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《原　著》

負荷心電図梗塞部ST上昇と残存心筋虚血に関する検討

一
運動負荷心筋スキャンによる心筋虚血の定量的評価を用いて一

下永田　剛＊・＊＊＊西村　恒彦＊

斉藤　宗靖＊＊　住吉　徹哉＊＊

植原　敏勇＊　林田　孝平＊

　要旨　運動負荷心筋スキャンの施行された陳旧性心筋梗塞1枝病変65例にて，負荷心電図梗塞部ST上

昇の持つ意義を検討した．Circumferential　profile　analysisにより，タリウム虚血スコア（TIS）およびdefect

scoreを算出し，心筋虚血ならびに梗塞巣の拡がりを定量的に評価した．心筋梗塞発症後3か月未満の症

例にて，有意（＜2mm）の梗塞部ST上昇を示す群と有意の梗塞部ST上昇を示さない群の左室駆出分画

（LVEF）および左室壁運動異常に差は認めなかった．しかし，発症3か月以降の症例において，梗塞部ST

上昇を示す群は梗塞部ST上昇を示さない群に比し，　dyskinesisを多く認め，　defect　scoreは有意に高く，

LVEFならびにTISは有意に低値を示した．さらに，梗塞発症後3か月未満の有意の梗塞部ST上昇群に

おいて，T波尖鋭化を示す群は，　T波尖鋭化を示さない群に比し，　defect　scoreに差はないものの，梗塞部

一過性欠損像を多く認め，LVEFならびにTISは有意に高値を示した．したがって，梗塞部ST上昇の有

する意義は，心筋梗塞発症後の経過期間により異なり，従来，高度左室壁運動異常に由来するとされた梗塞

部ST上昇群にて，梗塞発症後早期に残存心筋虚血を反映する群の存在が示された．

L　緒　　言

　心筋梗塞における負荷心電図ST変化において，

梗塞部ST上昇は高度壁運動異常，特にdyskinesis

を反映するとされる1’v5）．しかし，梗塞部ST上昇

を示す症例は，高度壁運動異常以外に負荷心筋ス

キャンから梗塞部位に一過性欠損像が存在するこ

とが報告されている6”8）．さらに，心筋梗塞発症

からの経過日数によっても異なる様相を呈するこ

とが示唆される．したがって，梗塞部ST上昇の

持つ臨床的意義はいまだ解明されていない．そこ

で著者らは，運動負荷心筋スキャンの施行された

陳旧性心筋梗塞（左前下行枝1枝病変）65例にお
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いて，負荷心電図ST変化の分析を行い，負荷心

筋シンチグラムにおける心筋虚血の視覚的および

定量的評価と対比し，梗塞部ST上昇の持つ意義

に関して検討を行った．

II．対　　象

　昭和59年9月から昭和61年3月までに運動負

荷心筋スキャンが施行された1，705例中，陳旧性

前壁，前壁中隔梗塞初回発症例（左前下行枝1枝

病変）65例を対象とした．平均年齢は53土10歳

（26～70歳），男性57例，女性8例である．心筋

梗塞発症から負荷心筋スキャン施行までの期間は，

3か月未満（1．3土0．5か月）36例，3か月以上（18

±22か月）29例である．なお，対象は全て異なる

患者の症例であり，臨床的に冠動脈攣縮の関与が

示唆される症例は除外した．

m．方　　法

1．運動負荷法

運動負荷は電気制動型自転車エルゴメータ（シ
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一 メンス社）を用いた漸増負荷法とした．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，　double　product

（最大心拍数×最大収縮期血圧）≧25，000，両下肢

の疲労とし，TIC13～4　mCi静注後可能な限り1

分間運動を持続させ，運動終了後直ちに患者をシ

ンチカメラに移動させ撮像を行った．

　2．撮像方法

　撮像に用いた装置はGAP（general　all　purpose）

コリメータを装着したシンチカメラ（Ohio　Nucle－

ar　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）である．初期分布

像は，正面，左前斜位45°，70°の3方向にて500

kカウントを収集し撮像した．次いで再分布像の

撮像は，4時間後に，同3方向にて各症例の初期

分布像の撮像に要した時間（プリセットタイム）に

て行った．

　3．負荷心電図ST変化の判定

　用いた心電図記録装置は，Electrocardiograph

FD　61（フクダ電子製）で，標準12誘導心電図の

記録を行い，3人の医師により，安静時および負

荷時心電図判定を行った．安静時心電図の前胸部

誘導にて，異常Q波，QS波，あるいはpoor　r

progressionを示す誘導を梗塞部誘導とした．負

荷心電図ST上昇の判定は，　J点80　msecにて行

い，基線からの上昇度を測定し，安静時に比し2

mm以上のST上昇を連続3心拍以上認めた場合

を陽性とした．

Circurnferential　protile　analysis
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A：After　the　center　of　ventricle　was　chosen　manually，　radii　from　the　center　of　the

ventricle　were　drawn　at　20　degree　interval　and　circumferential　profile　curve（CPC）

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（ANT，

LAO　45°，　LAO　70°）．　B：CPC　of　the　initial　and　4　hr　redistribution　myocardial　image

were　superimposed　and　thallium　ischemic　score（TIS）was　obtained　as　the　average

of　the　area　where　4　hr　redistribution　curve　exceeds　the　initial　curve　fbr　each　view．

EX：exercise，　RD：redistribution．　C：4　hr　redistribution　profile　curve　and　standard

profile　curve（mean－2　sd）derived　from　20　normal　controls　were　superimposed．

The皿mber　of　segments　where　standard　profile　curve　exceeds　the　4　hr　redistribu－

tion　profile　curve　was　devided　by　the　number　of　segments　except　basal　area（＝16）

and　defect　score　was　obtained　as　the　average　fbr　each　view．
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4．負荷心筋シンチグラムの分析

　1）視覚的評価

　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）の視覚的評価を行い，

一 過性欠損像の有無を判定した．

　2）　Circumferential　profile　analysis

　既報のごとく9），初期分布時および再分布時の

正面，左前斜位45°，70°のCRT　imageにて，」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後，心筋辺縁描出を行った．

Fig．1－Aに示すごとく，面積中心より20度ごと

の角度で放射状に半径を描かせ，心筋を18分割し，

各区域におけるカウント数の最大値にてcircum－

ferential　profile　JN示を行い，初期分布時…および再

分布時のprofile　curveを重ね合わせ，再分布時の

カーブが初期分布時のカーブよりも高1直を示す部

分の面積を3方向にて求め，その平均値をタリウ

ム虚血スコア（TIS）とし，心筋虚血の定量的評価

を行った（Fig．1－B）．

　次いで，正常20例より求めた再分布H寺のcir－

cumferential　profile　curve（平均一2標準偏差）を

standard　profile　curveとし，対象65例の再分布時

circumferential　profile　curveと重ね合わせ，対象

群のprofile　curveがstandard　profile　curveよりも

低｛直を示す区域数を心大文部を除く区域数（16区域）

にて除した値を3方向にて求め，平均値をdefect

scoreとし，梗塞部の拡がりを定量的に評価した

（Fig．1－C）10）．

　5．心カテーテル検査

　心カテーテル検査は運動負荷心筋スキャン施行

3か月以内に全例施行した．大部分Judkins法に

より，一・部Sones法にて行った．

　冠動脈有意狭窄は75％以上とした．左室造影は

右前斜位30°および左前斜位60°にて行い，左室

壁運動の評価はAHAの規準に基づき11），高度壁

運動異常を示すdyskinesis（aneurysmalを含む）と

none，軽度壁運動異常を示すhypokinesis，さらに

正常の4段階に分類した．なお，2種類以上の左室

壁運動異常が存在する場合，最も高度な壁運動異

常をもって左室壁運動異常とした，また，左室造影

Table　1

1733

List　of　stress　induced　ST　changes　in　infarcted

area

ST　elevation≧2mm
　（Group　1，n＝41）

ST　elevationく2mm
　（Group　2，　n＝24）

＜3month　≧3month

26

10

15

14

Table　2　Results　of　stress　thallium　scan　in　patients

　　　　with　exercise　induced　ST　elevation　（≧2，

　　　　group　1）in　infarcted　area　and　those　with　ST

　　　　elevation（＜2mm，　group　2）

＜3month ≧3month

　　　Group　1
　　　（n＝26）

RD　　　ll／26
　　　　（42％）

CP　　　　4／26

　　　　（15％）

DP
（xlO4）

Group　2
（n－10）

4／10

（40％）

　3／10

（33％）

Group　1
（n＝15）

　1／13

　（8％）

　2／13

（15％）

Group　2
（n＝14）

　6／14

（43％）

　1／14

　（7％）

2．3士0．9　　2．1土0．4　　2．7土0．7　　2．7土0．6

TD：transient　defect，　CP：chest　pain，　DP：double

product

から，area　length法により左室駆出分画（LVEF）

を求めた．

　6．統計処理

　各群の比較は，unpaired　t－testを川いて有意差

検定を行い，P＜0．05を有意差ありとした．

IV．結　　果

　1．負荷心電図梗塞部ST変化

　65例の負荷心電図ST変化は，2mm以上の梗

塞部ST上昇を示す41例（第1群）および2mm

以上の梗塞部ST上昇を示さない24例（第2群）

に大別された．さらに両群は，心筋梗塞発症から

運動負荷心筋スキャン施行までの期間により，3

か月未満の群（第1群26例，第2群10例），3か

月以上の群（第1群15例，第2群14例）に分類さ

れた（Table　1）．

　2．運動負荷心筋スキャンとの対比

　Table　2に，第1群および第2群における，運

動負荷心筋スキャンの結果を示す．心筋梗塞発症

から運動負荷心筋スキャン施行までの期間が3か
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Table　3　Results　of　left　ventriculography　in　patients

　　　　with　exercise　induced　ST　elevation　in　in－

　　　　farcted　area（≧2mm，　group　l）and　those

　　　　with　ST　elevation（≧2mm，　Group　2）

＜3month ≧3month

S
O

D
l
o

50

0

（n・15）　　（n14）

　P（001
’一．　－　　　　　　　　　　1

｝ ｝
㍗溜1『瓢2

Group　l　Group　2　Group　l　Group　2
（n＝26）　　（n＝10）　　（n＝15）　　　（n＝14）

Fig．2　Comparison　of　TIS　and　defect　score（DS）in

　　　patients　with　exercise　induced　ST　elevation

　　　（≧2mm，　group　1）and　those　with　ST　elevation

　　　（〈2mm，　group　2）．＜3　month：patients　with

　　　previous　myocardial　infarction　in　less　than

　　　3month　from　the　onset．≧3　month：patients

　　　with　previous　myocardial　infarction　in　more

　　　than　3　month　from　the　onset．

LVEF（％）　50」：12

LVG（％）

　normal　　　8
　hypokinesis　19

　akinesis　　　　38

　dyskinesis　　35
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月未満の群と3か月以上の群において，両群の

double　product（平均±1標準偏差）に差はなく，

運動負荷中の胸痛の出現率は両群とも低値を示し

た．

　梗塞部一過性欠損像を認める割合は，3か月未

満の第1群および第2群にておのおの26例中11

例（42％），10例中4例（40％）と差はなかったが，

3か月以上の第1群および第2群にて，おのおの

13例中1例（8％），14例中8例（43％）と第2群は

第1群に比し高値を示した．次いでFig．2に第1

群および第2群におけるTISとdefect　scoreの値

を示す．心筋梗塞発症からの経過日数が3か月未

満の第1群および第2群にて，TISとdefect　score

に有意の差は認めなかった．しかし，3か．月以降

の第1群および第2群のTISはおのおの47土38，

52士40と第2群は第1群に比し有意に高値を示し

た（P〈0．05）．さらに両群のdefect　scoreはそれ

ぞれ42±18，24土18と第2群は第1群に比し有意

LVEF：1eft　ventricular　ejection　fraction，　LVG：1eft

ventriculography，＊：p＜0．05

Tabie　4　Results　of　stress　thallium　scan　and　left　ven－

　　　　triculography　in　patients　with　stress　induced

　　　　ST　elevation（≧2mm）in　infarcted　area

〈3month ≧3month

　　　　Group　A
　　　　（n＝15）

TD　　　　　73
LVEF　　　54士10＊

Dyskinesis　2／15

　　　　　（13％）

　＊：p＼0．05

Group　B
（n－11）

　　0

43士12
　7／11

（64％）

Group　A
（n＝5）

　20
44」：10

　1／5
　（20％）

Group　B
（n－10）

　10
43士11

　5／10

（50％）

に低値を示した（P＜0．Ol）．

　3．左室造影所見との対比

　Table　3に第1群と第2群の左室造影所見を示

す．心筋梗塞発症から3か月未満の第1群および

第2群にてLVEFに差はなかったが，3か月以降

の第1群および第2群にておのおの43土13％，

53±13％と第1群は第2群に比し有意に低値を示

した（p＜0．05）．

　左室造影における高度壁運動異常（akinesis，

dyskinesis）の割合は，3か月未満の第1群および

第2群にておのおの73％（38％，35％），60％（40％，

20％），3か，月以降の第1群および第2群にておの

おの84％（38％，46％），85％（71％，14％）と両群

間に差はなかった．しかし，dyskinesisは3か月

未満の第1群に最も多く認めた．
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Fig．3　Comparison　of　TIS　and　DS　in　patients　with

　　　exercise　induced　ST　elevation　（≧2mm）．

　　　Group　A：patients　with　ST　elevation　with

　　　prominent　upright　T　wave．　Group　B：patients

　　　with　ST　elevation　without　prominent　upright

　　　Twave．
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Fig．4a　Typical　stress　electrocardiogram（ECG）of

　　　　group　l　patient．　The　exercise　ECG（EX）

　　　　shows　ST　elevation（≧2mm）with　prominent

　　　　upright　T　wave　in　leads　with　QS　wave　on　the

　　　　resting　ECG（V2，3）．
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Fig．4－b Stress　thallium　scintigram　of　the　same　patient．　The　redistribution　image（RD）

shows　anteroseptal　redistribution．

　4．梗塞部ST上昇型と左室造影所見および運

　　動負荷心筋スキャンとの対比

　2mm以上の梗塞部ST上昇を示した第1群（n

；41）にて，ST上昇波形の分析を行ったところ，

T波尖鋭化を示す20例（A群）と尖鋭化を示さな

い21例（B群）に分類された．両群の心筋梗塞発

症から負荷心筋スキャン施行までの経過日数によ

る内訳は，3か月未満の症例がA群，B群にてお
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のおの15例，11例であり，3か月以降の症例は，

A群，B群にておのおの5例，10例であった．

Table　4に，両群の左室造影所見におけるLVEF

値，dyskinesisの割合および負荷心筋スキャンに
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Fig．5・a　Typical　stress　electrocardiogram（ECG）of

　　　　group　2　patient．　The　exercise　ECG（BX）

　　　　shows　ST　elevation（≧2mm）without　upright

　　　　Twave　in　leads　with　QS　wave　on　restlng

　　　　ECG（V2＿4）．

おける梗塞部一過性欠損像の割合を示す．両群の

LVEFは，3か月未満のA群およびB群にてお

のおの54士10％，43土12％とA群はB群に比し

有意に高値を示した（p＜0．05）．

　しかし，3か月以降の両群間のLVEFに差はな

かった．両群のdyskinesisの割合は，3か月未満

のA群およびB群にておのおの13％，64％，3か

月以降にてA群20％，B群50％とA群はB群に
比しいずれも低値を示した．次いで，梗塞部一過

性欠損像の割合は，3か月未満のA群およびB

群にておのおの73％，0％と著明な差を認めた．

さらに，両群のdefect　scoreの値は，心筋梗塞発

症からの経過日数にかかわらず差がなかったが，

TISは3か月未満のA群およびB群にておのお

の67±30，34土11とA群はB群に比し有意に高

値を示した（p〈o．01，Fig．3）．

　ここで，A群およびB群の典型例を呈示する．

Fig．4－aはA群の典型例であり，安静時心電図の

QS波を示すV2，3誘導にて，運動負荷時にT波

尖鋭化を伴うST上昇を認める．　Fig．4－bは同症

例の負荷心筋シンチグラムであり，前壁中隔に一

過性欠損像を認める．

　Figure　5－aはB群の典型例であり，安静時心電

図において，QS波を示すV2－4誘導において，

EX嚢．，
　　　綴籔蕊・

ANT

㌔
薔

耀
LAO45

㌶蘂，ぎ

LAO70

RD講齢
議

　，ま　，

讐t

㌻均P

鰹；諺

　悟s

Fig．5・b　Stress　tha川um　scintigram　of　the　same　patient．　The　initial　myocardial　image（EX）

　　　　shows　antero・apical　perfusion　defect　and　left　ventricular　dilatation．　The　redis’

　　　　tributiQn　image（RD）shows　no　redistribution　in　any　projection，

Presented by Medical*Online



負荷心電図梗塞部ST上昇と残存心筋虚血に関する検討

運動負荷時にST卜昇を認めるがT波の尖鋭化は

認めない．Fig．5－bに同症例の負荷心筋シンチグ

ラムを示すが，3方向いずれにおいても一・過性欠

損像は認めず，左室腔の拡大を示す．

V．考　　察

　心筋梗塞後患者における負荷心電図梗塞部ST

上昇の機序に関して，高度壁運動異常とともに残

存心筋虚血が関与している可能性を示唆する報告

がある12’13）．近年，運動負荷心筋スキャンを用い

た検討により，Dunnらは，安静時心電図にて異

常Q波を有する誘導にて，負荷時ST上昇を示

した陳1日性心筋梗塞25例中13例（52％）に罹患冠

動脈支配領域に一過性欠損像を認めている6）．さ

らに，二神らは，負荷心電図梗塞部ST上昇を高

度壁運動異常に起因する所見としているものの，

梗塞部STヒ昇を示した陳旧性心筋梗塞28例中15

例（54％）に軽度再分布ながらも一過性欠損像を認

めている8）．したがって，梗塞部ST上昇の成因

として，残存心筋虚血の関与を無視することはで

きない．さらに病理学的検討により，心筋梗塞発

症後，梗塞部心筋細胞の線維化が完成し，癩痕化が

生じ始めるのは，およそ3か月後半とされる14・15）．

したがって，心筋梗塞発症よりの経過日数によっ

ても，梗塞部ST上昇の有する意義は異なると考

えられる．そこで今回著者らは，運動負荷心筋ス

キャンの施行された陳旧性心筋梗塞65例を，心筋

梗塞発症後3か月未満の群と3か月以降の群に分

類し，負荷心電図梗塞部ST変化を罹患心筋性状

と対比し，梗塞部ST上昇の持つ意義を検討した．

　1．梗塞部ST上昇と罹患心筋性状

　心筋梗塞発症後3か月未満において，有意の

ST　h昇を示す第1群と，有意の梗塞部ST上昇

を示さない第2群のLVEF値および高度壁運動

異常の割合に差は認めなかった．さらに，両群間

の梗塞部一過性欠損像の割合に差はなく，TISお

よびdefect　scoreに有意差はなかった．したがっ

て，罹患心筋の線維化が完成されない時期におい

て，梗塞部ST上昇群と梗塞部ST上昇を示さな

い群の心筋障害ならびに残存心筋虚血の程度に差

1737

はないことが示された．一方，心筋梗塞発症後3

か月以降において，第1群は第2群に比し有意に

LVEFは低く，　dyskinesisを多く認めた．また，

梗塞部一一過性欠損像の割合は，第1群および第2

群にておのおの8％，43％と第1群は第2群に比

し低く，さらに第1群は第2群に比し有意にde－

fect　scoreが高く，　TISは有意に低値を示した．

したがって，罹患心筋の線維化がほぼ完成された

時期において，梗塞部ST上昇を示す群は，梗塞

部ST上昇を示さない群に比し，梗塞範囲が広く，

左室壁運動障害も強く，残存心筋虚血は少ないこ

とが示された．

　2．梗塞部ST上昇型と残存心筋虚血

　1918年，Smithらは，実験動物の冠動脈の結紮

により，心電図上，著明なT波の尖鋭化が出現す

ることを報告した16）．以後多くの臨床家がhyper－

acute　T　waveと呼ばれる尖鋭化した陽性T波

が心筋梗塞急性期に出現することを報告してい

る17・18）．Dresslerらは，このHyperacute　T　wave

を心筋梗塞に最も特徴的な心電図変化であると

し17），Goldbergerは貫壁性心筋虚血に起因する所

見としている19）．したがって，陳旧性心筋梗塞に

おいても，罹患心筋にviableな心筋細胞が残存し

ていれば，運動負荷により誘発される高度心筋虚

血に基づき，T波尖鋭化に引きつられてST上昇

が出現することが示唆される．そこで，T波尖鋭

化の有無により，梗塞部ST上昇を認めた41例を

さらに分類し，梗塞部ST上昇波形と残存心筋虚

血に関して検討を行った．

　T波尖鋭化を示す群（A群）は，3か月未満およ

び3か月以降においておのおの15例，5例存在し，

その多くを3か月未満の時期に認めることより，

いまだ罹患心筋の線維化が完成されない時期に関

連するST上昇型であることが示唆された．　A群

の左室造影におけるdyskinesisの割合は，　B群が

心筋梗塞発症後3か月未満および3か月以降にて

おのおの64％，50％と高率にdyskinesisを示すの

と対照的に低値を示し，必ずしもdyskinesisを

反映するST上昇型ではなかった．さらに，梗塞

発症後3か月未満のA群は，B群に比しdefect
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scoreに差がなく，梗塞の拡がりは同程度である

ものの，梗塞部一過性欠損像を73％に認め，TIS

はB群に比し有意に高いことより，残存心筋虚血

を反映することが示された．以上より，従来，高

度壁運動異常に由来するとされた負荷心電図梗塞

部ST上昇群において，心筋梗塞発症後早期に残

存心筋虚血を反映するST上昇型の存在すること

が示された．しかし，安静時心電図にて尖鋭化し

た陽性T波を認める無症候性T波が存在するこ

と20），あるいはhyperacute　T　waveに必ずしも

ST上昇が伴わない場合があり17・18），さらにはhy－

Peracute　T　waveそのものが必ずしも尖鋭化した

陽性T波を示さない場合が報告されている19）．し

たがって，ST上昇の有無およびST上昇型の分析

のみでは残存心筋虚血の識別は困難と考えられた．

　一方，運動負荷心筋スキャンは，今回用いた

planar　imageのみならず，　SPECTを用いること

により，さらに詳細な検討が可能であり，残存心

筋虚血の検討に有用な検査法であることが示され

た．
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Summary

Exercise　lnduced　ST　Elevation　and　Residual　Myocardial

　　　　　　Ischemia　in　Previous　Myocardial　lnfarction

Tsuyoshi　SHIMoNAGATA，　Tsunehiko　NlsHIMuRA，　Toshiisa　UEHARA，

　　　Kohei　HAYAsHIDA，　Muneyasu　SAITo　and　Tetsuya　SuMIYosH1

Depart〃le〃’（）f　Raa「∫010宮y　a〃θ「Cardiologツ，ハ「ationa～（rardio　vas‘’ular　Cen’er，∫〃〃a，　Osaka

　　The　purpose　of　this　study　was　to　evaluate　the

clinical　significance　of　stress　induced　ST　elevation

on　infarcted　area　in　65　patients　with　previous

myocardial　infarction（single　vessel　disease）who

had　stress　thallium　scan．

　　Stress　induced　ST　changes　on　infarcted　area

were　compared　with　quantitative　assessment　of

myocardial　ischemia　（thallium　ischemic　score；

TIS）and　extent　of　myocardial　infarction（defect

score；DS）derived　from　circumferential　profile

analysis．

　　In　patients　with　previous　myocardial　infa　rct　ion

in　less　than　3　month　from　the　onset（n＝36），　left

ventricular　ejection　fraction（LVEF）and　extent　of

abnormal　LV　wall　motion　were　not　significantly

different　between　patients　with　stress　induced　ST

elevation（≧2mm，　n＝26）and　those　with　stress

induced　ST　elevation（〈2mm，　n＝10），　while，　in

patients　with　previous　myocardial　infarction　in

more　than　3　month（n＝29），　patients　with　stress

induced　ST　elevation（≧2mm，　n＝15）showed

left　ventricular　dyskinesis　more　frequently　than

those　with　ST　elevation（〈2mm，　n＝14）．　In　addi－

tion，　the　former　showed　significantly　higher　DS

and　significantly　lower　TIS　than　the　latter．

　　In　patients　with　previous　myocardial　infarction

in　less　than　3　month，　patients　with　ST　elevation

（≧2mm，　n＝15）with　prominent　upright　T　wave

（n＝15）had　transient　thallium　defect　in　infarcted

area　in　73％　and　they　had　significantly　higher

LVEF　and　TIS　than　those　with　ST　elevation

（＜2mm，　n＝11）．

　　These　results　indicated　that　ST　elevation　in

infarcted　area　reflect　different　significance　accord－

ing　to　the　recovery　of　injured　myocardium　and

stress　induced　ST　elevation　with　prominent　up－

right　T　wave　in　infarcted　area　reflect　residual

myocardial　ischemia　in　less　than　3　month　from

the　onset　of　myocardial　infarction．

　　Key　words：　Stress　electrocardiogram，　Stress

tha川um　scan，　Circumferential　profile　analysis，

Myocardial　infarction，　Residual　myocardial　is－

chemia．
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