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《原　著》

RI　angiogramによる局所壁運動解析の新方法

一
心筋梗塞症の局所壁運動異常について一

林千治＊津田隆志＊
細川　　修＊　　渡辺　賢一＊
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　要旨99mTcを用いた平衡時マルチゲート法により得た左室心プール像を容積中心を基点として放射状に

8分割し，局所壁運動を壁運動量と位相の二面から定量的に評価する方法を考案した．壁運動量の指標とし

て，各区画のカウント曲線の最大カウントと最小カウントより，駆出率EF2を算出した（EF2＝1一最小カ

ウント／最大カウント）．各区画内のpixelの位相値を平均し，その区画の位相値とした，8区画の位相値の

うち，最も小さい位相値を基準位相値とし，各区画の位相値と基準値との差をphase　delayとした．この値

を位相の指標として用いた．健常成人8人より得た各値の正常値を基準として心筋梗塞20症例の局所壁運動

を解析した．この方法により，本症の壁運動異常を明確に評価し得た．また，その異常は次の四形態に分類

された．1）壁運動量の高度低下．2）壁運動量は低下するが位相は正常．3）壁運動量は正常だが，位相の異

常がある．4）壁運動量の低下に位相の異常を伴う．

1．緒　　言

　心プールイメージより各pixe1ごとのカウント

曲線を得てフーリエ解析し，振幅イメージと位相

イメージを得る方法が局所壁運動の解析に用いら

れるようになってきた1“4・8）．この方法は心周期

の時間的なズレの解析を可能とした．一般的には，

この振幅イメージと位相イメージを各pixelごと

に算出し，カラー表示する方法がとられているが，

以下の問題点がある．

　1）pixel単位の表現では，その細かさゆえに

心臓の局所としてとらえにくく，異常部位の指摘

が難しい．このため，異常部位を症例間で比較す

る，あるいは心プール法以外の方法で得られた結
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果と比較しにくい．

　2）振幅イメージ，位相イメージともに定量的

に把握しにくい．

　3）位相イメージは，その位相値のままでは，

左室全体の位相が遅れていると局所の異常として

とらえにくい．

　そこで，左室を8区画に分割し，壁運動量と位

相の二面から局所壁運動を解析する新しい方法

を考案した．この方法を用いて心筋梗塞症例の局

所壁運動を解析し興味ある知見を得たので報告す

る．

II．方　　法

　99mTcを用いた平衡時マルチゲート法により

LAO　45°方向の心プールイメージを得る．　data

は心電図のR波一R波間を16等分した各時相で

5～6分間集積した．一画面は64×64pixelsに分

割し，フーリエ変換は第1次高調波を用い，解析

にはInformatek　Simes　3を用いた．

　Figure　1上段に示すように拡張末期の左室心プ
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Fig．1Method　of　regional　wall　motion（RWM）
　　　analysis．

　　　　ALV　image　of　LAO　45°is　partitioned　from

　　　the　center　into　eight　sections　by　every　45

　　　degr㏄s．　The　end－diastolic　phase　count（EDc），

　　　the　end　systolic　phase　count（ESc），　maximum

　　　count（MAXc）and　minimum　count（MINc）
　　　are　deterrnined　from　count　curves　of　the　re・

　　　spective　sections，　and　EF1，　EF2　and　EF2－

　　　EFl　are　calculated．　Phase　characteristics（pC）

　　　are　determined　from　Fourier　transformed
　　　respective　pixel　count　curves，　then　the　mean

　　　（section，s　PC）and　the　standard　deviation　of

　　　pixe1’s　PC　of　each　section　are　ca忙ulated．　The

　　　phase　delay　of　each　section　is　obtained　as　the

　　　difference　between　the　section　PC　of　that
　　　section　and　minimum　section　PC．

一ル像より得た容積中心を基点に45度ずつ放射状

に8区画に分割し，図のように各区画を定めた．

　（1）左室全体のカウント曲線が最大値を示す

時相を拡張末期，最小値の時相を収縮末期とした．

Fig．1下段に示すように，各区画のカウント曲線

上，拡張末期のカウントをEDc，収縮末期のカ

ウントをEScとした．また，この曲線上の最大

カウントをMAXc，最小カウントをMINcとし

た．これらの値より各区画の壁運動量の指標とし

て，次の各値を算出した．

　①1三F1＝100×（EDc－ESc）／EDc　　（％）

　②EF2＝100×（MAXc－MIN　c）／MAXc（％）

　③EF2－EF1　　　　　　　　（％）
　（2）各pixelのカウント曲線をフーリエ解析し，

各pixelの位相角を算出した．われわれの方法で

はR波の時相が90度に相当し，一心周期は90度

→360度（0度）→90度の計360度で表現される．

各区画ごとにこの値を平均し，その平均値をその

区画の④位相値（phase　characteristics・・original）

とし，標準偏差値を⑤variationとした．8区画

のうち最小の位相値を基準位相値とし，各区画の

位相値一基準位相値を⑥phase　delayとした．④

～⑥を位相の指標として用いた．

　健常成人8人（平均年齢62歳，男7例，女1例）

より，各区画における6指標の平均値と標準偏差

値を算出した．この値を基準にして，心筋梗塞症

の既往が明確である20例に，この方法による局所

壁運動解析を行った．施行時期は発作後1か月か

ら12か月の間であり，平均年齢68歳男15例・女

5例，前壁あるいは前壁中隔梗塞14例，下壁梗塞

6例であった．

III．結　　果

　Table　1に健常成人より得られた各値の平均値

士1SDを示す．　EF1とEF2の間に差を認めず，

EF2－EFIは最大でも1．2士1．4％以下であった．

Fig．2に各区画のEF2を図示する．第5区画付

近は心尖部にあたり，最も大きな値をとっていた．

Fig．3に各区画のphase　delay値を図示する．第

2，3区画で小さい値をとり，収縮一拡張運動が最
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Tab］e　l　Normal　values　of　EFI，EF2，　EF2－EF1，phase　characteristics，　phase　delay

　　　　　　　　　　　and　variation　（mean±1SD）
　　　　　　　These　data　were　obtained　from　8　healthy　control
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EF1 EF2 EF2－EF1 　Phase
characteristics

Variation Phase
delay

1
2
3
4
5
6
7
8

41．1：ヒ5．0

55．6土11．6

67．0土12．9

78．8±10．9

85．3±11．2

70．2±14．1

49．5：と11．5

35．2：ヒ5．5

41．8±5．1

56．1土11．2

67．5土13．0

79．1土10．9

85．8土11．2

70．7土13．5

50．7：ヒ11．1

36．2±5．2

1．0±1．2

0．6±0．6

0．5：と0．7

0．3±0．5

0．5土0．6

0．5±0．8

1．2：と1．4

1．0±1．1

135．0±17．4

128．1：12．4

131．6土14．5

139．6±19．3

140．1±19．9

139．8土18．5

139．5±18．1

138．4：i：19．4

5．6士3．2

5．7士3．9

7．0土5．4

5．4±2．7

4．5土2．3

4．1±1．7

4．7土1．5

5．3±3．8

8．9土5．0

2．0±3．4

5．5土3．3

13．5：｛：7．7

14．0土6．9

13．6土6．8

13．4±8．0

12．3±8．3

EF2
100

三5。
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Fig．2　EF20f　8　healthy　controls　in　8　sections．（mean

　　　±1SD）
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Fig．3　Phase　delay　of　8　healthy　control　in　8　sections．

　　　（mean土1SD）

も早く行われる部位と考えられた．variation値

は最大でも7．0士5．4度と小さく，良い指標と考

えられた．これらの健常成人から得られた各値の

平均値±2SDを正常範囲と設定し，心筋梗塞症

例の局所壁運動解析を行った．代表的な5症例を

呈示する．

　1）症例164歳男性　前壁梗塞（Fig・　4）

　この症例では第1，5，6区画に位相の異常を認

めたが，EFI，　EF2ともに正常範囲で，壁運動量

に異常を認めなかった．

　2）症例272歳男性　前壁中隔梗塞（Fig．5）

　全区画で壁運動量が低下していたが，位相は第

1，6区画で軽度の異常を認めるのみであった．第

2，7区画でvariation値が大きく，小部分の位相

の異常があると考えられた．

　3）症例3　70歳男性　前壁中隔梗塞（Fig．6）

　第4～6区画に著明な位相の異常を認めた．EF1，

EF2ともに全区画で低下していた．特に第4～6

区画でEF1は10％以下であったが，第4，5区画

ではEF2は10％以上あり，　EF2－EF1値も大で

あった．これより，第6区画は著明な壁運動量低

下，第1，7，8区画は壁運動量低下，第2，3～5区

画は壁運動量低下に位相異常を伴う型の異常と考

えられた．

　4）症例4　68歳男性　前壁中隔梗塞（Fig．7）

　第1，5，6区画は壁運動量低下に位相異常を伴

い，第7，8区画はEF2が10％以下で著明に壁運

動量が低下していた．

　5）症例5　75歳男性　下壁梗塞（Fig．8）

　全区画で位相が遅れているが，phase　delay値
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RWM　analysis　of　case　5．　Decreased　wall　movement　were　detected　in　all　sections

without　section　2．　Phase　delay　were　detected　in　section　2，3，5and　6．　Phase　char－

acteristics（origina1）were　delayed　in　all　section．　This　case　was　suspected　intra－

ventricular　conduction　delay．

は第2，3，5，6区画で軽度上昇しているのみであ

った．第1，4，7，8区画は壁運動量のみ低下して

いた．

IV．考　　案

　心疾患，特に虚血性心疾患の局所壁運動解析は，

左室造影法5・6），超音波断層法7）などを用いて行

われている．これらの方法は，拡張末期と収縮末

期の左室像を比較し，その差から壁運動量を算出

して局所壁運動異常を評価する方法である．われ

われは以前，局所壁運動異常を壁運動量の低下と

位相異常の二要素に分け，それぞれが及ぼす左室

運動への影響を電算機によるシミュレーションを

用いて検討し，報告した9）．この結果，（1）位相

の異常のみでも左室運動に及ぼす影響は大きい．

（2）局所の壁運動量が大きく，位相の異常が大き

いほど，その影響は大きい．（3）位相の異常が大

きくても，壁運動量が小さければ影響は少ない，

という結論を得た．これより，局所壁運動を壁運動

量と位相の二面から解析することは重要と考えた．

　今回，われわれの方法に用いた各指標の意味に

ついて考えてみる．一心周期のなかで拡張末期と

収縮末期という時相は，左室の総合的な動きから

得られるものであり，この時相における局所のカ

ウントから算出したEFIは，その部の実際の運

動量を表わさない．これに対しEF2は局所の最

大カウントと最小カウントから得られる運動量で

あり，その部の実際の運動量を示している．その

差であるEF2－EF1は局所の運動時相がズレる

ことによって生じる左室全体の運動と局所運動の

不一致の程度を運動量で表わすことになり，この

意味で局所の不協調性を示している．健常人では，

EF2－EF1は小さく，局所と局所，その集合体で

ある左室が，調和した運動をしていると考えられ

る．位相値は，そのままでは健常人の間でも個人

差が大きく，8例中，最大左室平均値は157度，

最小平均値は104度であった．よって，局所壁運

動解析にこの絶対値を用いることはできない．最
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も早い位相を示す区画を基準に補正したphase

delay値を用いることにより個人差を是正し，定

量的比較が可能となった．variationは各区画にま

とめたため見逃されやすくなった小部分の位相の

異常を検出するのに有用と考えられた．

　この方法を用いて心筋梗塞症例の局所壁運動解

析を行った．本症の局所壁運動異常には四形態が

あった．位相の異常はなく壁運動量のみ低下する

型（症例2の第2～5，7，8区画，症例3の第1，7，

8区画，症例5の第1，4，7，8区画），壁運動量は

正常で位相のみ異常を示す型（症例1の第5，6区

画，症例5の第2区画），壁運動量低下に位相の

異常を伴う型（症例2の第1，6区画，症例3の第

2～5区画，症例4の第1，2，5，6区画，症例5の

第3，5，6区画），壁運動量が著明に低下する型

（症例3の第6区画，症例4の第7，8区画）であ

る．壁運動量の低下が著しいと，位相の異常が左

室運動に及ぼす影響が少ないこととフーリエ変換

による位相値算出は誤差が大きくなることより，

EF2が10％以下の場合には位相値にかかわらず，

著明な壁運動量の低下として別の型にすべきと考

えた．呈示した5例を含め20症例を検討し，同

様に分類された．1つの異常形態のみを示す症

例は4例のみで，他は2つ以上の異常が混在して

いた．

　局所の異常運動は，その局所のみの問題にとど

まらず，他部位あるいは左室運動全体に影響を与

えている．局所間で運動形態が異なるasynchrony

の影響は，局所間で複雑に関係し合っていると推

察される．この影響の大きさは，局所の壁運動量

の低下のみならず，位相異常が大きく関与する9）．

左心機能を考える上で，局所壁運動異常が上記の

ごとく分類されることは大きな意義がある．

　拡張末期と収縮末期の時相で行う局所壁運動解

析法はEF1を観察することになる．　EF1をとら

えるのみでは，その局所が実際に運動量が低下し

ているのか，時相がズレているためにおこるみか

けの運動量が低下しているのかを判定できない．

asynchronyを把握する上で，　EF2を同時に観察

することは重要であろう．位相が全体に遅れてい

1401

る症例5のような場合，この値のままで，局所の

壁運動異常を考えるのは難しい．phase　delay値

をみると，局所間の位相の差はさほどでなく，局

所間の不協調性は少ないと考えられ，EF2－EF1

値も小さい．局所間の運動形態に差があることと，

左室全体に位相がズレるといった全体としての異

常とは別の視点からとらえるべきと考える．

　今回のstudyでは，この異常形態の差が起こる

要因について明らかにできなかった．この要因と

その影響について検討することは，局所壁運動異

常，特にasynchronyを考える上で重要と思われ

る．

V．まとめ

　左室心プール像を8区画に分割し，壁運動量と

位相の二面から局所壁運動を定量的に解析する方

法を考案した．健常成人より得られた正常値を基

に，心筋梗塞症例の局所壁運動解析を行い次の結

論を得た．

　1）心筋梗塞症の局所壁運動異常を明確に評価

し得，この方法は有用であった．

　2）心筋梗塞症の局所壁運動異常は次の四形態

に分類された．

　　①壁運動量が著明に低下

　　②壁運動量のみ低下し，位相は正常

　　③壁運動量は正常で，位相のみ異常

　　④壁運動量低下に位相異常を伴う
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Wall　Motion　Abnormality　of　Myocardial　k血rction；New　Method　of　Regional

　　　　　　　　　Wall　Motion　Analysis　by　Use　of　Gated　Blood　Pool　Scan

Senji　HAYAsHI＊，　Takashi　TsuDA＊，　Kenji　OJiMA＊，　Tsuneo　NAGAI＊，　Osamu　HosoKAwA＊，

　　　　　　　　　　　　Kenichi　WATANABE＊，　Yoshimitsu　YAzAwA＊，　Yutaka　ARAI＊，

　　　　　　　　　　　　　　Akira　SHIBATA＊，　Tohru　MITANI＊＊and　Hitoshi　HAMA＊＊

＊First　Delり2rt〃lent　O∫1Mθr〃a～～lfedici，〃e，　Niなataとlnivers〃γSchOol〔コf　Medicine，～Vii8a’a

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊Kido　Hosp〃al

　　By　use　of　the　gated　blood　pool　scan，　we　divided

the　left　ventricular　LAO　45　image　into　8　sections

with　the　center　of　the　volume　as　the　basal　point，

and　devised　a　method　of　quantitative　evaluation

of　the　regional　wall　motion　from　2　aspects：1）wall

movement　and　2）phase　abnormality．　To　evaluate

the　wall　movement，　we　obtained　the　following

indeces　from　count　curves　of　each　section：1）

EF1＝（end－diastolic　count－end－systolic　count）／

end－diastolic　count，2）EF2＝（maximum　count＿

minimum　count）／maximum　count，　and　3）the　dif・

ference　of　the　two（EF2－EF1）．　As　indeces　of　the

phase　abnormality，　the　mean　value　of　phases　of

the　pixels（phase　characteristics）and　the　standard

deviation　（variation）of　each　section　were　ca1－

culated．　Furthermore，　the　phase　delay　of　each

section　was　calculated　as　the　difference　from　the

earliest　phase　value　of　the　8　sections．　Control

values　and　standard　deviation　were　obtained

from　8　healthy　controls．　By　this　method，　we　an－

alyzed　20　patients　with　old　myocardial　infarction．

And　following　results　were　obtained：1．　Applying

this　method，　we　could　evaluate　the　regional　wall

motion　of　the　left　ventricle　more　precisely，　and

we　considered　it　would　be　useful　clinically．2．

The　abnormal　regional　wall　motion　of　old　myo－

cardial　infarction　were　classified　into　4　typical

fbrms　as　follows：1）the　wall　movement　decreased

extremely．2）the　wall　movement　decreased，　but

no　phase　delay　recognized．3）the　wall　movement

did　not　decrease，　but　phase　delay　was　recognized．

4）the　wall　movement　decreased，　and　phase　delay

was　recognized．

　　Key　words：Regional　wall　motion　analysis，

Wall　movement，　Phase　delay，　Asynchrony，
Myocardial　infarction．
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