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《原　著》

肝高集積が原因となって出現する1231－MIBG心筋SPECTの

　　　　　　　　　　下壁欠損像の特徴とその対策

ファントムを用いた検討

小林　秀樹＊

百瀬　　満＊

寺田慎一郎＊　　金谷　信一＊　　柏倉　健一＊

細田　瑳一一＊＊　日下部きよ子＊

　要旨　1231－MIBG心筋シンチグラフィのSPECT画像上で，肝／心カウント比が著明に上昇した症例に認

められる下壁心筋カウント低下の特徴とその対策について，ファントムを用いて検討した．ファントムの肝

臓と心臓のRI濃度比が2：1以上の設定では，肝隣接部の心筋カウントが著しく低下し，視覚的な偽欠損像

が出現した．同部のカウント低下は，180度再構成SPECT像において360度再構成SPECT像より著明で

あった．肝臓の位置を心臓より下げてすべての投影データ上で肝臓と心臓が重ならない配置（vanishing　liver

position）にすると，肝隣接部の心筋カウント低下は消失した．後下壁の生理的なMIBG摂取低下に加えて，

肝／心カウント比が上昇した症例では肝臓に隣接する後下壁に偽欠損が出現し得るので，SPECT像の読影

に注意を要するとともに，偽欠損像の出現を防ぐMIBG心筋SPECT撮像法の確立が必要と考えられた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（核医学31：359－366，1994）

1．はじめに

　1231－metaiodobenzylguanidine（MIBG）心筋シ

ンチグラフィ検査において，プラナー像で心筋に

均・なMIBG摂取を認めるにもかかわらず，

SPECT像で明らかな下壁欠損の見られる症例を

経験することがある．

　MIBGの心筋摂取は，後下壁において生理的

に低下していると報告1・2）されており，症例ごと

に下壁摂取のばらつきを経験するが，プラナー像

とSPECT像において下壁に不一致を呈する所見

は，MIBG心筋摂取が生理的に不均一であること

とは別の問題として検討する必要があると考えら
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れる．この，SPECT像とプラナー像で不一致所

見を呈する症例について予備的検討を行ったとこ

ろ肝／心カウント比が高値である特徴的所見が得

られた3）．肝高集積がSPECT再構成後の心筋像

にどのような影響を与えるのか，下壁心筋に偽欠

損像を出現させることがあるのか検討するととも

に，投影データの処理条件や撮影法を工夫するこ

とで肝高集積の影響を軽減する方法があるのか，

ファントムを用いて基礎的検討を行った．

IL　方　　法

　心臓と肝臓の位置関係を単純化したファントム

を用いて，肝臓のRI高集積が心筋SPECT像に

及ぼす影響を，心臓と肝臓のRI濃度比の変動に

よる心筋カウントの変化，肝臓と心臓の距離の影

響，180度および360度再構成角度が画像に及ぼ

す影響，前処理フィルターのカットオフ周波数が

再構成画像へ与える影響，および投影データ上で

肝臓と心臓が全く重ならない配置で撮像したとき
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の心筋SPECT像のカウント変化，の項目につい

て以下の方法で検討した．

　ファントム構成：検討に用いたファントムは，

肝臓として直径10cmの円柱ファントム（容積

1，㎜m1），心臓として京都科学社製RH－2型心

臓ファントムの心臓部を使用した．発泡スチロー

ル製（厚さ2cm）の直方体水槽（23×19×21　cm）

に前述の心臓ファントムと肝臓ファントムを原則

として平行に2cm離した位置関係に設定（Fig．1）

し，心臓と肝臓ファントム周囲は水で充満して均

一条件とした．

　撮像機器，撮像条件：撮像装置は，東芝社製

GCA9300A／HG型カメラを使用し，画像処理は

GMS550を使用した．収集条件は，64×64マト

リックス，360度収集（6度ごと60方向，1方向

standard　position

vanishing　liver　position

　　　　　　　LPO30－RAO30

　　　　　RAO30－LPO30

Fig．1　Liver　and　heart　phantom　arrangement　of

　　　standard　and　vanishing　liver　position．　Liver

　　　phantom　was　moved　down　to　the　foot　direction

　　　in　vanishing　liver　position．　In　this　position，

　　　liver　and　heart　images　were　not　overlapped

　　　each　other　on　any　projection　data．

50秒収集）で3検出器カメラ（1検出器20方向）

を使用し，撮像時のカメラ回転は体軸足方から見

て反時計方向を用いた．コリメータは，低エネル

ギー高分解能パラレル型（LEHR）を使用した．

　画像再構成法：SPECT像の再構成は，3検出

器カメラで撮像した360度投影データから，180

度収集と360度収集条件で画像再構成を行・・た．

180度収集像については，臨床で通常使用されて

いる左後斜位（LPO）30度～右前斜位（RAO）30

度収集と，臨床で使用される角度の対側に相当す

るRAO　30度～LPO　30度（逆180度収集）を使用

して再構成像を作成した．前処理フィルターは

Butterworth　filterを用い，カットオフ周波数は原

則としてO．3　cycles／pixel，オーダー8を使用した．

再構成フィルターは，Shepp　and　Loganを用い逆

投影法（filtered　back　projection）により再構成を

行った．心臓短軸を決定後に3方向のSPECT再

構成像を作成し，心筋の最高カウントを100％と

したカラー表示心筋画像を作成した．

　1）肝臓ファントムのカウント変化が心筋

　　SPECT像に及ぼす影響

　水溶性1231核種を用い，肝臓と心臓のファン

トム内RI濃度比を0：1，0．5：1，1：1，2：1，4：1

の5種類に濃度調整してSPECT撮像を行った．

心臓ファントムと肝臓ファントム内1231濃度は

撮像開始前に調整を行い，心臓ファントムの1231

濃度を固定して種々RI濃度の肝臓ファントムを

交換することで肝／心Rl濃度比の条件を設定し

た．SPECT撮像は最初にRIを含まない水で充

満した肝ファントムを用い，順次0．5：1，1：1，

2：1，4：1のRI濃度比の肝臓ファントムに交換

してSPECTおよびプラナー撮像を行った．それ

ぞれのSPECT像を再構成の後，肝にR1が含ま

ない心筋SPECT像を対照として，各種肝／心

RI濃度比で撮像した心筋SPECT像の肝隣接部

心筋カウントの変化を比較した．

　2）肝臓と心臓ファントムの距離の変動による

　　心筋力ウントの変化

　肝／心RI濃度比を0．5：1に固定した条件で，

肝臓と心臓ファントムの距離を2cm，3cm，4cm
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Fig．2　The　effect　of　increased　liver　uptake　on　the　phantom　study　of　stalldard　position．
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Fig．3　The　effect　of　increased　iiver　uptake　on　various　liver－heart　distanoe　in　the　situation

　　　　　of　O．5：11iver／heart　RI　concentration　ratio（LPO　30－RAO　30，180　degree　SPECT

　　　　　acquisition）．

standard　position　vanishing　liver　position

t／HO：1　　　　2：1　　　　　0：1　　　　2：1

180degree
reconstrUtlion

560degree
reconstrUCtion

Fig．4　The　effect　of　increased　liver　uptake　on　the　myocardial　phantom　study　of　standard

　　　　　and　vanishing　liver　position．　Artifactual　myocardial　defect　adjacent　to　the　liver

　　　　　was　not　observed　in　vanishing　liver　position．
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Fig．5　Myocardial　SPECT　acquisition　of　standard　and　vanishing　liver　position　in

　　　human　study．　In　vanishing　liver　position，　human　body　was　inclined　to　right　side

　　　at　an　angle　of　15　degree．
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Comparison　of　SPECT　image　of　standard　and　vanishing　liver　position　in　patient

with　diabetes　mellitus．　Myocardial　MIBG　uptake　was　decreased　because　of

diabetic　neuropathy　and　liver／heart　RI　count　rate　was　increased．％MIBG　uptake

of　inferior　myocardium　was　21％higher　in　vanishing　liver　position　than　that

in　standard　position．

と変動させて，180度収集SPECT撮像（LPO　30

度～RAO　30度）を施行した．再構成画像を作成

後，RIを含まない肝ファントムを使用した心筋

SPECT像を対照として，各距離で得られた肝隣

接部の心筋カウントの変化を比較した．なお本検

討においては実際の症例に近い肝臓，心臓の位置

関係で検討するため，450m1の肝臓ファントム

を心臓ファントムの右側方に横向きに配置して撮

像した．

　3）前処理フィルターのカットオフ周波数変動

　　による心筋SPECT像の変化

　肝／心RI濃度比が2：1の条件で撮像された

投影データについて，3種類のカットオフ周波

数0．3，0．25，0．2（cycles／pixel）で前処理フィルター
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を施行し（オーダーは8に固定），おのおのについ

てSPECT像を再構成してカットオフ周波数の違

いによる肝隣接部心筋のカウント変化を比較した．

　4）逆投影法によるSPECT再構成時に肝臓と

　　心臓が同一再構成断面に含まれない配置での

　　検討

　逆投影法によるSPECT再構成時に肝臓と心臓

が同一断面に含まれない撮像設定（すべての投影

データ上で肝臓ファントムと心臓ファントムが重

ならない配置）として，肝臓と心臓ファントムを

体軸に唾直方向に配置（Fig、1）し，肝／心RI濃

度比が0：1と2：1の条件でSPECT撮像を施行

した．そして体軸に平行方向に配置して撮像した

肝／心Rl濃度比0：1，2：1の心筋SPECT像と

比較した．なお実際の症例において，すべての投

影データ上で肝臓と心臓が重ならない配置は，体

軸を右側へ15度傾ける体位（vanishing　liver　posi－

tion，　Fig．5）で得られることから，今回のファン

トム検討における上記配置をvanishing　liver　posi－

tionと表記した．

IH．結　　果

363

Table　l　Change　of　myocardial％uptake　adjacent　to

　　　　the　liver　on　the　various　liver／heart　Rl　con－

　　　　CentratiOn　ratiO

Reconstruc－
ti）n　angle

liver／heart　RI　concentration　ratio

　　　　　0：1　　0．5：l　　　l：1　　　2：1

360degree　　　O％　　　－4％　　－19％　　－40％

180degree＊　　0％　　－22％　　－40％　　－70％

180degree＊＊　0％　　十14％　　－L　19％　　十42％

　＊LPO　30－RAO　30，＊＊RAO　30－LPO　30

4：1

－ 80％

－ 89％

＋55％

Table　2　Change　of　myocardial％uptake　on　various

　　　　liver＿heart　distance　in　the　situation　of　O．5：1

　　　　1iver／heart　RI　concentration　ratio（LPO　30－

　　　　RAO　30，180　degree　SPECT　acquisition）

liver＿heart　distance

Change　of％uptake

2cm　　3cm　　4cm

－ 17％　　－16％　　－11％

　1）肝臓ファントムのカウント変化が心筋

　　SPECT像に及ぼす影響

　肝／心RI濃度比が0．5：1，1：1，2：1，4：1と

上昇するに従って，肝臓ファントムに隣接した部

の心筋カウントは180度（LPO　30度～RAO　30

度）再構成SPECT像で一22％，－40％，－70°／．，

－ 89°／．および360度再構成SPECT像で一4％，

－ 19％，－40％，－80％と著明に減少した（Table

1，Fig．2）．360度再構成像に比べて，180度再構

成像で肝隣接部の心筋カウント低下がより著明で

あった．

　しかし逆180度再構成像（RAO　30度～LPO　30

度）においては，肝／心RI濃度比が上昇するに

従って肝隣接部の心筋カウントが上昇した（Table

1）．なお肝／心RI濃度比が0：1の対照の心筋

SPECT像において，下壁から中隔部の心筋カウ

ントが軽度低下しているが，これはファントム周

囲を水で満たしているための吸収の影響による所

Table　3　Change　of　myocardial％uptake　on　the

　　　　various　cut　off　frequency（Butterworth行lter，

　　　　order　8）

cut－off　frequency（cycles／pixel）

Reconstruction　angle
　　　　　　　　　　O．20　　　　　　0．25

　　360degree　　　　　　　　　－8％　　　　－5％

　　180degree＊　　　　　　　　　　0％　　　　　0％

　　180degree＊＊　　　　　　－14％　　　　　－7％

　＊LPO　30－RAO　30，＊＊RAO　30－LPO　30

0．30

0％

0％

0％

見であり，この心筋像を対照として各条件下での

心筋カウントの変動を算出した．

　2）肝臓と心臓ファントムの距離の変動による

　　心筋力ウントの変化

　肝臓と心臓ファントムの距離を変化させて

SPECT撮像した結果，対照の心筋像と比べて2

cmの距離で一17％，3cmの距離で一16％，4cm

の距離で一11％と，肝臓と心臓ファントム間の

距離が大きくなるに従って肝隣接部の心筋カウン

ト低下は小さくなった（Fig．3，　Table　2）．

　3）前処理フィルターのカットオフ周波数変動

　　による心筋SPECT像の変化

　前処理フィルターに使用するカットオフ周波数

を，0．3から0．25，0．2cycles／pixelと低くするに従

って360度再構成像の肝隣接部心筋のカウントは

一 5％，－8％と軽度低下した（Table　3）．180度
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再構成像では，肝隣接部心筋のカウントがきわめ

て低値でその値に変化はなかった．逆180度再構

成像では，カットオフ周波数を低くすると肝隣接

部心筋カウントが低下した（Table　3）．

　4）逆投影法によるSPECT再構成時に肝臓と

　　心臓が同一再構成断面に含まれない配置での

　　検討

　投影データ上で，肝臓と心臓ファントムが全く

重ならない配置（Fig．1）で撮像した結果，肝隣接

部の心筋カウントは対照の心筋像に近い所見を示

した（Fig．4）．特に360度再構成像では肝高集積

の影響をほとんど受けなかった．そのため，体軸

に平行のファントム配置における肝／心R1濃度

比2：1の心筋像とは，全く異なる所見となった

（Fig．4）．

　臨床例で，肝臓と心臓が投影データ上で重なら

ない配置（Fig．5）を用いて撮影した症例のSPECT

像を，Fig．6に示した．本例は末梢神経障害を合

併した糖尿病例で，心筋のMIBG摂取が低下し

ていることから，SPECT像での肝／心カウント

比が高値となっている．vanishing　liver　position

で撮像したSPECT像では，通常法で撮像した

SPECT像に比べて，下壁心筋のカウントが高く

撮像されている．

IV．考　　察

　MIBG心筋シンチグラフィのSPECT画像上に

おいて，心筋のMIBG摂取低下あるいは肝臓の

MIBG高集積が原因で肝／心カウント比が上昇

すると，心筋SPECT再構成時にアーチファクト

として偽欠損像が出現するのか否か，肝臓と心臓

の位置関係を単純化したファントムを用いて種々

の条件下で検討を行った．その結果，肝／心RI

濃度比が高値になるに従って，肝隣接部の心筋カ

ウントが低下する所見が認められた．肝隣接部心

筋カウント低下の特徴として，肝／心濃度比が

0．5：1以上になると肝隣接部のカウント低下が生

じ，肝／心RI濃度比が2：1以上になると視覚

的に明らかな欠損像を呈した．そして肝臓と心臓

の距離が小さいほど，心筋カウントは低下した．

再構成に用いる収集角度の影響としては，臨床で

多用されている180度再構成像において360度再

構成像より強いカウント低下が生じた．また逆

180度投影データから再構成した像では，肝／心

RI濃度比が上昇すると肝隣接部の心筋カウント

が対照の心筋像より増加した．360度再構成像に

おいて180度再構成像より心筋カウント低下が小

さい理由として，逆180度からの投影データの情

報が含まれているためと考えられ，今回用いたフ

ァントム構成での肝高集積による心筋偽欠損の成

因にはLPO　30度～RAO　30度側の投影データが

大きく関与していると判断された．

　この肝隣接部の心筋欠損の程度は前処理フィル

ターで使用するカットオフ周波数によっても軽度

の影響をうけており，カットオフ周波数が低くな

ると偽欠損部のカウントが低下した．しかしなが

ら，カットオフ周波数の変動によって生じる欠損

部のカウント変化は比較的わずかで，この現象の

主たる要因ではないと考えられた．

　橋本ら4），Germanoら5）は，99mTc心筋製剤に

おいて肝高集積が心筋SPECT像に影響する可能

性を検討し，ファントム上での心筋信号の低下を

報告している．これらの報告は99mTcを用いてい

るが本検討と同一の所見を捉えているものと思わ

れる．

　この肝隣接部心筋に偽欠損をおこす所見と似た

現象として，膀胱にRIが高集積した状況で大腿

骨頭部の骨シンチグラフィをSPECT撮像すると，

大腿骨頭部のRIカウントが消失する所見が報告

されている6”8）．膀胱に近い大腿骨頭部のRlカ

ウントが消失し，大腿骨頭壊死と誤診する原因に

なることから，大腿骨頭部のRIカウントを補正

するためのSPECT再構成法も報告7－’9）されてい

る．いずれも再構成前の投影データ上で高集積と

なった膀胱部のRIカウントを低下あるいは削除

する方法を用いている．これらの補正法を心筋

SPECT像に応用することについては，心臓が大

腿骨頭と比べて大型の臓器であること，投影デー

タ上で心臓と肝臓の重なる領域が大きいこと等の

理由により困難であろうと考えられる．
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肝高集積が原因となって出現する1231－MIBG心筋SPECTの下壁欠損像の特徴とその対策

　心臓を撮像する際に，この現象を防ぐ方法とし

ては，“逆投影法を用いたSPECT再構成時に，

肝臓と心臓が同一再構成断面に含まれない配置で

は，肝隣接部心筋のカウント低下がほとんどな

い” 所見を利用する方法が考えられる．すべての

投影データ上で肝臓と心臓が重ならなければ，肝

高集積による心筋像への影響が消失する結果で，

これはSPECT撮像体位を工夫することで肝高集

積の影響を除くことができる可能性を示唆してい

る．臨床例においてSPECT撮像時に肝臓を下方

に移動させる体位（vanishing　1iver　position，　Fig．5）

での撮像法が考えられるが，この撮像体位は撮像

機器，撮像ベッドによる制限をうけ，カメラの回

転半径が通常の撮像法よりやや大きくなるなどの

問題を含んでいる．現在この方法を用いて予備

的検討中であるが，同法を用いてMIBG心筋

SPECT像を撮像し，通常の撮像で得た像と比較

すると，ll例の平均で10％，カウント差の最も

大きい例で21％下壁心筋カウントが上昇する所

見（Fig．6）が得られている．今後の，臨床応用が

期待できると考えられる．

　本検討のファントム実験結果から，臨床例の

MIBG心筋SPECT像において，肝高集積が原因

で心筋下壁の偽欠損が出現していると断定はでき

ない．しかし肝高集積によって再構成画像上で偽

欠損像が出現し得ることは事実で，肝／心カウン

ト比が高値の臨床例では，再構成上の問題からア

ー チファクトとして下壁の心筋カウントが低下し

ている可能性が考えられた．

　MIBG心筋シンチグラフィにおいて，生理的

に下壁のMIBG摂取が低下していると報告1・2）さ

れており，実際の読影時に下壁のカウント低下が

生理的範囲であるのか，あるいは病的所見である

のかSPECT像の判定に苦慮する症例がある．さ

らに肝／心カウント比が上昇した例では，下壁に

偽欠損が出現している可能性があることから

SPECT像の読影が困難となっている．この偽欠

損の出現を防ぐために前述の撮像体位を用いた撮

像法の確立，あるいはSPECT像再構成時の補正

法の開発が必要と思われる，

365

本検討の技術上の問題について

　本検討に用いたファントムは，肝高集積の影響

を解析しやすくするために，肝臓と心臓の位置

をきわめて単純な配置に設定して撮像を行った．

基礎的検討を行う目的のファントム構成であるこ

とから，臨床例とは肝臓と心臓の位置関係，肝臓

の体積および肝臓と心臓が重なりあう領域などい

くつかの相違点がある．本現象の基礎的な検討に

は解析しやすいシステムであったが，臨床例に近

い条件下で検討するためには，肝臓と心臓が組み

込まれた特殊なファントムの作成が必要と思われ

る．

　また本検討において吸収補正，散乱補正を施行

していないが，吸収の影響については，肝臓に

RIを含まない同一吸収条件下の心筋像を対照と

して比較していることから，本現象との直接の関

わりは少ないと考えられた．散乱の影響について

は，投影データ上で肝臓と心臓が重ならない方向

から撮像すると，肝隣接部心筋のカウント低下が

劇的に消失することから，散乱の影響が本現象の

主たる原因とは考えにくい．松田ら10）は99mTc

を使用して肝高集積時の散乱の影響を検討し，心

筋像に及ぼす散乱の影響は少なかったと報告して

いる．

　本現象が心筋像のどの領域にどの程度関与して

いるのか，肝臓と心臓が組み込まれた臨床例に近

い条件のファントムを用いてさらに詳細な検討が

必要と考えられた．

V．まとめ

　1）ファントムを用いて肝高集積が心筋

SPECT像に及ぼす影響を検討した結果，肝／心

RI濃度比が2：1以上の条件で肝隣接部心筋に明

らかな偽欠損像が出現した．

　2）肝隣接部心筋カウントの低下は肝／心RI

濃度比が高くなるほど，肝臓と心臓距離が近いほ

ど，また360度再構成にくらべ180度再構成

SPECT再構成像で強く出現した．

　3）偽欠損出現に対する対処法として，肝臓と

心臓がすべての投影データ上において重ならない
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撮像体位（vanishing　liver　position）を用いること

が有効であった．

　4）プラナー像とSPECT像で下壁所見が不一

致を示す肝／心カウント比が高値の臨床例におい

ては，SPECT像上で心筋の偽欠損像が出現して

いる可能性があり，読影上注意を要する．
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Summary

Artifactual　Defect　of　lnferior　Myocardium　on　i231－Metaiodobenzylguanidine

　　　　　Myocardial　SPECT：Characteristic　Findings　and　Preventive

　　　　　　　　　　　　　　　　　Method　on　Phantom　Study

Hideki　KoBAYAsHI＊，　Shinichiro　TERADA＊，　Shinichi　KANAYA＊，

Kenichi　KAsHIKuRA＊，　Mitsuru　MoMosE＊，　Saichi　HosoDA＊＊

　　　　　　　　　　　　　and　Kiyoko　KusAKABE＊

＊Departmen’of　Radio　togγ，＊＊Depart〃le〃1　cゾCardiology，　Tok／o　I〃0’nen’s　Medicat　Co〃e8e〃osp〃o／

　Discordance　between　planar　and　SPECT　image

of　inferior　myocardial　defect　on　1231－metaiodo－

benzylguanidine　myocardial　scintigraphy（MIBG）

was　occasionally　observed　in　the　clinical　studies．

The　purpose　of　this　study　is　to　clarify　the　existence

of　artifactual　myocardial　defect　on　MIBG　SPECT

image．　Phantom　study　was　performed　in　various

kinds　of　situation　using　triple　gamma　camera．

Artifactual　defect　adjacent　to　the　liver　was　sig－

nificantly　observed　in　the　case　of　increased　liver／

heart　uptake　ratio　more　than　2：1．　Artifactual

defect　was　markedly　observed　in　the　180　degree

than　that　in　the　360　degree　SPECT　acquisition．　To

avoid　artifactual　defect　during　SPECT　acquisition，

liver　phantom　was　moved　down　to　the　foot　dir㏄一

tion（vanishing　liver　position）．　In　this　phantom

position，　artifactual　defect　adjacent　to　the　l　iver

was　not　observed　on　reconstructed　myocardial

SPECT　image．　The　vanishing　liver　position　was

also　applicable　to　human　study．　Human　body　was

inclined　to　right　side　at　an　angle　of　15　degree，

artifactual　defect　could　be　avoided．　Further　study

is　needed　to　analyze　the　cause　of　this　artifactual

defect　and　to　conform　the　preventive　method　with

vanishing　liver　position　in　the　routine　myocardial

SPECT　examination．

　Key　words：　　i231－metaiodobenzylguanidine

（MIBG），　Inferior　defect，　Liver　uptake，　SPECT，

Vanishing　liver　position，
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