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《原　著》

心電図同期心筋SPECTにおける心機能解析の変法
　　　　　　　　　　Functional　G－mapsの検討
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　要旨　心電図同期心筋SPECTを用いて心機能を正確に評価するために，心機能解析の変法（Functional

G－maps）を試みた．安静時にc）9mTc－tetrofosmin　l，llOMBqを投与し，その1時間後に1心拍を12分割し

てGated　SPECTを収集した．得られた短軸像を，最大収縮末期から最大拡張末期まで各10スライス

にスライス厚補正して再構築した．これらの各短軸像を40領域に分割し，トータルカウントを用いて

作成した時間放射能曲線を2次逆フーリエ級数で近似し，合計400領域を自動解析して，収縮末期カ

ウント（Max），拡張末期カウント（Min），カウント増加率（％CI），摂取率（Uptake）のほかに，新たに

最大収縮速度（PCR），最大拡張速度（PDR），駆出時間（CT）を算出した．これらの指標値を用いて機

能画像を作成した．正常例では％Maxは前壁から中隔にかけて値が高く，％Minでは心尖部と側壁で

高値を示した．％CIと％PCRはほぼ同様に中隔，前壁，下壁で高値であったが，％PDRは側壁，下壁

が他の3領域に比べ若干低値を示した．本システムによって新たな指標が得られ，心筋血流の評価と

同時に心機能を視覚的に評価することができ，臨床応用の可能性が示唆された．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（核医学35：385－393，1998）

L　はじめに

　近年，テクネ心筋製剤の開発卜4）により大量投

与が可能となり，鮮明な心筋SPECT像による心

筋血流の評価と同時に心機能の評価が可能となっ

たS、8｝．しかしデータ数が莫大な量となり，収集

や処理に長時間を要することから，施行できる施
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設は多検出器型ガンマカメラや高速演算装置のあ

る施設に制限されている．

　1980年にMooreら9）が初めて心プールシンチ

グラフィでECG－Gated・SPECT法を報告して以来，

心機能を評価するために種々の指標が算出され，

検討されてきた．たとえば左室駆出率（LVEF），

振幅（amplitude），位相（phase），カウント増加率

（g。　count・increase：％CI）あるいは壁肥厚率（％wall

thickening：％WT）などの指標を用いた検討が盛ん

に行われている1°～17｝．しかし，これらの指標に関

する検討の多くは数値で比較したり曲線のパター

ン化から評価したものであり，機能画像を作成し

て視覚的に評価する方法はあまり報告されていな

い1°・11・18｝．今回，著者らは従来より検討されている

収縮末期カウント（Max），拡張末期カウント（Min），

カウント増加率（q・Cl），摂取率（Uptake）などの
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指標に加え，新たな指標として最大収縮速度

（PCR），最大拡張速度（PDR），駆出時間（CT）を

算出し，これらを用いて視覚的に評価できる心機

能解析の変法（Functional　G－maps）を試みたので報

告する．

II．対象および方法

1．対　　象

First－pass法および心プール試験で虚血の所見
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Fig．　1　The　alignment　of　short－axis　images　at　each　slicc

　　　froTII　the　apex　to　base　for　each　fralnc　during　a

　　　cardiac　cycle．

がなく，壁運動，LVEFおよび心筋血流がいずれ

も正常な5例（男性3例，女性2例，25～39歳，

平均年齢372±13」歳）を対象とした．

　撮像には，低エネルギー汎用型コリメータを装

ED
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Fig．2　Thc　method　for　shce　thickness　corrcction．　Apcx－

　　　to－base　length　at　any　rrallle　was　divided　into　lO

　　　sliccs　with　the　same　thickncss．

1st
frame

（ED） XED，YED）
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Fig・3　　After　the　decision　of　the　apex　and　the　base　at　both　the　end－diastole　and　the　end－systole　in　the　coordinate　by　manual．

　　　their　locations　at　any　frame　were　automatically　determined　using　the　function：Y二A×cos（X十B）→d．
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Fig．4　The　alignmen【of　short－axis　images　after　being

　　　reconstructed　for　slice　thickness　correction．

　　　Images　at　any　frame　were　reframed　with　IO　slices．
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着したStarcam　4000XC／T－Starシステム（GE社

製）を用いた．マトリックスは64×64，拡大率は

L33倍とした．収集条件としてLPO　45度～RAO

45度の180度，32方法，1方向当たりの収集時

間は50秒とし，R－R間隔を12分割した．フィ

ルターは前処理にHanningフィルター，再構成に

はRampフィルターを用いた．吸収補正および散

乱補正は行わなかった．

　2．撮像プロトコール

　絶食安静時に‘メ’MTc－tetrofosmin　740　x　1　1　10　MBq

を投与し，同時にFirst　pass法を施行し，1時間

後にECG－gatcd　SPECTを撮像した．

　3．Functional・G－mapsの作成

　D　スライスの拡張処理

　　　（スライス厚とスライス数の補正）

　1心拍を12分割し，すべての再構成画像を作成

した．Fig．1に各時相の短軸像を示す．解析に

は，拡張末期（以下ED）から収縮末期（以下ES）

までの12分害1」のうちの最初の11分割を用い，最

後の1分割はカウントの統計変動が大きいため解

析から除外した．各分割において心尖部から心基

部まで同じスライス厚に補間し，10スライスの

短軸像に再構築した（Fig．2）．各時相の画像につ

いて心尖部と心基部の位置を自動設定するために

ED画像とES画像を手動で設定し，これらの位

置をリファレンスとして各時相画像の心尖部と心

Fig．5　　Thc　centers　and　the　radii　at　the　apical　and　the

　　　bas　al　images　aはhe　end－diastole　and　the　end－

　　　systole　were　determined　by　manual．　whereas　they

　　　at　any　frames　were　automatically　determined

　　　using　20％of　the　maximal　count　as　the　threshold

　　　level．

40segments

Fig．6　Each　short－axis　image　was　divided　by　40　radii

　　　into　40　segments．　Subsequently　the　time－activity

　　　curve　was　generated　from　the　total　counts　in－

　　　cluded　in　each　segment　plus　both　neighboring

　　　segments・

基部を決定した．Fig．1に示す各時相の心尖部と

心基部の位置は座標（xy）上で三角関数を用いて

最小自乗法で近似することができる．すなわち

　　Y＝A×cos（X十B）十d　　　　　　　　　（D

として表すことができる（Fig．3）．ここに，定数
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①：Max（ES）

②：Min（ED）

①②

①②

丁

：Count　increase（Cl）

：％Count　increase（％Cl）

③：Peak　Contraction　Rate（PCR）

④：Peak　Distension　Rate（PDR）

⑤：Contraction・Time（CT）

time

Fig．7　Acurve　obtained　by　fitting　the　second　order　Fourier　function　to　a　time－activity　curve，

　　　and　its　differential　curve．　A　variety　of　parameters　was　obtained　from　these　curves；　Max

　　　（End－systolic　count），　Min（End－diastolic　count），％σ（Percent　count　increase），　Uptake，

　　　PCR（Peak　contraction　rate），　PDR（Peak　distention　rate）and　CT（Contraction　time）．

A，B、　dは次式で得られる．

　　　　YED－d
　A＝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）
　　　cos（Xi三D十B）

　　　　　YF．D×cos（XEs）一　YEs×cos（XED）
　tan（B）＝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3）

d＝
　　　　2

　　YEl）×sin（XEs）－Y，三s×sin（XF｛1））

Y｝，1）十Y　F．s

（4）

　2）スライスのReframe処理

　Fig．1に示す各時相の短軸像について時相とス

ライス位置を変換し，Fig．4に示す時系列画像を

作成した．これにより各スライス（合計10スライ

ス）毎の11分割の短軸像が得られた．

　3）時間放射能曲線の作成

　10スライスに再構築された短軸像の心尖部と

心基部スライス（ED画像とES画像）をリファレ

ンスとして，それぞれの中心座標と有効半径（心

筋全体が入る半径）を設定し，有効半径内の最高

計数値209・の閾値を心筋部とした（Fig．5）．他の

スライスの中心座標は（1）式より求めた．

　次にFig．6に示すように1スライスを40領域

に分割し，その1領域と両側の各1領域からなる

合計3領域のトータルカウントから11分割につ

いて時間放射能曲線を作成した．したがって合計

400領域の時間放射能曲線が得られた．

　4）　フーリエ解析による処理

　400領域の時間放射能曲線を2次のフーリエ級

数で逆フィッティングし，得られた近似式と微分

式を自動解析して以下の指標を算出した（Fig．7）．

　1．Max（Maximum　count．単位count）

　　　フーリエ逆フィッティングにおける最大値

　　　（ESに相当）

　2．Min（Minimum　count，単位count）

　　　フーリエ逆フィッティングにおける最小値

　　　（EDに相当）

　3．CI（Count　increase，単位count）

　　　Max－Min
4．

5

6

％CI（9・　count　increase、単位9・）

（Max－Min）／Min×100

Uptake（単位count）

フーリエ逆フィッティングにおける平均値

PCR（Peak　contraction　rate，単位countims）

フーリエ逆フィッティングにおける最大変

化率（収縮時の最大カウント増加率）
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7

Fig．8

PDR（Peak・distention　rate，単位countims）

フーリエ逆フィッティングにおける最小変

化率（拡張時の最大カウント減少率）

　　　　5　segments

Functional　G－map　consisted　of　fi　ve　segments

including　apex，　anterior．　septal、　inferior　and

lateral　segmenしEach　of％Max，％Min．％Uptake

or％CT　was　normalized　by　the　maximal　value

and％PCR　and％PDR　wcre　normalized　by　thc

maximal　value　ofeach％Min．

8．CT（Contraction　time，単位ms）

　　EDからESまでの時間

5）局所指標の解析

　10スライスを極座標に展開した後に，14スラ

イスを心尖部，それを除いた領域を前壁，中隔，

下壁，側壁に4分割（または8分割）し，合計5

（または9）領域の各種指標の絶対値を算出した

（Fig．8）．

　画像の表示スケールは各指標（％Clは除く）毎

に絶対値の最高値を100％として表示した．CT

値は，収縮時間が遅延しているほど100％に近い

値として表示される．

　4．評価法
　左室心筋域を前壁，中隔，心尖部，下壁，側壁

の5領域に分け，機能画像の視覚的評価と定量的

評価を行った．定量的評価では％CI以外の各種

指標の値を以下の方法で算出した．すなわちUp－

take，　Max．　Minについては5領域のうちの最大値

で除して百分率表示したものを各々q・　Uptake，

％Cl

PCR

Uptake

PDR

Max

CT

Min

Fig．9　Functional　G－maps　of　90CI，％Uptake、％Max，％Min、　90　PC　R，　90PDR　and　9eCT　in　a　normal　subject　were　shown　the

　　　significant　difference　among　each　segment　in　every　parameters．　Each　scale　except％αwas　represented　as　1　OO　qo．

　　　normalized　by　the　maximal　value　in　every　parameter，　whereas％CT　was　represented　as　lOO％at　the　delayed

　　　COntraCtiOn　time．
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Table　1 Values（mean±ls．d．）of％α，90　Uptake，％Max，％Min，％PCR，％PDR

　　　and％CT　in　each　region　in　5　normal　subjects

％CI ％Uptake ％Max ％Min ％PCR ％PDR ％CT

Apex
Ant．

Sep．

Inf．

Lat．

94．4±14．4

109．8±20．7

1135±29．3

103．3±15．4

88．2±7．5

95．0±4．8

9L3±6．4

94．2±3．6

91．3±9．1

95．9±3．8

94．9±4．9

94．2±6．3

97．5±3．1

92．8±8．9

93．9±4．0

95．2±4．1　　　3．70±0．67

87．6±7．7　　　　4．23±O．66

89．2±7．2　　　　4．46±1．14

88．5±10．8　　　4．02±0．55

96．5±5．9　　　　3．56±0．74

4．32±0．70　　　111．7±9．4

4．44±1．30　　　104．1±3．6

4．29±L71　　　100．9±1．7

4．02±0．74　　　104．3±35

3．76±0．40　　　　105．8±5．1

Ant．：Anterior，　Sep．：Septal，　Inf．：Inferior，　Lat．：Lateral （％）

％Max，％Minと定義した．　CTについては5領域

のうちの最小値で除して，9。CTとした．　PCR，

PDRについてはそれぞれ各領域のMin値で除し

た値を％PCR，％PDRと定義した．

　検定には多群検定として一元配置分散分析

（One－factor・ANOVA）を用い，多重比較検定とし

てFisher’s　Protected　Least　Significant　Difference

（Fisher’sPLSD）を用いた．危険率5％以下を有意

と判定した．

III．結　　果

　正常例における各Functional　G－mapsをFig．9

に，指標の値をTable　lに示す．

　％Maxの画像では，前壁から中隔にかけて値が

高く，下壁から側壁で低い値が認められた．指標

（平均値）は中隔と側壁間で統計的に有意差は認め

ないものの，側壁で低値を示した（97．5％，93．9％，

P＝NS）．％Minの画像では心尖部と側壁が高く，

前壁や中隔で低く，指標の値は側壁よりも中隔で

低値を示した（96．5％，89．2％，p＝NS）．9・　Uptake

（全体のスライスを加算した平均カウント）は下壁

で低い傾向がみられたものの，各領域間で有意差

は認められなかった．

　％CIは，中隔（ll3．5％），前壁（109．8％）および

下壁（103．3％）で高く，心尖部や側壁では低値で

あった．特に中隔と側壁の間で有意差が強く認め

られた（1　135　90，　88．2％、P＜0．05）．

　％PCRは％CIとほぼ同様に，中隔（4．46％），前

壁（4．23％）および下壁（4．02％）で高値を示した．

％PDRは側壁や下壁が若干低いものの，各領域間

で有意差は認められなかった，

　％CTは心尖部（111．7％）と側壁（105．8％）で高

く，中隔（100．9％）で低い傾向が認められた．指

標の値は心尖部と，中隔あるいは前壁に比べ心尖

部で有意な高値が認められた（p＜0．005，p＜

0．05）．

IV．考　　察

　これまでに行われてきた心筋ECG－Gated

SPECT法の解析では，視覚的な心機能画像を用

いた評価は少ない．著者らはMax，Min，％CI，

Uptakeのほかに，　PCR，　PDR，CTを新たに算出

し，それらの値の比較と同時に視覚評価ができる

心機能解析の変法（Functional　G－maps）を試みた．

　本法の特徴はスライス厚の補正と計算法に改良

を加えたことである．スライス厚の補正は各時相

において心尖部と心基部を設定し，同じスライス

厚で同じスライス数になるように補間補正した．

これにより同一部位，同一スライス厚での比較が

可能となった．計算法については各短軸像を40

領域に分割し，トータルカウントを用いて時間放

射能曲線を解析した．先に報告された計算法は

カウントの平均値，あるいは最大値を用いたも

の11・13．17．18）が多いが，トータルカウントを用いる

ことによってPCR，　PDR，　CTの解析が可能と

なった．ECG－Gated　SPECTによる心筋の収縮能

や拡張能の評価に関しては他のモダリティとの検

討が充分なされているとはいえないが，これらの

指標も臨床で充分使用できると思われる．

　従来より拡張末期から収縮末期にかけて短軸像

の中心は心尖部側に移行すること，心内腔の大き

さが異なること，その大きさに応じて中心設定
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をしなければならないこと，等が指摘されてき

た14）．それ故，今回の著者らの検討では，10スラ

イスに再構築された左室短軸像の心尖部と心基部

スライス（ED画像とES画像）をリファレンスと

して，それぞれの中心座標と有効半径（心筋全体

が入る半径）を設定し，他のスライスの中心座標

については（1）式を用いて決定した．これにより

拡張末期から収縮末期にかけて，各スライスの短

軸像の中心を自動的に設定することができた．心

筋テクネ製剤では肝臓が心筋に極端に接近して描

出されることがある．今回，肝臓の影響を抑える

ために予め心筋部に対し有効半径を手動で設定し

た後に，その有効半径内にある最高計数値20q・

の閾値を心筋部とした（Fig．5）．肝臓と心筋が重

なった場合には分離は困難であるが，今回の対象

では重なった例はみられなかった．

　正常例の％CI値は各領域間で異なり，中隔
（113．5％），前壁（109．4％），下壁（103．3％）では高

く，心尖部や側壁では低値であった．今回の検討

で得られた正常例の％CI値は他施設で報告16・3°）さ

れた値よりもやや高値であった．その理由の1つ

として，時間放射能曲線の作成に用いられる心

筋カウントの相違が考えられた．白川ら19・は各

時相の時間放射能曲線に平均カウントを用い，

Mochizukiら11）は最大カウントを用いて計算し

た．一方，著者らはトータルカウントから算出し

たが，そのため若干高値になったと思われる．領

域間の傾向はMochizukiら111や白川ら19）の報告と

異なるものの，本解析法でも領域ごとに有意差が

みられた．

　今回の検討でPCR，　PDR，　CTの算出により，

さらに詳細な機能解析が可能となった．従来から

ポンプ機能としての心筋の収縮能や拡張能は，心

プールシンチにおける心室容積曲線から求めた最

大収縮速度（PER）や最大拡張速度（PFR）の値を用

いて評価されてきた2°）．したがって今後これらの

値と比較する必要がある．CT値は心拍数によっ

て影響され，心拍数は各患者間で異なるため，今

回は相対値で比較した．今後，心拍数ごとに補正

してCT値を標準化する必要がある．

　心筋収縮時のねじれ現象については，本解析法

では補正しなかった．心筋は収縮時に心尖部から

中央部では時計方向に，心基部は反時計方向に回

転することが報告されている2い24）．今後，より正

確な解析を行うためにはねじれ現象を考慮した改

良が必要と思われる．

　今回の検討では単検出器型ガンマカメラを用い

たためデータ収集時間は27分要し，解析には1

症例当たり20分の処理時間を要した．しかし，

多検出器型ガンマカメラを用いれば，収集時間は

大幅に短縮できる．ソフトウエアの充実（処理の

自動化）により，簡単な操作で処理時間も大いに

短縮できた．

　今回の検討では対象が正常者5例と少なく，心

疾患症例は含まれていない．今後症例数を増やし

て再検討し，Normal　fileを作成する必要がある．

V．結　　語

　1．心電図同期心筋SPBCTのデータを用い，

心筋血流の評価と同時に心機能を視覚的評価と定

量値の両方で評価できる解析法の改良（Functional

G－maps）を試み，正常例5例で検討した．

　2．90CI，　Uptake，　Max，　Min，　PCR，　PDRおよび

CTの各指標による機能画像を比較した．

　3．正常例の分布は各指標について領域ごとに

有意差が認められた．

　4．1症例に必要な処理時間は20分であり，簡

単な操作で心筋血流と局所心機能の視覚的評価が

可能で，臨床的にも応用できると思われた．
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Summary

A　Modified　Method　of　Cardiac　Functional　Analysis　for　ECG　Gated　SPECT：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Study　of　Functional　G・Maps

Masahisa　ONoGucHl＊1，　Hirotaka　MARuNo＊2，　Hajime　MuRATA＊3，　Kazuaki　MoRi＊2，

　　　　　　　Hinako　ToYAMA＊4，　Katsunori　YosHloKA＊5，　Teruhiko　TAKAYAMA＊1，

　　　　　　　　　　　　　　　　Masahiro　IRiMoTo＊6　and　Hitoshi　KATAYAMA＊6

＊iSchoo～qf　Heatth　Sciences，　Facu～り・qf〃edicine，κanazan’a　Universめ’

　　　　　　　＊2Division　qfNuclear　Medicine，　Toran・m・n　H・spi’a～

　　　　　　　　　　＊3Nati・n・〃nstitute　qfRadi・～・gicat　Sciences

　　　　　　　　　＊4Tok＞’・Metr・ρ・titan　lnstitute　qfGeront・t・8）’

　　　　　　　　　　　　＊℃Eγ・k・8・wa・Medicat　S），stems，　Ltd．

＊6Department　Of　Radiol・gy，　Facuto・　ofMedicine，ノuntendo　University

　　To　evaluate　the　cardiac　function　accurately　using

ECG　gated　SPECT　images，　we　performed　a　mOdified

method　of　cardiac　functional　analysis（Functional　G

maps）．　One　hour　after　the　intravenous　injection　of

lJ10MBq　of　9りmTc－tetrofosmin，　gated　SPECT　data

was　acquired　dividing　a　cardiac　cycle　into　12frames．

　　Every　short－axis　images　were　usually　reconstructed

using　first　110f　12　frames．　The　reconstruction　of　these

images　was　repeated　performing　slice　thickness　cor－

rection．　Because　the　apex－to－base　length　is　different　at

any　frame　during　a　cardiac　cycle．10slices　of　short－

axis　images　were　obtained　with　the　same　thickness　for

each　frame．　Subsequently　each　short－axis　image　was

divided　by　40　radii．　and　the　time　activity　curve　was

generated　from　the　total　counts　included　in　each　seg－

ment　plus　both　neighboring　segments．

　　Afterwards　the　curve　fitting　was　performed　using

the　second　reverse　Fourier　function．　From　fitted

curves　and　their　differentials，　we　estimated　a　variety

of　parameters　including　Max（End－systolic　count），

Min（End－diastolic　count）、％CI（Percent　count　in－

crease），　Uptake，　PCR（Peak　contraction　rate），　PDR

（Peak　distention　rate）and　CT（Contraction　time）」n　5

normal　subjects，　90Max　was　greater　in　the　anterior　and

septal　regions、　whereas　90Min　was　greater　in　the　apex

and　lateral　regions．％Cl　and　go　PCR　were　similarly

greater　in　the　septal，　anterior　and　inferior　regions・On

the　other　hand，％PDR　in　the　lateral　or　inferior　region

was　lower　than　the　values　in　the　other　regions．

　　In　conclusion，　this　modified　method　is　expected　to

be　useful　for　accurate　assessment　of　regional　cardiac

function　and　myocardial　perfusion．

　　Key　words：　ECG　gated　SPECT，　Cardiac　f叩c－

tional　analysis，　tPt）　mTc－tetrofosmin，　Functional　G－maps．

Presented by Medical*Online


	0385
	0386
	0387
	0388
	0389
	0390
	0391
	0392
	0393



