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Gated SPECTを用いた心機能解析法の有用性

第59回総会学術大会シンポジウム I第59回総会学術大会シンポジウム I

　心臓核医学の一般的な検査法として，心筋の血流や

代謝などを画像化する心筋SPECT検査，心動態機能を

測定する心電図同期心プール検査が行われてきた．近

年，心筋血流と心機能を同時に測定できる心電図同期

SPECT（Gated SPECT）が急速に普及した．その背景に

は，テクネシウム心筋血流製剤の供給，多検出型ガン

マカメラシステムの開発，データ処理装置の向上など

種々の要因があるが，最も大きく寄与したものとして

Quantitative Gated SPECT（QGS）をはじめとする心機

能解析法の開発が挙げられる．

　Gated SPECTを用いた心機能解析法の基礎的な評価

や臨床的有用性について，既に多くの報告がなされて

いる．非侵襲的な検査で，再現性に優れ，臨床的有用

性が極めて高いことは周知である．一方，基礎的な検

討から，Gated SPECTのさまざまな問題点も指摘され

ているが，その臨床的有用性が非常に高いが故に，各

施設とも問題点を抱えたまま臨床使用しているのが現

状である．また，MRIをはじめとする他のモダリティ

も急速に進歩し，機能解析の面でも循環器領域の検査

に変化をもたらしている．

　本シンポジウムでは，大会メインテーマである放射

線技術の標準化という観点から，解析値の施設間差を

減少させること，臨床的な使用法を明確にし検査の標

準化をはかること，新しい装置や解析法の開発に関す

る指針を与えることを目的とした．

　5 名のシンポジストには，それぞれ，Gated SPECTを

用いたさまざまな心機能解析ソフトウェアの現状とそ

の特徴について，QGSに関する解析値の信頼性と施設

間差の現状について，MRIを中心とした他のモダリテ

ィとの比較について，Gated SPECTの臨床的有用性と今

後の展開について，短時間収集をはじめとする技術的

改善と標準化の将来展望について論じていただいた．

　Gated SPECTを用いた心機能解析法は，さまざまな面

で臨床的に有用な検査法であり，他のモダリティと比較

しても簡便性や再現性などの面で優れている．解析値の

精度面での問題点については，その誤差要因や傾向は明

らかになり，改善案も考案されてきた．今後は，検査技

術の標準化をはかることで施設間差をなくし，さらに普

遍的な検査法として確立することが望まれる．ディスカ

ッションにおいても，この点を中心に議論された．

　各施設での取り組みとしては，まず，施設内での再

現性を向上させる必要がある．さらに，装置や症例に

よる解析値の特性を知り，自施設の解析値がどの程度

のレベルであるのか，どうすれば標準に近づくのかを

考慮する必要がある．

　本シンポジウムによって，Gated SPECTを用いた心

機能解析法は，将来的にも，なくてはならない検査と

して発展していくものと確信した．本シンポジウム

が，DPC（Diagnosis Procedure Combination）などの新

しい医療システムに対してGated SPECTを用いた心機

能解析法の有用性を示し，今後の方向性を見極める機

会の一助となれば幸いである．

会期：2003年 4 月11日
会場：パシフィコ横浜会議センター

　村上　剛
東海大学大磯病院放射線技術科

 座長集約
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1．Gated SPECTにおける心機能解析ソフトウェアの比較

はじめに

　Gated SPECTは心筋血流と心機能の同時評価が行え

る利点があり急速に普及している．その背景には99mTc

標識心筋血流製剤の開発，収集・処理装置の発達，心

機能解析ソフトウェアの開発などが挙げられる1，2）．

　本報告では，わが国においてGated SPECTがどの程

度普及しているかを調べることにより現状を把握し

た．また，主要な心機能解析ソフトウェアの基本的な

アルゴリズムを解説し，各ソフトウェアにおける臨床

例を用いた解析値の比較を行った．

1．アンケート調査

　Gated SPECTの現状把握のため，Gated SPECTを施

行している150施設に対しE-mailを用いてアンケート

調査を行った．その結果113施設からアンケートを回

収し（回収率75.3％），106施設から有効な回答が得ら

れた（有効回答率93.8％）．アンケートは16項目につい

ての質問を行い，本報告では主に検査件数や解析ソフ

トウェアに関する結果について報告する．

　アンケートの回答より，心筋血流SPECTの月間総件

数（106施設合計）は5,261件，その内Gated SPECTは

3,484件であり，全心筋血流SPECT中Gated SPECTは

66.2％で施行されていた．Gated SPECTの使用核種は
99mTcが62.1％，201Tlは37.9％とTc製剤が約 6 割を占め

ていた．施設保有の心機能解析ソフトウェアは，QGS

が106施設中100件とほとんどの施設で保有されてお

り，p-FASTは71件，Emory Cardiac Toolbox（以下

ECT）23件，4D-MSPECT（以下4DM）14件であった．

実際に臨床で使用している解析ソフトウェアは，QGS

が95件（83.8％），p-FAST 9 件（7.9％），ECT 7 件（6.1

％），4DM 2 件（1.8％）で 8 割以上の施設でQGSが使

用されており，わが国では普及・使用ともにQGSの支

持が高かった．

2．各ソフトウェアの輪郭抽出アルゴリズム

　今回はQGS・p-FAST・ECT・4DMの 4 種類の心機

能解析ソフトウェアを用いた．以下に各ソフトの輪郭

抽出アルゴリズムを簡単に述べる．

2-1　QGS3）

　Germanoらによって開発され，わが国のGated

SPECTの発展に大きく貢献したソフトウェアである．

輪郭抽出アルゴリズムは，心筋中央面のガウス関数フ

ィッティングを行ったカウントプロフィールカーブに

おいて 1SDの65％を閾値として輪郭抽出を行ってい

る．

2-2　p-FAST4）

　札幌医科大学が中心となって開発されたソフトウェ

アで，PC（Windows）上で動作し，ソフトウェアはイ

ンターネットにて無償公開されている．輪郭抽出アル

ゴリズムは，心筋中央カウントの50％を閾値として心

筋外膜面を求め仮の壁厚とし，内腔から心筋中央面ま

での距離と仮の壁厚を用いて数式により心筋壁の認識

をしている．

2-3　ECT5）

　Emory大学で開発されたソフトウェアで，輪郭抽出

アルゴリズムは，拡張末期スライスにおいてソフト搭

載のプログラムで心筋中心点を決め，それより�5mm

を心内外膜面としている．すなわち拡張末期の心筋壁

厚は常に10mmとなる．各時相の抽出はフーリエ解析

により算出された心筋壁厚増加率をもとに決定する．

2-4　4DM5）

　ミシガン大学で開発されたソフトウェアで，詳細な

輪郭抽出アルゴリズムはブラックボックスとなってお

り明らかになっていないため，今回は概要だけにとど

める．円柱－球形座標系に基づき2D gradient imageで

心内外膜面の推定を行い，セグメント化・スプライン

補間により精度を上げ，ガウス関数近似を用いて心筋

中心点と壁厚の抽出を行っている．

3．輪郭抽出臨床例

　各心機能解析ソフトウェアを用いて輪郭抽出を行っ

た臨床例を呈示する．Fig. 1aは広範囲な欠損を有する

症例であるが，各ソフトウェアとも正確な輪郭抽出が

行われている．Fig. 1bは心筋近傍に高集積が存在する

症例で，QGSと4DMは自動で良好な輪郭抽出が行え

た．p-FASTとECTについてはマニュアルでの操作を

加えることで，精度良い輪郭抽出が行われた．

4．心機能解析値の比較

　解析値の比較は，Gated SPECTと同時期に施行され

たLVGと各解析ソフトウェアより算出される左室容積

（EDV・ESV）と駆出率（EF）の相関を調べた．また，2
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Fig. 1 各解析ソフトウェアにおける輪郭抽出例
a b

Fig. 2 LVGと各解析ソフトウェアより得られたVolumeの相関
a b

人のオペレータにより算出された各ソフトウェアによ

る解析値の再現性についても比較を行った．

　EDV（Fig. 2a）ではQGS・ECT・4DMとも相関係数

が r=0.9以上と良好な相関を示し，p-FASTにおいても

有意な相関を認めた．ESV（Fig. 2b）についても各ソフ

トウェアすべてにおいて相関係数が r=0.9以上あり，
LVGと各解析ソフトから算出された左室容積は良好な

相関を示した．そのなかでも4DMがLVGの解析値と

よく一致した．また，QGSはLVGよりも容積を小さ

く算出する傾向がみられた．左室容積から得られたEF

でも各ソフトウェアの解析値は，相関係数 r=0.8以上
でLVGと良好な相関を認めた（Fig. 3a）．2 人のオペレ

ータにより算出された解析値の再現性においても各ソ

フトウェアとも優れた再現性を認め，QGS・4DMに

おいては相関係数 r=0.99以上で非常に再現性に優れて
いた（Fig. 3b）．
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5．三次元シネ表示

　三次元シネ表示は壁運動を評価するうえで有効な手

段であり，各心機能解析ソフトウェア共通の特徴であ

る．各ソフトウェアにおける三次元表示を呈示する

（Fig. 4）．症例は心尖部梗塞でLVGでは心尖部の壁運動

低下を認め，たこつぼ様の壁運動を呈する症例であ

る．QGSの三次元シネ表示では，たこつぼ様の壁運動

Fig. 3 （a）LVGと各解析ソフトウェアより得られたEFの相関
（b）各解析ソフトウェアにおける解析値の再現性

a b

が確認されLVGと一致した壁運動となった．p-FAST・

ECT・4DMでは，たこつぼ様の動きは確認できず，本

症例ではQGSが最もLVGと一致した壁運動となった．

6．考　察

　過去にNakajimaら6）は今回使用した四つの解析ソフ

トウェアにおいて，心電図同期心プールシンチグラフ

Fig. 4 各解析ソフトウェアにおける三次元表示
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ィを用いた比較を行っている．EFでは今回の結果と

ほぼ同様な傾向を示したが，EDVでは若干異なってい

た．その理由として，対象とするモダリティがLVGと

心プールシンチであったため，その違いが現れたもの

と推察できる．また，収集・処理条件の違いにより，

各ソフトでの容積値が多少変化したものと考えられ

る．しかし，このような相違点がみられたが，EFが

同一傾向を示したことは，各ソフトの特徴が再現され

ているものと考えられ，今回の結果は各ソフトを理解

するうえで一つの指標となる．

7．まとめ

　心筋血流SPECT検査においてGated SPECTは約65％

で施行され，解析ソフトはQGSが 8 割以上の施設で用

いられていた．各解析ソフトウェアにおける心筋の輪

郭抽出精度は良好であり，各心機能解析値はLVGと優

れた相関を示した．また，解析値の再現性も優れてお

り，三次元シネ表示においてはQGSが最もLVGに一

致した壁運動を示した．

おわりに

　Gated SPECTにおいて各心機能解析ソフトウェアを

用いた解析値は信頼性の高いものであり，臨床上有用

である．ただし，各ソフトウェアの持つ特徴や傾向を

考慮したうえで使用することが望ましい．

菊池　敬
北里大学病院放射線部

2．Gated SPECTの信頼性および施設間差の現状

1．概　要

　今日の心筋Gated SPECTは，SPECT装置の進歩，デ

ータ解析処理装置の高速化に伴い，心筋血流情報と同

時に左室機能情報が容易に得られることから広く普及

している．特にGermanoらによって開発されたQGSは

左室の輪郭抽出を自動で算出する心機能解析ソフトウ

ェアであり，極めて簡便で，かつ短時間で解析が可能

であるほか，左室容積や左室駆出率の再現性が高く，

臨床的に多くの施設で利用されている．しかし解析結

果，とりわけ左室容積に関しては，収集・処理条件の

ほか，症例やSPECT装置の種類，トレーサーの種類な

どさまざまな因子によって算出値に影響を及ぼすとい

う問題点を含んでいる．今後，QGSがより高い診断指

標となり，標準化を推進するためにも，これらの問題

点を理解し対応していくことは重要なことと考える．

今回は収集，処理における各因子による算出値への影

響に関する検討をもとに，QGSを臨床で使用するうえ

での信頼性，精度面について報告する．

　また，神奈川県内における多施設共同研究として，

心筋ファントムを用いたQGSについて，同一収集・処

理条件あるいは施設独自の臨床利用での条件下におけ

る施設間差あるいは装置間差の現状についての検討結

果も併せて報告する．

2．各因子におけるQGS結果の検討

　心筋左室駆出率（以下：EF）を正しく算出するには，

左室容積EDV，ESV（以下：Volume）を正しく求める

必要がある．そのためVolume算出精度試験のために

心筋静態ファントムRH-2型（京都科学社製）を，R-R分

割の検討には心筋動態ファントムHD型（京都科学社

製）を用い，また，臨床データを加えながらQGSの

EDV，ESV，EFに関して検討した結果を報告する．

　収集・処理は一般的に臨床に使われる条件を基本的

条件とした．
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1）基本収集条件

・RI：99mTc

・収集角度，View数：208度，72View（2.9度/step）

・R-R分割：8

・マトリクス：64×64（6.6mm/pixel）
・Radius：近接Auto

・トータルカウント：2,000kcounts

2）基本処理条件

・pre filter：Butterworth（cut off frequency；0.52cycle/

cm）

・再構成法：filtered back projection法（以下：FBP）

・再構成拡大率：2 倍（3.3mm/pixel）

・散乱線補正，減弱補正：なし

2-1　収集条件における検討

1）収集トータルカウント

　実験では200kcounts以上でQGSのEDV，ESVは安定

した．QGSのEDV，ESV，EFの算出値だけに限定し

ていえば，通常よく用いられている収集条件（マトリ

クスサイズ：64×64，R-R分割：8 or 16，180度収集）
においては，収集時間は 2 検出器可変型SPECT装置で

は10分程度，1 検出器型でも20分程度あれば十分とい

える（Fig. 1a）．

2）View（方向）数

　トータルカウントを一定にした場合と，1View当た

りの収集時間を一定にしたときの，それぞれにおいて

32～120Viewまでを検討した結果，いずれにおいても

Volumeの差はみられず，180度収集において32View

以上であれば安定した結果が得られる．よって，収集

方向数はステップ角度が 6 度以下になれば心機能評価

に影響しない1）ことが認められた．

3）収集拡大率およびマトリクスサイズ

　拡大率，マトリクスサイズによってピクセルサイズ

は異なるが，ピクセルサイズが大きくなるほど，Vol-

umeは過小評価となる．4.8mm以下でほぼ安定する

が，真値により近似させるには4.0mm以下が必要とな

る．しかし，多くの施設でマトリクスサイズは64×64
が使われ，拡大率も 2 検出器型で1.5倍程度，ピクセ

ルサイズは 6mm前後であると推察される．QGS処理

が他のモダリティと比較して過小評価となるのは，こ

のピクセルサイズに起因するところが大きいと考え

る．収集拡大率を上げすぎるとトランケーションエラ

ーの原因となるので，マトリクスサイズを128×128で
収集するのが理想である（Fig. 1b）．

4）回転軌道（近接 or 円），回転半径，収集角度

　回転軌道において近接オートと円軌道の比較では，

円軌道の場合，回転半径が大きくなり，距離に依存し

て分解能は劣化しVolumeは過小傾向となるので，近

接オート収集機能を伴わず，円軌道で行う場合は回転

半径をより小さく設定する必要がある．収集角度は

180度，208度，360度それぞれにおいて，ステップ角

度を一定にした場合，360度収集がより真値に近似し

た．現在の心筋SPECTは可変型 2 検出器による180度

もしくは208度収集が主流となってきており，コント

ラスト分解能の向上やスループットの向上，患者負担

の軽減などメリットは大きいが，心機能の定量，特に

Fig. 1 （a）収集トータルカウントを変化させたときの左室容積の検討
（b）収集時ピクセルサイズを変化させたときの左室容積の検討 a b
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Volume算出には360度収集が適正といえる（Fig. 2）．

5）核種

　今回，99mTc，201Tlの 2 核種について検討を行った．
201Tlは99mTcと比較して散乱の影響が大きいために2），

コリメータをLEHRにした場合，Volumeは99mTcより

も 6～7％程度過小評価となった．よって，201TlのQGS

処理によるVolume算出は，わずかに過小評価すると

いう情報をもとに診断する必要がある．

6）R-R分割数

　HD型動態ファントムを使い，R-R分割数を 8，12，

16，24，32にした場合の検討では，いずれもVolume

とEFに関して差はみられなかった．しかし，同一臨

床例における同様の検討では，分割数が増えるに従っ

て，EDVは緩やかな増大傾向となり，8 分割に比べ16

分割では約 2％，32分割では約 7％の増大となった．

ESVは減少傾向にあり，8 分割に比べ16分割では約 7

％，32分割では約14％の減少となった．したがって

EFは増大傾向となり，8 分割に比べ16分割では相対的

に約16％，32分割では約32％の減少となり，分割数の

違いがEFに大きく影響する結果となった．また，PER

（peak ejection rate）に関しては絶対値の比較では 8 分

割に比べ16分割では10％，32分割では38％の増大と

なった．PFR（peak filling rate）でも同様に，それぞれ

14％，31％の増大となった．多くの施設でR-R分割数

は 8 分割もしくは16分割を選択されているが，この場

合，時間分解能が悪く，Volume算出精度，特にESV

の算出において精度が落ちるため，EFがLVGなど他

のモダリティに比して過小評価となる．これらを解消

するには，感度，SN，検査時間などの問題も含む

が，R-R分割数は最低24分割以上が必要と考える（Fig.

3）．

7）コリメータ

　短時間収集を目的に，感度重視型のコリメータがい

くつか製品化されている．筆者施設においても分解能

がLEHRに比してFWHMで 4mm程度劣化するもの

の，感度が2.3倍以上の心筋専用高感度型コリメータ

（Ca-HS）を有する．同一S/N比，同一収集時間のいず

れもVolumeはLEHRと比較して約 9％過小評価とな

る．しかし，LEHRにおいてR-R分割数を 8 分割，Ca-HS

は24分割にした場合の比較では，EDVは両者に大き

な差はないが，ESVではLEHRの方が約30％過大評価

となることから，EFは相対的に17％の過小評価とな

った．拡張能の評価には24～32分割が必要とされ3），

PFRについては32分割で心プールと良好な相関が得ら

れるとされている4）ことから，Volume，EFの算出に

関して，精度向上のためには分解能重視型（LEHR）よ

り，R-R分割数を多く設定できる高感度型あるいは汎

用型を使うべきと考える（Fig. 4）．

2-2　処理条件における検討

1）再構成時拡大率

　拡大率を1.0倍から3.0倍まで変えることで，再構成

後のピクセルサイズを2.2mmから6.6mmまで変化させ

たときのVolumeの検討を行った結果，3.3mm以下で

Volumeは安定した．再構成時の拡大は幾何学的に分

解能の変化はないが，拡大処理においてピクセルの

補間が行われ，見かけ上の分解能が上がるため，ディ

スプレイの際に拡大するより，再構成時に拡大をかけ

るべきである．目安はrawデータの1/2以下のピクセル

サイズとなるように拡大をかけるべきと考える（Fig.

5a）．

2）pre filter（Butterworth）のカットオフ周波数

　再構成をFBPにより，pre filterにButterworth filterを

使用する際，カットオフ周波数を 0.17～0.80cycle/cm

まで変化させたときの検討では，カットオフ周波数が

低いほどVolumeは過小評価となるが， 0.45cycle/cm

以上においてVolumeに変化がみられず，一定した結

果が得られた．片渕らは 0.4cycle/cmで一定したとし

ており5），今回の検討とほぼ一致した．よってカット

オフ周波数は 0.4～0.45cycle/cm程度が適当と考える

（Fig. 5b）．

3）再構成処理方法〔FBP or OSEM（3D-OSEM）〕

　筆者の施設では従来のOSEM法とは異なり，Z軸方

向においても分解能補正を組み込んだOSEM処理を行

う3D-OSEM法を使う機会を得て，今回，FBPと比較

しながらトピック的に検討を行ったので報告する．静

態ファントムによるVolumeの検討において，FBPで

は10％程度の過小評価だったが，3D-OSEMでは 5％

程度にまで緩和できた．また，臨床例（n=11）における

Fig. 2 回転軌道，回転半径，および収集角度（180度 or 360
度）の変化による左室容積の検討
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Fig. 3 心拍R-R分割数を変化させたときの心機能の差を示す臨床データ

Fig. 4 高感度コリメータ：24分割と高分解能コリメータ：8 分割の心機能結果
の比較
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比較検討では，EDV，ESVはともにFBPより3D-

OSEMにおいて増大傾向にあり，逆にEFは減少傾向と

なった．3D-OSEMにより，見かけ上の分解能は格段

に向上するため，従来のFBP処理に比べ，シンチグラ

ムのクオリティが向上するほか，心機能もより真に近

い値の算出が可能となる．

4）心筋軸の設定（断面変換角度）

　心筋の長軸を基準に水平方向および垂直方向にそれ

ぞれ時計方向40度から反時計方向40度まで 5 度ずつ変

化させたときの検討を行った結果，水平方向において

はVolumeの変化はほとんどみられないが，垂直方向

では30度以上でわずかに過小傾向がみられた．臨床に

おいて，中隔壁や側壁が広範囲な虚血による欠損を呈

する症例においては軸設定の確認に要注意である．

2-3　補正方法

　定量性や画像の質的向上を図るためにさまざまな手

法が考案されてきている．散乱線補正のためのTEW

法や，外部線源やCTによる減弱�マップを作成するこ

とによる吸収（減弱）補正法，心筋負荷直後のアップワ

ードクリープ現象のための自動体動補正法など，代表

的な補正方法が挙げられるが，ここでは省略する．今

回，その他の補正方法で呼吸性移動による影響を補正

する方法として，心拍・呼吸同時Gated SPECT収集に

関するトピックス的内容を紹介する．

1）心拍・呼吸同時Gated SPECTの特徴

　吸気時の心拍Gateデータはrejectし，呼気時でのみ

心拍Gateデータを収集することにより，呼吸によって

心臓が上下に動くことによる画像劣化を補正しながら

心拍Gatedを可能とする方法である（Fig. 6）．

メリットとして，

・コントラスト分解能が向上することから心内腔の明

瞭化が向上する．

・呼吸性移動に伴う中隔壁，下後壁の集積低下を呈す

る傾向が改善できる．

・左室容積算出の精度が向上する．

デメリットとして，

・補正なしと同等の統計精度を保つには，約 2 倍の収

集時間を要する．

2-4　Gated SPECTの推奨する収集・処理条件

　上記結果をもとに，より臨床と一致させ，精度を向

上させるためのGated SPECTの推奨する収集・処理条

件を以下に記す．

・トータル収集カウント：QGSは500kcounts以上で安

定するが，シンチグラムの画質を考慮に入れると最

低2,000kcountsは必要．

・収集プロジェクション数：30以上（180度または208

度収集，ステップ角度は 6 度以下）．

・収集ピクセルサイズ：4mm以下（マトリクスサイズ

128×128の検討が必要）．
・回転軌道，回転半径：non-circular自動近接または手

動近接．円軌道のみ装置の場合，半径は極力最短．

・収集角度：360度（画像情報や左心機能の精度を主に

考慮した場合）．

・pre filter：Butterworthのカットオフ周波数：QGS算

Fig. 5 （a）再構成拡大率を変化させたときの左室容積の検討
（b）pre filter：Butterworthのカットオフ周波数を変化させたときの左室容積の検討 a b



日本放射線技術学会雑誌

第 60 卷　第 3 号

336

Fig. 6 心拍・呼吸同時Gated SPECTと心拍のみのGated SPECT（従来法）との画質精度の比較

出において，FBP法では 0.45cycle/cm以上．

・R-R分割数：16分割以上とするが，24分割以上が理

想的である．

・コリメータ：低エネルギー汎用型（LEAP，

LEGP），可能であれば専用高感度型コリメータが望

ましい．

・補正方法：体動補正，呼吸性移動補正などの適応が

望ましい．

3．多施設共同研究におけるQGSの施設間差および

装置間差の検討

Phase 1．静態ファントム：RH-2型（京都科学社製）を

用いた検討（1999年）

10施設12台の装置が参加

Phase 2．動態ファントム：HD型（京都科学社製）を用

いた検討（2000年）

11施設12台の装置が参加

phase 3．動態ファントム：HD型の心内腔容積を変化

させたときの検討（2001年）

9 施設12台の装置が参加

3-1　共通収集・処理条件

1）収集条件

・回転半径：最近接

・ピクセルサイズ：6.4mmに最も近くなるように設定

・R-R分割数：8 分割

・角度サンプリング：6 度（60方向）に最も近くなるよ

うに設定

・HR：50beat/min（動態ファントム使用時）

2）処理条件

・pre filter：Butterworth filter（cut off frequency：

0.4cycle/cm）

・再構成方法：FBP（back projection filter：ramp）

3-2　検討項目

1）同一収集時間に設定したときの心機能：EDV，

ESV，EFの検討

2）同一収集カウントに設定したときの心機能：EDV，

ESV，EFの検討

3）各施設の臨床利用での収集条件に設定したときの心

機能：EDV，ESV，EFの検討

3-3　結果

・左室容積は全体的に過小評価となる6）．

・同一収集条件での装置間誤差は各施設条件での装置

間誤差より小さい．

・180度収集は360度収集に比べ，左室容積はより過小

評価となり，S.D.は大きくなる6）．

・施設間誤差は静態ファントムより動態ファントムに

て大きくなる．

・heart rateによる差はみられない．

・心内腔容積変化の検討では，ファントムの構造上，
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左室容積は低容積部で過大評価，高容積部で過小評

価となる傾向となった．

3-4　まとめ

　同一収集条件より各施設間の条件の方が誤差が大き

いことから，統一プロトコルによる標準化が必要であ

る．また，施設間誤差より，装置間誤差の方が大きい

ことから，装置のスペックがQGSによる心機能算出に

大きく影響する．

4．総　論

　QGSによって心機能を算出する際に，収集・処理の

諸条件によって，結果に大きく影響することを示し

た．また，多施設共同研究では，施設ごとの条件によ

って結果に大きく誤差が生じ，また，収集・処理条件

を同一にしても装置間のスペックの違いによる誤差が

生じることを示した．
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　冒頭にも述べたが，QGSは簡便で再現性が良いなど

の利点から臨床現場で広く普及しているが，各諸条件

が結果にどう影響するかを理解し，考慮しながら条件

設定を行うのが肝要である．また，臨床に即した，よ

り真に近い心機能の値を算出するには，多くの施設で

収集方法の条件設定を変える必要性が高いと考える．

　今後，医療費抑制による医療情報の共有化が推進さ

れるなか，QGS結果を含む心機能情報も共有可能にす

るためにも，また，他のモダリティとの整合性を高め

るためにも標準化が必要不可欠と考える．しかし，装

置のスペックの差や，施設ごとあるいは疾患別による

画像診断情報のニーズは多様でそれぞれ異なるケース

も考えられる．今後は，特に収集方法において，標準

化を推進するためにクリアすべき難題は山積みと推察

する．

池田　秀
東海大学医学部付属病院放射線技術科

3．各モダリティにおける心機能解析の比較

1．目　的

　近年，核医学のGated SPECTにより心機能解析は大

きな発展を遂げた．しかし，他のモダリティにおいて

も装置や撮影法の進歩が大きく寄与し可能となった．

　今回，Gated SPECTとMRIを中心にCT，エコー，

アンギオの特徴を，被検者の身体的負担，経済的負

担，簡便さ，再現性，精度，画質などの項目で比較し

た．

2．エコーについて

　信号量は少ないが，時間分解能と鮮鋭度は非常に良

く検査も簡便であるため，心機能検査の第一選択はエ

コーである．不得手の対象は肥満，肺気腫，肋間が狭

いケースである1）．虚血性疾患や心筋バイアビリティ

を直接みることはできない．

3．アンギオについて

　LVGにより，心機能の情報が得られるが，カテーテ

ルを左室まで挿入するため，期外収縮を起こすリスク

を伴う．虚血，梗塞の有無は，冠動脈を直接造影する

ことで情報を得る．心筋バイアビリティを直接みるこ

とはできない．

　エコー，アンギオともに心機能は通常二次元画像で

あり，幾何学的モデルに合わない左室変形や壁運動異

常ではEFを求めることは困難である1）．また，心機能

を数値化するためのトレース作業にも人的誤差要因を
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含む．

4．CTについて

　造影CTにより心機能をみることができるが，時間

分解能に難がある．心筋の画像により狭心症の情報は

得られない．造影CTでは，冠動脈の描出2，3），単純CT

では冠動脈の石灰化をみる検査が一般的である．心筋

バイアビリティをみる方法もあるが，被曝や画質の面

で広く普及していない．

　以上の理由で，この 3 モダリティはGated SPECTと競

合しないと考える．MRIは，心機能，虚血性心疾患，

心筋バイアビリティを精度良くみることができる．

5．MRIの流れ

　負荷心筋と安静心筋の検査流れをFig. 1に示す．と

もに呼吸，心電図モニターを行う．

　負荷は，位置決め撮影後薬物負荷を行う．その後，

造影剤を急速静注（4ml/sec，総量 8ml）しパーフュージ

ョン撮影を行う．安静状態に戻すための拮抗薬を用

い，時間をおき再びパーフュージョン撮影を行う．心

筋バイアビリティ撮影を行うまで，15分以上時間を空

ける必要があるため，この間に心機能撮影を行う．こ

の負荷心筋検査は，手際良く行っても40分はかかり，

通常 1 時間検査となる．

　安静心筋は，この部分の負荷を省いたかたちとな

る．パーフュージョンの造影剤は 8mlだが，心筋バイア

ビリティのため 7ml程度追加し総量15ml程度とする．

5-1　パーフュージョン

　短軸の各スライスで 1 心拍 3 スライス，6 スライス

は 2 心拍程度の時間分解能でダイナミック画像を撮影

する．Fig. 2に 1 断面のダイナミックスキャンを示

す．このように急速静注により，心筋を染めディフェ

クト部位が虚血性病変である．ただし，トランケーシ

ョンエラーと考えられるディフェクトが現れることも

あり読影に注意する必要がある．

　Fig. 2では右室側を例としているが，左室中隔にも

出やすく通常ここが問題となる1）．

5-2　心機能

　心機能撮影は，短軸像では，10スライス程度撮影す

る（Fig. 3a）．撮影時間は 1 スライス10秒以下程度で呼

吸止め撮影である．通常短軸像で行う理由は，パーシ

ャルボリュームの影響を最小限とするためである4）．

しかし，断面は自由に選択できるため，Fig. 3bのよう

に心房中隔欠損の症例では，欠損部を観察しやすい断

面を選択する．この画像は動画で左右心房の交通や弁

の動きが鮮明に分かる．

　ちなみに，この撮影は造影剤の効果で血液信号が上

がるわけではないため5，6），心機能の検査のみを行う

場合，造影剤は必要ない．

5-3　2Dバイアビリティ

　Fig. 4に心筋バイアビリティの画像を示す．造影剤

注入後15分以上おくことで，梗塞部位の間質に造影剤

が溜まり，このように高信号となる．これは，正常心

筋の信号をなくす特殊なシーケンスを用いるため，梗

塞部位とのコントラストが高くなる．

　以上が心臓の機能，パーフュージョン，心筋バイア

ビリティの一連の検査である．

5-4　心機能息止めありなし

　心機能検査において息止めをしない場合の精度を検

Fig. 1 MRI負荷心筋と安静心筋の検査流れ図

Fig. 2 MRIパーフュージョン画像
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討した結果，明らかに息止めなしの画像の鮮鋭さは低

下している．この心機能検査は息止めを繰り返すた

め，より被検者の身体的負担を軽減する検討をした．

18人中半数は2.5％以内の誤差に納まり，最大8.4％の

誤差であった．

5-5　1 心拍当たりのphase数

　1 心拍32，16，8phaseでの心機能を求める．phaseを

Fig. 3 MRI心機能撮影

Fig. 4 MRI心筋バイアビリティ画像

減らすと息止め時間が短くすむ．Fig. 5aに示すように

phaseを減らしても想像以上に画像は劣化しない．ボ

リューム測定もFig. 5bに示すように誤差は少ない．こ

の部分は今後も検討が必要だが，このようなボリュー

ムカーブを得るには16phaseで十分だと考える．

5-6　EF個人差

　測定者の個人差を検討した．Table 1に示す，2 症例



日本放射線技術学会雑誌

第 60 卷　第 3 号

340

をA～Hまで 8 人で内腔を囲みEFを求めた．2 症例と

も最大10～15％程度の違いがあった．この結果から

も，いかに再現性のある自動抽出が必要か分かる．こ

の点で核医学のソフトの充実はすばらしいと考える．

5-7　バイアビリティのナビ

　通常，心筋バイアビリティ画像は 1 スライス10～20

秒息を止める必要があるが，呼吸補正を用いたシーケ

ンスでは，息止めなしで全スライスを 5 分程度で終わ

る．これは，横隔膜の動きで補正するナビゲーション

法7）である．ただし，まれに補正しきれず画像が乱れ

ることもある．

5-8　MRI禁忌

　MRIでの一連の心臓検査が不可能な症例は，ペース

メーカ使用者，体内磁性体，人工内耳など．冠動脈ス

テント治療後数週間以内の人4），これは動く可能性を

否定できないためである．使用薬物禁忌症例（気管支

喘息など）．妊娠中症例．

　困難な症例は，閉所恐怖症，長時間同一体位が保て

ない被検者．

5-9　比較

　Table 2にMRIとGated SPECTの比較を示す．身体的

には検査時間が長く息止めも多数あることからMRIは

負担になる．経済的には，使う薬剤で多少異なるが，

MRIは安くすむ．再現性は，EFの心機能であるが，

MRIは個人差があり，核医学の完全自動抽出8）のよう

にはいかない．ただし，今後ソフトの開発で十分改良

の余地はある．

　MRIでは，胸痛，心室細動などの処置は磁場が強い

ため部屋の外で行う必要があることなど，簡便な検査

ではない．精度，画質は空間分解能が良くパーフュー

ジョンで心膜下虚血が分かる．

　　　　　　　　　EF（％）を求める個人差

 A B C D E F G H

被検者 1 62.0 62.0 52.7 54.4 56.2 58.5 56.4 63.5

被検者 2 66.1 65.3 56.6 50.6 61.6 60.9 60.2 56.9

 被検者 1　SD 3.95　被検者 2　SD 5.04

Fig. 5 MRI撮影位相数の違いによる心機能測定精度

Table 1　心機能解析精度

 MRI RI

身体的負担 60min同一体位 20min同一体位
  呼吸止め複数

経済的負担 負荷：4,116点 負荷：10,174点
  安静：3,105点 安静：  7,200点
 

再現性 心機能個人差あり 完全自動
  （改善の余地あり）

　　　　　　　　　　　　MRI

簡便さ 胸痛，心室細動などの処置は，強磁場室内では行えない．

精度，画質 空間分解能良，パーフュージョンで心膜下虚血が分かる．

Table 2　MRIとGated SPECTの比較
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6．結　論

　Gated SPECT同様MRIでも，心機能，パーフュージ

ョン，バイアビリティ検査を行うことにより，虚血性

心疾患に必要な情報を一度に得られる．

　MRI画像は空間分解能に優れている．負荷などすべて

の処置をMRI室内の寝台で行うため，占拠時間が長い．

　Gated SPECTは，処理ソフトが充実し広く普及して

いる．
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4．心電図同期SPECTの臨床的有用性の検討

　近年心不全の臨床の進歩に伴い，非侵襲的で再現性

が良く信頼性の高い左室容積計測法が必要とされるよ

うになった．MRIとCTはその高い空間分解能から，

有効な方法として期待されているが，計測・処理に時

間がかかり，自動輪郭抽出の再現性などの問題から現

在のところ現実的とはいえない．また心エコー図も計

測者による再現性の問題があり，また症例によって計

測に適していない場合もあるため，計測法として十分

ではない．QGSソフトウェアは心筋抽出を放線上のガ

ウス関数近似に基づいて行うことで精度を改善させ，

処理ステップの自動化による再現性改善を実現化させ

た．

　以下にQGSの臨床的有用性とQGSが抱えるいくつ

かの臨床上の問題点について文献報告に自験例を加え

て解説する．

1．虚血性心疾患におけるQGSによるrisk strati-

ficationおよび診断フローチャートへの利用

　心臓死のリスク層別化は臨床上非常に重要である．

中～高リスク群ではinterventionが必要となり，低リス

ク群では内服治療が主体となる．従来から心筋血流情

報は予後を反映し，心臓死のリスク層別化に有用であ

るとされてきた．また，心機能情報も同様に，心臓死

リスク層別化に有用であるとされてきた．運動負荷・

安静心筋血流SPECTにQGS解析による左室機能計測

を加えると，運動負荷誘発の一過性左室機能低下現象

（心筋stunning）の検出が可能となる．99mTc標識製剤の

場合，肝集積の影響から撮像は静注30分から 1 時間後

に行われるが，そのタイミングで撮像された場合でも

虚血の影響が残存し安静時より低い左室駆出率

（LVEF）が計測されることがある．この現象は冠動脈

疾患の重症度を反映している．

　2001年Germanoらは心電図同期負荷心筋SPECTによ

る心筋虚血評価と運動負荷後の心機能評価を組み合わ

せてリスク層別化と治療戦略フローチャートを作成し

報告している1）．また2002年に同じグループの

Zellwegerらは，核医学的手法すなわちQGSによる心

機能評価と心筋虚血評価を組み合わせた方が，カテー

テル検査を用いて治療戦略を作成するより医療経済効

果が高いことを報告している2）．

2．虚血性心疾患の予後評価

　安静または運動負荷時の左心機能は冠動脈疾患の長

期予後の主要因子である．1999年GermanoらはPost-
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stressの左心機能と左室容積による予後評価を報告し

ている．彼らはPost-stress LVEF<45％かつESV>70ml
を示す症例は心臓死の高リスク群であり，LVEF45％

以上であってもESV>70mlの症例では心臓死の割合が
高くなると報告している3）．

3．治療効果の評価への応用

3-1　薬剤抵抗性心不全症例の両心室ペーシング療法

　近年虚血性心疾患や心筋症などを基礎とした薬剤抵

抗性のうっ血性心不全症例に対してさまざまな治療が

試みられている．そのなかでも注目されているのは両

心室ペーシング治療である4，5）．薬剤抵抗性のうっ血

性心不全症例ではPQ時間の延長や心室内伝道障害が

存在することが多く，延長したPQ時間は心拍出量の

低下，肺動脈楔入圧の上昇，左室拡張末期圧の上昇な

どを引き起こす．そのため心房・右心室ペースメーカ

を植え込み，心房心室ペーシング間隔（房室遅延時間）

を至適化すれば前述の悪条件が改善され心機能の改善

につながるとされる．しかし右室ペーシングによる完

全左脚ブロックパターンの興奮様式は左室収縮の協調

性を失う結果となり，その房室遅延時間至適化の利益

をうわまわる場合かえって心房・右心室ペースメーカ

療法で心機能が悪化する症例が認められる．両心室ペ

ーシング療法はこのような欠点を補うことができる．

右室ペーシングや左脚ブロック症例の心筋糖代謝に関

しては，左室中隔の収縮相の延長と左室全体の奇異性

運動による時相のずれから中隔での拡張相の短縮，心

筋内圧の上昇を招き，結果として拡張相の心筋灌流，

ブドウ糖供給が障害されると報告されている．われわ

れが経験した両心室ペーシング治療の代表例を呈示す

る．症例は，右室ペーシングリードと別にCSから左室

をペーシングするリードが挿入され，両心室ペーシン

グによりQRSは213msec.から171msec.に短縮された．

治療 1 週間後ではFDGとperfusion tracerのreverse flow

metabolic mismatchが中隔壁に認められ，治療 2 カ月

後にはQGSで評価した心機能が改善し，それと同時に

心筋糖代謝および血流の改善が認められた（Fig. 1）．

3-2　虚血性心疾患の治療効果判定

　虚血性心疾患の治療効果判定にもQGSを用いた心機

能評価は有用である．当院でFDG PETとMIBI QGSを

行った15例の虚血性心疾患症例について検討したとこ

ろ，perfusion metabolic mismatchを認めた 8 例では 6

例でQGS解析によるLVEF 5％以上の心機能改善を認

めた．FDG PETとperfusion tracerを用いたバイアビリ

ティ評価とQGS解析による心機能評価がよく一致して

いた．

3-3　拡張型心筋症の�blocker治療

　拡張型心筋症による心不全はしばしば難治性で心臓

移植以外に効果的な治療法がないとされてきたが，最

近では大規模研究が欧米で行われ，�blockerによる心

不全症例の予後改善に対するevidenceが報告されてい

る．代表的なものではcarvedilolを用いたCOPERNICS

study，metoprololを用いたMERIT-HF，bisoprololを

用いたCIBIS IIなどがある6～8）．

　国内でも石田らが，carvedilolを用いた心不全治療

効果判定にQGSが有用であると報告している9）．

4．アーチファクトによるdefectの補助診断として

の利用

　心筋血流SPECTのアーチファクトの要因として，従

来から女性の乳房による前壁の減衰，横隔膜挙上によ

る下壁の減衰，著明な心拡大による下壁の集積低下が

知られている．しかしこのような場合，QGS解析を用

いた壁運動のシネモード表示評価で診断精度を改善す

ることができる．

5．QGSの臨床上の問題点について

5-1　small heartの問題

　左室内腔の小さい症例では心内膜の輪郭抽出が，よ

り内腔側にずれ，収縮末期容積の過小評価が起こる．

したがってLVEFが高値を示すことが知られている．

拡大収集かマトリクスを128×128に設定することで改
善がみられるが，拡大により視野から身体が外れると

不完全再構成となるtruncation artifactが生じるので注

意が必要である．

　当院における高齢女性のsmall heart症例の検討で

は，同じ収集条件でマトリクスサイズのみを変更した

ところ，64×64マトリクスではLVEF=82.5％，
EDV=54.0ml，ESV=9.4mlであったが，128×128マト
リクスではLVEF=71.7％，EDV=59.3ml，ESV=16.8ml
といずれの値も改善を示した．

5-2　肥大心筋の問題

　心筋血流イメージは肥大型心筋症の壁肥厚部を把握

するのに役立つ．QGSでは壁厚が厚くなるのに従い心

筋輪郭が心筋の内側に設定される．そのため容積は過

大評価される．この影響はESVの方が大きいため

LVEFは低値を示す．

　Fig. 2に肥大型心筋症のcine MRIとQGSトレース画

像を示す．ESVイメージ上QGSトレースはMRIで確認

される心内腔よりも大きく描出されて，左室容積が過

大評価されているのが分かる．
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Fig. 1 両心室ペーシング治療有効例

Fig. 2 肥大型心筋症のcine MRIとQGSのトレース画像の相違
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5-3　広範囲欠損の問題

　QGS解析において，広範囲心筋梗塞に伴う広範囲欠

損例ではEDVが過小評価されLVEFが低値を示すこと

が知られている．Fig. 3は同じファントムを用いてそ

の1/2周にアイソトープを入れたときと全周に均一な

アイソトープを入れたときのQGS解析を比較した．1/2

欠損の状態にすると容積が過小評価されることが分か

る．

5-4　薬剤動態の相違による影響の問題

　同じ99mTc心筋血流製剤であるMIBIとtetrofosmin

は，静注後肝胆道系からのRI洗い出しにかかる時間に

Fig. 4 同一症例における薬剤動態の違いによるQGS自動輪郭抽出の相違

Fig. 3 同一ファントムにおける広範囲欠損の有無によるQGS
自動輪郭抽出の相違

差があり，MIBIはtetrofosminと比較して肝胆道系の排

出が遅れる．同一症例に日を変えてMIBIとtetrofosmin

を用いた心電図同期心筋血流SPECTを行い，静注10

分，30分，60分後像のQGS解析を比較した（Fig. 4）．

MIBIでは60分後でも肝臓および消化管に高集積が認

められる．さらにQGS処理した画像を比較すると，

tetrofosminは肝臓集積による影響を受けていないが，

MIBIでは肝臓集積が一部心筋集積に影響しており，

LVEFの値が低下しているのが分かる．

　心電図同期心筋SPECT法はさらなる臨床ニーズの探

求，臨床的有用性や医療経済効果のevidenceによっ

て，さらに確立した手法になるものと期待される．
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5．Gated SPECTの将来展望

はじめに

　近年，心電図同期心筋SPECT（Gated SPECT）が普及し

多くの施設で臨床応用されている．さらにGated SPECT

データを用いて左室機能解析を行うさまざまなソフト

が開発されている．これらの解析法は心筋血流情報の

ほかに再現性の高い左室機能評価が可能である．実際

にこれらの解析法を利用し基礎的な研究から臨床的有

用性などが多く報告されている．また，多種多様とも

いえる画質改善に向けての取り組みがあり，ordered

subsets-expectation maximization（OSEM）再構成法1，2）や

吸収，散乱，分解能補正といったさまざまな研究成果

は解析精度の向上に大きく貢献している．この解析精

度が高いということと並んで重要なことは客観性，再

現性があるかということである．本項では現況調査を

行う目的でアンケート調査を行い106施設，75％の回収

率を得た．このアンケート調査の結果を含めGated

SPECTの標準化と今後の可能性について記載する．

1．アンケート調査結果

　Gated SPECTに関するアンケート調査を行ったので

その結果を以下に報告する．Gated SPECT検査に今後

期待するものは何かという問いに対してTable 1（a）の

回答が得られた．最も多かったものは56施設から回答

があった収集時間の短縮による検査の簡便化であり，

続いてOSEM再構成や呼吸同期SPECTなどの画質のさ

らなる向上なども半数近い施設で期待していることが

分かる．さらに法改正に伴い，外部線源を用いての吸

収補正が可能になったこともあり，吸収，散乱補正へ

の期待の高さもうかがわせる．また，村川氏の報告に

あったように80％以上の施設でQGSが臨床応用されて

いることもあり，R-R間隔の多分割収集への期待も34

施設と多かった．以下，アンケート調査の結果をもと

に ① OSEM再構成，② 吸収補正，③ 散乱・分解能補

正，④ 収集時間の短縮について記載する．

2．OSEM再構成

　OSEM再構成の利点はさまざまあり，研究報告も数

多くある3～6）．Gated SPECTにおけるOSEM再構成の

研究報告もあり，再構成条件の最適化などが検討され

ている7）．しかし今回のアンケート調査の結果，

OSEM再構成への期待は高いが実際臨床で使用してい

る施設はわずか 9 施設と少なかった〔Table 1（b）〕．ま

た，アーチファクトの対策にOSEM再構成を利用して

いる施設も 4 施設であった〔Table 1（c）〕．現在ではfil-
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tered back projection（FBP）法が主流でありOSEM再構

成法が広く普及しているとはいえない状況にある．ま

た，OSEM再構成においては，同じパラメータで処理

を行ってもデータ処理装置間で結果が異なることが指

摘されている8，9）．Gated SPECTの標準化を行ううえ

で注意すべきことはスケールファクタなどが装置によ

り違うため，各施設間における定量性の統一は難しい

ということである．しかし，OSEM再構成は収束して

いればアルゴリズムの違いによる差は臨床的には問題

とならないと思われる．現状ではOSEM再構成と保有

装置の特性を十分に理解して処理を行わなければなら

ない．特にFBP法とOSEM法の混在は定量性の問題か

ら注意すべきであろう．

3．吸収補正

　SPECTの吸収補正法には被写体を均一な吸収体と見

なして補正を行うChang法などがあるが，その補正結

果には問題点が多く臨床的にもほとんど使用されてい

ない．アンケートの結果をTable 1（d）に示すが，Gated

SPECTにChang法を用いての吸収補正を行っている施

設はわずか 2 施設である．同様にX線CTを用いた吸収

補正も 2 施設と少なく，臨床で利用されているとはい

えない状況にある．また，法改正によりtransmission

CT（TCT）が利用可能となったことによりTCTを用い

た吸収補正の導入を検討している施設が28施設ある

〔Table 1（e）〕．しかし，99mTcを外部線源として用いる

ことは法的に認められていないため，専用の高価な外

部線源が必要になってくる．さらに収集時間の延長や

被曝の問題などもあり，臨床での評価は難しいといえ

る．そこで近年注目されているのがX線CTを用いた吸

収補正である．しかしGated SPECTに利用するには診

断精度の向上が本当に得られるかという疑問が生じて

くる．別々の装置で収集する場合は位置合わせに注意

が必要になってくる．また，呼吸性の位置ズレが無視

できなくなってくる．Fig. 1に吸収補正を行わない場

合と，吸気，呼気それぞれの状態での吸収補正の結果

　　　　　　　回答 施設数

収集時間の短縮による検査の簡便化 56

OSEM再構成を用いた分解能補正 54

OSEM再構成によるアーチファクトの低減 44

呼吸同期SPECTなどによる精度の向上 41

外部線源を用いての吸収，散乱補正 36

R-R間隔の多分割収集（32～64分割収集） 34

CTを用いた吸収補正   2

その他   8

　  回答 施設数

FBP 97

OSEM   5

MLEM   3

FBP・OSEM    1

　 　　　　　回答 施設数

食事・乳製品・チョコレートなどの摂取 59

ソフトウェアによる補正   4

その他   8

特に行っていない 35

　　　　　　　　　　回答 施設数

行っている．または症例により行う場合もある（Chang法）     2

行っている．または症例により行う場合もある（X線CT法）     2

その他     2

行っていない 100

　　　　回答 施設数

検討していない 72

現在検討中である 18

導入している・導入する予定 10

その他   6

　　　　　回答 施設数

散乱線補正あり（すべてTEW法）   9

散乱線補正なし 97

Table 1　アンケート調査結果

（a）Gated SPECTに今後期待するもの （b）再構成法について

（c）胆�からのアーチファクト対策について （d）Gated SPECTの吸収補正について

（e）TCTを用いた吸収補正の導入について （f）散乱線補正について
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を示す．下壁のカウント低下が補正されているが，吸

気と呼気では補正に違いがあり新たな偽陽性をつくっ

てしまう可能性もある．CT/SPECT一体型の装置であ

ればCTの撮影時間が長く呼吸状態などもSPECT収集

と同条件で行えるが，別々の装置の場合には十分な注

意が必要である．

4．散乱，分解能補正

　これまで散乱線の補正にはtriple energy window

（TEW）法が最も広く利用されてきた．しかし今回の

アンケート調査の結果，Gated SPECTに散乱線補正を

行っている施設は 9 施設と少なかった〔Table 1（f）〕．

また，その方法はすべてTEW法を用いて行われてい

た．最近ではTCTデータをもとに不均一吸収体での散

乱線補正を行う方法が考案され基礎的な検討などが報

告されているが，臨床において十分な普及には至って

いない．同様にSPECT再構成画像の精度を阻害する因

子の一つに分解能の劣化がある．この物理現象をあら

かじめOSEM再構成の中に組み込み，分解能の劣化を

補正する試みが考案され報告されている．現在ではま

だ研究段階であり臨床で広く利用されるには時間がか

かるものと思われる．

5．収集時間短縮の検討

　アンケート調査の中で最も期待の大きかったものが

この収集時間の短縮である．われわれの施設では被験

者の負担軽減と検査の標準化を図るため，心筋動態フ

ァントムを使用し収集時間短縮の検討を行った．通常

は99mTc-tetrofosminを296MBq静注し，3 検出器型

SPECT装置にて20分間の収集を行っている．R-Rの分

割は16分割である．そこで心筋動態ファントムHD型

（京都科学）を使用し，収集時間を 5 段階に変化させ収

集を行った．再構成時の前処理フィルタについても

0.031cycle/cm間隔ごとに10段階に変化させ再構成を

行った．拡張末期容積（EDV），収縮末期容積（ESV）お

よび駆出率（EF）の結果をFig. 2に示す．収集時間に関

係なく再構成時に 0.44cycle/cm以上の遮断周波数を使

用しなければ定量値が過小評価される傾向にあった．

　本邦における研究でも遮断周波数は 0.40cycle/cmで

一定になると報告されている10，11）．われわれの施設で

は散乱線補正を行っているので高く算出されたものと

思われる．Fig. 3に 5 秒および60秒収集を行ったとき

の左室のボリュームカーブを比較したものを示す．5

秒収集時のESVは87ml，60秒収集時のESVは89ml，

EDVはそれぞれ111ml，110mlとなりほぼ同様の値で

算出される．しかし，実際には算出されるフェーズが

違うため壁運動およびwall thickeningなどのデータに

おいて信頼性が失われていると考えられる．したがっ

て短時間の収集を検討するにはEDVとESVの値だけで

なく分割した各フェーズのボリュームを十分評価する

Fig. 1 CT画像を利用した吸収補正
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Fig. 2 遮断周波数と左室容積および駆出率の関係

Fig. 3 5 秒および60秒収集時における左室のボリュームカーブ

必要がある．

6．Gated SPECTにおける標準化

　Gated SPECTの特徴はいうまでもないが，とりわけ

Quantitative Gated SPECT（QGS）などの解析ソフトを

用いることによって心筋灌流と左室機能の評価が同時

に行えることから臨床の場に広く定着してきたが，装

置の違いや画像処理装置の性能差などの問題から収集

条件や再構成条件が統一されていないのが現状であ

る．OSEM再構成法には期待するところが大きく吸収

補正や分解能補正を組み込んだ再構成についても今後

臨床応用が可能になると考えられる．現時点は研究段

階であり臨床応用に至っていないがOSEM再構成は今

後Gated SPECTにおいても期待の持てるところであ

る．このように多種多様ともいえる画像処理の手法が

研究され有用性が報告されている．われわれはGated

SPECTの標準化というものを視野に入れなければなら

ない．標準化とはどの施設においても再現性良く結果

が求められることである．Gated SPECTにおいては単

なる機能画像ではなく定量画像としての役割が期待さ

れている．ただ再現性が良いだけでなく，より精度の

高い画像が求められている．これはGated SPECTの適

応症例の拡大だけでなく，同一症例の経時的変化の判

定に非常に有用である．したがって，われわれは装置

の特性を十分理解し，核医学検査が最終的に費用対効

果に優れ，医療経済効果の面からも有用であることを
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