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タリウム心筋エミッションCTの定量評価（第2報）
　　　　　　　　　虚血病変の大きさの計測
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　要旨　運動負荷タリウムエミッションCT（ECT）を心筋梗塞の既往のない虚血性心疾患33例に施行し，

虚血病変の大きさを計測した．ECTの左室短軸の3断面および左室長軸の中央の一断面を評価の対象とし，

circumferential　profile　curveから正常下限を下まわる欠損の心筋全周に占める割合（％defect），および

profile　curve上で正常下限を下まわる面積（defect　score）を虚血病変の大きさとした．1枝病変例の％

defect（14．7±103％）およびdefect　score（98±114）は，2枝病変例【32．4±11．3％（P〈0．005），239士149

（p＜o．05）］や3枝病変例［39．7士20．2％（p〈0．005），362±254（p＜0・01）】よりも有意に小さかった．冠動脈

を8本に細分した際の冠動脈病変本数と％defectとの間にはr－0．56，　defect　scoreとの間にはr－0．46の

ll三相関がみられた．また冠動脈病変本数と狭窄の程度を加えたCAG　scoreとの間にはおのおのr－0．76，

r－0．66の強い正相関が認められた．ECTは虚血病変の大きさを容易に定量評価でき，冠動脈病変の重症

度を判定しうると考えられた．

Lはじめに
　回転型ガンマカメラを用いたタリウム心筋エミ

ッションCT（ECT）は，高い病変検出能を示し，

病変の広がりの把握に優れるため，近年本法を用

いた多くの研究がなされている1’5）．特にECTで

は多層の連続した断面が得られるため，健常心筋

や病変部の体積を計測することも可能である6”7｝．

前回著者らはECTの定量評価法を紹介し，健常

心筋の検討を行った8）．その結果に基づき，運動

負荷ECTより虚血病変の広がりを定量的に評価

し，冠動脈造影所見と対比検討したので報告する．

II．対象および方法

対象は当科にて運動負荷心筋シンチグラフィー
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を施行した例で，冠動脈造影で主冠動脈に50％

をこえる有意な狭窄があり，心筋梗塞の既往のな

い虚血性心疾患33例を選んだ．

　運動負荷は立位エルゴメータを用い，3分ごと

25wずつ漸増する多段階運動負荷とし，胸痛ま

たは心電図ST変化をめやすとし，最大負荷時に

タリウム2　mCiを静注し，さらに1分間運動を
持続した3”’5・8）．

　タリウム投与約10分後に被験者を仰臥位とし，

体軸のまわり180°（LPO～RAO位）にわたり，1

方向20～30秒で5，6°ずつガンマカメラを回転

させ，32方向よりデータ収集した．得られた投

影データを重畳積分法により12mmごとの連続

した水平断面を再構成し，さらに左室短軸断面，

長軸断面も再構成した3～5・8）．

　ECTの定量評価法は，前回報告したごとく8），

左室短軸の3断面，中央の水平断面および左室

長軸断面の1断面ずつ，合計5断面について
circumferential　profile　curveを作成，10°ごとの

最大カウントを360°にわたり算出し，その最大

値を100％として表示した．
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　虚血病変の評価には，3つの短軸断面の全周

（360度×3），および心尖部を通る左室長軸断面の

心尖部を中心とした90度の領域を選び評価の対

象とした（Fig．1）．虚血病変の大きさは，前回求

めた正常の分布より正常下限を下まわる欠損の領

域を度数で求め，左室全周（360×3＋90度）に占

める割合（％defect）で算出した．さらには評価

の対象としたprofile　curve上で正常下限を下まわ

る領域の面積を求めdefect・scoreとした．これら

2つの指標を虚血病変の大きさとして用いた．

　冠動脈造影所見は3人の医師が視覚的に判定し

た．冠動脈病変は大きく3枝に分けた他，右冠動

脈を後下行枝と房室枝の2本，左前下行枝は対角

枝2本と第1中隔枝と本幹末梢の4本，左回旋枝

は鈍縁枝と本幹末梢の2本の合計8本に細分し，

その基始部の病変より冠動脈病変本数（vesse1数）

を算出した9）．また冠動脈の狭窄の程度をTable　1

のように4段階に分類した．8本の冠動脈病変の

おのおのの狭窄の点数を合計したものをCAG

scoreとし，　ECTによる虚血病変の広がりと対比

検討した．

m．結　　果
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short　－axis

｛basal）

long－axis

　まず虚血性心疾患を主幹冠動脈病変別に1枝病

変（10例），2枝病変（12例），3枝病変（11例）の

Table　l　　Score　of　stenosis　of　coronary　arteries
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Fig．1　Schematic　presentation　of　ECT　images　and　the

　　　lower　limit　circumferential　profile　curves．　In

　　　the　long－axis　s㏄tion，　only　apical　region　was

　　　apPlied　for　quantitative　analysis．

9・　defeCt
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Fig．2　Percent　defect　and　defect　score　in　cases　with

　　　one－，　two－，　and　thr㏄一vessel　diseases．　They　are

　　　significantly　smaller　in　one－vessel　disease　than

　　　in　multivessel　disease，
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タリウム心筋エミッションのCT定量評価（第2報）虚血病変の大きさの計測

3群にわけて，ECTより求めた虚血病変の大き

さの指標と対比した（Fig．2）．％defectは1枝病

変で14．7±10．3％であり，2枝病変32．4土11．3％，

3枝病変39．7士20．2％よりも有意に小さい値を示

825

した（おのおのP＜0．005）．またdefect　scoreは1

枝病変で98土114で，2枝病変239土149（p＜0．05），

3枝病変362土254（p＜0．01）より小さい値を示し

た．すなわちECTより算出した虚血病変の大き

gto　defect
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n・33
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r・0．564
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Fig．3　Correlation　between　ECT　parameters　of　ischemic　size　and　number　of　vessels

　　　involvement（いhrough　8）．　Note　significant　correlation　between　them．

9。　defect
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Fig．4　Correlation　between　ECT　parameters　of　ischemic　size　and　CAG　score（sum　of

　　　score　of　stenosis　in　8　vessels）．　Note　highly　significant　correlation　between　them．
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さは，1枝病変と多枝病変とで有意差が認められ
た．

　次に冠動脈病変数を8本の枝に分けて求めた冠

動脈病変枝数（vessel数）と，　ECTより求めた虚

血病変の大きさとを対比した（Fig．3）．　vessel数

と％defectとの間には相関係数r－0．564（P〈

0・01），defect　scoreとの間にはr－0．459（p〈0．Ol）

のおのおの有意な正の相関があり，vessel数が多

いほど虚血病変が大きくなることが示された．た

だし同じvessel数でも狭窄の程度の軽い例は下方

に位置しており，虚血病変が相対的に小さいこと

が示された．

　Figure　4にはvesse1数および狭窄の程度を反映

したCAG　scoreと，虚血病変の大きさとの関係

を示した．CAG　scoreと゜／．　defectとの間には

r＝0・762（P〈0．01），defect　scoreとの間にはr－

0・659（p＜0．Ol）とおのおの強い正相関がみられた．

すなわち冠動脈病変の程度の重症なほど，虚血病

変も大きくなることが示唆された．

　症例1：（55歳，男性）

　冠動脈造影にて，右冠動脈起始部に90％狭窄を

もつ1枝病変例で，vesse1数は2本，　CAG　score

は8となる．Fig．5に運動負荷ECT像とその
circumferential　profile　curveを示す．　ECT像にて

下壁後壁に明瞭な欠損を認め，profile　curveでも

下壁の領域が正常下限を下まわる分布を示してい

る．定量解析で算出した゜／．　defectは19％，　defect

scoreは33であった．

　症例2：（72歳，男性）

　冠動脈造影にて右冠動脈起始部に90％，左前

下行枝起始部に99％，左回旋枝の鈍縁枝に99％

の狭窄をもつ3枝病変例で，vessel数は7本，

CAG　scoreは40となる．　Fig．6に運動負荷ECT

像と，そのcircumferential　profile　curveを示す．

前壁・中壁・下壁・心尖部にかけて広範囲の欠損

を認め，profile　curveでは特に心尖部と中隔の分

布の低下が著明である．定量解析では％defect

が58％，defect　scoreは575に及び，分布の低下

が著しいことが示された．

IV．考　　案

　タリウム心筋ECTはRIの心筋内分布を立体

的に表わすため，病変部と健常部心筋とを分離で

き，したがって病変部のコントラストが高い．ま

た連続した多層の断面が得られるため，病変部の

大きさを定量的に評価することが可能である．著

者らは以前に安静的ECTにより心筋梗塞の大き

さを計測し，血清酵素や左室駆出率，左室造影所

見と対比検討した6・10）．今回は心筋梗塞の既往の

ない虚血性心疾患例に運動負荷ECTを施行し，

一過性虚血病変の大きさの計測を試みた．

　ECTより算出した虚血病変の大きさ（％defect

およびdefect　score）は，冠動脈病変の程度とよく

相関していた．特に冠動脈病変の本数よりも，狭

窄の程度も加味したCAG　scoreと強い相関を示

した．これは狭窄の程度の軽い虚血巣は重症の病

巣に比べて欠損の程度が軽く，その領域も小さい

傾向があるためと考えられる．したがってECT

の欠損の大きさは，冠動脈病変の重症度をよく反

映しており，治療方針や予後を決定する上で重要

な指標となりうると考えられる．

　運動負荷ECTは，軽度の虚血病変の検出も可

能であり5），通常の心筋シンチグラフィーに比べ

て，特に多枝病変での虚血病変の検出に優れてい

た4）．したがって本法は虚血病変の広がりを評価

する上で，通常のシンチグラフィー以上に有用な

手段と考えられる．運動負荷ECTの有用性を述

べた報告は他にもみられるが11－－13｝，その定量的

評価を行ったものは少ない．

　虚血病変の大きさをECTで定量的に評価する

場合，種々の制約を受ける．まず第1に欠損の領

域の決め方である．通常の心筋シンチグラフィー

に比べてECTでは病変部のコントラストが高く

優利である．しかしBCT上でも健常心筋のタリ

ウムの分布は均等ではないため8），病変部領域の

決定にはisocount法よりは，今回のように正常

下限の曲線から判定する方が理にかなっている．

　ここではタリウムの分布の低下の程度も加味す

るため，正常下限を下まわる領域の面積をdefect
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Fig．5　Stress　ECT　images（1eft）and　theircircumferential　profile　curves（righりin　a　casc
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scoreとして算出したが，欠損の広がりを相対値

で表わした％defectと大差はみられなかった．

これはタリウムの分布（カウント）が体内の吸収

などの影響を受けやすく定量評価の対象になりに

くいためと考えられる．また評価の対象を心尖部

および3短軸断面としたため，それより心基部の

病変部の広がりを評価しきれない問題も生じる．

ただ著明な心拡大例を除けば，これらの断面でほ

ぼ心筋全体をカバーしているものと考えられる．

　第2に梗塞巣と一過性虚血巣との鑑別である．
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Fig．6　Stress　ECT　images（1eft）and　their　circumferential　profile　curves（righ∋in　a　case

　　　with　three－vessel　disease．　Note　broad　abnormal　area　in　this　case　as　compared

　　　with　that　in　the　case　described　in　Fig．5．

今回の検討では，評価が簡便となるように心筋梗

塞例は評価の対象外とした．しかし心筋梗塞例に

伴う虚血病変の評価も今後必要と考えられ，両者

の鑑別のためdelayed　imageでの再分布の有無の

評価も加えられるべきと考えられる．

　第3にwashout異常の加味の必要性である．

特に多枝病変例では運動負荷時にびまん性に分布

の低下があるため欠損がみられず，washoutの異

常としてとらえられることがある14）．運動負荷

ECTは多枝病変例に優れた検出能をもつが，や

はりwashoutを付加することにより検出率が向

上した15）．今回の検討で3枝病変の一部で病変

の大きさが小さい傾向にあったのは，この現象に

よる可能性が考えられる．しかしながらwashout
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異常を虚血病変の大きさの指標に組み入れるには，

さらに運動負荷量なども加味する必要があり，指

標が複雑化する危険がある10）．今後症例数を増

やすとともに，これらの指標の改良の是非につい

てさらに検討を加えてゆく予定である．

V．まとめ

　虚lfiL性心疾患例の運動負荷タリウムECT像よ

り虚血病変の大きさを計測し，冠動脈造影所見と

対比検討した．

　（1）虚血病変の大きさは一枝病変例よりも多

枝病変例が有意に大きかった．

　（2）冠動脈を8本に分けて算出した冠動脈病

変本数と虚血病変の大きさは正の相関があり，冠

動脈病変の広がりをよく反映していた．ただ狭窄

の程度の軽い例は病変は小さい傾向にあった．

　（3）冠動脈病変本数とその狭窄度を加えた

CAG　scoreと病変の大きさとの間には強い正の

相関を示し，冠動脈病変の重症度をよく反映して

いた．

　（4）虚血病変の大きさは，運動負荷ECTにて

容易に計測が可能で，冠動脈病変の重症度の判定

に有用な指標となりうると考えられた．
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Summary

Quantitative　Analysis　of　Tha）lium　Myocardial　Emission　CT

　　　　　　　　　　　　　（2）Evaluation　of　lschemic　Size

Nagara　TAMAKI＊，　Shusei　KoDAMA＊，　Yoshiharu　YoNEKuRA＊，　Michio　SENDA＊，

　　Toru　FuJiTA，　Takao　MuKAI＊，　Shunichi　TAMAKI＊＊，　Yukisono　SuzuKI＊＊，

　　　　　　　　　　　　　Ryuji　NoHARA＊＊，　Hirofumi　KAMBARA＊＊，　Chuichi

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　KAwAl＊＊and　Kanji　ToRlzuKA＊

　　　　　　　＊1）epa「t”lent　of　Radiology　a〃dハ／U（’learル7edi‘，ine，

＊＊1）epart〃1ρnt　of　Internalルledicine，κ）ノ0’0θ〃’りersityルfedical　School

　　Stress　tha川um　emission　computed　tomography

（ECT）was　performed　for　quantitative　evaluation

of　ischemic　size　in　33　cases　with　ischemic　hear　dis－

ease　without　prior　myocardial　infarction．　Circum－

ferential　maximal－count　profile　curves　were　created

in　three　central　short－axis　sections　and　one　most

central　long－axis　section　of　the　ECT　images．　Per－

cent　defect　size　was　calculated　from　the　ratio　of

low　thallium　distribution　area，　while　defect　score

was　calculated　as　abnormal　areas　between　the

patient　profiles　and　the　lower　limit　profiles．

　　Percent　defect　and　defect　score　were　smaller　in

one－vessel　disease　（14．7土10．3％；　98士114）　than

those　in　two－vessel　disease　（32．4土lL3％　（p〈

0．005）；　239土149　（Pく0．05））　and　in　three－vessel

disease　（39．7士20．2％　（p〈0．005）；362士254　（p・〆

0．Ol））．　Percent　defect　and　defect　score　were　cor－

retated　with　number　of　vessels　involvement（r＿

0．56and　O．46，　respectively．　Furthermore，　they

were　highly　correlated　with　CAG　score（r－－0．76

and　O．66，　respectively）．

　　We　conclude　that　stress　ECT　permits　calculation

of　ischemic　size　and　the　parameters　of　ischemic

size　may　predict　severity　of　coronary　artery　in－

volvement　in　ischemic　heart　disease．

　　Key　words：　emission　computed　tomography，

thallium－201，　ischemic　heart　disease，　quantitative

analysis，　circumferential　profile　curve，　ischemic

size．
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