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《原　著》

狭心症1枝病変における負荷心電図ST－T変化と
　　　　　　心筋虚血の重症度に関する検討

一
運動負荷心筋スキャンによる定量的評価を用いて

下永田　剛＊　　西村　恒彦＊＊　植原　敏勇＊＊　林田　孝平＊＊

高宮　　誠＊＊　住吉　徹哉＊＊＊　斉藤　宗靖＊＊＊

　要旨　運動負荷心筋スキャンが施行された狭心症1枝病変（SVD）66例にて，負荷心電図ST－T変化が心

筋虚血の重症度をどの程度反映するか検討した．Circumferential　profile　analysisを用い，初期分布時およ

び再分布時のprofile　curveにて囲まれる面積を正面，　LAO　45°，70°の3方向にて求め，平均値をthallium

ischemic　score（TIS）とし，心筋虚血の定量的評価を行った．　SVD　66例にてTISと冠動脈造影所見の対比

により，TISは冠動脈狭窄が強く，虚血が広範囲なほど高値を示した．さらにLAD46例にて，　TISは肺野

タリウム集積と良い相関を示し，心筋虚血の重症度評価に有用であった．次いで，LAD46例にて，　TISを

心筋虚血の重症度評価の指標とし，負荷心電図所見と対比検討した．陰性U波群は最もTISは高く，水平

型または下り傾斜型1mm以上ST降下群は，緩徐上り傾斜型1．5　mm以上ST降下群に比しTISは高か

・ ・た．しかし，いずれの群も心電図変化なしの群とTISに有意差はなく，さらにV2～6，　II，　III，・VF　ST降

下群とV2～6　ST降下群でTISに有意差はなかった．したがって，負荷心電図ST－T変化は，心筋虚血の重

症度を反映するが，その評価に限界を有することが示された．

1．緒　　言

　虚血性心疾患の診断において，従来より負荷心

電図の果たしてきた役割は大きい．負荷心電図各

種ST－T変化のうち，水平型（horizontal）ST　F錐下

および下り傾斜型（down　sloping）ST降下は，有

意冠動脈狭窄例，特に2枝病変および3枝病変に

由来することが多く，心筋虚血検出のspecificity

は最も高い1’v3）．また，緩徐上り傾斜型（slow　up－

sloping）ST降下（J点80　msecにて1．5ないし2．O

mm降下）も，前2者のST降下型に比べ，心筋
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虚血検出のspecificityは低いが，心筋虚血を反映

する1”’3）．さらに，ST降下の他，負荷時ST上昇

および陰性U波の意義についても報告されてい

る4～7）．ところが，これらST－T変化と心筋虚血

の重症度に関して，詳細に検討されていない．

　一方，運動負荷心筋スキャンは，心筋血流分布

の視覚的評価とともに，心筋局所に関心領域を設

定するROI法，あるいはcircumferential　profile

analysisを用いたwashout　rate算出による，心筋

虚血の実量的評価が可能なため，心筋虚血検出の

sensitivityおよびspecificityが高いとする報告が

多い8・9）．さらに，difruse　slow　washout　rateなら

びに肺野タリウム集積上昇などの付加的情報によ

り，心筋虚血の重症度評価が行える10’v12）．

　そこで，本研究では，運動負荷心筋スキャンを

施行した狭心症1枝病変において，circumferential

profile　analysisを用い，心筋虚血の重症度評価の

指標としてthallium　ischemic　score（TIS）を定量
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Table　l　Relationship　between　coronary　artery　dis－

　　　　ease　and　angiographic　coronary　stenosis　in

　　　　66patients　with　single－vessel　disease

LAD
　N＝46
LCX
　N＝8
RCA
　N＝12

75％

　7

2

3

90％

18

4

4

99％

14

2

1

哨
7

0

4

的に算出し，次いで負荷心電図所見と対比し，負

荷心電図ST・T変化が心筋虚血の重症度をどの程

度反映するか検討した．

II．対　　象

　lll｛和59年3月から昭和60年12月までに運動

負荷心筋スキャンの施行された1，845例中，労作

性狭心症1枝病変（SVD非梗塞合併例）66例を対

象とした．男性57例，女性9例．平均年齢は57．3

歳（34～77歳）であった．症例の内訳は左冠動脈前

下行枝（LAD）病変46例，左冠動脈回旋枝（LCX）

病変8例，右冠動脈（RCA）病変12例である．冠

動脈造影にて，75％以上の冠動脈狭窄を有意冠動

脈狭窄とした（Table　l）．また，正常20例を対照

群とした．

川．方　　法

　1．運動負荷法

　運動負荷は，坐位自転車エルゴメータを用い，

漸増負荷法とした．負荷量は3分ごとに25watt

ずつ増加させ，1分ごとに血圧，心電図測定を行

った．運動負荷のend　pointは，胸痛の出現，　ST

降下，心拍数（予測最大心拍数の85％）あるいは

double　product（収縮期血圧×心拍数）≧25，000，

両下肢の疲労とし，201TICI　3～4　mCi静注後，可

能な限り1分間運動負荷を持続させた．

　2．撮像方法

　撮像は，GAP（general　all　purpose）コリメータ

を装着したシンチカメラ（ohio　unclear　Z　410S）と

オンラインで接続したRIデータ処理装置（DEC

PDP　11／60，128　KW）を用いて行った．初期分布

像は，正面，左前斜位45°，70°の3方向にて，そ

れぞれ500Kカウントを収集し撮像した．また，

再分布像の撮像は，4時間後に同3方向にて，各

症例ごとの初期分布像の撮像に要した時間（プレ

セットタイム）で行った．

　3．運動負荷心筋スキャンにおける，心筋虚血

　　の診断基準

　（1）胸痛の出現

　（2）負荷心電図ST－T変化

　用いた心電図記録装置は，Electrocardiograph

FD－61（フクダ電子製）で，12誘導にて，1）水平

型（horizonta1）ST降下ないし下り傾斜型（down

sloping）ST降下1mm，2）J点80　msecにおいて，

緩徐上り傾斜型（slow　upsloping）ST降下1．5　mm

を運動負荷中あるいは終了直後に連続3心拍以上

認めた場合，3）陰性U波の出現を陽性所見とし

た．なお，今回の検討では，ST上昇を示す症例

は除いた．

　（3）一過性欠損像の出現（視覚的診断）

　3人の医師により，シンチグラムおよびCRT

image（64×64マトリックス）の視覚的判定を行

い，初期分布時の一過性欠損像（transient　defect）

を陽性所見とした．

　（4）Washout　rateの算出（定量的診断）

　既報11｝のごとく，正面，左前斜位45°，70uの3方

向にて，初期分布時および再分布時のCRT　image

の心筋局所に関心領域を求め，次いで上縦隔のバ

ックグラウンドのカウントを減算し，（EX，一　RD，）／

EX。×100（％）（EX。：初期分布時カウント，　RD。：

再分布時カウント）としてwashout　rateを算出し

た．washout　rateの正常値は50±5（％）であり11），

平均一2標準偏差，すなわち40％以下をwashout

rate異常値とした．

　4．心筋虚血の重症度評価の指標

　（1）　肺野タリウム集積

　初期分布時正面像にて，前側壁，心尖部，およ

び下壁の3か所に関心領域（3×3マトリックス）

を設定し，左肺野に設定した関心領域のカウント

数を，心筋局所の最大カウント数で除した値を肺

野タリウム集積値とした．正常値は，27ゴ3（％）
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　　　　Fig．1　Quantitative　evaluation　of　myocardial　ischemia．

A；After　the　center　of　ventricle　was　chosen　manually，　radii　from　the　center　of

the　ventricle　were　drawn　at　20　degree　intervals　and　circumferential　profile　curve

displaying　sequentially　the　pixel　count　in　each　of　18　segments　was　generated　in

the　initial　and　4　hr　redistribution　myocardial　image　for　each　of　three　views

B；Circumferential　pro丘1e　curves　of　the　initial　and　4　hr　redistribution　myocar－

dial　image　were　superimposed　and　thal血m　ischemic　score　was　obtained　as　the

average　of　the　area　where　4　hr　redistribution　curve　exceeds　the　initial　curve　for

each　view

EX：exercise　　RD：redistribution

であり，平均＋2標準偏差，すなわち33％以上
を異常とした11）．

　（2）Thallium　ischemic　score（TIS）

　正面，左前斜位45°および70°の3方向にて，

初期分布時および再分布時のCRT　imageの上縦

隔のバックグラウンドのカウント数を，心筋像の

カウント数より減算したのち，心筋辺縁描出を行

った．Fig．1に示すごとく，面積中心より20°ご

との角度で放射状に半径を描かせ，心筋を18区

域に分割，各区域におけるカウントの最大値にて

circumferential　profile表示を行った．初期分布時

および再分布時のcircumferential　profile　curveを

重ね合せて，再分布時のカーブが初期分布時より

も高値を示す部分の面積を3方向にて求め，その

平均値をthallium　ischemic　score（TIS）とした．

　5・冠動脈造影

　SVD　66例の冠動脈造影は，　Judkins法にて行い，

75％以上冠動脈狭窄を有意冠動脈狭窄とした．今

回の検討では，左冠動脈主幹部病変は除いた．

　6．統計処理

　有意差検定は，unpaired　t－testを用い，危険率

5％以下を有意差ありとした．

rv．結　　果

　1．心筋虚血の検出率

　SVD　66例および正常20例における，各診断

基準を用いた心筋虚血の検出率（sensitivity，　spe－

cificity）をFig．2に示す．

　胸痛の出現および負荷心電図単独の検出率はお

のおの（52．9％，80％），（44．3％，85％）であり，両

者を組み合せた検出率は（62．9％，65％）であった．

一方，一過性欠損像の出現およびwashout　rate

単独による検出率はおのおの（67．1％，100％），

（68．6％，100％）であり，両者を組み合せた検出率

は（85．7％，100％）であった．さらに各判定基準に

よる総合的な検出率は（88．6％，65％）であった．
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Fig．2　Sensitivity　and　specificity　of　chest　pain，　ECG，　transient　defect　and　washout　rate

　　　　　fbr　detection　of　myocardial　ischemia　in　66　patients　with　SVD　and　20　normal

　　　　　controlS．

　　　　　CP：chest　pain，　TD：transient　defect，　WR：washout　rate，　SVD：single　vessel

　　　　　disease
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Fig．3　Thallium　ischemic　score（mean士sd）for　patients　with　LAD　disease，　LCX　disease

　　　　　and　RCA　disease．

　　　　　LAD：left　anterior　descending　artery，　LCX：left　circumfiex　artery，　RCA：right

　　　　　COrOnary　artery
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Fig．4　Comparison　between　severity　of　coronary　artery　stenosis　and　thallium　ischemic

　　　score（mean±sd）in　46　LAD　disease．

　　　LAD：1eft　anterior　descending　artery，　Open　circle：positive　for　stress　electro－

　　　cardiogram，　Closed　circle：negative　for　stress　electrocardiogram
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Fig．5　Relationship　between　l皿g　thallium　uptake　and

　　　thallium　ischemic　score　in　46　LAD　disease．

　　　Thallium　ischemic　score　was　correlated　well

　　　with　lung　thallium　uptake（R＝0．726）．

　　　LAD：left　anterior　descending　artery

　2．Thallium　ischemic　score（TIS）と冠動脈狭窄

　LAD病変46例，　LCX病変8例，　RCA病変
12例の各TIS（平均士1標準偏差）は，48．2士25．2，

27．5±15．2，22．9土15．0とLAD病変は後2者に比

し，有意にTlsは高かった（Fig．3）．　LAD病変

46例における，TISと冠動脈狭窄の関係をFig．4

に示す．75％，90％，99％狭窄および100％閉塞群

における，TIS（平均土1標準偏差）は，26．4土105，

37．6士19．8，64．5士22．5および64．4土22．5であり，

75％狭窄群は最もTISは低く，75％狭窄群に比

し，90％以上狭窄群のTISは高値を示した．さ

らに，99％狭窄群および100％閉塞群は，75％

狭窄群に比し，有意にTISは高かった（p〈0．01）．

　3．TISと肺野タリウム集積

　LAD病変46例における，　TISと肺野タリウム

集積との関係をFig．5に示す．46例中29例（63％）

に肺野タリウム集積増加を認め，75％，90％，99％

狭窄群および100％閉塞群における肺野タリウム

集積（平均士1標準偏差）は，おのおの28圭2％，

32土6％，38±6％，38土4％と，75％狭窄群では

33％以上の肺野タリウム集積を示す症例はなく，

90％以上群に比べ，肺野タリウム集積は低値を示
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Fig．6　Thallium　ischemic　score　for　patients　with　positive　stress　electrocardiogram　and

　　　for　those　with　no　ST－T　change　in　46　LAD　disease．　There　was　no　signi丘cant　dif－

　　　ference　between　these　groups．

　　　LAD：left　anterior　descending　artery，　Neg　U：negative　U　wave，　H：horizontal

　　　ST　depression，　DS：down　sloping　ST　depression，　SU：slow　upsloping　ST　depres－

　　　sion

した．全症例において，TISの増加とともに，肺

野タリウム集積は増加し，両者の相関はR＝O．726

であった．

　4．負荷心電図ST・T変化とTIS

　LAD病変46例中，有意の心電図変化を示し

た20例（Neg　U　3例，　horizontalまたはdown

sloping型ST降下12例およびslow　upsloping型

ST降下5例）と，心電図変化を示さなかった15

例における，各心電図変化とTIsの関係をFig．6

に示す．

　Negative　U群，　horizontal型またはdown　slo・

ping型ST降下群，　slow　upsloping型ST降下群

および心電図変化を示さなかった群の各TIS（平

均土1標準偏差）は，63．2土12．1，48．8土25．1，37．2

±16．1，40．4土21．8とnegative　U群が最もTISは

高く，horizonta1型またはdown　sloping型ST

降下群は，slow　upsloping型ST降下群に比し，

TISは高かった．また，　slow　upsloping型ST降

下群と心電図変化なしの群でTISに有意差はな

かった．さらに，負荷心電図にて，ST降下を示

したLAD病変28例において，　V2～6，　II，　III，。VF

にST降下を示した群とV2～6のみにST降下を

示した群のTIS（平均土1標準偏差）は，52．5土

25．9，47．7土27．0と有意差は認めなかった（Fig．7）．

V．考　　察

　負荷心電図による心筋虚血の判定は，簡便で汎

用されているが，種々の問題点が存在する．すな

わち，1）ST－T変化の型および降下度を用いる定

性的な判定法であるため，検者の主観，測定誤差

およびST変化の判定基準などにより，sensitivity

は変動する．2）健常者における偽陽性例，逆に有

意冠動脈狭窄症例における偽陰性例が存在するた

め，必ずしもspecificityは高くない1”3・13）．3）負

荷心電図ST－T変化の出現部位は，必ずしも心筋

虚血の部位を反映せず14・15），ST変化のみでは，

心筋虚血の拡がりを正確にとらえることは困難で

ある．4）負荷心電図ST－T変化と心筋虚血の重症
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Fig．7　Thallium　ischemic　score（mean土sd）for　pa－

　　　tients　with　V2＿6，　II，　III，　aVF　ST　depression　and

　　　for　patients　with　V2＿6　ST　depression　in　46　LAD

　　　disease．　The　difference　between　two　groups　was

　　　not　SignifiCant．

　　　LAD：left　anterior　descending　artery

度に関して，詳細に検討されていない．

　そこで，本研究では，運動負荷心筋スキャンの

施行された狭心症1枝病変にて，circumferential

profile　analysisを用い，　thallium　ischemic　score

（TIS）を定量的に算出し，　TISと負荷心電図所見

を対比し，負荷心電図ST・T変化が，心筋虚血の

重症度をどの程度反映するか検討した．

　1．運動負荷心筋スキャンにおける心筋虚血の

　　検出率

　負荷心電図による心筋虚血検出のsensitivityは

44．3％と低値を示した．この理由は，1枝病変に

対象を限ったこと，ST降下に関する判定基準を水

平型あるいは下り傾斜型ST降下1mmおよび緩

徐上り傾斜型ST降下（J点80　msec）1．5　mmと

したことによる．したがって，明らかな胸痛をと

1727

もなうST降下でも，判定基準を満たさぬ場合，

陰性と判定した．SVD　66例中9例にこのような

症例が認められ，仮にこれらを陽性と判定した場

合は，sensitivityは61％となり，　ST降下の設定

基準により，負荷心電図による心筋虚血検出の

sensitivityが大きく変化することが示された．一

方，一過｝生欠損像の有無およびwashout　rate法

単独あるいは両者の組み合せによる心筋虚血検出

は，sensitivity，　specificityともに負荷心電図に比

べ高かった．さらに，各指標を総合的に用いた心

筋虚血の判定は，specificityは65％と低いものの，

sensitivityは88．6％と最も高値を示した．したが

って，心筋虚血の検出において，視覚的判定に定

量的判定を加えることにより，診断精度の向上す

ることが示された．

　2．”Sによる心筋虚血の重症度評価

　SVD　46例にて，冠動脈別のTISはLAD病変

がLCX病変およびRCA病変に比べ有意に高か

った．冠動脈の左室壁への灌流支配領域は，LAD

が最も大きく，その障害は最も広い範囲の虚血を

生じる．LAD病変46例にて，冠動脈狭窄度別の

TISは，75％狭窄群が最も低く，狭窄度の増加に

ともない上昇した．しかし，99％狭窄群と100％

閉塞群ではTISに差は認めなかった．これは，

100％閉塞群では全例に良好な側副血行路を認め，

両群間の虚血の程度に差がなくなるためと考えら

れた．したがって，TISは，冠動脈狭窄が強く，

虚血の範囲が広いほど高値を示すことが示された．

一方，LAD病変46例にて，　TISは，肺野タリウ

ム集積と良い相関（R－0．726）を示した．肺野タ

リウム集積は，虚血にともなう間質性肺浮腫に起

因し，一過性の左心不全を反映する．さらに肺野

タリウム集積値の上昇は，3枝病変，左冠動脈主

幹部病変を強く示唆し，虚血が重症であることを

示す所見である10’－12）．しかし，肺野タリウム集

積は，肺病変，肺うっ血などの要因に影響され，

肺野タリウム集積のみでは詳細な重症度評価はで

きない．一方，今回著者らが提唱したthallium

ischemic　scoreはcircumferential　profile　analysis

を用いて，初期分布時の一過性欠損像の大きさを，
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面積として定量的に求めた値であるため，心筋虚

血の程度を軽症例から重症例まで詳細に評価する

ことが可能である．

　3・負荷心電図ST－T変化による心筋虚血の重

　　症度評価

　負荷心電図において，ST降下が早期に出現し，

運動終了後も長期にわたりST降下が続くほど心

筋虚血の重症度は高いとされる1）．また，背景に

2枝病変，3枝病変を持った割合は，下り傾斜型，

水平型および緩徐上り傾斜型の順に高いとされ

る1“’3）．一方，虚血性心疾患における陰性U波の

起因については，現在まで諸家により報告がなさ

れ，左室壁の過伸展および虚血に陥った心筋細胞

内外でのKイオンの関与が原因とされるが，詳

細はなお明らかでない6・7）．LAD病変46例におい

て，有意の心電図変化を認めた20例にて，陰性

U波を認めた3例は，症例数が少ないが，TISは

最も高く，水平型あるいは下り傾斜型ST降下は，

緩徐上り傾斜型ST降下に比べ，　TISは高かった．

しかし，いずれの群も心電図変化なしの群とTIS

に有意の差はなかった．したがって，負荷心電図

ST・T変化は，心筋虚血の重症度をある程度反映

するものの，その評価において，一定の限界を有

することが示唆された．また，LAD病変46例中

22例に，前胸部誘導（V2～6）に加えII，　III，。VFに

ST降下を認めたが，下壁に一過性欠損像を認め

たのは12例であり，LAD病変におけるII，　III，

。VFのST降下は必ずしも下壁の虚血を表わさな

いことが示された．さらに，V2～6，　II，　III，　aVFに

ST降下を認める群と，　V2～6のみにST降下を認

める群にて，TISに差はなく，両群の心筋虚血の

重症度に差のないことが示された．また，われわ

れは，撮像方向を正面，左前斜位45°，70°にて行

っているが，通常の左側面に比し，左前斜位70°

は，肝との重なりが少なく，下壁の灌流の評価に

優れる．このように，通常のplanar　imageにお

いても，撮像の工夫，定量的評価を加えることに

より，SPECTを用いた心筋虚血検出のsensitivity，

specificityに近づくものと考える．

　以上より，運動負荷心筋スキャンは，負荷心電

図に比し，心筋虚血の重症度のみならず，虚血の

部位，拡がりの評価に優れることが示された．

VI．結　　論

　1．運動負荷心筋スキャンにおいて，胸痛，心

電図変化に加え，transient　defect，　washout　rateの

併用により，心筋虚血検出のsensitivityは88．6％

と向上した．

　2．TISは，冠動脈狭窄が強く，虚血の範囲が

広いほど高値を示した．さらに肺野タリウム集積

の増加にともないTISは増加した．したがって，

TISが高いほど，心筋虚血の重症度が高いことが

示された．

　3．負荷心電図ST－T変化とTISを対比させた

ところ，陰性U波は最もTISは高く，水平型お

よび下り傾斜型ST降下は，緩徐上り傾斜型ST

降下に比しTISは高かった．しかし，いずれの

群も負荷心電図変化のない群とTISに有意差は

なく，また，V2～6に加え，　II，　III，。VFにST降

下を示す群とV2～6のみにST降下に示す群で，

TISに有意差はなかった．

　4．したがって，負荷心電図ST－T変化は，心

筋虚血の重症度を反映するものの，その評価に一

定の限界を有することが示された．
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Summary

Exercise・hlduced　ST－T　Changes　and　Severity　of　Myocardia1　lschemia

in　Single－Vessel　Coronary　Artery　Disease：Quantitative　Assessment
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by　Stress　Tha皿ium　Scan

　　　　　　Tsuyoshi　SHIMoNAGATA，　Tsunehiko　NlsHIMuRA，　Toshiisa　UEHARA，

Kohei　HAYAsHIDA，　Makoto　TAKAMIYA，　Tetsuya　SuMIYosHI　and　Muneyasu　SAITo

Depart〃lent（）f　Radiologγ　and（7ardiolog夕，～Vational（7ardio　vascular　Center，　Sttita，　Osaka

　　The　purpose　of　this　study　was　to　evaluate　how

exercise－induced　ST－T　changes　reflect　the　severity

of　myocardial　ischemia　in　66　patients　with　single－

vessel　disease（SVD）who　underwent　stress　thallium

scans．　Quantitative　assessment　of　myocardial

ischemia　was　perfbrmed　with　thallium　ischemic

score（TIS）derived　from　circumferential　profile

analysis．

　　Circumferential　profiles　of　the　initial　and　4　hr

redistribution　myocardial　image　were　generated

f（）reach　of　three　views（ANT，　LAO　45，　LAO　70）

and　TIS　was　obtained　as　the　average　of　the　area

between　the　initial　and　4　hr　redistribution　profile

for　each　view．

　　In　66　patients　with　SVD，　TIS　were　compared

with　coronary　angiographic　findings．　TIS　was

correlated　well　with　the　severity　of　coronary　artery

stenOSIS．

　　In　addition，　TIS　was　also　correlated　well　with

lung　thallium　uptake　in　46　LAD　disease．　There－

f（）re，　these　data　proved　that　TIS　was　useful　for　the

evaluation　of　the　severity　of　myocardial　ischemia．

　　In　46　LAD　disease，　TIS，　being　as　the　indicator

of　the　severity　of　myocardial　ischemia，　was　com－

pared　precisely　with　results　of　stress　electrocardio－

grams　to　evaluate　how　exercise－induced　ST－T

changes　reflect　the　severity　of　myocardial　ischemia．

　　Patients　with　negative　U　wave　had　the　highest

mean　TIS　and　those　with　horizontal　or　down

sloping　ST　depression　of　1．O　mm　or　more　had

higher　mean　TIS　than　those　with　slow　upsloping

ST　depression　of　1．5　mm　or　more，　but　there　were

no　significant　differences　between　these　groups　and

those　without　ST－T　change　and　the　mean　TIS　was

not　different　significantly　between　V2＿6　ST　depres－

sion　group　and　V2＿6，　II，　III，　aVF　ST　depression

group・

　　In　　conclusion，　these　results　indicated　　that

exercise－induced　ST－T　changes　reflect　the　severity

of　myocardial　ischemia　in　some　degree　but　also

has　a　limitation　in　evaluation　of　the　severity　of

myocardial　ischemia．

　　Key　words：　Stress　thallium　scan，　Circum－

ferential　profile　analysis，　Thallium　ischemic　score，

Stress　electrocardiogram，　Myocardial　ischemia．
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