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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　99mTc　HSAによる平衡時心電図同期マルチゲート心プール像を用いた左室駆出率の評価（以下，本法）

を小児期心疾患93例において施行した．このうち20例にて，データ解析の再現性および観血的方法によ

る左室駆出率との比較を検討した．同一データ解析の再現性はintraobserverでは相関係数0．981，　inter・

observerでは0．872（両者ともp＜0．001）と良好であった．シネアンギオ法による左室駆出率との間に

は，有意の高い相関がみられた（r＝0．922，p〈0．001）．

　臨床例では，閉塞性冠動脈病変を合併する川崎病既往児では冠動脈病変非合併例に比して有意に低い

左室駆出率がみられた（p〈0．05）．また，拡張型心筋症，三尖弁閉鎖症，術後ファロー四徴症などの例

にて左室駆出率が低値を示す症例がみられた．

　本法は小児期心疾患の左室駆出率の非侵襲的評価法として，信頼性の高い優れた方法であると結論さ

れた．

　　　　　　　　　　緒　　言

　心疾患に対する核医学的検索法の進歩は著しく，成

人の各種心疾患ではポンプ機能，壁運動異常，心容積，

逆流，心筋虚血等の診断に応用され，今日その臨床的

意義と有用性については心臓核医学の名のもとに，新

しい非侵襲的診断法として確立しつつある1）．一方，小

児の心疾患に対する核医学による検討は，血流診断，

心内短絡の定量化を中心になされて来ており，心室機

能や壁運動異常の非侵襲的定量的診断法としての核医

学の臨床応用に関する検討は未だ充分とは言い難

い2）．我々は平衡時心電図同期マルチゲート心プール

像を用いた左室駆出率の評価を，小児期心疾患におい

て施行し，観血的方法との比較，データ解析の再現性，

臨床的有用性について検討したので報告する．

　　　　　　　　対象および方法

　（1）対象：昭和58年5月より59年10月までの1年6

別刷請求先：（〒232）横浜市南区六ッ川2－138－4

　　　　　神奈川県立こども医療センター循環器科

　　　　　　　　　　　　　　　　　康井　制洋

ヵ月に当院RI検査室にて99mTc　HSAによる平衡時心

電図同期心プールシンチグラフィーを施行した日齢8

日より19歳の小児期心疾患93例を対象とした．疾患は

表1の如く，先天心奇形（術前，術後を含む）36例，

心筋疾患ならびに後天性心疾患42例，刺激伝導異常6，

系統筋疾患9例であった．これらのうち，RI検査施行

1週間以内に選択的左室シネアンギオグラフィーを施

行し明瞭な左室像の得られた例を用いて心プール法と

観血的方法による左室駆出率の比較およびデータ解析

の再現性について検討した．また．冠動脈後遺症を有

さぬ川崎病既往児の左室駆出率値をcontro1とし，冠

動脈病変を有する川崎病既往児の左室機能ならびに小

児期心疾患の左室機能を比較検討した．

　（2）方法

　平衡時心電図同期マルチゲート心プール像（以下，

心プール像と略す）の収集と左室駆出率の算出：末梢

静脈確保後，乳幼児ではトリクロリールシロップ1ml／

kgにて鎮静を得たのち，年長児では覚醒下に，99mTc

HSA　5～20mCiを静注した．静注10分後より，心電図
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表1　対象疾患

KCPS
665

532

399

266

133

Congenital　heart　disease

　Preoperative　CHD

　Postoperative　CHD

Aquired　heart　disease　and

　myocardial　disease

　　DCM　4　EFE　l

　　MCLS　31
　　MR　2　chest　pain　l

Conduction　abnormality

　　WPW3RBBB　l　CAVB　l
　　Qs　pattern　in　vl

Systemic　muscular　disease

0．0 112．0　　　　　224．0　　　　　336．0　　　　　448．0　　　　560．O

　　　　　　　　　　　　　　　　　MSEC

図1　左室Time・Activity　curve

同期下にRR間隔を20分割し，　Matrix　size　64×64あ

るいは128×128にて1回20分間以内でデータ収集を

行った．ガンマカメラはLAO　30～60°のうち最も明瞭

に左右心室を分離し得る方向（通常LAO　45°）に位置

し，コリメーターは汎用パラレルホールを使用した．

データ収集時の許容RR変動は平均心拍数より算出し

たRR間隔の±10％とし，平均心拍数は10心拍毎に算

出更新した．ガンマカメラは東芝製GCA－10Aを，デー

タ解析には同社製コンピュータGMS・55Aを使用し

た．データ解析は，まず各フレームについてガンマカ

メラ視野内のカウント値を算出，R波同期の第1フ

レームを拡張末期とし，RR間隔後半の視野内のカウ

ント値の低下を認める直前を拡張終期として，1心拍

分のフレーム数を補正した．左室辺縁の描出は9点空
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図2　シネアンギオ法との比較

％

間スムージング後，閾値法によるvariable　ROI法を用

いて行い，閾値は75％とした．次に，描出された左室

辺縁の後下壁より側壁にかけて，外側にbackground

ROIを設定し，左室ROI内のpixel数によりback’

ground値補正を行い，1心拍分のtimeactivity　curve

を得た（図1）．左室駆出率は以下の式を用いて算出し

た．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　×100（％）
　　　　　　　　　EDC－BGC

　（EDC：左室拡張末期カウント値，　ESC：左室収縮

末期カウント値，BGC：pixe1数により補正したback－

ground値）

　シネアンギオグラフィーによる左室駆出率の算出：

選択的左室造影は造影剤（コンレイ400）O．8～L2m1／

kgを1．5～2秒にて注入し，毎秒60コマにて撮影した．

左室駆出率は，造影時期外収縮の前後を除く連続する

2心拍以上で左室辺縁の明瞭な描出のみられた例を検

討の対象とし，area・length法により先天性心疾患では

正側2方向像，後天性心疾患ではRAO　30°像を用いて

算出した3）4）．

　　　　　　　　　　結　　果

　（1）シネアンギオ法との比較：心プール像とシネア

ンギオ法による左室駆出率を比較し得たのは，川崎病

既往児18例，急性心筋炎，心内膜床欠損各1例の11カ

月より12歳の20例であり，心プール法では25～68％，

シネアンギオ法では20～71％であった．両者にはr＝

0．922（p＜0．001）と良好な正の相関がみられ，心プー

ル法をX，シネアンギナ法をYとするとY＝1．046X＋

LVEF＝
　　　（EDC－BGC）一（ESC－BGC）
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0．24の回帰式が得られた（図2）．両法による測定値の

差の絶対値が5以下のものは16例，6ないし10のもの

3例，11以上のもの1例であり，20例中14例では心プー

表2　左室駆出率測従値

Case Rn　Angiography（Muga）
Cineang・

（Diag，／Age）
Observer　1 Observer　2

iography

1　MCLS　2y 48　　49 54 53

2　MCLS　3y 58　　57 50 60

3　MCLS　2y 65　　67 73 64

4　MCLS　2y 56　　55 50 55

5　MCLS　2y 55　　54 56 61

6　MCLS　3y 47　　53 一
51

7　MCLS　3y 68　　69 64 71

8　MCLS　4y 62　　63 64 67

9　MCLS　3y 53　　52 52 59

10MCLS　12y 64　　65 70 69

11MCLS　7y 59　　62 70 64

12MCLS　3y 61　　60 66 57

13MCLS　5y 55　　55 58 63

14MCLS　5y 60　　61 55 64

15MCLS　12y 63　　64 63 58

16MCLS　2y 61　　66 57 67

17MCLS　Oyllm 55　　54 58 66

18MR，　MVP　9y 59　　58 62 57

19ECD，　PA　3y 25　　26 30 20

2・2￥8i，ii2・
38　　38 43 42

ル法がシネアンギオ法に比して低値を示した（表2）．

　（2）データ解析の再現性：同一画像のデータ解析の

再現性を上述の20例について検討した．ほぼ同時期に

施行したinterobserverでの解析値ではr＝O．872

（p＜0．001），同一データを1回目解析から3ヵ月後に

前回情報なしに行ったintraobserverではr＝0．981

（p＜0．001）と良好な再現性が得られた（図3）．

　（3）川崎病既往児の左室駆出率：川崎病既往児のう

ち選択的冠動脈造影により冠動脈後遺症が明らかと

なっている28例を，冠動脈後遺症の程度により3群に

分類して左室駆出率を比較した．すなわち，1群：冠

動脈後遺症のないもの（16例）61．3±3．9％（mean±

SD），　II群：冠動脈瘤合併例（8例）59．5±5．9％，　III

群：再疎通像をふくむ閉塞性冠動脈病変合併例（4例）

52．0±5．9％であり，閉塞性病変合併例では低値を示し

た（p＜0．05）．また，III群の3例は1群の平均値一2SD

以下を示した（図4）．

　（4）小児期心疾患の左室駆出率（図5）

　川崎病での検討より心プール法による左室駆出率

50％以下を明らかな異常と判定した．

　修正大血管転換症および単心室を除く15例の外科手

術前先天性心疾患では左室駆出率は38～73％であり，

三尖弁閉鎖2例（38％，46％）およびEbstein奇形1例

（43％）が50％以下の低値を示した．修正大血管転換症
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図3　データ解析の再現性
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T
59．5±5．9

　N＝8

52．0±5，9

　N＝4

P〈0．05

3例では系統動脈側心室（解剖学的右室）駆出率は2

例で低値を示した（41％，43％，62％）．

　術後先天性心疾患21例では，ファロー四徴症7例中

2例（48％，50％）が低値を示した．その他心内膜床

欠損兼肺動脈閉鎖（25％），動脈管開存術後肺性心

（50％）の各1例が低値を示していた．

　心筋疾患および後天性心疾患（川崎病を除く）例の

うち，拡張型心筋症4例では全例50％以下を示し，う

ち3例は30％以下の高度低下であった．閉塞性肥大型

心筋症の1例では左室駆出率86％と今回の検討例のな

かでは最高値を示していた．

図4　川崎病既往児の左室駆出率
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　　　　　　　　　　　図5　小児期心疾患の左室駆出率

Abbreviation．　VSD，　ventricular　septal　defect．　ASD，　atrial　septal　defect．　ECD，

endocardial　cushion　defect．　PA，　pulmonary　atresia．　TA，　tricuspid　atresia．　TOF，

tetralogy　of　Fallot．　TGA，　transposition　of　great　arteries．　L　TGA，　corrected

transposition　of　great　arteries．　PS，　pulmonary　stenosis．　PH，　pulmonary　hyper・

tension．　MR，　mitral　regurgitation．　AR，　aortic　regurgitation．　AS，　aortic　stenosis．

Co／A，　coarctation　of　aorta．　HPRH，hypoplastic　right　heart．　EBSTEIN，Ebstein’

sanomaly．　PAVF，　pulmonary　arteriovenous　fistula．　BWG，　BWG　syndrome．

DCM，　dilated　cardiomyopathy．　HOCM，　hypertrophic　obstructive　car・

diomyopathy．　MD，　systemic　muscular　disease．　VIQS，　QS　pattem　in　V1．　RBBB，

right　bundle　branch　block．　WPW，　WPW　syndrome．　CAVB，　complete

atrioventricular　block．
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　　　　　　　　　　考　　察

　左室駆出率は左心機能のうち，左室駆出期の収縮性

を評価する代表的指標のひとつであり，その測定には

シネアンギオ法，心エコー法，核医学的手法等が用い

られている．このうち心エコー法は他の方法に比して

簡便性，非侵襲性において最も優れているが，Mモー

ド法では左室長軸径を短軸径から仮定する方法

（Pombo法，　Teichhalz法等）が一般的で3），左室内局

所の収縮異常やGeometryの異常をともなう症例で

は，その診断精度は低下する．Bモードを用いた断層

エコー 法では，画像描出の再現性に検者の技術的，主

観的要因が混入する可能性が無視し得ず，また視野の

制約など被検者側の要因も加味されるため，必らずし

も普及した方法には至っていない．核医学的手法は，

tracerに放射性同位元素を用いるため被検者の被曝

が避けられない欠点を有するが，その精度と臨床的有

用性が認識されるにつれ，近年急速に普及をみている．

　左室駆出率測定の核医学的手法には大別して，

ファーストパス法，平衡時心プール法，核ステトスコー

プ法が用いられているが1），最も普及しているのは前

二者で，ファーストパス法では心電図同期を併用しな

い方法と併用するマルチゲート法があり，平衡時心

プール法は通常心電図同期によるマルチゲート法が一

般的で，その他心音同期を用いた報告などがみられて

いる．我々はRI注入時にファーストパス像を得，平衡

後心電図同期によるマルチゲート心プール像の収集を

原則として用いている．ファーストパス法と平衡時心

プール法には，それぞれ利点と欠点とがあり，平衡時

プール法ではファーストパス法に比してデータ収集に

時間を要するため小児例への適応には難点があるとす

る報告もみられる5｝．しかし，我々の経験では10～20分

程度の安静は通常の心エコー検査と同様小児例におい

ても大部分の例で容易に得られており，鎮静法の適応

を検討すれぽ小児例においても充分可能な方法と思わ

れた．また1回のtracerの注入のみにより多方向から

データ収集が何回でも施行し得るため心室局所壁運動

の空間的時間的評価が可能で，各種負荷試験なども併

用出来るなどファーストパス法にはない利点を有して

おり，小児においても有用な核医学部的手法であると

結論し得る．また成人における検討では，平衡時心プー

ル法による左室駆出率の測定の方が，ファーストパス

法に比し診断精度が優るとする報告が多く，標的心臓

の小さい小児では，心プール法が有利であると想像さ

れるため，我々は本法による検討を行っている．

169－（7）

　平衡時心プール像を用いた小児の左室駆出率のシネ

アンギ：オ法との比較には，Parrishら7），　Bakerら8），神

谷ら6）の報告がみられ，詳細の明らかとなっている

Parrishら，　Bakerらの検討とコリメーターの種類，撮

影方法，左室辺縁の描出法などに相違はあるものの，

著者らの検討でも彼らと同様に両者に良好な正相関が

得られた．一方，著者らの検討では，心プール法によ

る左室駆出率はシネアンギオ法に比して低値を示す例

が多く，正常小児に近いと考えられる冠動脈後遺症の

ない川崎病既往児の左室駆出率は，シネアンギオ法で

は66．9±6．5％（n＝17，mean±SD）と従来の正常値と

される値と極めて近い値を示したのに対し，平衡時心

プール法では61．3±3．9％とやや低値を示していた．両

法の測定値の相違には主として次の2点が関与するも

のと考えられる．第1に，シネアンギナによる選択的

左室造影像は造影剤の急速加圧注入による左室辺縁の

描出であるのに対し，心プール像ではより生理的状態

に近い左室像における検討である点で，後者では前者

に比して低値を示す可能性がある．第2に，心プール

法では左右心室および左房左室の分離が選択的左室造

影に比して劣る点で，特に左房左室の重複は方法論的

に不可避である．頭側tiltを併用しないLAO方向か

らの心プール像では，特に拡張末期における左房左室

の重複が大きくなり，著者らの予備的検討では頭側

10～15°tiltの併用においても両者の分離に本質的な

差は認め難かった．γ線は距離による減衰が大きいた

めγカメラと標的心臓との距離も問題となり，パラレ

ルホールコリメーターを用いる限り胸壁への接近度を

保ちながらのこれ以上のtiltの併用は，ガンマカメラ

の大きさの制約も加わり，小児例では不能であった．

この点についてはスラントコリメーターなどの使用に

より，ある程度改良が期待し得るものと考えられる．

今回の検討で用いた左室辺縁の半自動描出法は，最初

に拡張末期像を用いて用手的に基準ROIを設定する

方法であり，基準ROIを過大に設定した場合には，閾

値75％値を用いても収縮期に明らかに分離描出されて

いる左房内までROIを取り込む結果となり，左室駆出

率は低値に計算された．また，同一データの再現性の

検討においても，intraobserverでは極めて良好な再現

性が得られたのに対して，interobserverでは再現性の

低下がみられた．この原因も基準ROI設定に依存して

おり，主として左房左室の分離の良否に左右される結

果であった．これらの基準ROI設定に依存する測定誤

差を最小に抑えるためには，心プール像のシネ表示と
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位相振幅解析の併用が有用であったが，データ解析者

の基本的な解剖学的理解度が最も重要な因子と思われ

た．

　先天性心疾患の左室あるいは系統動脈側心室の駆出

率は，完全大血管転換症，ファロー四徴症をはじめ各

種の心奇形で侵襲的あるいは非侵襲的方法により検討

されて来ており4）8）－v1°），自然予後の検討，手術術式の適

否，治療効果の判定などに重要視されて来た．また心

筋疾患，冠動脈疾患の予後を推定するうえで重要な因

子と考えられている11）12）．著者らの核医学による検討

ではファロー四徴症術後例，三尖弁閉鎖症，修正大血

管転換症などで系統動脈側心室の機能障害を示す例が

みられ，従来の報告と同様な臨床的問題点を指摘し得

た．また，心筋症や川崎病では症例の重症度分類に左

室駆出率の評価が有用と思われた’2）．以上の様に左心

機能評価の適応となる心疾患は小児循環器領域全般に

わたり，心臓核医学による心機能評価は従来の各種診

断法に比して優るとも劣らない非侵襲的診断法と考え

られ，今後の臨床応用が期待し得ると考えられた．

　稿を終わるに際し，御指導，御校閲をいただいた本院放射

線科，岡野滋樹部長ならびに横浜市大医学部放射線科，松井

謙吾教授に深謝致します．
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Estimation of　Left　Ventricular　Ejection　Fraction　in　Children　by

Equilibrium　Radionuclide　Ventriculography

　　Seiyo　Yasui，　Yoichiro　Miyazawa　and　Masashi　Takarada

Division　of　Pediatric　Cardiology，　Kanagawa　Children’s　Medical　Center

　　　We　performed　equilibrium　radionuclide　ventriculography　in　children　to　assess　the　validity　and　the

clinical　usefulness　of　the　measurement　of　the　left　ventricular　ejection　fraction（LVEF）．

　　　The　validity　of　the　method　was　studied　on　twenty　patients．　The　intra－and　interobeserver　correlation

coefficients　of　radionuclide　LVEF　were　O．981　and　O．872（p＜0．001）．

　　　Acorrelation　of　the　LVEF　estimated　by　cineangiography　and　radionuclide　method　was　significantly

high（r＝0．922，　p＜0．001）．

　　　In　28　patients　with　history　of　Kawasaki　disease，　the　LVEF　of　patients　with　normal　coronary　arteries

was　61．3±3．9（910，　mean±1SD），　and　the　mean　LVEF　of　subjects　with　stenotic　coronary　artery　lesions

was　significantly　lower　than　that　of　ones　without　the　coronary　artery　involvement，　LVEFs　of　all　patients

with　dilated　cardiomyopathy　were　lower　than　fifty　percent．

　　　Some　of　the　children　with　the　pre－and　postoperative　congenital　heart　disease　demonstrated　low

LVEF．
　　　Our　results　showed　that　equilibrium　radionuclide　ventriculography　was　a　reliable　and　useful　non－

invasive　means　for　estimating　LVEF　in　children　with　heart　diseases．
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