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平成 20  20  20  20  20 年度　ワーキンググループ報告

担当理事　油野　民雄
千田　道雄

日本核医学会では，会員から提案された課題を行うワーキンググループに研究費を

助成し，核医学の普及，活性化，啓蒙活動を行ってきました．本号では，平成 20

年度に行われた以下の 1 課題について研究成果の報告を掲載します．

　　　課題：心筋 SPECT 標準 (JSNM2007) の作成と臨床的検証

　　　代表：中嶋　憲一 （金沢大学医薬保健研究域医学系・核医学）

平成 8 年度にはじまったワーキンググループ研究は，その時々に必要性の高いテー

マが会員から提案され，グループ構成員の共同研究結果が最終報告として本誌に掲

載されてきました．今後も会員の皆様から，必要性の高い研究テーマをご提案いた

だき，活発な活動が行われることを期待しています．
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心筋 SPECT 標準 (JSNM2007) の作成と臨床的検証

代表：中嶋　憲一 （金沢大学医薬保健研究域医学系・核医学）

要旨　心筋 SPECT 標準ワーキンググループは，前年度の 「日本人における心筋 SPECT データの標

準化」 において多施設より収集した心筋標準データベースをもとに，臨床的応用が可能であるかどうか

を検証する目的で組織された．心筋 SPECT の標準データベースとしては，収集方法と核種ごと (99mTc

心筋血流製剤，201Tl， 123I-MIBG， 123I-BMIPP) に心筋 SPECT の polar map パターンを作成し，平均と

偏差の基準値を公開した．また，そのデータをもとに，各機器メーカーおよび異なる定量ソフトウェア

に対応できる標準ファイルを作成した．Gated SPECT では，駆出分画，心室容積，拡張機能の日本人

における正常範囲を示した．また，MIBG については，前面像での心・縦隔比の標準値の決定も行っ

た．心筋血流 SPECT にこの標準データベースを適用し，複数の施設で検証した結果，各施設の心臓核

医学検査読影医と同等の診断精度であった．本データベースは公開されており，研究者やソフトウェア

開発関係者に提供できる．

背景と目的

心筋 SPECT における標準データベースは国内
では設定されておらず，多くのソフトウェアは米
国で作成されたデータを暫定的に用いるか，ある
いは各施設で少数例を用いて作成されているにす
ぎなかった．また，123I 標識製剤の BMIPP，  MIBG

に関しては世界的にも標準データが作成されてい
ない．このワーキンググループではその SPECT

標準データベースを作成し，国内の全施設で利用
できる形式で提供することを目標とした．また，
そのデータベースを各メーカーのソフトウェアに
導入し，その臨床的妥当性を検討することを目的
とした．
本ワーキンググループの目的は以下のとおりで

ある．
　(1) 心筋 SPECT における日本人の標準データ
ベース (JSNM2007 版標準) を，心筋血流
(201Tl,  99mTc-MIBI および tetrofosmin)， 123I-

BMIPP および 123I-MIBG イメージングに関連
して作成すること

　(2) 標準データベースを各種の心筋定量解析ソ
フトウェアに組み込むこと

　(3) 各標準データベースの特徴抽出を行うこと
　(4) 本データベースを用いた場合の有用性を臨
床例において検証すること

各項目の結果については，以下の原著論文および
国内外の学会で報告してきたので，以下にその成
果の要点を記載する．

心筋標準ワーキンググループに関連する班員と

協力者

表に示す共同研究者と機器および医薬品関連会
社の協力を受けた．

表　班員および共同研究者

班員および協力者
日本医科大学：汲田伸一郎，福嶋善光
国立循環器病センター ：
　石田良雄 （現在，関西労災病院）
東京女医科大学：百瀬　満
慶應義塾大学：橋本　順 （現在，東海大学）
北海道大学：
　森田浩―，犬伏正幸，吉永恵一郎
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金沢循環器病院：河野匡哉
駿河台日本大学病院：松本直也
東邦大学医療センター大森病院：山科昌平
虎の門病院：丸野廣大
静岡県立静岡がんセンター：坂田和之
金沢大学：
　滝　淳一，松尾信郎，米山達也，奥田光一

関連機器および薬剤メーカー
東芝メディカルシステムズ： 久保田雅博
島津製作所：高橋宗尊，稲岡祐一
シーメンス旭メディテック：
　小田川哲郎，森　秀顕
日立メディコ：横塚弘一，新田浩一，三好永哲
GE 横河メディカルシステム*：小川昌美
日本メジフィジックス：加藤純一，仁井田秀治
富士フイルム RI ファーマ：
　石川丈洋，吉岡克則

米国のソフトウェア開発者の協力
Cedars Sinai Medical Center：
　Guido Germano, Piotr Slomka

Emory 大学：Ernest Garcia

Michigan 大学：Edward Ficaro

 * GE 横河メディカルシステム株式会社より解析
のためのワークステーションの貸与を受けた．

結　果

　1)　血流 SPECT に関する JSNM2007 心筋標準
データベースを公開した1)．

 国内 9 施設の協力の下に，326 例の正常症例を
標準データベースとして収集した．このデータ
ベースは，核種 (99mTc 心筋血流製剤，201Tl， 123I-

MIBG， 123I-BMIPP) およびカメラ回転範囲 (180°，
360° 収集) ごとに分類し，polar map のセグメン
ト上での平均と偏差の特徴を解析した．

　2)　心筋 gated SPECT の壁運動に関する日本人
の特徴2)

本ワーキンググループの gated SPECT のデータ
をもとにして，心筋壁運動の解析のための，セグ

メントごとの正常範囲を確定した．Wall thicken-

ing でみた壁運動についても，男女差，フレーム
数，核種を考慮する必要があることを示した．

　3)　日本人と米国人のデータベースの比較3)

心筋血流 SPECT については日本人標準データ
ベースの特徴を示すと同時に，米国で作成された
Cedars Sinai Medical Center の QPS ソフトウェア
での正常パターンと比較した．日本人の心筋
SPECT データにそれぞれの標準を用いた場合
に，どのように欠損スコアに影響が出るのかを検
討した．検査対象に合致した標準データベースを
用いることで，冠動脈疾患の診断率が改善するこ
とを確認した．

　4)　心筋血流データベースの臨床例での検証4)

本標準データベースを複数施設で共通に用いた
場合の臨床的妥当性に関して検討を行った．国内
の 5 施設で冠動脈疾患の診断精度を検討したとこ
ろ，感度 0.77， 特異度 0.72， 診断精度 0.75 で
あった．これらの診断精度は各施設で心臓核医学
を専門とする読影医が行った読影結果と比較して
も同等であった．異なるメーカーの異なるソフト
ウェアであっても，実用的な利用が可能であるこ
とを示した．

　5)　MIBG および BMIPP に関するデータベー
ス5)

心筋 MIBG および BMIPP の標準データベース
を多施設より収集し，その特徴を血流と比較して
解析した．Polar map のセグメントごとに比較す
ると，血流製剤とは異なる分布の特徴も確認され
た．

6)　MIBG における心・縦隔比の基礎的評価と標
準データベースへの応用6,7)

MIBG の心・縦隔比算出における標準化に関し
ては，コリメータの種類 (すなわち低エネルギー
と中エネルギー対応) による施設間差が多施設検
討での障害となっていた．そこで，補正方法を検
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討し，異なるコリメータでの適用が可能となるマ
ルチウィンドウ収集方法の実用性を示した．

　7)　心臓核医学における正常値8)

ワーキンググループ活動をもとに，心筋血流お
よび BMIPP， MIBG の全データについて，その
パターンを総括した．また，駆出分画と容積の標
準値，拡張期指標の標準値，gated SPECT での
wall thickening の標準値，MIBG による心・縦隔
比のコリメータごとの標準値も一覧として示し
た．

　8)　データベース利用規程の作成
データベースを公開するにあたって，利用上の

注意事項と法的整備を，野村憲弘弁護士の協力の
下に作成した．

結　論

心臓核医学のデータ解析の基礎となる標準デー
タベースを多施設研究によるワーキンググループ
活動として作成した．各データベースの特徴を解
析し，各種のソフトウェアに提供できる形で公開
した．標準値の決定を合わせて行い，今後の心臓
核医学定量における基礎データとして利用できる
ようにした．
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JSNM working group report

Creation of myocardial single-photon emission

computed tomography databases and clinical

validation
Kenichi NAKAJIMA

Department of Nuclear Medicine, Kanazawa University

Abstract
The working group for standardization of myocar-

dial single-photon emission computed tomography
(SPECT) databases aimed at creating normal data-
bases for myocardial perfusion (99mTc and 201Tl),
123I-MIBG and 123I-BMIPP imaging. With respect to
myocardial perfusion, mean and deviation of the polar
map display were created according to the radiophar-

maceutical types and acquisition methods. Standard
database files applicable to various types of computers
and software were created. Normal values of ejection
fraction, ventricular volume and diastolic function
were also determined in a Japanese population. Stan-
dard values of heart-to-mediastinum ratio were also
determined. When the common myocardial perfusion
database was applied to multi-center studies, diagnos-
tic accuracy for detecting coronary heart disease was
comparable to expert reading of each institute. These
databases were opened in public and can be supplied
to medical researchers and software developers.

Key words:  myocardial SPECT, normal database,
myocardial perfusion imaging, 123I-MIBG, 123I-
BMIPP


