
853

《原　著》

Tl－201心筋SPECTの新しい定量的表示法（展開図法）

　　　　　　　　　　　　に関する基礎的検討
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　要旨　Tl－20t心筋SPECTによる診断能の向上と虚血の定量化を目的として展開図法を考案作製し，その

実用性に関する基礎的検討を行った．SPECT短軸像のprofile　dataをその外接円周に基づき展開し配列表

示した．欠損領域は一定の基準値（％MC）により判定しその領域面積は全展開図面積に対する比例計算で

算出した．Phantomを用いた検討では直径20，30　mm欠損の実測面積に対する本法の測定誤差は平均26％

であ’・た．また心筋梗塞，狭心症，健常例各5例に対して運動負荷SPECTを施行，再分布時に欠損を検出

し得ない最大基準値にそれぞれ約10％MCの差を認め，虚血，梗塞領域の判定には異な一・た2種の基準値が

必要と考えられた．虚血性心疾患31例における虚血，梗塞に関する本法のaccuracyはそれぞれ84％．82％

であった．また本法で計測した梗塞面積と壁運動異常の程度，駆出率とは有意に相関した．以上より，本法

は心筋虚血の診断，定量に関して十分臨床応用可能と考えられる．

1．緒　　言

　以前より，T1－201を用いた心筋シンチグラフ

ィーDは心筋血流の評価法として広く虚血性心疾

患に利用されてきたが，Single　Photon　Emission

Computed　Tomography（SPECT）の普及により比

較的簡単に3次元画像が得られるようになり，診

断能力も飛躍的に向上した2～4）．しかし，SPECT

より得られる断層像はその数が多いため読影判定

は必ずしも容易ではない．近年，各断層像を1枚

の画像に集約して表示するBulrs　Eye法5・6）の開

発により読影上の煩雑さが解消され，その有用性

が認められっっある7～9）．一方Circumferential

Profile　Analysis法10）（CPA）が利用されるように
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なり心筋虚血の定量的評価11・12）への関心が強ま

ってきたが，いずれの方法も定量化という点にお

いて未だ十分とはいえない．

　われわれは，SPECTより得られる心筋血流分

布の評価に関して，その視覚的評価の向上と心筋

虚血の定量化を目的とする新しい2次元表示法

（展開図法，The　Unfolded　Map）を考案作製した，

今回，本法の定量性，および実用性に関する基礎

的検討を行ったので報告する．

II．対象および方法

　1．ファントムにおける検肘

　使用したファントムは，円形断面をもち二重腔

を有する半紡錘形左室ファントム（京都科学標本

株式会社製RH－2型，長軸110mm，心筋厚10

mm，左室容量190　m1）で，心筋部に300μCi，左

室腔内に30μCiのTl－201溶液をみたした．これ

を脊柱部，および鋸屑のつまった肺部を有する胸

郭ファントム内（300×200×210mm）に，人体内

位置関係と同様になるように装着した．右室ファ

ントムは使用しなかった．欠損モデルは厚さ
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10mm，直径10，20，30　mmの3種のアクリル製

「il板を使用した（Fig．1）．

　2．臨床例における検討

　1）対　　象

　冠動脈造影（CAG），左室造影（LVG）を施行し，

診断の確定した虚血性心疾患（IHD）31例（陳旧性

心筋梗塞22例，梗塞の既往のない労作性狭心症9

例），および健常例（Cont．）5例，計36例（43～73

歳，平均58歳，男性25例，女性11例）を対象とし

た．

　2）CAG，　LVGの評価

　CAGは，　AHA分類13）に従い，90％以上の狭

窄を有意狭窄とした．LVGはRAO　30度，　LAO

60度像を用い，AHA分類に従って7セグメント

に分割し，それぞれの壁運動を視覚的に評価した．

normal　wall　motionを0点，　reduce　1点，　severe

reduce　2点，　akinesis，　dyskinesis，　aneurysmal　3点

とそれぞれスコア化し，7セグメントの合計を

asynergy　scoreとして壁運動異常の指標とした．

akinesis，　dyskinesis，　aneurysma1領域を梗塞領域

と判定した．また，LVGからArea－Length法に

よりejection　fraction（EF）を算出し検討に用いた．

　3）運動負荷Tl－201心筋SPECT

　対象36例全例に運動負荷心筋SPECTを施行し

た．運動負荷は座位自転車エルゴメータを用い，

25Wより3分ごとに25Wずつ増量する多段階
漸増負荷法で行い，最大負荷時にTl－201を3mCi

静注，そのまま運動を1分間持続させた後中止し

た．撮像は静注後約10分（EX　image），および4

時間後の再分布時（RD　image）にSPECT装置を

用いて行った．

　　　　　　　　e－一一一一一一110　一一一一一→1

　　　　　　　　‘　　　　　　　　　（mm）

Fig．1　Scheme　of　left　ventricular　phantom．

　3．データ収集ならびに解析

　SPECT装置は低エネルギー，高分解能コリメー

タを装着したシンチカメラを有する東芝製GCA－

90Bシステムを使用した．データ収集はLPO　60

度からRAO　30度までの180度30方向で，一方

向20秒間で行い，体軸横断断層像を再構成後，

左室長軸および短軸像を得た．得られた短軸断層

像の中心をマニュァルで決め，断層像を囲む円形

ROIを設定，そのROI内で任意のCut・・off値に

より心筋部外縁を決定し各スライス最大外接半径

（r。）を求めた．Cut－off値はすべてのスライス中

最大カウントを100％とした割合（％Cut－off）で

示した．次に各スライスについてCPAにより10

度ごと36セグメントに分割，各セグメントの最大

カウントを求めた．解析の対象は長軸短軸各断層

像より視覚的に判定した心尖部から心基部までの

最大約40スライス（症例により約20～40スライ

ス，スライス厚2．7～5．4mm）である．なお，臨

（a）

●

0

SHORT－AXIS

（b）

120°　180’

．
0

8ASE
　　　　　　　　　　　　　　　　e

180　　　360

360

l　　　　　　　　　I
I　　　　　　　　　　　　　I

l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I

l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I
l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l

1　　　，
1

‘　　　　　　　　　　　　　　‘1 ‘

1　　　　　　　　　‘　　　　　　　　　1
I　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　‘

I　　　　　　　　　l　　　　　　　　　I

1　　　　　　’　　　　　I
　　　　　　I　　　　　　　　　l
　　　　　　　　　　　I　　　　　　I

　　　　　　　　　　　　　　　I　l　I

　　　　　　　　　　　　APEX
Fig．2　Diagram　showing　how　three－dimensional　in－

　　　formation　is　unfolded（a）and　arranged　into

　　　two－dimensional　plane（b）．

Presented by Medical*Online



NORMAL

EXERCISE
　　　　　　PO唱tr』Sor

Tl－201心筋SPECTの新しい定量的表示法（展開図法）に関する基礎的検討

APt　N

MYnCARnlAt　IHFARCTION

EXERCISE
　　　　　　Poster　b　or

臼戸頁

REDISTRIBUTION
　　　　　　Po■t■r　‘or

FPt声

REDISTRIBUTION
　　　　　　Po●ter’Of’

1

Pve）

∫

Fig．3　Two－dimensional　unfolded　representation　of

　　　　　　T1－201　myocardial　distribution　fbr　normal　sub－

　　　　　　ject（Top）and　patient　with　anterior　myocardial

　　　　　　infarction（Below）．　Top　maps　are　constructed

　　　　　　by　approximately　40　slices　and　below　maps　are

　　　　　　constructed　by　approximately　20　slices　of　short－

　　　　　　axlS　tOmOgram．

　　　　　　Left　maps：at　exercise（EX）

　　　　　　Right　maps：at　redistribution（RD）
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　　Defect　Area　（DA）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Pixets　in　Defect　Area
　　　　　　　　　　　ニ　WA　×　　Pixds　拍　Who㎏　Area

Fig．4　Method　for　calculating　the　perfusion　defect

　　　　　　area．　The　whole　area　of　map（WA）is　calculated

　　　　　　from　circumference（2π・rn），　width（wn）and

　　　　　　number（n）of　slice，　and　the　defect　area（DA）is

　　　　　　calculated　as　ratio　of　hypoperfusional　to　total

　　　　　　　pixels．
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　　　　一3
　　　　　　55　　　　　　　60　　　　　　　65　　　　　　　70　　　　　（％）

　　　　　　　　　　　　　　　　％CUT－OFF

Fig．5　Relationship　between　cut－off　value　and　relative

　　　　　　error　of　calculated　whole　surface　area　in　phan－

　　　　　　tom　study．　The　calculated　area　changed　sig－

　　　　　　nificantly　according　to　the　cut－off　value・

Table　l　Optimum（relative　error＝0％）

　　　　　　　　in　4　phantom　tests

cut－off　values

Test　No． Optimum％Cut－off　value　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊤θ

1 6824

2 6526

3 6804

4 6915

Mean土SD 6τ67±1．68

Presented by Medical*Online



856 核医学 24巻6号（1987）

Table　2　Relative　error　of　calculated　Value　at　optimum　cut－ofr　value（68％）

％Cut－off＝68％ Real　Value
Calculated　Value
　　　　　　　　（n＝4）

Relative　Error
　　　　　　　　　　（％）

Whole　Surface

　Area 205cm2 205．6±2．4cm2 O．7土0．9

Maximal

　Circumference
23．6cm 23．6土O．4cm 1．7±O．7

Long－axis
Length 11．Ocm 10．5±O．2cm 4．0士1．5

（％）80

　　60

　　仰

　　20

　　0

－20

－40

－60

－80

－ 100
　　40

RELATIVE
　　ERROR

Fig．6

L
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　－100
　　　　40　　　　 50　　　　60　　　　　70　　　　　80　　　　90　（％）

　　　　　　　　　STANDARD　VALUE　（％M叙．　co“t）

Relationship　between　standard　value　and　relative　error　of　calculated　defect　area．

The　defect　area　less　than　10　mm　in　diameter　could　not　be　detected．

Table　3　Change　of　optimum　standard　value　by　size　and　position　of　defect　mode1

Optimum　standard　value　　　（％ER＝O％）Def㏄t　size

　　　（mm．） Septum Anterior Lateral lnfe．ior

φ10 ＿ 一 一 一

φ20 574 66．8 55．8 60．4

φ30 58．2 57．O 52．6 535
Mean±SD　　　　　　　577土4．5　　　　　　（％Max．　count）

TabRe　4　Relative　error　of　calculated　defect　area

Relative　er■or（％ER）of　Calculat●d　def㏄t　area
Def㏄t　size

　　　（mm．） Septum Antepior Lateral lnferior

φ10 一 一 一 一

φ20 十4．2 一 72．1 十30．1 一 30．7

φ30 一
〇．9 十　4．6 十34．2 十34．6

Mean　value　of％ER　　　　　　264±2a5　　　　　　　　（％）
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床例における％Cut－offは当施設の経験的予測値

55％として処理を行った．

　4．展開図の作製

　各スライスのプロフィール・データを短軸像時

計の8時方向を0度として帯状に展開，180度の

位置を中央にして左右対称形に心尖部から心基部

へ順次配列表示して展開図を作製した（Fig．　2）．

表示は展開図上全セグメント中最大カウントを

100％とした割合（％Max．　count，以下％MC）で

カラー表示した（Fig．3）．

　5．面積の算出

　配列した各帯の幅（スライス厚w。）と長さ（2π・

r。）より帯の面積を求め，それらの総和として全

展開図面積，すなわち左室心筋全外表面積を求め

た．さらに展開図上に表示される異常領域の面積

を展開図に含まれる総pixel数に対する比例計算

により算出した（Fig．4）．異常を判定し，領域を

決定するための基準値（Standard　value）は％MC

で表示し，その値による等高線を引くことにより

それ以下の領域を異常と判定し面積算出の対象と

した．また，本法により判定，算出した梗塞領域

面積の左室心筋全外表面積に対する割合（％）を

Necrotic　Area　Ratio（NAR）として検討に用いた．

　6．基準値設定に関する検討

　IHD　31例の中から運動負荷心筋SPECT再分

布像において視覚的に明らかな欠損像を認める陳

旧性心筋梗塞（MI）5例，明らかな欠損像を認め

ない労作性狭心症（AP）5例をそれぞれ任意に選

び，Cont．5例を含む合計15例（43～69歳，平均57

歳，男性8例，女性7例）を対象として基準値設

定に関する基礎的検討を行った．

III．結　　果

　1．ファントムにおける検討

　各計測値の実測値に対する測定誤差（Re】ative

Error）を％ERとした．％Cut－ofrを種々に変化

させた時の左室心筋全外表面積実測値に対する

％ERの変化を施行4回の平均値で示した（Fig．

5）．％Cut－offを大きくするに従って計測値は小

さくなり，％ERは正から負へ直線的に変化した．

857

％ERを0％とする最適％Cut－offはTable　1の

ごとくで，その平均値は67．67土1．68％であった．

以下，ファントムにおける検討には％Cut－off値

68％を用いた．Table　2に％Cut－off　68％の時の

左室心筋全外表面積，最大外接円周，長軸の長さ

各計測値と実測値に対する％ERを示した．％ER

はそれぞれ0．7土0．9，1．7±0．7，4．0土1．5％であり，

長軸の長さの誤差が大きかった．

　次に，ファントムに装着した欠損の検出および

面積計測のために基準値を種々に変化させた．そ

の時の実測欠損面積に対する％ERの変化を，欠

損の大きさ，部位別にFig．6に示した．直径lo

mmの欠損の面積計測は％ERが大きく不可能で

あった．直径20mmと30　mmの欠損に関して，

基準値に対する％ERの変化は両者ともにほぼ直

線的であったが，％ERの変化率，部位によるば

らつきは直径20mmの欠損のほうが大きかっ

た．それぞれの％ERが0％となる最適基準値を

Table　3に示した．52．6～66．8％MCとばらつき

が大きく，特に前壁にやや高値を示す傾向があっ

た．平均値は57．7±4．5％MCであり，これより

最適基準値を58％MCに設定し各欠損面積を計

測した．その時の％ERをTable　4に示した．基

準値と同様にばらつきを認めたが，平均値は26．4

±23．5％であった．

　2．基準値設定に関する検討

　基準値と，それにより異常と判定された領域の

面積計測値（平均値）との関係をFig．7に示した．

EX，　RDともに同じ基準値における欠損面積は，

Cont．，　AP，　MIの順に大きくなる傾向があり，ま

たEXとRDにおける欠損面積の変化量はAPが

最も大きかった．次に欠損面積計測値がOcmと

なる，すなわち異常領域として検出不可能となる

最大の基準値を求めた（Table　5）．　RDにおいて

Cont．65．98±1．72％MC，　AP　56．39土4．45％MCと，

両群間に約10％MCの差を認め，　MIは50％MC

以下の値であった．

　以上の結果より，運動負荷により出現した一過

性虚血領域の判定にはEX　image上65％MC，梗

塞領域の判定にはRD　image上55％MCと2種
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Fig．7　Relationship　between　defect　area　and　standard

　　　value　in　15　patients　with　myocardial　infarction

　　　（MI），　angina　pectoris（AP）and　no　coronary

　　　artery　disease（Cont．）．

Table　5 The　maximal　standard　value　that　the　perfu－

sion　defect　can　not　be　detected　in　15　patients

Early　lmage
（Exercise）

Delay　lmage
（Redistribution）

Cont． 67．27±3．20 65．98±　1．72

AP 49．53±8．38 56．39±4．45

MI 39．84±9．33 47．68±10．31

（％Max．　oount）

類の基準値を設定した．それにより虚血部と梗塞

部を表わす模式図をFig．8に示した．

　3．臨床例における検討

　以上の検討によって設定した2種の基準値を用

いて，対象IHD　31例に対する本法の診断能を検

討した（Table　6）．　EX　image上基準値65％MC

にてCAGより判定された有意病変枝の推定診断

を行ったところ，sensitivity　82％，　specificity　85％，

accuracy　84％であった，また，　LVGより判定さ

れた梗塞領域に対する本法の診断能をRD　image

上基準値65％MCと55％MCとで比較した．
65％MCで診断した場合，　sensitivity　97％と良好

εXεRCISE REDISTRIBUTION

溺
麟

、、　55％、M已x．　oount

　　　　　　　E＝］1sCh8m　ic　area
　　　　　　　X22≡22Z　lnfarction臼t　arg6

Fig．8　Diagram　of　method　for　detecting　the　myo－

　　　cardial　ischemic　and　infarcted　region　using　two

　　　standard　values．

であったが，specificity　52％でありfalse　positive

が多かった．一方，55％MCで診断した場合には

sensitivity　77％，　specificity　84％となり，その

accuracyは82％と基準値65％MCで診断した時

のaccuracy　74％に比較して良好であった．

　次に，IHD　31例に対して本法を用いて測定した

NAR（％）と，　LVGより算出したAsynergy　Score

およびEFとを比較検討した結果，　Asynergy

Scoreとはr＝0．809（p＜0．001）と有意な正相関を，

EFとはr＝－0．802（p〈0．001）と有意な負の相関

を認めた（Figs．9，10）．

W．考　　察

　Tl－201は血流に従って心筋内に分布することよ

り，それを用いた心筋シンチグラフィー1）は心筋

虚血あるいは梗塞巣を欠損領域として直接視覚的

に評価できるという利点を有し，広く虚血性心疾

患の診断に用いられてきた．SPECT装置の開発

によりbackgroundの影響が除去され診断精度も

向上し2”4），また近年，SPECT断層像の各スライ

スを同心円状に配列表示するBulrs　Eye法5・6）も

報告され，読影上の煩雑さも解消された．しかし，

Bu11’s　Eye法のような極座標表示法には，外周部

と中心部で拡大・縮小率が異なるために，欠損領

域の広さを評価するにあたり，その部位によって

過小・過大評価する可能性がある．

　一方，心筋虚血，梗塞巣の大きさを定量するこ

とは患者の予後や治療効果を知る上で重要14）で
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Table　6 Effect　of　using　two　standard　values　on　sensitivity，　specificity　and　accuracy

　　　for　detection　of　myocardial　ischemia　and　infarction
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CAG
Sensitivity Specificity Aecuracy

RCA
LAD
LCX

12／17　（　71％）

15／15　（100％）

4／6　　（　67％）

12／14
11／16

24／25

（86％）

（69％）

（96％）

24／31　（

26／31　（

28／31　（

77％）

84％）

90％）

Total 31／38　（　82％） 47／55　（　85％） 78／93　（　84％）

CAG：Coronary　Angiogram　　RCA：Right　Coronary　Artery

LAD：Left　Anterior　Descending　Artery　　LCX：Left　Circumflex　Artery

LVG
Standerd　valu●

さ…i∋nsitivity

65　　　　55

Specificity

65　　　　55

Accuracy

65　　　55（％）

Anter　ior

～ Lat●ral

1nferior

～Posterior

16／16　 13／16
（100％）　（　81％）

14／15　　11／15
（　93％）　　（　73％）

6／15　13／15
（　40％）　（　87％）

10／16　　13／16
（　63％）　　（　81％）

22／31　　26／31
（　71％）　　（　84％）

24／31　　25／31
（　77％）　（　81％）

Total 30／31　24／31
（　97％）　（　77％）

16／31　　26／31
（　52％）　　（　84％）

46／62　　51／62
（　74％）　（　82％）

LVG：Left　Ventriculogram

20

10

0

ASYNERGY　SCORE（LVG）

●

㊨

●

●

Y＝3．779十〇．278X

r　　：0．809　（n＝31）

p〈0．001

（％）

（％）

80

0 　　　　20

NECROTIC　AREA RATto
40

Fig．9　Correlation　between　Necrotic　Area　Ratio

　　　　（NAR）and　asynergy　score　obtained　by　the

　　　　left－ventriculogram（LVG）．

EF（LVG）

●

●●

⑨
O

Y＝64．951－0．802X

r　＝－0．802（n＝31）

p〈0．001

　　　0
　　　　　0　　　　　　　　20　　　　　　　　40　　（％）

　　　　　　　　　NECROTlC　AREA　RATIO

Fig．10　Correlation　between　Necrotic　Area　Ratio

　　　　（NAR）and耳jection　Fraction（EF）calculated

　　　　by　the　left－ventriculogram（LVG）．

あり，T1・201を用いた心筋シンチグラフィーによ

る検討15”18）も数多くなされてきた．なかでも，

Circumferential　Profile法lo）は比較的処理が簡単

で，異常領域の境界や程度を明確に表示できる点

において優れた方法である．しかし，従来の定

量法11・12）は視覚的評価もしくは断片的なT1－

Uptake情報を総合することによって異常領域の

大きさを数量化した半定量法であり，面積（ある
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いは体積）の実測という意味での定量化は困難で

あった．

　われわれが考案した展開図法は，SPECTの3

次元情報を2次元表示することにより異常領域面

積の実測，定量化をも可能にしようとするもので

ある．

　1．視覚的評価に関する展開図法の特徴

　本法は，Bulrs　Eye法と同様にSPECTより得

られる多数の断層像を一枚の画像に集約表示する

ことで読影上の煩雑さを解消した．さらに，極座

標表示とは異なり各短軸断層像の外接円周，スラ

イス厚に基づき同一比率で配列表示したために，

展開図の大きさがそのまま左室の大きさを反映し，

また図上に表示される各領域の広さの直視的な把

握が可能となり，他の領域および症例間の比較検

討が容易になった．

　本法のような展開表示では，展開する位置によ

って解剖学的位置関係が変化する可能性がある．

われわれは，左冠動脈支配と考えられる心室中隔

上部2／3の位置を，短軸像時計の8時方向に近似

させ展開することにより主要冠動脈を分離した．

したがって，展開図左から中隔上部2／3，前壁，

側壁，下壁，中隔下部1／3と配列することになり，

同様に主要冠動脈は左前下行枝，回施枝，右冠動

脈の順に配置され，病変枝診断も簡単になった．

　2．定量的評価に関する検討

　本法のように左室心筋外表面積を算出するため

には左室心筋外縁を決定する％Cut－ofr値の設定

が重要15）となる．今回のファントムによる検討

では，％Cut－off　68％で％ERはi数パーセントと

ほぼ満足する結果を得た．％Cut－offが68％と予

想以上に高値を示した理由としては，background

を含まない固定ファントムを使用したために放射

能集積が心筋部にピークを形成したためと考えら

れ，臨床的にはこれよりも低値をとるものと推測

された．

　欠損の検出は，その欠損の部位によってシンチ

カメラからの距離，脊柱，ベッド，そして周囲の

放射能集積の程度などに大きく影響される19）．フ

ァントム実験における欠損の大きさや設置部位に

よる基準値のばらつきもこれらの影響と考えられ，

特に前壁に設置した直径20mmの欠損に関して

基準値が66．8％MCと高値であったのは，欠損周

囲に認められた高度の放射能集積による影響と考

えられた．よって，最適基準値を58％MCに設

定した時の平均％ERも26％と予想以上に大き

い値となったが，これは直径20mmの欠損を23

㎜，直径40・mmの欠損を45　mmと計測した誤

差に等しく，臨床上問題は少ないと考えられる．

　生理的に心筋各部位によってTl集積が異な

る20）ために，従来基準値には各セグメントごと

に正常例のmean－2SD（標準偏差）を用いること

が多い．本法においても各セグメントごとに基準

値を変えてゆくのが妥当と考えられたが，症例に

よって展開図の大きさが異なるという本法の性質

上，部位および各セグメントを一致させるための

処理が煩雑で今回の検討には用いなかった．しか

し，心尖部および心基部中隔側の低吸収域を除去，

もしくはそれらを包括して処理するためには正常

者パターンを展開図上にあてはめることが必要で

ある．今回は同部を除くようにあらかじめROI

を設定し，そのROI内にて処理を行った．よっ

て，同部の虚血・梗塞の判定，面積算出には多分

に視覚的，人為的要素が関与する可能性がある．

　Tl・201心筋シンチグラフィーを用いた虚血・梗

塞の診断は，一般にEX，　RDの心筋イメージの

比較から一過性虚血の検出を，RDにまで継続

してみられる欠損像を梗塞巣として判定してい

る21・22）．しかし，EXから4時間後のRDにおい

て再分布がすべて完成するかどうかは疑問23・24）

であり，冠動脈の狭窄性病変が高度なほど虚血か

らの回復に時間を要するとされている25）．今回の

検討でもCont．，　AP間において，　EX，　RDともに，

欠損検出が不可能となる最大の基準値に約10％

MCの差を認めた．このことは正常下限値で梗塞

を判定すると，APの…一・一部にfalse　positiveを生じ

る可能性があり不適当であることを示している．

RDにおけるAPの下限値より小さい基準値で梗

塞を判定することが妥当と考えられるが，Fig．6

からもわかるように，その値で虚血をも判定する
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とAPのfalse　negativeを増加させ，また虚血領

域の広さを過小評価する可能性がある．本法のよ

うに，虚血・梗塞の判定ばかりではなく，その面

積を定量しようとする場合には，虚血・梗塞領域

に対してそれぞれ別の基準値が必要と考えられる．

今回，虚血領域に対してはEX　image上65％MC，

梗塞領域に対してはRD　image上55％MCと2

種類の基準値を設定した．基準値が65％MCとい

う値はEXにおけるCont．の下限値により，55％

MCという値はRDにおけるAPの下限値およ
びファントム実験における最適基準値（58％MC）

に基づいて設定した．このように，2種類の基準

値で判定することにより，false　negativeは多少増

加するもののfalse　positiveを明らかに減少させ，

最終的にaccuracyを増加させることができた．

また，2本の基準線の間にある欠損領域は4時間

後でも回復していない高度虚血領域や，心内膜下

梗塞のような壊死心筋と残存心筋とが混在した領

域である可能性があり，今後の検討が必要である．

　全体的に本法の診断精度は，諸家の報告3・19・20）

に比べて低値ではあったが，今回の検討では2種

の基準値のみを使用し，視覚的評価および

Washout　rate法は一切用いなかったことが関係

していると思われる．今後，基準値設定に関して

より詳細な検討を加え，さらに展開図表示も可能

であるWashout　rateによる判定法を併用するこ

とで診断精度を向上させることは可能と思われる．

　展開図法による欠損面積の算出が可能であるこ

とが，ファントム実験によって確かめられた．し

かし臨床的には心筋の辺縁決定に対する心臓の拍

動や肺野へのT1集積の影響，シンチグラム上検

出している虚血・梗塞領域の辺縁が病理学的にど

のような部分なのか不明であり，今後動物実験な

どの病理解剖学的な検討が必要と考えられる．現

時点での計測面積の絶対値についてはなお信頼性

に問題があるが，同じ基準値，％Cut－off値を使

用している限り相対的な広さの検討には特別な問

題を生じないと考えられる．今回，展開図法を用

いて計測した梗塞面積（すなわちNAR）とLVG

により評価した壁運動異常の程度（asynergy
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score）や左室駆出率（EF）との間に良好な相関が

得られ，臨床的検討に耐え得ることが明らかとな

った．今後，各セグメントごとの基準値設定，心

尖部および心基部中隔側の生理的低吸収域の処理，

主要冠動脈支配領域の決定などの検討を加えるこ

とにより，より優れた検査法となる可能性がある．

　特別に複雑な処理を必要とせず簡単に虚血・梗

塞面積を定量できる展開図法は，虚血性心疾患に

対して，虚血・梗塞領域の広がりによる重症度評

価や各症例間での比較検討，また同一症例におけ

る経過観察，各種負荷による虚血の変化，および

薬剤，A－Cバイパス術，冠動脈形成術（PTCA）

などの効果判定に十分臨床応用可能と考えられる．

V．結　　語

　Tl－201心筋SPECTより得られる3次元情報を

2次元平面上に展開表示する新しい定量表示法一

展開図法を考案し，その定量性，実用性に関する

基礎的検討を行った．本法の使用により心筋虚血

の定量が可能となった．また，今回の検討により

梗塞と一過性虚血の判別には2種類の基準値設定

が有用であることが明らかとなった．今後の臨床

的応用が期待される．
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The　unfolded　Map：Quantt血cation　of　Tl・201　Myocardial

　　　　Single　Photon　Emission　Compute《1　Tomography

Tomoyoshi　SHIMADA＊，　Tohru　KuRIMoTo＊，　Hiroshi　KAMIHATA＊，

　　Masahiro　KARAKAwA＊，　Takashi　MATsuuRA＊，　Eiji　OGuRA＊，

　　　Tetsuya　HATA＊，　Yasutake　HAMAGucHI＊，　Mitsuo　INADA＊，

　　　　　　Yutaka　NlsHIYAMA＊＊and　Tomokuni　SmRAIsHI＊＊

＊The　Seco〃∂1）eρar’〃le〃’of」rnter〃al　Medieine，＊＊刀％ε1）epart〃len’of　Rad’01ρ9γ，

　　　　　　　　　　　　血〃sai　Medical　Universit夕，　Osaka

　　Anew　method　was　devised　using　T1－201　myo－

cardial　SPECT　to　quantify　the　extent　of　myo－

cardial　ischemia　and　to　improve　the　diagnostic

usefulness，　and　a　basic　study　for　the　clinical　ap－

plication　of　this　method　was　perfbrmed．　After　the

perimeters　of　short　axis　tomograms　were　deter－

mined　using　cut－off　value，　maximal　count　profiles

of　each　tomograms　were　unf（）lded　and　were　ar－

ranged　in　order　from　apex　to　base　of　left　ventricle

into　two－dimensional　plane．　The　abnormal　defect

was　defined　as　the　region　below　the　standard

value（percent　max．　count，％MC）and　the　area　of

this　region　was　calculated　as　ratio　of　hypoperfu・

sional　to　total　pixels　of　whole　map　area．　In　the

study　using　the　left　ventricular　phantom，　the　rela－

tive　error　of　calculated　defect　area　were　26．4土

23．5％（mean土SD）．　In　15　patients（myocardial

infarction（MI）：5，　angina　pectoris（AP）：5，　no

coronary　artery　disease（Cont．）：5），　the　unfolded

maps　were　obtained　immediately　and　4　hours（RD）

after　exercise　stress．　The　maximal　standard　value

that　the　perfusion　defect　could　not　be　detected　in

RD　map　were　as　follows，　MI；47．9土10．3，　AP；

56．4土4．5，Cont．；66．0土1．7％MC．　Therefore，　two

standard　values　are　necessary　fbr　detecting　the

transient　ischemic　and　the　infarcted　region．　In　31

patients　with　coronary　artery　disease，　accuracy　of

this　method　using　two　standard　values　were　84％

and　82％，　in　AP　and　MI，　respectively．　And　there

were　significant　correlations　between　the　infarcted

area　obtained　by　this　method　and　the　asynergy

score　of　LVG　and　the　ejection　fraction．　This

method　is　useful　for　the　diagnosis　and　the　quantifi－

cation　of　myocardial　ischemia．

　　Key　words：T1－201　myocardial　SPECT，　Coro－

nary　artery　disease，　Quantitative　analyzing，　The

unfblded　map，　Two－dimensional　representation．
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