
329

《原　著》

運動負荷Tl－201心筋SPECTにおける
　　relative　washout　rate（rW－R）の検討

奥　　住 一　　雄＊

　要旨　washout　rate（W－R）は運動負荷量等に影響を受けるため，今回著者は虚血領域と健常領域のW－R

の比であるrelative　W－R（rW－R）を算出，rW－Rの意義と有用性について検討した．対象はsuccessful　PTCA

が施行された一枝病変を有する狭心症（33例），心筋梗塞症（21例）54例で，運動負荷心筋SPECTはPTCA

前後に行った．労作性狭心症（EAP）28例において冠動脈狭窄度とrW－R，　severity　score（Sv－S）とrW－Rに

はともに良好な負の相関がみられ（r－－0．692，r－－O．796），　rW－Rはほぼ冠血流量に規定されると解された．

一方労作兼安静時狭心症（VSA）5例ではEAP症例と比較し，　rW－RはSv－Sに比し低値の傾向を示し，　VSA

症例のrW－Rは冠血流量に加えextraction　fractionの低下等，他要因の関与が示唆された．　PTCA前後の

検討でrW・・RはPTCA後の冠灌流，運動耐容能の改善を的確に予見した．　W－Rは虚血，心筋viabilityを

正確に反映しており，rW－Rは臨床的に有用な指標と結論される．

1．緒　　言

　虚∫血性心疾患の治療としてPercutaneous　Trans－

luminal　Coronary　Angioplasty（PTCA）やCoronary

Aorto　Bypass　Graft（CABG）などの冠血行再建術

が広く行われ，技術的進歩によりさらにそれらの

適応は拡大されている．冠血行再建術の有効性は

心筋灌流の改善により評価されるが，冠動脈病変

部灌流域における可逆的心筋虚血の存在が前提と

なる．Tl－20　1心筋シンチグラフィは再分布の有無

により心筋viabilityの判定が可能とされ1），冠血

行再建術の適応や治療効果の判定には優れた評価

法である．しかし通常，可逆的心筋虚血の判定に

用いられるwashout　rate（W－R）は2），運動負荷

量3），心機能4｝，性差5）等による影響を受けるとさ

れ，客観的有用性に問題がある．またこれらの要

因による影響のため，W－Rと冠動脈狭窄病変重
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症度や初期分布像との関係が明確でなく，W－R

の診断精度も曖昧であった．これらを明らかにす

るため虚血部領域のW－Rを健常部領域のW－R

と比較したrelative　W－R（rW－R）を運動負荷量等

による影響を無視し得る指標として用い，PTCA

が施行されsuccessfulであった冠動脈一枝病変症

例を対象としてrW－Rの意義を検討し，さらに

successful　PTCA前後のrW－Rからその有用性を

評価した．

II．対象および方法

　対　　象

　狭心症（以下AP：angina　pectoris）33例（男性

26例，女性7例，平均年齢59．1士9．5歳）心筋梗

塞（以下MI：myocardial　infarction）21例（男性

14例，女性7例，平均年齢58．9土7．4歳）で，い

ずれも他二枝に狭窄病変がない一枝有意狭窄病変

症例で，全例標的病変に対しPTCAが施行され，

いずれも十分な拡張効果が得られた症例である．

狭心症は労作性狭心症（以下EAP：effort　angina

pectoris）28例，労作兼安静時狭心症（以下VSA：

vasospastic　angina　pectoris）5例に分類され，

VSAは冠動脈造影にてspontaneous，あるいはエ
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Table　l　Patient　population

核医学　26巻3号（1989）

　coronary　lesion

LAD　　LCX　　RCA
　　　sexage　　（WF）

EAP　　　22（3）　　　1

VSA　　　4【1】　　　1

Ml　　　16（6）　　0

558．5±9．421／7

0　　　62．6±10．4　　5／0

5　　　58．9±7．4　　14／7

OcomPtication　of　l　st　diagonal　branch　lesion

【】　1st　diagonal　branch　Iesion

EAP：　effort　angina　pectoris

VSA：　vasospastic　angina　pectoris

Ml　：myocardial　infarction

ルゴノビン誘発試験にて完全閉塞が確認されてい

る．病変部位別にはAP群で，　LAD病変26例，

RCA病変5例，　LCX病変2例，　MI群ではLAD

病変16例，RCA病変5例である．　VSA　l例は

第一対角枝病変例で，EAP　3例，　MI　6例はいず

れもLAD病変に第一対角枝病変の合併症例で同

病変に対してもPTCAが施行され十分な拡張効

果が得られた（Tabel　l）．正常対照群は胸痛にて

冠動脈造影を施行したが病変を認めず，エルゴノ

ビン誘発試験陰性で左室造影にて壁運動正常であ

った3例とトレッドミル負荷試験，心エコー図に

異常のみられなか・・たvolunteer　5例の計8例（男

性6例，女性2例，平均年齢41．1歳）である．

　心筋梗塞は遷延した胸痛，異常Q波，異常CPK

値（正常値の2倍以上）のいずれか2者を認めた

ものとした．側副血行路の判定は主冠動脈が逆行

性に造影されるものとした．

　方　　法

　1）運動負荷Tl－201心筋SPECT

　坐位自転車エルゴメータによる25Wごと，多

段階漸増負荷法でendopointはSymptom　limit

で行った．Symptom出現時タリウム110～150

MBq（3～4　mCi）静注し，さらに30～60秒間運動

を継続し中止後直ちに初期像（initial　image）を，

3時間後に遅延像（delayed　image）を撮像した．

検査当日朝，全ての抗狭心薬は中止し以後検査終

了まで食事，抗狭心薬を中止した．データ収集は

低エネルギー汎用コリメータを装着した回転型ガ

ンマカメラ（シーメンス社製ZLC　7500）を用い，

RAO　40°～LPO　40°，180°で1方向20秒，32方

向で行った．島津社製シンチパック2400を用い

Transverse　imageからoblique　imageを再構i成し

データ解析には短軸断層像を用いた．運動負荷心

筋SPECTはAP群でPTCA前後4・2土6・g日，
8．2土11．4日，Ml群ではPTCA前後6．4±13・0日，

7．1土2．5日に施行した．

　2）二次元極座標表示法（Bul「s　eye法）による

　　定量解析

　島津社製シンチパック2400に装備されたBul「s

eyeプログラムにより，短軸断層像の心基部より

心尖部までのイメージの心臓中央部のスライスを

中心に前後3スライス計7スライス（スライス厚

6mm）を解析した．おのおののスライスのcir－

cumferential　profile　curveの算川には，3points

around　the　peak法を用いた．　PTCA前後でinitial

image，　delayed　imageの対象スライスを同一’にす

るため，データ収集時にライトポィンターで患者

位置を決定し，原則的にoblique　image再構成H寺

には座標軸を用い，最終的には短軸断層像を比較

し視覚的にスライスを選択した．あらかじめ作成

した正常群のinitial　imageでのタリウム分布の平

均一一2標準偏差を正常域とし，それ以下の異常値

の拡がりを示すExtent　Score（以ードE－S）とE－Sで

補］llした異常値の程度を示すSeverity　score（Sv－

S）を次式より求めた．

　　マップの異常ポイント数
E－Sニ
　　　マップの全ポイント数

　　　マップの異常領域におけるカウント
　　　　と正常域カウントの差の総和
Sv－S一
　　　　　　全ポイント数×E－S

　さらにW－RよりrW－R（虚血部領域W－R÷健

常部領域W－R）を算出した．正常群8例における

心基部（slice　1），心中央部（slice　4），心尖部（slice　7）

のW－Rの平均値のcircumferential　profile　curve

ではW－Rはどの領域でもほぼ一定であったが，

前壁でやや高値を，下後壁でやや低値を示す傾向

がみられた．正常域のrW－Rは，前壁・中隔とし

て9～11ポイント，下後壁として29～31ポイン

トの3ポイント，7スライスを用い次式より算出

した，
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運動負荷Tl－201心筋SPECTにおけるrelative　washout　rate（rW’R）の検討

lateral

　9
anterior

18　　　　　　27　　　　　　36
sePtum　　　　　inf6roposterior　　　　　｜aterat

rW－R（W・R　of　ischemic　area！W・R　of　normal　area）

1110g

聯lll。認

rW・R　in　nomal　case：

　W・R　of　A・S（9・11）　　W・R　of　1－P

　　　　　　　or　W・R　of　1・P（29・31）　　W・R　of　A・S

normal　lower　limit（mearト2SD）of　rW－R（n＝8）

　A－S！1・P　1．114－0．242＝0．872

　1・P／A・S　O9908－O．181＝0．727

rW・R　in　patients　with　LAD　lesion

　W・Rof　A－S（15points　of　i3chemic　area）

　　　　　　　　W・Rof　l－P（15points　of　n◎mal　arga》

　　　　　　　　　　　　　　　　A・S：8r嘘●ro●●pt剖
　　　　　　　　　　　　　　　　t－P　　　

：　　

i㎡α∞∞｛orlor

　　　　　　　　　　　　　　　　W－R：wa5hout固e
Fig．1Calculation　of　rW－R　by　Bulrs　eye　method．

　前壁・中隔におけるrW－R

　　一前壁・中隔のW－R÷下後壁のW－R，

　ド後壁におけるrW－R

　　一下後壁のW－R÷前壁・中隔のW－R，

i｝｛た，前壁・中隔，一ド後壁におけるrW－Rの］E常

範囲を平均値一2標準偏差としたが，それぞれ

0．872と0．727であった．

　虚1血L性疾患群のrW－Rは虚lfl暗llにおける15ポ

（ント（3ポイント＼：5スライス）の平均W－Rと

対側健常部15ポイントの平均W－Rの比より算

出し正常範囲以下を異常と判定した（Fig．り．

　PTCA
　PTCAはAP　36病変（第一・対角枝4病変），　M　I

27病変（第一対角’枝6病変）に対して施行され，

いずれも％diameter　stenosis（以下％D．S．）実測

50％未満の成功を得た．第一対角枝病変併存例の

残存狭窄はいずれか高度の狭窄度とした．PTCA

はISDN，　nifedipine，および血小板凝集能抑制薬

の投薬下にてTarns－femoral　approachで，　USCI

社製LPS　20　mm　balloon　dilatation　catheter

O．014”very　steerable　guide　wireを基本のシステ

ムとして用いた．冠動脈病変狭窄度（％D．S．）は

IamgeΣ2000を用いreal　timeにて4倍zoom　up

の静止画像を得，自動解析した6）．
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　統計処理

　推計学的検討はstudent　t－test，　X2検定を用い，

p＜0．05を有意とし，数値は平均土標準偏差である．

III．結　　果

　1）冠動脈病変狭窄度，E－S，　Sv－Sの関係

　冠動脈病変狭窄度（％D．S．）とE－Sの関係を

EAP　28例について検討した．　LAD病変22例で

r－0．658（p＜0．Ol　），全症例でr－0・616（P＜0・01）

とともに良好な相関を示した．％D．S．が60％以

上の時，多くの症例でE－Sに異常が認められた
（Fig．2）．

　冠動脈病変狭窄度（％D．S．）と重症度を表す

Sv－Sの相関は，　LAD病変22例でr－0．721（p〈

0．Ol），全症例でr－0．694（p＜0．01）を示し，
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Fig．2　Relationship　between％D．S．　and　E－S　in　EAP．
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Fig．4　Relationship　between　E・S　and　Sv－S　in　EAP．
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％D．S．とE－S間の相関よりもさらに良好な相関

関係がみられた（Fig．3）．またEAP　28例におけ

るE－SとSv－Sとの間にはr＝0．847（p〈0．Ol）と

良好な相関が認められた（Fig．4）．

　2）冠動脈病変狭窄度，Sv－S，　rW－Rの関係

　％D．S．と通常用いられるwashout　rate（W－R）

の相関はLAD病変22例，全症例28例でそれぞ

れr＝－0．455，r＝－0．417（p＜0．05）と粗な相関関

係であった（Fig．5）．

　一方％D．S．とrW－Rの相関はLAD病変22
例でr－－0．729（p＜0．01），全症例でr＝－0．692

（p＜0．01）と良好な負の相関がみられ，それぞれ

y（rW－R）＝－0．012x（％D．S．）十1．70，　y＝－0．011x

＋1・66の一次回帰式が得られた．また％D．S．が

約60％でrW－Rはほぼ1．0を示した（Fig．6）．

　　　0　　←一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一「
　　　　　　50　　　　　　　75　　　　　　　100
　　　　　　　P③rcent　diamet●r　st●nosis（％D．S．）

Fig．6　Relationship　between％D．S．　and　rW－R　in

　　　EAP．

1．0

午　O．5

｝

激

Severity　score（Sv・S）

　一〇．2

　　　　　　　　　100　　　　　　　200

Fig．7　Relationship　between　Sv－S　and　rW－R　in　AP．

　次にSv－SとrW－Rの関係をAP　33例について

検討した．EAP　28例での相関関係はr＝－O．796

（p＜0．Ol），　y（rW－R）＝－0．003x（Sv－S）十〇．936と良

好な相関が認められた．一方VSA　5例を含む33

例ではr＝－0．742（p〈0．Ol）と相関は低下し，

VSA例のrW－RはSv－Sに比し低値となる傾向が

みられた（Fig．7）．

　3）rW－Rによる虚血，心筋viabilityの評価

　　（successful・PTCA前後での検討）

　VSA　5例を含むAP　33例における％D．S．，

E－S，rW－R，　RPP（Rate　pressure　product）をPTCA

前後で検討した．EAP　28例を％D．S．90％以上

群5例，90％未満群23例に分類した．PTCA前

％D．S．が90％以上狭窄群におけるrW－R，　E－S
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は90％未満狭窄群のそれらと比べ有意差を示し

たが（P〈0．Ol，　P＜0．01），　RPPは90％以上狭窄群

で低値を示すものの90％未満狭窄群との間に有

意差はみられなかった．またPTCA前VSA群の

rW－Rは90％未満狭窄群のrW－Rよりも有意に

低値を示したが，それらのE－Sには有意差はみら

れなかった．PTCAによりこれら3群の％D．S．，

E－S，rW－Rはいずれも有意に改善した．また

RPPもPTCA後EAP群で有意に改善したが，

VSA群のRPPには改善傾向はみられるものの，

有意な変化は認められなかった（Fig．8）．

　90％未満狭窄群のE－S，rW－R，　RPPはPTCA
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Table　2

核医学　26巻3号（1989）

Parameters　with　and　without　redistribution（RD）in　MI　cases

　　　before　and　after　successful　PTCA

　　　　　　　　　　　　％D．S．chest　ST　　　　　Owave　cdimoral　　　　　　　　　　　before　afterpain　change

RPP　（×103）　　　E・S　　　　　rW・R
before　after　before　aftor　before　after

RD（＋）

　　　　6
（n＝12）

RD（一）

　　　　0
（n＝9）

＊

5

0

7

7

　
　
＊

6
　
　
　0

863　　　317　　　　23．5　　　29，0　　　α39　　　0，17

撫欄 当㍗
O．51　0．OS

±α34　±O．OS

－　　＊＊

80L2　　　31．2　　　24．5　　　263　　　0」22　　　0」25　　　0」94　　　1．03

±125　　±　7．7　　±　5．1　　±　4．3　　±0」18　　±0」22　　±0」05　　±0」12

＊　P＜α05　　＊＊　P＜0」01

により全て改善がみられた．しかし同群において

PTCA前rW－Rが異常と検出されなかった症例が

13例（非虚血群）みられたため，これら13例と

PTCA前異常と判定された症例10例（虚血群）と

の比較検討をPTCA前後で行った．虚血群にお

けるPTCA前の％D．S．　E－Sは非虚血群と比較し

有意に高値を示し，PTCAにより虚血群のrW－R，

E－S，RPPはそれぞれ0．74土0．09より0．99±0．07，

0．18土0．11　よ　り　0．43士0．39，　22，100士5，700　よ　り

26，900士3，700と全て有意な改善を認めた．一’方

非虚血群ではrW－R，　E－S，　RPPいずれにも有意

な改善はみられなかった（Fig．9）．

　心筋梗塞21例を対象にrW－Rによる心筋梗塞

領域の残存心筋viability判定について検討した．

rW－Rにより再分布（redistribution：RD）の認め

られた群12例（RD㊥），　RDの認められなか’）た

群9例（RDO）に分類した．　RD（＋）群のrW－R

はPTCAにより0．51士0．34から0．96±0．06へ有

意な改善を示したが，RD（一）群のrW－Rは0．94

土0．05から1．03士0．12と有意な変化を認めなか

った．さらにRD（十）群のE・S，　RPPはPTCA

後有意な改善を示したが，RD（一）群のE－S，　RPP

には有意な改善はみられなかった．またPTCA

前に運動負荷時胸痛，側副血行路はRD（＋）群で

ともに50％認めたが，RD（一）群にはみられず

（P＜0．05），心電図上有意なST低下もRD（＋）群

にのみ5例（42％）みられた．異常Q波はRD（十）

群に58％，RD（一）群に78％みられた（Table　2）．

IV．考　　察

　Tl－201心筋シンチグラフィは心筋血流分布を反

映し，虚血性心疾患の診断や治療効果の判定に有

用である．心筋虚血では，運動負荷直後の初期像

でタリウムの取り込み低下があり，遅延像で再分

布現象が認められる．心筋梗塞症例で不可逆性に

障害された心筋では，このような再分布現象が

ないことが特徴であるが，梗塞領域内にviable

muscleが残存する場合，不完全な再分布が認め

られることがあり，このような症例ではPTCAや

CABGの適応がある．　Tl－201心筋シンチグラフ

ィは，従来からのプラナー像にかわってSPECT

が導入され，罹患冠動脈の検出率が向上し，さら

にBulrs　eye法などのプログラムも開発され客観

的評価も簡便となった？・8）．しかし可逆的心筋虚

血の指標であるタリウムのwashout「ate（W’R）

は冠血流量，心筋細胞のタリウム抽川率，心筋細

胞からのタリウム排泄等要因が複雑にからみあっ

ており，なお明らかではない9”12）．さらに運動負

荷量等の影響も受け，不十分な運動負荷ではW－

Rを用いての狭窄病変診断精度を低下させるとの

報告もみられる4）．一方，SPECTは周囲臓器との，

また心筋自体の重なりがなく，得られるW－Rは

健常例ではいずれの冠灌流領域においても，ほぼ

一定といわれる4・7・13）．そこで今同著者は，冠動

脈1枝のみに実測％D．S．が50％以上の狭窄病

変を有し，他2枝に異常を認めない狭心症33例，
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心筋梗塞症21例を対象に，健常部との比較という

観点から虚血部のW－Rと健常部のW－Rの比で

あるrW－Rを用い，狭窄病変重症度との関係，

またPTCA前後の変化を検討し，　rW－Rの意義と

その有用性を明らかにした．

　1）冠動脈狭窄度，初期分布像とrW－Rとの

　　関係

　9リウムの心筋への分布は，ほぼ冠血流量に規

定される14）．EAP症例における今回の検討で

Sv－Sは冠動脈狭窄度と良好な相関を示し，　Sv－S

が冠血流量を反映していることが確認された．一’

方washout　rate（W－R）も冠動脈狭窄度との間に相

関がみられたがその関係は粗であった．しかし運

動負荷量による影響を無視し得る指標rW－Rを用

いることにより冠動脈狭窄度との相関は著明に改

善され，Sv－Sと冠動脈狭窄度との相関とほぼ同

程度となった，さらにSv－SとrW－Rの間にも良

好な相関がみられたことより，EAP症例におけ

るrW－Rは，ほぼ冠血流量を反映すると結論され

る．一・方VSA　5例ではEAPと異なり，　Sv－Sに

比べrW－Rが低値となる傾向がみられた．5例の

VSAにおける％D．S．の平均値は70．2％と中～

軽度の狭窄病変にもかかわらず，有意なST変化

（1例ST上昇）に伴う胸痛にて運動負荷を中止し，

運動負荷にて冠攣縮が誘発されたものと考えられ

た．さらにこれら5例のrW－Rが著明な低値を示

したことも冠攣縮の関与を示唆するものである．

大嶽ら15）は5例のexercise　induced　coronary　spasm

について報告しており，それによればspasm発現

によってinitial　uptake　rateが著明に低下しwash－

out　rateは負の値を示すことが多いと述べている．

しかし著者の成績でSv－Sに比較しrW－Rが低値

を示したことは，胸痛あるいはST変化が遷延し

ていないことも含め冠血流量さらには再灌流の低

下に原因を求め得ず，突然の阻血が心筋細胞のタ

リウム抽出率を著しく低下させた可能性が推察さ

れる．

　2）AP症例におけるPTCA前後でのrW－Rに

　　ついて

　PTCAにより冠血流量，冠予備能の改善ととも
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に運動耐容能も増大し，これに伴いTl－201心筋

シンチグラフィにおいてもタリウム分布の改善が

認められる．しかしW－Rは運動負荷量に影響さ

れ，下肢の疲労にて運動負荷を中止する症例の評

価には難しい一・面があると思われる．rW－Rは健

常部を基準としており運動負荷量の影響をある程

度取り除くことができ，前述のような症例での

intervention前後の評価には優れた方法と考えら

れる．しかしながらPTCA後早期には冠血流に

改善がみられず16），心筋シンチグラフィにても異

常所見の持続する症例がある1？・18）との報告がみら

れる．著者の成績でも90％狭窄病変症例1例，

85％狭窄病変症例1例，VSA症例2例はPTCA

後rW－Rの改善傾向はみられながらも異常値を

示した．高度狭窄病変症例においては前述のごと

くT1－201心筋シンチグラフィによるPTCAの評

価に注意を要する．90％未満狭窄病変症例におい

てPTCA前のrW－Rから非虚血群，虚血群に分

類されたが，虚血群のrW－R，　RPPはPTCA後有

意に改善し，ともに改善のみられない非虚血群と

の間に明らかな相違を認め，さらにPTCA後E－S

は虚血群においてのみ有意に改善した．これは

rW－Rによる虚血の評価が的確になされていたこ

とを示すものである．またrW－Rによる2群の

1評価は％D．S．よりも明らかであった．冠動脈造

影による冠動脈病変の評価についてHarrison

ら19）は冠予備能の指標にpeak／resting　velocity

ratioを用い，％D．S．，％area　stenosisよりも

minimal　cross　sectional　areaの相関が良いとし，

Wijinsら20）は゜／．　area　stenosis　80°／．以下，　pressure

gradient　20　mmHg以下をともに満足する症例が，

心筋シンチグラフィ異常所見と一致すると報告し

た．冠血流量の指標としての％D．S．に問題はあ

るが，rW－Rは運動耐容能の改善を％D．S．より

も明らかに予見し，冠血流量，冠予備能の指標と

して精度の優れた方法であると結論される．

　3）心筋梗塞症例におけるrW－Rの有用性につ

　　いて

　心筋梗塞においても責任冠動脈領域にviable

muscleを認めることはしばしばある．　viable
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muscle判定には，左室造影や心エコー図の壁運

動評価とTl－201心筋シンチグラフィによる評価

があるが，壁運動障害症例でもintervention後，

壁運動の改善をみたとの報告21・22），またTl－201心

筋シンチグラフィで再分布がない（persistent　de－

fect）症例でもやはりperfusionの改善をみたとの

報告がみられ23），viable　muscleの評価は重要な課

題である．

　rW－Rによる梗塞部残存心筋viabilityの検討で，

再分布の認められた12症例はPTCA前のrW－R

が0．51土0．34と再分布のなかった9症例の0．94

士0．05と比較して著明な低値が示された．PTCA

後再分布群のrW－RはE－S，　RPPとともに有意な

改善を示し，梗塞部残存虚血の評価も的確になし

得ることが示された．再分布群では運動負荷時胸

痛の発現（p＜0．05）やST変化が多くみられ，ま

た50％の症例で側副血行路が認められたことか

ら（p＜0．05），viable　muscleの保持には側副血行

路が大きく関与していることが示唆された．しか

し運動負荷時には虚血性変化が認められることか

ら，viable　muscleの維持には有効であるが，冠

予備能力としては不十分であり，これは河合24），

Berger25）らの報告と同様の結果であった．

　今回著者は画像の不明瞭となる心基部，心尖部

を除外した心臓中心部7スライスの短軸断層像よ

り正常域rW－Rを算出した．また虚血判定には対

象7スライス中，虚血領域の5スライス30°幅，

15ポイント内のRIカウントを3points　around

the　peakを用い解析することにより安定した結果

が得られた．

　20iTICIは低エネルギー放射性物質であるため，

attenuationが多く，定量的診断法とはなり難く

相対的血流分布が利用されてきた．多枝病変，心

筋viability判定に用いられるW－Rは前述のごと

く多くの要因による影響を受け，絶対的指標とな

りにくく，このためW－Rの意義もやや曖昧であ

った．著者は一枝狭窄病変症例のみに限定し，虚血

領域W－Rを求め，対側健常領域のW－Rを100％

として，相対的W－R，つまりrW－Rを測定し，

その意義，有用性を明らかにした．rW－Rをsuc一

cessful　PTCA症例に用いた検討の結果EAPにお

いてrW－Rは冠動脈狭窄度と良好な相関を認め，

ほぼ冠血流量に規定されるSv－Sとも高度な相関

を示し，rW－R，　Sv－S両者がEAPにおいては相似

した指標であることが示された．またPTCA前後

の検討からrW－Rが虚血あるいはviable　muscle

の診断に優れていることも確認した．一方VSA

におけるrW－R，　Sv－SはEAPと異なる関係が示

唆され，冠血流量以外の原因が考えられた．この

ことはBrawnwaldら26）によるstunned　myocar－

diumとの関連も疑われ今後の課題と思われる．

心筋viabilityの評価は直接代謝を観察する18F－2－

deoxyglucoseによるポジトロンCT（PET）22）に及

ぶべくもないが，臨床的有用度の高いTl－201心

筋シンチグラフィによるW－Rは精度の高い心筋

viabilityの指標で，健常部との相対値をみるrW－R

は健常部が設定し難い多枝病変症例においてはや

や難点はあるものの，臨床的にeMcacyの高い診

断手段になり得ると思われる．

　稿を終わるにあたり，ご指導，ご校閲を賜った東邦大

学内科学第一講座森下健教授，ならびに同循環器診断セ

ンター矢部喜正助教授に厚く感謝いたします．
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Summary

Assessment　of　Relative　Washout　Rate（rW－R）

　　　　in　Stress　Tl－201　Myocardial　SPECT

Ichio　OKuzuMl

Tlie　Fi’・st　Depa”t〃ient　o．f’　lnte’71（1／Medi〔・’ne，　Toho　University　S〔・hoo1　011　Med’‘’ine

　　Stress　T1－201　myocardial　SPECT　was　performed

and　evaluated　quantitatively　by　Bulrs　eye　method

in　54　patients　with　single　vessel　coronary　artery

disease（33　angina　pectoris，21　myocardial　infarc－

tion）who　underwent　successful　PTCA．　As　the

index　of　myocardial　ischemia　and　viable　muscle

that　was　not　affected　by　work　load　and　others，

relative　washout　rate（rW－R）was　calculated　from

the　formula：washout　rate（W－R）of　ischemic　area

was　divided　W－R　of　normal　area．　The　purpose　of

this　study　was　to　examine　the　significance　and

usefulness　of　rW－R．

　　Good　correlation　was　recognized　between　grade

of　coronary　artery　stenosis，　severity　score　（Sv－S）

and　rW－R　in　28　patients　with　effort　angina　pec－

toris（EAP）．　Therefore，　rW－R　was　regulated　with

coronary　flow　in　EAP．　On　the　other　hand，　in　5　pa－

tients　with　vasospastic　angina（VSA），　there　was

atendency　that　rW－R　showed　low　value　compared

with　Sv－S．　It　was　suggested　that　rW－R　in　patients

with　VSA　was　regulated　not　only　coronary　flow

but　also　other　factors．　As　a　result　of　study　before

and　after　successful　PTCA，　rW－R　foresaw　the

improvement　of　coronary　perfusion　and　work

load　capacity　by　successful　PTCA　exactly．　It　was

concluded　that　W－R　reflected　myocardial　ischemia

and　myocardial　viability　accurately，　and　rW－R

was　a　useful　clinical　index．

　　Key　words：Relative　washout　rate（rW－R），

Stress　Tl－201　myocardial　SPECT，　Single　vessel

coronary　artery　disease，　PTCA，　Bull’s　eye．
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