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マルチモダリティで心筋虚血をみる

Dynamic Perfusion CT を用いた心筋虚血評価
Evaluation of myocardial ischemia with Dynamic Perfusion CT
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図 1 SPECT ／ CT fusion の一例
左：負荷像、右：安静像。負荷像にて、冠動脈 CT におけ
る狭窄部位（赤矢印）に一致する灌流心筋の血流低下（青
矢印）を認め、安静像では灌流心筋の血流改善を認める。

図 2 負荷心臓 CT 検査プロトコール
ATP 負荷を行いながら Dynamic Perfusion CT の撮影を
行う。安静状態になったあと、冠動脈 CT を追加すること
により冠動脈狭窄を評価する。
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図 4 LAD#6 just に 90% 狭窄を認めた症例
Perfusion CT による心筋血流量定量マップと冠動脈 CT
に よ る coronary tree を fusion（CT/CT fusion image）
。
前壁中隔から前側壁にかけての広範な血流低下と支配域
を灌流する冠動脈が同時に評価可能となる。

図3

LAD#6 に 90% 狭窄を認めた症例の ISP6 による心
筋血流定量解析画像
前壁中隔を主体に内膜下優位の心筋血流低下が示されて
いる。

CT と組み合わせることによる狭窄と灌流域の同時評
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