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《原　著》

2・1Tl肺内取り込み増加の心筋SPECTに対する影響

拡張型心筋症における検討

田中　　健＊ 中野 元＊　加藤　和三＊

　要旨増加した201Tl肺内取り込みの心筋SPECTに対する影響を心不全状態にある拡張型心筋症15例

において検討した．

　SPECTでも心筋像と増加した201Tl肺内取り込みとの境界は分離できなかった．

　画像としては側壁が肥大しているように，時には側壁の欠損が修飾されるように，また中隔の取り込み低

ドが強調されるように表現され，遅延像によりこの影響が軽減した．遅延像で中隔の％201T｜摂取率は平均

8（2－15）％増加した．この再分布は201Tl肺内取り込みの散乱による側壁におけるカウント増加が遅延像で

改善したことの反映で，見掛けの再分布現象（pseudo－redistribution）である．ファントム実験でも増加した

201Tl肺内取り込みの散乱により隣接心筋部位のカウントが高まることが示された．

　L’01Tl肺内取り込み増大は心筋SPECTに有意に影響し，この影響を少なくするには遅延像を用いればよ

いことが明らかとなった．同様のことは1231－MIBG肺内取り込みでも生じると考えられる．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（核医学29：1285－1291，1992）

1．はじめに

　201Tl心筋像は心筋viabilityの評価において重

要な役割を果たしている1＞．また201T1肺内取り

込みは従来201T1心筋像評価に際してバックグラ

ウンドとして扱われてきた2）．しかし心不全時に

は201Tl肺内取り込みが増大し，これが心不全の

よい指標となることが著者らにより報告された3）．

さらに著者らは急性心筋梗塞における201Tl心筋

平面像に対する201Tl肺内取り込み増加の影響を

検討し，増加した201T1肺内取り込みは心筋像と

重なり，分離が平面像では難しく，心筋viability

を過大評価しやすく，これを防ぐには遅延像を用

いるとよいことを報告した4）．今回局所解像力に
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優れた心筋SPECTがこの重なりを分離し得るか

否かを拡張型心筋症において検討し5），さらに基

礎的な検討をファントムを用いて行ったので報告

する．

II．対象と方法

　心臓血管研究所において1988，9年度に心不全

で入院した拡張型心筋症のうち201T1正面像にお

いて201Tl肺内取り込みの増加を認めた15例を対

象とした．全員男性で平均48歳，心胸隔比は平均

61％であった．心不全が安定した状態で検査を行

ったが，このうち7例が検査より一年以内に死亡

した．検査は被検者を絶食に保ち111MBqの

201T1を静注し10分後より撮像を開始した．使用

した撮像装置は，低エネルギー用汎用型平行ホー

ル型コリメータを装着したSiemens社製回転型ガ

ンマカメラZLC－75で，これをオンラインでミニ

コンピュータ（SCINTIPAC2400）に接続した．設

定エネルギーレベルとウィンド幅はT1に対して

75keVで20％とした．カメラを5度ごと回転さ
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せ，LPO　40度よりRAO　45度まで180度回転で

合計36方向から各方向20秒ずつで撮像した．この

後に左右の肺が対称になるようにカメラを設定し，

正面平面像をプリセットタイム3分で撮像した．

SPECTの再構成には9点スムージングとShepp

and　Loganフィルター処理を用いた．遅延像は4

時間後に撮像した．

　平面像において右肺野の最大201T1肺内取り込

み部位と心筋像における最大201Tl取り込み部位

に9ヒ゜クセルのROIを設定しカウント比（lung／

heart　ratio：LHR－planar）を求めた．心基部に近

い短軸像において周辺の肺における最大201Tl取

り込み部位と最大201Tl取り込み部位に9ヒ゜クセ

ルのROIを設定しカウント比（lung／heart　ratio：

LHR－SPECT）を求めた．この短軸像面において

像の中心と周辺での最大201Tl取り込み部位とを

結ぶ線上におけるプロフィールカーブを求め，こ

れより中隔の201Tl摂取率（％）を求めた．遅延像

より同様の指標を求めた．LHRは0．5以下を正

常とした．

LHR－SPECT

1．0

0．5

LHR・SPECT＝0．38＋O．62　LHR・Planar

　　　（n＝15，r＝0．51）

　　　　　　　　　　0．5　　　　　　1．0

　　　　　　　　　　　　　　　　　田叩anar

Fig．1　Correlation　between　LHR－planar　and　LHR－

　　　SPECT．　Correlation　was　noted　between　initial

　　　data．

Table　l　Data　on　the　patients

UC6 田R・planar LHR・SPECT ％Tl・201一叩tabe

n．　　Age CTR％ LVOd／Os initial　delayed initial　delayed initial　delayed

1　　　44 63 70／60 0．65　　0．55 0．92　　0．60 48　　　63

2’　　58 57 68／59 0．6　　　0．60 0．82　　0．50 68　　　75

3　　　33 64 68／60 1．0　　　0．90 1．20　　0．70 66　　　77

4　　　42 62 67／60 ｜」　　　1．00 1．10　　0．82 70　　　73

5　　　22 58 78／69 1・・7・・4・ 0．80　　0．44 56　　　67

6　　　73 58 80／72 0．75　　0．75 1．20　　0．40 一一

7　　　68 55 76／70 1．0　　　0．65 1．00　　0．50 80　　　83

8　　　39 56 69／60 0．84　　0．58 0．75　　0．40 70　　　82

9　　　34 52 59／51

1
0
．
6
8
　
　
0
．
4
5
「

0．88　　0．45
一

10　　　48 68 71／62 ！0．62　0．40 0．70　　0．45 74　　　82

11　　　40 69 73／63 0．74　　0．48 0．45　　0．45 65　　　67

12　　　59 58 67／61 0．8　　　0．5 0．82　　0．50 74　　　78
13　　　63 65 67／60 0．95　　0．45 1．0　　　0．50 80　　　82

14　　　48 70 72／60 0．80　　0．60 0．85　　0．60 72　　　84

15　　　47 66 74／63 LO　　　O．65 0．90　　0．60 64　　　75
．

　－－　「 一 　一・一一｝一

mean±SO　48±14 6｜±5 0．8±0」60．60±0．17 0．89±0．190．52±0．11 68±8．9　76±6．6
1

＊：The　patient　died　within　l　year　from　the　examination．％Tl－201　uptake：201Tl　uptake　in

septum」n　case　6＆91ateral　defects　were　concealed　by　the　increased　2（ハ1T口ung　uptake　and

redistribution　was　not　noted　in　septum．
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Myocardial　coronal　images
TranSVerSe　image

■

TI－201　rest

（no　cut　off）

io

｛cut　off「evel　40％）

profile　curve

Delayed　tranSverSe　images

t　　● ●
Tl－201　delayed

、
Fig．2　1nfluence　of　increased　201Tl　lung　uptake　on　the　201Tl　SPECT　images　of　case　5．

　　　　　　In　the　transverse　images　moderate　increase　of　201TI　lung　uptake　was　noted．　Out－

　　　　　　line　of　initial　myocardial　coronal　images　was　obscure．　In　the　delayed　images　the

　　　　　　margin　became　clear．　The　profile　curve　showed　increase　of　relative　count　of

　　　　　　septum．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Myocardial　coronal　images

LUng　image　　　TranSverSe　image
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　rest

uρ

TI・201

5

’

（no　cut　off）

Tl－201　delayed

12
’

Fig．3　1nfluence　of　increased　201Tl　lung　uptake　on　the　201Tl　SPECT　images　of　case　2．

　　　　　　Moderate　increase　of　20iTl　lung　uptake　was　noted　in　the　lung　images　and　trans－

　　　　　　verse　images．　In　the　delayed　images　201Tl　lung　uptake　diminished．　It　was　impos－

　　　　　　sible　to　determine　the　margin　of　lateral　portion　of　the　myocardial　coronal　images．

　　　　　　The　delayed　coronal　images　improved，　however　the　margin　remained皿cleaL　The

　　　　　　profile　curve　showed　the　effect　of　scatter　due　to　the　increased　201Tl　lung　uptake．

　　　　　　With　CT　images　myocardial　margin　was　easily　determined　and　congestion　of　the

　　　　　　lung　field　was　noted．
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initiai

initial

delayed

delayed

Fig．4　1nfluence　of　increased　201TI　lung　uptake　on　the

　　　201Tl　SPECT　images　of　case　9．　ln　the　initial　lung

　　　images　moderate　increase　of　201TI　lung　uptake

　　　was　noted．　In　the　delayed　images　201Tl　lung

　　　uptake　diminished．　Increased　201Tl　lung　up－

　　　take　noted　in　the　right　and　left　lung　field　of

　　　the　initial　transverse　image　disappeared　in　the

　　　delayed　images．　Distal　pOrtion　of　lateral　wall

　　　noted　in　the　initial　images　disappeared　in　the

　　　delayed　images．

100％

HiHiHl｝一一一50x

0

100X

一一一〇一◎－50％

10　　　　　20　　　　　30　　　　　40c蘭

　　　　　　　　　0
　　　　　　　　　　　　10　　　　　　20　　　　　30　　　　　40c而

Fig．5　Profile　curve　of　phantom．　In　the　upper　case

　　　each　box　was　distinguished．　In　the　lower　case

　　　right　image　corresponds　to　two　boxes．　It　is

　　　impossible　to　separate　the　boxes　and　the

　　　maximal　counts　was　were　larger　than　the

　　　maximal　counts　of　left　image．　Increase　of

　　　maximal　counts　is　due　to　scatter．

　ファントム実験では平面像を用いた．内径が

3×3×1．5cmの容器に99mTcを185　MBq／10　mt

入れたものを3個用意した．深さ3cmの水中に

3個を7．5cm間隔で並べた．上面にカメラを設

定して140keV，20％でプリセットタイム3分で

画像を収録した．ついで右側の容器を中央の容器

と密着させて同様に収録した．中心を通るプロフ

ィールカーブを求め評価した．

III．結　　果

　201T1肺内取り込み増大例ではガンマカメラの

回転の中心に心筋像を捉えることが意外に困難で

あった．右肺野に関する像は歪みが大きく評価に

は不適切であった．左肺野の検討結果より側壁に，

時には前壁に接する肺野にも201T1肺内取り込み

の増加を認めた．最も高い201T1肺内取り込みは

全例において下肺野の側壁に接している部位に認

めた．

　LHR－Planarの平均は0．81でLHR－SPECTの

平均は0．89でr＝0．51の相関を示したが10例ま

でLHR－SPECTの方が大きい値を示した．遅延

像では共に減少し，10例でLHR－SPECTが0．5

以下となった．側壁が最大取り込みを示した13

例の初期像と遅延像において中隔の201T1摂取率

が遅延像で平均8（2－17）％増加した（Fig．1，

Table　1）．

　以下に代表例を呈示する．

　症例5初期像の側壁のプロフィールカーブは

非対称で，側壁は肺野側に突出気味に画像化され

ている．遅延像では201T1肺内取り込みは正常化

し，側壁のプロフィールカーブも対称的となって

いる．初期像では中隔の201T1摂取率は56％であ
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ったが遅延像では67％となった（Fig．2）．

　症例2　短軸像の側壁と肺内の201Tl取り込み

の境界は区別できなくなっているが，空間的配置

から肺の部位を心筋像の一部と間違うことはない

と考えられた．遅延像でも201Tl肺内取り込みが

認められ，遅延像は症例2の初期像と似ていた．

側壁は肥大気味に画像化されていると考えられた．

CT像では表示を変えることにより肺野の彬血と

心臓の輪郭が明瞭に示されている（Fig．3）．

　症例9　201Tl肺内取り込みの増加部位が偶然

にも側壁の延長上に位置し，また側壁が実際には

欠損であった．このために201Tl肺内取り込みの

増加部位の一部は側壁の欠損部に陥入し心筋像と

区別できないように画像化されていた（Fig．4）．

　今回の15例において遅延像を初期像と比較する

と，201Tl肺内取り込みの減少と心筋像の側壁の厚

みの減少が認められた．遅延像においてLHR－

SPECTが0．5以下とならない5例では，201Tl肺

内取り込み増加のために遅延像でも側壁が厚く表

現されていると推定するのが妥当と考えられた．

2例では側壁の欠損を正常と見誤るように201T1

肺内取り込みの影響が生じていた．201Tl肺内取

り込みは有意に心筋像に影響し，詳細な評価のた

めにSPECTを用いても，遅延像が必要と考えら
れた．

　ファントム実験の各容器のプロフィールカーブ

は，各容器が十分に離れている場合には互いに影

響しあわないことを示した．しかし接して置いた

場合には，プロフィールカーブが一体化して個々

の容器は区別できず，その最大値は離れた場合よ

りも13％だけ高い値を示した（Fig．5）．

IV．考　　案

　201Tl肺内取り込みは，心筋像に対する単なる

バックグラウンドとして扱われてきた．運動負荷

時や急性心筋梗塞時の取り込み増加に関しては，

心機能との関係でいくつか報告があるが6・7），

201T1肺内取り込み増加の心筋像に対する影響を

検討した報告はきわめて少ない．これは201Tl肺

内取り込みが増大し，バックグラウンドとしては

1289

扱えない状態は重篤で，ポータブルカメラがない

と安全に検査ができないなどのため，通常では著

明な201Tl肺内取り込み増加例を検討する機会が

少なかったためと考えられた8～10）．

　著者らはすでにポータブルカメラを用いて急性

心筋梗塞例を対象として検討を行った．その結果，

平面像による心筋像の評価では増加した201Tl肺

内取り込みの心筋像との重なり部分を心筋像とし

て誤って捉え，心筋viabilityの過大評価がなさ

れ易いこと，遅延像によりこの程度が減少するこ

とを報告した．今回は心不全の回復期にある拡張

型心筋症を対象として，局所解像力に優れた心筋

SPECTにより，このような重なりが分離できる

か否かの検討を行った．なお，拡張型心筋症を対

象としたのは，急性心筋梗塞例よりも状態が安定

しているため安全に検査ができるためであった．

　今回用いたSPECTは，心臓を中心とした180

度収集のため右肺野の歪みが大きく，右肺野の評

価に不適であった．左肺野の検討結果，下肺野で

心臓の側壁と接触している部位に最も高い201Tl

肺内取り込みを認めた．これは下肺野ほど201Tl肺

内取り込みが多いことと，左下肺野は拡大した心

臓により圧縮されているためと考えられた．201Tl

肺内取り込みの評価は201Tl心筋内取り込みとの

比でなされるが，SPECTでの方が高めになる傾

向が示された．遅延像ではLHRで求められた

201T1肺内取り込みの程度がいずれでも減少し
た11）．

　心筋像と201Tl肺内取り込みが接した場合には，

SPECTでこの境界を分離できなかった．201Tl肺

内取り込みが軽度増加の場合には心筋像の側壁が

実際より厚く表示され，時には欠損部位が正常な

ように表示されることが示された．肺の部分では，

201T1は肺胞壁に取り込まれているので心臓の部

分と201Tlの空間的分布は全く異なっている．し

かし分離できなかったのはSPECTの解像力の限

界のためと考えられた．なお解像力のよいCT像

では，左下肺野の彬血所見と心臓は明確に分離し

得た．良好な心筋像を得るには，SPECTですら

遅延像が必要なことが明らかとなった．
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　平面像を用いたファントム実験の結果，ある部

位のカウントがその周辺部位に存在する放射性同

位元素からの散乱により増加することが示された．

一般的にROIにより求められたカウントはROI

内に存在する放射性同位元素の量のみならず，そ

の周囲に存在する放射性同位元素の量と散乱体の

性質にも依存していることが示された．

　今回遅延像で中隔での201Tl摂取率の増加が認

められた．ファントム実験の結果より，増加した

201Tl肺内取り込みに隣接した側壁のカウントが

実際よりも高くなる．画像は最大カウント表示で

あるので，側壁が正常であると側壁のカウントが

他に対してさらに大きい値となる．この結果，画

像において側壁以外では201Tl摂取率が減少する．

取り込み低下が生じている中隔ではいっそう強調

されて表示される．遅延像では201T1肺内取り込

みが速やかに減少するので側壁に対する散乱の影

響が減少する．中隔では201T1摂取率が増加する

ように表示され，再分布が生じたように見える

（pseudo－redistribution）．今回の15例において，

201Tl摂取率の増加は最大で15％であったので，

中隔で正常部位を欠損と判断するほどの影響は生

じないと推定された．

　201Tl肺内取り込みの増加はSPECTの側壁の輪

郭を厚く，時には欠損部位を正常に表示するなど

心筋viabilityの過大評価が生じたり，中隔での取

り込み低下をいっそう強調するなど心筋viability

の過小評価が生じることが示された．遅延像によ

り相対的な201Tl肺内取り込みが減少し，この影

響が軽減し良好な像が得られることも示された．

V．結　　論

　拡張型心筋症のSPECTにおいて，201Tl肺内取

り込みが増加するほど，側壁などの隣接部位の心

筋viabilityの過大評価と中隔の心筋viabilityの

過小評価が生じることが示された．増大した201Tl

肺内取り込みの隣接部位への影響は散乱のためで，

初期像のみでは本質的に影響の程度は評価できず，

空間分解能の限界のために心筋部位と201T1肺内

取り込み部位の境界も識別できないことが明らか

にされた．詳細な評価のためにSPECTを用いて

も遅延像が必要なことが示された．同様なことは

1231－MIBG肺内取り込みでも生じると考えられ
る．
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Summary

Influence　of　lncreased　201Tl　Lung　Uptake　on　the　Myocardial　Viability　of　the　Patients

　　　　　　　　　　with　Dilated　Cardiomyopathy　under　Congestive　Heart　Failure

Takeshi　TANAKA，　Hajime　NAKANo　and　Kazuzo　KAToH

The　Cardio　vascuん7r　1〃∫’∫’〃’θ

　　Influence　of　increased　201TI　lung　uptake　on　the

myocardial　viability　was　studied　in　15patientswith

dilated　cardiomyopathy　under　congestive　heart

failure．　Rest　and　4　hours　delayed　201TI　SPECT

were　obtained．　At　the　same　time　anterior　planar

images　were　collected．

　　In　10　patients　of　15　patients　201TI　lung　heart

ratio　in　SPECT（LHR）was　larger　than　that　in

planar　images．　Maximal　201Tl　lung　uptake　was

noted　at　the　lower　left　lung　a（ljacent　to　the　heart．

In　the　delayed　images　201Tl　lung　uptake　dimin－

ished．　In　10　patients　the　value　of　LHR　in　the

delayed　images　was　less　than　O．5．　By　comparing

initial　images　with　delayed　images　it　was　proved

to　be　diMcult　to　determine　the　myocardial　margin

adjacent　to　the　increased　201TI　lung　uptake．　In

2patients　lateral　defects　were　concealed　by　the

increased　201T川ung　uptake．　In　the　remaining

patients　lateral　wall　was　similar　to　the　hyper－

trophic　myocardium．　The　effect　of　scatter　due　to

the　increased　201Tl　lung　uptake　was　noted　in　the

neighboring　myocardium．　In　most　cases％201Tl

uptake　in　the　septum　was　relatively　depressed　by

increased％201TI　uptake　in　the　lateral　wall．　In　the

delayed　images　pseudo－redistribution　was　noted

in　the　septum．　Mean　value　of　differences　in％201Tl

uptake　between　initial　and　delayed　images　was

8（2－15）％．

　　It　was　concluded　that　in　case　of　increased　201Tl

lung　uptake　SPECT　could　not　accurately　estimate

myocardial　viability　by　initial　images　and　delayed

images　were　necessary　fbr　precise　estimation．

　Key　words：　Increased　201Tl　lung　uptake，

Dilated　cardiomyopathy，201TI　SPECT，　Myo－
cardial　viability，　pseudo－redistribution．
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