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《原　著》

携帯用RI心機能モニター（VEST）による虚血性心疾患

　　患者の日常動作を含む種々の運動時心機能の評価

大嶽　　達＊　　渡辺　俊明＊

西川　潤一＊　　飯尾　正宏＊

杉本　恒明＊＊
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　要旨携帯用Rl心機能モニター（VEST）を用いて，15症例の虚血性心疾患患者および対照の3例を対象

として日常動作を含む各種運動負荷時心機能を評価した．

　その結果，VESTを用いて駆出分画（EF）の変化から負荷時一過性虚血を鋭敏に検出できた．虚血性心疾

患患者をトレッドミル運動負荷に対するEFの反応から4グループに分類したが，　Tl’201心筋SPECTでの

再分布領域の広さや冠動脈病変の重症度と良く相関し，冠動脈病変の重症度を本分類からある程度予測でき

た．日常動作（歩行や階段上昇）に対する運動耐容能もこのグループ分類から予測できた．左室拡張終期容

積は座位や各種運動負荷で立位に比し各グループで増加し，各グループ間に差はなかった．心拍出量の増加

率は各グループ間で明らかな差があり，運動時心機能の有用な指標となると考えた．

1．はじめに

　携帯用心機能モニター（VEST）はガンマカメラ

から離れて日常動作を含む種々の負荷に対して，

左室機能の連続的変化を長時間モニターできる利

点をもつ1”12）．われわれは既報にて本装置の基礎

的検討を行い，本装置が左室機能の連続的変化を

評価するのに信頼性ある装置であることを報告し

た12）．今回は，虚血性心疾患患者を対象として，

トレッドミル運動負荷，歩行，階段上昇などの

種々の負荷を加え，左室機能の変化をモニターし，

虚血性心疾患患者の運動評価に非常に有用な結果

を得たので報告する．
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II．対象および方法

　対象としたのは，虚血性心疾患患者15症例（冠

動脈器質狭窄は軽度だが，スパスムが誘発された

1症例を含む．また，X線左室造影で局所壁運動

異常を示し，心筋梗塞と診断されたのは9症例で

ある），平均56歳（39～66歳），および，狭心症や

心筋症を疑われたが，正常冠動脈で，左室機能も

正常な3症例，平均53．7歳（50～59歳）の合計

18症例，平均55．6歳（39～66歳）である．全症例

に冠動脈造影を施行している．

　VESTは既報のごとく12），直径6．5　cmのNal

（Tl）シンチレータ付のradio　isotope（RI）検出器

を左室へ向けて固定できるプラスチックジャケッ

トで，左室のRIカウントの変化と心電図を連続

してテープレコーダに記録可能である．

　患者にスズヒ゜ロリン酸20mg／kgを静注し，20

から30分後に（JgmTcO4『20　mCiを静注して赤血

球をin　vivo標識した．

　99mTc標識赤血球投与10分後の平衡時に，安静

立位でガンマカメラによる左前斜位（left　anterior

Presented by Medical*Online



196 核医学　26巻2号（1989）

oblique，　LAO）方向からの5分間のMUGA法に

よるデータ収集を行ったあと，既報のように

VESTを装着した12）．すなわち，心電図電極を胸

壁につけ，プラスチックベストを患者に装着させ，

R1検出器を左室へ向けて固定した．

　VEST装着後，データ収集を開始し，患者を10

分間安静座位とし，次に10分間安静立位とし，さ

らにトレッドミル運動負荷の部屋まで歩行させ，

トレッドミル台上で5分間安静立位をとったあと，

トレッドミル運動負荷を開始した．大部分の症例

はBruceのプロトコールのstage　lから開始し，

各stage　3分間で，　stage　2～4まで，　ST低下，胸

痛，予想心拍数の85％への到達，下肢疲労のい

ずれかをend　pointとして負荷を終了した．2例

ではstage　1／2から開始し，　stage　lで終了した．

負荷終了後10分間安静立位で回復期の経過をみた．

ただし，1症例では3分間立位ののち座位とし，1

症例は貧血症状を訴えたので，2分間立位のあと，

1分間座位，その後仰臥位とした．その後，ガン

マカメラ室へもどり，RI検出器の位置ずれを確

認し，5分間座位，5分間立位をとったあと200m

歩行させ，3階分階段を昇らせ，その後10分間立

位をとらせたのち，座位とした．

　データ解析は既報のごとく12），R波でトリガー

して，15秒ごとの平均左室容量曲線と心電図を作

った．バックグラウンドは既報の検討のごとく，

左室拡張末期カウントの70％とした12）．既報の

ごとく12），データ収集開始時の拡張末期容積

（end－diastolic　volume，　EDV）を100として，EDV

と収縮末期容積（end－systolic　volume，　ESV）の変

化を示し，％EDV，％ESVと表現した．相対的

毎分心拍出量（cardiac　output，　CO）は，（％EDV－

％ESV）×心拍数÷100として計算し，％COと表

現した．駆出分画（ejection　fraction，　EF），心拍数

（heart　rate，　HR）の変化もあわせて，各指標の連

続的変化をグラフに示した．

　VEST検査の前後1週間以内に，運動負荷タリ

ウム心筋シンチグラム，冠動脈造影および運動負

荷心電図を施行した．運動負荷タリウム心筋シン

チグラムは，自転車エルゴメータ漸増負荷法を用

いて運動負荷を25Wまたは50Wから開始し，

2分ごとに25Wずつ負荷を増量し，ST低下，胸

痛，予想心拍数の85％への到達，下肢疲労を目

標にして，タリウム2～4　mCiを静注し，1分か

ら1分半運動を続けたのち，5～10分後，既報の

ごとく13），GE社maxicamera　400　ATC　STARコ

ンピュータシステムを用いてSPECTデータ収集、

をした．3～4時間後に再分布時のSPECTデータ

収集をした．既報のごとく13），断層像を再構成し，

短軸断層像，長軸矢状断層像，長軸水平断層像に

おいて，全スライスの最高カウントに対し，既報

のごとく14）55～70％をmild　defect，40～55％を

moderate　defect，30～40％をsevere　defect，30％

以下をvery　severe　defectとした．負荷時と再分

布時を比較して負荷時欠損が再分布時消失してい

る場合を完全再分布，再分布時に欠損が残存する

が，上記のdefectが一段階以上改善している場合

を不完全再分布とした．心筋を既報のごとく13），

前壁上下部，中隔上下部，側壁上下部，後下壁，

心尖の9区域に分け，9区域中完全または不完全

再分布のみられた領域の数をthallium　redistribu－

tion（TI　RD）スコアーとした．最高は9点である．

washout　rateも算出しているが，　ST低下や胸痛

などで負荷が低レベルの場合，再分布のない領域

でwashout　rateの何％以下が異常か決定困難で

あるのでTlRDスコアーの参考にしなかった．

　冠動脈造影は，3人の経験ある医師の合議によ

り，狭窄度を判定し，99～100％を4点，95％を

3点，90％を2点，75％を1点とした．狭窄部

位により，左前下行枝（1eft　anterior　descending

branch，　LAD）近位は2点，左前下行枝中部は1

点，左回旋枝（1eft　circumflex　branch，　LCX），右

冠動脈（right　coronary　artery，　RCA）近位はそれ

ぞれ1点とし，狭窄度の得点と部位の得点を乗じ

て加算することで冠動脈造影所見（coronary

arteriography，　CAG）スコァーとした．1本の枝

に狭窄が多数ある場合は主たる狭窄部についての

み得点を計算したので，本スコアーの最高点は16

点である．

　運動負荷心電図は，Bruccのプnトコールによ
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るトレッドミル法にて12誘導を記録した．ST低

下の判定はJ点より80msecにて0．1　mV以上の

虚血性ST下降を陽性とした．

m．結　　果

　1．VESTによる虚血性心疾患患者の運動耐容

　　能の分類と他検査との比較

　正常冠動脈の3症例は，トレッドミル運動負荷

で，Fig．1のごとくいずれもstage　1でEFが漸

増し，stage　2以降でEFがプラトーになり，回

復期に漸減するパターンでありgroup　Nとした．

虚血性心疾患患者15症例中1症例は，Fig．1のご

とくgroup　Nと同じパターンであり，group　1と

した．18症例中7症例は，Fig．1のごとくトレッ

ドミル運動負荷の最初のstageでEFが漸増し，

次のstage以降でプラトーを形成したが，最終

stageでEFが最大EF値よりも5％以上低下し，

負荷前立位のEFと比較すると，負荷終了時の

EFは高い場合も低い場合もあり，低くても立位

に比べた低下は5％未満であり，これをgroup　2

とした．18症例中3症例は，Fig．1のごとく最初

のstageでEFが漸増したが，その途中あるいは

次のstageからEFが低下し始め，プラトーを

作らず，負荷終了時のEFは，負荷前立位より

5％以上低下しており，これをgroup　3とした．

18症例中4症例はFig．1のごとく，最初のstage

からEFが低下し始め，負荷終了時では負荷前立

位より5％以上EFが低下し，　group　4とした．

　Table　1に各グループでの胸部圧迫感，胸痛な

どの胸部症状の有無，負荷心電図でのST低下の

有無，Tl　SP正CTでの再分布の有無の比較を示し

た．Table　2に各グループでのTl　RDスコアー，

CAGスコアー，重症冠動脈病変（LAD近位99～

100％病変または重症多枝病変）を有すか否か，

VESTでの負荷前立位と比較したEFが5％以上

低下しているか否か示した．Table　3に各症例で

の胸部症状の有無，負荷心電図でのST低下の有

無，TI　RDスコァー，　CAGスコァー，負荷終了

時でのEFの最大値からの変化，負荷終了時での

EFの安静時からの変化を示した．なお，心筋梗

塞例はcase　1，4，5，7，8，11～15である．

　胸部症状を訴えたのはgroup　2の3／7例，　group

3の3症例全例，group　4の2／4例であり，それ

ら8症例全例でVESTでEFの最大値からの5％

以上の低下がみられた．胸痛がみられなかったの

は7症例であり，そのうちgroup　1の症例（case

1）はVESTでも負荷中のEF低下はなかったが，

胸部症状のないgroup　4の2例（case　14，15），
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Fig．1　The　grouping　of　ischemic　heart　disease　patients　by　the　response　of　ejection　frac－

　　　tion（10wer　line）during　treadmill　exercise　evaluated　by　VEST．　The　change　of

　　　end－diastolic　volume　is　shown　in　upper　line．　In　each　figure，　treadmill　exercise

　　　began　at　the　first　arrow　and　ended　at　the　second　arrow．
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group　2の4例中2例（case　3，5）はVESTで負荷

中のEF低下がみられ，タリウムシンチでも再分

布がみられ，心筋虚血は起きているが，胸痛を感

じるいき値が高いと考えられた．胸部症状のない

group　2の他の2例（case　2，4）はVESTでEFが

低下したが，実際に心筋虚血が起きていたか否か

断定できない．

　負荷心電図のST低下については，　group　2の

5／7症例，group　3の3例全例，　group　4の3／4例

の11症例でみられたが，その全例でVESTでの

EFの低下がみられた．　ST低下のみられなかった

Table　l　Comparison　of　the　grouping　by　VEST　with

　　　　　chest　symptom，　Ex　EKG　and　TI　redistribu－

　　　　　tion

　Chest　　　Ex　EKG　　TI　SPECT
symptom　　ST　change　redistribution

26巻2号（1989）

4症例中，group　1の1例（case　l）は前述のよう

にVESTでもEF低下がなかったが，　group　2の

1例（case　3），　group　4の1例（case　15）はVESTで

EFの低下があり，タリウムシンチで再分布がみら

れ，心電図がfalse　negativeと思われた．　group　2

の他の1例（case　2）はVESTでEFが低下した

が，前述のように心筋虚血の有無は断定できない．

　ST変化とEF低下のどちらがはやく始まるか

については，VESTデータ収集中にST低下評価

に適切な誘導でST変化を評価できた症例が少な

Table　2 Comparison　of　the　grouping　by　VEST　with

Tl　RI）score　and　CAG　score

　　　　　Tl　RDGroup
　　　　　score

Group

N（n－3）

1（n－1）

2（n－7）

3（n＝3）

4（n＝4）

0／3

0／1

3／7

3／3

2／4

0／3

0／1

5／7

3／3

3／4

0／3

0／1

5／7

3／3

4／4

　　　　　　　　EF　decrease
CAG　　Severe　　　　　　　　　　from
score　　CAD　　　　　　　　　resting＞5％

N（n＝3）　　0　　0±0　　0／3
1（n－1）　　0　　　1　　0、ノ1
2　（n＝7）　　1．4±0．9　　4．1±3．0　　　1／7

3　（n＝3）　　4．3：と1．7　　8．3±0．5　　　3／3

4　（n＝4）　　4．8士0．8　　11．8土1．1　　　4！4

Severe　CAD：LAD　prox．99－100％or　severe

　　　　　　multiple　CAD
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く，今回の検討では結論をだせないが，評価でき

た症例ではほぼ同時と思われた．

　タリウムシンチの再分布との比較では，再分布

のみられたgroup　2の5／7例，　group　3の3例全

例，group　4の4例全例の計12例でVESTでの

EF低下がみられた．再分布のみられなかった3

例中，group　1の1例（case　1）は前述のように

VESTでのEF低下はなかったが，　group　2の他の

2例（case　2，4）は，　VESTでEFが低下したが，

実際に心筋虚血が起きていたか否か断定できない．

TI　RDスコアーとの比較では，　group　2が全例2

以下であり，再分布の範囲がせまいのに対し，

group　3，4は1例をのぞき全例4以上と再分布の

範囲が広かった．groupごとの比較でも，　Tl　RD

スコアーとgroup分類に相関がみられた（Table　2）．

group　3で再分布の範囲のせまかった1例（case　9）

は多枝病変の影響と思われた．

　冠動脈造影との比較では，CAGスコァ“一一一・が

group分類と良い相関を示した．　group　3，4は全

例8以上と，LAD近位高度病変または多枝重症

病変であるのに対し，group　2は1例をのぞき全

例6以下であり，1枝病変が多かった．group　2

のCAGスコアー10の症例は，タリウムシンチで

の再分布の範囲がせまく，側副血行が発達してい

たためと思われる．さらに，Table　3に負荷前立

位と比較した負荷終了時EFの値を示しているが，

group　3，4は全例一5％以下であり，負荷前立位

から5％以上EFが低下する場合は，　LAD近位

重症病変または多枝重症病変が予想できた．

　group　2では負荷前立位と比較した負荷終了時

のEFは，十5％以上3例，0～十4％1例，0～

－ 4％3例であり，従来法では正常と判定されて

しまう症例もあったが，VESTではその場合でも

最大EFからの明らかなEFの低下がみられた．

　2・各グループのEF変化

　安静時の各群のEFはTable　4に示す．各群で

差がないのは，心筋梗塞例でも梗塞範囲がせまく，

EFの正常な症例が多かったためである．　Fig．2

にトレッドミル運動負荷での各グループのEF変

化を示す（変化率ではなくEFそのものの変化値

Table　4　EF　at　rest　in　each　group

LVG VEST
Group　N（n＝＝3）

Group　1（n＝1）

Group　2（n＝7）

Group　3（n＝3）

Group　4（n＝4）

72．0土3．7　　　　　　　49．7：と6．1

　61　　　　　　　　60
68．1：LIO．0　　　　　　55．0土13．9

64．3：」：13．1　　　　　　48．0：と8．0

63．5土13．9　　　　　　51．0：ヒ12．9

LVG：contrast　left　ventriculography

を示している）．group　N，　group　1ではトレッド

ミル運動負荷でのstage　1終了時および負荷終了

時でのEFは負荷前立位に比べ平均して15％以

上上昇していた．立位回復期の負荷終了2～3分

後でも，立位に比べ高いEFを示した．　group　2

では，最初のstage終了時のEF上昇は平均15％

とgroup　N，　group　1とかわりないが，負荷終了

時にはEFの最大値から平均して10％以上低下

しており，心筋虚血を示すが，負荷前立位に比べ

ると負荷終了時のEFは，平均して＋3％であり，

前述のように一4～0％が3症例，0～＋4％が1

症例，＋5％以上が3症例であった．回復期のEF

は負荷前立位より14％高く，平均して負荷中の

最大EF値に近かった．　group　3では，最初の

stageのEF上昇はgroup　N～2より小さく，平

均10％であり，負荷終了時の正Fは負荷前立位

よりもいずれも5％以上低下しており，平均

一 8％であったが，回復期のEFは，平均して負

荷中最大EFよりもやや高くなっていた．　group　4

では最初のstageからEFが低下し，負荷終了時

は平均してgroup　3以上にEFが低下しているが，

回復期にはEFは立位より高い値となった．

　Figure　3に歩行，階段上昇などの日常動作にお

けるEF変化を示すが，　group　N～3まで平均

15％以上のEF上昇を示しており，特に重症冠動

脈病変症例のgroup　3でも正常反応であるのが注

目される．しかし，group　4では日常動作でのEF

上昇が正常より悪かった．

　3．各グループでの％EDV変化

　Figure　4にトレッドミル運動負荷時での各グ

ループごとの立位と比較した％EDV変化を，

Fig．5に立位と比較した座位での％EDV変化，
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Fig．2　The　change　of　left　ventricular　ejection　fraction（LVEF）from　standing　state　during

　　　　　　treadmill　exercise　in　each　group．　E1，　E2　and　RE：The　early　stage（E　1），　end　stage

　　　　　　（E2）and　recovery　standing　stage（RE）of　treadmill　exercise．
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Fig．3The　change　of　LVEF　from　standing　state（ST）during　sitting（SI），　walking（WK）

　　　　　　and　climbing　stairs（CS）in　each　group．
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Fig．4
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The　change　of　left　ventricular　end・diastolic　volume（LVEDV）from　standillg

state　during　treadmill　exercise　in　each　group．　E1，　E2　and　RE　are　the　same　as　in

Fig．2．
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Fig．5The　change　of　LVEDV　from　standing（ST）during　sitting（SI），　walking（WK）

　　　　and　climbing　stairs（CS）in　each　group．

Presented by Medical*Online



202 核医学　26巻2号（1989）

LVESV
change
　（％）

20

01

0

一
10

一
20

EIE2RE　　　EIE2RE　　　EIE2RE　　　EIE2RE　　　EIE2RE

　　　　　　　　group　N　group　l　group　2　group　3　group　4
　　　　　　　　（n＝3）　　　　（n＝1）　　　　（n＝7）　　　　（n＝3）　　　　（n＝4）

Fig．6　The　change　of　Ieft　ventricular　end－systolic　volume（LVESV）from　standing　state

　　　during　treadmill　exercise　in　each　group．　E1，E2　and　RE　are　the　same　as　in　Fig．　2．

歩行，階段上昇での立位と比較した％EDVの変

化を各グループごとに示している．立位と比較し

て座位および各運動負荷でEDVは各グループで

増加した．重症冠動脈病変症例のgroup　3，4で負

荷時の％EDV上昇が大きいのではないかと思わ

れたが，今回の結果では他のグループと差はなか

った．

　4．％ESV，％CO，　HR，血圧など諸指標の変化

　％ESVの変化は，方法で述べた単位を用い，

Fig．6，　Fig．7に示したが，　EFとほぼ反比例して

おり，EFの増加に対応して％ESVが減少し，

EFの減少に対応して％ESVが増加している．

％COに関しては，立位の％COの値に対する各

状態での％COの値の比で示している（Figs．8，9）．

立位と座位では，各群とも立位のほうがやや高い

傾向であるが明らかな差はない．トレッドミル運

動負荷では，group　2がgroup　N，1に比して最終

stageでの％COの増加が悪く，前者が立位の3

倍に増加しているのに対し，後者は2倍程度であ

る．group　3では最終stageで％COが最初の

stageより低下しており，最初のstageで立位の

2倍近く増加するのに対し，最終stageでは

1．5倍程度である．group　4では最初から％CO

の増加が悪い傾向が明らかである．歩行，階段上

昇ではgroup　N～3では同様の％COの増加を示

し，group　4のみ増加が悪い．トレッドミル運動

負荷の回復期では，特にgroup　3，4で負荷終了

時と同じくらい高い値を保っているのが注目され

る．

　心拍数，収縮期血圧の変化はTable　5に各グ

ループのトレッドミル運動負荷で到達した心拍数

や血圧を示した．

　5．症　　例

　最初の症例は54歳男性，group　2のcase　6の症

例である．

　LAD近位75％狭窄，　RCA　100％閉塞でCAG

スコァーは6点と計算した．タリウム心筋SPECT

では後下壁にほぼ完全に近い再分布がみられ，Tl

RDスコァーは2点とした．負荷心電図ではV5，6，

H，III，　aVFで明らかにSTが低下し，胸部圧迫感

を生じた．VESTでのトレッドミル運動負荷時も

同じ胸部圧迫感が生じた．VI三STで得られたHR，
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Fig．7The　change　of　LVESV伽m　standing　state（ST）during　sitting（SI），　walking（WK）

　　　　　　and　climbing　stairs（CS）in　each　group．

cardiac
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ratio

0

ElE2RE El　E2RE E｜E2　RE El　E2RE El　E2　RE

　　　　　　　　　　　　　group　N　group　l　group　2　group　3　group　4
　　　　　　　　　　　　　　（n＝3）　　　（n＝1）　　　（n＝7）　　　（n＝3）　　　（n＝4）

Fig．8　The　cardiac　output　ratio　to　standing　state　during　treadmill　exercise　in　each　group．

　　　　　　El，E2　and　RE　are　the　same　as　in　Fig．2．
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　　　　　　　　　　　　　SI　　　　　WK　　　　　　CS

Fig．9　The　cardiac　output　ratio　to　standing　state　during　sitting（SI），　walking（WK）and

　　　climbing　stairs（CS）in　each　group．

Table　5 Heart　rate（HR）and　systolic　blood　pressure（SBP）during

　　　　treadmill　exercise　in　each　group

Group ST E1 E2 RE

HR
　N（n＝3）

　1（n＝1）
　2（n＝・7）

　3（n＝3）
　4　（n＝4）

SBP
　N（n＝3）

　1（n＝1）
　2　（n＝7）

　3（n＝3）
　4　（n＝4）

90．1士9．6

　71
78．0：ヒ12．3

88．1土21．7

90．1二］：12．0

116．7士4．1

　108
118．3士21．0

125．3：L9．3

134．0：L22．0

113．9土6．4

　　87
95．7土9．8

100．8：』20．2

108．8士7．9

143．0土12．3

　116
139．1：L25．6

145．3土14．7

165．0土22．5

146．2±7．3

　132
131．0±24．9

122．8土19．2

133．8士16．3

174．0士31．0

　156
164．9士30．6

166．7：L17．2

175．0：Ll5．7

120．6土3．8

　106
100．4土25．2

91．7±26．0

103．3±10．5

130．0土10．9

　106
124．0土27．6

152．0土11．4

152．0：t6．8

ST：standing　state　before　treadmill　exercise

E1，　E2　and　RE：early　stage，　end　stage　and　recovery　standing　stage　of　treadmill　exercise

％co，％EDV，　EFの変化をFig．　loに示すが，

トレッドミル運動負荷で，stage　1から著明にEF

が上昇し，stage　2の途中からEFが低下し始め，

負荷終了時には最大EFから10％低下したが，

負荷前立位と比べるとEFは19％高かった．回

復期にEFは再びやや上昇し，その後低下した．

歩行，階段上昇では，EFは立位から20％前後

上昇した．このようにVESTによる連続的なEF

変化の検討では本症例のトレッドミル負荷での虚

血は明らかであるが，従来法では本症例は正常

EF反応と判定されるおそれがある．

　次の症例は59歳男性，group　3のcase　9の症例

である．

　LAD　midに99％，　LCXに90％，　RCAに95％
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Fig．10　The　VEST　data　of　54　year－old　male　case　is　shown（case　6　in　group　2）．　The　change

　　　　of　heart　rate（HR），　cardiac　output（CO），　LVEDV　and　LVEF　are　demonstrated．

の狭窄がみられた多枝重症病変であり，CAGスコ

ァーは9点と判定した．タリウムシンチでは後下

壁にmild　defectがみられ，再分布があり，TI　RD

スコァーを2点としたが，あまり強い虚血所見は

なかった．トレッドミル運動負荷心電図ではV5，6，

II，　III，　aVF誘導にSTが低下し，胸部圧迫感があ

った．VEST中のトレッドミル運動負荷でも同様

の胸部圧迫感があった．VESTで得られたHR，

％CO，％EDV，　EFの変化をFig．11に示すが，

トレッドミル運動負荷のstage　1でEFが19％

上昇したが，すぐにEFは低下し始め，負荷終了

時には負荷前立位よりも9％低下していた．回復

期には，負荷前立位よりもEFが14％上昇した．

歩行，階段上昇では，負荷前立位よりもEFは

25％上昇した．この症例では，EFの反応はわれ

われの分類では重症虚血のgroup　3に属し，冠動

脈造影の多枝重症病変の所見と一致した．胸部症

状もそれに一致していたが，タリウムSPECTの

所見のみ軽度虚血を示したものの，多枝病変の影

響が考えられる．また，歩行，階段の上昇など日

常動作に関しては，重症虚血性心疾患であるが，

現在のところ耐容能が悪くないことが評価できた．

IV．考　　察

　1．VESTによる虚血の診断能

　従来のガンマカメラによる虚血性心疾患の運動

時心機能の評価は，主として自転車エルゴメータ

漸増負荷法で，最大負荷時の左室EFを負荷前と

比較し，EFが5％以上上昇する場合を正常，5％

以上低下する場合を異常，その中間は境界領域と

する場合が多かった15～20）．しかも，それぞれの

データを別々にコンピュータ処理するので，誤差

が増幅され，EFの変化の値も必ずしも信頼でき

ない場合もあった21）．これに対し，VESTにより

Presented by Medical*Online



206 核医学　26巻2号（1989）

2

1ξ，：1

ご
」

凸
’

㌣o

し塞議蕪÷毒糠毒1…

議懸纒線llll

F：li「liiillTi［iililiilllllliiT「「ill［ll「「il：1

1二〇　E〔1［・／，n HF　　Eiprl

1題

1こ口

「
一イ

ム

∈心

6；：i

胆

こ己

1蕪騰購凝釧
瞬藁蝦無ト鰭筆i竺翻
1：；：…：i：i：i：；：；：ii：i：；i：i：i：i：i：；：羅i：i；：；；i；i：i；i；；：、：i：；1；1：；：li．：；：；：i：i：；：，：i：；：［：；i：i：、：i：；1：i：；：i：、：i：；i：1

1㌦1t：t誼　■　特　5°　“：’t”t　m　l三1臼　諏　1　’）　Lls　1口　治

　　E二F膓ζ　　　　　　　　　　　　　　　　＿．　　．，．EOV　7．

Fig．11 The　VEST　data　of　59　year－old　male　case　is　shown（case　9　in　group　3）．　The　change

of　HR，　CO，　LVEDV　and　LVEF　are　demonstrated．

EFの連続的変化を評価することにより，負荷前

と比較した最大負荷時のEFが一5～5％の境界

領域の症例がより明確な異常を示し，またEFが

5％以上増加した症例でも，異常である場合があ

ることが今回の検討で示された．すなわち，この

ような症例でも連続的なEF変化を検討すると，

EFの負荷中の最大値から比較すると，負荷終了

時にはEFが5％以上低下することから異常が明

らかとなる．ただし，従来の心プール法でも多段

階でEF変化を評価して，虚血を鋭敏に検出した

報告もある22）．

　このように，本法により一過性虚血の診断が明

確にできるようになり，本法を用いた運動負荷心

プールスキャンの一過性虚血診断のsensitivityは

非常に高くなった．すなわち，タリウムスキャン

で再分布のみられた全例でVESTでのEF低下

がみられ，また，運動負荷心電図で有意なST低

下のみられた全例でEF低下がみられた．有意の

冠動脈器質病変のあった14症例中（case　2は有意

の器質狭窄はない），EF低下のなかったのは1例

のみであり，その1枝75％狭窄症例（case　1）も，

心電図，タリウムシンチで，負荷時心筋一過性虚

血を示す所見はなく，領域に非貫壁梗塞があって，

心筋量が減り，血流需要も減っており，実際にこ

の症例で負荷時心筋一過性虚血を起こしていない

可能性がある．

　specificityには若干問題があり，特に冠動脈造

影で有意狭窄がなくergonovinでspasmが誘発

された症例（case　2）については，　EF低下がアー

チファクトである可能性もある．すなわち，タリ

ウムシンチでも再分布なく，負荷心電図でもST

低下はなく，一過性虚血の証拠が乏しい．しかし，
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他検査時になかった症状がVESTでのトレッドミ

ル運動負荷終了時にあった．すなわち，ふだん起

きる発作の前兆と同じ耳鳴を訴えたのでVESTの

所見が正しい変化をとらえているのかもしれない．

　他のST低下がなく，タリウムスキャンで再分

布のあった2例（case　4，　case　15）は負荷心電図が

false　negativeであったと考える．もう1例の1枝

75％狭窄で，タリウムスキャンで再分布がなく，

負荷心電図でSTの低下した症例（case　3）に関し

ては，実際に心筋一過性虚血があったのかなかっ

たのか判定しがたい．

　2．本法による運動負荷時心機能分類の意義

　本法により，虚血性心疾患をgroup　1～4に分

類したが，各群のEF，　ESV，　CO，　Tl　RD　score，

CAG　scoreには，各群の症例数が少ないため

に，各群間で明らかな有意差はでなかったが，各

Figure，　Tableに示すように，それぞれの傾向はか

なり明確に示されていると考える．そして本分類

では，group　3，4の症例が，すべてLAD近位

99～100％病変または多枝重症冠動脈病変の症例

で，CAGスコァー8以上の症例であったことは

注目すべきであり，group　3，4の症例であれば，

重症冠動脈病変を予測できる．ただし，group　3，4

はすべて負荷終了時EFが，負荷前より5％以上

低下しており，group　1，2で5％以上低下してい

る症例はなかったので，従来のガンマカメラ法で

も最大負荷時にEFが負荷前から5％以上低下し

ていれば，重症冠動脈病変を予測できる20・23・24）．

　group　2では1枝高度狭窄病変の症例が多かっ

たが，1例はLAD近位100％，　LCX・90％の多

枝重症病変であった．このような症例でも結果で

述べたように側副血行が著明に発達している場合

は，負荷予備能の低下の程度が軽いgroup　2に入

ることがあると考える．また，重症冠動脈病変症

例でも，領域に広汎梗塞を起こし，残存心筋の少

ない場合はgroup　1，2に入る可能性はある．CAG

スコアー1～2点のような冠動脈病変が軽度な症

例については，group　1またはgroup　2に入るが，

このような症例は今回の検討ではcase　1とcase　3

の2症例しかなく，case　1がgroup　1，　case　3が

group　2に入ったが，　VESTで負荷時一過性心筋

虚血の有無を正しく判定できているかは，必ずし

も確実ではない．タリウムシンチでも75％狭窄

では再分布を示さないこともしばしばあり，運動

負荷心電図でもST低下を起こさないこともしば

しばあり，冠動脈病変の軽い場合は，実際に運動

負荷時一過性心筋虚血を起こさないこともあると

考えるが，現在いずれの診断法でもそれを正確に

は判定できず，VESTでこのような場合の一過性

心筋虚血をどの程度正確に判定できるかは今後さ

らに検討を要す．

　このような冠動脈病変重症度予測以外にも本分

類は重要な意義があり，それは本分類から日常生

活の運動耐容能が予測可能であろうという点であ

る．もちろんVESTを用いれば，個々の患者にっ

いて，どのような負荷に耐容できるか，種々の負荷

をテストできるが，本分類のみからもある程度日

常生活の運動耐容能が予測可能と考える．この点，

従来のガンマカメラ法では，単に運動耐容能がお

ちていると判定しても，具体的にどの程度の日常

動作に耐容できるか否かまったく言及困難であっ

た．今回の検討では，負荷前より5％以上EFが

低下し，同じ重症冠動脈病変であるgroup　3と

group　4について，歩行や階段上昇などの日常動

作への耐容能に明らかな差があることが示された．

すなわち，トレッドミル運動負荷のstage　1での

EF上昇のみられたgroup　3では，歩行，階段上

昇などの日常動作でEFが正常に上昇し耐容能が

あるが，stage　1でのEF上昇のないgroup　4で

は，日常動作に対する運動耐容能も低下しており，

運動制限を厳重にする必要があることが示された．

group　1～2の場合は，もちろん日常動作の運動耐

容能は問題ない．

　3．回復期でのEFの反応

　トレッドミル運動負荷でのもう一つ注目すべき

点は回復期でのEF反応である．これにっいては，

われわれの今回の検討ではgroup　N，1では4症

例すべてにおいて，回復期には負荷中最大EF値

からEFは徐々に低下した．これに対し，虚血反

応を示したgroup　2～4では，回復期に低下した
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EF値から負荷中最大EF値と同じくらい高い値

か，時にはそれを超える値までEFが上昇した．

これは，心筋虚血により心拍出量の増加が不十分

となり，全身の酸素需要を満たせなくなり，それ

を代償するため回復期にEFが上昇して心拍出量

を増加させていると考える25“27）．玉木らの報告で

は，正常者でも回復期にEFが負荷中の最大値以

上に増加する場合が多いとしている6）．われわれ

の症例と玉木らの報告の症例と比較すると，正常

者でも運動負荷で到達した心拍数に明らかな差が

あり，われわれは146±7（139～156）であるのに

対し，玉木らは174土11である．玉木らのように

非常に強い負荷をかければ，正常者でも心拍出量

の増加が全身の酸素需要の増加に追いつかず，回

復期にEFを上昇させて心拍出量を増加させて代

償していると考える．

　4．虚血性心疾患患者のEDVの反応

　立位に比して座位ではgroup　N，1～4の全グ

ループにおいてEDVは増加したが，これは立位で

増加していた下肢静脈血液プールが，座位で減少

し静脈環流が増加するためと考えられる18・28～31）．

この反応は虚血性心疾患がかなり重症である場合

もよく保たれていると考える．

　トレッドミル運動負荷，歩行，階段上昇などの

運動負荷では，立位に比べて，group　N，1～4の

全グループにおいてEDVが増加し，各グループ

で差はなかった．これは立位で増加していた下肢

静脈プールが，下肢筋のポンプ作用で減少し，静

脈環流が増加するためと考える18・30・32”36）．重症

虚血性心疾患では，負荷時EDVの増加が著しい

ことも予想されたが，今回の結果では，EDV増

加の程度は重症冠動脈病変を有すgroup　3，4と

group　N，1～2ではほとんど差がなかった．しか

し，今回の検討では広汎梗塞を有す症例が少なく，

そのように安静時心機能が著明に低下しているよ

うな症例でも同じ傾向となるかは，今後の検討を

必要とする．

　5．ESV，　CO，　HR，血圧などの指標の変化

　ESVの変化は，　EFの変化のほぼ逆相関の結果

であった．したがって虚血性心疾患の運動耐容能

評価に関しては，ESVの情報はEFからほぼ予想

でき，あまり重要ではない．しかし，精神的スト

レスなど種々の負荷を加えていく場合は，ESVの

変化が参考になる場合もあると考える．なお，正

常者について，玉木らの報告6）と比較すると，ト

レッドミル運動負荷の回復期で最大負荷時よりさ

らにESVが減少するが，われわれの今回の結果

ではその傾向は明らかでない．これは前述したよ

うな負荷量の差によるものと考える．

　COに関しては，運動負荷でどの程度増加する

かも，どの程度の運動に耐容できるかのEFと異

なる一つの指標となろう．今回の結果でもgrOUP

N，1が立位の3倍，group　2が2倍，　group　3が

1．5倍，group　4が1．5倍弱とはっきりした差が

みられ，回復期の心拍出量も，group　3，4で負荷

時からあまり減少せず，全身の酸素需要を代償し

ようとしている傾向がよく評価できる．

　心拍数，血圧は，今回の運動負荷の程度を示す

が，前述したように正常者へのトレッドミル運動

負荷は玉木らの報告6）に比較し，低いレベルで終

わっているが，予想心拍数の85％は達成してお

り，日常臨床的にはこの程度で十分と考える．

　group　1～4については，トレッドミル運動負荷

で心拍数は130前後に上昇している．ST低下や，

胸部症状を目標に負荷を中止しているが，負荷の

程度によってEFの低下の程度も当然異なるので，

それをどのように考慮していくかはVESTによる

分類の際の一つの課題であろう．

　また，階段上昇では，玉木らの報告6｝より，わ

れわれの負荷時間が短いが，今回の検討では日常

生活では現在，エレベータ，エスカレータも多く，

階段は3階あがる程度で日常十分と考えて，長時

間の階段負荷も行わなかったためである．長時間

階段負荷をかければ，group　3でも異常がでる可

能性はある．

　6．本法のアーチファクト

　VESTの問題点は，既報のごとく12｝，バックグ

ラウンドと検出器のずれにある．

　　トレッドミル運動負荷では，stage　3まではあま

りずれは問題とならないが，stage　4では肩にカが
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入ってVESTが上へずれるおそれもある．

　特に，group　2のcase　2では，他検査で虚血所

見なく，VESTのみでEF低下がみられ，この

EF低下がずれによるアーチファクトの可能性も

否定できない．しかし，EDVはあまり変化して

おらず，トレッドミル運動負荷前後での位置確認

でもあまりずれておらず，アーチファクトとも断

定しにくい．

　また，座位から立位などの体位変換時に，どう

してもずれる傾向があり，われわれは変化を検討

するのに，負荷を始める前に必ず立位を5分間と

らせ，それと比較するようにした．しかし，既報

のごとく12），肩のまわりで肩ベルトによってがっ

ちりベストがずれないように固定させるような改

良が望まれる．

　また，統計変動も一つの問題であり，既報のご

とく12），EFの変動は2～3％である．したがって

EFの低下が5％前後である場合は，統計変動の

影響を完全には排除できず，特にcase　8ではEF

低下がやや明確でなかった．

　7．本法のガンマカメラ法への応用

　VESTは左室機能の連続的変化を評価するのに

優れた装置であるが，現在のところ，一般に普及

するには装置の価格が非常に高いという点が問題

である．また，1例あたり，患者に装置を装着し

データ収集を開始するまでに1時間前後を要し，

データ処理にも2時間のデータを処理するのに

1～2時間かかるなどの問題もあり，一般検査と

して一般病院に普及するにはまだかなりの時間を

要すると思われる．したがって，むしろVESTの

結果をガンマカメラ法へ応用できないかとの点が

課題となる．ガンマカメラ法では，自転車エルゴ

メータ多段階負荷をする場合が多く，25W，50W，

75Wなど各段階のデータを収集するか，最大負

荷時のみ収集している．各段階すべてのデータを

解析するのはやや繁雑であるが，最大負荷のみの

データでは，本論文に示したように運動負荷時心

機能の評価として不十分である．

　今回の結果から考察すると，グループ分類に際

しては，トレッドミル運動負荷のstage　1終了時

のデータと，最大負荷時のデータと回復期のデー

タがあればよい．なぜなら，group　N，1～3のい

ずれも，stage　1終了時に大体において最大EFに

近くなり，最大EFに代用でき，それと最大負荷

時のEFの比較が重要であるからである．最初か

らEFが低下するgroup　4もstage　1終了時の

データがあれば評価できる．したがってガンマカ

メラでも安静時と50W（場合によって25W）の

データと最大負荷時と回復期のデータがあれば

VESTと同様の分類が可能となり，今回の結果と

あわせて従来困難であった日常動作への運動耐容

能の予測も可能となると考える．

　ただし，玉木らが示すように6），　トレッドミル

運動負荷では正常人ではstage　1終了時に最大EF

に近くなるが，エルゴメータではそうではなく，

負荷を漸増させるにつれてEFも漸増するので，

ガンマカメラで一般に行われているエルゴメータ

の場合は，安静時と50Wと最大負荷の3つの

データのみでよいかやや問題があるかもしれない．

　ガンマカメラ法でのデータ処理法であるが，従

来用手法，コンピュータでの自動辺縁抽出法など

が行われている37－’41）．用手法ではphase　analysis

のamplitude　imageやphase　imageを用いても，

左室ROI（region　of　interest）やバックグラウンド

の設定に誤差があり，左室ROIの大きさも一定

せず，バックグラウンドの値もばらつき，負荷に

よる変化を正しく評価するのは必ずしも容易でな

い21・37）．コンピュータでの自動辺縁抽出はかなり

進歩してきたが，まだ症例によっては自動抽出に

失敗する場合もあり，またバックグラウンドの設

定は自動処理しても，誤差は必ずあり，たとえよ

い自動辺縁抽出のソフトがあっても負荷による左

室機能の変化は必ずしも正確にとらえられな
V、39巧41）．

　その点，今回の結果や既報の結果から考えると，

むしろ固定ROI法で，安静時の左室ROIおよび

バックグラウンドを用手法あるいは自動辺縁抽出

法で決定し，負荷時については，バックグラウン

ドは安静時の左室内カウントに対するバックグラ

ウンドの比をそのまま用いて，負荷時の左室内力
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ウントから計算してしまい，負荷時の左室ROI

は，安静時と同じ大きさ，形のROIをうまく中

心位置をあわせるだけというような方式にすれば，

VESTと同じく変化を評価しやすいと考える．な

ぜなら既報のごとく12），バックグラウンドの値は

一般には左室拡張末期カウントに比例して変化す

るからであり，それが比例値からずれる誤差は，

バックグラウンド設定の誤差よりずっと小さいか

らである．ただし，安静時左室EFについては，

正確さがやや低下するかもしれないが，このよう

なやり方が考慮されるべきと考える．

V．結 語

　VESTを用いて，15症例の虚血性心疾患患者お

よび3症例の対照例を対象として，日常動作を含

む各種運動負荷時心機能を評価した．

　VESTを用いて，虚血性心疾患患者の負荷時一

過性虚血を鋭敏に検出できた．

　虚血性心疾患患者をトレッドミル運動負荷に対

するEFの反応から4グループに分類したが，　Tl

心筋SPECTでの再分布の範囲や，冠動脈病変重

症度とよく相関し，冠動脈重症度を本分類から予

測できた．

　日常動作に対する運動耐容能もこのグループ分

類から予測できた．

　座位，トレッドミル運動負荷，歩行，階段上昇

で立位に比し，EDVは各グループで増加し，各

グループ間に差はなかった．

　心拍出量の増加率は各グループ間で明らかな差

があり，運動時心機能評価の有用な指標となると

考えた．
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Summary

Cardiac　Response　during　Various　Activities　in　Patients　with

　　　Ischemic　Heart　Disease　Evaluated　by　an　AmbUlatory

　　　　　　　　　　　　　VentricUlar　Monitor（VEST）

Tohru　OHTAKE＊，　Toshiaki　WATANABE＊，　Noboru　KosAKA＊，

Toshimitsu　MoMosE＊，　Junichi　NIsHIKAwA＊，　Masahiro　IIo＊，

Kiyoshi　KAwAKuBo＊＊，　Iku　ToDA＊＊and　Tsuneaki　SuGIMoTo＊＊

＊Depart〃ient　of　Radio～bgγ，＊＊The　Second　Depai”〃lent《～f　ln’er〃alル偏∫d〃θ，

　　　　　　　　　　　　Facu〃y　ofハ4edicine，　University　of　Tokyo

　　To　assess　the　cardiac　response　to　various　exer－

cise　in　ischemic　heart　disease（IHD），　left　ventricular

function　was　continuously　measured　with　an　am－

bulatory　ventricular　monitor（VEST）in　3　normal

subjects　and　151HD　patients．　Treadmill　exercise

（early　stage　（E1），　end　stage　（E2）and　recovery

standing　state（RE）），　walking（WK）and　climb・

ing　stairs（CS），　was　used　fbr　exercise．151HD

patients　were　divided　into　4　groups　by　the　LVEF

response　to　treadmill　exercise．　In　group　1（G　1），

LVEF　increased　gradually　at　stage　l　and　became

plateau　from　stage　2　to　end　stage　like　normal

group．　In　group　2（G2），　LVEF　increased　at　stage　l

and　became　plateau　from　stage　2　but　decreased

from　maximal　EF　more　than　5％at　end　stage．　In

group　3（G3），　LVEF　increased　only　at　stage　l　and

decreased　immediately　after　stage　1　to　end　stage．

The　decrease　of　LVEF　at　end　stage　from　standing

was　more　than　5％．　In　group　4（G4），　LVEF　de一

creased　at　stage　l　and　became　minimum　at　end

stage．　This　grouping　was　well　related　to　thallium

redistribution（Tl　RD）score　and　coronary　arte－

riography（CAG）score．　We　could　predict　the
severity　of　coronary　artery　disease　from　this　group－

ing　because　all　group　30r　4　patients　had　severe

coronary　artery　disease．　VEST　was　useful　for　the

evaluation　for　the　tolerance　to　daily　activities．

Group　1，2and　3　tolerated　daily　activities　while

group　4　could　not　always．　The　degree　of　the

increase　in　cardiac　output　during　ischemia　evalu－

ated　by　VEST　may　be　one　of　the　useful　index　of　the

tolerance　to　exercise．　In　conclusion　VEST　was

very　useful　fOr　evaluating　cardiac　capacity　of

ischemic　heart　disease　patients　during　various

exerclse．

　　Key　words：Technetium－99m　red　blood　cell，

Ventricular　function，　耳lection　fraction，　Gated

blood　pool　study，　Coronary　artery　disease．
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