
21

《原　著》

心拍連動RI心血管造影による左心機能の診断

成田　充啓＊　　宇佐美暢久＊ 栗原　　正＊　　瓦谷　仁志＊

金尾　啓祐＊＊　本田　　稔＊＊

L　緒　言

　心疾患患者を治療するさい，しばしば左心機能

を正確に評価する必要が生じる．このために，種

々の非観血的測定法が考案され，また静脈系を経

由した観血的な方法が用いられてきたが，対象と

する左心室の動きを直接とらえない限り，正確な

左室機能の評価は行いえない．今日この目的のた

めに，最も信頼のおける方法とされているのは，

左心カテーテル法による圧曲線，および左室造影

図の分析であるが，この方法は，被検者に与える

侵襲が大であり，その適応は限られ，また反覆施

行する事はさらに困難である．左室機能の評価は，

左心カテーテル検査の困難な重篤な状態ほど必要

である．

　1969年Mullinsら1）がRI心血管造影により心

容積の算出が可能であると報告して以来，心機能

を知る非観血的方法としてRI心血管造影法が広

く用いられる様になつた．

　我々は99mTc－HSA（human　serum　albumin）を

末梢静脈より静注し，心拍連動RI心血管造影を

行い，99mTc－HSAの左室第1回通過時の左室内

RIカウントより，カウント法にて左室駆出率を，

また99mTc－HSAの稀釈曲線より心拍出量を求め，
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さらに左室拡張末期容積，左室収縮末期容積を求

めた．また左室asynergyの診断をも行い，かく

して一回の静脈注射により種々の左室ポンプ機能

を示す有用なパラメーターを求めえた．RI末梢

静注カウント法により左室駆出率を計測する際
“ background　activity”が問題となるが，右上肺動

脈991nTc注入によりえた左室造影との比較により，

至適backgroundを決定した．

　また本法による心拍出量とRCGによるそれと

の相関もみた．

II．方　法

　15，000ホール，140KeV，　high　resoliution　colli－

matorを装置したPho／Gamma　HP型シンチカメ

ラと心拍連動装置をon　lineにてミニコンピュー

ター，Scintipac　200（Nova，　Model　Ol，12　K語）に

接続（Fig．1），心電波形（10msec毎のサンプリン

グ）とRIイメージをリストモードで同時に採取

したL））．99mTc－HSA　IO－15　mCiを1．0－1．2　m1に溶

解し，右肘静脈より，10－15　mlの生理食塩水で圧

注した（末梢静注法）．末梢静注法では，まず左

前斜位45°で尾側を少しあげた，いわゆるmodified

LAOにて注入直後より40秒間，さらに99mTcが

血管床内で平衡状態に達して後（注入後5－7分）

20秒間，ついで右前斜位30°とし4分間，いずれ

もEc9と同時にデータ採取を行なった．また各

種心疾患および健常例，計13例（Table　1）では，

6FのSwan－Ganz廿ow　directed　catheterをDesilet－

Hoffmann・dilatorを用い，静脈切開を行う事なく，

右肘静脈より挿入し，肺動脈と左室との重なりの
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Fig．1　Block　diagram　of　the　recording　system．　The　camera　data　and　Ecg　data　are　simul－

　　　　taneously　recorded．　We　can　select　any　phase　of　cardiac　cycle　by　using　Ecg　R　wave

　　　　as　time　markers．

Table　1 Comparison　of　EF　obtained　by　PA　injection　method　and　peripheral　venous

injection　method．　Details　of　patients　studied．

Patient

1）T．H．

2）K．S．

3）M．K．

4）　O．K．

5）S．Y．

6）F．T．

7）K．T．

8）S．K．

9）F．M．

10）D．S．

11）N．T．

12）S．H．

13）Y．Y．

Age

37

46

55

59

1
3
6
9
6
9
9
9
7

5
8
6
7
3
3
6
3
5

Mean

Dx

Normal
Normal
Normal
Normal

A．R．

A．R．

H．CD．

C．H．D．

M．L

M」．

M．L

Myocardopathy
Myocardopathy

EFinPA
Injection

　O．75

　0．68

　0．68

　0．65

0．65

0．68

0．63

0．56

0．47

0．43

0．53

0．41

0．49

0．585エ0．110

0

0．75

0．60

0．53

0．51

0．50

0．50

　0．55

　0．55

　0．40

　0．31

　0．40

　0．25

　0．36

　0．477

：と0．131

EF　in　LV．－lnj．（bcg）

1

0．78

0．63

0．55

0．54

0．56

0．58

0．60

056
0．43

0．35

0．48

0．32

0．39

2

0．80

0．66

0．64

0．67

0．62

0．65

0．65

0．62

0．48

0．42

0．50

0．41

0．46

　0．521　　　　　0．582

土0．126　　　±0．ll7

AR：aortic　regurgitation，　HCD：hypertensive　cardiac　disease

CHD：coronary　heart　disease，　MI：myocardial　infarction

3

0．84

0．79

0．70

0．78

0．68

0．69

0．70

0．68

0．52

0．52

0．63

0．44

0．52

0．655

．0．122

ない，右上肺動脈に導き，15　mCiの99mTc－perte

chnatateを圧注し，末梢静注法と同じ装置を用い，

左心造影を行った（肺動脈注入法）．Angerカメラ

下でカテーテルの部位を知るため，カテーテル先

端のバルーン内に，数mCiの99mTc－pertechnatate

を注入した．我々はこれを，　radioactive　flow

directed　catheterと命名した．Fig．2はこのradio－

active　flow　directed　catheterの軌跡を示すもので

ある．99皿Tcの肺動脈注入時には，バルーン内の

99mTcを生理食塩水で数同洗瀞し，バルーン内の
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Fig．2　Loci　of　the　radioactive　flow　directed　catheter．

　　　The　catheter　tip　is　introduced　into　the　right

　　　pulmonary　artery　via　right　antecubital　vein．

99mTcの量を無視しうる量とした．肺動脈注入法

では，患者の体位は正面または右前斜位30°とし

た．

23

　また他の15例（健常者4例，心疾患11例）で

はTc－HSAによるRI心血管造影の直前にRIHSA

静注によるRCGにて心拍出量をも求めた．

　なお99mTc－｝｛SAはEckelman法3）にて作成した．

　D　左室駆出率（EF）

　肺動脈注入法では，コンピューターを用い，同

時に記録したEcg　R波をトリガーとして，　R波

の直後50msecを拡張末期，　T波の終末より前方

50msecを収縮末期とし，左室内RI　activityの高

い6心拍を選んで両時相のactivityを加算し，両

時相の像をCRT上に作成した（Fig．3）．この像

よりarea－length　method4）’））にてEFを求めた．

　末梢静注法でのデータ処理は，同じくコンピュ

ー ターを用い，同時記録のEcg　R波をトリガー

として，肺動脈注入法と同じ時相を，拡張末期お

よび収縮末期とした．RIの第1回左室通過時の

もっともradioactivityの高い連続した6心拍を選

んで両時相のactivityを加算し，両時相の像を作

　ELECTRO
IARDIOGRAM

SAMPL1NG
PHASE

RI　・MAG・

END－DIASTOLE　　END－SYSTOLE

　　　　　　　　　ES　　　　　　　　　　　　　　　　　　ED

Fig．3　Pulmonary　arterial　injection　method．　Each　image　is　constructed　by　summation　of

　　　six　consecutive　heart　beats　at　end・diastole　and　end－systole．（anterior　view）
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Fig．4　Peripheral　venous　injection　method．　By　using

　　　Ecg　R　wave　as　time　marker，　six　consecutive

　　　beats　at　end－diastole　and　　end－systole　are

　　　summed　and　displayed．　With　the　use　of　these

　　　images，　both　time　activity　curves　at　end－diastole

　　　and　end－systole　are　computed．

成，この像をもとに拡張末期，および収縮末期像

をカーソルでかこみ，Region　of　lnterest（ROI）を

作り，これをもとに，連続せる30心拍の拡張末

期および収縮末期のtime　activity曲線をえた（Fig．

4）．さらにFig．5に示すように，左室拡張末期に

おける自由壁の部分を同心円状に種々の大きさ

（0，1matrix－point，2matrix－points，3　matrix－points）

で選び抜き，この部分のtime　activity　curveを

background　activityとし，（1）式にてEFを算出し

た．

　　　　　ES　counts－bcg　counts
　　　　1－　　　　　　　　　　　　　　　　　．．．．．．．．．．（1）
　　　　　ED　counts－bcg　counts

〔噸
bcg

EF．1．ES・・unts－b・g・・Lnt　s

　　　　E　Dcounts－bcg　counts

Fig・5　1n　peripheral　venous　injection　method，　EF　was

　　　calculated　from　end－diastolic　counts，　end－

　　　systolic　counts　and　background　counts．

　　　ES　counts：収縮末期カウント数

　　　ED　counts：拡張末期カウント数

　　　bcg　counts：backgroundカウント数

　またこの際，左室におけるRIの混全な混合を

考慮し6），左室activity　curveの頂点より下行脚の

2－3拍を選び，これらの平均値を求めた．

　両検査は1週間の間隔で行った．なおEF算出

の際にdead　timeの補正は行なわなかつた．

　2）循環血液量（BV）

　20例においてRIHSAで求めたBVと99mTc－

HSAでえたBVの比較を行った．まずRIHSA　20

μCiを静注，10分後採血を行い，　RIHSAによる

BVを求めた．次いで10mCiの99mTc－HSAを静

注し，5分後と15分後の2回採血により外挿法

で99mTc－HSAによるBVを求めた．

　3）心拍出量（CO）

　RCGは99mTc－HSAによるRI心血管造影の直

前に15例で行った．これには20μCiのRIHSA
を0．2m1とし，　cuff　releasing　methodにて右肘静

脈より急速注入し，直径2　inchのNaIクリスタ

ルを有する，長さ10cmの矩形コリメーターを心

臓部にあてがいRCGを行った．この場合には

background値が大で，　COを過剰算定するため，

Lewisら7），　Donatoら8）の述べる如く計算値の83

％をもってRCGによるCOとした．
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Fig．6　Calculation　of　cardiac　output．

　　　Two　time　activity　curves　in　the　region　of　left　ventricle　and　background　are　gene－

　　　rated　at　the　first　pass　through　the　heart　and　equilibrated　state　of　RI．　From　the

　　　difference　of　these　two　time　activity　curves，　new　histogram　is　constructed．　This

　　　new　histogram　is　fitted　to　a　gamma　variete　for　the　calculation　of　cardiac　output．

　RI心血管造影によるCOは次の如く計測した．

EF測定の際求めた拡張末期像と，　background

activityとしてその左室自由壁の周囲2matrixの

両者にROIを設定し，0．3秒毎のtime　activity

curveを左前斜位における，　RI左室第1回通過時

と，平衡状態で作成した（Fig．6）．さらに左室内

time　activity　curveよりbackground　activityを減

じたhistogramを作成した．かくしてえられたRI

の希釈曲線はThompsonら9）の述べるごとく，ガ

ンマ関数で表現される事を利用し，（2）式に示す

ガンマ関数によって近似を行い，重みつき最小自

乗法にて諸定数を求め2）・1°），（3）式によってCOを

求めた（gamma　method）．

　　　C（ti）＝K（〃－ta）ae－（ti－ta）／β．．．．＿．．．．．．、2）

　　　k，α，β：定数

　　　ta：RIが左室に出現した時間

　　　C（ti）：時間tiにおけるRI量

　　　　　　　Ceq
　　　　　　　　　　×BV．，．．．．，．．．．．．．．．（3）　　　CO＝　　　　　　∫…（ti）dt

　　　C（ti）：時間tiにおけるRI量

C・q：平衡値におけるRl量

BV：循環血液量

　4）左室拡張末期容積（LVEDV），左室収縮末

期容積（LVESV）

　弁逆流のない症例では，EFと1回駆出量（SV）

よりLVEDV，　LVESVを求めた．

　5）左室asynergyの診断

　主として右前斜位にて4分間記録されたデータ

を用いた．Ecg　R波をtime　markerとし，　EFの

計測で述べたものと同時相を，拡張末期，収縮末

期とし，各時相の像を各々250－300心拍合成，表

示し，両時相の像を重ねあわせてasynergyの診

断を行った．また左前斜位にてえた左室拡張末期，

収縮末期像も同様に重ねあわせた。

　対象は陳旧性心梗塞17例で，前壁梗塞11例，

下壁梗塞1例，前壁および下壁梗塞4例，下壁お

よび後壁梗塞1例で，梗塞部は22ヵ所に存在し

た．（前壁15，下壁6，後壁1）いずれも急性梗

塞期の状態が明確で，かつ検査時Ecg上異常Q

波を呈した例のみである．
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Fig．7　Comparison　of　EF　obtained　by　PA　injection

　　　　　　injection　method．　Effect　of　background．

method　and　periphera］venous
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（n・20）
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2 3 4 5 6 7 8

　　　by

（bcg

1．V．　Injection

2matrix）

Fig．8　Correlation　of　EF　determined　from　PA　injection

　　　　　　method　and　perihperal　injection　mehtod．

by　99MTc－HAS

Fig．9　Comparison　of　blood　volume　measurement
　　　　　　obtained　by　RIHSA　and　99mTc－HSA．

　　　　　　Solid　line　is　line　of　identity　and　broken　lines

　　　　　　represent　15％distribution　lines．
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Fig．10　Comparison　of　cardiac　output　measurement

　　　　obtained　by　R田SA－RCG　（83％　method）

　　　　and　RI・angiocardiography（99mTc・HSA）．

Blood　Volume

Cardiac　Index

Stroke　Volume

Ejection　Fraction

LVEDV
LVESV

77．4土13．5ml／kg

3．34±0．32L／Min．／M2

49．1士5．9ml／ML）

0．67士0．05

73．0±7．6ml／M2

23．9±6．1ml／M2

m．結　果

　D　左室駆出率（EF）

　Table　lならびにFig．7は，肺動脈注入法によ

り，area－1ength　methodでえたEFと，末梢静注

法にて，backgroundを種々にかえてえたEFを比

較したものである．末梢静注法で，backgroundが

0，lmatrix－Pointでは，おのおのEFの平均値は，

0．477士0．131，0521±0．126と肺動脈注入法より

小さく，backgroundが過小である事を示してい

る．またbackgroundが3matrix－pointsではEF

が0．655土0．122とbackgroundが過大である事を

示した．background　2　matrix－pointsでのEFの

平均値は，0．582士0．117と，肺動脈注入法でのEF

RAO－30

ED ES

LAO－45　　．、

．．

罎ii三、

・業
○

ApicaトAnteriol　Akinesis（S．K，55yo，ma（e）

Fig．11 Acase　of　old　anterior　myocardial　infarction．　Scintigraphic　images　show　apical

and　anterior　akinesis．
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（0・585土0．110）と一致した．さらに肺動脈注入法

でえたEFと，末梢静注法でbackgroundを2
matrix－pointsとしたさいのEFとの相関をみる

と，相関係数0．96（p＜0．001）と高度の相関をえ

（Fig．8），至適のbackground設定であるとの結論

をえた．

　2）循環血液量（BV）

　20例において，RISHSAでえたBVと99mTc－

HSAでえたBVの相関は，相関係数0．91（P＜0．001）

と高度の相関を示した（Fig．9）．

　3）心拍出量（CO）

　15例でRCGでえたCO（83％法）とRI心血

管造影でgamma　methodでえたCOは，相関係
数0．93（p＜0．001）の高相関をみた（Fig．10）．

　4）左室拡張末期容積（LVEDV），左室収縮末

期容積（LVESV）

　健常例12例，15才～51才，男g人，女3人よ

りえた各種心力学数値（但しEFは男12例，女5

例の計17例，年令分布は15才～51才）をTable

2に示す．

　5）左室asynergy

　陳旧性心梗塞部22ヵ所中19ヵ所に，種々の程

度のasynergyをみ，この部位はEcg異常Q波の

分布と一致した．前壁梗塞では15／15に心尖部か

ら前壁にasynergyをみた．その内訳はakinesis　9，

hypokinesis　3，　dyskinesis　2，　aneurysm　formation　l

である．下壁梗塞で下壁にakinesis又はhypoki－

nesisを示したものは4／6であった．後壁梗塞1例

では正常の壁運動を示した．Fig．11は心尖部か

ら前壁にかけ広汎なakinesisを呈した前壁梗塞の

例である．なおasynergyの分類にはHamilton
ら11）の分類を基本とした．

1V．考　按

　1969年Mullinsら1）は，9gmTcを左室内に注入

し，Angerシンチカメラでえた像から，area－length

methodにより，心室容積の測定が可能である事

を報告した．つづいて1971年Straussらi2）　Sullivan

ら13），Zaretら14）は99mTc－HSA静注によるRI心

血管造影でえたEF，左室拡張末期および収縮末

期容積と，X線シネァンギオにてえたこれらの数

値の間に高度の相関のある事を示した．以来RI

心血管造影法は，非観血的に心機能や心の形態を

知る有用な方法として用いられる様になった．

　現在RI心血管造影法により左室EFをえる方

法は2つに大別出来る．一つは右前斜位にて99mTc－

HSAを静注し，これが血管床で平衡状態に達し

た後，Ecg　R波をトリガーとして，拡張末期，収

縮末期の一定時間のみgateを開き，拡張末期像

および収縮末期像を，おのおの200－400心拍集積，

撮影し，area－1ength　methodでEFをえる方法で

ある12）・13）・14）．この方法とほぼ同様の方法を我々

もasynergyの診断に用いているが，（我々の場

合はカメラデータとEcgデータをすべて集録し

てから，データ処理を行っている．）この方法は，

99mTc－HSAが平衡状態に達した後に行うため，1

回の静注で心臓の各方向からの撮影が可能で，

aSynergyの検出14）’15）・16）・17）や短時間内の薬物効果

の判定にも有利である18｝．しかしこの際には，肺

等よりのbackgroundカウントが多く，また右室

の拡張がある時には，右室と左室の重なりのため，

左室の辺縁を決定する事が困難である．さらに数

100心拍の加算のため長時間を要し，呼吸，体動

の影響を受けやすいという欠点も有している．そ

のため，これの変法として，RIの左室第1回通

過時での数心拍を加算し，area－1ength　methodで

EFをえる方法も報告されている19），2°）’21）．もう一

っの方法は，RIの左室第1回通過におけるtime

activity　curveよりEFを測定する方法である．こ

のカウント法の場合には，周囲組織つまり肺，

右心系，左房，大動脈よりのカウントも同時に測

定しており，こうしたbackgroundの除去を必要

とする．さらにカウント法では，カウント数の比

が容積の比を示しており，かっRIが左室内で均

一に分布するという仮定にたっているが，この方

法でえたEFとX線シネアンギオでえたEFの
高度の相関が示された6）・22）・23）・24）．

　さらにShelbertら6）は，　RI心血管造影により

area－length　methodとカウント法でえたEFを比

較し，カウント法でえたEFが他の血行力学的お
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心拍連動RI心血管造影による左心機能の診断

よび臨床的パラメーターとより一致したと述べて

いる．Van　Dykeら22）Shelbertら6）は，左室拡張

末期像をもとに，100msec又は40　msec間隔で，

連続的なtime　activity　curveを作成し，曲線の頂，

谷の点を拡張末期，収縮末期のカウントとし，EF

をえてい．るが，我々の行なったEcgをトリガー

として拡張末期および収縮末期の像を求めた方法

より不正確であることは明らかである．またカウ

ント法でEFを測定する際，右前斜位をとる方が，

左房の除去が十分行いえ好ましいとする報告6）も

あるが，我々は左心室が全体として右前斜位より

コリメーターに近く，右室と左室の分離が十分で

あり，左房もある程度除去しうるmodified　LAO

をとった．

　RI心血管造影時の，　RI稀釈曲線より求めた

COとcardiogreen注入により色素稀釈法でえた

COの高度の相関をBurkeら25）が，　Fick法でえ

たCOとの高度の相関をBerndtら26）が示してい

る．またWeberら23）は，我々同様にRCGと高

度の相関をみたと述べている．我々はRI稀釈曲

線をガンマ関数に近似を行うgamma　methodに

よりCOをえているが，このgamma　methodと，

手計算で行った　Stewart－｝lamilton　法との相関

は0・9999），0．9971°），0．98127）と報告されている．

gamma　methodを用いることにより，単にCOの

計算が容易であるのみならず，平均循環時間，ミ

キシングボリユーム28），Komer－Shillingfordの定

数29）も計算しうるし，さらにStarmerら1°）による

とStewart・・Hamilton法より再循環の除去が容易

であるという．

　Table　2は健常例での各心力学数値を示したも

のであるが，これらの値は，Dodgeら3°）Kennedy

ら31）が観血的方法でえた結果との一致を示してい

る．

　我々は左室asynergyの診断は，右前斜位と左

前斜位の両者より行なっており，陳旧性心梗塞例

で，主としてEcg異常Q波との関係より検討し

たが，前壁梗塞では全例に，また下壁梗塞では

67％に種々の程度のasynergyを検出しえた．こ

れはMillerら32）がX線シネアンギオでえた

29

asynergyとEcg所見と対比した成績とも一致す

る．我々も2例の前壁梗塞例において，X線シネ

ァンギオとRI心血管造影でasynergyの部位，拡

がり，程度の一致をみているが，同様の報告は，

Zaretら14）Rigoら16）Bermanら17）によってもな

されている．さらに我々は前壁梗塞8例に2°1T1

または81Rbによる心筋スキヤンを行い，スキヤ

ン欠損の部位とasynergyの部位の一致をみてい

る．

　以上のごとく，本法は非観血的に，かつ短時間

で，圧関係を除く，左心のポンプ作用を示す多く

の有用な因子を同時に知る事が出来る方法であり，

臨床的に心疾患患者の機能診断や治療において有

用な検査方法と考えられる．

V．結　論

　99mTc－HSAの静注による心電図同期RI心血管

造影にて左室駆出率，心拍出量，1回駆出量，左

室拡張末期容積，左室収縮末期容積等，心力学数

値をえ，さらに左室asynergyの診断を行った．

左室駆出率，心拍出量に関しては，他方法との相

関もみ，臨床的に十分使用に耐える方法である事

を示した．

　本法は非観血的であり，重篤なる状態でもくり

返し行いうる方法であり，心疾患患者の機能診断

や，その経過をみるうえで有用な検査方法である

と考えられる．

　本論文の一部は第15回日本核医学会総会（1975）およ

び第73回日本内科学会総会（1976）で報告した．
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Summary

Noninvasive　Assessment　of　the　Left　Vennicular　Function

　　　　　by　ECG　SynchroniZed　RI－Angiocardiography

Michihiro　NARITA，　Masahisa　USAMI，　Tadashi　KURIHARA，　Hitoshi　KAWARADANI
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Keisuke　KANAO，　Minoru　HONDA

5〃〃lito〃iO　Hospita1　1）epart〃ient　of　lnternal　Medicine　a〃d　D’v緬o〃of　Radio　iso’ope

　　We　obtained　various　hemodynamic　parameters

and　regional　myocardial　contraction　abnormali－

ties　noninvasively　by　RI－angiocardiography．

　　Pho／Gamma－HP　scintillation　camera　fitted　with

15000pararell　hole　140KeV　high－resolution　colli－

mator　was　interfaced　to　the　minicomputer．

　　The　image　data　and　Ecg　data　were　simultane－

ously　recorded　on　magnetic　tape．

　　Tc－HSA　were　repidly　introduced　into　right　ante－

cubital　vein．

　　At　first，　precordial　activity　was　recorded　during

the　first　circulation　through　the　heart　and　equili－

brated　state　of　radionucleide　in　the　intravascular

space　at　modified　LAO，　then　the　detector　was

rotated　so　that　the　patient　was　viewed　from　RAO，

and　recorded　four　minutes．

1）EF
　　In　13　patients，　Swan－Ganz　catheter　was　intro－

duced　into　right　upper　pulmonary　artery，　and　left

ventriculogram　was　perf（）rmed　by　injection　of

Tc－pertechnatate　at　anterior　or　RAO．（PA－method）

　　By　using　Ecg　R－wave，　six　consecutive　beats　at

end－diastole　and　end－systole　were　summed　and

displayed　during　first　pass　of　RI　bolus　through　LV．

　　　In　PA－method，　EF　was　calculated　by　area－1ength

method．

　　In　peripheral　venous　injection，　with　the　use　of

these　images，　both　time　activity　curves　at　end・

diastole　and　end－systole　were　computed　in　conse・

cutive　30　beats．　EF　was　computed　from　end・

diastolic，　end－systolic　and　background　counts．　EF

in　venous　injection　method　which　corrected　back－

ground　activity　as　determined　with　semiannUlar

ROI（2－matrix－points　in　width　and　surrounded

LV　free　wall）was　correlated　best　with　EF　in

PA－method．（r＝0．96）

2）　CO　was　calculated　by　RI－dilution　method

from　time　activity　curves　of　LV　and　properly　set

up　background．　For　convenience，　this　histogram

was　fitted　to　a　gamma　variete　using　least－square

technic．

　　CO　obtained　by　this　method　was　well　correlated

with　CO　obtained　by　RI｝ISA－RCG．（r＝0．93）

3）EDV　and　ESV　were　calculated　from　EF　and　SV．

4）　For　the　detection　of　asynergy，　end－diastolic

and　end－systolic　images　were　made　by　summation

of　250－300　beats．（RAO－data）

　　Tota12201d　myocardial　infarctions　were　examin．

ed　and　asynergy　were　detected　in　19．
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