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《原　著》

タリウム心筋SPECTにおける放射状長軸断層法（radial　SPECT）

　　の開発　運動負荷／再分布心筋シンチグラフィへの応用
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　要旨　タリウム心筋SPECTの長軸断層法の新しい方法として，短軸像の中心をもとに設定した6度間隔

の放射状の直線と左室中心軸で決まる長軸断面像の再構成法を開発した（放射状長軸断層法，radial　SPECT）．

画像データの極座標変換による処理の高速化を図り，また，長軸断面像のタリウム分布の定量的解析のため

の新しいprofile　analysisを確立した．心臓ファントムによる検討から，心尖部虚血の診断における本法の

有用性が示された．また，運動負荷／再分布心筋イメージングに以上の方法を適用し，冠動脈病変の検出に

おける本法の意義を検討した．この結果，radial　SPECTは，心尖部虚血の検出精度の向上および虚血領域

の長軸方向への広がりの判定能力の向上により，従来の方法に比べ高い検出精度を持つことが示された．

L　緒　　言

　回転型ガンマカメラによるタリウム心筋断層イ

メージング（SPECT）が広く普及し，従来の平面

イメージング法に比べ，高い精度で心筋虚血の診

断が可能であることが認められてきた1”3）．断層

像の再構成には，filtered　backprojection法による

体軸横断画像（transaxial　plane）をもとに，さら

に前額断面像（coronal　plane），矢状断面像（sag－

ittal　plane）の作成を行い，さらに心筋各部の三次

元的位置をよりわかりやすく表示するために，心

臓中心軸に基づく斜位断層法が考案されてきた．

現在最も使用されている方法は，短軸断面像（S－

A）および水平長軸断面像（H－L－A）と垂直長軸断

面像（V－L－A）の再構成法である．特にS－Aの利

　＊大阪大学医学部第一内科
＊＊　　　同　　　中央放射線部

＊＊＊ 日立メディコ

受付：63年10月5日
最終稿受付：元年6月30日
別刷請求先：大阪市福島区福島1－1－50　（㊦553）

　　　　　大阪大学医学部第一内科心研センター

　　　　　　　　　　　　　　石　田　良　雄

用は，T1－201の心筋分布をcircumferential　profile

として定量的に扱うことを可能にし，さらに

Bu1Ps　eye表示法による心筋虚血部の空間的広が

りの判定にも貢献した4～6）．しかし，S－Aでは，

その断面が全て欠損を示す場合，異常か心筋を外

れているのかを認識することが不可能であり，す

なわち臨床的には心尖部の虚血の判定に難がある．

この場合長軸断面像の方が好都合である．心基部

から心尖部へと心筋形態を外挿できるからである．

これまでに使用されてきたH－L－A，V－L－Aなどの

長軸像の再構成法は最大内径の水平断面および垂

直断面にそれぞれ平行な断面像を作成するもので，

それぞれ心臓の中心から外側へ離れるに従い，馬

蹄形の典型的な長軸像を失い虚血部の判定が困難

になる．それゆえ，実際利用されているのは中心

に近い数スライスの長軸断面像のみで，臨床的に

十分役立っているとは考えられない．そこでわれ

われは，長軸断面像の臨床的価値を生かすため，

左室中心軸をスライスする最大内径の長軸断面を

左室中心軸の周りに等角度で回転させて得られる

放射状長軸断面像の再構成法（radial　long－axis

tomography）を開発し，さらにその長軸断面像の
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Fig．1　Schematic　representation　of　tomographic　sec－

　　　tions　in　relation　to　the　heart　in　radial　long－axis

　　　tomography．　A＝anterior　wall，　S＝septal　wal1，

　　　L＝lateral　wall，1＝inferior　wal1．

T1－201心筋分布の定量的解析法を考案した．これ

らの方法の有用性を検討するため，①心尖部梗塞

を模擬した心臓ファントムによる検討，②運動負

荷／再分布心筋シンチグラフィによる冠動脈病変

の検出への応用を行った．

II．方　　法

　1）データ収集

　日立メディコ社製回転型ガンマカメラ（GAM－

MA　VIEW　D　RC－150DT）およびオンラインで接

続した核医学データ処理装置（HARP　II）を用い

た．撮像は，低エネルギー用高分解能コリメータ

装着の大視野回転型ガンマカメラを，RAO　45°

からLPO　45°まで胸壁に密着した楕円軌道上で

回転させ32方向から撮像した．1方向30秒のデー

タ収集を行い，A／D変換ののち磁気ディスクに

記憶した．

　2）　データ処理

　a．放射状長軸断層像の再構成

　各方向の画像の均一補正を行い，Cheslerフィ

ルターによる逆投影法により体軸横断面像を再構

成し，左室中心軸の水平面上での角度を計測し，

次に矢状断面像の再構成により垂直面上での左室

中心軸の角度を計測する．これらの操作で，左室

中心軸の空間位置が決まるので，これに基づいて

この中心軸に垂直なS－Aを再構成する．以上は，

従来の再構成法であるが，続いてFig．1のよう

に，S－Aの中心から等角度で放射状に設定した直

線と左室中心軸で決まる左室長軸断面像の再構成

を行った（放射状長軸断面像，R－L－A）．すなわち，

S－Aの各フレームにおいて左室中心軸の位置を原

点とした極座標変換を実行し（Fig．2），本座標系

を用い任意のθに基づいて，データの再構成を行

うことにより，心臓中心軸を通り水平面に傾斜角

度θのR－L－Aを得ることができた．6°間隔で合

計30のR－L－Aの作成を行うことにより，左室全

周にわたり局所タリウム心筋分布を長軸断面像に

おいて解析可能にした．極座標変換の採用により，

R－L－Aの再構成は約2分で終了し，処理時間の

短縮を図ることができた．なお，今回の画像再構

成には，吸収補正は行わなかった．表示について

は，Fig．3のように，　S－Aで任意の角度をカーソ

ル設定すると，その角度に相当するR－L－Aを選

択して表示させるよう設計した．また，同時に

R－L－A上でのカーソル設定で任意のS－Aを選択

表示させるようにした．Fig．3は下後壁の心筋梗

塞例であるが，S－Aでの欠損部にカーソル設定す

ればそのR－L－Aでの欠損の分布が観察でき，欠

損の広がりの認識が容易であった．

　b．R－L－Aでのタリウム分布の定量的解析

　R－L－Aでの心筋分布の定量的解析のために，

distribution　profile作成の新しい方法を考案した．

S－Aでの従来のcircumferential　profile　analysisを

そのまま馬蹄形のR－L－Aに適用した場合，長軸

像の心筋タリウム分布は均等に評価されない．そ

こで，われわれは，次のような新しい方法を開発

した．R－L－Aにおいて，画面上で心基部および

心尖部を認識する．心尖部に欠損がある場合は，

外挿による認識を行う．次に，心基部と心尖部の

間を3等分し，心基部から2／3までの心筋部に対

しては，中心軸に垂直な直線上の放射能分布から，

中心軸の上下で各最大放射能分布を示す画素を求

める．残り1／3の心尖部に対しては，中心軸とこ

の1／3の線の交点を中心とするsemi－circumferen－

tial　profile作成を行う．すなわち，この交点から
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タリウム心筋SPECTにおける放射状長軸断層法（radial　SPECT）の開発

SHORT－AXIS

　　　Pk

　　　（「i・θj）

一◎
」

θ

（Pk，ri）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　RADIAL　LONG－AXtS

Fig．2　Reconstruction　of　radial　long－axis　tomograms．

　　　　　　After　determining　the　orientation　of　the　long－

　　　　　　axis（L－A）of　the　left　ventricle　and　reconstruct－

　　　　　　ing　the　short－axis（S－A）tomograms　using

　　　　　　standard　techniques，　the　rectangular　coordi－

　　　　　　nates　were　transformed　to　the　polar　coordinates

　　　　　　whose　origin　is　located　at　the　position　of　the

　　　　　　L－A　in　each　S－A　plane．　Then，‘‘radial　L－A

　　　　　　tomograms”，　i．e．　midventricular　L－A　planes

　　　　　　oriented　at　the　angle　of　every　6らto　the　mid－

　　　　　　ventricular　horizontal　L－A　plane，　were　recon－

　　　　　　structed．
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Fig．3　Reconstructed　radial　long－axis　tomograms　at

　　　　　　each　angle　indicated　in　the　middle　short－axis

　　　　　　image（center）．（A　case　of　prior　infero－posterior

　　　　　　myocardial　infarction）

Fig．4　Quantitative　analysis　of　tha川um－20t　myo－

　　　　　　cardial　distribution　in　radial　long－axis　to－

　　　　　　mograms．　For　the　basa1　2／3　regions　of　the

　　　　　　myocardial　image，　two　profile　curves，　which

　　　　　　consist　of　thc　pixels　with　maximum　count　on

　　　　　　the　upper　and　lower　myocardial　portions　of

　　　　　　thc　lines　（spaced　at　l　pitch）vertically　to　the

　　　　　　long－axis，　were　computed．　For　the　remaining

　　　　　　lβregions、　the　semi－circumferential　maximum

　　　　　　count　pro創c　curve　from　the　values　of　30　radii

　　　　　　spaced　at　6’interval　were　computed．　Then　thesc

　　　　　　three　curves　were　combined　as　shown　in　the

　　　　　　lower　paneL
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Fig．5　Schematic　representation　of　a　cardiac　phantom

　　　　　　simulating　a　solitary　apical　infarction，　which

　　　　　　was　used　for　estimation　of　the　usefulness　of

　　　　　　radial　long－axis　tomography　in　detecting　apical

　　　　　　myocardial　ischemia．
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　　e45　L－A 90°L－A

0°L－A 　　e135L－A

Fig．6　Detection　of　a　solitary　apical　infarction　simulated　in　the　cardiac　phantom　with

　　　　　　　radia川ong－axis　tomography．　White　arrows　in　the　short－axis　planes　indicate　the

　　　　　　orientation　of　tomographic　sections　of　radial　long－axis　planes．　In　the　90°radial

　　　　　　　long－axis　plane，　a　small　perfusion　defect　was　detected．

Fig．7　Quantitative　analysis　of　thallium－201　distribution　of　the　radial　long－axis　tomog．

　　　　　　　rams　in　the　cardiac　phantom　study　of　Fig．6．　In　90°radial　long－axis　plane，　a　de－

　　　　　　　crease　in　thallium－201　distribution　was　detected．
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Fig．8　Bulrs　eye　display　of　thallium・201　distribution　in　the　cardiac　phantom　study　of

　　　　　　Fig．6．　Left　pane1：Bull’s　eye　display　based　on　the　data　derived　from　circumferential

　　　　　　pro血le　curves　of　the　short－axis　tomograms（conventional　method）．　Right　pane1：

　　　　　　Bulrs　eye　display　based　on　the　data　derived　from　pro丘le　curves　of　the　radial

　　　　　　long－axis　tomograms．　Although　a　small　apical　infarction　was　not　detected　in　the

　　　　　　conventional　method，　it　was　detected　in　the　newly　developed　Bulrs　eye　display

　　　　　　of　the　present　study．　A＝・anterior　wa11，　S＝septal　wall，1＝inferior　wall，　L＝1ateral

　　　　　　wal1．

一lii．．．

8efele　　PTCA

During　　lntlat■on

AfreT　PTCA

T．T．73　F

Fig．9　Coronary　angiograms　befbre，　during　and　after

　　　　　　PTCA　in　a　patient　with　effort　angina．　Befbre

　　　　　　PTCA，　severe　coronary　narrowings　were　ob－

　　　　　　served　in　the　left　anterior　descending　coronary

　　　　　　artery（99％stenosis　in　the＃6　and＃8　segments）．

　　　　　　After　PTCA，　these　narrowings　reduced　to　less

　　　　　　than　25％stenosis．
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Radial　Long－Axis　Tomography

Effort　Angina（99％stenosis　in　LAD）（73　F）

26巻10号（1989）
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　　　　Fig．10　Radial　long－axis　tomograms　of　exercise／redistribution　studies　in　tlle　patient　of

　　　　　　　　　　Fig．9．　Upper　panels：before　PTCA．　Bottom　panels：after　PTCA．

Table　l　Sensitivity　of　exercise　thallium－・201　myocardial　SPECT　for　detecting　individual　coronary

artery　lcsion：Comparison　of　radial　long－axis　tomography　with　conventional　tomographic　methods

　　　　Tomographic　Methods

Short－axis　Tomograms（A）

LAD　lesion
　　（16）

RCA　lesion
　　（15）

LCX　lesion
　　　（8）

Vertical　Long－axis　Tomograms（B）

Horizontal　Long－axis　Tomograms（C）

（A）十（B）十（C）

Radial　Long－axis　Tomograms

　9

（56％）

　6

（38％）

10

（63％）

11

（69％）

ll

（69％）

12

（80％）

11

（73％）

　2

（13％）

13

（87％）

13

（87％）

　5

（63％）

　3

（38％）

　5

（63％）

　6

（75％）

　6

（75％）

LAD－1eft　anterior　coronary　artery，　RCA＝right　coronary　artery，　LCX＝left　circumflex　coronary　artery
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等角度（6°）で放射状に引いた線状において，最大

放射能分布を示す画素を求める．以上のようにし

て求めたR－L－Aの各心筋部位の放射能分布を，

長軸像の形態に対応させて表示した（Fig．4）．ま

た，30スライスの各R－L－Aにおいて，上記pro－

file　analysisを行い，二次元極座標表示（Bu1「s　eye

表示）を実施した．

　3）心臓ファントムによる検討

　Figure　5のように，アクリル製心臓ファントム

を用い，前壁心尖部にlcm×1cm×1cmのゴム

を封入し，梗塞部を模擬iした．正常心筋部に1

μCi／m’のT1－201溶液，心腔内に0．4μCi／m1の同

溶液をそれぞれ満たし，上記撮像法にて撮像し，

R－L－Aによる検出能を，従来の方法と比較検討

した．

　4）運動負荷／再分布心筋シンチグラフィへの

　　応用

　座位自転車エルゴメータ多段階漸増法（25Wか

ら3分ごとに25Wずつ増量）にて，胸痛出現時

にTl－2013mCiを静注し，1分間運動を持続させ，

その後5～10分後および3時間後に撮像を行った．

心筋梗塞合併のない労作性狭心症の27例において，

冠動脈病変の検出における本法の意義を検討した．

対象の冠動脈造影所見は，75％以上狭窄を有意と

して，一一一一i枝病変18例（LAD病変8例，　RCA病

変9例，LCX病変1例），二枝病変6例（LAD＋

LCX病変3例，　LAD＋RCA病変2例，　LCX＋

RCA病変1例），三枝病変3例であった．

m．結　　果

　1．心臓ファントムによる検討：心尖部梗塞の

　　検出

　Figure　6に，前壁心尖部に梗塞病変を模擬し

た心臓ファントムのR－L－Aを示した．それぞれ

の短軸像にスライス位置が示されている．梗塞設

定位置をスライスする90°R－L－Aにおいて，心尖

部にdefectが観察された．他のスライス像は正常

を示した．Fig．7は，　Fig．6で示したR－L－Aの

profile　analysisを示すが，90°R－L－Aのprofileで

心尖部にタリウム分布の低下（図中矢印）を認め

1273

た．他のスライス像では，均一なprofileが観察

された．R－L－Aのprofile　curveをもとに作成し

たBulrs　eye表示と従来の短軸断面像のcircum－

ferential　profileから作成したBulrs　eye表示を比

較した時（Fig．8），かかる小サイズの心尖部梗塞

は，従来の方法では検出されず，心尖部の情報を

増加させたR－L－Aによって検出が可能であった

（図中矢印）．

　2．運動負荷／再分布心筋シンチグラフィにお

　　ける臨床的検討：冠動脈病変の検出

　73歳，女性の労作性狭心症の一例での代表的な

結果を呈示する．本例は，Fig．9のように，左前

下行枝の近位部（＃6）およびその末梢（＃8）にいず

れも99％の狭窄があり，PTCAを施行し，両狭

窄部は25％以下狭窄に軽減しえた例である．

PTCA前およびPTCA後3か月目の運動負荷／

再分布心筋シンチグラフィをFig．10に示した．

PTcA前（Fig．10，1－3）において，運動負荷時に

短軸断面像で前壁中隔にdefectが観察された．

このdefect中央をスライスする（図中白線で示し

た）R－L－Aを作成したところ，defect部は心基部

から心尖部を経て下壁側に拡大していることがわ

かった．以上のdefectは，再分布像では消失し

た（Fig．10，1）．このR－L－Aのprofile　analysisに

より，負荷時の不均一なprofile（赤）が再分布時

（緑）には均一化することがわかり，負荷によるタ

リウム分布異常の範囲が広範囲に及ぶことが，両

profileの比較から明らかになった（Fig・10，2）・

R－L－Aのprofile　curveから作成したBulrs　eye表

示は，左冠動脈支配領域におけるdefectの空間

的分布を視覚的に認識させ，とくに心尖部付近の

defectの拡大が明確に表示された．再分布は，心

尖部付近が不完全であり，かかる再分布の完全性

についても詳細な観察が可能であった（Fig．10，3）．

PTCA後（Fig．10，4－6）では，負荷時defectの出

現がなく，profile　analysisおよびBulrs　eye表示

も正常を示し，PTCAの成功が示唆された．そこ

で，心筋梗塞合併のない冠動脈疾患27例におい

て，狭窄冠動脈39血管（LAD　16，　RCA　15，　LCX

8）の運動負荷法による検出率について，従来の
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S－A，V－L－A，H－L－Aと今回のR－L－Aを比較した

（Table　1）．正常部とのコントラストによりdefect

が観察された場合を異常と判定し，各冠動脈枝ご

とに，各断層法での異常検出率を調べた．Table　l

にその結果を示したが，R－L－Aでの負荷時defect

と再分布の状態の観察は，従来のV－L－Aおよび

H－L－Aの各方法に比べて，冠動脈病変の検出率

が高いことが明らかになった．V－L－Aでは中隔領

域の異常および側壁領域の異常が判定困難であり，

LAD病変およびLCX病変の検出率が低い傾向

を示した．H－L－Aは下壁領域の異常の評価が困

難であり，RCA病変の検出率が低かった．　S－A

では，下壁（RCA支配領域）および側壁（LCX支

配領域）の異常の判定はかなり良かった．しかし，

LAD支配領域については，　V－L－AあるいはH－L－

Aで心尖部にdefectを認めたが，　S－Aでは判定

が困難な例があり，その結果LAD病変の検出率

が低い傾向を示した．R－L－Aは，これ単独で，

LAD，　RCA，　LCXの各病変の検出に高いsensitiv－

ityを持つことが判明した．また，　R－L－Aによる

検出率は，S－A，　V－L－A，　H－L－Aを併せて診断した

場合の検出率に匹敵した．

IV．考　　察

　回転型ガンマカメラによる心筋断層シンチグラ

フィ（SPECT）の虚血性心疾患への応用の範囲が，

冠動脈病変の検出から梗塞部残余心筋の評価にま

で拡大し，冠動脈造影および左室造影の後にも心

筋viabilityの評価のために本検査が施行されるこ

ともしばしばである8・9）．そこで，より詳細な局

所心筋のタリウム分布の評価が必要となってきた．

従来，心筋虚血部位の判定は，短軸断面像（S－A），

水平および垂直断面像（H－L－A，V－L－A）の多くの

スライス像からその三次元的位置を把握してきた

が，これには熟練と時間を要し，臨床的にはさら

に簡便な方法が必要とされた．二次元極座標表示

（Bulrs　eye　view）法の考案は，この繁雑さを解消

して，虚血部の認識を容易にした4”’6）．しかし，

本法はS－Aをもとに作成されるため，その限界

として心尖部の虚血の判定に無力である点は，大

きな問題であった．Garcia　EVら5）は，心尖部の

部分は別個にV－L－Aのデータを用いて，これを

克服しようとしたが，手法は複雑であり，また心

尖部の内膜辺縁の認識を要するため，必ずしも心

尖部虚血判定に優れているとはいえなかった．今

回，われわれが開発した方法10）は，左室が回転楕

円体という特徴ある形態をしていることを考慮し

て，左室中心軸をもとに放射状に左室長軸断面像

を得ようとしたものである（放射状長軸断面像，

R－L－A）．これによって，心筋全体にわたり，中心

軸を通る典型的な馬蹄形の長軸像を得て，そのタ

リウム分布が観察でき，また各長軸像の辺縁を心

尖部に外挿することにより，各角度から心尖部異

常の認識が容易になった．かかる断層像の再構成

法は，これまでに報告がなく，全く新しい方法で

ある．再構成に際しては，従来の直交座標系のデ

ー タから再構成すると処理時間が長時間になるた

め，短軸断面像のスライス像を左室中心軸の位置

を原点として，極座標変換し，R－L－Aの再構成処

理の時間を2分以内に短縮し，臨床的有用性を増

した．また，表示については，左にS－A，右にR－

L－Aを表示し，キー操作により，左S－A上で任

意のR－L－Aのスライス位置を選択することに，

該当する長軸像が可変表示されるようにした．ま

た同様に，右R－L－A上で，S－Aのスライス面の

位置選択により，S－Aも可変表示されるようにし

た．

　さらに本研究では，従来短軸像で試みられてき

たcircumferential　profile　analysisのようなタリウ

ム分布の定量解析を，長軸像でも開発しようとし

た．この時，長軸像は円形でなく馬蹄形であるの

で，長軸像の中心から等角度に設定した放射状の

直線上の最大放射能部位は，それぞれ長軸心筋像

上に等間隔に位置せず，均等にタリウム分布が捉

えられないため，従来のcircumferential　Profile

法は不適当と考えられた．そこで，Fig．4のよう

に，心尖部には，半円のcircumferential　profile

法を採用し，心基部と中央部は，中心軸から等間

隔の垂線上でその上下の範囲内の最大放射能分布

を計測し，それぞれ連続したprofileとして表示
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タリウム心筋SPECTにおける放射状長軸断層法（radial　SPECT）の開発

した．これにより，長軸心筋像のタリウム分布が

均等に評価できた．また，長軸像の形態に沿った

profileの表示法も異常部位の認識に優れていた．

運動負荷時と再分布のprofileを重ね合わせるこ

とにより，心筋虚血の領域および強さが定量的に

評価できると考えられた（Fig．10）．さらには，

R－L－Aのprofile　curveに基づいて，二次元極座

標表示（Bull’s　eye表示）を行ったが，従来のS－A

に比べてR－L－Aでは心尖部の情報が増加してい

るために，その意義は大きいと考えられた．

　放射状長軸断層法の有用性について，本研究で

は，二つの点に注目して検討した．第一には心尖

部虚血の検出における有用性，第二に，心筋全周

にわたり長軸断面像で虚血領域が観察可能である

ため，運動負荷／再分布心筋シンチグラフィによ

る冠動脈病変検出において有用性が認められるか

についてである．第一の点については，心臓ファ

ントムを用いて検討したが，R－L－Aの有用性をみ

るため，1cm×lcm×lcmの小梗塞を心尖部の

前壁寄りに設定した．かかる部位は，従来のS－A

およびS－AによるBu1「s　eye表示での検出では感

度が低い領域である．本検討から，かかる梗塞部

がdefectおよびdistribution　profileの異常として，

梗塞部をスライスするR－L－Aにおいて観察され，

Bti11’s　eye表示においてもそれが示された．この

時，S－AのデータによるBulrs　eye表示では検出

が困難であった．心尖部でのS－Aのスライス面

は，心筋壁に直交しないために，貫壁性梗塞でも

小梗塞であれば検出が困難になると考えられた．

したがって，R－L－Aでの心尖部の観察とsemi－

circumferential　profile　analysisは，　S－Aの上記欠

点を解決すると考えられた．またこのような心尖

部に局在する虚血でなくとも，虚血が心尖部に及

ぶ例では，その虚血領域の把握に従来の方法より

も精度の向上が期待されると考えられた．第二の

点については，心筋梗塞の合併がない冠動脈疾患

27例において検討した．今回の検討より，V－L－A

あるいはH－L－Aは，中心軸に平行な断面像であ

り，中心軸付近では心筋壁を直交するスライス面

を提供し，異常の検出に役立つ．したがって，

1275

V－L－Aでは前壁および下壁の異常，H－L－Aでは

中隔および側壁の異常の検出にそれぞれ有利であ

る．しかし，中心軸を離れるに従い，これらの断

面像は心筋壁を平行にスライスするようになるの

で，典型的な長軸像の馬蹄形態を示さなくなると

ともに他の冠血管支配領域との比較によって異常

を検出することが困難になる．今回の検討でも，

V－L－Aでは中隔，側壁領域の異常の検出が困難な

結果，LAD，　LCX病変の検出率は低かった．ま

たH－L－Aでは，下壁領域の異常の検出が困難で，

RCA病変の検出率が低かった．　R－L－Aは，心臓

全体に中心軸をスライスした長軸断面像を提供す

るので，対側の異なる冠血管支配領域との比較に

より異常の検出ができ，従来の長軸断面像に比べ

て各冠動脈病変の検出率が高いことがわかった．

したがってR－L－Aを用いれば，H－L－AおよびV－

L－Aは不要であると思われる．また，S－Aとの比

較においても，LAD病変検出率はR－L－Aの方が

高いことが判明した．S－Aは心尖部虚血の判定が

困難であるとともに，長軸方向に拡大する虚血領

域を垂直に観察するので，従来より長軸断面像の

方が検出に優れる例があることが指摘されてきた．

S－Aのこれらの欠点をR－L－Aは補いうるものと

考えられた．R－L－Aによる検出率は，S－A，V・・L－A，

H－L－Aを併せて用いた場合の検出率にほぼ匹敵

した．以上の結果から，R－L－Aは，冠動脈病変の

検出において，従来の各断層法に比べて，冠動脈

病変の検出率は高く，単独に用いても従来の検出

法に匹敵しうることが明らかになった．また，長

軸像のprofile　analysisは，　Bulrs　eye表示を可能

にし，従来に比べ心尖部の情報量を増やすので，

検出率の向上に寄与することが期待される．また，

検出率以外にも，Fig．　loの例のように，　s－Aの

defect部にスライス面を設定すれば，　defect部を

的確にスライスする長軸断面像を得ることができ

るので，長軸方向への虚血領域の広がりの認識が

容易で，また，そのprofile　analysisを加えれば，

負荷時の異常と再分布の完全性についての把握が

容易になる利点が挙げられる．
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V．結　　語

核医学　　26巻10号（1989）

　タリウム心筋SPECTにおいて，長軸断面像再

構成の新しい方法として，短軸断面像のデータか

ら，左室中心軸を通り左室中心軸の周りに回転さ

せた長軸断面像を再構成した（radial・SPECT）．本

処理において，画像データの極座標変換による処

理の高速化を図り，処理を簡便化した．さらに，

長軸断面像のタリウム分布の定量的解析のための

profile　analysisの方法を確立した．心尖部梗塞を

模擬した心臓ファントムによる検討から，心尖部

虚血の診断における本法の有用性が示された．ま

た，運動負荷／再分布心筋シンチグラフィにおい

て，冠動脈病変の検出における本法の意義，特に

心尖部虚血の評価，虚血領域の長軸方向の広がり

の観察において，本法は従来の方法よりも優れる

ことが認められた．

　本研究は，第28回日本核医学会（1988年），第53回

日本循環器学会（1989年），第36同米国核医学会（1989

年）で発表した．
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Summary

Radial　Long－Axis　Tomography：ANew　Reconstructing

　　　Algorithm　for　Thallium－201　Myocardial　SPECT

Yoshio　IsHIDA＊，　Akihiro　TANI＊，　Ryuichi　MoRozuMI＊，　Noboru　MATsuBARA＊，

　　　　　　　Masatsugu　HoRI＊，　Akira　KITABATAKE＊，　Takenobu　KAMADA＊，

　　　　　Yukio　NAKAMuRA＊＊，　Takahiro　KozuKA＊＊，　Kazufumi　KIMuRA＊＊，

　　　　　　　　　　　　　　Takatoshi　MARuYAMA＊＊＊and　Yasuhide　OIE＊＊＊

＊The　First　Depa〃〃le〃t　of　Medicine，＊＊Division・cゾNuclear～vaed’cine，

　　　　　　　　　　Osaka　University　Medica／5c加oノ，　Osaka

　　　　　　　　　　＊＊＊Hi’achiルted’co1（rorpora’ion，　Chiba

　　The　long－axis（L－A）tomograms　of　the　heart　in

thallium－201　SPECT　have　been　conventionally

reconstructed　as　those　parallel　to　the　midven－

tricular　vertical　or　horizontal　L－A　plane．　We

developed　a　new　algorithm　f（）r　reconstructing　the

rotated　L－A　tomograms　around　the　L－A　to　longi－

tudinally　observe　thallium－201　myocardial　dis－

tribution　and　to　provide　an　optimal　view　of　the

cardiac　apex．　After　determining　the　orientation　of

the　L－A　and　reconstructing　the　short－axis（S－A）

tomograms　using　standard　techniques，　the　coor－

dinates　of　the　S－A　planes　were　transformed　to　the

polar　coordinates　whose　origin　is　located　at　the

position　of　the　L－A　in　each　plane．　Then，‘‘radial

L－Atomograms”，　i．e．　midventricular　L－A　planes

oriented　at　the　angle　of　every　6°to　the　midven－

tricular　horizontal　L－A　plane，　were　reconstructed．

Also，　we　developed　a　new　technique　for　analyzing

thallium－201　distribution　of　the　L－A　tomograms．

For　the　basal　2／3　regions，　two　profiles　which

consist　of　the　pixels　with　maximum　count　on　the

upper　and　lower　myocardial　portions　of　the　lines

（spaced　at　l　pitch）vertically　to　the　L－A　were

computed．　For　the　remaining　apica11／3　regions，

the　semi－circumferential　maximum－co皿t　profile

from　the　values　of　30　radii　spaced　at　6°interval

were　computed．　Based　on　these　profiles，　a　2D　polar

representation　was　then　generated．　From　the　study

using　a　cardiac　phantom　with　an　apical　small

infarction，　the　usefulness　of　this　new　tomographic

method　for　the　detection　of　apical　myocardial

ischemia　was　demonstrated．　The　application　to

the　exercise／redistribution　studies　in　patients　with

effort　angina　indicated　that　radial　long－axis　tomog－

raphy　provides　precise　information　about　the

longitudinal　extent　of　perfusion　defects，　particu－

larly　in　the　apical　regions．

　　Key　words：T1－201　myocardial　SPECT，　Long－

axis　tomography，　Exercise／redistribution　study，

Efrort　angina．
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