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《原　著》

負荷心筋スキャンにおける局所wash　out　ratioの

完全自動測定の有用性

多田　　明＊　分校　久志＊

久田　欣一＊　山田　正人＊

池田　孝之＊＊

中嶋　憲一＊　滝　　淳一＊

松下　重人＊＊　村上　哲夫＊＊

　要旨T1－201を用いた負荷心筋スキャンにおける定量的評価の有用性を検討するために，負荷直後像での

T1－201の空間的分布（E－R）と，局所のwash　out　ratio（W－R）をcircumferential　profile解析によって評価

した．局所wash　outは心筋内6°ごと60点で計算したが，負荷直後像と3時間後像との位置の対応を正確

にするために，心尖部が180°となるようにsampleさせた．正常者8人からE・R，　W－Rの診断基準を作成

し，これ以下の部分をスコアとして計算した．視覚的評価法はsensitivity（Sn）58％，　sPecificity（SP）87％

であった．定量的評価においては，E－R単独ではSn　77％，　Sp　73％，　W－R単独ではSn　81％，　SP　100％で

あり，E－R，　W－Rの組み合わせでは，　Sn　96％，　Sp　73％となった．心筋梗塞のある群では，視覚評価のSn

は85％，E－Rが100％，　W－Rが69％であった．心筋梗塞のない群では視覚評価のSnは31％，　E－Rが54％，

W－Rが，92％であった．局所wash　outの異常は心筋梗塞を伴わない虚血巣の検出に有用と思われる．

1．はじめに

　運動負荷や各種薬剤負荷を加える負荷心筋スキ

ャンは，心筋梗塞以外の虚血性心疾患の診断と，

冠動脈血流の予備能力の評価法として広く利用さ

れるようになったが1”3），従来の画像診断法では，

あくまでも正常部と病巣部のT1－201の集積の差

を主観的，定性的に評価しているにすぎなかった．

一方，心筋スキャンを定量的，客観的に評価する

方法として，circumferential　profile法がしばしば

利用されるようになったが4・5），この方法にもい

くつかの工夫が必要と考えられる．従来の負荷直

後像のcircumferential　Pt析は’d・筋内RI分布の相

対的分布を定量化するものであり，決して局所血
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流量そのものを示すわけではないために，3枝病

変などの場合false　negativeとなったり，心筋梗

塞に合併する虚血病巣の発見にも限界があった．

最近，心筋内T1－201の経時的活性の変化をwash

out　ratioや半減期として測定し，これを診断に利

用するという報告5’6）がいくつかなされているが，

われわれはwash　out　ratic〔（負荷直後count－3

時間後count）／負荷直後ccunt〕を心筋内6°ごと

60点で自動的に測定するプログラムを開発したの

で，その方法と臨床的有用性について報告する．

II．対象と方法

　対象は正常者15例（男性11例，女性4例，平均

年齢44歳），虚血性心疾患（IHD）26例（男性22例，

女性4例，平均年齢55歳）の合計41例である．正

常者15例中12例は冠動脈造影（CAG）が正常であ

り，3例は正常volunteerであった．　IHD　26例中

13例に心筋梗塞の既往歴があった．CAGは23例

に施行されており，22例に有意（75％以上）の狭

窄が認められた．1枝病変9例，2枝病変6例，
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3枝病変7例であった．

　検査実施の前処置としては，冠動脈拡張剤，β一

プロッカーなどは原則として24時間前より休薬と

した．食事については，検査開始が午前10時頃と

なるため，朝食は軽くとらせ，delayed　image撮

像までの間は絶食させた．

　運動負荷心筋スキャンは，自転車エルゴメータ

を使用し，25Wから開始し，2分ごとに25Wつ

つ増加させる多段階負荷を行った．負荷中止は，

胸痛発作，心電図上STの有意の低下，血圧の低

下，不整脈の頻発，下肢の強度の疲労をend　point

とし，正常者では，double　products　25，000を目

標にした．end　pointでTl－2012　mCiを静注し，

1分間運動を続けさせた．5分後より大視野ガン

マカメラ（シグマ410S）に高分解能コリメータを

装着し正面，LAO　30°，　LAO　60°，左側面の4方向

からpreset　timeで撮像し，同時にデータ処理装

置VIP　450に128×128　matrixでデータを記録し

た．

　Delayed　imageは静注3時間後に同様の4方向

像を直後像の撮影時と同じpreset　timeで撮像し，

データはVIP　450に記録した．

　Circumferential　profile解析とwash　out　ratio

の計算，カーブデータからの欠損スコアの測定プ

ログラムは，VIP　450　Basic　interpreterによって

独自に開発したものである．

　a）128×128　matrixの画像データを9点スムー

ジングした後に，gorisら7）のbilinear　interpolat－

ed　background　subtractionを行った．

　b）background　subtraction後のimageによっ

て心筋部のみをROIデータに変換し，これから

左心室の面積中心の座標を自動的に求めた．

　c）circumferential　pro創eの開始点にっいては，

2つのプログラムを作成し比較検討した．1つの

プログラムでは座標上の3時の位置を常に0°と

して時計回りにsamplingを行い，もう1つのプ

ログラムでは，心尖部を180°とし心基部から開

始するようにした．この場合心尖部の決定は，中

心部から6°ごとの放射線を引き，最長軸の部位

を心尖部として自動的に設定するようにした．画

像と重ねて観察して誤差がある場合は，手動で入

力できるようにした．

　d）samplingが確実に心筋内で行われるように

するために，左心室に対して内接円と外接円を設

定し，この間をサーチさせた．

　e）circumferential　Profileは心尖部を180°と

するように心基部から6°つつ60回samplingし，

内接円，外接円の間での最高countを選択するよ

うにし，同時にsample　pointを画像上に表示さ

せた．

　f）負荷直後像と3時間後像の対応する各60点

で，それぞれwash　out　ratioを計算し，　circum一
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Fig．1Diagrammatic　representation　of　method　for　sampling　of　circumferential　profiles

　　　of　the　myocardium．　A）automated　selection　of　the　center，　and　manual　setting　of

　　　circumscribed　circle　and　inscribed　circle　of　the　left　ventricle．　B）apex　alignment

　　　to　the　180°for　partial　correction　for　variation　in　heart　position．　C）radial　search

　　　for　maximum　value　at　6°intervals　between　inscribed　and　circumscribed　circle

　　　throughout　360°．
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ferential　profileカーブとして表示させた．

　　　　　　CP（θ，　S）－CP（θ，　t）
　WP（θ，　t）＝　　　　　　　　　　　　　　　　×100……（1）
　　　　　　　　　CP（θ，　S）

　WP（θ，　t）は，心筋内segmentθの部位でのt時

間後のwash　out　ratioである．　CP（θ，　S）は負荷直

後のsegmentθのカウント数，　CP（θ，　t）とは，　t

時間後のsegmentθのカウント数である．今回の

研究ではt＝3時間とし，θは6°ごと60segment

について計算した．

　9）負荷直後像とwash　out　ratioのprofileヵ

一 ブについて，正常下限の基準カーブを作成し，

60°から300°までの範囲でこのカーブを下まわる

面積を測定し，欠損スコァとした．

　上記のc）の項目については，正常者8例にっ

いて，2つのプログラムによる処理を行い，心尖

部を180°に固定するプログラムの有用性につい

て検討した．最終的には，心尖部を180°とする
“center”プログラムを使用し，正常者8例のデー

1331

タから一定の基準となるカーブを作成し，さらに

g）に述べたように，スコァの大小による診断率の

変化をROC曲線として検討した．

　視覚的評価は，アナログimageを用い4人の観

察者で行った．内1者は，心臓核医学専従医であ

るため，ある程度臨床データが影響したことは避

けられなかったが，他の3人には，全く臨床デー

タは知らされていない状態で行った．所見は，0，

正常，1：正常らしい，2：異常らしい，3：異常，

の4段階で表現し，2以上の場合には，異常の部

位と，redistributionの有無についても判定しても

らった．

IIL結　　果

　1・心尖部を180°に固定するプログラムの有

用性

　Figure　2に示すように心尖部を固定しないプロ

グラムでは，撮影方向によってpro創eカーブの
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Fig．2　Distribution　circumferential　pro丘1es　representating　mean　and　mean・2　s．d．　from

　　　each　view，　in　a　group　of　8　normal　patients．　Comparison　with　two　differente　pro・

　　　gram　with　apex　alignment（A）and　without　that（B）．
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恥g．3　0verlap　representation　of　circumferential　profiles　mean－2　s．d．　from　each　view　in

　　　agroup　of　8　normal　patients　using　apex　alignment　program．

　　　A）　early　relative　distribution（E－R）

　　　B）regional　wash　out　ratio（W－R）

　　　C）designed　normal　limits　for　circumferential　profiles　of　E－R　and　W－R

パターンが大きく変化して，正常8例でのS．D．

も大きい傾向がある．正面像と左側面像のカーブ

は大いに異なり，心筋部分として検討すべき範囲

が正面像では0°から200°，左側面像では150°か

ら360°までである．

　一方，心尖部を180°とするプログラムでは，

撮像方向によるカーブの変化は少なく，また，S．

D．（標準偏差），C．　V．（変動係数）ともに小さくな

っており，心筋部分と弁論部による生理的欠損部

をよく分離することが可能である．C．　V．値が10

％以下の範囲が心尖部を180°としないプログラ

ムでは，150°程度でしかないのに比べ，1．5倍程

広くなっている．

　2．基準カーブの作成とスコアによるROC解

析について

　Figure　3に示すごとく，心尖部を180°と固定

したプログラムで処理した正常8例の平均一2，S．

D．のカーブは，撮影方向によらず，非常によく

似たパターンと値を示している．われわれはこの

ことを利用し，4方向，どの方向からの像であっ

Presented by Medical*Online



負荷心筋スキャンにおける局所wash　out　ratioの完全自動測定の有用性 1333

A 門白TVMeTO

　　　　　　　　　‘

　（NORPtALI2ED）　（閥禽SH－OUT　RAT10）

享萢，
　プ　　　　　　　　　　ジ
　　　　ら　ロ　　
誉　．w三　　。
　。ジ～「’へ畿遁三’

乙 　　　㌧古“．、　♪
　　　　　　　　　　　　　’㌣・～ζ

　B
　　　LAO　60i
．

1㌔
　雰s

↑
．
ぶ
已

MA了VMOTO
　　　翼禽SH　OUT　CURUE

　　　　識Rε：gge

　　　　6器　：1…：

詫，E酬．2、．，
’ 　∵　・

〔紅
1・」

ERRLY　CURVε

　　　　　漂RE：；84
∨＼’㌔しRC貞　　5
　　　　　〕＃D　　　　179

　　　　．　MEAN　3　72．6

、ふL’e　　．F1、　ORI　1 UL；120

Fig．4　Result　of　computerprooessed　early　and　delayed　images　and　distribution　circum・

　　　ferential　profiles　for　the　early，　delayed　and　calculated　wash　out　ratio（A）．

　　　Result　of　score　program，　comparison　with　normal　limits　and　calculated　the　area

　　　of　distribution　profile　falls　below　lower　limits　of　normal（B）．

ても対応できる1つの基準カーブを作成し（Fig・

3），コンピューターにこのカーブを記憶させた．

実際の症例で基準カーブとの比較を行い，基準カ

ー ブを下回る部分の面積を欠損スコアとして計算

させた（Fig．4）．

　負荷直後像のprofileカーブをE・R，　wash　out

ratioのprofileヵ一ブをW－Rとした．　E－Rでは，

スコア0でtrue　positive（TP）100％，　false　positive

（FP）100％であった．以下スコァ25では，　TP＝92

％，FP＝53％，スコア50では，　TP・＝77％，　FP＝

27％，スコア75では，TP＝73％，　FP＝26％，スコ

ア100では，TP＝69％，　FP＝13％，であった．　W－

Rの方は，スコア0でTP・＝100％，　FP＝73％，ス

コァ25では，TP＝88％，　FP＝33％，スコア50では，

TP＝81％，　FP＝0％，スコア75では，　TP＝65％，

FP＝0％であった．　ROC曲線上，　W－RがE・R

より左上に位置した．

　視覚的評価におけるROC曲線は，4人の観察

者のスコアを合計して作成した．スコア1．0以上

を異常とするゆるい診断基準ではTP　67％，　FP　18

％，スコア2．0以上を異常とする診断基準ではTP

60％，FP＝12％，スコア3．0以上を異常とするき

びしい診断基準ではTP　44％，　FP　O％となり，

50％

込
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Fig．5

膓㌢

W・R

　E・R　　　，／
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　　　　　　　　　50％

　　　　　　　False　positive

ROC　curves　of　visual　assessment　and　quantita－

tive　estimation　of　early　distribution（E・R）and

regional　wash　out　ratio（W・R）for　the　detec・

tion　of　ischemic　heart　disease．

ROC曲線はどのレベルでも，　E－R，　W－Rの定量

的評価法より下位に位置した（Fig．5）．

　3．虚血性心疾患での検出率の比較

　E－R，W－Rともにスコァ50以上を異常として，

それぞれの検出率を視覚的評価と比較した．視覚
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Fig．6　Comparative　sensitivity　of　visual　and　quantitative　analytic　techniques　for　the

　　　detection　of　ischemic　heart　disease　with　OMI　and　without　OMI．

評価では4人のうち3人以上が，grade　2以上と

判定した場合を陽性とした．視覚評価の検出率は，

IHD全体で15／26＝58％，心筋梗塞のあるOMI

群は11／13　・　85％，心筋梗塞のないAP群は4／13

＝31％であった．E－Rでは全体で20／26－77％，

OMI群は13／13＝100％，　AP群7／13＝54％であ

った．W－RではIHD全体で，21／26＝81％，　OMI

群は9／13＝69％，AP群iは12／13＝92％であった

E－R，W－Rともに正常であったのは，　AP群の1

例のみであった．（sensitivity　96％）

　IHD群26例を負荷量でRPPが175×102以上
と以下に分けて検討すると，E－Rは負荷量が多い

群で陽性率が高く，W－Rは逆に負荷量の少い群

で陽性率が高かったが，いずれも有意な差でなか

った．心電図上のST低下の有無との相関は認め

られなかった．

　4．罹患冠動脈数との関係

　IHD群のうちCAGが施行されたのはOMI群
10例とAP群13例の合計23例であり，　OMI群の

1例では有意狭窄が認められなかったために，残

る22例についてE－RとW－Rの検出率を比較した．

1枝病変はOMI群3例，　AP群6例であったが，

E－Rの検出率は5／956％と低く，false　negative

4例は全てAP群であった．　W－Rでは7／978％

の検出率であった．2枝病変はOMI群2例，　AP

群4例であった．E－Rの検出率は5／683％，　W－R

の検出率6／6100％であった．3枝病変はOMI

群4例，AP群i　3例であった．　E－Rの検出率は

6／786％でfalse　negative　1例はAP群であった．

W－Rの検出率は5／771％であったが，falsc　neg－

ative　2例はいずれもOMI群であった．　E－R，　W－

Rとも罹患冠動脈数による検出率の有意差は認め

なかった．E－R，　W－Rともにnegativeであったの

は，LAD　7番に75％狭窄のあるAP群の1例の

みであった．

IV．考　　案

　T1－201心筋スキャンの定量的評価法としてcir－

cumferential　profile解析がもてはやされているが，

その処理の方法にはいろいろ工夫すべき点がある

と考えられる．まず画像のmatrix　sizeについて

であるが，従来の64×64　matrixではsample間

隔を細かくできず，デジタル画像として観察する

場合も考え合わせると，2倍拡大した上に128×

128matrixで収集するのが適切と考えられる．

background　subtractionはGorisら7）やWatson
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Fig．7　Comparative　sensitivity　of　quantitative　analytic　techniques　E－R　a　id　W－R　for　the

　　　detection　of　ischemic　heart　disease．

ら6）の報告があるが，どちらの方法でも大きな差

はないようである．われわれは，心筋シュミレー

ションと契状のbackgroundについて検討したが，

処理範囲内に異常に高いactivityが入り込まない

限り良好な結果が得られた．実際には，肝や腎の

activityを極力避けるようにし，鉛板でのmasking

の利用も有用であろう．sampleデータをどのよ

うにして得るかについての議論にはほぼ結論が得

られており，放射線上の平均値を用いる方法は視

覚的評価に劣ると言われている4）．各放射線上の

最高カウントをデータとして利用する方法が有用

であるが，1画素あたりのカウント数が少ない場

合には統計変動が大きくなるために，最高値を示

す画素とその前後のカウントを加えてデータとす

るような工夫も必要と考えられる．

　放射線上の最高カウントを示す画素は心筋上に

ある場合がほとんどであるが，心筋梗塞例や，心

筋の肥厚が一部にある例では，最高カウントが心

内腔部分にくることがある．接線方向で観察する

心筋部分で確実にsamplingさせるためには，内，

外接円を設定し，その範囲内での最高カウントを

データとする方法を用いるべきであろう．これは，

特にearly像とdelayed像でwash　out　ratioを測

定する場合に，各sample位置の対応を正確にす

るためにも必要である．

　Circumferential　profile解析の内で心尖部を選択

し，一定の角度となるようにデータを収集する方

法はBurowら4）によって提唱されたが，われわ

れの2っのプログラムの比較において以下のよう

な効果が認められた．

　1）　患者によって心臓の傾きと回転に個人差が

あるが，心尖部を180°と一定にすることによっ

てcircumferential　profileの角度と心筋局所の対

応がより正確になる．

　2）心尖部をそろえることによって，負荷直後

像と3時間後像とのわずかな位置のずれを補正す

ることができ，計算されるwash　out　ratioの信頼

性を高めることができる．

　3）　撮影方向ごとのprofileカーブに変化が少

なく，統一の基準カーブを作成できる可能性があ

る．

　診断用の基準カーブは，最低点をthresholdレ

ベルとする方法と，角度ごとの平均一2S．　D．の

値を利用する方法とがあるが，心尖部を180°に

ととのえることによって各方向の平均一2S．D．

のヵ一ブは，E－R，　W－Rとも非常に似たパターン
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となった．1つのプログラムに収納できるカーブ

データが6っまでという制限があったこともあり，

われわれは4方向で共通の基準カーブを作成した．

このカーブは，各方向での角度ごとの平均一一2　S．

D．の値をさらに平均化したものであるが，E－R

では360°の心基部で50％と最低を示し，138°の

ところで81％の最高値を示した．180°の心尖部

は62％で，その両側からは谷間のようになってい

た．一方W－Rのカーブは，全周でほぼ一定の値

を示しており，最低27％，最高35％であった．ま

た，正常8例での局所wash　out　ratioの総平均は

52％であり，半減期はTl－201の物理的減衰を補

正しなくて，3．2時間となった．

　41例の臨床検討では，視覚評価において全く臨

床情報を知らせない状態で，4人中3人以上が異

常としたものだけを陽性としたためもあって53°／．

とかなり低い検出率となった．E－RとW－Rの検

出率はそれぞれ77％，81％で有意差は認めなかっ

た．IHD群を心筋梗塞のあるOMI群と心筋梗塞

のないAP群に分類してそれぞれの検出率を比較

すると，OMI群ではE－Rが100％，視覚評価が

85％と高く，W－Rは69％であった．一方AP群

ではW－Rの検出率が92％と最も高く，E－R54％，

視覚評価は31％でしかなかった．26例のIHDの

結果は16例62％でE－R，W－Rの両者が異常であり，

5例19％ではW－Rのみ異常（5例全例がAP群），

4例15％はE－Rのみ異常（4例全例がOMI群），

1例（AP群）4％が両者とも正常であった．この

結果から有意差はないものの，wash　out　ratioの

異常が心筋梗塞のない虚血性心疾患の検出に有用

であることが言える．また，心筋梗塞部分のwash

outは正常であり，　wash　outの異常を伴う場合は，

虚血巣の合併を予想することができるのではない

だろうか．

　罹患冠動脈数と検出率との関係においては，障

害冠動脈の部位と数を正確に検出することを目標

にしたのではなく，今回は，異常の有無のみを検

討した．E－R，W－Rともに罹患冠動脈数と検出率

との間に有意差は認めなかった．全体の血流が低

下し従来の相対的なRI分布を評価する方法の最

大の弱点とされていた3枝病変について検討する

と，E－Rでは6／786％で異常，　W－Rでは5／771

％で異常が検出された．心筋梗塞合併のないAP

群のみについてみると，E－Rでは2／367％，　W－R

では3／3100％が検出され，視覚評価では1／333

％しか検出できなかった．

　局所wash　outはOkadaら8）の動物実験の結果

からは，局所冠動脈血流が低下するにしたがって

遅くなることが知られているが，冠動脈血流以外

にもwash　outを変化させる重要な要素として運

動負荷量がある．Massieら9）は同一の患者にお

いて，異なる負荷量を加えてwash　out　ratioを測

定し，軽度の負荷量ではwash　outが低く計算さ

れ，false　positiveの原因になることを報告してい

る．われわれの検討では，負荷量が少ない群にお

いて，W－Rの陽性率が高くなっていたが，有意

差はなかった．OMI群とAP群では負荷量がほ

ぼ等しかったため，W－Rの異常がAP群で高い

という結果は負荷量の影響を受けていないと考え

られる．

V．結　　論

　Circumferential　profile法を利用した完全自動診

断プログラムを開発し，局所wash　out　ratio測定

の有用性を検討して以下の結論を得た．

　1）心尖部を180°と一定にするプログラムは

撮影方向ごとのpro刷eカーブを統一し，患者間，

2回撮影間の位置と回転のずれを補正するすぐれ

た方法である．

　2）　視覚的評価法の検出率58％に比べ，定量的

評価法であるE－R，W－Rの検出率はそれぞれ，77

％，81％と有意にすぐれていた．E－RとW－Rの

いずれかが異常のものは96％であった．

　3）　視覚評価とE－Rは，OMI群での検出率に

すぐれ，W－RはAP群の検出率がすぐれていた．

　4）　心筋梗塞を伴わない3枝病変の異常検出率

は，視覚評価33％，E－R　67％，　W－R　100％であっ

た．
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Summary

Automated　Measurement　of　Spatial　Distribution　and　Regiona1　Wash　Out　Ratio

　　　　　　　　　　　　　　in　Stress　Thallium－201　Myocardial　Scintigraphy

Akira　TADA，　Hisashi　BuNKo，　Kenichi　NAKAJIMA，　Junichi　TAKI，　Kinichi　HlsADA，

Masato　YAMADA，　Shigeto　MATsusHITA，　Tetsuo　MuRAKAMI，　and　Takayuki　IKEDA

Z）eりartment　ofハluclear　Medicine　a〃d　Internal　Medicine，　School〈ゾルfedicine，

　　　　　　　　　　　　　Ka／lazawa　Uniソersitγ，　Kanazawa，　Japan

　　To　investigate　the　clinical　usefullness　of　quan－

titative　evaluation　of　circumferential　pro創es　of

thallium－201　myocardial　early　distribution（E－R）

and　wash　out　ratio（W－R），　original　computer

program　was　developed．

　　The　method，　applied　here，　uses　bilinear　inter－

polative　back　ground　subtraction　and　circum－

ferential　profiles　with　automated　selection　of　Ieft

ventriclar　center　and　apex　point　to　quantitate　the

relative　activity　in　the　myocardium，　In　addition，

circumferential　profiles　of　wash　out　ratio　are

calculated　as　percent　wash　out　from　the　early

and　delayed（3　hours）circumferential　profiles．

　　Normal　limites　of　E－R　and　W－R　were　obtained

from　8　normal　patients．　Defect　score　and　abnormal

region　corresponding　with　coronary　arteries　were

evaluated　by　comparing　with　this　normal　limits．

Three　groups　of　patients　were　studied：15　normal

patients，13　1HD　with　myocardial　infarction

（OMI），131HD　without　OMI（AP）．

　　In　the　visual　assessment，　sensitivity（Sn）was

58％，specificity（Sp）was　87％．　In　the　quantitative

interpretation　with　BR　alone，　Sn　was　77％，　Sp

was　73％，　with　W－R　alone　Sn　was　81％，　Sp　was

IOO％．　In　the　comparison　of　sensitivity　between

OMI　and　AP，　visual　and　E－R　showed　high　sensi－

tivity　for　the　detection　of　OMI，　on　the　other

hand　W－R　was　most　sensitive　for　the　detection

of　IHD　without　OMI．

　　Key　words：　stress　thallium－201　myocardial

scintigraphy，　circumferential　profile　analysis，

regional　wash－out　ratio．

Presented by Medical*Online


	1329
	1330
	1331
	1332
	1333
	1334
	1335
	1336
	1337



