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　要旨　運動負荷201Tl心筋SPECTの同心円表示法（CCD）にスライス数の基準化や回転補正等の改良を

加え，その臨床的有用性を検討した．対象は狭心症（AP）65例，心筋梗塞症（MI）47例，正常者55例であ

る．正常下限以下の点の個ta　Defect　Score（DS）を求めた．　DSによるCADの検出のSensitivityは，83％

（AP），100％（MI），　Specificityは69％であった．視覚評価（おのおの77％，98％，83％）と比較し，ほぼ同

等の結果であった．CCDはその客観性を考えれば，　CADの検出および評価に有用な方法であると考えら

れた．

1．はじめに

　運動負荷201T1心筋シンチは，非観血的に心筋

の血流分布を把握できるため虚血性心疾患の診断

や，経過観察等に広く利用されている1～3）．特に

近年Single　Photon　Emission　CT（以下SPECT）

が導入され，病変の検出や広がりの評価が比較的

容易になり，ますますその有用性が高まってきて

いる4－’7）．しかしながら，心筋SPECTの読影に際

しては多数の断層像より，心臓という3次元構造

物を想定する煩雑さがある．また一般に視覚的に

評価されるため，客観性と定量性に欠ける恐れが

ある．そこで著者らは，位置と量の2つの3次元

情報を2次元に表現する同心円表示法（Concentric

Circular　Display：CCD）を開発し報告した8）．本

稿では，スライス数の基準化，境界の取り方や回
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転の補正等に改良を加え，CCDをより客観的か

つ定量的に心筋血流の状態を把握できる1つの手

法として発展させた．さらに多数の臨床例に適用

し，その有用性と限界性に検討を加えた．

II．方　　法

　1）対　　象

　冠動脈造影を施行した狭心症65例，陳旧性心筋

梗塞47例，および健常者55例である．そのうち一

枝病変63例，二枝病変29例および三枝病変20例で

ある．なお，有意の冠狭窄はAHAの75％以上
とした9）．

　2）運動負荷およびデータ収集

　運動負荷は臥位エルゴメータ多段階漸増法で行

った．2分ないし3分おきに25Wずつ負荷量を

増加させた．1分おきに心電図（ECG）記録，血

圧測定を行った．終了点は予測心拍数の90％，胸

痛，ECG上のSTの2mm以上の低下などとし
た．最大負荷時に201Tl　3～4　mCiを静注し，さら

に約1分間運動を持続させた．タリウム投与5～

10分後と約3時間後にRAO　45°～LPO・45°まで

の180°，32方向よりデータを収集した．収集時

Presented by Medical*Online



280 核医学

間は運動負荷直後（以下EX）で1方向20秒間，再

分布（以下RD）時で1方向30秒間とした．使用

カメラは高分解能コリメータを装着した回転型ガ

ンマカメラZLC－3700，データ処理装置はシンチ

パック2400である．

24巻3号（1987）

　3）同心円表示法（Concentric　CircUlar　Display：

　　　CCD）

　画像再構成はShepp＆Logan　filterを用いた重

畳積分法で行い，スライス厚6mmの左室短軸，

長軸矢状，および長軸水平断層像を作成した．そ

のうち左室短軸断層像を用い同心円表示法を行っ

た．その詳細については報告している8）ので，そ
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Schematic　representation　of　Concentric　Circular　Display（CCD）．　A）Circ迦一

ferential　profile　analysis（maximum　method）was　performed　on　each　short　axial

slice，　and　N　profile　curves（n＝11　in　this　case）were　derived．　B）Longitudinal

profile　curve　inθo　direction．　C）The　eleven　values　of　the　longitudinal　curve　were

transformed　into　nine　values　by　interpolation．　D）This　calculation　was　performed

in　all　directions　from　O°to　350°and　nine　corrected　circumferential　profile

curves　were　derived．　E）The　data　of　the　nine　profile　curves　were　displayed　on

the　nine　concentric　circles，　apical　slice　inner　most　and　basal　slice　outer　most．

ANT：anterior，　IVS：interventricular　septum，　INF：in飴rior，　LAT：1atera1．
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の概略と今回の改良点を述べる．左室短軸像のう

ち心内腔が初めて認識できる心尖部スライスから

心基部までの各スライスにCircumferential　Profile

解析を行った．すなわち左室ROI中心より10°

間隔で36本の放射線を引き，その線上の最大カウ

ントを求めた．36×n（スライス数）個の値のうち

最大値を100として％表示した（M’iθ：i－1，

2，．．・n，スライス番号，心尖部を1とする．θ・＝o°，

10°，．．．350°，時計の3時の方向を0°として反時

計回り）そのProfile曲線群をFig．1Aに示す
（n－11）．

　次にスライス数の基準化を行った．各症例のス

ライス数の分布をみると，最頻数は9であった．そ

こで個々の症例のデータを比例配分により補間し，

圧縮あるいは拡大して9スライス分のデータに変

換した．Fig．1Aのθoの方向の値を左室長軸方

向に展開してグラフで表示するとFig．1Bのよう

になる（M’iθo：i＝1，2，．．．11）．これを比例配分に

て9個の値に変換した（Fig．　lc，　Miθo：i＝1，2，．．．

281

9）．全ての方向についてこの変換を行い，9本の

Profile　Curveを作成した（Fig．　ID，　Miθ：i＝＝1，2，

．．．9，θ＝0°，10°，．．．350°）．さらに，心室中隔の下

1／3の点と左心室中心を結ぶ直線（Fig．　2A）を基

準として（190°にする）左室の回転によるズレの

補正も行った．

（A）　Sensitivity　in　AP
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（C）　Accuracy
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Fig．2　A）Aline　was　drawn　from　the　center　of　the　left

　　　ventricle（LV）to　the　lower　third　of　the　septum，

　　　which　was　assumed　as　190°．　LAD：left　de－

　　　scending　artery，　RCA＆CX：right　coronary
　　　＆circumflex　artery．　B）The　line　was　drawn　on

　　　the　CCD．

n＝100

Sensitivity（A），　specificity（B），　and　accuracy（C）in

detecting　coronary　artery　disease　by　CCD．　AP：

angina　pectoris　without　myocardial　infarction．　SD：

standard　deviation．　The　sensitivity，　specificity，　and

accuracy　were　calculated　by　changing　the　lower

nomal　limit　counts　from　mea卜1．50　SD　to　mean

－
2．5SD　at　O．25　SD　intervals　and　the　minimum

defect　scores　from　three　to　eighteen　at　three

intervals．
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　以上のようにして得られた9スライスのデー

タをFig．1Eに示すごとく，心尖部のデータM1θ

を中心に心基部のデータMgθを最外側に同心円

上に配列した．

　冠動脈造影にて正常であった20症例より各点の

平均値（Miθ）と標準偏差（SDiθ）を求め，平均値

以下の点を1SD区切りでカラー表示した（0～

1SD：黄，　l　SD～2　SD：緑，2SD～3　SD：赤，

3SD～4　SD：青，4SD以下黒）．なお，平均値以

上は白とした．

　4）Defeet　Score（DS）の算出

　平均値一nSDを正常下限とし，それ以下の点

の個数をDefect　Scoreとした．任意の領域につい

てDSを算出することができるようにした．今回

の検討ではFig．2Bに示すごとく1go°と左心室

中心を結ぶ直線を基本線として，前下行枝領域

（LAD）と右冠動脈，回旋枝領域（RCA＆CX）に

左心室を2分割した．明らかに左前下行枝病変と

考えられる心尖部の2～3スライスは左前下行枝

領域へ入れた．おのおのの領域にっいてDSを求

Table　3　Detectability　of　number　of　diseased　vessels

（A）　Concentric　circular　display（CCD）
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Table　2　Comparison　of　detectability　of　Coronary

　　　　Artery　Disease（CAD）between　Concentric
　　　　Circular　Display（CCD）and　Visual　Analysis

　　　　（VA）

CCD　　　　VA

（B）　Visual　analysis（VA）

Sensitivity　in　AP（n＝65）

Sensitivity　in　M1（n＝47）

Specificity（n＝35）

Accuracy

83％

100％

69％

85％

77％

98％

83％

85％

　　　　　　　　　　　　　Tl
　　CAG　　　　　　　　　　　　　　　　　　－
　　　　　　　　O　　　　　I　　　　II，　III

　　　　O　　　　29　　　　　6　　　　　0

　　　　1　　　　10　　　　45　　　　15
　　H，III　　　　　　3　　　　　　23　　　　　　16

A）Results　of　CCD．　B）Those　of　Visual　Analysis

（VA），　T1：the　number　of　diseased　vessels　diagnosed

by　CCD　or　VA．　CAG：the　number　of　diseased

vessels　by　coronary　angiography，0＝norma1，1＝

one　vessel　disease，　II，　III＝two　or　three　vessel

disease．

Detectability　of　individual　diseased　vessel．
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Fig．3　Detectability　of　individual　diseased　vessels　in　AP　and　MI．　A）Sensitivity．　B）

　　　Specificity．
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自）　Pre－PTC臼

E’×

RD

〔rT’1＼．

DS＝1∋1

DS＝　18

巳）　Po5t－PTC自

D已＝3

　　DS＝〔ヨ

K．S．　48　y．o．　r》1

Fig．4　K．　s．48　y．o．　male．90％stenosis　of　LAD（6）was　successfully　dilated　by　PTCA・

　　　A）Concentric　Circular　Display（CCD）of　myocardial　SPECT　images　before

　　　PTCA．　B）CCD　after　PTCA．　EX：CCD　after　exercise，　RD：CCD　3　hr　after

　　　exercise，　DS：defect　score．

F．R．　53　‘3．o．　tn

E×

RD

SI＝34日
Fig．5　F．　R．53　y．o．　male．01d　myocardial　infarction

　　　due　to　total　obstruction　of　LAD（6）．　EX，

　　　RD：same　as　Fig．4．

めた．なお，スライス1とスライス9は評価の対

象から除外した．心筋SPECTの視覚的評価は，

2人の心臓核医学専門家が臨床データなしに行っ

た．

m．結　　果

　1．Defect　Score（DS）の検討

　以下の検討では運動直後像より求めたDSを用

いた．

　1）診断基準の設定

　心筋梗塞の既往のない狭心症65例と健常者35例

において，冠動脈疾患の検出のSensitivity（Sen．）

（Table　I　A），　Specificity（Spe．）（Table　I　B），　Accuracy

（Table　IC）を検討した．正常下限（平均値一nSD）

のnを0．25間隔で1．5～2．5まで，異常とする

DSの値を3間隔で3～18まで変化させた．当然

のことながら両者の値を大きくすればSen．は低

下するが，Spe．は上昇し，反対に小さくすれば逆

となった．Accuracyは表中，右上から左下の対角
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Fig．6　False　positive　cases．　A）1．T．62　y．o．　male　with　normal　coronary　artery．　False

　　　defects　in　the　lateral　region．　B）U．M．72　y．o．　female　with　normal　coronary　artery．

　　　False　defects　in　the　anterior　region、

線上に良好な値が並んだ．したがって，その対角

線上にくるようにnとDSを選べばよいことにな

るが，従来より正常下限としての平均値一2SD

を使用することが多いので，その中でバランスの

とれたn－2，DS－9を診断基準とした．すなわち

平均値一2SD以下の点の個数が9個以上ある場

合を異常とした．

　2）冠動脈疾患の検出率

　上記の診断基準を使用して得られたCCDの

冠動脈疾患の検出率を視覚的評価（VA）のそれと

比較した（Table　2）．狭心症におけるSen．は83％

vs．74％（CCD　vs．　VA以下同様），心筋梗塞では

100％vs．98％と両者ほぼ同等であった．　Spe．は

69％vs．83％で，　CCDにおいて有意ではないが，

低値であった．全体のAccuracyは両者とも85％

であった．

　3）罹患冠動脈数の検出率

　全症例において罹患冠動脈数の検出率を見た・

E｝・：

FミD

し　1↓　1・Ll　1）　　1　v∨ノ

⊃・い　「三　y．1コ．N

Fig．7　S．　K．72　y．o．　male　with　the　lesion　of　large　left

　　　anterior　descending　artery（one　vessel　disease）．

　　　He　was　falsely　diagnosed　as　having　two　vessel

　　　disease．
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Table　3AにCCD，　Table　3BにVA法の評価を

示した．おのおの横方向にSPECTの，縦方向に

冠動脈造影上の評価を示した．二枝および三枝病

変はまとめて多枝病変（II，　III）とした（ただし

RCAとCXの両者に病変がある場合は1枝病変

とした）．数字は症例数であり，太字で両者が一

致した場合の数を示した．多枝疾患の検出率は

50％（21／42）vs．38％（16／42）とCCDの方が低値

ではあるが良好な傾向にあった．しかし，正常群

と一枝病変群においてはCCDの方が過大評価す

る傾向にあった．

　4）各冠動脈枝別病変の検出率（Fig．3）

　狭心症と心筋梗塞症例において，各冠動脈枝別

の病変の検出率，すなわちSensitivity（Sen．）と病

変のない冠動脈の検出率，すなわちSpecificity

（Spe．）とを検討した．　Sen．は前下行枝病変（LAD）

において76％vs．71％，右冠動脈，回旋枝病変

（RCA＆CX）において84％vs．75％とCCDの方

が良好な傾向にあった．しかしSpe．はLADに

おいて64％vs．92％（P〈0．05），　RCA＆CXにお

いて60％vs．73％とCCDの方が低値であった・

　2．症　　例

　1）経皮的冠動脈形成術（PTCA）施行症例：48

歳男．前下行枝近位部（6）の90％狭窄に対して

PTCAを施行し，拡張に成功した．　Fig．4Aに

PTCA前の運動直後（EX），3時間後（RD）の心筋

SPECT像の同心円表示を示す．前壁から中隔へ

かけての病変の広がりと再分布の様子がよくわか

る．Fig．4BにはPTCA後の同心円表示を同様に

示す．血流の改善している様子がよくわかる．EX

時のDefect　Score（DS）も91から3へと著明に改

善している．

　2）心筋梗塞症例：53歳男．前下行枝近位部

（6）の完全閉塞による前壁中隔梗塞症例である．

Fig．5にその心筋SPECTの同心円表示を示す．

前壁から中隔へかけての広範囲の領域にわたって

欠損を示し，3時間後も再分布していないのがよ

くわかる．

IV．考　　案

235

　心筋SPECTの3次元情報を2次元に集約して

表示する同心円表示法（CCD）を開発し，すでに

報告しているが8），今回は種々の改良を加えると

ともに，多数の臨床例に応用し，その臨床的有用

性と限界性について検討を加えた．Circumferen－

tial　Profile　Analysis（CPA）は，　Burrowら10）によ

りPlanar像の客観的評価法として導入されたも

のであるが，近年SPECT像の評価にも適応され，

その有用性が報告されている11’－13）．しかしながら

多くの場合，多数のSPECT像のうち心基部，心

室中央部，心尖部および長軸の代表的な3～5ス

ライスのみを選んでCPAを行っている．したが

って，得られた標準曲線は正確に正常の心筋血流

分布を反映しているとは言えず，心筋血流障害の

定量的評価は不正確になる恐れがある．一方，わ

れわれの開発したCCDにおいては，比例配分に

よるスライス数の基準化および回転のズレの補正

を行っているので，連続的な多数のスライスを用

いて正常血流分布をより正確に表す標準曲線を作

成することができる．したがって，SPECTの分

解能や像のゆがみによる限界性を考慮する必要は

あるが，CCDにより心筋血流障害の広がりや程

度の定量的評価をより正確に行うことができると

考えられる．

　また，諸家のSPECTのCPAによる評価におい

ては，多数のProfile・Curveを表示して評価する

必要があるが11・13），CCDにおいては2次元の同

心円上に全てのデータを集約して表示することが

できるので，病変の部位や広がりの把握が非常に

容易である．

　定量的評価のために，正常下限以下の点の個数

を表すDefect　Score（DS）を求めた．右冠動脈と

左回旋枝の重なりや大きさの違いを正確に評価す

ることが困難であったため，左室を前下行枝領域

と右冠動脈・回旋枝領域に2分割し，おのおのに

っきDSを算出した．

　虚血性心疾患の検出率について検討したが，

Sensitivityは良好であったが，　Specificityは69％
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と若干低値であった．その原因として第一にFalse

positive例の欠損部位は男性では，　Fig．6Aのよ

うに側壁に，女性ではFig．6Bのように前壁に多

い傾向にあったが，両部は動きが大きいため欠損

部として表現されたのかもしれない12，14）．第二に

SPECT像の作成において，今回は180°のデータ

収集で行っており，かつ吸収補正も行っていない

ので，像のゆがみがある程度生じるが15），CCD

はそれを忠実に欠損部として表現した可能性があ

る．第三に正常例は全て胸痛あるいは心電図変化

があり，種々の非侵襲的検査（心筋シンチも含め）

を行った後，冠動脈造影を施行し，正常と判明し

た症例のみであるため，False　Positiveが増加した

のかもしれない16）．実際，CCDでFalse　Positive

であった11例中5例は視覚的評価でも欠損ありと

していた．

　各冠動脈枝別の検出率をみたが，やはり，Sen－

sitivityは良好であったが，　Specificityはやや不良

であった．これは上記の理由に加えて，各冠動脈

の支配領域を正確に決定することが困難であるこ

とに起因すると思われる．例えば，Fig．7の症例

のように心尖部を越え下壁まで達している大きな

前下行枝病変では二枝病変と過大評価することに

なる．誤って病変ありとした27本の冠動脈のうち，

19本（70％）は境界のとり方が原因となっていた．

そのうち，上記の例のように前下行枝と右冠動脈

の境界が困難であった症例は58％（11／19）と一番

多かった．したがって，さらに経験を重ね，各冠

動脈の支配領域がCCD上で表現されるおおよそ

のPatternを定式化していく必要があると考える．

　以上のようにある程度の限界性はあるが，CCD

により心筋虚血部位を容易に把握することができ，

かつ定量的評価を行うことができる．したがって

CCDは心筋SPECTの多数の断層像より診断し

ている視覚的評価の煩雑さを緩和し，診断精度を

向上させるものと考えられる．さらに，その定量

性から最近ますます盛んに行われるようになった

PTCR，　PTCA等の効果判定および経過観察にも

十分適応できると考える．

V．まとめ

　心筋SPECTの定量的評価法であるConcentric

Circular　Display（CCD）に改良を加え，さらに多

数の臨床例に適用し，その有用性と限界性につい

て検討を加えた．3次元の位置と量の情報をコン

パクトに2次元像として表示することが可能であ

り，虚血性心疾患の診断，梗塞範囲の評価および

治療効果の判定等を定量的に行うことができ，臨

床的に有用な表示法である．

　ご協力頂いたRIセンター黒瀬，赤松両技師兄に深謝

致します．

　なお，本稿の要旨は第25回日本核医学会総会および

第50回日本循環器学会学術集会で発表した．
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Summary

Quantitative　Evaluation　of　Thallium－201　Myocardia1　Single　Photon

　　　　　　　　　　Emission　CT（SPECT）：Clinical　Application

Osamu　Dol＊，　Shuzo　YAMAMoTo＊＊，　Kazuaki　MITsuDo＊，　Toshio　FuJiNo＊，

Kazuo　MATsuNAGA＊，　Yoshihiro　NlsHIHARA＊，　Junji　AwA＊，　Tsuyoshi　GoTo＊，

Toshiaki　HAsE＊，　Manseki　KIN＊，　Kazushige　KADoTA＊，　Takaaki　SAKAMoTo＊，

　　　　　　Masako　ToDA＊，　Yasuji　KAwAHARA＊＊and　Makio　SHIGEyAsu＊＊

＊Depa〃〃le〃of　Cardiotogγ，＊＊Depat’τ〃le〃’of　Radio　logy，　Kuras／lriki（］e〃〃aれHospital

　　We　developed　a　new　method　for　the　quantita－

tive　evaluation　of　T1－201　myocardial　SPECT．　Cir－

cumferential　profile　analysis　was　performed　on

the　short　axial　slices　from　the　apex　to　the　base．

Derived　profile　curves　were　changed　into　g　curves

by　interpolation．　The　data　were　displayed　on　g

concentric　circles，　providing　Concentric　Circular

Display（CCD）．　From　twenty　subjects　with　normal

coronary　arteriography　mean　and　standard　devia－

tion（SD）were　calculated　at　each　points　of　the　g

curves．　Defect　score（DS）was　the　number　of　points

below　mean－2SD　of　the　normal　values．

　　CCD　analysis　by　the　criterion　of　DS（≧9）was

compared　with　visual　analysis（VA）in　detect－

ability　of　coronary　artery　disease（CAD）．　In　AP

（n＝65）sensitivity　was　83％and　77％in　CCD　and

VA，　respectively，　while　100％and　98％in　MI

（n＝47）．Specificity　was　69％and　83％in　normal

subjects（n＝35）．　Detectability　of　individual　coro－

nary　artcry　lesions　was　76％vs．71％for　LAD　and

84％vs．75％for　RCA＆LCX．　Specificity　was
64％vs．92％（p＜0．05）for　LAD　and　60％vs．73％

fbr　RCA＆LCX．　Specificity　of　CCD　was　slightly

inferior　to　that　of　visual　analysis．

　　In　conclusion　three　dimensional　information　of

myocardial　SPECT　vv’as　displayed　in　a　two　dimen－

sional　image　by　CCD　and　this　makes　it　possible　to

evaluate　myocardial　perfusion　easily　and　objec－

tively．

　　Key　words：Quantitative　analysis　of　thallium－

201SPECT，　Diagnosis　of　CAD，　Quantification　of

Myocardial　infarct　size，　Circumferential　profile

analysis．

Presented by Medical*Online


	0279
	0280
	0281
	0282
	0283
	0284
	0285
	0286
	0287



