に関しても診断能は高い

と考えるが，当院ではRAO　30°LVGの一方向に

よりWMAの部位診断を施行しているため上述

部位の診断は難しいと思われる．しかしCohnら

の報告20）によればWMAについてbiplaneとsin－

gle　plane　LVGの比較では，　LAOよりのLVGに

て心室中隔および後側壁のWMAを有すると診

断した症例は，RAO　30°LVGにてもWMAの
例と診断できたとしている．われわれは心筋梗塞

の例に限れば冠状動脈造影所見に一致した部位に

RAO　30°LVGにてWMAを認めた．さらにわ

れわれはUCTの診断にてWMAが心室中隔のみ

に限局している症例は認めず，前壁などにも

WMAが及んでいた．これらより仮にbiplane

LVGを施行した場合でも今回報告した正診率と

ほとんど違わない成績であったのではないかと考

えられる．しかし，心室中隔や後側壁に関しての

詳細な情報はLAO　LVGにより得られることは

確かであろう．

　以上よりRAO　phase　imageのWMAの部位診

断およびLAO　phase　imageのWMAの存在の有

無診断はUCTの有用性に劣らないものと考えら

れた．なお，われわれの設定したRAO，　LAO

phase　imageのWMAの存在および部位診断基準

の再考も今後必要かもしれない．

　RAO　phase　imageを分割した部位は各冠状動

脈の支配領域に対応しており，労作性狭心症例の

冠状動脈狭窄部位に一致して，運動負荷により

phase　delayの出現することをわれわれは確認し

ている．すでに運動負荷時の虚血の検出をLAO

gated　blood　poo1法を用いて検討されてきている

が21・22），今後，われわれは運動負荷のRAO　first

pass法によるphase　imageの臨床的有用性を検討

していく予定である．ただし，安静時と運動負荷

時ではR－R間隔が変化し，心容量曲線も異なっ

てくるためpixel　phase　valueも異なってくると考

えられ，phase　delayの出現の診断にも慎重でな
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ければならない．さらにphase　imageだけでなく

amplitude　imageも参考にしていくことは有病正

診率，無病正診率の向上につながると考える．

V．結 語

　1）RAO　phase　imageを4部位に分割しante－

rolatera1，　aPical，　inferiorの各部位の平均値の差が

15度以上の時，WMAを有すると設定した．

　2）LAO　phase　imageでは左室の標準偏差が10

度以上の時，WMAを有すると設定した．

　3）RAO　phase　imageはUCTに比してGroup

I，IIのapexの検出に優れた結果を得た．

　4）　LAO　phase　imageはGroup　I，　II，111とも

に高い正診率を示した．

　5）RAO　phase　imageはWMAの部位診断に，

LAO　phase　imageはWMAの存在の有無診断に

優れておりucrの有用性に劣らないと考えられ
た．

　本論文の要旨は，第22回日本核医学会総会（昭和57年

11月，東京）において報告した．

　稿を終えるにあたり，中央放射線部増田一孝技師，池

本嘉範技師，本多達哉技師の協力に深謝致します．
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Summary

Quantitative　Analysis　of　Regional　Left　Ventricular　VVall　Motion　Abnormality

　　　　　by　Phase　Image：Comparison　with　Ultrasonic　Cardiotomography

Matsuhiko　SAwAMuRA＊，　Iwao　MAsHIRo＊，　Masahiko　KINosHITA＊，

　　　Masakazu　MoToMuRA＊，　Keizo　BITo＊，　Seiichi　KAwAKITA＊，

　　　　　　　　　　Teruyasu　SuzuKI＊＊and　Eizo　YABuMoTo＊＊

＊First　l）epartment　Of　lnternalルfedicine，＊＊」Department　of　RadiolO8γ，

　　　　　　　　　　　Sh’8αu〃ivers〃yげハ4edical　Scie〃ce

　　Fourier　analysi⑨is　a　useful　method　to　detect

regional　left　ventricular（LV）wall　motion　ab－

normality（WMA）．　WMA　was　evaluated　by　LV

contrast　angiography　and　defined　as　follows；

akinesis　or　dyskinesis（Group　I），　localized　hy－

pokinesis（Group　II），　and　no　WMA（Group　III）．

Phase　image　and　ultrasonic　cardiotomography

（UCT）were　performed　in　45　patients　comprised

of　21　in　Group　I，10　in　Group　II，　and　14　in　Group

IH．　We　evaluated　WMA　as　being　present　when

there　was　a　difference　of　more　than　15　degrees　in

the　mean　of　pixel　phase　values　of　each　apical，

anterolateral　and　inferior　segments　in　RAO

phase　image．　The　sensitivity　was　76％and　20％

in　Group　I　and　II，　respectively，　and　the　specificity

was　79％in　Group　III．　In　LAO　phase　image，

when　the　standard　deviation　of　pixel　phase

values　within　LV　was　more　than　10　degrees，　its

image　was　evaluated　as　WMA．　The　sensitivity

was　90％and　80％in　Group　I　and　II，　respectively，

and　the　specificity　was　93％in　Group　III．　In　UCT

the　sensitivity　was　62％and　20％in　Group　I

and　II，　respectively，　and　the　specificity　was　79％

in　Group　III．　In　conclusion，　RAO　phase　image

was　found　to　be　slightly　more　useful　for　defining

the　site　of　WMA　than　UCT，　while　LAO　phase

image　proved　to　be　more　beneficial　for　detecting

the　presence　of　WMA．

　Key　words：Phase　image，　Ultrasonic　cardio－

tomography，　Wall　motion　abnormality，　First

pass　method，　Gated　blood　pool　method．
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