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《原　著》

負荷心RIアンジオグラフィに関する研究（第1報）

一
実際の方法に関する検討一

西村　恒彦＊　斎藤　宗靖＊＊ 植原　敏勇＊　小塚　隆弘＊

　要旨　負荷心RIアンジオグラフィにて虚血性心疾患症例における冠動脈病変の検出および心予備能の評

価を試みた．とくに，本稿では，負荷心RIアンジオグラフィの実際の方法について検討した．負荷心RI

アンジオグラフィは，99mTc　in　vivo　RBC標識によるマルチゲート法とし臥位自転車エルコメータによる漸

増負荷法とした．かつ高感度コリメータを用いることにより1～2分間以内に負荷中のデータ収集が可能で

あった．なお負荷中における体位の固定のため肩当て，グリップ棒を考案，心電図の記録は12誘導にてカー

ボン電極を使用した．この結果，運動負荷時において5％以上LVEFが増加した群を正常，5％以内の増加

ないし減少を示す群を虚血心の反応とすると冠動脈病変の存在診断に対するsensitivity，　specificityは，冠

動脈造影を施行している30症例（狭心症）にてそれぞれ，83・3，1∞％であった．しかし，左心機能の反応が

運動負荷最などに左右されること，虚血性心疾患以外にも運動負荷時LVEFは低下する場合があること，

LVEF，　wall　motionの精度についても考慮する必要があることから，本法の適用にあたり精度高い方法論の

確立とともにその成績は充分吟味して解釈する必要があると考えられる．

1．緒　　言

　心Rlアンジオグラフィが局所壁運動の観察や

駆出分画の算出が非観血的に行えることから虚血

性心疾患の診断に汎用されつつある1・2）．しかも，

regional　EF2・3｝やphase　analysis4）の導入により

定量的な解析が可能となってきている．しかし，

冠動脈疾患において心筋梗塞とは異なり狭心症例

では安静時におけるこれらの成績では局所壁運動

や駆出分画の値は正常なことが多く，運動負荷な

どによる心筋酸素需要および供給のアンバランス

から潜在性虚血が検出される可能性が高い．

　従来，このような冠動脈病変の検出方法として，

主として胸痛（狭心痛）を有する患者においてス

クリーニング検査としては，マスター，トレッド
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ミルなどによる負荷心電図が主たる役割を占めて

きたが，心RIアンジオグラフィ，心筋シンチグ

ラフィは負荷時に施行することにより心電図以上

に，その検出能の精度が高いことが報告されつつ

ある5“－9）．しかもこのような核医学的方法は，非

観血的に繰返し施行できる利点を有することから，

その適応は広いと考えられる．

　とくに，負荷心RIアンジオグラフィは，近年

その評価に関し，負荷心筋シンチグラフィ，負荷心

電図以上に冠動脈病変の検出能が高く5～7）また負

荷心電図にてST降下直前に局所壁運動の異常が

認められるという報告がなされつつある8）．しかし，

一方では，負荷心RIアンジオグラフィを行う際，

その負荷量により左心機能の反応が異なリ，しか

も不適当な負荷量は冠動脈病変の検出能に混乱を

もたらすことも指摘されている9）．実際，負荷心

筋シンチグラフィでは，負荷後静注された20iTICI

の心筋血流分布はスタティック・イメージとして

撮像されるのみであるが，負荷心RIアンジォグ

ラフィでは，負荷中の心臓におけるダイナミック・

スタディであるため，そのデータ収集についても
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統計精度も含め考慮しなければならない点が多

い．著者らの施設では，昭和55年度から負荷心RI

アンジオグラフィの計測システムを作成し，主と

して虚血性心疾患を中心として本法を行っている

が，この間，その計測システムについても装置の

改良を始め，データ収集に際し種々の検討を行っ

てきた．

　そこで，本論文では，負荷心RIアンジオグラ

フィによる計測に際し，実際の方法についての検

討を中心として，また虚血性心疾患における若干

の臨床成績を報告する．

IL　対　　象

　昭和55年1月より昭和56年3月まで負荷心RI

アンジオグラフィを行った症例のうち，冠動脈造

影を行っている虚血性心疾患70例（心筋梗塞40例，

狭心症30例）および正常10例を対象とした．

III．方　　法

　（1）装　　置

　用いた装置はシンチカメラ（Ohio－NuclearΣ410

S）とオンラインで接続したミニコンピュータシス

テム（DEC　PDP　11／60128　kW）である．コリメー

タは低エネルギー用高感度コリメータ（3500ホー

ル）をシンチカメラに装着し，MLAOにてデータ

収集を行った．放射性医薬品は，99mTc－in　vivo赤

血球標識とし，マルチゲート法による心RIアン

ジオグラフィを行った．

　運動負荷は，電気制動型自転車エルゴメータ

（シーメンス社製）を用い，自転車部分の台車とシ

ンチカメラ用のベッドは連結可能かつ運動負荷中

は固定できるように工夫した（Fig．1）．また，負

荷中の患者の体動は，肩当て，ハンドグリップ棒

を用いることにより抑えられた．また，負荷中に

おける心電図変化を常に監視できるように，テレ

メータ（日本光電製カルディオスーパー）を用い双

極誘導にて，負荷中における12誘導（四肢，胸部

誘導）の心電図を1分ごとに計測できるように，

カーボン電極（日本光電製X－transrode）を体表面

に貼布し，記録した．また，患者の両足は足首部

にてペダルに固定し，シンチカメラ下における運

動という条件で充分回転可能とした（Fig．2）．

　さらに，運動負荷中は血圧計にて1分ごとに心

電図同様に血圧を記録，収縮期血圧と心拍数の積

PRP（HR×S．B．P．）を算出した．また，負荷中に

おける重篤な不整脈を始め事故に備え，検査室に

Fig．1　Supine　bicycle　ergometer　system　for　exercise　radionuclide　ventriculography．
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Fig．2　ECG　monitoring　system　for　exercise　radionuclide　ventriculography．

て，除細動器および救急トレイを設置している．

　（2）データ収集

　テクネピロリン酸キット（第1ラジオアイソト

ー プ製）1via1を10　ccの生理食塩水に溶解し，

その半量5ccをインターミッテント翼状針にて

注入，30分後に既報のRIアンジオセットにてフ

ァーストパス法を行い，次いで99mTc－in　vivo赤

血球標識によるマルチゲート法を行った10）．

　データ収集はシンチカメラとオンラインで接続

したミニコンピ’
z一 タシステムを用い，①安静時

に64×64マトリックスにR－Rて間隔を20等分し，

2000Kヵウント（100　K／frame）（約2～3分間）デ

ー タを収集した．②次いで運動負荷中のデータ収

集は，大部分の症例にて漸増負荷法にて，心電図

におけるST降下，胸痛の出現，足の疲れなどに

注意して，リストモードにて1～2分間（約1500

～2000Kカウント）計測，データ収集後R－R間隔

のヒストグラムを作成ののち適宜負荷中の心拍数

に応じたR－R間隔を設定して①と同様のフレー

ムモードに再構成した．③さらに，血圧，心拍数

ともに安静時復帰後，ニトログリセリン（NTG）

（0．3mg）舌下投与後血圧降下，心拍数増加に注意

して①と同様にデータ収集した（Fig．3）．

1，Rest　study

2．Exercise　study

3．NTG　study

frame　mode　　20　frames／R－R

supine　bicycle　ergometer
（multi－Stage　exerCiSe　teSt）

List　mode
　　　　　20frames／R－Rframe　mode

frame　mode　　20　frames／R－R

　　　Scinticamera（Ohio－NuclearΣ410S）
　　　Rl　data　processing　system（PDP　l　l／60，128　Kw）

　　　High－sense　coUimator（MLAO　p◎sition）

Fig．3　Multi－gated　radionuclide　cardioangiography

　　　for　intervention　study；　data　aquisition　and

　　　equipment．

　（3）負荷方法

　患者は臥位にて安静時血圧，心拍数を計測，次

いで前述した自転車エルゴメータを用い，多段階

漸増運動負荷法（大部分の場合，3分ごとに25～

50watt増加）にて行った．本法では，運動量の増

加に伴なう心拍数の増減が緩徐であり，負荷中に

おけるデータ収集に適している．運動負荷中のデ

ー タ収集は普通1～2分間の短時間に行った．

IV．結　　果

　（1）負荷心RIアンジオグラフィにおけるデー

タ収集，処理について
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　データ収集に際し用いたコリメータは，高感度

コリメータである．高分解能コリメータに比し計

数効率は約3倍と高く，しかも12症例にて両者の

コリメータによるLVEFの相関は，0．966と極め

て高かった（Fig．4）．

　負荷量に関しては，負荷心RIアンジオグラフ

ィ（臥位）では，20症例にてP．R．　P．は，14，200

土4，800と負荷心筋シンチグラフィ（座位）の

17，700士5，000に比し，多少低い（Fig．5）．

　また，LVEF，　wall　motionなどのデータ処理は，
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すでに報告した方法に準もて行った1・2）．

　（2）負荷心RIアンジオグラフィの虚血性心疾

患への臨床応用について

　負荷心Rlアンジオグラフィにおける代表的な

症例を呈示する．

　症例1．M．　T．心臓神経症，60歳　女

　負荷心電図にてST降下（J型）および胸痛発作

を認めるが冠動脈造影，左室造影では正常である．

本症例は安静時血圧，164／96，心拍数70であるが，

運動負荷によりそれぞれ180／70，129となる．安

静時左室局所壁運動に異常を認めず，運動負荷に

より左室拡張末期容積の増大，収縮末期容積

（EDV）の減少とともに，局所壁運動はより活発

である．LVEFは53％から66％へと増加を示す
（Fig．6a）．

　症例2．N．　K．労作性狭心症58歳　男

　負荷心電図にて著明なST降下（H型）および胸

痛出現を認める．冠動脈造影では三枝病変を有す

る労作性狭心症例である．安静時血圧100／70，心

拍数62であり，運動負荷でもそれぞれ130／80，80

であり運動耐応能が低下している．安静時左室局

所壁運動の異常は認めないが，運動負荷により

EDVに比しESVの減少は少なく，かつ全体に

hypokinesisの出現を認める．従ってLVEFは
52％から42％に低下を示した（Fig．6b）．

　症例3’0．H．心筋梗塞兼狭心症　66歳　男

　下壁梗塞に合併した狭心症例であるが，負荷心

電図では前壁部位に一致してST降下（S型）およ

び胸痛出現を認める．冠動脈造影では，右冠動脈

の完全閉塞と左前下行枝の狭窄を認め，左室造影

では下壁部位にakinesisを認める．安静時血圧

ll6／74心拍数68であるが，運動負荷によりそれ

ぞれ136／78，96，となる．安静時左室局所壁運動

は下壁部位のみakinesisであるが，運動負荷によ

り新たにhypokinesis前壁中隔部位にの出現を認

める．さらに，NTG投与により，この部位の

hypokinesisが改善されていることが認められる．

安静時，運動負荷時NTG投与時においてLVEF

はそれぞれ59，54，62％であった（Fig．7）．

　（3）負荷心RIアンジオグラフィによる冠動脈
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　　　　　　　　　　　　　　　　　66　　　　　　　　　　　　　　　42

　　　　　　　　　　　NORMAL　　M．T．　　　　ANGINA　TVD　N．K．

　　　　　　　　　　　　　　a　　　　　　　　　　　　　　　　　b

Fig．6　ヒxcrcise　radionuclide　vcntriculography　during　rest　and　exercise　ill　thc　cases　of

　　　（A）normal　and（B）angina　pectoris　with　triple　vcsscl　diseases．

REST

EXヒR

NTG

ED ES

59

52

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　62

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．H

Fig．7　Exercise　radionuclide　ventriculography　during

　　　rest，　exercisc　and　NTG　in　the　case　of　itl　ferior

　　　infarction　with　angina　pectoris．

病変の検出について

　運動負：荷心Rlアンジオグラフィを行った症例

U）うち冠動脈造影にて冠動脈病変の存在が確認さ

オしvC　L、る80ハllif列1こ一（）里重力負∫闘fDjiii麦1こ才jlナる　LVEF

の．変動をみると正常例では，60．5⊥4．6㌦から70．8

：42°。と約10°。LVEFが増加するのに比し，虚

lflL性心疾患群では，52．1．二11．4°，、から52．4二12．7

°

。と有意の増加がなく，三枝病変になるに従い

LVEFが負荷後減少するものが多かった（Fig．8）．

　そこで，狭心症30症例について，運動負’荷後5
°

。以内のLVEFの増力【1にとど『Eるものを虚IflL心

U）JXLi：とすると，冠動脈ソ丙変の存在診断に対する

運動負荷心Rlアンジオグラフィのsensitivity，

specificityはそれぞれ83．3°。、100°、，であ’，た．ち

なみに，負荷心電図ではそれぞれ60？。，60？。であ

，た（Fig．9）．　Eた，　LVEFの低ドを示す群では

Fig．6のように冠狭窄部位に対応した局所壁運動

におけるrcduccd　motionの111現を認めたものが

多かった，

V．考 察

　Jengoら；’）は核医学的方法としての冠動脈病変

の検川に際し，負荷心Rlアンジオグラフィ，負荷

心筋シンチグラフィではそれぞれ98％，93％とき

わN）て高いsensitivityを有することを報告してい

る．著者らの施設で｛、4日以内の間隔で両検査を

施行しており，その詳細な検討は別の機会に行う

が，単にscnsitivityという面からみれば，それぞ
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CAD

Normal

　　　　　　　cases

CAD
CAD（Ml） O △ x

　　　　　　LVEF
REST（％）　　　　EXEF～（％）

S．V．D． 24（12｝ 5（2） 14　（8） 5　（1） 524±11．9 557±12．3

LAD
LCX
RCA

18　（7）

06　（5）

4（1）

01（1）

11　（5）

03　（3｝

3　（O）

02　（1）

52．6±123

55．6±13．1

54．2±13．0

60．1±10．6

D．V．D． 22（15） 3（2） 12　（8） 7　（5） 53．1±20．8 52．6±13．2

LAD十LCX
LCX十RCA
RCA十LAD

11　（9｝

6　（4）

5　（2）

1ω
1（1）

1〔O｝

6　（5）

3　（1）

3　（2）

4　（4）

2　（1）

1　（O）

49，1±12．5

61．2±7．1

49．O±9．7

49．8±14．8

626±7．4
48．8±11．8

T．VD．

LAD十LCX十RCA

24（13） 3（O） 13　（9） 8　（4｝ 493±9．9 47．O±12，2

Tbtal 70（40） 11（6） 39（25） 20（10） 52．1±11．4 52．4±12．7

Normal 10　（O） 10 o O 605±46 708士42

　　　　　LVEF　changes　　　　　OLVEF　5％
　　　　　from　rest　to　exer，　　△LVEF－5～5％

　　　　　　　　　　　　X　LVEF　－5％
Fig．8　Lists　of　radionuclide　cardioangiography（rest，　exercise）in　coronary　arteries

　　　diseases　and　normal　cases．
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　　AP　wlthout　prlor　Ml
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Sensitivity　83．3％

Specificity　IOO％

Sensitivity　76．7％

Specificity　90％

Sensitivity　60％

Specificity　60％

Fig．9　Sensitivity　and　Specificity　by　stress　RNA，　Tl，

　　　ECG　for　CAD（effort　angina）．

れ83，77％とJengoらの成績に劣るが負荷心RI

アンジオグラフィがすぐれていることを認めてい

る．また負荷心電図に比し，specificityも高い．

しかも，負荷心RIアンジオグラフィおよび負荷

心筋シンチグラフィの併用による冠動脈病変の検

出は著者らの施設において94％以上である11）．

　ところで，この高いsensitivityを得るためには，

負荷心RIアンジオグラフィにてデータ収集デ

ー タ処理を含めて解決しなければならないいくつ

かの計測上の問題がある．そこで本論文ではこれ

らの精度に影響を与える技術的な問題を中心とし

て検討したわけである．

　放射性医薬品に関しては，99mTc－in　vivo標識法

が99mTc一アルブミンに比し標識率も高く，また薬

剤の安定性にもすぐれておリマルチゲート法を用

いる際に有用である10）．ファーストパス法による

運動負荷は短時間にデータ収集が可能で，かつ

RAO方向からのアプローチが行え，局所壁運動

の解析にすぐれているが，大量投与，バックグラ

ウンドの増加などの問題がある12｝．そこで著者ら

は，数回の負荷を加味してマルチゲート法による

負荷心RIアンジオグラフィを採用している．

　装置に関しては，運動負荷中にできる限り患者

の体動を抑えた状態で行わないとLVEFの算出

や心プールイメージに影響を与える．このため，

方法で示した肩当てや，グリップ棒などを考案し

た．しかし，100～150watt以上の負荷量の際，

多少体動が伴なうことがあった．

　負荷心筋シンチグラフィと異なり負荷心RIアン
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ジオグラフィでは負荷中にシンチカメラ下にデー

タ収集する必要があるため，体表面に貼布しても

画像に影響を与えないカーボン電極を用いている．

　データ収集に関しては，運動負荷中のデータを

いかに統計的精度が高く短時間に行えるかという

ことである．このため，著者らのシステムでは通

常の心RIアンジオグラフィで用いている高分解

能コリメータにかわり，高感度コリメータを使用

している．Brady14）も高感度コリメータを用いて

いる．著者らの施設では高感度コリメータは高分

解能コリメータに比し約3倍の計数効率が得られ，

両者のLVEFの相関も高い．したがって，高感

度コリメータの使用により負荷中に1～2分間の

間隔で統計的精度の高いデータ収集が可能である．

一方，局所壁運動に関しても64×64マトリック

スのデータ収集にて高分解能，高感度コリメータ

ともにシネディスプレイ上著明な差異は認めなか

った．

　つぎに，負荷方法であるが，充分な運動負荷量

を得るには，同時記録による心電図のST降下，

胸痛，疲労などに注意して行う必要がある．また

負荷量は多段階漸増負荷法が，3分間ごとに一定

の定常状態が得られ，データ収集中の心拍数のバ

ラツキが少なく，かつリストモードを使用するこ

とによりデータ収集後，R－R間隔のヒストグラム

を作成，正確なデータ処理が行える．ところで，

負荷方法としては虚血心の検出にはトレッドミル

がすぐれておりその陽性率も高い15）．しかし，心

アンジオグラフィの場合，その計測システムを考

慮すると，臥位自転車エルゴメータを用いるのが

現時点では最適と考えられる．

　つぎに負荷時の体位であるが，立位および臥位

の差異も考慮されるべきである16）．著者らの施設

では負荷心筋シンチグラフィは立位負荷を行って

いるため，20症例にてPRPを算出し検討したと

ころFig．8のように座位に比し，臥位の方がPRP

が多少低い傾向を示し，全体としても17，000～

20，000前後であり，米国のミシガン基準①STO．1

mV以上の低下，②胸痛の出現，③P．R．P．≧25，000

に比し，比較的少ない．これは今回の対象に運動
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耐応能の少ない患者が多く含まれていたことにも

よるが，負荷量は①②の基準が大切なことが認め

られる．

　この結果，冠動脈造影を施行している80症例の

うち狭心症30症例にて冠動脈病変の存在診断に対

するsensitivity，　specificityはそれぞれ83．3，100％

であった．しかし，米国における成績ではsensi・

tivityが大部分90％以上であり，これは負荷量の

大きさ，すなわち適当な負荷量ないし対象とした

症例も関与するものと考えられる．また，LVEF

の運動負荷前後における変化は，正常では5％以

上の増加，虚血性心疾患では5％以内の増加ない

し減少を示すものとした．この基準はBrady14）ら

と同様であるが，LVEFの算出に際しては，左室，

バックグラウンドの設定ないし運動負荷前後にお

ける肺野のRI　activityの変動も考慮しなければ

ならない．すなわち，LVEFの低下は症例呈示で

示したように局所壁運動の異常との関連のもとに

把握される必要がある．

　さらに，著者らは色素稀釈法による心拍出量測

定とRI法を併用しStulskyら16）と同様に，循環

血液量，RIの投与量，心拍数，胸壁の厚さなど

のattenuation　factorを補正することから左室容

積を算出する方法を開発している1？）．このような

方法の併用により負荷前後における両心室の駆出

分画，容積，心拍出量などのパラメータの算出が

行えることになる．

　最後にLVEFの運動負荷前後における変動は

必ずしも虚血性心疾患の存在だけでなく弁膜症や

心筋炎，心筋症などにも認められること18），さら

に年齢，トレーニング効果などにも左右されるこ

とに注意すべきである19）．

　したがって，負荷心筋シンチグラフィが再分布

像と併せ，虚血，梗塞部位の同定を第一義とする

のに比し，負荷心アンジオグラフィは冠動脈病変

の存在診断とともに心予備能の評価という点で用

いられるならば虚血性心疾患の診断のみならず予

後判定，リハビリテーションなどに威力を発揮す

るものである．

　このような負荷心RIアンジオグラフィを用い
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ての冠動脈造影，左室造影，臨床所見との対比に

よる心予備能の評価，NTGなどに対する心血行

動態の詳細な検討は第2報以下で報告する予定で

ある．

VI．結　　論

　（1）負荷心RIアンジオグラフィにて虚血性心

疾患症例において冠動脈病変の検出および心予備

能の評価を試みた．

　（2）負荷心RIアンジオグラフィは，　in　vivo

99mTc－RBC標識によるマルチゲート法を用い臥

位自転車エルゴメータによる漸増負荷法とした．

かつ高感度コリメータを用いることにより統計的

精度の高いデータ収集が1～2分間以内に行えた，

　（3）運動負荷中における体位固定のため肩当て，

ハンドグリップ棒を考案，またカーボン電極を使

用することによりシンチカメラ下で計測中に心電

図記録が行えた．

　（4）負荷心RIアンジオグラフィにて運動負荷

時において安静時に比しLVEFが5％以上増加し

た群を正常，5％以内の増加ないし減少を示す群，

を虚血心の反応とすると冠動脈病変の存在診断に

対するsensitivity　specificityは，冠動脈造影を施

行している症80例のうち狭心症症30例にてそれぞ

れ83．3，100％であった．また運動負荷後，LVEF

が低下していた群では左室における局所壁運動の

低下を安静時に比し認めることができ心予備能の

評価が行えることが示された．

　（5）しかし，左心機能の反応が運動負荷量など

にも左右されることから，その成績の解釈に際し

精度高い方法論の確立とともに，充分に注意して

行うことが必要である．
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Summm　y

Detection　of　Coronary　Artery　Disease　by　Exercise

　　　　　　　Radionucli《1e　VentricUlography

　　　　　　　　　（1）Practical　Consideration

Tsunehiko　NlsmMuRA＊，　Muneyasu　SAITo＊＊，　Toshiisa　U田ARA＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　Takahiro　KozuKA＊

ρρρコ〃，w〃t　of　Di’i．t　iin．　stin．　Radiology　and　Cardiology，ハrationa～CardiovaSCttlar　Center，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　S“ita，　Osaka，ノbpan

　　Ii’1　t）　br　to　assess　the　detectio：n　of　coronary　ar＿

tery　dis3as3（CAD）and　LV　functional　reserve，　ex－

ercise　ra3ionuclide　ventriculography（ERV）were

perfo：’m3d　ir180　patients　who　underwent　selective

cardiac　catneterization　fOr　evaluation　of　chest　pain

syndromo．70　patients　had　CAD（30　patients　with

angina　p：ctoris　and　40　pati四ts　with　myocardial

inrarctlon）and　10　diゴnot．

　　In　this　study，　to　obtain　accurate　data　by　ER．V，

its　practical　consideration　were　metioned．　Radio－

nuclide　cardioangiography　with　99mTc－invivo　RBC

label加g　were　performed　using　an　Anger　camera

attached　with　high－sense　collimator　and　on－line

mlnlcomputer　system．

　　For　datユaquisition，　multi－gated　mcthod　were

used，　especially　during　exercise，1ist　mode　collec－

tion　was　suitable　for　ERV　because　of　variable　R－R

intervals．

　　Patient　stabmty　was　performed　with　an　adjust－

able　shoulder　suppo1’t　and　hand　grip，　ECG　moni一

toring　system　by　carbon　electrolode　was　used　to

obtain　during　exercise．　Exercise　protocal　was

graded　bicycle　ergometer　in　supine　position．

　　As　the　results，　in　the　patients　of　CAD，　changes

of　LVEF　from　rest　to　exercise　were　under　5％，

while　in　normal　patients，　LVEF　increased　over　5％

in　all　patients．　In　30　patients　with　angina　pectoris，

the　ERV　was　abnormal　in　25　for　a　sensitivity　of

83．3％and　specificity　of　100％．　The　ERV　were

thought　to　be　superior　than　stress　ECG　for　the

detection　of　CAD．

　　In　conclusion，　with　increasing　clinical　apPlica－

tion，　the　use　of　ERV　is　rapidly　becoming　wider－

spread　but　the　excellent　results　were　thought　to

depend　upon　the　careful　attention　to　equipment

and　exercise　procedure．

　Key　word：Exercise　radionuclide　ventriculo－

graphy（ERV），　Detection　of　CAD．　Graded　exercise

method，　LVEF（rest／exercise）
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