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2°ITI心筋SPECTにおける再分布領域の

定量表示マップと血行再建術症例への応用
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　要旨負荷心筋タリウムSPECTにおいて再分布領域と固定欠損領域とを判別し，それぞれの領域を定量

し，polar　mapに表示するコンピュータ処理法を開発した．

　局所心筋へのタリウムの分布を最高カウント部に対する相対値で表し，initial％uptake（％Ui）とde－

layed％uptake（％Ud）とし，％Ud／％Ui　ratioを再分布比（RD－ratio）として数値化した．短軸断面の・各ピ

クセルでえられた％UiとRD－ratioの値をXY座標上にプロットし，これらを次の4つの直線によって正

常領域，再分布領域，固定欠損領域に判別した．これらの直線とは，1．虚血部の測定からえられた％Uiと

RD－ratioとの関係を示すY－2．0－0．Ol2X，2．この直線より一1．5　SDだけ平行移動した直線，3．虚血と

正常との境界値67％を通る直線，4．虚血下限値と定めた27．6％を通る直線である，それぞれの領域は

polar　map上にカラーで識別され，相対面積値も表示される．判別の基準とした直線や値はPTCAの成功

例（n　－21）での治療前の病巣と，前回報告した1枝病変例（n－66）および対照群（n－16）での測定結果に基

づいて定められた．

　本法を別のPTCA成功例（n＝15）の術前後において応用し，　retrospectiveに検討した．心筋梗塞の既往

のない群では再分布領域の相対面積’lz均値は，術前の37．3％から術後の1．3％に減少し，心筋梗塞の既往

のある群では，再分布領域は術前の40．1％から18．6％に減少した．さらに後者では，固定欠損領域の面積

も9．7％から2．9％に減少した．本法は従来のpolar　mapに加え，病変部を再分布領域と固定欠損領域と

に自動判別し，それぞれの面積を数値化できるためPTCA前後の評価に有用と考えられた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（核医学29：971－978，1992）

1．緒　　言

　負荷タリウム心筋single　photon　emission　com－

puted　tomography（SPECT）は，病変部心筋の

viabjlityを診断するために広く用いられている．

この場合に，再分布の有無は一般に視覚的に判定

され，washout　rateも参考にされる．再分布の有
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無によるviabilityの判定を自動的に行い，　viable

領域とnon　viable領域を表示し，それぞれの面積

を定量的に評価できれば，本法は血行再建術前後

の評価により有用となろう．

　冠動脈疾患における病変部のタリウムのuptake

と再分布比の定量より，再分布のある病巣では

uptakeと再分布比の間に反比例関係があることが

判明した1）．今回はまずPTCAの成功した病巣の

術前のタリウムのuptakeと再分布比の測定で，

これらが同一の関係を示すか否かを確認した．次

いで，タリウムのuptakeと再分布比との関係を

示す直線式によって，viabilityの自動判別を行い，

判別された各領域の面積が相対値として定量でき

るコンピュータプログラムを開発した．さらにζ
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Table　l　Coronary　lesions　in　study　group（n＝36）

のプログラムをPTCA成功例に応用し，　retrospec－

tiveに検討した．

Group　l　Group　2

1VD

2VD

3VD

LAD
LCX
RCA
LAD十LCX
LAD十RCA
LCX十RCA
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0
3
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LAD＝left　anterior　descending　branch，　LCX＝left

circumflex　branch，　RCA＝right　coronary　artery，

VD＝vessel　disease
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Fig．1　The　graph　represents　the　principle　of　area

　　　quantification．　The　values　of　initial％uptake

　　　obtained　from　each　pixel　of　short　axis　slices

　　　are　plotted　against　the　values　of　redistribution

　　　ratio　on　XY　co－ordinates．　These　values　are

　　　divided　into　normal　area（7，8，9），　reversible

　　　area（4，5）and　irreversible　area（1，2，3，6）by

　　　four　lines（A，　B，　C，　D）．　A；Y＝2．0－0．012X

　　　was　obtained　from　the　relationsh▲p　between

　　　initial％uptake　and　redistribution　ratio　in　the

　　　ischemic　viable　myocardial　regions．　B；Aline

　　　is　parallel　to　A　and　shifted　to－1．5　SD　from　A．

　　　C；Aline　at　67％1evel　on　abscissa（upper　leve1）．

　　　D；A　line　at　27．6％level　on　the　abscissa（lower

　　　level），

II．方　　法

　対象：PTCA後の冠動脈径の拡大が術前の20％

以上となったものをPTCA成功とし，1988年

12月から1991年4月までにPTCAの成功した

36例を対象とした．心筋梗塞の既往のないものは

21例で，あるものは15例であり，男性27例，女性

9例で，平均年齢は60歳（40～74歳）であった．

1990年4月までの21例（group　1）に対しては，

PTCA術前後の病変部でのタリウムのuptakeと

再分布比の測定が行われ，それ以降の15例（group

2）に対しては，今回開発したコンピュータ処理法

を試みた．冠動脈造影では1枝病変31例と2枝病

変2例，3枝病変3例が含まれていたが（Table　1），

PTCAの行われた責任冠動脈は全例1枝であり，

左前下行枝24部位，左回旋枝6部位と右冠動脈6

部位の計36部位であった．タリウムシンチグラフ

ィは，PTCA前1か月以内とPTCA後・F均64　H

（4～180日）の間に行われ，冠動脈造影もこれと前

後して行われた．

　負荷およびデータ収集：自転車エルコメータに

よる多段階負荷を行い最大負荷時にタリウムの

111MBqを静注し，10分後にinitial　image，4時

間後にdelayed　imageのSPECT撮像を行った．

使用装置は回転型ガンマカメラ（ZLC　7500）と

データ処理システム（scintipac　7000）である．マ

トリックスは64×64で，180度32方向のデータ

収集を行い，再構成にはバターワースフィルタ

（order　8）を使用し，吸収補正を行わなかった．

　タリウムuptake，再分布比の測定：SPECTの

短軸断面8～10スライスよりpolar　mapをf乍成し

た．polar　mapのinitial　imageにおいて，集積低

下を示す病巣部を囲む平均327ピクセルの矩形

ROIを定めて平均カウントを測定し，この値を最

高カウント部の同大ROIにおけるカウントに対

するパーセントで表しinitial％uptake（％Ui）と

した．delayed　imageについてもinitial　imageと

同一部位に同大のROIを定め，そのカウントを
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測定し，最高カウント部に対する・9一セントで表

し，delayed％uptake（％Ud）とした．これより

％Ud／％Ui　ratio（RD－ratio）を求め，術前後で比

較した．

　面積定量表示プログラムによる画像処理法：

　1．次の4つのデータ，polar　map，　initial　image

のcircumferential　profile曲線，　delayed　imageの

circumferen’ial　profile曲線washoutのcircum－

ferential　profile曲線のデータを入力する．

　2．initial　imageのpolar　mapを表示し，この

最高カウント部にROIをとり，測定された平均

値を100として標準化し，initial　imageおよび

delayed　imageにおける短軸断面各ピクセルの相

対カウント（％Ui，％Ud）と，対応するピクセル

についてRD－ratioを求めた．

　3．polar　map作成時使用されたスライスの各

ピクセルについて求めた％UiとRD－ratioの値

をXY座標上にプロットする．

　4．この座標上にY＝2．0－0．Ol2Xの直線を引

く（Fig．1，　A）．さらにこの直線の0．3下方に平行

な［if1：線（点線B）を引き，　RD－ratioの一1．5　SD領

域を定める．次いで％Uiの2つの判別値である

67％と27．6％を通る直線（C，D）を引く．

　5．これらの直線によって境界された（7）（8）（9）

が1．E常領域，（4）（5）が再分布領域でviabilityあり，

（1）（2）（3）（6）が固定欠損領域でviabilityなしと判

定される．

　6．polar　mapにおいては正常部と異常部の間

に境界線を引き，正常領域を赤色で表示し，異常

部のうちviabilityのない部分を黒色で，　viability

のある部分をRD－ratioの大きさにより赤から紫

までの色調で段階的に表示した．

973

Table　2　1nitial　percent　uptake　and　RD－ratio　within

　　　　the　ischemic　regions　before　and　after　suc－

　　　　cessful　PTCA（n＝21）

％Ui RD・ratio

Before

After

52．0：ヒ12．0

（27．6－73．9）

77．5：ヒ10．7

（55．2－93．7）

1．41土0．23

（1．13－2．01）

1．01土0．08

（0．90－1．24）

III．結　　果

　％Ui，　RD・ratioの測定：PTCA成功例（group　1）

で，責任冠動脈領域の病変部の％UiとRD－ratio

とをpolar　map上で測定し，術前後で比較した

（Table　2）．％Uiは術前平均52．0％と低下してい

たが術後は77．5％と増加した．RD－ratioは術前

平均1．41％と大きかったが術後は平均1．01％と

％Ui＝initial　percent　uptake，　RD＝redistribution

2．0

三
ξ
21。

Y＝20－O．012X
R＝－073
N＝21

0．5

　　　　　　　　　　　50　　　　　　　　　　　　　　　　　100
　　　　　　　　　　％Ui

Fig．2　Percent　Ui（initial％uptake）and　RD・ratio

　　　（redistribution　ratio）　plotted　for　pre－PTCA

　　　lesions　in　patients　with　successful　PTCA（n＝

　　　2D　show　inverse　proportion．　An　equation　of

　　　Y＝2．O－O．012X　is　obtained．

lE常値に戻った．術前の％UiとRD－ratioとを

座標上にフロットすると％UiとRD－ratioとは

Y＝・2．0－0．012Xの直線で反比例関係を示した

（Fig．2）．

　画像処理法の臨床応用：PTCA成功例のgroup

2に新しいコンピュータフログラムによる画像処

理を行い，術前後の病変部の相対面積値の変化を

示した（Fig．3）．心筋梗塞の既往のない狭心症（A

群）では，病変部はすべてviableと判定され，8

例中6例では術後完全に回復し，残り2例では，

この部分がわずかに残存した．再分布領域は術前

の相対面積平均値37．3％から術後1．3％に減少

した．心筋梗塞の既往のある狭心症（B群）では，

7例中7例に術後も再分布領域が残存し，その平

均値は術前40．1％が術後は18．6％であり，A群

に比し残存の程度が大きかった．なお固定欠損は
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Fig．3　Changes　in　myocardial　lesions　after　successful　PTCA　are　shown　by　relative　area

　　　values　in　patients　without　prior　myocardial　infarction（group　A）and　with　prior

　　　myocardial　infarction（group　B）．　Solid　circles　and　open　circles　indicate　reversible

　　　area　and　irreversible　area，　respectively．

7例中6例にみとめられ，そのうち3例では術後

完全に消失，2例では縮小，1例では増大した．

この1例は術後逆再分布を示した．固定欠損領域

の面積平均値は術前9．7％が術後は2．9％となっ

た．

IV．症　　例

　症例1（Fig．4）54歳男性．2か月前より胸痛発

作をくり返してきた狭心症で，冠動脈造影では左

前下行枝seg．6に100％の狭窄がみとめられた．

polar　mapでは前壁中隔に再分布を示す欠損がみ

とめられる（a，b）．正方形ROIは正常部として標

準化した部位で，青線は正常領域と虚血領域との

境界を示す．dは新しいpolar　mapで，正常領域

は赤色で，虚血領域は赤色から黄色で表示され，

病変部はすべてviableと表示された．数値は各領

域の面積の相対値である．この後PTCAに成功

し，虚血部は完全に消失し良好な経過をとってい

る．

　症例2（Fig．5）51歳男性．心筋梗塞の既往の

ある狭心症（前壁中隔）の，PTCA前（上段）と後

（下段）のコンピュータ処理画像を示す．画像a，

b，cは従来のpolar　mapに相当する．画像dは領

域表示画像で，正常領域は赤色で，viable領域は

黄緑色で，non　viable領域は黒色で表示されてい

る．successful　PTCA後viable領域は38％から

13％に減少し，non　viable領域も38％から10％

に減少した．

V．考　　察

　タリウム心筋SPECTを用いる定量解析は多く

試みられている2～8）．現在臨床に応用されている

ものはタリウムの灌流低下部をextent　score，

severity　scoreとして表示する方法9）であるが
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Fig．4　54－year－old　male　with　anteroseptal　stress　per．

　　　　　　fusion　defect　which　completely　reverses　by　4

　　　　　　hours（a，　b）．　His　coronary　angiogram　showed

　　　　　　a100％stenosis　at　seg．6．　In　image　d，　reversible

　　　　　　area（shown　by　reddish　yellow）is　separated

　　　　　　from　normal　area（shown　by　red）．　Each　area

　　　　　　is　quantified　by　relative　value，56％and　44％，

　　　　　　respectively．　Reversible　area　decreased　56％to

　　　　　　O％after　successful　PTCA．　The　square　ROI

　　　　　　shows　the　maximum　count　area．

N＝normal　areaJ＝ischemic　area，　V＝viab川ty

　　a

INIIIAl
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Fig．5　51－year－01d　angina　patient　with　previous　myocardial　infarction．　His　angiogram

　　　　　　showed　a　99％stenosis　at　seg．7and　90％stenosis　at　seg．9．　Pre－PTCA　image　is

　　　　　　shown　in　upper　panel　and　post－PTCA　image　is　shown　in　lower　panel．　Image　a，　b

　　　　　　and　c　correspond　to　the　ordinary　polar　map．　In　new　polar　map（d）irreversible

　　　　　　area　is　shown　by　black　and　reversible　area　of　pre－PTCA　and　post－PTCA　is　shown

　　　　　　by　yellowish　green　and　yellow，　respectively．　Reversible　area　decreased　from　38％

　　　　　　to　13％and　irreversible　area　decreased　from　38％to　10％after　successful　PTCA．
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viabilityの定量的評価法としては不充分と考えら

れる．心筋viabilityの評価には，　circumferential

pro創e　curveより％再分布，％washoutを求め，

壁運動との関係を検討している報告10）や，

washoutの値より虚血領域の広さや程度を数値化

した試み11）もある．心筋梗塞領域での再分布領

域の定量を行い，polar　map上に表示する方法12）

や，相対的梗塞サイズと虚血サイズとをcircum－

ferential　profile　curveより求めて数値化し，壁運

動と比較し相関がえられたとの報告13）もみられ

る．虚血と梗塞の判定に二つの基準値を用いてい

るものや14），polar　map上に再分布領域をsubtrac－

tion法により判別表示したもの15）が報告されて

いる．

　今回は再分布を数値化し，％Uiとの間に反比

例関係を見いだし，この関係式をviability判定の

基準とした．前回再分布のある1枝病変部での

％UiとRD－ratioとの間にY－2．0－0．012Xの関

係がえられた．さらに今回successfu1　PTCAによ

りviabilityの確認された術前の病変部での％Ui

とRD－ratioとの間にも同一の直線により反比例

関係がえられた．したがってこの直線をviability

判別の基準として用いることが可能と考えられた．

コンピュータ処理に際しては，polar　map作成時

のデータに加えて，今回開発したプログラムを用

いることにより迅速に自動処理が可能である．判

別された各領域がpolar　map上に面積の相対値と

ともに表示される．

　従来PTCAの効果判定の客観的評価にはタリ

ウムのuptakeを指標としているが16），本法によ

れば，uptakeと再分布の両方のデータから判別

され，計算された領域の相対面積値が指標となる．

successful　PTCA症例への本法の適用の結果で

は，心筋梗塞の既往のない症例の病変部はすべて

viableと判定され，　PTCA後ほとんどが回復した．

一方心筋梗塞の既往のある場合ではviableと判定

された病変部は，術後も術前の面積の46．1％が

残存し，心筋梗塞を合併しない場合に比し残存面

積が大きかった．心筋梗塞の再分布領域には疲痕，

虚血，正常心筋が混在するとすれば17），clear　cut

に分けることができない領域があることが考えら

れる．なお固定欠損領域がPTCA後回復したが，

これについてはすでに報告されており18　’一　20），タリ

ウムの再分布に基づいたviabilityの評価には限界

も指摘されている．この場合再静注法21　”’　23）が行

われるが，画像処理には本法も適用できると考え

られる．

　％Uiの正常と異常の境界値（upper　level）およ

びviableとnon　viableとの境界値（10wer　level）

を定めたが，upper　levelは前回の報告での対照群

の％uiの平値均一2SDの67％とした．　lower

leve1は今回のsuccessful　PTCA群の術前の病巣で

測定されたviableな最低値である27．6％（Table　2）

とした．この表より術前のRD－ratioの標準偏差

値0．23がえられ，またFig．2において，　Y＝2．0

－－ 0．012Xの直線下にある値のばらつきはこの標

準偏差値の一1．5SDである0．3の範囲に入るこ

とがわかった．したがってRD－ratioの標準偏差

値の一1．5SDをviable領域の下限と定めた．

　viabilityの評価には，代謝イメー一ジとの比

較24・25）も必要であり，また精度をよくするため

には心筋への生理的なタリウムの分布差に対する

補正も検討されなけれぽならない．polar　mapで

は心尖部の評価が困難であることや，逆再分布領

域ではRD－ratioが1より低いので，　viabilityな

しと判定されるなどの問題も残る．しかしながら

本法による画像処理時間はpolar　map作成時の

データが入力してあれば，5分程度であり，血行

再建術前後のviabilityの定量評価に応用可能と考

えられた．

VL結　　語

　1．運動負荷タリウム心筋SPECTにおいて，

局所へのタリウムのuptakeをinitia1％uptake

（％Ui），　delayed％uptake（％Ud）とし，再分布を

％Ud／％Ui　ratio（RD－ratio）として数値化した．

　2．PTCA成功例（n＝21）の治療前病巣の測定

で％UiとRD－ratioとはY－2．0－0．012Xの直線

により反比例関係を示した．

　3．この直線をviability判別の基準として用い
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て病変部のviabilityの有無を判定し，判定された

各領域を面積の相対値とともにpolar　map上に自

動表示できる新しいコンピュータブログラムを開

発した．

　4．PTCAの成功例（n－15）に本法を用い，術

前後の変化をretrospectiveに検討し，有用性を確

認した．
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Summary

A　New　Polar　Map　to　Quantify　Reversible　Area　by　Myocardial　201Tl

　　　　Single　Photon　Emission　Computed　Tomography　and　Clinical

　　　　　　　ApPlication　to　Patients　before　and　after　Percutaneous

　　　　　　　　　　　　　　　Transluminal　Coronary　Angioplasty

Fumiko　NAKANIsHl＊，　Toshio　KAsuGA＊，　Shusuke　SoNE＊，　Kazuhiro　OGucHI＊，

　　　　Atsuko　ITo＊，　Kenichi　YoKoTA＊，　Kesato　YANo＊and　Ryuichi　BAN＊＊

＊D卿〃〃2e〃q〃～adio～bgy，　Shinshu　Uniりerぷity　Schoot〔）f　Medici〃e

轄」Vedica’Technologγ　Reぷearch　Laboratory，　Sh　imadz〃CO脚ra”0〃

　　In　the　studies　of　stress　201TI　single　photon　emis－

sion　computed　tomography，　we　have　developed　a

computer　method　to　discriminate　reversible　from

irreversible　defect，　then　quantify　each　area　and

display　the　area　on　the　polar　map．

　　Initial　percent　uptake（％Ui）and　delayed　per－

cent　uptake（％Ud）were　expressed　as　percent　of

the　maximum　uptake　area　and　were　defined　as

regional　myocardia1201TI　uptake　in　initial　and

delayed　image，　respectively．　The％Ud／％Ui　ratio

was　defined　as　redistribution　ratio（RD－ratio）．　The

values　of％Ui　obtained　from　each　pixel　of　short

axis　slices　were　plotted　against　the　values　of　RD－

ratio　on　XY　co－ordinates．　In　this　graphic　display，

normal　area，　ischemic　viable　area　and　non　viable

area　were　separated　by　the　following　fbur　lines．

A；The　straight　line（Y＝2．0－0．012X）indicating

the　relationship　between％Ui　and　RD－ratio　for

the　group　with　ischemic　viable　myocardium．　B；

The　parallel　line　to　A　and　shifted　to－1．5　SD

血om　A．　C；The　vertical　line　at　67．0％1eve1（is－

chemic　upper　level）．　D；The　vertical　line　at　27．6％

1evel（viable　lower　leve1）．　Each　area　was　discrimi一

nated　by　color　display　and　calculated　relative　area

values　were　displayed　on　the　polar　map．

　　Criteria　f（）r　discriminating　each　area　were

derived　from　the　results　of　ischemic　pre－trans－

luminal　coronary　angioplasty（PTCA）1esions（n＝

21）in　which　viability　was　confirmed　by　successful

PTCA　and　previous　results　of　66　cases　with　single

vessel　disease　and　16ca」ses　of　control　group．

　　This　new　computerized　technique　was　apPlied

for　evaluation　of　another　group　with　successful

PTCA（n＝15）．1schemic　viable　area　decreased

from　37．3　to　1．3　percent　in　patients　without　prlor

myocardial　infarction　and　it　decreased　from　40．1

to　l　8．6　percent　in　patients　with　prior　myocardial

infarction．　Non　viable　area　in　patients　with　prior

myocardial　infarction　decreased　from　9．7　to　2．9

percent．

　　In　conclusion，　this　t㏄hnique　may　be　useful　for

quantitative　assessment　of　myocardial　viability

befbre　and　after　PTCA．

　　Key　words：201TI　SPECT，　Polar　map，　Redis－

tribution，　Myocardial　viability，　Percutaneous

transluminal　angioplasty．
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