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I.　　　　　は じ め に

99mTc-Technegasシンチグラフィ (以下 テクネガ
スシンチ) は，肺気腫患者における換気異常の検
出1～3) に使用されているが，進行の程度を示す客
観的な指標がなく評価は主観的であった．そこで
SPECT 画像から肺野の集積の平均値を用いた定
量化の方法を発表した4)．今回さらに症例を増や
して，呼吸機能との関係を再度調べるとともに，
その方法を用いて肺気腫の局在による呼吸機能へ
の影響について検討した．

II.　対象および方法

対象は呼吸機能，臨床症状，CT の低吸収域な

どで診断した肺気腫患者 81 例 (うち 46 例で呼吸
機能施行) である．
テクネガスは専用の発生装置 (テトリー社製，

オーストラリア) を使用して得られ，粒子径は
0.05 µm から 0.005 µm， 最大でも 0.2 µm と報告
されている5～9)．0.1 ml  あたり 555 MBq の
99mTcO4

－ を 0.1 ml 使用した．テクネガス発生時
に無酸素状態になるため，テクネガス吸入前に臥
位で酸素 (毎分 3 リットル) を 3 分間吸入した後，
テクネガスを鼻栓をして一方回路にて 3 から 5 回
安静呼吸にて吸入した．
ガンマカメラは 2 検出器型の Picker 社製プリ

ズム 2000 を使用し，コリメータは低エネルギー
用高分解能型を用い，収集マトリクス 128×
128， 一方向 40 秒，72 方向，pixel 間隔 2.5 mm

で収集した．前処理に Low Pass Filter， 再構成に
Ramp Filter を用い吸収補正なしで，4 pixel 分を
加算したスライス厚 10 mm の transaxial 像を作成
した．定量化する方法はすでに発表済みであるが
概略を説明する4)．
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作成された SPECT 画像は個々で撮影条件が異
なるために標準化が必要である．SPECT 画像の
全スライス中の最大集積値を最大濃度 (255) とす
る 256 階調で表示することで標準化した．
画像は Macintosh に転送後，画像処理ソフトウ

エア MedVision により各スライスを TIFF (128×
128， 256 階調) 画像に変換し，画像解析ソフトウ
エア NIH Image のマクロ機能を用いて全肺の
SPECT 画像の定量化のプログラムを作成した．

定量化は以下の手順で行った  (Fig. 1)．予め CT

画像を参照して SPECT 画像の肺野濃度の閾値を
65 に設定し，肺尖から肺底まで全肺の SPECT 画
像を用いて濃度が閾値以上の領域を肺野として自
動抽出した．肺野は胸壁に囲まれているため抽出
は容易で再現性は高いが，気管や肺尖，肺底など
肺野外やノイズの強い領域はマニュアルで除去
し，肺野辺縁に集積欠損がある場合は CT を参考
に肺の輪郭を修正した．抽出した全肺野の両肺の

Fig.  1   Quantitative study of 99mTc-Technegas SPECT.

Fig.  2 Comparison between the order of visually determined disease severity and mean
(81 cases). Spearman’s rank correlation p＜0.0001
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画像から集積の平均値を求めることで定量化を
行った．
これまでの方法は先に報告をしているが，症例

を増やしたため次項について再検討した．(1) 視
覚的にまず 4 つの Stage に分類した10)．(Stage A

は均一集積，Stage B は不均一集積，Stage C は
hot spot 形成，Stage D は肺野の欠損が見られるも
のでこの順に重症化する．)  2 名の読影者の合議に
より原則画像中の最も進行した部位で判定した
が，ごく限局した変化では全体に占める割合の大

きい方で判定した．さらに同一の Stage 内の症例
も重症度を比較し，最終的に全症例を視覚的に重
症度により順番にならべ，定量化した平均値との
相関を検討した．(2) 平均値と呼吸機能との相関
を検討した．さらに，新たに今回は (3) 肺気腫の
局在と呼吸機能との関係について検討した．その
ため肺野の体積がほぼ等分されるように上肺と下
肺野に分けてそれぞれに平均値を測定した．平均
値を用いて上肺野が下肺野より 10 以上低い症例
(上肺野に肺気腫が強い症例) を上肺優位型，下肺
野が 10 以上低い症例 (下肺野に肺気腫が強い症
例) を下肺優位型，上下肺野の差が 10 以下を平均
型に分類し，呼吸機能との関係を比較検討した．
統計的解析は統計ソフト StatView5.0 を用いた．

III.　　　　　結　　果

1.　視覚的順序と平均値 (Spearman の順位相

　　関) (Fig. 2)

視覚的に肺野の集積が低下するほど，平均値も
低下しており強い相関を認めた (p＜0.0001)．

Fig.  3 Correlation between mean and FEV1.0%.
46 cases
y＝23.1＋0.378x　 R2＝0.565
correlation 0.752　 p＜0.0001

Table  1 Correlation between mean and pulmonary
function test (43 cases)

Correlation P-value

FEV1.0% 0.752 ＜0.0001

%VC 0.470 0.0013

RV/TLC －0.485 0.0008

V50 0.678 ＜0.0001

V25 0.448 0.0023

DLco 0.554 ＜0.0001

%DLco 0.506 0.0004

DLco/VA 0.618 ＜0.0001
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2.　平均値と呼吸機能との相関関係

　(Table 1, Fig. 3)

平均値と呼吸機能との相関関係を検定した．と
もに連続変数であるため Pearson の相関係数を用
いた．平均値と FEV1.0% が相関係数 0.752 と強い
相関と有意差を認めた．

3.　肺気腫の局在による呼吸機能 (FEV1.0%) と

　　の関係 (Fig. 4)

上肺優位型，下肺優位型に分けて，全肺野の平
均値と FEV1.0% との相関を求めた．その結果グラ
フは上肺優位型の方が上にあり，FEV1.0% と全肺
の平均値の比を求めて 2 つの型の検定をすると，
平均値が 80 以上で上肺優位型と下肺優位型に有
意差を認めた (Kruskal-Wallis 検定 p 値 0.027)．
よって平均値が 80 以上では，下肺野に肺気腫が
強い方が FEV1.0% は低下傾向にあることがわかっ
た．また平均値が大きくなるほど (軽症ほど) 両者

の差は大きい傾向にあると考えられた．

IV.　考　　察

SPECT 画像は病変の指摘は容易であるもの
の，その重症度を客観的に表現することはできず
評価は曖昧で，症例間の比較も困難であった．そ
こで測定が容易で直感的に重症度がわかりやすい
平均値を用いて，SPECT 画像を定量化する方法
を発表した4)．視覚的な Stage 分類は原則的に進
行した部位で判定するが，ごく一部の変化の場合
は判断が分かれるため，客観性的な指標として定
量化が必要であった．報告は Stage 分類に変わる
進行度の指標を求めるのが目的であるが，Stage

分類は進行度が感覚的にわかりやすいため，再度
Stage 分類を行って平均値との相関を検討した．
前回の検討では Stage A は症例が少なく除外して
いるが，Stage B, C, D 間の検討では，相互に有意

Fig.  4 Correlation between mean and FEV1.0%. Classified into three typed with distribution of
emphysema.

Upper dominant type    8 cases
y＝13.1＋0.528x　 R2＝0.702
correlation 0.838 p＝0.0094

Lower dominant type    17 cases
y＝26.4＋0.317x R2＝0.589
correlation 0.767 p＝0.0003

Kruskal-Wallis test between Upper and Lower dominant type
with “FEV1.0%/mean”

mean＞80 p＝0.027
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差が得られ，進行した Stage ほど各群と有意差が
はっきりしていた4)．平均値は進行した症例ほど
低下が明らかになるため，軽度の初期病変の検出
には無効で，重症度の指標として有効と考えられ
た．今回の症例を増やした検討でも，肺気腫が進
行するほど肺野の集積は低下するため平均値も低
下しており，視覚的な重症度の評価とよく相関し
ていた．平均値と各種の呼吸機能検査値とは
FEV1.0% に最も強い相関を認めた．視覚的な重症
度をよく反映し，FEV1.0% の変動とも強い相関を
示し，平均値は SPECT 画像の客観的な指標のひ
とつになり得ると考えられた．SPECT 画像を定
量化する際の特徴量抽出では，汎用性を重視し特
殊な装置を必要とせず定量化が容易である必要が
あった．前回は標準偏差も検討したが，平均値の
方が重症度と相関が強く定量化が容易で意味付け
も感覚的にわかりやすいため，定量化の指標とし
て平均値がふさわしいと思われた．　
定量化の問題点として hot spot 形成があった．

テクネガスは粒子径は大変小さく肺胞領域まで吸
入されるが，粒子としての性格も残しており気道
病変による hot spot 形成が認められる．画像の標
準化は最大集積値を用いるため hot spot の影響が
懸念された．しかし hot spot より肺野のどこかに
それ以上の集積が存在する例が多く標準化に影響
は認めなかった．
今回さらに肺気腫の分布が呼吸機能に及ぼす影

響を調べるため，肺気腫が上肺と下肺に強い場合
に分けて検討した．肺の体積の違いが影響すると
思われたので，ほぼ等分されるように上肺と下肺
にわけた．解剖学的な区分を用いなかったのは肺
葉の境が不明瞭なため定量が難しいことと体積が
異なるためである．上肺と下肺それぞれに平均値
を求め，上肺野に肺気腫がより強い方を上肺優位
型，下肺野により強い方を下肺優位型とした．そ
れぞれの型の，全肺の平均値と FEV1.0% との相関
を求めて検定し，平均値が 80 以上で上肺優位型
と下肺優位型に有意差を認めた．平均値が 80 と
は，Fig. 1 で，Stage C から Stage D への移行域に
相当している．平均値が 80 以下の症例は大部分

が Stage D となり進行した重症例であり肺気腫は
全肺に及んでおり，局在の差は問題にならない状
態と思われた．平均値が 80 以上の症例は一部
Stage D を含むが Stage C から A までの中程度か
ら軽度の症例であり，一部には正常肺も残存して
いると思われる．これらは全肺の平均値が同じな
ら，つまり重症度が同じなら，FEV1.0% は下肺に
肺気腫が強い方が低下する傾向にあることがわ
かった．さらに，進行し重症化すると局在の差の
影響は少なくなる傾向にあり，軽症例ほど肺気腫
の部位による差が現れやすいと考えられた．
肺気腫の局在と呼吸機能との関係では，CT を

使った報告がある11，12)．気管分岐部で上下肺に
わけて肺気腫を評価し，肺気腫が下肺に強い方が
呼吸機能に影響が強く，DLco と TLC に相関して
いるが，FCV1 とは有意な相関はなかったとして
いる．この報告では肺気腫の全症例を用いても，
DLco と TLC に相関し，FCV1 とは有意な相関は
認めていない．一般的に肺気腫の診断基準に
FEV1% が定められており，CT の定量化でも相関
が得られるはずである13,14)．この報告では呼吸機
能が異常で CT が正常な症例が 20%， その逆が
40% と早期の症例が多く認められる．今回のテク
ネガス SPECT の結果では下肺野に病変があるほ
うが呼吸機能への影響が大きいことがわかった
が，FEV1.0% との相関をより強く認めた．本症例
は進行例が多く呼吸機能の低下した症例が多いこ
とや，肺気腫の検出は CT よりもテクネガス
SPECT の方が早期に可能なことが，呼吸機能と
相関する項目が異なる原因であると考えられる．
しかし形態的な変化を表示する CT と，機能を表
示するテクネガス SPECT では評価の方法が異
なっているため本質的な違いも隠されていると思
われる．CT では低吸収域の肺野に占める割合を
求めた定量化14) が一般的となっている．今回テク
ネガス SPECT も平均値で定量化が可能になった
ことより，同一症例での定量化による比較が可能
となり今後症例を重ねて両者の相違について検討
していきたい．
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V.　　　　　結　　語

1. SPECT 画像の全肺野の集積の平均値は，視
覚的な重症度をよく反映しており，肺気腫の定量
化の指標になり得る．

2. 平均値と，FEV1.0% と強い相関を認めた．
3. 全肺の平均値が同一 (重症度が同じ) であれば，
下肺野に肺気腫があるほうが呼吸機能 (FEV1.0%)

への影響が大きいことがわかった．
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Summary

Quantitative Study of 99mTc-Technegas SPECT for Ventilatory Impairment
in Pulmonary Emphysema

—Regional Distribution: Correlation of SPECT with Pulmonary Function Test—

Katashi SATOH, Masahiro MITANI, Yuka YAMAMOTO,
Yoshihiro NISHIYAMA and Motoomi OHKAWA

Department of Radiology, Kagawa Medical University

99mTc-Technegas scintigraphy is used for evalua-
tion of abnormality of ventilation in pulmonary em-
physema. Although the abnormality of ventilation
distribution is very easy to find, there is not an objec-
tive index. The evaluation is subjective and different
by each radiologist. It was also difficult to compare
each cases and the clinical course in the same case.
The present study for quantitative evaluation has
proved that excellent correlations is obtained between
the mean voxel values of the lung and stage classifi-

cation. Furthermore, a correlation is observed between
the mean and FEV1.0%. These deta indicate that quan-
titative analysis of SPECT seem to be useful to clas-
sify the clinical stage and compare the each cases. And
respiratory function decreases as much as chronic
pulmonary emphysema exists in the lower lung field.

Key words:   Pulmonary emphysema, 99mTc-
Technegas, SPECT, Quantitative study, Ventilation
study.
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