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1．はじめに

　運動負荷心筋シンチグラフィーは，非観血的に

心筋血流分布を把握できるため，虚血性心疾患等

の診断，経過観察に広く利用されている．特に近

年Single　Photon　Emission　CT（SPECT）が導入さ

れ，虚血性病変の検出やその拡がりの把握が比較

的容易になってきた．しかしながらSPECTでは

横断像のみならず，長軸像，短軸像等，多数の画

像を観察して，心臓の3次元の構造を想定する煩

雑さがある．また視覚的評価では客観性と定量性

に欠ける．心筋の虚血部位の拡がりと程度に関す

る3次元情報を2次元情報として表現することが

できればSPECTの診断精度が向上するものと思

われる．そこで，今回われわれはその一つの方法

として，Circumferential　pro創e　analysis1）（CPA）

を用いて，心筋の201T1の分布状態を半定量的2

次元画像として表現する方法を開発したので報告

する．
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II．方　　法

　1）データ収集

　運動負荷201T1心筋シンチを行った症例のうち

冠動脈造影および左室造影にて心疾患を除外され

た正常者20例を対象とした．最大負荷時に，201Tl　3

mCi（111MBq）を静注し201T1投与5～10分後と

3時間後にRAO　45度からLPO　45度までの180

度32方向よリデータを収集した．収集時間は運

動負荷（EX）時で1方向20秒，再分布（RD）時で

1方向30秒とした．カメラは高分解能コリメー

ターを装着した回転型ガンマカメラZLC－3700，

Table　l　The　color　grade　of　percent　counts　of　201Tl

　　　　Myocardial　distribution，　ranging　from　white

　　　　（high　counts）to　black（low　counts）

Color　le）el （1） Color　le）el （2）

Grade D Color・ D　一　ト1 Color・

［1］ 100，‘　－　90，‘ Uhlte o　〈 Uhite

［2］ 90，‘　－　80，二 Red 0　－　　－SD YelloΨ

［：］ 80，ニー　70’‘ YeUo田 一 SD　－　－2SD Green

［4］ ㌣0，‘－　60，‘ Green 一 2SD　－　－3SD Red

［5］ 6〔〕’‘－　50，‘ Blue 一 3SD　－　－4SD Blue

［b］ 50，‘　〉 Black 一 4SD　＞ Black

　Key　words：SPECT，201Tl　Myocardial　imaging，
Circumferential　profile　analysis，　Quantitative　represen－

tation．
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Fig．1　a：Diagram　of　slice　selection　for　dividing　left　ventricle　into　9　anatomic　short－axis

　　　　　reglons・

　　　　　b：A　single　short－axial　left　ventricle　slice．　Radial　axis　are　projected　from　the　center

　　　　　to　define　36　myocardial　sectors，10　degree　each．

　　　　　c：Circumferential　profiles　are　mapped　onto　g　concentric　circle，　which　provide

　　　　　324regions　on　the　map．
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Circum佃ential　pro61e　curves　and　standard　deviation　curves　fbr　Exercise　and

Redistribution　from　9　anatomic　short・axis　slices　in　20　nomal　cases．

366◆

データ処理装置はシンチパック2400である．

2）画像再構成

　得られたデータに雑音軽減のため低域通過形

フィルターとしてButter　worth　filter2）を用いて

前処理を行った．画像再構成は，Shepp＆Logan

のfilterを用いた重畳積分法で行い，スライス厚

6mmの体軸横断断層像，左室短軸断層，長軸矢

状断層および長軸水平断層の各断層像を構成した．
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　　　a　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　b　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　c

Two－dimensional　concentric　circular　representations　of　2n1TI　myocardial　Exercise

and　Redistribution　images　in　normal　case．

a：　Percent　concentric　circular　display（PCCD）

b：　Percent　concentric　circular　display　bcing　meaned　in　20　normalcasc（m－PCCD）

c：　Defect　concetric　circular　display（DCCD）
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Fig．5　Two－dimensional　concentric　circular　representations　of　20iTl　myocardial　Exercise

　　　　　and　Redistribution　images　in　a　patient　with　CAD．

　　　　　a：　PCCD，　pre－PTCA　b：　DCCD，　pre－PTCA　c：　DCCD，　post－PTCA
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Fig．6　Two－dimensional　concentric　circular　displays　of　2〔）1TI　myocardial　Excrcise　and

　　　　　Redistribution　images　in　black　and　white　in　a　patient　with　CAD・

　　　　　pre－PTCA（top）　post－PTCA（below）
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この際吸収補正を行わなかった．

　3）Circumferential　Profile　Curve（CPC）の作成

　ill｛i像再構成により各｝られたEX時とRD時の左

室短軸断層を用いてCPCを作fJkした．解析の対

象は短軸断層像で最初に心内腔の現れる心尖部か

ら心基部il｛での9スライスである（Fig．1a）．マ

ニュアルで中心を決定し時計の3時を0度とし，

反時計方向に10度ごと36本の放射線を引き各放射

線．Lの最大カウントを求めた（Fig．　l　b）．さらに

324点（9スライス　36本）の最大カウントを100

とし各点の値を％化したものをDとして9本の

CPCを作成した．

　4）平均値と標準偏差の算川

　正常者20例で，EX時とRD時のおのおの9

本のCPC上の324点の平均値（M）と標準偏差

（SD）を求めた．

　5）　？。同心円表示，Percent　Concentric　Ci「cula「

　　Display（PCCD）

　Figure　lcに示すように等間隔で同心円を描き

中心部を除き10度ごとに放射線を引き，324個の

区域を設定した．短軸断層像より得られた9本の

CPCの各点の値Dをおのおのの区域に当てはy），

これをTable　lに示すcolor　leve1（1）により表示

した．

　6）平均％同心円表示（m－PCCD）

　4）で求めた正常20例でのCPCの各点の平均

値を5）と1司様iに平均゜41司心円表示（mean　PCCD）

として示した（Fig．4c）．

　7）欠損同心円表示，Defect　Concentric　Circular

　　Display（DCCD）

　5）で得られた゜6同心rq表示（PCCD）の324点

のf直（D）を正常20例での平均値（M）以上，M－4

SD未満および両者の問をSDごとの4段階，計6

段階に分類してTable　lのcolor　level（2）で表示

した．

　8）　Defect　mapとDefect　score

　欠損の拡がりを見るためDCCDをさらに簡略

化し，M－2SD未満を1’1，　M－2SD以上を黒で

表示し，defect　mapとした．主た，心筋を前壁

（ANT），側壁（LAT），ド壁（INF），および中隔

185

（SEP）の4つの部分に分け（Fig．1c），各部分で

M－2SDを下まわる区域数を求めdefect　scoreと

した．

IH．結　　果

　1）正常例の平均値と標準偏差

　Figure　2aに正常20例より求めたEX時とRD

時のcpcの平均値を，同様にFig．2bに20例で

の標準偏差1SDのCPCとして9本同時に示し
た．さらに，見やすくするために，左室側壁，前

壁，中隔，下壁をFig．2の各スライスの0度，90

度，180度，270度の点で代表させ，心尖部から心

基部へのフ゜ロファイルカーブを描いた（Fig．3）．

左室各部位の平均値の差は，心尖部から6スライ

スまでは少ないが，スライス7からは増大した

（Fig．2a，　Fig．3a）．

　中隔側では心基部に向かうにつれ平均値の低下

が大きく，側壁では常に高値を示した．一方，標

準偏差（lSD）は全ての部位で心基部に向かうにつ

れて大きくなる傾向にあった（Fig．2b，　Fig．3b）．

　2）　PCCD，　m－PCCD

　PCCDは相対的な心筋内の201T1の分布を表し

たものである．正常例をFig．4aに示す．正常例

ではEX時，　RD時ともほぼ暖色で示され，201Tl

の分布が一様に高いことが容易に判る．

　Figure．4bに正常20例でのm－PCCDを示す．

　3）DCCD
　DCCDは，　PCCDのm－PCCDからの低下（D－

M）を1SDごと6段階にcolor表示したもので

ある．正常例のDCCDごFig．4cに示す．　EX

時，RD時とも2SD以下に低下した領域は認め

られない．

　4）症例，39歳　男　狭心症

　前一ド行枝（Segment　6）に90％（実測73％）の狭

窄を認める1枝病変患者で，PTCAが施行された．

PTCAにより冠動脈の狭窄は実測73％から30％

に改善した．PTCA前は前壁を中心に広範囲の

transient　defectを認める（Fig．5a，　b）．　PTCA後

は欠損がほぼ消失している（Fig．5c）．　Fig．6に

defect　mapとdefect　scoreを示す．　PTCAによリ
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欠損が改善しているのが一目瞭然である．Defect

scoreも138から20に改善している．

IV．考　　察

　Circumferential　Profile　analysisi）を用いた心筋

血流の定量的評価法については，現在まで多くの

報告3～5）があり，視覚的評価法との比較検討が行

われている．心筋の厚さが，心基部から心尖部へ

かけて薄くなっている3）にもかかわらず201Tlの

γ線エネルギーが低いためFig．3に示すように深

部に向かうにつれてカウントが低下する．さらに

このカウントの低下が前壁，中隔，側壁および下

壁の4つのSegmentで均等でないため，各スラ

イスごとに吸収補正が必要であるが，困難な問題

と思われる．

　そこで本法では，心筋の9スライスの短軸断層

像を作り，1スライスで36点，計324点につき正常

20例での平均値と標準偏差を求め，この平均値

からの201T1の取り込みの低下度を表示すること

で心筋の虚血部の判定を行った．正常例では，

201Tlの各点の分布がほぼ平均値一2標準偏差（M

－ 2SD）の範囲にあることからM－2SD未満の

部位を虚血部として判定しFig．9のようにdefect

map，　defect　scoreとして半定量的に表示できた．

またわれわれの方法は連続した9スライスを用い

たので罹患冠動脈の推定も比較的容易と思われる．

心尖部，中央部，心基部の3スライスで評価する

方法3－5）等が考えられているがスライス位置の決

定や個人差の問題を十分に除外できない．3VD

のようにEX時に全体的に201Tlの取り込みが低

下し，全体的に再分布する例では，最大カウント

を100％として表示すると正常となる．この場合

はWash　out　rateを算出することで解決できるか

もしれない．今回，M－2SDを正常下限とした

がこの判定基準についても今後検討していく予定

である．

V．まとめ

　心筋内の相対的201Tl分布状態をPCCD，　DCCD

およびdefect　map，　defect　scoreとして表示するこ

とで，虚血部位の広がりとその程度を2次元的に

表現することが可能となった．特に同一症例の経

過観察等には十分適用できると考える．

　最後に，ご協力を頂いた当院循環器内科，藤野，松永，

阿波，後藤，稲垣の諸先生およびRlセンター，黒瀬，

赤松両技師兄に深謝致します．
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