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振幅値比を用いた左室逆流性弁膜疾患の

　　　　　　　　逆流の定量的評価

一
駆出カウント比との比較一
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　要旨　フーリエ解析による心室の振幅値の総和は駆出量を反映すると考えられることから，左室逆流性弁

膜疾患を含む各種心疾患患者に対し，駆出カウント比と振幅値比を同時に求め，両者の比較検討を行った．

　左室逆流性弁膜疾患群（13例）および非逆流群（30例）の駆出カウント比の平均は，それぞれ2・22±1・11，

1・24±0．41（p〈0．005）を示したのに対し，振幅値比の平均は，それぞれ2．52土0．87，1・36土039（P＜0・0005）

を示した．振幅値比は検出器の傾斜角度にほとんど依存せず，振幅値比算出における単純繰り返し操作およ

び異なる検者間の再現性はともに良好であった（r＝0．95，r＝0．91）．

　フーリエ解析に基づく振幅値比は非侵襲的で繰り返し検査が可能であり，左室逆流性弁膜疾患の逆流の定

量的評価法として有用であると思われる．

1．はじめに

　左室逆流性弁膜疾患の逆流量を非侵襲的に定量

化し，定期的に経過観察することは臨床上きわめ

て有意義なことである．心臓カテーテル法は侵襲

的検査法であり，心エコー図法，ドプラー法はと

もに定性的に判定しうるのみである．

　最近の心臓核医学の進歩に伴い，RIを用いて

逆流量，短絡量を非侵襲的に定量化することが可

能になってきた．左室逆流性弁膜疾患に関しては，

平衡時法を用いて駆出カウント比（Stroke　count

ratio），逆流比（Regurgitant　fraction）等を算出す
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る試みがなされ，これらは逆流の重症度判定およ

び手術後の評価に用いられている1”’4）．しかし，

これらの方法は心室内のカウント数が心室容積に

比例することを利用しているため，精度上，2，3

の問題点があった．すなわち，左室，右室の関心

領域を正確に設定する必要があること，γ線の深

さ方向の物理的減弱を最小限に抑えること等が精

度上必要であった5～7）．

　一方，フーリエ解析に基づく心室の振幅イメー

ジ（Amplitude　image）は局所壁運動を反映してお

り，虚血性心疾患等の補助診断に用いられてい

る8・9）．振幅イメージより得られる各画素の振幅

値（Amplitude　value）は心室局所の駆出カウント

量に比例すると考えられる10）．したがって，左右

心室の振幅値比（Amplitude　value　ratio）は駆出カ

ウント比に匹敵し，振幅値比は左室逆流性弁膜疾

患の逆流の定量的評価法として，その有用性が示

唆される．

　われわれは今回，左室逆流性弁膜疾患を含む各

種心疾患者43例に対し，平衡時Multigate法を施
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Table　l　Classification　of　patients

Aortic　and／or　Mitral　Regurgitation

Coronary　Artery　Disease

Primary　Myocardial　Disease

Others

3
く
∨
「
∠
3

1
」
1
　
　
　
1Tota1 43

行し，駆出カウント比および振幅値比を同時に求

め，二法の比較検討を行うとともに観血的に得ら

れたSellers分類と対比検討したので報告する．

II・対象および方法

　対象は左室逆流性弁膜疾患として，大動脈弁閉

鎖不全症または僧帽弁閉鎖不全症が13例，冠動脈

疾患15例，原発性心筋疾患2例，その他，逆流や

短絡を有しない各種疾患，大動脈瘤，心不全，心

膜炎，高血圧症等が13例で合計43例である（Table

1）．43例の年齢分布は45歳～87歳，平均年齢68．8

歳，男性27例，女性16例である．

　方法は99mTc標識アルブミン，約925　MBq（25

mCi）を各種心疾患を有する患者にボーラス静注

し，RIアンギオグラフィ施行後，15～30分より

平衡時Multi－gate法による心プール像を記録し

た．データ採取は64×64の画素サイズでズームフ

レームモードにより300心拍データ収集を行った．

1心拍は12～32等分され，平均心拍数を士15％こ

えるデータは収集の際，除外された．

　検出器の傾斜角度はCRT上で左室と右室が最

も良く分離する角度（多くの場合，LAO・40°）を

選び，さらに頭側に10度傾斜したModified　LAO

とした．

　使用した装置は85，000ホールの低エネルギー

用平行多孔コリメータを装着した日立製ガンマカ

メラ（RC－1C－1635LD）と核医学データ処理装置

（Hitachi　RP－100　minicomputer）である．

　駆出カウント比，Stroke・count・ratio

　左室および右室のそれぞれにおいて，拡張末期

ならびに収縮末期像における心室輪郭，およびバ

ックグランドの関心領域を設定し，駆出率算出と

同時に左室および右室のstroke　counts（拡張末期

像におけるカウント数から収縮末期像におけるカ

ウント数を減じたもの）を求めた．左室および右

室の関心領域はRIアンギオグラフィおよびシネ

モードによる心室の壁運動を十分観察した上で，

拡張末期像および収縮末期像において，心室の周

囲にライトペンでMask　ROIを設け，次にcut

offレベルを70％に設定して求めた．バックグラ

ンドの関心領域は収縮末期左室輪郭から1画素外

側に幅2画素の馬蹄形ROIが自動設定され，その

平均カウントを全フレームにわたって左室ROI

内の各画素から減算する方法がとられた．なお，

当施設（国立東京第二病院核医学センター）での

左室駆出率および右室駆出率の正常値は，それぞ

れ63．4土1．67，41．1士2．07である．

　以上より，駆出カウント比は次のように求めら

れる．

　SCR＝LVCO／RVCO
　　　SCR：　Stroke　count　ratio

　　LVCO：　Left　ventricular　count　output

　　RVCO：　Right　ventricular　count　output

　振幅値比，Amplitude　value　ratio

　初めに，左室および右室教拡張末期像において

各心室の周囲にMark　ROIを設け，次に，　cut　off

レベルを70％に設定して，各心室の関心領域とし

た．

　次に，1次項近似のフーリエ解析による振幅像

を作成し，さきに求めた左室および右室の関心領

域内の各画素の振幅値を求め，その振幅値をそ

れぞれ加算することにより振幅値比を算出した

（Fig．1）．すなわち，

　VAR＝LVAV／RVAV
　　VAR：Ventricular　amplitude　ratio

　　LVAV：Left　ventricular　amplitude　value

　　RVAV：　Right　ventricular　amplitude　value

　全症例に対し，駆出カウント比，振幅値比を同

時に求め，算出値の対比検討を行うとともに両者

の相関性に関する検討を行った．また，γ線の深

さ方向の物理的減弱が算出値にどう影響するかを

調べるため，左室逆流性弁膜疾患2例を含む6例

に対し，検出器の傾斜角度をMLAO　30°，45°，60°

とし，3方向からデータ採取を行った．さらに，
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Fig．1　（A）Delineation　of　left　ventricular　mask　ROI（right）and　right　ventricular　mask

　　　ROI（1eft）on　end－diastolic　image．（B）Edge　detection　ofleft　and　right　ventricles　by

　　　cut－off　level　70％．（C）Calculated　mean　ampl　itude　values　offour　pixels　for　left　and

　　　right　ventricles．

振幅値比に影響を及ぼすと思われる壁運動異常に

つき，検討を行った．すなわち，コントロール群

30例のうち，冠動脈疾患を有する群15例と冠動脈

疾患を有しない群15例に分類し，算出値の対比検

討を行った．

　全症例43例中，20例は平衡時Multi－gate法施

行とほぼ同時期に心臓血管造影を施行し，得られ

た成績（Sellers分類）と比較検討した．
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MEAN±S．D，

VALVULAR

REGuRGrTATIoN

ユ．24±0．41　　ユ，36±0，39

（一）

ユ．57士0．74　　2．02±O．64

（1＋ノ2＋）

　　SELLERS，

3．25士0．78　　3．22±0．70

（3＋．4＋）

CRITERIA
Fig．2　Distribution　of　Stroke　count　ratio（SCR）values　and　Ventricular　amplitude　ratio

　　　　（VAR）value3　in　control　subjects　and　patients　with　valvular　regurgitation，　Sellers’

　　　　criteria　I，　II　and　III，　IV．

Table　2　Stroke　count　ratio（SCR）values　and　Ventric－

　　　　　ular　amplitude　ratio（VAR）values　in　30　con－

　　　　trol　subjects　and　13　patients　with　aortic

　　　　and／or　mitral　regurgitation

VAR

Control　suヒ）j　ects

without　shunts
　or　valvular
regUrgltatlOn

　（30Pユtients）

Patients　with　aortic

　and／or　mitral

　regUrgltat10n
　（13patients）

Y・0．77X＋0．59

J・0．717

N．20

SCR
（Mean土S．D．）

VAR
（Mean±S．D．）

1．24土0．41

1．36土0．39

2．22土1．11

（p＜0．005）

2．52土0．87

（p＜0．0005）

　振幅値比算出における再現性に関して，一定期

間をおいて同一検者により振幅値比を2回算出し，

単純繰り返し操作による再現性を検討した．また，

異なる検者が同一症例に対し振幅値比を算出し，

異なる検者間による振幅値比の一致率を検討した．

III．結 果

　左室逆流性弁膜症患群（13例）および非逆流群

（30例）の駆出カウント比の平均は，それぞれ2．22

　　　　　　　1．0　　　　　　　2．0　　　　　　　　3，0　　　　　　　　4．O

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　SCR

Fig．3　Correlation　between　Stroke　count　ratio（SCR）

　　　　and　Ventricular　amplitude　ratio（VAR）for

　　　　aSSeSSing　valvUlar　regUrgitatiOn．

±1．11，1．24土0．41を示したのに対し，振幅値比

の平均は，それぞれ2．52土0．87，1．36±0．39であ

った．駆出カウント比では弁膜症患群がWelch
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Fi島4　Stroke　count　ratio（SCR）values　and　Ventricular　amplitude　ratio（VAR）values　for

　　　　the　tilting　angles　of　the　detector．

2．0

ユ，0

0

SCR VAR SCR VAR

　　MrSCELLANEOUS　DISEASES　WlTHOUT
　　　　　　　　　　　　　　　　CAD
　　SHUNTS　OR　VAしVULAR　REGURGITATION

Fig．5　Distribution　ofStroke　count　ratio（SCR）values

　　　and　Ventricular　amplitude　ratio（VAR）values

　　　in　patients　having　miscellaneous　diseases　with・・

　　　out　shunts　or　valvular　regurgitation　and　pa－

　　　tients　with　coronary　artery　disease（CAD）．

検定により0．5％で有意に平均値が高いことが認

められ，振幅値比では弁膜疾患群が0．05％で有

意に平均値が高いことが認められた（Table　2）．

　心臓カテーテル法にて得られたSellers分類と

の対比では，Sellers分類1，　II度群の駆出カウン

ト比は0．58～2．58，平均値は1．57±0．74，振幅

値比は1．24～2．92，平均値は2．02土0．64であっ

た．Sellers分類III，　IV度群の駆出カウント比は

2．27～4．11，平均値は3．25土0．78，振幅値比は

2・26～4．14，平均値は3．22土o．70であった（Fig．2）．

駆出カウント比および振幅値比ともに非逆流群，

1，II度群，　III，　IV度群の三群間に重なり合いが

みられ，両者の分布範囲に大きな差異は認められ

なかった．駆出カウント比では非逆流群と1，II

度群間に有意差はなく，1，II度群とIII，　IV度群

間に1％で有意差を認めた．振幅値比では非逆流

群と1，II度群間，1，　II度群とIII，　IV度群間にそ

れぞれ1％，5％で有意差を認めた．

　左室逆流性弁膜疾患患者を含む各種疾患患者20

例について，駆出カウント比と振幅値比の相関関

係を検討した結果，回帰直線Y－0．77X＋0．59，相

関係数r－0．717が得られた（Fig．3）．

　検出器の傾斜角度に関する検討では，検出器の

傾斜角度が増すにつれて駆出カウント比は高値を

示す傾向がみられたが，振幅値比は傾斜角度にほ

とんど依存せず，ほぼ一定値を示す傾向がみられ

た（Fig．4）．すなわち，駆出カウント比では30°，

45°，の各群間に有意差を認めなかったが，45°，

60°の各群間に5％で有意差を認めた．振幅値比

では30°，45°，60°の各群間に有意差を認めなかっ

た．

　コントロール群をCADを有する群とCADを
有しない群に二分し，それぞれの駆出カウント比，

振幅値比の分布を示した（Fig．5）．　CADを有し

ない群の駆出カウント比，振幅値比の平均値はそ

れぞれ，1．28土0．50，1．57±0．26であり，CADを

有する群ではそれぞれ，1．25士0．38，1．16土0．40で
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N＝11

　　　　　　　　　　　　lST　　　　CALCULATIO．N

Fig．6　1ntra－observer　variability　of　Ventricular　ampli－

　　　tude　ratio（VAR）measurement　on　the　basis　of

　　　repeat　calculation　in　eleven　subjects　by　the

　　　same　observer，

’03

国
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2．0

1，0

Y・O．84X＋0．37

ゾ・0、911

N■ユ1

　　　　　　　1，0　　　　　2．0　　　　　　3．0　　　　　　4．0

　　　　　　　　　　　　　　0BSERVER　A

Fig．7　Correlation　of　Ventricular　amplitude　ratio

　　　（VAR）determined　by　two　observers（A　and　B）．

あった．駆出カウント比では各群間に有意差を認

めなかったが，振幅値比では1％でCAD群が有

意に低値を示した．

　振幅値比算出における再現性に関して，同一検

者による単純繰り返し操作の再現1生については回

帰直線Y－1．60X－0．84，相関係数r＝＝o．95が得

られ，単純繰り返し操作の再現性はきわめて良好

であった（Fig．6）．異なる検者間の再現性に関し

ても，r＝0．91と良好な結果が得られた（Fig．7）．

IV．考　　察

　1979年，Rigoら1）が平衡時Multi－gate法を用い

て左室逆流性弁膜疾患患者の逆流比（Regurgitant

Fraction）を簡単に算出する方法を報告して以来，

平衡時法を用いて逆流量，短絡量を定量的に評価

する方法がいくつか報告されている1”7）．著者ら

も平衡時Multi－gate法による左室逆流性弁膜疾患

の逆流の定量的評価に関して基礎的ならびに臨床

的検討を行い，算出した逆流分画はSellers分類

の程度を反映し，手術後の評価にも有用であっ
た7・11）．

　しかし，これらの報告に共通することは，心室

内のカウント数が心室容積に比例することを利用

して駆出カウント量，Stroke　countを算出してい

ることである．そのため，左室，右室の関心領域

を正確に設定する必要があること，γ線の深さ方

向の物理的減弱を最小限に抑えることが精度上大

きな問題点であった．平行多孔コリメータを用い

て平衡時法を施行した場合，右室と右房の分離が

一般に困難であり，このため，正常例の駆出カウ

ント比の報告は1．07～1．34と1以上であり，また，

正常例と逆流例との間に駆出カウント比の重なり

合いがみられた1・2’5・12・13）．

　一方，フーリエ解析法により得られる各画素の

振幅値は振動する正弦，余弦関数の振幅であるか

ら，心臓局所の駆出カウント量に比例すると考え

られる．したがって，各心室内における各画素の

振幅値の総和は駆出量を反映し，左右心室の振幅

値比は駆出量比にほぼ匹敵する．よって，振幅値

比は左室逆流性弁膜疾患の逆流の定量的評価法と

して，その有用性が期待される14）．

　今回のわれわれの駆出カウント比と振幅値比の

比較検討では，駆出カウント比，振幅値比ともに
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振幅値比を用いた左室逆流性弁膜疾患の逆流の定量的評価

非逆流群，Sellers分類1，　II度群，　III，　IV度群の

三群間に重なり合いがみられ，両者の分布範囲に

大きな差異は認められなかったものの，逆流群と

非逆流群の有意差検定では振幅値比により大きな

有意差があった．この原因は，右室と右房の重な

り合った部分は振幅の打ち消し合いが起こり，重

なり合いによる影響がカウント法ほど大きくなか

ったものと思われる．また，右室と右房が重なり

合った部分は振幅値が一様に低値を示す．このこ

とは，振幅値算出における単純繰り返し操作の再

現性および異なる検者間の再現性がともに良好で

あった一因であろう．

　著者らがすでに報告7・11）したように，カウント

法は検出器の傾斜角度に依存するのに対し，振幅

値比は検出器の傾斜角度にほとんど依存しないと

いう結果が得られた．すなわち，振幅値はr線の

深さ方向の物理的減弱をうけにくい．なぜなら，

振幅値は関心領域内のカウント数の絶対値ではな

く，その振幅という相対的な変化を示している．

ある関心領域における拡張末期，収縮末期のカウ

ント数は検出器からの距離の二乗に反比例するが，

各画素の振幅値はその関心領域内の振幅の最高値

を常に一定値として算出されるからである．事実，

左室および右室が検出器から等距離にあるとは限

らない．

　振幅値算出において，理論上問題となるのが

Dyskinesisである14）．　Dyskinesisを示す部分は血

液駆出量がないにもかかわらず，振幅値は正の値

を示すため，振幅値比は正しい値を示さない．今

回，コントロール群をCAD群とCADを有しな

い群に二分し，比較検討を行ったが，Dyskinesis

を有する症例（CAD群15例中4例）の振幅値比は

やや高値を示したが，CAD群全体ではCADを

有しない群のそれに比べ低値を示した．その原因

として，Dyskinesisを有する症例が少なく，その

程度も小さかったこと，CAD群に右室拡大例が

多く含まれていたことが考えられる．

　以上から，今回の比較検討では振幅値比はカウ

ント法に比べ，左室逆流性弁膜疾患の逆流の定量

的評価において，勝るとも劣らぬ結果が得られた．
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フーリエ解析に基づく振幅値比算出は非侵襲的で

繰り返し検査が可能であり，左室逆流性弁膜疾患

の逆流の定量的評価法として有用であると思われ

る．

　しかし，ここで付け加えねばならないことは，

今回用いた駆出カウント比算出の方法は，施設上

の問題によりデータ処理装置が異なるため，著者

らが前回報告7・11）した方法とやや異なることであ

る．また，振幅値比算出により，より精度の高い

評価を行うには，精度上なお問題があり，右室と

右房の重なり合いを避けることが当然必要である．

心室と心房の分離が良好なスラントホールコリ

メータの使用が本法にも有用であろう3・15）．最近，

シングルフォトンエミッションCT（SPECT）を

用いて心拍同期心プールスキャンにより心室容積

を算出しようとする試みが報告されている16・17）．

今後，この方面の研究が期待されるところである．

V．結　　論

　フーリエ解析に基づく振幅値比は非侵襲的で繰

り返し検査が可能であり，左室逆流性弁膜疾患の

逆流の定量的評価法として有用であり，カウント

法に比べ勝るとも劣らぬ結果を得た．

　なお，本研究は財団法人資生会研究所の援助を受けた．

記して感謝の意を表します．

　本稿の要旨は第23回日本核医学会総会（大阪・高槻市）

において発表した．
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Summary

Quantitative　Assessment　of　Left－sided　valvular　Regurgitation

　　　　　　　　　　　Using　the　Fourier　Amplitude　Ratio

　　　　　　　－Comparison　with　the　Stroke　Count　Ratio一

Shigeru　KosuDA＊，　Jinsei　SAToH＊＊，　Yoshio　YoNAHARA＊＊，　Tetsuyoshi　AsATo＊＊＊，

　　　　　　　Masahito　NAITo＊＊＊，　Iku　NlsHIGucHI＊＊＊＊，　Koichi　OGAwA＊＊＊＊，

　　　　　　　　　　　　　　　Atsushi　KuBo＊＊＊＊and　Shozo　HAsHIMoTo＊＊＊＊

　　　　　＊1）ejワart〃le〃’of　Radio　logy，　Ok〃rαNatio〃al　Hosp〃．n，1

＊＊D∫vfぷ∫0〃げハ「uclearルtedici〃θ，’he　SeCO〃d　Tokyo　Na’∫0ηα1　H卿〃al

　＊＊＊Cardiologγ1）epart〃lent，　the　Seco〃∂7ちんγo　Natio〃01　Hosp　ital

＊＊＊＊Depart〃1ε〃t　of　Radiology，　Keio仇ルersity，　School　of　Medici〃e

　Since　the　amplitude　value　of　a　pixel　is　propor．

tional　to　the　stroke　counts　of　the　pixel，　the　total

amplitude　value　of　each　ventricle　would　reflect　its

own　stroke　volume．

　　Stroke　count　ratio（SCR）and　ventricular　ampli－

tude　ratio（VAR）values　were　simultaneously　cal・

culated　and　compared　in　43　subjects，　including

13　subjects　with　valvular　regurgitation，　after　multi－

gated　equilibrium　scintigraphy　was　perfbrmed．

　　Mean　values　of　SCR　in　13　subjects　with　va1－

vular　regurgitation　and　30　control　sublects　were

2．22土1．11，　1．24土0．41，　respectively　（P〈0．005）．

Mean　values　of　VAR　were　2．52土0．87，1．36圭

0．39，respectively（p＜0．COO5）．　The　VAR　method

was　independent　of　the　tilting　angles　of　the

detector，　and　showed　excellent　intra－observer

and　inter－observer　reproducibilities　（r＝0．95，　r＝

0．91）．

　　The　VAR　method　derived　from　the　Fourier

amplitude　image　is　a　noninvasive　technique，　is

suitable　fOr　serial　studies，　and　apPears　to　be　a

relatively　reliable　means　of　assessing　the　severity

of　left－sided　valvular　regurgitation．

　　Key　words：Valvular　regurgitation．　Multi－

gated　equilibrium　scintigraphy，　Fourier　analysis，

Amplitude　ratio．
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