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99mTc－MIBI心電図同期心筋SPECTによる

　　左室機能自動計測の信頼性の検討
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　要旨　99mTC－MIBI心電図同期心筋SPECT（G－SPECT）から三次元的に左室輪郭を自動抽出し，左室容

積，左室駆出率（LvEF）を計測するGemanoらの方法（QGSプログラム）の信頼性を評価した．各種t・

疾患29例にG－SPECTを施行し，　QGS法から左室拡張末期容積（LVEDV），左室収縮末期容積

（LVESV），　LVEFを計測し，左室造影から得られた各値を基準として比較した．2検者間の計測の再現

性は良好であった（LVEDV：r＝0．99，　LVESV：r＝0．99，　LVEF：r＝0．97）．　G－SPECTと左室造影から計測

した値はいずれも高い相関を示したが（LVEDV：r＝0．92，　LVESV：r＝0．94，　LVEF：r＝0．85），　LVEDV，

LVEFはやや過小評価された．中等度以上の欠損例（17例）での検討でも相関性は良好であった（LVEDV：

r＝0．90．LvESv：r＝0．92，　LvEF：r＝0．77）．　QGS法は優れた再現性と精度にて左室容積，　LvEFを計測

する有用な画像処理法と考えられた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（核医学34：1093－1099，1997）

1．　はじめに

　99mTc製剤を使用した心電図同期心筋SPECT

（G－SPECT）は，心機能の同時評価を目的として，

イメージカウントの部分容積効果を利用した局所

機能解析法や左室心筋の輪郭抽出による左室機能

解析法が考案されてきた．このうち，左室機能解

析法では，主として左室輪郭の用手的なトレース

による解析が試みられてきたが1”5），最近Germano

らは，計測の再現性を高めるべく，G－SPECT像

から3次元的に左室輪郭を自動抽出する画像処理

法（QGSプログラム）を考案したω．本法の計測精

度についてはこれまで検討が行われてきたが，現
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在のところ心プールシンチグラフィで計測された

LVEFとの比較に留まり6・7），さらに精度の高い左

室造影での計測値との関係については成績が示さ

れていない．そこでわれわれは，ADAC社製90

度対向二検出器型ガンマカメラ（VERTEX）と画

像処理装置（Pegasys）を用いてG－SPECT（R－R間

隔8分割画像）の撮像を行い，本システムに搭載

されたQGSプログラムから求めた左室機能指

標を，ほぼ同時期に実施した二方向左室造影

（Simpson法）から計測された値と比較検討した．

II．対　　象

　対象は，心疾患患者29例（男性7例，女性12

例，平均53±13歳），内訳は，狭心症5例，心

筋梗塞12例，弁膜疾患4例，発作性心室頻拍2

例，心筋症4例，心筋炎2例であった．すべて

の対象例に，約1か月（14±10日，1－31日）の間

隔でgy”’Tc－MIBI　G－SPECTおよび，心臓カテーテ

ル検査（左室造影）の両法が実施された．両検査の
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間で症状が変化した例，経皮的冠動脈形成術，経

皮的冠動脈血栓溶解療法など，何らかの再灌流療

法が施行された症例は除外した．

m．方　　法

　1）s’ymTc－MIBI心電図同期心筋SPECT

　22例では安静時検査に，7例では運動負荷／安

静時検査（同日法）での安静時像撮像時に99mTc－

MIBI　G－SPECTを実施した．全症例で，検査時は

洞調律であった．

　前者では，wmTc－MIBI　600　MBqを安静時に静注

し摂食させた後，60分後からG－SPECTを実施し

た．後者では，運動負荷検査（同150MBq静注）

での撮像（静注後60分）の終了後に同450MBqを

静注し，さらに60分後にG－SPECTを実施した．

　データ収集には，ADAC社製の90度対向二検

出器型ガンマカメラ（VERTEX）を使用した．安静

臥床の患者に心電図モニターを装着し，心電図の

R－R間隔の8分割において，各時相の画像（64×

64マトリックス）を低エネルギー汎用コリメータ

（VXGP）にて1方向48秒，6度ごと30方向，

RAO　45度からLPO　45度まで180度収集した．

各心時相ごとに，得られた投影データから

Butterworth　filterを用いて体軸横断断層像を再構

成し，RAMP　filterを用いて心臓中心軸に基づく

斜断層像を再構成した．処理装置は，ADAC社製

Pegasysを用いた．

　以上より得られたG－SPECT像を利用して，

Germanoらによって開発された左室機能自動解析

ソフト（QGSプログラム）6・8）を用いて左室容積，

LVEFを算出した．方法の原理は，まず，心筋短

軸断層像の心筋上半分にて最高カウントの50％

以上の集積を持つ部位を自動抽出することにより

左室心筋領域を認識し，包含する立方体のマスク

画像を作成する．この際，心筋に欠損がある場合

は，Hough変換を用いた画像抽出により欠損部を

補間する．次に，このマスク画像の重心を原点と

して，放射状に計684本のカウントプロファイル

を求め，その各最大値のピクセルで心筋球面を形

成する．さらにこの球面を最も至適な楕円球で

フィットさせ，次にその楕円球に基づいて重心位

置を再修正し，先の操作を繰り返し，最も実際の

心臓にフィットした心筋球面（楕円球）を得る．局

所欠損がある場合，左室長軸像において2次方程

式の曲線により補間する．また，弁口部の決定

は，最高カウントの25％を閾値とする．このよ

うにして得られた心筋球面は心筋中央面に相当す

る．次に内膜面と外膜面を抽出するため，この球

面の各画素から内側および外側へ各20mmの線

上でのカウントプロフィールを求め，ガウス関数

にフィットさせる．ファントム実験での成績6）を

基にして，この近似曲線での1標準偏差の65％内

側，外側の部位をそれぞれ心筋の内膜面，外膜面

とする．収縮末期のカウントプロフィールの標準

偏差は，拡張末期より大きい傾向があるため，心

筋表面を決定する際に前者に後者と同じ係数を

採用することは，生理的な収縮期壁厚増加を反

映していると考えられる．拡張末期および収縮

末期像で以上の処理を行い，左室拡張末期容積

（LVEDV），左室収縮末期容積（LVESV）を計算す

る．LVEF（％）は，（LVEDV－LVESV）×100（m1）／

LVEDV（ml）にて算出する．

　Fig．1は，本法による左室輪郭の自動抽出例で

ある．左室前壁に広範欠損のある場合でも欠損部

は補間され，的確な輪郭抽出が行われている（Fig．

1上）．また，肝臓高集積が認められた症例でも，

三次元的輪郭抽出の本法では左室輪郭抽出への影

響は抑えられている（Fig．1下）．

　本処理による左室容積，LVEF算出の再現性を

検討するために，全症例に対し2名の検者により

G－SPECT画像の作成およびQGSプログラムを使

用した三次元画像作成と心機能値計測を行った．

各検者は，他者による計算値や左室造影の結果を

参照しなかった．

　2）左室造影

　心臓カテーテル検査による左室造影は，二方向

シネアンギオ装置を用いて，RAO　30度，　LAO　60

度の二方向より30フレーム／秒で行われた．心機

能解析装置（Siemens社製ANCOR）を使用して，

拡張末期と収縮末期の左室内膜辺縁を用手的にト
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Fig．1　Myocardial　contours　are　traced　appropriately　by　the　quantitative　gated　myocardial

　　　　SPECT　algorithm　on　the　short－axis，　horizontal　long－axis　and　vertical　long－axis　end－

　　　　diastolic　images　in　a　patient　with　anteroapical　severe　myocardial　perfusion　defect

　　　　（upper　row），　and　in　that　with　anterior　perfusion　defect　and　high　tracer　uptake　in　the

　　　　liver（10wer　row）．
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　　　　Fig．2　1nterobserver　variances　are　shown　for　left　ventricular　volume　and　ejection　fraction

　　　　　　　　determined　with　ECG　gated　99mTc－sestamibi　myocardial　SPECT（G－SPECT）コn　29

　　　　　　　　patients，　excellent　reproducibility　was　found　for　each　measuremenしLVEDV：left

　　　　　　　　ventricular　end－diastolic　volume，　LVBSV：left　ventricular　end－systolic　volume，

　　　　　　　　LVEF：1eft　ventricular　ejection　fraction，　SEE：standard　error　estimate．

レースしたのちSimpson法9）にて左室容積，

LVEFを計算した．

　3）統計処理

　2名の検者による計測値の比較，G－SPECTと左

室造影から算出した左室容積，LVEFの比較には

単回帰分析を採用し，相関係数rの検定は，p〈

0．05にて有意差ありと判定した．

IV．結 果

　対象例の左室造影法での計測値は，LVEDVが

148±61ml（65－316），　LVESVが67±38　ml（29－

185），LVEFが56±10％（37－77）であった．

　1）計測の再現性の検討

　G－SPECTからQGSプログラムに基づいて算出

されたLVEDV，　LVESV，　LVEFの値の2名の

検者間の比較を行った（Fig．2）．両者の相関性
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Fig．3　Scatterplots　are　shown　for　LVEDV，　LVESV　and　LVEF　obtained　with　contrast　left

　　　　　ventriculography（LVG）and　with　G－SPECT．　In　29　patients，　an　excellent　correlation
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　　　　　Figure　2．

80
㎞

350
Cml）

300

き250

…2°°

署’5°

　100

0
0

5

y＝1．07x＋20．2

p＜0．001

0　　　50 100　　150　　200　　250　　300　　350
gated　SPECT　LVEDV　　　　　　｛m｜｝

i
㌃

0
　
　
　
　
　
　
0

15
　
　
　
1
0

＞

ω

U
＞
」

O
＞
」

50

0

y＝↑．14x◆1．83

p＜O．OOI

　ロ　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　5　

98t6d　SPEC了LVESV 漂

80
s

　60
出
1
　409
＿」

20

0

y＝0．65x◆21．7

p＜O．OOI

2o　　　　　　　4o　　　　　　　6o

gated　SPECT　LVEF
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80
陶

は，LVEDV（m1）はr＝0．99（y＝1．01x十〇．15，　P＜

0．001），LVESV（ml）はr＝0．99（y＝1．Olx十〇．48，

p＜0．00D，　LVEF（％）はr＝0．97（y＝0．94x十2．33，

p＜0．00Dと，いずれもきわめて良好な成績を示

した．

　2）左室造影法との比較

　全症例においてG－SPECTより算出された左室

容積およびLVEFを，左室造影から求めた計測値

と比較した（Fig．3）．両者の相関性は，　LVEDV

（m1）ではr＝0．92（y＝1．11x十14．6，p＜0．001），

LVESV（m’）ではr＝0．94（y＝1．10x　－O．72，　p＜0．001）
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であり，高い相関性が認められた．一方，LVEF

（％）の相関性は，r＝0．85（y＝0．76x＋175，P＜0．001）

とやや相関性が低かった．G－SPECTはLVEDV，

LVEFを過小評価する傾向が認められたが，

LVESVについては良好な一致性がみられた．

　この傾向が心筋局所欠損による計測誤差に起因

するか否かを検討するために，中等度欠損のある

症例17例（心筋梗塞6例，狭心症3例，心筋症6

例，弁疾患2例）と正常集積および軽度欠損例（12

例）の二群間で相関性を比較した（Fig．4，5）．この

結果，LVEDV（m1）では，前者はr＝0．90（y＝

LO7x＋20．2，　p＜O．OO・1），後者はr＝0．g6（y＝1．13x

＋6．7　1，p＜0．001）であった．　LVESV（m1）では，

前者はr＝0．92（y＝Ll4x＋L83，p＜0．001），後者

はr＝0．98（y＝1．01x＋0．57，P＜0．001）であった．

LVEF（％）では，前者がr＝0．77（y＝0．65x＋21，7，

P＜0．00D，後者がr＝0．84（y＝0．80x＋17．2，　P〈

O．OO　1）であった．以上のように，後者の方がやや

相関係数は高い傾向を示すが，両者には有意な差

は認められなかった．

V．考　　察

　本研究では，GermanoらのQGSプログラムを

用いてG－SPECTから算出した左室容積，　LVEF

を，左室造影から得られた同値と比較したとこ

ろ，両者に良好な相関性が認められた．また，計

測の再現性もきわめて良好であった．本解析法に

より算出されたこれらの左室心機能指標には十分

な信頼性があり，心疾患患者の無侵襲的左室機能

評価に応用可能と考えられた．また，同法は，

99mTc標識心筋血流製剤を用いた心筋血流・心機

能の同時評価の発展に寄与する優れた方法と考え

られた．

　G－SPECTからLVEFを求める方法は，垂直面

ならびに水平面長軸断層像からの二次元的な左室

輪郭抽出による方法と，今回のような三次元的な

抽出法があり，またそのトレースには用手的な方

法と自動抽出法がある1～6・t°）．例えばDePueyらの

方法1）は，二次元的に長軸断層像の心内膜を用手

的にトレースし，Simpson法に基づいて左室容積

を求める方法であるが，この場合，特に計測値の

検者間の一致率が75％と低いことが報告されて

いる．その背景には，心筋梗塞等での高度欠損例

での心内膜輪郭決定に主観的な要素が加わる問題

が指摘されてきた．これに対して，Germanoらの

自動輪郭抽出法では，用手的な操作はごく一部で

ほとんどが一定の原理に基づいて輪郭抽出が行わ

れるので再現性は非常に高いと考えられ，今回の

結果でもr＝0．99と高い再現性を認めた．

　また，G－SPECTからLVEFを計測するこれら

の方法では，他の手法との間にr＝0．70－0．97と

良好な相関性が報告されている．Germanoらの

方法では，これまでに心プールシンチグラフィ

（ファーストパス法，平衡時法）から求めたLVEF

との比較検討で，各々r＝0．91，r＝O．91の高い相

関が認められている6・7）．今回われわれは，左室造

影から得られた値と比較したが，LVEDVではr＝

0．92，LVESVではr＝0．94，　LVEFではr＝0．85

であり，それぞれ高い相関性が得られた．このよ

うに，Germanoらの方法は，計測精度についても

優れていると考えられた．

　しかし，両計測値の一致性はLVESVではかな

り高いものの，LVEDV，　LVEFについてはG－

SPECTは左室造影法よりも過小評価する傾向を

認めた．この原因として，（D収縮末期に比べ拡

張末期では心筋集積度が低いため，カウントプロ

フィールのガウス関数近似に誤差が生じる，（2）

ファントム実験からの1標準偏差の65％を内膜

辺縁とするという仮定の問題，（3）R－R間隔8分

割収集では16分割収集と比較し，左室駆出率を

過小評価すること6），（4）心筋梗塞等の局所欠損例

では欠損部の補間が適切でなく，拡張末期像でそ

の影響が強く現れる可能性，などが考えられる．

（1），（2）については今回検討できなかった．（3）に

ついては，Germanoらは，8分割では，16分割と

比較して左室駆出率を平均3．7％過小評価する

が，16分割よりイメージカウントが高いため測

定値の信頼性が高く収集時間も短いことから，8

分割収集を勧めている6）．（4）について，われわれ

は，欠損例と正常あるいは軽度欠損例の二群で
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の，計測値の左室造影との相関性（相関係数）と一

致性（回帰直線の勾配）の比較から検討を行った．

その結果，LVEDV，　LVESV，　LVEFの三指標と

も，欠損例の方が相関性，一致性ともにやや低い

傾向を示したものの有意な変化ではなく，欠損部

の補間処理での誤差が大きな原因とは考えられな

かった．しかし，本法の左室輪郭抽出のアルゴリ

ズムにおける問題性についてさらに検討が必要で

あろう．また，本法は再構成された心筋ゲート像

に基づく画像処理であるので，体格の影響で十分

なイメージカウントが得られない場合の問題や，

画像再構成時のフィルターの影響なども検討する

必要があると考えられた．

　しかし，以上のような問題点があるものの，わ

れわれの施設での標準的なGSPECTの撮像条件

で，今回のように本法は高い計測精度と再現性を

示し，また欠損例（心筋梗塞例）でも応用可能で

あったことから，臨床応用に優れた解析法である

と考えられた．現在臨床では，左室機能の測定法

として，他に左室造影，心プールシンチグラ

フィ，心臓超音波検査などが利用できる．左室造

影は計測精度に優れるが侵襲的検査であり，特に

造影剤投与のために心機能低下例にはリスクが高

く，また腎障害誘発の危険もある．心プールシン

チグラフィは無侵襲的検査としてこれまで重用

されてきたが，左室造影から算出されたLVEFを

基準にするとLVEFを過小評価する傾向lnが指摘

されてきた．心臓超音波検査は簡便だが，左室

asynergyの高度な症例では不正確であり，また慢

性閉塞性呼吸器疾患や肥満例では良好な画像を得

にくいなどの問題を持つ．今回のG－SPECTによ

る新しい方法は，無侵襲的検査法の中では，左室

造影に匹敵する優れた方法と考えられる．

　99mTc標識血流製剤では，製剤投与直後の

ファーストパス法にて右室機能解析を行うことが

可能であるが，G－SPECTによる左室機能解析に

おける信頼性の高い画像処理法（QGSプログラム）

の登場は，同製剤による心筋血流・心機能の同時

評価法の確立にさらに貢献するものと考えられ

る．

VI．まとめ

　G－SPECTにてQGSプログラムを用いて求めた

左室容積，LVEFの信頼性を，左室造影から計算

した値を基準にして評価したところ，いずれも

良好な相関性が認められた．LVEDV，　LVEFを

過小評価する傾向があるものの，QGSプログ

ラムは，その優れた再現性と信頼性により，G－

SPECTによる心筋血流・心機能同時評価に役立

つ有力な画像処理法と考えられた．
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Summary

Evaluation　of　the　Automatic　Quantification　of　Left　Ventricular　Function　Using

　　　　　　　　　　　　　　ECG　Gated　”mTC－MIBI　MyOcardial　SPECT

Yoriko　SHIMoTsu，　Yoshio　lsHiDA，　Keizoh　MuRAKAwA，　Tetsuroh　KATAFucHI，

　　　　　　Kazuki　FuKucHl，　Kohei　HAyAsHiDA　and　Makoto　TAKAMiyA

Depar伽entイ，f　Rad’θ1‘）8y，∧fationa～Cαr〔∫」θv‘iscular　Center

　We　studied　the　accuracy　of　left　ventricular（LV）

volumes　and　ejection　fraction（EF）derived　from　ECG

gated　99mTc－sestamibi　myocardial　perfusion　SPECT

（G－SPECT）and　the　software　for　automatic　data　anal－

ysis（QGS　program　described　by　Germano　G　et　aL）．

G－SPECT　was　performed　in　29　patients　with　various

cardiac　diseases．　LV　end－diastolic　and　end－systolic

volumes（LVEDV　and　LVESV），　and　LVEF　deter－

mined　by　QGS　program　were　compared　to　th《）se　by

Simpson　method　in　biplane　left　ventriculography

（LVG）．　Intcrobs　erver　reproducibility　in　Tneasuring

the　G－SPECT　parameters　was　excellent（LVEDV：r＝

0．99．LVESV：r＝0．99．　LVEF：r＝0．97）．　There　was

agood　correlation　between　the　values　obtained　from

G－SPECT　and　LVG（LVEDV：r＝O．92，　LVESV：
r＝0．94，LVEF：r＝0．85），　but　G－SPECT　tended　to

underestimate　LVEDV　and　LVEF」n　17　patients　with

moderate　to　severe　myocardial　perfusion　defects　se－

lected　from　the　subjects，　the　correlation　was　main－

tained　fairly　high（LVEDV：r＝0．90，　LVESV：r＝

0．92，LVEF：r＝0．77）．　In　conclusion，　QGS　program

provides　high　accuracy　and　reproducibility　in　deter－

mining　LV　volumes　and　LVEF　from　G－SPBCT．

　Key　words：　wmTc－sestamibi，　ECG　gated　myocar－

dial　perfusion　SPECT，　Left　ventricular　function．
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