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《原　著》

QGSプログラム（左室輪郭自動抽出法）による左室容積算出精度，

　　　　　およびSPECT空間分解能を用いた補正方法の検討

高山　卓三＊ 本村　信篤＊

　要旨　心電図同期心筋SPECTデータより左室輪郭を自動抽出し，左室内容積を計測する左室機能自

動解析ソフト（QGSプログラム）の左室容積算出精度を心筋ファントムを用いて評価した．実験の結果，

SPECT空間分解能の劣化に伴って最大13％過小評価していることがわかった．そこで，検出器の

SPECT空間分解能を用いてQGSプログラムから測定される左室容積を補正する方法を開発した．本

補正方法を使用することにより，心筋ファントムでは誤差L4％以内で左室容積が算出可能であること

がわかった．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（核医学35：721－726，1998）

1．はじめに

　心電図同期心筋SPECTデータを用いた心機能

解析法として，左室内腔を描出する方法t・2）と収

縮時の心筋count　densityの上昇率を算出する方法3）

がある．このうち，左室内腔を描出する方法に基

づいて左室容積，および左室駆出分画（LVEF）を

算出する方法が最近では多く使用されている．

　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）12）を用いて行った左

室容積の計測精度については，二方向左室造影

（Simpson法）から計測された値と比較することで

検討されているが，左室拡張末期容積（LVEDV）

は左室造影法より過小評価されることが報告され

ている4）．LVEDVに影響を与える要因として，

SPECT再構成時の前処理フィルタにおけるorder

値およびcut・off値，あるいは収集カウント値，内

腔抽出処理において固定されているcircumferen－－

tial　profi　le　analysisの最大値からの偏差比率等が指

摘されている4・5｝．これらはすべて左室内腔の輪

郭を描出する位置に影響を与える要因と考えられ

るが，真の左室容積からの計測誤差はガンマカメ

ラ自身の持つSPBCT空間分解能の影響が大きい

と考えられる．すなわち心電図同期心筋SPECT

データがシステム空間分解能分ボケることによ

り，真の左室内腔輪郭より内側に輪郭描出し，算

出される左室容積が過小評価されると考えた．

　そこで，心筋を模擬したファントムを使用して

ガンマカメラの検出器の回転半径を変化させるこ

とでSPECT空間分解能を変化させ，　QGSプログ

ラムで算出される左室容積の算出精度を検証し

た．またシステム空間分解能の影響を補正する方

法を考案し，補正精度の検討を行った．

II．理　　論
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　　　　　　　　　　　　　　　高　山　卓　三

　QGSプログラムでは，内腔抽出処理において

circumferential　profile　analysisの最大値からの偏差

比率を65％に固定している1・2）．このため，精度

よく左室容積を算出できるSPECT空間分解能

（FWHM）が存在し，それより悪いSPBCT空間分
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解能（FWHM）での収集では画像がボケることに

より，真の左室内腔よりも内側に内腔を抽出する

可能性がある．これにより，真の左室容積よりも

QGSプログラムで算出された左室容積は過小評価

すると考えた．

　コリメータによるSPECT画像のボケ，すなわ

ちSPECT空間分解能はコリメータからの距離が

遠くなるとボケが大きくなる傾向がある．よって

各収集において検出器の回転半径が異なる場合，

SPECT空間分解能が変わり，同一の容積のファ

ントムを収集しても，QGSプログラムで測定さ

れる左室容積は異なる結果が得られる．

　サンプリング定理6）より，コリメータによる

SPBCT画像のボケはSPECT空間分解能（FWHM）

の1／2であり，真の左室内腔輪郭より内外の2方

向にボケるため，内側ではSPECT空間分解能

（FWHM）の1／4ボケていると考えた．

　使用した心筋ファントムの形状をFig．1に示

す．測定時のSPECT空間分解能（FWHM）＝bcm

の時のボケを考慮した左室容積の計算値は（式1）

で表される．

　　．v．．

1・3　cm ↑’

・…

遣⊃．”

：　　　99cm　　：

Fig．1　Dimensions　of　the　myocardial　phantom　used　in

　　　this　study．

Table　1 SPECT　spatial　resolution　of　the　LEHR　colli－

mator　in　99mTc

Rotation　radius　of

detectors（mm）

SPECT　spatial

resolution（mm）

132

155

175

195

215

235

255

275

295

305

ll．1

12．0

12．8

13．5

14．3

15．0

15．8

16．6

17．3

17．7

Vcal＝4！3＊が（α一（b－a）／4）＊（α一（b－a）／4）＊（β

　　一（b－a）／4）！2　　　　　　　　　（式1）

ここで，

Vcal：測定時のSPECT空間分解能（FWHM）がb

cmの時のボケを考慮した左室容積の計算値（m∫）

　α：心筋を楕円球に近似した時の短軸の長さ

　β：心筋を楕円球に近似した時の長軸の長さ

　a：真の左室容積を算出できるSPECT空間分解

能（FWHM）

　b：測定時のSPECT空間分解能（FWHM）

　QGSプログラムにより測定される容積は，測

定時のSPECT空間分解能（FWHM）がbcmの時
のボケを考慮した左室容積の計算値Vcalであると

仮定すると，（式1）より真の左室容積を算出でき

るSPECT空間分解能a，収集時のSPECT空間
分解能bとα：βの比を代入することで，心筋を

楕円球の半分に近似した時の短軸の長さであるα

の3次式になる．ここでα：βの比は，収集され

た垂直断層像を楕円球の半分に近似して，短軸と

長軸を垂直断層像から直接測定する．

　この3次方程式を解くことでαβを算出し，

（式2）を用いてSPECT空間分解能を補正した左

室容積を算出することが可能である．

Vc＝4／3＊π＊α2＊β／2 （式2）

ここで，

V、：SPECT空間分解能を補正した左室容積

III．方　　法

　（1）心筋SPECTデータ収集とQGSプログラ

　　ムにより測定された左室容積の精度評価

　（A）使用装置

　東芝製3検出器型SPECT専用装置GCA－9300A／

UIと東芝製核医学画像処理装置GMS－5500UIを

用いてデータの収集，処理を行った．コリメータ

は，低エネルギー高分解能コリメータ（LEHR）を
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Q）／

Fig．2　Acquisition　system　used　in　this　study．　The　long

　　　axis　of　the　myocardial　phantom　is　parallel　to　the

　　　surface　of　the　detectors．　The　phantom　is　located

　　　on　the　box　made　by　thin　paper．

＿　　L20　　　　　　　　　　　　－－With　compensation昌
ts。　1．15

竃Ll・　　　一＋’Wi・h・u…m・・n・a・i・n

昌§　1．05

Y三ξ1．00

皇鯉0．95

9＜3て）＼．Si　O．90

翼1：：1；

　　　　120　　　　　170　　　　　220　　　　　270　　　　　320

　　　　　　Rotation　radius　ofthe　detectors（mm）

Fig．3　The　ratio　between　measured　value　and　acωal

　　　value　of　the　myocardial　phantom．　Solid　line　is

　　　with　compensation　data．　Doued　hne　is　witho山

　　　compensation　data．

使用した．Table　1に，このシステムで99mTcを

使用したときの検出器の回転半径とSPECT空間

分解能の関係を示す．

　（B）心筋ファントムSPECTイメージング

　心筋ファントム（RH2型，京都科学社製）の左

室心筋部に99n1Tcを111MBq注入し，心筋の長

軸と検出器面が平行になり，画像の中心位置にな

るように心筋ファントムを固定した（Fig．2）．こ

れは，体軸断層像から短軸断層像を得る時に発生

する誤差を取り除くためである．また，ファント

ムでの吸収や散乱の影響が少ないように，心筋

ファントム単体のみを用いて測定した．

　収集はマトリックスサイズ128×128，拡大率

1倍（ピクセル実長3．2mm），1方向当たり30秒

の収集時間で4度毎の3検出器同時120度ステッ

723

プ収集を行った．SPECT空間分解能を変化させ

るために，検出器の回転半径は132　mm．155　mm、

175mm，195　mm，215mm、235　mm．255　mm、275

mm，295　mm、305　mmの10箇所で測定した．

　（C）　データ処理

　心筋ファントムSPECTの投影データを5×5の

スムージングで前処理し，rampフィルタを用い

てフィルタ補正逆投影法により再構成を行った．

　左室容積の算出は，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）12）を用いて行った．

　（2）SPECT空間分解能を用いた補正を行った

　　左室容積と真の心筋ファントムの左室容積の

　　比較

　（式1）でv、、1にQGSプログラムから測定され

る左室容積を代入し，b＝Ll1，aには測定した検

出器半径でのSPECT空間分解能をそれぞれ代入

した．また，左室内腔の短軸の長さと長軸の長さ

の比は，ファントムの短軸と長軸の真の長さの比

である短軸：長軸＝2．8：9．9とした．以上によ

り，（式Dは左室内腔の短軸の長さ（α）の3次元

方程式になり，方程式を解くことで左室内腔の短

軸の長さ，長軸の長さを求めた．これより求めら

れた左室内腔の短軸の長さ，長軸の長さを（式2）

に代入することにより，SPECT空間分解能を用

いた補正を行った左室容積を算出した．

　各検出器半径で測定した後に，SPECT空間分

解能を用いた補正を行った左室容積と，真の心筋

ファントムの左室容積を比較することで，本補正

方法を検証した．

　（3）短軸と長軸の長さの測定値が与える誤差

　　評価

　本補正法で発生する最大の誤差は，垂直断層像

から直接測定する短軸と長軸の長さの測定誤差に

よると考えられる．そこで実際に測定できるの

は，短軸の直径と長軸の長さであるため，それぞ

れが1ピクセル長の測定誤差を含む場合が最大誤

差であると考えられる．1ピクセル長；3．2mm

（128×128）であるため真の長軸と短軸の比は354

であるが，長軸と短軸の測定値の比は
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Fig．4　The　ratio　between　the　volume　with　measured　error

　　　and　without　measured　error．　Solid　line　is　the　data

　　　using　the　ratio　between　short　axis　and　long　axis　is

　　　3．87．Dotted　line　is　the　data　using　the　ratio　be－

　　　tween　short　axis　and　long　axis　is　3．24．

長軸／短軸＝（9．9－0．32）／（（2．8×2＋0．32）／2）＝3．24

から

短軸／長軸＝（9．9＋0．32）／（（2．8×2－O．32）！2）＝3．87

まで変化すると考えられる．

　これらの変化が補正に与える影響を評価するた

めに，それぞれの長軸と短軸の比を用いて補正を

行った左室容積と，真の長軸と短軸の比を用いて

補正を行った左室容積を比較する．

IV．結　　果

　（1）心筋SPECTデータ収集とQGSプログラ

　　ムにより測定された左室容積の精度評価

　測定した検出器の回転半径と，QGSプログラ

ムから測定される左室容積と真の左室容積との関

係をFig．3に示す．　QGSプログラムから測定さ

れる左室容積は，真の左室容積と最近接位置（検

出器の回転半径＝132　mm）で一致した．検出器の

回転半径が大きくなるに従って過小評価する傾向

にあり，最離反位置（305mm）では真の左室容積

より13％過小評価していた．

　（2）SPECT空間分解能を用いた補正を行った

　　左室容積と真の心筋ファントムの左室容積の

　　比較

　収集した検出器の回転半径と，（式2）より算出

されたSPBCT空間分解能を用いた補正を行った

左室容積（v、）と真の心筋ファントムの左室容積の

比の関係をFig．3に示す．　SPECT空間分解能を

補正することで，最大1．4qcの誤差で真の左室容

積が測定可能であった．

　（3）短軸と長軸の長さの測定値が与える誤差

　　評価

　長軸と短軸の比が3．24，および3．87として補

正を行った場合と，真の長軸と短軸の比を用いて

補正を行った場合の容積の比をFig．4に示す．

　短軸と長軸の長さの比を，垂直断層像から直接

測定することより，最大で0．3％の誤差が発生す

ることがわかった．

V．考　　察

　本研究では，始めにGermanoらのQGSプログ

ラムの左室容積の測定精度を心筋ファントムを用

いて評価し，検出器のSPECT空間分解能によっ

ては左室容積を過小評価する結果を得た．これ

は，検出器の回転半径や使用するコリメータの種

類や使用するRlの核種により，QGSプログラム

の左室容積の測定精度が変化することを示してい

る．臨床時の心筋SPECT収集では，検出器の回

転半径は220mmから250　mm付近で収集する場

合が多いと考えられるため，Fig．3より真の左室

容積より約7％の過小評価していると推定され

る．これは，下津らが行った臨床評価4）とほぼ同

じ結果が得られた．

　そこで，われわれは検出器のSPECT空間分解

能による補正法を開発し，ファントムでは検出器

のSPECT空間分解能を使用して補正することで

真の左室容積を測定することが可能であることを

示した．この補正法を使用することにより，コリ

メータの種類や患者の体型による回転半径の違い

や使用するRIの核種に依存しない，真の左室容

積をQGSプログラムで測定することが可能に
なった．

　本研究では，SPECT収集時におけるカウント

は臨床時の10倍以上を想定し，QGSプログラム

で必要である短軸断層像を得る時に発生する誤

差を極力押さえるように評価した．また，

Butterworthフィルタは使用せず，前処理では5×

5のスムージングを行った．しかし，臨床で得ら
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れる画像はカウントが少なく，Butterworthフィ

ルタを使用した場合，カットオフ周波数を任意に

設定できるため，この影響は無視できない要因で

あると考えられる．

　QGSプログラムを使用して左室内腔容積を算

出する際に発生する可能性がある誤差は，以下に

大別されると考えた．

　（D薬剤等が集積や排泄される時に生じる生

　　　理的現象に起因する誤差

　（2）計測に起因する誤差

　（3）データ処理に起因する誤差

　（4）解析プログラムのアルゴリズムに起因す

　　　る誤差

　（5）補正に起因する誤差

計測に起因する誤差として，統計誤差と空間分解

能に起因する誤差があるが，本論文で空間分解能

に起因する誤差を補正する方法を論じた．統計誤

差に起因する誤差は，収集カウントが少ない場合

での輪郭抽出の誤差評価であるが，今後の課題と

する．また，計測時に工夫を行い（3）を無視でき

るようにした．（5）は，垂直断層像から直接心筋

の短軸長と長軸長の長さの比を測定する時，そこ

に起因すると考えられる左室容積の測定誤差は最

大で0．3％しか発生しないことより，本補正法に

は大きく影響しないことがわかった．本補正法に

起因する他の誤差としては，心筋の形状を楕円球

に近似することによる誤差，および心筋が画像中

心からずれることによる空間分解能の変化がある

が，SPBCT空間分解能がllmmよりも悪いこと

を考慮すると，ほとんど無視できる範囲内である

と推測される．これらの誤差を評価した上で臨床

評価を行うことで，初めて（Dを含んだ（4）であ

る動いている心臓の左室内腔容積を心電図同期収

集データを基に算出する精度を評価することが可

能になると考えられる．

　なお，検出器のSPECT空間分解能がLVEFに

与える影響は本研究では行うことができないた

め，今後，臨床評価が必要であると考えられる．

VI．結　　語

　心筋ファントムを使用して，QGSプログラム

を用いて測定した左室容積の測定精度と，検出器

のSPECT空間分解能の関係を評価した．左室容

積は，検出器のSPECT空間分解能によって過小

評価することがわかった．また，検出器の

SPECT空間分解能を用いた左室容積の補正法を

開発し，良好な結果が得られた．
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Summary

　　The　Compensation　Method　for　the　Effects　of　System　Resolution

to　the　Left　Ventricular　Volume　Measurements　Using　QGS　Program

Takuzo　TAKAYAMA　and　Nobutoku　MoToMuRA

Mediむalε’lg”leeri’18　LαわθrOfθハ’，　Tos／1iわo　Cθrpθrati‘川

　　We　evaluated　the　accuracy　of　left　ventricular　vol－

ume　calculations　performed　using　the　left　ventricular

function　automatic　analysis　software（QGS　program）．

which　automatically　extracts　the　left　ventricuEar　pro－

file　from　ECG－gated　myocardial　SPECT　data　and　then

measures　the　left　ventricular　volume．　We　used　a　myo－

cardial　phantom　for　this　evaluation．　The　results　of　our

experiments　showed　that　the　left　ventricular　volume

was　underestimated　by　up　to　13％as　the　SPECT　spa一

tial　resolution　deteriorated．　To　overcome　this　problem，

we　have　developed　a　method　for　correcting　the　left

ventricular　volume　measured　by　the　QGS　program

according　to　the　SPECT　spatial　resolution　of　the　de－

tectors．　This　new　correction　method　permits　the　left

ventricular　volume　of　the　phantom　to　be　calculated

with　an　error　of　lesg．　than　1．4％．

　　Key　words：　Gated　myocardial　SPECT、　SPECT

resolution、　Compensation．
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