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《短　報》

1231－MIBG心筋シンチグラフィの下壁評価法の検討

SPECT像とplanar像の比較一

小林　秀樹＊　　百瀬　　満＊

斉藤　克己＊＊　浅野　竜太＊＊

柏倉　健一＊　　松本　延介＊

細田　瑳一＊＊　日下部きよ子＊

　要旨　MIBG心筋シンチグラフィにおける，　SPECT像とplanar像の下壁欠損所見を比較するため，

視覚的にSPECT像，　planar像のいずれも下壁欠損がない正常群（N＝10），　SPECT像にのみ下壁欠損が

認められる不一致群（N＝7），SPECT像とplanar像いずれも下壁欠損が認められる一致欠損群（N＝12）

に分類して，RI集積の定量的指標を比較した．　SPECT像およびplanar像の下壁／前壁カウント比（1！

A）は，正常群で0．96±0．11vs．0．97±0．05，不一致群0．59±0．21　vs．0．99±0．13，一致欠損群0．46±0」3

vs．0．82±0．04であった．肝／心カウント比は，不一致群が2．07±O．49と正常群1．14±0．15，一致欠損

群L45±O．3・9に比べ有意に高値であった．不一致群は，定量的にも下壁欠損の不一致所見を呈し，肝／

心カウント比が高値を示した．肝／心カウント比が高い症例では，SPECT像による下壁欠損の判定に

注意が必要であり，planar像を併用した読影が望ましいと考えられた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（核医学32：205－209，1995）

1．はじめに

　i231－metaiodobenzylguanidine（MIBG）は，心臓の

交感神経系を画像化できる放射性化合物として，

臨床応用が開始された．最近，健常例でのMIBG

心筋SPECT像において下壁のMIBG集積低下が
報告卜3）されている．

　臨床例のMIBG心筋シンチグラフィを，　planar

像とSPECT像で比較して読影すると，　planar像

で下壁が正常集積であるにもかかわらず，SPECT

像で明らかな下壁欠損を呈する例を経験すること

がある．本検討では，MIBG心筋シンチグラフィ

＊東京女子医科大学放射線科

＊＊　　　　同　　　循環器内科

受付：6年8月8日
最終稿受付：6年12月7日
別刷請求先：東京都新宿区河田町8－1（形162）

　　　　　東京女子医科大学放射線科
　　　　　　　　　　　　　　　小　林　秀　樹

を施行した症例を対象にplanar像とSPECT像の

下壁所見を比較し，両撮像法で下壁欠損判定が

異なる症例の頻度や特徴について検討したので

報告する．

II．対象・方法

　93年1月～3月中旬までのあいだにMIBG心

筋シンチグラフィを施行し，SPECT像とplanar

像を撮影した37例中で，前壁のMIBG集積低下

がない29例（男性26例，女性3例，平均年齢

60．1±17．7歳）を対象とした．対象例の疾患内訳

は，狭心症12例（異型狭心症2例，人工透析施

行中の2例を含む），心筋梗塞8例（下壁梗塞4

例，下壁非Q波梗塞1例，側壁梗塞2例，前壁

非Q波梗塞1例，合併疾患として糖尿病の2例

と心不全1例を含む），CABG術後の慢性期心不

全1例（人工透析施行），chest　pain　syndrome　5例，

高血圧性心疾患2例，大動脈弁狭窄症1例であっ

た．
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Fig．1Position　of　inferior　and　anterior　myocardial　ROI

　　　in　the　anterior　planar　image　for　calculating

　　　inferior／anterior　count　ratio．

L

D

　DL－Hdistance：distance・from・the・bwer・border

　　of　the　apex　to　the　Ieft　margin　of　the　liver

　L　L－H　overlapPing　length：length　from　the

　　　lower　border　of　the　apex　to　the　upper

　　　margin　of　the　liver

Fig．2Comparison　of　liver／heart　count　ratio，　L－H

　　　distance　and　L－H　overlapping　length　among　three

　　　9「oups・

　MIBGは，3時間以上の絶食の後，安静を30分

間以上保った状況で111MBqを静脈内投与し

た．planar像は，　MIBG投与15分後にプリセッ

ト時間5分で正面およびLAO　45度から撮影し，

SPECT像は，　MIBG投与25分後から撮像を開始

した．撮像装置は，ソファー社製DS7型カメラ

で，planar像は，128×128マトリックス，収集

エネルギー幅159keV±10％，　SPECT撮像は，64

×64マトリックス，180度収集（6度毎，50秒収

集，RAO　30°～LPO　30°）の条件を用い，いずれも

低エネルギー用高分解能型コリメータを使用し

た．SPECT像の再構成は，　filtered　back　projection

施行時に，同時にButterworth・filter（オーダー6，

カットオフ周波数0．25cycles／pixel）を用いるソ

ファープロトコールを用いた．

　1）下壁欠損の視覚的判定

　SPECT像において下壁領域のRI集積の程度

を，視覚的に正常，軽度低下，中等度低下，欠損

の4段階に分類し，中等度集積低下または欠損を

呈した例を“SPECT像の下壁欠損あり”と判定し

た．planar像の判定は，下壁のRl集積を視覚的

に正常，集積低下，欠損の3段階に分類し，集積

低下または欠損を呈した症例を“planar像の下壁

欠損あり”と判定した．視覚的な判定結果から，

下壁欠損がSPECT像とplanar像のいずれにも認

められた一致欠損群，SPECT像に下壁欠損が認

められplanar像では下壁欠損がなかった不一致

群，いずれも下壁欠損がない正常群の3群に分類

した．

　2）下壁欠損の定量的指標

　下壁のRI集積の定量的指標として，下壁／前

壁カウント比（1／A）をSPECT像とplanar像で算

出した．SPECT像では，左室中部の2スライス

加算短軸像の，前壁と下壁に9ピクセルの関心領

域（ROI）を設定し，同ROIの1ピクセル当たりの

平均カウントで1／Aを算出した．planar像では，

前壁と下壁に81ピクセルのROIを設けて（Fig．

1），1ピクセル当たりの平均カウントで1／Aを算

出した．さらに縦隔ROIの1ピクセル当たりの

平均カウントを減じてバックグラウンドを補正4）

し，下壁／前壁カウント比（c－1／A）を求めた．

　3）肝／心カウント比と肝臓，心臓の位置の検

　　討

　肝／心カウント比を，正面planar像の肝臓ROI

の1ピクセル当たりの平均カウントから，左室

ROIの1ピクセル当たりの平均カウントで除して

算出した．また肝臓と心臓の位置関係について，
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正面planar像の心臓の下端から肝臓までの距離

（下壁欠損群を除く），心臓の下縁から肝臓上縁ま

での高さを，ピクセルサイズとピクセル数から換

算して求めた（Fig．2）．なお，肺のMIBG集積の

ため肝臓の上縁が同定できない例は，検討から除

外した．

m．結 果

　SPECT像とplanar像の視覚的な判定から，一

致欠損群12例，不一致群7例，正常群の10例

に分類された．SPECT像およびplanar像から求

めた1／Aは，正常群で0．96±0．11vs．0．97±0．05，

Table　l　Comparison　of　inferior／anterior　count　ratio　（UA）between　SPECT　and　planar　image　in　the　three　groups

VA

SPECT　image Planar　image 　　　　Planar　image

（after　background　subtraction）

Nomal　group（N＝10）

Discordance　group（Nニ7）

Inferior　defect　group（Nニ12）

0．96±0．11

0．59±0．21

0．46±0．13

0．97±0．05

0．99±0．13

0．82±0．04

0．95±0．09

0．92±0．08

0．67±0．09

11A：inferiorlanterior　count　ratio

Normal　group：inferior　segment　was　normal　both　in　the　SPECT　and　planar　images

Discordance　group：inferior　defect　was　only　observed　in　the　SPECT　image

Inferior　defect　group：inferior　defect　was　observed　both　in　the　SPECT　and　planar　images

Table　2　Comparison　of　liver／heart　count　ratio，　L－H　distance　and　L－H　overlapping　length　among　three　groups

UH L－Hdistance L－Hlength

Normal　group

Discordance　groups

Inferior　defect　group

1．14±0．15

2．07±0．49＊

1．45±0．39

3．3±1．3

3．1±1．2

4．3±1．9

4．6±2．3

3．6±2．8

L／H：liver／heart　count　ratio，　L－H　distance：liver－heart　distance（cm），　L－H　length：liver－heart　overlapping

length（cm）　＊p＜0．05

Table　3　The　cases　of　discordance　group．　Significant　UA　difference　between　SPECT

　　　　　　　　　and　planar　image　were　observed　in　3　of　7　patients

UA

Age　Sex Diagnosis

SPECT Planar
　Planar
（background

subtraction）

L／H

Y．T．＊

T．T．

S．K．

H．K．＊

R．0．＊

R．M．

K．S．

69
63

61

74

臼
70

52

M
M
M
M
M
M
F

AP
AP，　CRF，　HD

AP
Post　CABG，　CRF，　HD

Chest　pain　syndrome

OMI（lateral），　DM

VSA

0．48

0．87

0．65

0．23

0．50

0．73

0．69

1．oo

L26
0．94

1．Ol

O．97

0．92

0．92

1．02

1．06

0．89

0．85

0．93

0．84

0．83

1．79

1．94

1．79

3．09

1．94

2．19

1．70

VA：inferior／anterior　count　ratio，　L／H：liver／heart　count　ratio

AP：angina　pectoris，　CRF：chronic　renal　failure，　HD：hemodialysis，

OMI：01d　myocardial　infarction，　VSA：vasospastic　angina　pectoris

＊：significant　case
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Fig．3　Typical　cases　in　the　three　groups．　In　the　case　of

　　　discordant　group，　inferior　defect　was　apparently

　　　observed　in　the　SPECT　image　but　was　not

　　　observed　in　the　planar　image．　This　case　showed

　　　signi負cant　increase　of　he鋤iver　count　ratio（肌

　　　＝3．07）．

不一致群0．59±0．21vs．0．99±0．13，一致欠損群

0．46±0．13vs．0．82±0．04であった（Table・1）．バッ

クグラウンドを補正して算出したc－1！Aは，正常

群0．95±0．09，不一致群0．92±0．13，一致欠損群

0．67±0．09であり，不一致群のc－1／AはSPECT像

のUAと比べ依然明らかな差が認められた．不一

致群7例中の3例は，SPECT像の1／Aとplanar
像の11Aの差がきわめて著しかった（Table・3）．

　肝／心カウント比は，正常群1．14±0．15，不一

致群2．07±0．49，一致欠損群1．45±0．39と不一致

群が正常群および一致欠損群に比べて有意（p＜

0．05）に高値であった．肝臓と心臓の距離は正常

群3．3±1．3cm，不一致群3．1±1．2　cmと2群間で

差がなく，心臓下面から肝臓上縁までの高さは正

常群4．3±1．9cm，不一致群4．6±2．3　cm，一致欠損

群3．6±2．8cmと差が認められなかった（Table・2）．

IV．考　　察

　本検討の結果，SPECT像とplanar像で視覚的

な下壁欠損所見が異なる不一致群は，SPECT像

とplanar像の1！Aに明らかな差が認められ，定量

的にも下壁欠損の不一致所見が示された．特に不

一致群7例中の3例はSPECT像とplanar像の1！

A差が著しく，planar像のバックグラウンドカウ

ントを減じた後にも差は明らかであった（Table

3）．この不一致群に認められるSPECT像の下壁

欠損が，MIBGの肝集積に影響されている可能性

について，肝／心カウント比を各群で比較したと

ころ，不一致群の肝／心カウント比が2．07±0．49

と他群に比べて有意に高い所見が得られた．

　心臓と肝臓を単純化したファントムを用いて，

肝高集積が心筋SPECT像におよぼす影響を検討

すると，ファントムの肝／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低下する

所見が得られている5・6）．ファントム実験で肝隣接

部心筋に偽欠損が出現する肝／心RI濃度比1：2

と5），planar像から得られる肝／心カウント比を

直接比較することはできないが，不一致群の肝／

心カウント比が他群と比べ高値であったことか

ら，ファントム実験で得られるSPECT像の肝隣

接部心筋のカウント低下が，実際の臨床例におい

ても出現しているのではないかと推察された．

　ファントム実験においては肝臓と心臓が

SPECT再構成の同一断面に含まれた状況で，肝

隣接部心筋カウントが低下することが確認されて

おり5），本対象例で心臓と肝臓の重なり程度につ

いても検討したが，3群間で差は認められなかっ

た．臨床例では，心臓と肝臓の重なり程度より

も，肝／心カウント比の上昇が肝隣接部心筋カウ

ント低下に影響している結果であった．臨床的に

肝／心カウント比が上昇しやすい状況として，

DCM等の低心機能症例の遅延像，心筋へのMIBG

集積が早期像から低い糖尿病の末梢神経障害合併

例等が考えられ，このような症例でのSPECT像

の判定には注意が必要と考えられた．
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　肝／心カウント比が高値の症例の下壁欠損の判

定には，SPECT像のみならずplanar像を併用す

ることが必要であり，またSPECT撮像の際には

肝高集積の影響をうけにくい撮像法5）を用いるこ

とが望ましいと考えられた．
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Summary

Comparison　of　lnferior　Myocardial　Defect　between　Planar　and　SPECT　lmage

　　　　　　　　of　1231・Metaiodobenzylguanidine　Cardiac　Scintigraphy

Hideki　KoBAyAsHi＊，　Mitsuru　MoMosE＊，　Kenichi　KAsHiKuRA＊，　Nobusuke　MATsuMoTo＊，

　　　Katsumi　SAITo＊＊，　Ryuta　AsANo＊＊，　Saichi　HosoDA＊＊and　Kiyoko　KusAKABE＊

＊Department　o－〃～ad’イノ∫θ8y，＊＊Depart〃ient　O∫　Card’‘，1θ8y，7り★yθWθ〃len’∫〃edicat　Cθ〃ege　H‘λspital

　Discordant　fi　ndings　of　inferior　MIBG　de　fect

between　SPECT　and　planar　images　were　sometimes

observed　in　the　clinical　studies．　In　this　study，　we

compared　inferior　myocardial　findings　between　planar

and　SPECT　image　of’231－metaiodobenzyl－guanidine

（MIBG）cardiac　scintigraphy　in　29　patients．　All

patients　were　estimated　as　normal　in　anterior　accumu－

lation　of　MIBG．

　The　patients　were　divided　into　3　groups　according

to　the　visual　finding　ofinferior　defect　in　the　planar　and

SPECT　image；normal　group（normal　inferior　accu－

mulation　of　MIBG　both　in　the　planar　and　SPECT

image，　N＝10），　discordance　group（inferior　MIBG

defect　was　only　observed　in　the　SPECT　image，　but

was　not　observed　in　the　planar　image，　N＝7），　inferior

defect　group（inferior　MIBG　defect　was　observed　both

in　the　planar　and　SPECT　image，　N＝12）．　Inferior／

anterior　count　ratio　of　SPECT　and　planar　image　were

0．96±0．11vs．0．97±0．05　in　normal　group，059±

0．21vs．0．99±0．13in　discordance　group，0．46±0．13

vs．0．82±0．04　in　inferior　defect　group．　Liverlheart

count　ratio　was　significantly　higher　in　the　discordance

group（2．07±0．49）than　that　in　the　normal（1．14±

0．15）and　inferior　de　fect　group（1．45±0．39）．

　In　phantom　study，　it　has　been　reported　that　in－

creased　liver　accumulation　of　MIBG　causes　artifactual

inferior　defect　adjacent　to　the　liver．　These　data　indi－

cate　that　increased　liver／heart　count　ratio　may　cause

artifactual　inferior　defect　on　MIBG　SPECT　image　in

the　clinical　studies．　Planar　image　evaluation　may　be

helpful　to　distinct　the　artifactual　infarior　de　fect　on

SPECT　image．

　Key　words：　t231－metaiodobenzylguanidine
（MIBG），　Inferior　myocardial　defect，　Liver　uptake，

SPECT，　Vanishing　liver　position．
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