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《技術報告》

心RIアンギオグラフィにおける初回循環時データによる

　　　　　　　　　　　心拍出量の簡便な推定法

宮崎　吉春＊ 絹谷　清剛＊＊ 利波　紀久＊＊

　要旨　RIの投与量に対する右心室初回循環時の積算通過量より，平衡時データを用いることなく，

心拍出量（Cardiac　Output，　CO）を簡便に推定する指標（心拍出指標，　Cardiac　Output　lndex，　COI）の算出を

試みた．COIは同時に行った従来のStewart－Hamilton法より求めたCOと有意の相関を示し，両者の

相関式からCOを精度よく推定することが可能であった（r＝0．894，　p〈0．01）．この指標は臓器集積型薬

剤であっても算出可能であり，有用なCO推定法であると思われる．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（核医学31：1539－1545，1994）

1．はじめに

　放射性物質をトレーサとして得た心臓部の時間

放射能曲線より心拍出量（cardiac　output，　CO，　ml／

min）を求める方法は，　Stewart－Hamiltonの希釈法

の原理1～3）をprinzmetalら4・5）が応用して創始し，

Maclntyreら6・7）ならびにHuffら8）によって確立さ

れた．組織の血流量を求めるStewart－Hamiltonの

式は，ある動態系において総量Qのトレーサを

導入し，系内の通過時の希釈濃度C（t）を知るこ

とにより，（1）式より流量Fを測定するものであ

る．

　　F－Q％C（・）d・　　　　（1）
∬C（s）dsは希釈曲線下面積をあらわすが，実際

の応用時には採血等によって左C（s）dsを血液濃度

で補正しなければならない．

　この方法を核医学的にco測定に応用する際に
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は，RI投与後のダイナミックデータを用い，心臓

に関心領域（region　of　interest，　ROI）を設定した時

間放射能曲線A（t）を体外計測により求め，（2）式

のごとくとなる．

　　C・－CBV・C・／∬A（・）d・　　（2）

　ここで，CBVは循環血液量（m／），　C，は投与した

RIが体内で平衡分布になった時（以下，平衡時と
する）の心臓の一分間のカウント，∬A（・）d・は初

回循環時の心臓全体の積算カウントとなるが，実

際には右心室や左心室にROIを設定し，時間放

射能曲線より求めたカウントで算出されている．

同法に使用される薬剤は，1311一ヒト血清アルブミ

ン，99mTc一標識赤血球（99mTc－RBC）などの非拡散

性の薬剤に限定され，核医学領域で多く用いられ

ている臓器集積型の薬剤では系内の平衡時データ

を得ることができないため，この方法を応用する

ことはできない．

　最近の99mTc－MIBI等の心筋描画製剤の開発に

よりこれらの放射性薬剤で心筋血流像以外の心機

能情報を求める要望や，1231－IMPを使用して非侵襲

的に脳血流量を求めるFractional　Uptake（FU）法9）

に必要なCOを薬剤投与時に正確に求める方法の

模索が行われている．もし，薬剤が心を初回循環

する間にCOを計測することが可能なら，これら
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の問題が解決される．

　今回，99mTc－MIBI，123HMP等の臓器集積型薬剤

使用下でもCOを算出することができないか検討

した結果，有用な知見を得たので報告する．

II．原　　理

　（2）式におけるCfとA（りは同一ジオメトリー

で求められるため，Cf，A（t）はそれぞれ平衡時，

初回循環時の単位容積当たりの心放射能とみなす

ことが可能であり，CBV＊CfはRIの総投与量に

相当する．このことより，投与量をあらかじめ測

定することが可能ならば，平衡時のデータC，は

不必要となる．そこで，一定条件下でガンマカメ

ラで計測した投与前の放射能をQ’として，多数

症例においてQ／∬A（s）dsと（2）式のStewart－

Hamiltonの方法（以下，従来法とする）で算出し

たCOの間の有意相関式を得ることができれば，

初回循環時のデータのみからCOが推定可能であ

ると考え検討した．プラナー像では心単位容積当

たりの放射能を得ることができないため，実際に

はA（t）として単位面積当たりの放射能A’（t）を用

い，Q’／躯（・）d・とC・の相関関係を検討した．こ

れ以降Q／左κ（s）dsを心拍出量指標（cardiac　output

index，　COI）と略述することとする．

　しかし，投与前の放射能Q’をガンマカメラに

より計測したとしても，測定ジオメトリーがA（t）

と同一でないため正確なCOの推定が困難である

ことが予測される．A（りを測定するに当たり最も

影響の大きいと思われるものに，症例ごとの体格

の差異によるガンマ線吸収の相違があげられる．

そこで，両者の測定ジオメトリーの相違を補正す

る係数kを上記に導入すると（3）式のごとく表現

される．

　　CO＝k＊COI　　　　　　　　　　　　　　　　　（3）

kは，COとCOIのディメンジョンの相違を補正

する意味合いも有するものとする．ここで，kを

身長および体重から推定できないかと考え，個々

の症例において（2）式の従来法で算出したCOと

（3）式におけるCOIからkを求め，求められたk

と体格の目安である肥満係数［体重／標準体重］

の相関関係も検討してみた．標準体重は，ブロー

カ式の桂変法1°）｛（身長cm－100）×0．9｝より導い

た．

IIL　対　　象

　対象は，平成6年4月より9月までに公立能

登総合病院で99・nTc－RBCを用い，核医学的に心拍

出量測定を含む心機能検査を行った41－91歳

（67．7±10．6歳）までの男女102例（心筋梗塞22例

を含む虚血性心疾患75例，弁疾患5例，伝導異

常13例，その他心筋症等9例）である．

　対象者は，身長135－170cm（155．5±8．8　cm），

体重36－80kg（53．6±9．8　kg）の体格であり，肥満

係数は0．77－1．69（LO7±0．17）であった．102例の

うち30例にはi231．MIBGあるいはi231－BMIPPに

よる心筋スキャンを1週間以内に施行した．

IV．方　　法

　1．ガンマカメラの数え落としの検討

　本検討では，投与前のRI量と体内のRI量を

ガンマカメラで計測するため，ガンマカメラの数

え落とし量が異なると算出値も異なる．このた

め，あらかじめキュリーメータで計測した18．5－

2，960MBqまでの99”’TcO4一線源をガンマカメラで

計測しRI量と計数カウントの関係を検討した．

　2．右心COIと従来法で算出した右心COの

　　相関の検討

　従来法による　COは，東芝製ガンマカメラ

GCA901A／HG（低エネルギー汎用コリメータ装

着）を用いて99mTc－RBC（in・vivo標識）1HMBqを

ボーラス静注後，LAO　45度より64×64マトリッ

クスで0．5秒／フレームのダイナミック収集した

データより，右心室にROIを設定し時間放射能

曲線を得て，初回循環時のROI内積算カウント
（∫tA（s）ds），同一のROI内の平衡時の1分間のカ
　o
ウント（Cf）を求め算出した．

　Q’は，投与前の注射器内のRI量をガンマカメ

ラにて10cmの距離より計測し1分間の総カウン
トを得，／lκ（・）d・は（2）式にお↓ナ列A（・）d・算出

時と同一データを用い，ROIのピクセルサイズ
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心RIアンギオグラフィにおける初回循環時デー一タによる心拍出量の簡便な推定法

　　　0　　　　　　　1000　　　　　　2000　　　　　　3000　　MBq

　　　　　Radioactivity　of　Tc・99m
Fig．1　Relationship　between　radioactivity　and　counts

　　　Obtained　by　the　gamma　Camera　fOr　99mTc．

　　　Linearity　was　well　preserved　in　the　range　from

　　　18．5MBq　to　555　MBq．
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4000 V＝1．55x＋1513

r＝0．894‘p《0．01）

n＝102

　　　0　　　　　　　　　　　　2000　　　　　　　　　　　4000　　　　　　　　　　　6000

　　　COI　of　Tc・99m・RBC　on　LAO45
Fig．2　Relationship　between　cardiac　output　of　right

　　　ventricle（RVCO）obtained　by　the　conventional

　　　Stewart－Hamihon　method　and　cardiac　output

　　　index（COI）for　99mTc－RBC．　The　least　square

　　　regression　indicated　good　correlation　of　y＝L55x

　　　十1513（n＝102，r＝0．894，　p＜0．01）．

（0．28cm2）で補正し，1cm2当たりのカウントとし

て算出した．なお，ROI設定に際し右心房と右心

室の分離が困難であったため，房室を一つの混合

室と仮定しROI内に右心房も含めた．以上より

1541

求めた右心COIと従来法より求めた右心COと

の関係を検討した．

　3．（3）式から得られたkと体格との関係の検

　　討

　原理の項で述べたごとく，個々の症例で体格か

らkを推定可能かを検討する目的で，kと肥満係

数との間の相関関係を検討した．

　4．右心COと左心COの相関の検討

　通常COとは左心COを表すことが多いが，動

静脈シャント等のない場合には右心COと左心

COは同量である．右心COから左心COを精度
よく推測できるかを確認するため，前項と同一の

収集データを用い右室および左室にRO1を設定

し，従来法で算出された左心COと右心COの関

係を検討した．

　5．右心COIと左心COの相関の検討

　右心COIから左心COを推定可能かを検証す

る目的で，右心COIと左心COの関係を検討し
た．

　6．臓器集積型薬剤使用時の右心COIと99mTc・

　　RBC使用時の従来法によるCOの相関関係

　　の検討

　臓器集積型薬剤であるt231－MIBGもしくは1231－

BMIPP　111MBqを用いて，　Iv－2の方法に準じて

算出した右心COIと，99mTc－RBCを用いて従来法

で得られた左心COの関係を検討した．

　7．再現性の検討

　術者内で任意のデータを5回繰り返しCOIを

算出し，再現性の検討を行った．次いで，4人の

術者で任意のデータよりCOIを算出し，術者間

における再現性の検討を行った．

V．結　　果

　1．ガンマカメラの数え落としの検討

　99f”Tc　18．5－2，960　MBqをガンマカメラで計測し

た場合のRI量と計数カウントの関係はFig．1の

ごとくであり，555MBqまでは数え落としが見ら

れず，740MBqで約4％，1，110　MBqで約13％，

1，850MBqで約25％計数カウントを数え落とし

た．したがって，本検討で用いた放射能量の範囲
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Fig．3　Relationship　between　K　and　corpulent　ratio

　　　｛（body　weightkgノ（（body　length㎝一100）＊O．9）｝．

　　　These　parameters　did　not　correlate　well．
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Fig．4　Relationship　between　RVCO　and　cardiac　output

of　left　ventricle（LVCO）．　The　least　square

regression　indicated　good　correlation　of　y＝O．94x

十21（n＝102，r＝0．947，　p〈0．01）．

においては数え落としによる影響は無視しえた．

　2．右心COIと従来法の右心COの関係

　102例において算出されたCOIは661－4582

（2380±762）の範囲にあり，従来法により算出さ

れた右心COとはy＝1．55x＋1513（r＝0．894，　p＜

o．01）の関係にあり有意な相関を示した（Fig．2）．

したがって，この相関式から，COIを個々の症例

において求めることにより平衡時データを用いる

O
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　　　COI　of　Tc・99m・RBC　on　LAO45
Fig．5　Relationship　between　COI　and　LVCO．　The　least

　　　square　regression　indicated　good　correlation　of　y

　　　＝L48x十1382（n＝102，　r＝0．859，　p〈O．01）．

O
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　　　0　　　　　　　　　　　　2000　　　　　　　　　　　4000　　　　　　　　　　　6000

　　　　COI　of　l－123－MIBG　or　l－123－BMIPP

Fig．6　Relationship　between　LVCO　obtained　by　the

　　　conventional　Stewart－Hamilton　method　using
　　　99mTc－RBC　and　COI　using　1231－MIBG　or　1231－

　　　BMIPP．　The　least　square　regression　indicates

　　　good　correlation　of　y＝1．07x十1946（n＝30，　r＝

　　　0．852，p＜0．OD．

ことなくCOを推定可能であった．

　3．kと体格との関係の検討

　102例において求めた肥満係数とkの間には，

有意の相関関係は見いだせなかった（Fig．3）．
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　4．右心COと左心COの関係
　従来法による左心coおよび右心coは，　y＝

0．94x＋21（r＝0．947，p＜0．01）の有意の相関を示し

た（Fig．4）．したがって，右心COから左心COを

精度よく推測することが可能であった．

　5．右心COIと従来法の左心COの関係

　右心cOIと従来法による左心coの間には，　y

＝ 1．48x＋1382（r＝O．859，p＜0．Ol）の有意の相関を

示した（Fig．5）．このことより，初回循環時のデー

タのみから左心COも推定可能であった．

　6．臓器集積型薬剤による右心COIと従来法

　　によるCOの関係

　1231－BMIPPあるいは1231－MIBGの臓器集積型薬

斉ljを使用した場合，右心COIは，99”’Tc－RBCを用

いて従来法で得られた右心CO，左心COと，そ

れぞれy＝Ll3x十1970（r＝0．867，　p＜0．01），y＝

1．07x＋1946（r＝0．852，　p＜0．01）の有意の相関を示

した（Fig．6）．このことより，cOIは1231でも算

出可能であり，かつ，平衡時のデータを得ること

のできない臓器集積型薬剤でも算出可能であるこ

とが示された．

　7．再現性の検討

　術者内および術者間におけるCOI算出値の再

現性は，それぞれC．V．値で158％，3．20％であ

り，非常に良好であった．

VI．考　　案

　Stewart－Hamiltonの希釈法を応用して核医学的

にCOを算出する方法（（2）式）は，簡便なことに

加え，組織のガンマ線吸収やピクセル当たりの容

量を考慮する必要がないため信頼ある値が期待で

きることなどで，広く利用されている．しかし，

次に挙げる問題点を有する．まず薬剤側では，非

拡散性薬剤でなければならないことはいうまでも

ないが，標識率が低下すると薬剤が血管外へ拡散

し，平衡時の心のカウントが減少する可能性があ

る．被検者側では，薬剤分布が平衡状態になるま

での間は同一体位を維持する必要があり，途中で

体動が生じると誤差が生じる可能性がある．さら

に平衡時のカウントに，ROI内に含まれる肺，胸

壁など心前後組織のカウントが加わる可能性があ

る，などである．

　一方，COIは平衡時のデータ収集が不要なた

め，標識率の良否が算出値に影響を与えないばか

りか，今までCOを測定できなかった臓器集積型

の薬剤であっても算出可能であり，多数例におい

て求めたCOIと従来法によるCOは，良好な正

の相関を示した．したがって，あらかじめ使用核

種とデータ収集方向ごとにCOIとCOの相関式

を多数例において求めておけば，使用する薬剤に

限定されず，初回循環時のデータのみからCOを

簡便に推定可能であると考えられる．また，デー

タ収集時間が短いため体動の影響がより少なくな

る，周囲の組織より混入のないカウントが得られ

る，など前者の問題点が克服されるように思われ

る．

　この方法の問題点としては，投与量測定のジオ

メトリーが心時間放射能曲線測定のそれと異なる

ことがあげられる．本検討では，被検者の体格の

目安として肥満係数を用い，これからジオメト

リーの相違を補正する係数を推定できないかと考

え検討したが，有意相関を得ることができなかっ

た．したがって体格のみから単純に補正係数を求

めることはできないものと考えられる．この対策

として，X線CTなどにより個々の症例において

胸壁の厚み，心臓の深さ等を測定し，これらの

データから補正係数を推定することが望ましいと

考えられるが，全例においてX線CTを施行する

ことは実際上不可能であり，現実的ではないと考

える．今回検討した102例の体格の相違はFig．3

のごとく非常に幅の広いものであった．COIと

COがこれらの幅広い症例において，よく相関し

たことより，COIによるCOの推定は妥当性を有

するものと考えられる．

　もう一つの問題点としては，使用薬剤の放射能

量が多くなるとガンマカメラの数え落としのため

投与量が過小評価されるおそれがあることであ

る．今回の検討に用いた111MBq程度の放射能

量では全く問題がなかったが，約740MBqを超

えると数え落とし量が増加し何らかの補正が必要
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であろう．しかし機種によっては，より低量で数

え落としの多い場合もあるため，使用装置の性能

（dead・time）を十分知っておく必要がある．

　今回の検討で，今まで不可能とされていた臓器

集積型の薬剤であっても，COの推定が可能であ

ることが示された．これにより，心筋描画製剤使

用時にCOの情報が追加可能である．また，1231－

IMPを用いた非侵襲的脳血流量測定法の一つであ

るFU法9）にはCOが必要であり，これまでは身

長および体重からの推定値が用いられてきたが，

今回報告した方法を応用することにより精度の向

上が期待できると考えられる．

VII．結　　論

　薬剤の投与量に対する右室の初回循環時の積算

通過量を求め，COを推定する方法を考案し，以

下の結論を得た．

　（1）COIは，従来のStewart－Hamiltonの方法で

求めた左心COと有意かつ良好な相関を示した（r

＝ 0．894，p＜0．01）．したがって，あらかじめ多数

例のデータから相関式を得ておけば，初回循環時

のデータのみからCOを推定可能であると考えら

れた．

　（2）本法の再現性は良好である．

　（3）本法を用いることにより，臓器集積型の

薬剤であってもCOを推定可能であった．した
がって，99mTc－MIBI，　i231－BMIPP，　i231－MIBG等の薬

剤使用時に新たな情報を得ることが可能である．

また，1231－IMPの脳血流量定量法のひとつである

FU法の精度の向上が期待できる．
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Summary

Simple　Method　to　Estimate　Cardiac　Output　Using　First・Pass　Data　on　RI　Angiography

Yoshiharu　MiyAzAKi＊，　Seigo　KiNuyA＊＊and　Norihisa　ToNAMi＊

　　　　　　　　　＊Section　of〃uclear〃ed輌cine，　Noto　General　Hospita～

＊＊Depart〃lent　of〃uctear〃ed輌dηθ，　Kanazawa〔1niversity　School　of〃edicine

　　In　order　to　estimate　cardiac　output（CO）without

using　data　at　equilibrium　state，　a　simple　index（cardiac

output　index，　COI）was　developed　from　the　first－pass

data　as　a　ratio　of　the　integrated　radioactivity　on　the

right　ventricle　to　the　total　injected　radioactivity．

　　COI　was　well　correlated　with　CO　calculated　by　the

conventional　Stewart－Hamilton　method（r＝0．894，

p＜0．01），and　thus，　CO　could　be　readily　estimated

from　COI．　This　index　might　be　useful　to　estimate　CO

since　it　can　be　obtained　even　with　the　agents　which

distribute　to　organs．

　　Key　words：　Cardiac　output，　Radionuclide，　First－

pass　study，　Cardiac　output　index．
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