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《原　著》

携帯型RI心機能測定装置（VEST）における
　　　　　　　　　時間分解能の補正

一
拍動型心臓ファントームを用いた検討

汲田伸一郎＊　　西村　恒彦＊ 林田　孝平＊　植原　敏勇＊

　要旨　携帯型RI心機能測定装置（VEST）を運動負荷時に用いる場合，心拍数増加のため，データ収集の

際にその時間分解能追従が問題となる．拍動型心臓ファントームを用いて心拍数，心室容量を変化させ，そ

の測定精度を評価した．データ収集，解析法としてNo　smoothing（NS）法，3points　smoothing（3S）法，

Short　sampling　interval（SS）法，　Digital　filter（DF）法の4法の比較を行ったところHR増加に伴うEFの

変化1」EF1（）　EF：HRI20－EF：HR601）はそれぞれ3．58±3．Ol，4．46土0．95，3．35土3．26，1．11±：L28（％）と

DF法にて有意に小さく，従来法（3S法）におけるデータ解析上の問題点が明らかになり，心拍数増加にと

もなう時間分解能補正の必要性が示唆された．また従来法を用いた運動負荷時の心機能解析において，最大

負荷時のEF過小評価，負荷後オーバーシュート現象（aEF：オーバーシュート時EF一負荷終了時EF）の過

大評価が明らかになった．

1．はじめに

　携帯型RI心機能測定装置（以下VESTとする）

は，小型かつ携帯用でカウントの変化により左室

容積の変化を捉えられ，経時的に心機能を解析で

きる利点を有する1－4）．本装置は臨床的には無症

候性虚1血Lの検出や虚血心の重症度評価などに試み

られており5・6），運動負荷法をはじめ種々の負荷

法への応用が可能である7－－9）．しかし，現在広く

使用されているVESTのsampling　interva1は50

msecと比較的長いため，運動負荷時の心拍数増

加に対応して心機能解析を行う場合，その時間分

解能追従に関する検討が必要である．そこで拍動

型心臓ファントームを用いて，心拍数および心室

容積を変化させ，運動負荷のモデル心を作成し，

VESTの測定精度を評価した．
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II．方　　法

　L　携帯型RI心機能測定装置（VEST）

　VEST装置（アロカ社製RRG－607型）の検出部

は16mm×2mmのCdTe検出器（A－116型）と

16mm×16mmコリメータ付き検出器ホルダー，

プリアンプより構成されている10’－12）．計測部の

携帯型計測ユニット（DC606型）の計数容量は

65535countであり，sampling　interval，　counting

timeはともに10msec～600　secであるが，一般

に使用されているVESTデータ収集のsampling

interval，　counting　timeは各50　msecで，受信プ

ログラムにて生データに3点スムージングをかけ，

時間放射能曲線の算出，表示を行う．

　2．拍動型心臓ファントーム

　心臓動態ファントーム（安西総業㈱CARDIAC

llDは生体心臓に近い形状を有し，　pulse　motor

を用い任意の拍出量，駆出率に設定が可能で，心

拍数も0～120（bpm）に調節できる（Fig．1）．

　3．ファントーム実験

　拍動型心臓ファントームの心室部にVESTの検
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出器を垂直に固定し，ファントーム心腔部を生理

食塩水150　mlで満たし99mTcO4－185　M　Bq（5

mCi）を注入し，比放射能は約L23　MBq（0．03

mCi）／mlとした．つぎに，ファントームを5分間

駆動し平衡状態を作成した．ファントームの拡張

末期容量（EDV），収縮末期容量（ESV）をat　ran－

domに各15通り（EDV：60～160　mt，　ESV：20～

100m1）に設定し，駆出率を変えずに心拍数（HR）

のみを60（bpm）より1分毎に10　beatsずつ120

（bpm）まで増加させた．同時にVESTによる計

測を行い，実測値と計測値の経時的な比較を行っ

た．ファントーム実験に用いたVESTの検出器

は左室用の1チャンネルのみを使用し，バックグ

ラウンドは0％に設定した．

　4．VESTデータ収集および解析法

　1）No　smoothing（NS）法；sampling　interval，

’y－・・“ ㌫ぽ

Fig．1　The　outlook　of　pulsate　cardiac　phantom．
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Fig．2　Digital　filter　established　by　frequency　of　3

　　　points　smoothing．

counting　time各50　msecにて収集した生デーy

をスムージングをかけずに使用した．

　2）3points　smoothing　（3S）法；従来，一般に

使用されている方法であり，sampling　interval，

counting　time各50　msecにて収集した生データ

に3点スムージングをかけ解析を行った．

　3）　Short　sampling　interval（SS）法；sampling

interval，　counting　timeを各20　msecに短縮し，

デー9に3点スムージングをかけて解析した．

　4）Digital　filter（DF）法；コンピュータシミ

ュレーションにより従来の3S法すなわち平滑化

手法（単純移動平均）の周波数特性を導き出し，

それを補うためFig．2のような周波数特性を有

するディジタルフィルター（アロカ社製）を使用

し解析を行った．

　以上の4法によりファントーム実験データを解

析（Fig．3，4）．それぞれにつきHR増加に伴う

EFの変化としてdEF（EF：HR120－EF：HR60），

ldEF｜（％）を算出し，解析法による時間分解能追

従に関し，比較検討を行った．

　5．臨床応用

　冠動脈造影検査にて有意狭窄を認めなかった高

血圧症例5例（男性2例，女性3例，平均年齢

40歳）に対し，99mTc・RBC　740　MBq（20　mCi）を
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Fig．3　Representative　displays　analyzed　by　NS　and　SS

　　　methods．　Initial　EF＝375％　（EDV＝80　m／，

　　　ESV＝50　m∫），　NS：no　smoothing，　SS：short

　　　sampling　interval，
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Fig．4　Representative　displays　analyzed　by　3S　and　DF

　　　methods．　lnitial　EF＝50．0％（EDV＝100　m1，

　　　ESV＝50　m1），3S：3points　smoothing，　DF：
　　　digital　filter．
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changes　among　four

投与しVESTを装着したのち，坐位自転車エル

ゴメー9にて50Wより2分毎に25Wずつ漸増
する多段階負荷を行なった．従来法（3S法）と

DF法にてデータ解析を行い，解析値（LVEF）の

経時的変化につき比較検討を行った．

川．結　　果

　1．ファントーム実験

　1）NS法：HR増加に伴うEFの増減にはか
なりのばらつきが認められ（Fig．5），4EF，14EFI

（％）
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Fig．6　Comparisons　of」EF　and　l」EFl　among　four

　　　analysis　methods．

はそれぞれ3．03土3．57，358⊥3．01（％）であ一・た

（Fig．6）．特に初期設定EFの低い例にてばらっ

きが目だち（Fig．5），　EF≦40（％）（n－7）における

14EFIは5．69土2．19（％）であった．

　2）3S法：全例（n－15）にてHR増加に伴う

EDV減少，　ESV増加傾向を示し，　EFの低下を

認めた（Fig．　4，5）．4EF，14EFIはそれぞれ一一4．46

士0．95，4．46士0．95（％）であった（Fig．6）．

　3）SS法：dEF，　ldEFIはそれぞれ2．79土3．75，

3．35士3．26（％）であった（Fig．6）．　NS法と同様，

初期設定EFの低い例におけるEFの増減は著明

であり（Fig．5），　EF≦40（％）のldEFIは6．28土

3．38（％）であった．

　4）DF法：コンピュータシミュレーションに

よる3点スムージング解析では周波数OHzの時，

GAINは1．0であるが，それ以外の周波数では

GAINは1より小さくなった．一例としてEF
60％の正弦波の演算後のEFは，　HR　60，120，

150，180（bpm）の時にそれぞれ58．7，53．9，50．5，

46．3（％）と著しい低下を示した．Fig．2のような

帯域を持つディジタルフィルターを用いたファン

トーム実験値の解析では3S法にみられたような

HR増加に伴う一定のEF低下傾向も，　NS法，

SS法のようなデー9のばらつきもみられず（Fig．
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Fig．7　Serial　assessment　of　LVEF　during　and　after

　　　exercise　of　five　cases　with　hypertention．●：

　　　analyzed　by　3S　method，○：analyzed　by　DF

　　　method，＊values　are　significant　different（p＜

　　　0．Ol）by　paired　t　test．

5），IdEF1はLl1土L28（％）と他の3法に比し

有意に小さかった（Fig．6）．

　2．臨床応用

　3S法により解析したLVEF（％）は安静時（HR：

70．7±12．2），50W，75W，100W負荷時（HR：

139．3土8．8），負荷終了2分後，4分後にてそれぞ

2L　54．5：L5．7，　58．9士5．4，　54．6±9．8，　50．3士12．0，

64．6士10．8，61．4土9．5（％），DF法による解析では

それぞれ56．0土4．8，6Ll±5．7，59．0土8．7，56．0±

10．7，66．5士8．8，62．8土6．9（％）となり，75W，

100W負荷時ではDF法にて有意に高値を示し
た（p〈0．01：paired　t　test）（Fig．7）．また負荷終了

直後より2分間のEFの変化dEF（オーバーシ

ュー ト時EF一負荷終了時EF）は3S法，　DF法に

てそれぞれ14．2±9．0，10．6士7．6（％）と，DF法

で有意に小さかった（p＜0．05：paired　t　test）．

V．考　　察

　VESTを用いた心機能解析は運動負：荷時，薬剤

負荷時，精神的負荷時にも及んでおり経時的な心

機能モニタリングが行われている．しかし，現

在，アロカ社製，キャビンテック社製VESTの

sampling　intervalは，通常50　msecに設定されて

いるため，運動負荷時等による心拍数増加を伴う

場合，とくに時間分解能への追従が問題になって

くる．本研究のファントームによる検討にて従来

法（3S法）を用いて解析を行った場合，心拍数を

60（bpm）から120（bpm）に増加させると，　EDV

は減少，ESVは増加傾向を示し，結果としてEF

の減少を認めた．つまり，最大負荷時に算出され

たEFは過小評価されていた可能性が高く，補正

を必要とする．コンピュータシミュレーション結

果においても，60％に設定したEFがHR150
（bpm）で50．5（％），180（bpm）で46．3（％）と著明

な低下を示し，臨床例5例による検討にても心拍

数増加時に3S法とDF法による解析値で有意差

を認めている．さらにこの傾向は健常例など

exercise　capacityが高く，心拍数増加が大である

症例において，より顕著であることが予測でき

る．この3S法の周波数特性により，正常心機能

者にもかかわらず，最大負荷時（心拍数増加時）に

EF低下が生じる例や，虚血心疾患症例のEF低

下を過大評価してしまう危険性がある．また，運

動負荷後のEFの一過性上昇，いわゆるオーバー

シュート現象13’16）にて虚血心疾患症例の重症度

評価が試みられているが，VESTを用い従来法に

て算川された4EF（オーバーシュート時EF一運動

終了時EF）は過大評価されていた可能性が高い．

つぎに異なるデータ収集，解析法に関してである

が，まずNS法とSS法はファントーム実験にお

いてかなりデータのばらつきが認められ，運動負

荷時使用における問題点が示唆された．両者とも

特に初期設定EFの低い例にて1aEF｜の著明な

増大傾向を示した．これはNS法では拍動に対す

る認識力が低下し，Fig．3のようにファントーム

の心拍を正確に読み取れないためであり，SS法

では時間当りのカウント数が減少するため，微細

なカウント変化への追従低下が生じるためと考え

る．つぎにディジタルフィルターであるが，およ

そ180（bpm）までの心拍数増加に対応できるよう

に設定されており，通常の運動負荷時使用には支

障をきたさないと考える．現状のsampling　in－

terval（50　msec）を有するVESTを用い心機能解
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析を行う場合，心拍数を増加させないような

study，つまり安静時，軽量負荷，精神的負荷8・9｝

などにて用いるか，運動負荷時に用いる場合に時

間分解能への追従低下を補うためにディジタルフ

ィルター等による補正を行うことが必要であると

思われる．
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Summary

Correction　of　Time　Resolution　of　an　Ambulatory　Cardiac　Monitor（VEST）

　　　　　　　　　　　　　　　　　－using　Pulsate　Cardiac　Phantom一

Shin－ichiro　KuMITA，　Tsunehiko　NlsHIMuRA，

　Kohei　HAYAsHIDA　and　Toshiisa　UEHARA

1）epart’nen’of　Radiolo8γ，　Na’iona／Cardio　vascular　Cenrer，　Sui’a，　Osaka　565

　　Using　ambulatory　cardiac　monitor（VEST）at

exercise　study，　its　time　resolution　is　very　important

factor．　We　evaluated　the　time　resolution　of　VEST

using　pulsate　cardiac　ba｜oon　phantom．　Four

analysis　were　carried　out；no　smoothing（NS）

method，3points　smoothing（3S）method，　short

sampling　interva1（SS）method，　and　digital　filter

（DF）method．　By　Comparison　of｜dEFI（1EF：

HR120－EF：HR60D　among　4　analysis　methods，

ldEFI　by　DF　method　was　significant　smalL（NS：

3．58土3．01，3S：4．46土0．95，　SS：3．35土3．26，　DF：

1．11士1．28％）We　conclude　that　correction　of　time

resolution　by　digital　filter　is　necessary　when　we　use

VEST　during　exercise．
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