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《原　著》

極座標による心筋Tl－201　Bull’s－eye表示の試み

前田尚利＊李鍾大＊＊
中村　　徹＊＊　宮保　　進＊＊＊

三沢　利博＊＊＊石井　　靖＊

　要旨　Tl－201心筋シンチグラフィにおいてミニコンピュータにより心臓の重心を原点とした極座標を使

い自動化したBu11’s£ye表示を試みたので報告する．信号雑音比（signal　to　noise　ratio，　S／N）を改善するこ

と，呼吸や心臓の壁の動きから生ずる誤差を減らすことを目的として，単位立体角内のRI集積の積分値を

用い心筋の各部位での集積を評価した．臨床症状，心電図（ECG），超音波（US），心血管造影（CAG），血清

酵素の総合所見を参考にして，従来のBull’s－eyeと比較した．　sensitivityは88．9％から95．1％と，　specifi－

cityは34．5％から81．5％と，　accuracyは67．6％から89．7％と改善された．180°方向を表示するために，

みかけ上の欠損が狭く表現されるものの，自動化することにより，検者間の結果に差がなくなり，心尖部と

下後壁近傍の異常も明確に診断することが可能になった．

1．はじめに

　SPECT　（Single　Photon　Emission　Computed

Tomography）を用いたTl－201心筋シンチグラフ

ィの解析には，Bulrs－eye表示がRI集積の客観

的な評価の一手段として用いられる1’”8）．Bulrs－

cye解析を行う場合，　CRT上に表示されたSPECT

心筋断層像から心臓の心尖部と心基部を入力する

ことが必要で1～3），検者間の結果が必ずしも一致

するとは限らず，自動化することが望ましい．

SPECT断層像のRI分布の拡がりは分解能や雑

音に関係する因子以外に，壁の運動によるものも

考えられ，直交座標系を用いた従来のBul「s－eye

解析法（Bulrs－eye　representation　taken　maximum

value　in　rectangular　coordinate，以下BMRと略）

では1ピクセル当たりの最大カウント数を表示す

る1“6）ので，必ずしも心筋へのRI集積を反映し

　＊福井医科大学放射線科
＊＊　　同　　第一内科

＊＊“　　　同　　　第三内科

受付：63年3月24日
最終稿受付：63年5月17日
別刷請求先：岡崎市若宮町2－2（y4“）

　　　　　市立岡崎病院放射線科
　　　　　　　　　　　　　前　田　尚　利

ているとは限らない．S／N比の改善と，動きによ

るartifactsを減らすことを目的に，極座標を使っ

て単位立体角当たりのRI集積を求め，心筋への

T1－201　Bulrs－eye表示（Bull’s－eye　representation

taken　integral　value　in　polar　coordinate，以下BIP

と略）を試みたので報告する．

II．対象および方法

　対象は1986年10月より1987年11月までの約

14か月間に本院にてT1－201負荷心筋シンチグラ

フィを行った77例で，狭心症の疑い16例，狭心症

（angina　pectoris，　AP）16例，　PTCA術後4例，心

筋梗塞（myocardial　infarction，　MI）41例で，男性

51例，女性26例の合計77例である．このうち66例

に対してCAGを行った．平均年齢は59．4土8．6

歳で，最年少者は35歳，最年長者は77歳であった．

　被験者はエルゴメータにより3分間ずつ50，

100，150wattの負荷をかけ，胸痛，　ECGのST

変化，被験者の疲れを目安に負荷を中止して

T1・201を3mCi静脈投与し，約5分後より負荷

（Exercise，以下EXと略）データ収集を開始，3時

間後に再分布（Redistribution，以下REと略）デ

ー タを収集した？・8）．回転型ガンマカメラ（GE
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STARCAM　400ACIT）を用い64×64マトリック

スにて患者のRAO　45°からLPO　45°までの180°

を32方向から1方向当たり40sにて行った．

SPECrのデータ再構成はSTARCAM上のコン
ピュータを用い，得られた体軸横断断層像をミニ

コンピュータ（VAX　730）に移し処理を行った．

30％の閾値にて2値化された心筋横断断層画像よ

り重心を求めた．この重心を原点とした極座標系

上で，もとの画像の直交座標1voxel当たり最低

60voxe］になるような微少体積をとり（Fig．1），

5％の閾値を用いて単位立体角内のカウント数と

平均距離を求めた．これらの分布をもとにして，

心基部はカウントが最も低くかつ平均距離の大き

な部位であると仮定し，平均距離をカウント数で

割り，極大を持っ方向を心基部の中心方向とした．

心基部の中心方向を心臓の長軸方向とし，心基部

1

／

9X
n

Conversion　of　rectangular　to　polar　coordinate

system．　Center　of　gravity　of　the　Ieft　ventricle　is

obtained　from　binary　images　of　the　transverse

s㏄tions　of　the　Tl・201　with　threshold　of　30％．

Integral　counts　in　a　unit　solid　angle　and　the

average　distances　are　calculated　as　the　sums　of

the　counts　in　small　volume　elements（voxeり

r2　sin　edraedip　which　is　about　11600f　the

volume　element　of　the　original　rectangular

system．　The　long　axis　of　the　heart　is　determined

under　the　assumption　that　the　base　has　the

least　counts　rate　witb　the　maximum　distance．

が北極に，心尖部方向が南極になるように極座標

変換を行った後に，心尖部（南極）を中心に12時

の方向が前壁，3時の方向が側壁，6時の方向が

下後壁，9時の方向が中隔，心基部（北極）が周

囲にくるように，Bull’s－eye表示を行った．極座

標は緯度方向に32分割，経度方向に64分割した．

心基部一心尖部方向にコンピュータが正確に長軸

を決めているかどうかは，心基部，心尖部を心臓

の長軸断層像に重ね合わせて表示することにより，

肉眼的に確認した．Fig．2にBull’s－eye　mapに投

影される前のデータを示した．Aは規格化される

以前のRI分布で，下端が心尖部，上端が心基部

である．下半分に断層像を示し，白点はそれぞれ

計算によって求めた重心（矢頭），心基部（矢印），

心尖部である．Bは最大値で規格化されたRIと

平均距離の分布を示し，上半分は負荷時の，下半

分は再分布時のものを示す．ミニコンピュータに

よるデータ処理は1例当たり約5分であった．

　狭心症の訴えを持っていたが，ECG，　USまた

はCAG上特に異常所見を示さなかった16例を正

常コントロールとして正常ファイルを作成した．

これらの正常群から各ピクセルごとの分散を計算

し，2．5SD以上のずれのあるものを血流低下部

位とした．Bull’s－eye表示の評価は，　EXおよび

REともに欠損のないものを正常とし，　EXの欠

損がREにて消失しREで新しい欠損の出現のな

いものをAP群に，　EXとREともに同じ場所に欠

損を示しているものをMI群に入れた．またRE

のみで新しい欠損の出現したものは解析不能例と

した．なお男女別のファイルは作成しなかった．

　BIPとBMRの比較を行う目的で，臨床的に総

合所見を用いて，正常と異常の2群に分類した．

臨床的にCAG，　US，　ECG，血清酵素等に異常の認

められなかったものを正常群に分類した．また

CAGにて1枝またはそれ以上の血管が閉塞，ま

たは75％以上の狭窄を持ち側副路の認められない

もの，攣縮がCAG施行時に認められたもの，運

動負荷時にECGのST変化が有意に認められた

もの，CAGにて異常がなくてもECG上明らか

な異常Q波があり病歴に関しても心筋由来の酵
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B
Distribution　of　Tl－201　before　transformed　into　Bull’s－eye　representation．

Upper　left　is　exercise　data，　with　the　ordinate　in　latitude　angle（θ）and　the　abscissa

in　longitudinal　angle（φ）．　The　entire　angles　were　divided　into　32　and　64　in　the

latitude　and　the　longitude　directions，　respectively．　Below　are　the　transaxial　images

with　the　center　of　the　9ravity（arrow　head），　center　of　the　base（arrow）and　the　apex．

Lower　left　is　that　of　the　redistribution．

Upper　and　lower　right　are　the　normalized　distribution　which　are　transformed

into　the　Bull’s－eye　functional　maps．
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Table　1　0verallagreements　of　the　Bul1’s－eye　functional

　　　　　　　maps　with　the　clinical　diagnosis：ultrasound，

　　　　　　　ECG，　laboratory　data　and　angiography

Clinical
diagnosis

BMR BIP

P N P N

Fig．3

　　　A　　　　　　　　　　　　　　　B

Bull’s－eye　representation　taken　integral　value

in　polar　coordinate　system．　A　is　the　exercise

map　and　B　is　the　redistribution　obtained　from

l6　subjects　who　were　thought　to　have　normal

coronary　vessels．　The　apex　and　the　base　are　on

the　center　and　the　circumference　of　the　BulPs－

eye．　The　anterior，　the　septum，　the　posterior　and

the　lateral　walls　are　mapped　on　the　12，9，6and

3　0’clock　directions，　respectively．　An　increase

in　T1－201　uptake　is　shown　from　the　septum　to

the　inferior　wall，　and　also　a　slight　decrease　in

the　lower　lateral　walL
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BMR：Bull’s－eye　representation　taken　the　maximum

value　in　rectangular　coordinate．　BIP：Bull’s－eye

representation　taken　the　integral　value　in　po！ar

coordinate．　P　and　N　designate　agreement（positive）

and　disagreement（negative）．　There　were　3　cases　of

angina　pectoris　in　which　multiple　defects　appeared

in　the　redistribution　images　both　with　BMR　and

BIP，　and　6　cases　where　the　centers　of　the　gravity

could　not　determined　with　BIP　method　and　thus，

excluded　from　the　table．
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Cases　in　which　BIP　is　superior　to　BMR．

Adefect　was　observed　on　the　inferior　wallwith

BIP，　however，　there　was　no　defect　with　BMR．

This　patient　was　found　to　have　a　90％stenosis

in　the　right　coronary　artery　with　CAG．

There　was　a　defect　near　the　apex　in　BMR，

however，　no　defect　was　observed　with　BIP．　This

patient　was　thought　to　be　normal　from　CAG，

US，　ECG　and　his　past　history．

Table　2　Comparison　of　BIP　with　CAG　in　62　subjects

Fig．4　Bu11’s・eye　functional　maps　of　a　patient　with

　　　　　myocardial　infarction．　A　and　B　are　calculated

　　　　　from　the　polar　coordinate　system（Bull’s－eye

　　　　　representation　taken　integral　value　in　polar

　　　　　coordinate，　BIP），　and　from　rectangular　system

　　　　　（Bulrs－eye　representation　taken　maximum

　　　　　value　in　rectangular　coordinate，　BMR），　resp㏄一

　　　　　tively．　The　apparent　defect　is　depicted　larger　in

　　　　　BMR　than　in　BIP．

素の上昇を伴った心筋梗塞の発作のあったもの，

心筋梗塞様の発作がありかつUS上明らかな壁運

動異常を認めたものを異常群に分類した．

　一方CAGのみを基準としたBIPとの比較で

は，CAG所見上で以下の3群に分類した．

　1）心血管に異常がないかまたは75％以下の狭

窄を持っていたもの（24例）．

　2）CAGにて狭窄が75から90％のもの（7例）．

A．Nomlal（24　cases）

　　　　　　　True　negative　　　　16

　　　　　　　False　positive　　　　　6

　　　　　　　Not　available　　　　2寧

B．　CAG　with　one　or　more　vessels　with　75　to

　　　90％stenosis（7　cases）

　　　　　　　True　positive　　　　　2

　　　　　　　False　negative　　　　　l

　　　　　　　False　positive　　　　　4軸

C．One　or　more　vessels　with　more　than　90％

　　　stenosis　or　complete　obstruction（31　cases）

　　　　　　　True　positive　　　　26

　　　　　　　False　negative　　　　　2

　　　　　　　Not　available　　　　3．⇔

　＊：In　one　case　defect　apPeared　in　redistribution

and　in　another　case　the　computer　could　not　analyze

the　data　due　to　a　low　S／N．

＊＊：All　diagnosed　as　myocardial　infarctions．

＊＊＊：In　these　three　cases，　the　computer　could　not

find　the　bases　because　of　the　large　size　of　the　defects．
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　3）90％以上の狭窄もしくは完全閉塞を示し，

側副路の存在しないもの（31例）．

　バイパス手術を行った4例に対してはBIPと

の比較は行わなかった．

III．結　　果

　Figure　3に正常コントロール群16例平均の負荷

と再分布後のBIP表示像を掲げた．1ピクセル当

たりの最大値を取る通常のBull’s－eye表示（BMR）

と異なり，中隔下壁より下壁にかけて集積上昇を

示し，側壁がわずかにその周囲と比して集積が低

下していた．Fig．4に心筋梗塞の例を掲げる．

Fig．4Aは本法によるBull’s－eye表示（BIP）であ

り，Fig．4BはBMRによるものである．　Aの欠

損部は深くかつ辺縁も明瞭であるが，Bに比し見

かけ上狭く描出されていた．BIP法で心基部を定

めることができない例が5例6データありこのう

ちの2例で，S／Nが低く左心室内腔と心臓壁の境

界が不鮮明で，残る3例では欠損部の大きさと深

さが心基部と同程度であり，長軸をコンピュータ

が定めることができなかった．また他の1例では

再分布像に欠損が出現しBIP解析不能例とした．

　Table　1にCAG，　US，　ECGおよび血清酵素等

の総合診断による冠動脈病変の存在診断に関して，

BMRとBIPとの比較を示した．　BMRとBIPの
両者で再分布像のみが欠損を示した3例を除き，

上述の6例をBIPの解析群より除いた．　BIPに

よる評価がBMRよりも優れていると思われた例

は17例で，劣っていたと思われる例は6例であっ

た．17例中BMRで異常なしとされた3例は，

BIPで1例に心尖部に，また2例で下後壁に集積

低下が認められた（Fig．5A）．これら3例すべて

にCAGまたはECGの異常が認められた．残る

14例で心尖部または下壁にBMR法で欠損ありと

されたが，BIP法で異常なしとされ，14例すべて

にECG，　US等では異常は指摘されず，このうち

9例は冠動脈撮影でも異常は認められなかった．

このうちの1例をFig．5Bに掲げた．一方，　BMR

法が優れていると考えられた6例中の5例は上述

のような理由で心臓の長軸を定めることができず

763

BIPによる解析ができなかったが，残る1例は再

分布のBIPのみで多発的なRI集積低下部位が認

められ，解析することができなかった．

　CAG，　US，　ECGおよび血清酵素等の総合診断

による冠動脈病変の存在診断に関しては，BMR

法でsensitivityは88．9％で，　specificityは34．5％，

accuracyは67．6％であったが，　BIP法では，そ

れぞれ95．1％，81．5％，89．7％となった．

　またCAGとBIPとの比較（Table　2）において，

正常例は24例あり，その内の1例は再分布にて

BIP像に欠損が生じ，他の1例ではS／Nが低く

重心を求めることができなかった．正診率は22例

中16例（72．7％）であった．75から90％の狭窄群

では7例中2例でBIPにAPの所見を得たが，

1例に欠損ぱなく，残る4例にMIの所見を認め

た．90％以上の狭窄または完全閉塞群では，BIP

にて26例（92．9％）にMIの所見を認めた．

IV．考　　察

　ECG同期T1－201心筋シンチグラフィを施行し

た場合，収縮期と拡張期で心臓はその半径が約

20％異なる（自験例未発表データ）．SPECTを

ECG同期なしで行うとこれらの20％の動きを平

均化した半径とカウント数が求められる．ガンマ

カメラ自体の持つ分解能，呼吸に伴う横隔膜の上

下運動，心臓自体の収縮拡張運動によりRI分布

は見かけ上拡がる．心臓壁自体の動きが方向によ

り一様でない場合には，この見かけ上のRIの拡が

りが均一でない可能性があり，従来のBu11’s－eye

表示（BMR）において各分画の代表値として1ピ

クセル当たりの最大値，または，上位3ピクセル

の平均値を取ることが，必ずしもRI集積を正し

く反映しているとは限らない．重心からの単位立

体角内のカウント数の和を用いることにより，不

均一な心臓壁運動による測定誤差を減じ，S／Nを

上げ，異常部と正常部とのコントラストが改善さ

れ，壁へのRI集積の評価がより正確になるもの

と考えられた．

　BMRにおいては検者（operator）が視覚的に心

尖部心基部をコンピュータに入力するが，横断断
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層像からスライスを選び出して指定することが必

要で，検者間の結果が一致しなかったり，心尖部

が欠損となる場合が多くある．また心尖部が厚く

1つのスライスに収まらない場合などにも誤った

診断を得る原因となることが考えられる．

　BIPの部位とそれに対応する心臓の解剖学的な

位置との関係は，通常のBMRのそれとほぼ一致

する．左心室の重心を原点とした極座標を用いて，

心尖部より心基部までの180°方向の情報を表示し

ているために心尖部での前述のようなエラーは生

じないものの，心基部に近い部位が広く拡大され，

逆に赤道付近に相当する中隔，前壁，下壁，後壁，

側壁の中央付近が従来のものと比べ狭く描出され

る．心尖部（南極）がBIP表示へ投影されたとき

の面積を1とすると，面積比は（π一θ）／sin（π一e）

で与えられ，中隔，前壁，下壁，後壁，側壁の中

央付近，すなわち赤道付近（θ＝π／2）は50％増し

の，また心基部（北極，θ＝0）では無限大倍の拡

大がなされていることになり，誤った印象を検者

に与える原因となるので，今後改良することが必

要と考えられる9）．

　欠損が大きい場合コンピュータが心基部と欠損

部を判別することができなかったり，また雑音に

より心室腔の境界が不明瞭で，心臓の長軸方向を

定めることができない場合があったが，欠損部位

が大きい時には，コンピュータを用いてBull’s－

eye表示をわざわざ行う必要はないものと思われ

た．一方雑音の多い前述の2例においては，検者

の視覚入力によってBMR表示を使用することが

できた．

V．結　　語

　極座標を用いてBulrs－eye表示を行った．単位

立体角内でのカウントの積分値を取っているので，

信号雑音比が向上したばかりでなく，欠損部のコ

ントラストも増すと同時に，心尖部の情報がより

正確になり，sensitivity，　specificity，　accuracyとも

に改善された．操作を自動化することができたの

は，検者間の結果に差が生ずることがなかった．
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Summary

Bu皿，s－eye　Analyses　in　Polar　Coordinate

Hisatoshi　MAEDA＊，　Joan　Dae　LEE＊＊，　Toshihiro　MlsAwA＊＊＊，

Yasushi　IsHII＊，　Toru　NAKAMuRA＊＊and　Susumu　MIYABo＊＊＊

＊Depart〃ient　of　Radiology，＊＊Depart〃ient　of　lnternal　Medicine　Firぷt・Division，

緯＊1）epartment〈）f　lnter〃al　Medici〃e　Third　Division，　Fukui　Medical　School

　　An　automated　analysis　of　Bull’s－eye　functional

maps　of　the　stress　and　redistribution　myocardial

Tl－201　is　described．　Integral　counts　in　a　unit　solid

angle　were　calculated　in　a　polar　coordinate　system

with　an　origin　at　the　center　of　the　left　ventricle，

instead　of　short　axis－slices　being　Plotted　on　a

maximum　count　per　pixel　basis．　With　the　integra－

tion　of　the　counts，　consequences　from　apparent

spread　of　the　distribution　in　SPECT，　due　to

respiratory　excursions　and　contracting　motions　of

the　heart　could　be　minimized．　With　this　automated

method，　regions　with　decreased　accumulation

could　be　delineated　clear　and　diagnosed　regardless

of　operators．

　　Key　words：T1－201　myocardial　SPECT，　Bulrs－

eye　map，　Polar　coordinate　system．
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