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《原　著》

2°1Tl心筋SPECTによる灌流領域図と
　　　　心筋梗塞部位の自動診断
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　要旨　心筋梗塞領域の広がりから，その責任冠動脈の狭窄部位がどの程度推定可能か明らかにする目的で，

各冠動脈の灌流領域図を作製し，コンピュータ自動診断のプログラムを作製した．対象は，LAD病変16

例，LCX病変6例，　RCA病変8例の計30例である．　SPECT像より得られた10短軸断層像について，

circumferential　profile　curveを求め，　infarction　mapを作製した．各冠動脈病変について，平均の梗塞領域

を求め，各冠動脈灌流領域図を作製した．それをもとに各冠動脈梗塞指数を求め，コンピュータ自動診断を

行った．さらに，LAD病変については，第一対角枝より中枢側病変と末梢側病変にわけて検討した．各冠

動脈梗塞指数によりコンピュー・一・・タ自動診断が可能であり，また，第一対角枝より中枢側病変と末梢側病変と

では，心尖部から中央部にかけた側壁に差が認められ，鑑別が可能であった．

1．緒　　言

　201Tl心筋SPECTは，虚血領域の広がりを三

次元的に評価できる有用な方法であり，急速に普

及しつつある．しかしながら，病変の把握には，

多数の断層像を読影しなければならず多大な労力

を必要とし，また視覚的評価では，客観性および

定量性に欠ける．われわれは，SPECT像の三次

元的情報を一つの画面に表示し，定量評価する

目的で梗塞領域図（infarction　map：IM）を開発

し，報告した1）．今回，われわれは心筋梗塞例の

SPECT像より得られたIMにより，その責任冠

動脈および病変部位がどの程度推定可能であるか

明らかにする目的で，各責任冠動脈灌流領域を検

討し，さらにコンピュータ自動診断を行うために
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診断用プログラムを開発し，

検討したので報告する．

その有用性について

n．対象および方法

　1．対　　象

　対象は，冠動脈造影を施行し，一枝のみに梗塞

巣がみられた心筋梗塞30例である．うちわけは，

左前下行枝16例，左回旋枝6例，右冠動脈8例

である．左前下行枝病変の詳細は，第一対角枝お

よび第一中隔枝より中枢側病変7例，第一対角枝

より末梢側で第一中隔枝より中枢側病変1例，第

一
対角枝および第一中隔枝より末梢側病変7例，

第一対角枝病変1例である．

　2．データ収集

　201T1を4mCi静注約10分後より，回転式ガ

ンマカメラを用いて被検者の右前斜位30°から左

後斜位60°にかけて6°ずつカメラを回転させ，

一方向30秒でデー一タ収集した．Shepp＆Logan

filterを用いて画像を再合成し，左室短軸断層像を

スライス厚5．6mmで求めた．なお吸収補正は行

わなかった．使用したカメラは東芝製GCA－70A，

データ処理装置は，東芝製GMS－55Aである．
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　3．梗塞領域図の作製

　apicalからbasa1にかけての10短軸断層像に

ついて，前壁を0°とし時計方向に10°ごとに1

断層面36点について1ine上の全画素のカウント

を算出した（Fig．　la）．そして全断面の最高カウン

トを示したlineを100％としてcircumferential

profile　curveを求めた2）．正常人10例より得られ

たprofile　curveの平均一2標準偏差を正常下限

profile　curveとし，それ以下の領域を梗塞領域と

した（Fig．1b）．そして，正常部位を100としてT1

摂取率の低い部位をその低さの程度に応じて表示

した三次元表示マップ（Fig．1c），およびT1摂取

に異常のあった領域を地図状に表した二次元表示

マップ（Fig．1d）を作製した．定量評価の指標とし

て，三次元表示マップより正常下限を下まわる％

カウントの10断層面の総和をdefect　score，二次

元表示マップより全左室面積に対する梗塞面積の

割合を％defectとして求めた．以上のマップの作

製，defect　score，％defectの算出には，ミニコン

ピュータ（東芝製GMS－55A）のGPL言語を用い

てわれわれが独自にプログラムを開発した．今回

は広がりの診断のため二次元表示マップを用いた．

　4・診断用プログラム

　左前下行枝病変，左回旋枝病変，右冠動脈病変，

さらに左前下行枝病変については，第一対角枝よ

り中枢側病変かあるいは末梢側病変かについての

鑑別診断用のプログラムを開発した．各冠動脈病

変について広範囲の梗塞例を選び，長軸方向の広

がりについては，選んだ症例の40％以上の症例

に梗塞巣がみられた断層面を梗塞領域とし，各断

層面について梗塞領域の広がりの平均を求めた．

以上のような方法により，各冠動脈の平均的な梗

塞領域図を求めた．なお左前下行枝病変について

は，第一対角枝より中枢側病変群と末梢側病変群

とに分け同様の方法で各群の平均的梗塞領域を求

めた．以上の平均的梗塞領域より各冠動脈灌流領
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域図を作製した（Fig．2）．そして，自動診断するた

めに，個々の症例での梗塞巣の各冠動脈灌流領域

に占める割合を各冠動脈梗塞指数（regional　infarc一
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Fig．2　Territory　map　of　each　coronary　artery．

295

tion　area　index）として求めた．すなわち，その症例

の全梗塞面積に対する各冠動脈灌流領域の割合を

左前下行枝梗塞指数（LADII），左回旋枝梗塞指数

（LCXII），右冠動脈梗塞指数（RCAII）として算出

した．なお左前下行枝の第一対角枝の中枢側と末

梢側病変の鑑別には，第一対角枝の灌流領域と考

えられる側壁に注目し，両者の差である側壁領域

に占める梗塞巣の割合を側壁梗塞指数（LWII）と

して求め自動診断の指標とした．

III．結　　果

　1．症例呈示

　いくつかの症例を呈示する．

　Figure　3は左前下行枝病変例である．

　Case　1は，第一対角枝および第一一中隔枝より中

枢側に病変があった例である．心尖部から心基部

までの前壁を中心とする中隔および側壁に梗塞巣

がみられる．

　Case　2は，第一対角枝に病変がみられた例であ

る．infarction　mapでは中央部から心尖部にかけ
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た側壁を中心に梗塞巣がみられる．

　Case　3は，第一・対角枝より末梢側，第一中隔枝

より中枢側に病変があった例である．前壁および

中隔に梗塞巣がみられるが，Case　2の第一対角枝

の灌流領域である側壁には梗塞巣はみられない．

　Case　4，　Case　5は，いずれも第一対角枝および

第一中隔枝より末梢側に病変がみられた例である．

第一対角枝および第一中隔枝より末梢側に病変が

ある例では，Case　5のように心尖部を中心に梗塞

巣がみられることが多かったが，Case　4のように

心基部までの前壁に梗塞巣が広がる例もあった．

　Figure　4は，左回旋枝病変および右冠動脈病変

の症例である．Case　1は左回旋枝segment　12に

病変があった例で，心基部から中央部にかけた側

壁に梗塞巣がみられる．

　Case　2は，左回旋枝segment　11に狭窄が認め

られた例である．Case　1に比べて側壁の梗塞巣が

より心尖部まで広がっている．左回旋枝病変例で

は個々の症例により広がりに相違が認められ，心

尖部までの側壁，心基部よりの下壁に梗塞巣がみ

られることもあった．

　Case　3，Casc　4はいずれも右冠動脈病変例である．

Case　3では心尖部から心基部までの下壁に梗塞巣

がみられる．またCase　4では中央部の下壁に梗塞

巣がみられた．心尖部の下壁は左前下行枝に灌流

されていることが多いが，右冠動脈により灌流さ

れることもある．

　2．各冠動脈灌流

　各冠動脈灌流領域はFig．2のようであった．

左前下行枝領域は，心尖部ならびに前壁を中心に

中隔と側壁を灌流しているが，心基部に比べて心

尖部ではより広範囲の中隔，側壁を灌流している．

左回旋枝領域は，心基部よりの側壁を灌流してい

る．右冠動脈領域は，下壁を中心に心尖部に比べ

て心基部ではより広範囲の中隔，側壁を灌流して

いる．右冠動脈領域と左前下行枝領域では心尖部

および中隔領域に重なりが認められた．また左回

旋枝領域では右冠動脈領域と左前下行枝領域のか
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なりの部分に重なりを認めた．それぞれの領域の

梗塞量（％defect）は，左前下行枝領域53％，右

冠動脈領域32％，左回旋枝領域25％であった．

　Figure　5は，左前下行枝の第一対角枝より中枢

側病変詳と末梢側病変群の灌流領域を表したもの
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Fig．5　Comparison　of　territory　map　between　proximal

　　　and　distal　lesion　to　lst　diagonal　branch．
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である．両者の差は，側壁，中隔および心基部に

近い前壁にみられる．

　3．自動診断

　Figure　6は，各責任冠動脈病変の自動診断のた

めの各冠動脈梗塞指数を表したものである．各冠

動脈病変においてその冠動脈梗塞指数が有意に高

く，他の冠動脈梗塞指数に比して明らかに差が認

められ，自動診断が可能であった．

　Figure　7は，左前下行枝の第一対角枝より中枢

側病変群と末梢側病変群の鑑別のための側壁梗塞

指数を比べたものである．0．40を鑑別の規準とす

ると，中枢側病変群は7例中6例，末梢側病変群

は8例中7例で自動診断が可能であった．

IV．考　　案

　201Tl心筋SPECTは心筋の病巣の広がりを把

握するのに優れた方法である．しかしSPECT像

の三次元的広がりの情報を把握するには多数の断

層像の読影が必要であり，また視覚的判断のみで

は読影者間に差がみられ，客観性および定量性

に欠ける．近年，これらの問題の解決のために
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　　　index　between　proximal　and　distal　lesion　to

　　　lst　diagonal　branch．

Bul1’s－eye法3）が普及しつつある．われわれも，独

自にSPECT像の三次元的情報を一つの画面に表

示し，定量評価する目的で梗塞領域図（infarction

map）等の展開図表示法を開発し，報告してきた．

Bulrs－eye法は心基部に近づくに従って拡大され

て表示される欠点がある．しかし，展開図表示法

では等間隔で表示されるためそのような欠点はな

い．

　今回，われわれの開発したinfarction　mapを用

いて各冠動脈灌流領域を検討し，客観的に梗塞部

位を診断する目的で診断用プログラムを開発した．

　これまでsegment　analysis等4”’7）によりおおよ

その各冠動脈の灌流領域の検討は行われているが，

詳細な検討は少なく，また各冠動脈の分枝の灌流

領域の検討も少ない．われわれは，まず各冠動脈

の灌流領域の検討を行い，そして冠動脈灌流領

域図を作製した．各冠動脈灌流領域はsegment

analysisにより求められた領域とおおよそ一致し

ていた．左前下行枝は，心尖部ならびに前壁を中

心に中隔と側壁を灌流している．左回旋枝は，心

基部よりの側壁を灌流している8）．右冠動脈は，

下壁を中心に中隔，側壁を灌流している．しかし

左前下行枝は心基部に比べて心尖部でより広範囲

の中隔，側壁を灌流しており，逆に右冠動脈は心

尖部に比べて心基部でより広範囲の中隔，側壁を

灌流している．また左回旋枝は左前下行枝および

右冠動脈とかなりの部分で重なりが認められ，明

確に区別することは難しく，この領域の責任冠動

脈の診断には慎重な判断が必要と考えられる．

　左前下行枝病変についてさらに第一対角枝より

中枢側病変と末梢側病変に分けて検討した．両者

の差はFig．6示すように，側壁，中隔，心基部

よりの前壁にみられた．特に第一対角枝領域と思

われる側壁が有意の所見と考えられた．末梢側病

変群には，第一対角枝と第一中隔枝との間に病変

があった1例が含まれており，第一対角枝と第一

中隔枝より末梢側に病変があるものに比べて中隔

領域の梗塞巣はより心基部まで広がっていた．第

一対角枝と第一中隔枝との間に病変がある例は少

なく今回は検討の対象とはしなかったが，第一対

角枝と第一中隔枝との間にみられる病変の診断も

可能と思われる．

　以上，平均的な冠動脈灌流領域を求めたが，各

冠動脈間には重なりが認められ，また個々の症例

によっても冠動脈灌流領域に若干の差異がみられ

る．そこで梗塞部位の責任冠動脈を客観的に判断

するために各冠動脈梗塞指数を用いて診断した．

これまでcircumferential　profile　curveを用いて半

定量的に診断することは行われている5）．しかし，

指数等を指標に定量的に診断されることは少ない．

また左前下行枝を第一対角枝より中枢側と末梢側

にわけての検討も少ない．Fig．7のように各冠動

脈梗塞指数はその責任冠動脈に対応する指数が明

らかに高値であり，この指数を指標にすると一領

域の梗塞例は100％診断できる．特に右冠動脈と

左回旋枝とは重なる部分が多いが，この指標を用

いると容易に鑑別できる．また左前下行枝の第一

対角枝より中枢側病変と末梢側病変の鑑別も側壁

梗塞指数を用いると容易にできる．多枝病変の心

筋梗塞において梗塞領域，虚血領域を正確に把握

し，その責任冠動脈を明らかにすることは重要な

ことである．多数の枝に狭窄部がある場合，どの

冠動脈が梗塞でどの冠動脈が虚血状態か鑑別しな
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ければA－Cbypass術の適応部位の決定はできな

い．特に第一対角枝はその灌流領域は広く，虚血

か梗塞かの鑑別が必要になる場合もある．われわ

れの作製した灌流領域図を用いるとその鑑別も可

能である．今回は本幹以外の分枝については第一

対角枝のみ検討したが，さらに他の分枝について

も灌流領域の鑑別が可能かどうかを検討する予定

である．

　本文の要旨は，第26回核医学会総会（昭和61年10．月，

千葉）にて発表した．なお，展開図表示法の梗塞領域図

については，すでに第25回核医学会総会（昭和60年10
月，徳島）にて報告している．
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Summary

Automatic　Determination　of　the　Site　of　Myocardial　lnfarction

　　　　　　and　Coronary　Perfusion　Te】rritory　with　SPECT

Yasuhiro　SEKIAI＊，　Michihiko　SAwAI＊，　Susumu　MuRAYAMA＊，　Tsuneaki　TANNo＊，

　　　　　　　Atsushi　MIKuNIYA＊，　Kogo　ONoDERA＊，　Kazuharu　NlsHlzAwA＊＊，

　　　　　Jiro　KANEHIRA＊＊，　Katsuhiro　OKAMoTo＊＊＊and　Hitoshi　KAMATA＊＊＊＊

＊The　Second　Z）epart〃2θ〃’砂「加θr〃α1ルfed’cj刀e，＊＊The　1）epar’me〃t　of　Radiology，

　　　　　　　　　　　　　　Hiroぷaki　Un加ersity　School　ofルfedicine

轄＊The　1）ep〃’〃le〃t　Of　lnterual　Medicine，“＊“The　1）epart〃1．〃’of　Radio　logy，

　　　　　　　　　　　　　　Hirosakiル鋤icipal　Hospital，　Hiroぷaki

　In　order　to　estimate　coronary　perfusion　territory

in　terms　of　the　extent　of　myocardia1　infarction，　we

developed　a　diagnostic　program　fbr　perfusion

territory　from　the　territory　map　of　each　major

coronary　artery．　We　studied　30　patients　with　myo－

cardial　infarction：16　patients　with　LAD　lesion，

6patients　with　LCX　lesion，　and　8　patients　with

RCA　lesion．

　　We　constructed　the　infarction　map　from　cir－

cumferential　profile　curves　of　10　short　axis　sections

of　SPE（汀in　each　patient．　The　resultant　infarct

area　corresponding　to　each　of　LAD，　LCX　and

RCA　lesions　was　used　as　the　mean　of　infarct　size

in　typical　cases，　and　the　perfusion　territory　map

was　constructed　for　three　major　coronary　arteries．

The　infarct　index　based　on　the　territory　map　was

calculated　and　used　fbr　automatic　determination

of　coronary　perfusion　territory．　With　LAD　lesions，

we　further　studied　if　the　lesion　was　proximal　or

distal　to　the　first　diagonal　branch　of　LAD　artery．

　　We　conclude　that　this　diagnostic　program　is

quite　useful　in　automatic　estimation　of　coronary

artery　lesion　which　caused　myocardial　infarction，

and　that　the　lesion　proximal　or　distal　to　the　first

diagonal　branch　results　in　whether　lateral　wall

infarct　is　involved　or　not．

　Key　words：Infarction　map，　Automatic　diag－

nosis　of　myocardia1　infarction，　Myocardial　infarc－

tion　site，　Territory　map，　SPECT．
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