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《原　著》

2°1Tl心筋SPECT展開図表示を用いた冠動脈支配領域の
　　　　定量的解析法と画像表示法の開発（第1報）

一一基礎的検討一
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　要旨　心筋SPECT展開図表示を用いて罹患冠動脈の支配領域を詳細に検討し，新たに心尖部表示を加味

した展開図表示の開発を行った．冠動脈支配領域については，各冠動脈1枝病変の典型例（右冠動脈12例，

左前下行枝24例，左回旋枝13例，対角枝5例）をそれぞれ加算し，正常パターンで標準化したものを冠動

脈支配領域としてその分布様式を決定した．心尖部表示は，SPECT長軸像の前壁，後壁，心尖部にROIを

設定し，それを短軸像の同一部位で近似を行い，心尖部の％カウントを求め，従来の展開図表示とともに表

示した．これらによリ，展開図表示は従来の極座標表示に比べて罹患冠動脈病変の部位，拡がりがより正確

に示され，詳細な冠動脈支配領域の区分が得られた．また心尖部情報を加味することにより，左前下行枝障

害の検出率が向上し，右冠動脈障害の正診率も改善された．

L　緒　　言

　201TICI心筋SPECTの展開図表示は，極座標

表示（Bulrs－eye）に比較し周辺の拡大がなく，梗

塞・虚血巣の部位・面積を正確に表すのに有用で

ある．従来，Bu1「s－eyeを用いた冠動脈病変の推

定は，Fig．1に示すごとく，左前下行枝（LAD），

右冠動脈（RCA），左回旋枝（LCX）領域を大別に

分類して行われてきた1）．しかし実際には，冠動

脈の走行と冠動脈障害好発部位の関連から，以前

に著者らが梗塞マップを作製して指摘したように，

各冠動脈障害はこのように単純な半径に一致した

直線では分類され難いと考えられた2・3）．そこで

今回，各冠動脈1枝障害例を集め，その部位，拡
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がりを展開図表示およびBul「s－eye表示上で積算

し，各冠動脈支配領域の標準化を試みた．これに

より，各冠動脈支配領域がより正確かつ明瞭にな

り，病巣の部位・拡がりから冠動脈病変の推定が

容易になると期待された．また，Garciaらの原

法による心尖部表示法は，煩雑なため一般に利用

されていない1）．そこで著者らは，より簡便な心

尖部表示法を展開図表示に加える方法を開発した．

1L　方　　法

　1）201TIC1心筋SPECT展開図表示の作成法

　運動負荷201TICI心筋SPECT像の短軸面断層

像を再構成し5），心尖部寄りの短軸面断層像と心

基部寄りの短軸面断層像の中心点をそれぞれ

manualで設定し，これを結ぶ線を全短軸面断層

像の中心とする（Fig．2A）．次に心基部寄りの短

軸面断層像で心筋の外輪郭をmanua1で決定し，

これらを基準に各短軸面断層像で最大カウントに

よるCircumferential　profile　analysisを行う．次

に短軸面断層像の12時の部位（上部）でこれを切

Presented by Medical*Online



570 核医学　27巻6号（1990）

り開き，6時の部位（下部）を中心に直線状に並

べ展開図とする．このとき展開図の横軸の長さは，

各図スライスごとに中心から放射状にある最大カ

ウントまでの長さの中で最長距離を半径とした円

周になつている（Fig．2C）．　Bulrs－eye表示におい

ても同様の定量解析法で作成した（Fig．2B）．　Fig．

Fig．1　Coronary　artery　territories　by　Bulrs－eye　map

　　　using　myocardial　SPECT．

3にこのようにして作成した展開図表示の左室壁

の構成を示す．

　使用した機器は島津社製対向型ガンマカメラ

（LFOV）およびシンチパック2400を用いた．デー

タ収集は1方向EX時30秒，　RD時45秒で10°

ごとに18ステップの合計36方向から収集した．

データ処理は9点スムージングを各画像において

行い，Shepp　and　Loganの再構成フィルターを用

いた．再構成はまず心筋の体軸横断断層像を作成

したのち，長軸像および短軸像を作成した．

　2）梗塞・虚血巣の表示方法

　上述のごとく作成した展開図・BulPs－eye表示

は，吸収やattenuationの影響で正常例でも均一

なカウントを示さない．したがって，正常パター

ンとして男性正常例21例と女性正常例13例をそれ

ぞれ積算平均した心筋SPECT　2次元画像を作成

し，標準化した．正常下限（－2SD）以下の部分
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Fig．2　Method　of　Bull’s－eys　and　unfolded　map　using　myocardial　SPECT．

　　　A）　Selection　of　slice　for　determination　center　of　from　short　axis　view．

　　　B）　Bulrs－eye　map　using　circumferential　profile　analysis　of　short　axis　view．

　　　C）　Unfolded　map　generated　from　Bulrs－eye　map．
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　　　　　map・
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Fig．4　Calculation　of　apical　count　from　long　and　short

　　　　　ax1S　Vlew．

　　　　　A，A’＝Count　of　anterior　region　from　long

　　　　　　　　　　　axis　and　short　axis　view．

　　　　　B，B”＝Co皿t　of　inferior　region　from　long　and

　　　　　　　　　　　short　axis　view．

　　　　　C，C’＝Count　of　apical　region　from　long　and

　　　　　　　　　　　short　axis　view．

EXTENI

SEVERITY

L　AD Dl G

EXTENT

RCA L CX

SEVER「「▼

Fig．5　Coronary　artery　territory　by　Bull’s－eye　and　unfolded　map．
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Fig．8　Standardization　of　Bulrs－eye　and　unfolded　map　using　normal　male　and　female

　　　　　　cases．

　　　　　　A）　Standardization　by　normal　female　caused　in　feropostel　ior　def㏄t　in　Bull’s－

　　　　　　　　　eye　and　unfolded　map　of　normal　male．

　　　　　　B）　Standardization　by　normal　male　caused　anterior　defect　in　Bull’s－eye　and

　　　　　　　　　unfolded　map　of　normal　female．
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Fig．9　A）Coronary　artery　territories　and　unfolded　map．

　　　　B）　Coronary　artery　territories　and　Bull’s－eye　map．
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Table　l　List　of　myocardial　infarction　and　angina

　　　　pectoris　with　single　vessel　disease　in　this　study

Coronary　lesion No．　of　cases

RCA
LAD
DIG
LCX

12cases（MI：11，AP：1）seg．1－3

24cases（MI：11，AP：13）seg．6－7

5cases（MI：4，　AP：1）seg．9－10

13cases（MI：8，　AP：5）seg．11－13

りCを求める（kは短軸・長軸断層像間のカウン

ト誤差の係数）．

　　　　C’＝kC　k＝1／2（A’／A十B’／B）

以上の方法で短軸面断層像の心尖部のカウントを

算出し，展開図表示上にこれを加えて表示した．

III．結　　果

を色分けで表示したExtent表示，正常下限の部

分をカウントの低下の程度に応じて色分けした

Severity表示で示した．したがって，　Extent表示

は障害の拡がりを示し，Severity表示は障害の強

さを表している．また，負荷時のカウントから再

分布時のカウントを割算したwashout　rate表示

は，正常下限の40％から一20％の間での色分け

表示とした．

　3）各冠動脈支配領域の検討

　冠動脈1枝障害例をそれぞれ上述のごとく定量

解析し，罹患冠動脈別に加算し平均したものを正

常パターンで標準化し，各冠動脈の支配領域の標

準的な分布を割り出した．対象は冠動脈1枝障害

例54例（心筋梗塞例34例，狭心症20例，平均年齢

55・9土8・6歳）である．その内訳はTable　lに示

すごとく，右冠動脈（RCA）障害12例，左前下行

枝（LAD）障害24例（対角枝（DIG）のみの障害例

5例は別に分類），左回旋枝（LCX）障害13例であ

る．各segment分類はAHA基準に従った．

　4）簡便な心尖部表示法の開発

　展開図表示は，心筋SPECT短軸面断層像の定

量評価に基づいているため，心尖部の情報に乏し

い欠点を持つ．これを補うため，心筋SPECT長

軸面断層像の心尖部情報を展開図表示に組み込む

簡便な方法を開発した（Fig．4）．ほぼ中央部の短

軸面断層像の前壁と下壁にROIを設定する（ROI

A’，B’）．次に，ほぼ中央部の長軸面断層像の前

壁・下壁・心尖部にROIを設定する（ROI　A，　B，

C）．ROI　AとA’，　BとB’はそれぞれほぼ同一

心筋部であるため，求める短軸面断層像の心尖部

Cのカウントには次式が成立すると推定される．

　　　　　　　A’／A＝B’／B＝C’／C

　ROI設定の誤差を平均化するため，次式によ

　1．冠動脈支配領域の検討

　冠動脈左前下行枝（LAD）障害では，　Fig．5左

上に示すごとく，前壁中隔および前側壁の心尖部

側に広く，心基部に行くに従い狭くなる分布を示

す（Extent表示）．病変の程度は心尖部で最も強

く心基部では軽い（Severity表示）．このように，

心尖部付近に病変の中心がくるLAD領域は，

Bu1「s－eye表示では面積が小さく見える欠点があ

る．なおLAD領域の全体に占める割合は，44％

であったが，心尖部が含まれていないため実際に

はもう少し広いと考えられる．

　冠動脈左前下行枝のうち対角枝（DIG）のみの

病変では，Fig．5右上に示すごとく，前側壁の心

尖部寄りに限局する分布を示す（Extent表示）．

LAD領域のうち右半分は対角枝領域であること

がわかる．病変の程度は心尖部寄りで強いことが

示された（Severety表示）．　Bulrs－eye表示では心

基部の面積が歪んで拡大するため，DIG領域は

心尖部より左室中央部で拡がっているように認識

される．なおDx領域の全体に占める割合は，

14％であった．

　右冠動脈（RCA）障害例を加算して割り出した

右冠動脈支配領域は，Fig．5左下に示すごとく，

下後壁の心基部側に広く，心尖部側に行くに従っ

てやや狭くなる分布を示す（Extent表示）．病変

の程度は，全体にほぼ均一で，側壁側はやや程度

が強い（Severity表示）．　Extent表示によるRCA

領域の全体に占める面積は，40％と算出された．

Bu11’s－eye表示では展開図表示に比し，病変が心

基部で太く心尖部で狭いという分布が捉え難い．

　冠動脈左回旋枝（Lcx）では，　Fig．5右下に示

すごとく，側壁全体に灌流領域を有し，RCAと

DIGの中間を占める（Extent表示）．　Severity表
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示では，心尖部より心基部寄りで病変が強いこと

が示された．LCX領域の全体に占める割合いは

22％であった．

　2．心尖部表示法

　Figure　6に64歳，男性，　LAD　seg．6：75％，　seg．

10：99％，RCA　seg．1：75％の障害を持つ前壁中

隔心筋梗塞，後側壁虚血の症例のExtent表示を

示す．Fig．6Aは通常の表示方法で，　Bは心尖部

を含めて表示している．この場合，心尖部を中心

に広がる梗塞であったため，本法により明確に診

断できた．

　短軸面断層像の欠点である心尖部の情報を長軸

面断層像から得る上記の方法において，AとA’，

BとB’は断層面こそ異なるがいずれもほぼ中央

の断面を選んでいるため，同一部位を異なる方向

から見ていると言える．したがって，AとA’，　B

とB’はほぼ同一カウントを示すと考えられる．

実際の臨床例15例のA’／A，B7Bを求めると，そ

れぞれLO5士0．21，0．98士0．15とLOに近く，お

のおのほぼ同じ部位を捉えていると推察できた．

したが・・て，これを平均したC7Cは1．02土0．18

で，Cを補正すればC’の値は上式より十分に精

度高く得られると考えられた（Fig．7）．

lV．考　　察

　1．定量解析および画像表示について

　基本的に心筋短軸断層像のcircumferential

analysisによる定量解析は，中心点の設定に客観

性があるため優れた方法である5・6｝．SPECT像を

作成する際に行われるsmothingやフィルター処

理により，各pixelのカウントはその隣接する

pixelの情報を取り入れている．換言すれば1

pixelであってもその近隣の情報を表しているこ

とになるため，普遍性がある．したがって，これ

を基にして作成するBu11’s－eye，展開図表示はい

ずれも優れた定量性を有すると考えられる．ただ

Bulrs－eye表示は周辺など1pixelの占める面積が

拡大して表示されるため，視覚的には必ずしも正

確に病変の大きされ捉えられないという問題点が

ある．一方展開図表示は，視覚的にも正確に病変

575

の部位・拡がりを捉えることができ，久保田らや

島田らは，病変の大きさを正確に捉えることがで

きると報告している4’7）．ただ，著者らや久保田

と島田らの展開図表示作成法には若干の相違があ

り，前者では展開図表示の横幅を中心から各スラ

イス上の最大カウント点を結んだ長さを半径とし

た円周によるが，後者では決まった枠の中に情報

を組み込んでいる．いずれの展開図表示法が優れ

ているかは議論のあるところだが，少なくとも前

者の方法では各症例の左室の大きさを反映するた

め，心筋梗塞等における病変部の拡大をも推定で

きる．

　Bul「s－eye表示，展開図表示ともExtentおよび

Severity表示を作成する際，男女別正常パターン

で標準化を行った．これは男性では横隔膜の発達

により下後壁のattenuationが大きく，女性では

乳房の発達のため前側壁のattenuationが大きい

からである．これを確認するため，著者らは男性

正常例の平均を女性用に標準化したもの（Fig．8A），

女性正常例の平均を男性用に標準化したもの

（Fig．8B）を作成した．この結果，前者では正常

男性にかかわらず下後壁に，後者では正常女性に

かかわらず前側壁に灌流欠損が出現し，この性別

標準化の重要性が確認された．

　2．各冠動脈支配領域に関して

　著者らは従来より各冠動脈の支配領域に関し

て，Infarction　mapの作成を行い検討を続けてき

た2・3）．今回展開図表示上で病変部の面積・程度

を視覚的にも正確に描出できるExtent表示およ

びSeverity表示を用いて，実際の症例を加算する

ことにより，より現実的な冠動脈支配領域図を作

成した．堰合らも同様の解析をしているが，正方

形の枠内での展開図表示であるため，実際の面積

は正確には描出されず，障害の程度や多枝病変等

の検討はなされていない8）．

　著者らが得た展開図表示上の各冠動脈の支配領

域の分布は，Fig．9Aに示す冠動脈走行のシェー

マによく一致し，各領域の重なりも少なく，典型

的なパターンとして冠動脈障害部位の推定に非常

に有用と考えられた，一方，極座標（Bulrs－eye）
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表示でも，Fig．9Bに示すシューマを考慮すれば，

冠動脈障害部位を推定するのは可能である．しか

し，病変部の面積は部位によっては忠実に表すこ

とができない．たとえばFig．5におけるRCA領

域の面積とLAD領域の面積は，40％と44％で

あるが，視覚的には極座標の下半分を占める

RCA領域の方が大きく見える．これはRCA領

域が拡大率の大きい心基部をより多く含んでいる

ためである．DIG領域とLCX領域も同様のこ

とがあり，心基部寄りのLCX領域はDIG領域

よりもかなり大きく見える．いずれにしろ従来の

極座標表示による冠動脈領域の区分（Fig．1）と比

較して，今回著者らが作成した区分は，実際の症

例を基にした現実的なものであり，特に病変部が

心尖部近傍を中心とするのか，基部近傍を中心と

するのかなど，罹患冠動脈病変の部位推定に有用

な指標となることが示唆された．またSeverity表

示により病巣の中心が確認できることは，多枝

病変，artifactとの鑑別に非常に有用と考えられ

た．

　このような罹患冠動脈の推定において最も問題

となるのは，冠動脈の分布に個体差があるため，

このような分類は意味がないという議論である．

しかしこれは極論であり，心筋シンチグラフィか

ら，より多くの情報を得るためには，個体差の存

在を認識した上で統計的に割り出した冠動脈領域

区分を基に冠動脈罹患部位を推定することが必要

である．このことは，患者の病気の診断・治療方

針の決定の上で非常に重要な情報をもたらすと信

じる．

　3．心尖部表示について

　心筋SPECT短軸面断層像より作成された
Bulrs－eye，展開図表示の最大の欠点が，この心尖

部情報の欠落と言っても過言ではない．今回，展

開図表示全体によるLAD領域の割合が44％で

RCA領域の割合（40％）とほぼ等しかったことも，

LAD領域がほぼ全体を占める心尖部を計算に入

れていないことに起因している．したがって従来

のBulrs－eye，展開図表示ではLAD病変を過少

評価していると考えられる，臨床的にも心尖部を

考慮しない展開図表示による診断では，LAD領

域の診断能に問題があったが，心尖部情報を加味

することでこの欠点は改善された．また，RCA

病変におけるLAD障害のFalse　positiveの改善

にも有用であった．

　今回の解析では，心筋長軸面断層像の心尖部情

報を短軸面断層像に取り入れるため前述の補正式

を用いたが，A’／A，　B’／Bがほぼ1．oであったこと

から，断層面が異なっても同一部位では同カウン

トを示すと考えられ，Cのカウントをそのまま

C’に代入する方法（C－C’とする）も考慮中であ

る．この方法を用いれば，さらに簡便に心尖部情

報を展開図上に組み込めると考えられる．こうし

て得た心尖部情報は非常に簡便ではあるが，その

表示面積および形態は画一的に表示されており，

実際のものとは異なる．これは心尖部のほぼ全体

がLAD領域であるため，実際の診断において必

ずしも正確な形態でなくとも診断上問題がないこ

と，簡便性に重きをおいた次善の策であることか

ら納得できるものである．

V．結　　語

　1）201TICI心筋SPECTの展開図表示および極

座標表示を用いて，各冠動脈の支配領域を実際の

冠動脈1枝障害の多数例の平均から割り出した．

この結果，従来の単純な極座標表示上の区分に比

し，より正確な冠動脈支配領域の区分が得られた．

しかもこの区分は冠動脈の走行とよく一致し，罹

患冠動脈推定の際有用と考えられた．

　ID　展開図表示は極座標表示に比べ，（D病変の

面積が正確に表示される点，　（2）病変が心尖部寄

りにあるか心基部寄りにあるかを観察しやすい点，

（3）各冠動脈支配領域を表す境界線の入り組み方

が単純である点で優れていた．

　III）また，この展開図表示上で心尖部情報を

加味するため，心筋長軸面断層像の心尖部情報を

加えて表示する簡便法を開発した．これにより，

LAD領域の病変が診断しやすくなった．
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Summary

Unfolded　Map　of　Coronary　Artery　Territories　by　Myocardial　SPECT

　　　Tetsuro　KATAFucHI＊，　Tsunehiko　NlsHIMuRA＊，　Toshiisa　UEHARA＊，

Takeshi　MATsuo＊，　Kohey　HAyAsHIDA＊，　Hisashi　OKA＊，　Ichiro　YoKoTA＊，

　　　　　　Makoto　HAYAsHI＊，　Takako　HIRANo＊＊and　Ryuichi　BAN＊＊

＊Depa〃〃len’qブRadiologγ，　Na’輌o〃al　Cardio　vasc〃’ar　Ce〃ter，∫〃”a，0ぷaka

　　　　　＊＊ルlediぐal　Techno／ogy　Z）∫ヅ∫∫輌o〃，　Sh’〃iadzu　Co．，　L　td．，κ夕o’o

　Coronary　artery　terrtories　were　evaluated　pre－

cisely　by　Bulrs－eye　and　unfolded　map　generated

from　myocardial　SPECT．　In　addition，　unf（）1ded

maps　including　apical　information　were　also

developed．　The　coronary　artery　territories　were

determined　by　54　cases　of　typical　single　vessel

disease（more　then　75％stenosis）with　myocardial

infarction　and　angina　pectoris．　There　were　120f

right　coronary　artery　disease，240f　left　anterior

discending　coronary　artery　disease，50f　diagonal

coronary　artery　disease，　and　130f　left　circumflex

artery　disease．　Each　diseased　region　was　summed

and　normalized　using　the　standard　pattern（21

cases　of　normal　male　and　13　cases　of　normal

female）．

　Apical　information　was　simply　obtained　using

the　anterior　and　posterior　count　from　short　and

long　axial　image．　Then，　their　data　were　added　to

the　unfolded　map．　In　conclusion，　unf（）lded　map

was　proven　to　be　useful　for　the　determination　of

coronary　artery　territory，　since　this　map　expressed

the　extent　and　site　of　myocardial　damage　pre－

cisely　compared　to　Bu11’s－eye．　The　unfolded　map

to　contain　the　apical　information　was　also　useful

for　the　evaluation　of　left　anterior　descending

coronary　artery　involvement．

　Key　words：　Myocardial　SPECT，　Bull’s－eye

map，　Unfolded　map，　Coronary　artery　disease．
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