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《原　著》

負荷心RIアンギオグラフィによるPTCA後早期ならびに
遠隔期における心機能および局所壁動態についての検討

一
冠動脈完全血行再建術の効果一

吉　　野 孝　　司＊

　要旨PTCAによる冠動脈完全血行再建（CR）の運動負荷時の心機能に対する効果を検討する目的でCR

に成功した23例に術前，術後早期（2週間）と遠隔期（7．7か月）に第一循環時法によるRIアンギオグラフ

ィ（FRNA）を施行した．対象を遠隔期の造影よりCRの得られた群（1群：n＝14）とCRの得られなかっ

た群（II群：n＝・9）に分け，運動負荷に伴う心血行動態諸指標（左室駆出率：EF，左室拡張および収縮末期

容量係数：EDVI，　ESVI，収縮期血圧／左室収縮末期容量係数：SP／ESVI）の変化を検討し，あわせて正常群

（C群：n－7）と比較検討した．さらに，左前下行枝の拡大例（n＝15）における拡大持続群（ILAD群：n－9）

と再狭窄群（IILAD群：n＝6）の壁動態（局所駆出率：REF）の改善度を検討し以下の結論を得た．1）運動負

荷に対する心機能の反応は，1群では術後早期EF，　EDVI，　ESVI，　SP／ESVIの全てが有意に改善し遠隔期ま

で維持された．II群では術後早期においてすでに改善が不十分であり，かつ遠隔期では術前と有意差はなか

った．2）遠隔期のEFとSP／ESVIの改善度は1群でもC群に比べ有意に低値であった．3）運動負荷に対す

る壁動態の変化は，ILAD群では術後早期および遠隔期ともに有意に改善した．　IILムD群ではいずれの時期

との間にも有意差はなかった．以上の結果より，FRNAはPTCAによる冠動脈血行再建度を評価するため

に有用であり，PTCA後の指針を決定するのに有用な非侵襲的検査法であることが示された．

1．はじめに

　Percutaneous　transluminal　coronary　angio－

plasty（PTCA）は，閉塞性冠動脈疾患に対する治

療手段の一つとして，狭心痛の軽減ならびに心機

能の改善に対して有効であるとの報告がある1“’3）．

しかし，これらの多くは術後単一時期での成績で

あり，再狭窄と心機能との関連を経時的に検討し

た報告は少なく4～7），したがって冠動脈疾患の治

療法としてのPTCAの評価は未だ十分になされ

ているとは言えない．

　本論文ではPTCAによる冠動脈血行再建の程
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度，すなわち完全血行再建の成否が，術後早期

（PTCA後2週間）ならびに遠隔期（PTCA後平均

7．7か月）の心機能，特に運動負荷時の心機能にど

のような影響を及ぼすかについて検討するために，

第一循環時法によるradionuclide　angiocardio－

graphyを用いて以下の研究を行った．

ll．対象と方法

　1）対　　象

　対象は75％以上の冠動脈狭窄病変を有する症

例のうちPTCAにより20％以上の狭窄病変の
拡大が得られ，術後遠隔期まで追跡し，冠動脈造

影を行い得た23例である．全ての症例は術直後

75％以上の狭窄が残存しなかった．この23例を

遠隔期の冠動脈造影所見より2群に分類した．遠

隔期において初期と同様の拡大を維持していた14

例を1群（G－1），再狭窄をきたした9例をII群
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（G－II）とした．冠動脈疾患の疑いで冠動脈造影を

施行し異常を認めなかった正常対照例7例をC群

（G－C）とした．

　年齢は1群は平均51．6±11．7歳（27歳から67歳），

II群は平均57．3土8．0歳（47歳から70歳），　C群

は平均52．7士9．1歳（42歳から68歳）であった．

男女比は1群，II群，　C群でそれぞれ12：2，8：1，

6：1であった．

　心筋梗塞例は1群では4例で，前壁梗塞2例，

下壁梗塞1例と後壁梗塞1例であった．II群では

2例でともに前壁梗塞であった．

　冠動脈血管病変は1群では一枝病変13例，二

枝病変1例であった．II群では一枝病変4例，二

枝病変5例であった．

　2）心臓カテーテル検査およびPTCA

　冠動脈造影はジャドキンス法を用い，多方向よ

り撮影した．冠状動脈の狭窄度の判定はAHA分

類に従った．PTCAはGrUntzigら1）により報告

された方法に従い，75％以上の冠動脈病変に対し

て行った．術後冠動脈造影検査の時期は1群では

平均8．4か月（6か月から18か月），II群では平均

6．7か月（4か月から10か月）であった．

　3）第一循環時法心RIアンギオグラフィ

　　（First－Pass　Radionuclide　Angiocardio－

　　graphy：FRNA）

　FRNAは，パラレルホールコリメータを装着

したマルチクリスタル・ガンマカメラ（Baird　Sys・

tem　77）を用い，右前斜位30度より仰臥位にて安

静時と運動負荷時にスキャニングした．データ処

理に関してはすでに報告した手順で行い8），左室

のrepresentative　time　activity　curveより左室

拡張末期カウント（LVEDC）および左室収縮末期

カウント（LVESC）を取り出し，次式のごとく左

室駆出率（LVEF）を求めた．

LVEF＿LVEDC－LVESq×100
　　　　　　LVEDC

　FRNA施行前8時間は原則として抗狭心症薬

の投与を中止した．運動負荷は，Siemens　Elema

社製臥位自転車エルゴメータによる多段階負荷法

により行った．負荷量は，25wattから開始し，

2分ごとに25wattずつ増量し，狭心痛，呼吸困

難i，下肢倦怠感，心電図変化（0．1mV以上のST

低下）または亜最大負荷量到達時点で終了とした．

運動耐容能の低い症例では10wattより開始した．

負荷心電図の判定は標準12誘導のいずれかで0．1

mV以上のST低下が出現した場合を有意と判定

した．

　PTCA後の運動負荷は，　PTCA前と同等かそ

れ以上とした．

　左室容量の算出法：左室拡張末期容量像を得る

cut　offレベルは左室輪郭を明瞭に描出しうる最

小カウントでかつcontrast　cineangiographyと

の相関より35％とし9），左室拡張末期像より

Sandler－Dodgeらの方法に従って次式より左室拡

張末期容量（LVEDV）を求めた．

　　　　　8A2
LVEDV＝　　　　　3πL

　　　A：左室拡張末期の面積

　　　L：左室拡張末期の長軸

左室収縮末期容量（LVESV）は，　LVEDV，　LVEF

を用いて算出した．

LVESV＝
100－LVEF

　100 ×LVEDV

心収縮力の指標として収縮期最高血圧／左室収縮

末期容量係数（SP／ESVI）を求めた．

　左室のregional　ejection　fraction（REF）は

Fig．1のごとくROIを設け次式より求めた．

REF－Regi°n霊鑑1罐nal　ESC×1・・

　　EDC：拡張末期カウント

　　ESC：収縮末期カウント

左室RAO像と冠状動脈との対応については左前

下行枝（LAD）の支配領域は前壁と心尖部，右冠

動脈（RCA）または左回旋枝（LCX）の支配領域は

下壁とした．

　LVEFの安静時から運動負荷時の変化は
a　LVEFで評価した．また左室拡張末期容量係数

（EDVI），左室収縮末期容量係i数（ESVI）および

SP／ESVIの安静時から運動負荷時の変化に以下
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Fig．1　Regional　ejection　fraction　image　of　left　ven－

　　　tricle（upper）．　Left　ventricle　was　devided　into

　　　anterior，　apical　and　inferior　regions　for　analysis

　　　of　regional　ejection　fraction（lower）．

の式で求めたそれぞれの変化率（％AEDVI，％4

ESVI，％dSP／ESVI）で評価した．

　　　　　exercise　EDVI－rest　EDVI
　　　　　　　　　　　　　　　　　　×100％dEDVI＝
　　　　　　　　　rest　EDVI

゜

／．4ESVIと％dSP／ESVIは％4EDVIの式に従
い求めた．

　早期の検査は2週間以内に，遠隔期の検査は平

均7．7か月後に行った．再狭窄は拡大された冠動

脈径の50％以上の減少あるいは75％以上の狭窄

の出現とした．

　成績はすべて平均値土標準偏差で示し，全デー

タはpairedまたはunpaired　t一検定，ないしは

Chi－square検定により解析し，　p＜0．05をもって

統計学的に有意差ありと判定した．

m．結　　果

1・冠状動脈狭窄度の術前，術後の推移

PTCAの拡大病変枝数は29枝であった．1群

の拡大病変枝数は15枝であり，RCA：2枝，

LAD：9枝とLCX：4枝であった．　II群の拡大病

変枝数は14枝であり，RCA：3枝，　LAD：7枝と

LCX：4枝であった．　II群の拡大病変14枝のうち

11枝に再狭窄を認めた．再狭窄枝の内訳は，RCA：

3枝，LAD：6枝とLCX：2枝であった．1群の遠

隔期拡大持続枝15枝の冠状動脈狭窄度は，術前

93±7％から術直後には38土16％と有意に（p＜

0．001）減少し，術後遠隔期にも37土19％と術直後

と著変を認めなかった．一方，II群の再狭窄枝11

枝の冠状動脈狭窄度は，術前89土10％から術直後

には43土12％と有意に（P＜0．001）減少したが，

術後遠隔期には88±11％となり，術前と同程度の

狭窄度を示した．

　2．運動負荷時の症状ならびに心電図所見

　　（Table　1）

　狭心痛は1群では術前14例中4例（29％）に出

現したが，術後早期および遠隔期では出現しなか

った．一方，II群では術前9例中5例（56％）に認

められ，術後においても早期1例（11％），遠隔期

2例（22％）に出現した．

　負荷心電図での0．1mV以上のST低下は1群

では術前14例中10例（71％）に存在したが，術後

早期5例（36％），術後遠隔期4例（29％）と著明に

改善した．一方II群では術前9例中6例（67％），

術後早期5例（56％），術後遠隔期4例（44％）と有

意な改善を認めなかった．

　術前，術後早期および遠隔期の最大負荷量，負

荷時収縮期血圧とDouble　Productの変動（Table

2）では，術後早期では1群，II群とも術前に比

し最大負荷量は有意に（P＜0．05，P〈0．Ol），また

Double　Productも有意に（P＜0．05，　P＜0．01）増

加した．そして，術後遠隔期では1群においての

み最大負荷量とDouble　Productの増加は術後早

期と同じレベルであったが，II群ではDouble

Productは術前とほぼ同じレベルまで低下した．

　3．左室駆出率（LVEF）の変動（Table　3）

　術前，術後早期および遠隔期の安静時と運動負

荷時のLVEFに関しては以下のごとくであった．

安静時のLVEFは1，　II群とも術前，術後早期
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Table　l　Incidence　of　angina　and　ST　depression　during　exercise

　　Angina
（％Patients）

ST　Depression≧0．l　mV
　　　　（％Patients）

N
Pre－PTCA Early　F／U Late　F／U Pre－PTCA Early　F／U Late　F／U

G－I

G－II

14

9

　4

（29％）

　5

（56％）

　0
（0％）＊

　1

（11％）

　0
（0％）＊

　2

（22％）

10

（71％）

　6

（67％）

　5

（36％）

　5

（56％）

　4
（29％）＊

　4

（44％）

Pre－PTCA＝befbre　PTCA．　Early　F／U＝early　follow　up　period．　Late　F／U＝late　follow　up　period．

G－1＝complete　coronary　revascularization　at　follow　up　angiogram．

G－II＝incomplete　coronary　revascularization　at　follow　up　angiogram．

＊p〈0．05（versus　Pre－PTCA）

Table　2　Hemodynamic　parameters　during　exercise（mean±SD）

Peak　work　load
　　　（Watts）

Ex　SP
（mmHg）

　　正xRPP
（mmH9・beatslmiI1）

N
Pre一　　正arly

PTCA　　F／U
Late
F／u

Pre－

PTCA
Early
F／U

Late
F／u

Pre－

PTCA
Early
F／U

1．atc

F／U

G－1

G－II

一14　56：と21　　　　　　　　　64±21　　　　　　　　　　　　　　　69士21

　　　　　　　　　＊＊

　　　　　　＊＊

　　　　－l9　　47：h20　　62土19　　59：士23

　　　　＊

－
167±21　　175：と18

172士26

170±14

　　　　＊

－
182：ヒ20　　164：128

　　　　　　　＊
　　r－一一一一一一一一一一「

20，200二L4，300　　22，100，L3，400

　　　　　　　＊＊

　　「－118，300圭4，500　21，000士4，700

22，100二L4，400

18，600三二6，800

Ex　SP＝systolic　blood　pressure　during　exercise．　Ex　RPP＝＝rate・－pressure　product　during　exercise．　Othcrs　as　in

Table　1．

＊p＜0．05，　＊＊p＜0．01

Table　3　Serial　changes　in　LVEF　at　rest　and　during　exercise　in　two　groups（mean土SD）

LVEF（％）

N Pre－PTCA 正arly　F／U Late　F／U

R． Ex R 正x R Ex

G－1 14

　　　　＊＊＊

73．1：と5．4　　　61．4土7．7　　　　　　　　71．4土8．2　　　72．7：と8．5

L＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿」
　　　　　　　　＊＊＊

71．6土7．0 70．9：ヒ7．8

二＊＊

G’II 9

　　　　　＊

74．2士10．5 　　　　　　　　　74．2：」7．362．3：』6．8　　　　　　　　　　　　　　　　　　　70．3ゴ：7．2

　　　　　　　　　　＊

73．4土9．1 66．4土7．1

LVEF＝left　ventricular　ejection　fraction．　Pre－PTCA＝before　PTCA．正arly　F／U＝early　follow　up　Period．

Late　F／U＝＝late　follow　up　perjod．　R＝at　rest．　Ex＝during　exercise．　G－1＝complete　coronary　rcvascularization

at　follow　up　angiogram．　G－II＝incomplete　coronary　revascularization　at　fbllow　Up　angiogram．

＊P＜0．05，　＊＊Pく0．01，　＊＊＊Pく0．001
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　　　　　　　　　　　　　dLVEF

（％）「一一一一r　P＜°’°5
10　　　　　　　p＜0．001

5

0

一5

一 10

一 15

一20

一25

：8．9

LL」　　P＜0．Ol

○：G－1　（n＝：14）

●：G一皿　（n＝9）

［コ：G・C（n＝7）

mean±SD

　　　　Pre－PTCA　　Early　F／U　　Late　F／U　　l　Control

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
Fig．2　Serial　changes　in　the　change　in　left　ventricular　ejection　fraction　from　rest　to　exer－

　　　cise（∠LVEF）over　the　tested　time　in　patients　with（G－1）and　without（G－II）

　　　complete　revascularization　at　follow　up　angiogram．　The　mean　ALVEF　improved

　　　significantly　at　Early　F／U　and　Late　F／U　in　G－1．　The　mean　4LVEFs　in　G－I　and

　　　G－II　at　Late　F／U　were　significantly　less　than　that　in　normal　control　group（G－C）．

　　　Others　as　in　Table　3．

遠隔期で変化しなかった．1群では術前LVEFは

安静時73．1土5．4％から運動負荷時61．4±7．7％と

有意に（p＜0．001）減少した．術後早期では安静時

71．4土8．2％から運動負荷時72．7土8．5％，また術

後遠隔期でも安静時71．6圭7．0％から運動負荷時

70．9土7．8％と両者とも負荷後のLVEFの低下を

認めなかった．一方II群では術前LVEFは安静

時74．2土10．5％から運動負荷時62．3土6．8％と1

群と同様有意（P＜0．05）に減少し，術後早期も運

動負荷によりやや低下傾向で，遠隔期はさらに大

きく低下した．

　Figure　2に4LVEFを示すが，1群では術後

早期ならびに遠隔期とも術前に比し有意な（p＜

0．001）改善を示した．しかし，C群のALVEF：

7．3土6．9％に比べ明らかな低下を認めている．II

群では術前に比べ術後早期改善したが有意ではな

く，遠隔期では再び悪化を認めた．

　4．左室拡張末期容t係数（EDVI）の変動

　　（Table　4）

　術前後のEDVIと％dEDVIについて検討した．

すなわち1群，II群とも術前は負荷後にEDVI

の有意な増大を認めるも，術後早期は運動負荷に

よる変化はほとんど認めなかった．術前安静時

80±14m1／m2から運動負荷時93土16m1／m2と有

意に（p＜0．001）増大した．しかし，遠隔期におい

ては1群が75土10m1／m2から74±15m1／m2と運

動負荷にて全く変化しなかったのに比し，II群で

は73±10m1／m2から85±9m1／m2と術前同様著明
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Table　4　Serial　changes　in　EDVI　and％4EDVI　in　two　groups（mean土SD）

EDVI（m1／m2） ％AEDVI

N Pre－PTCA Early　F／U Late　F／U

R 正x R 正x R
　　　　Pre－
　　　　PTCA正x

Early
F／u

Latc
F／U

　　　　　　　　＊＊＊

　　　　　　－G－1　14　　80±14　　93土16　　77±15　　81士11　　75土10　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　74士15
　　　　　　　　　　　L＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿」L＿＿＿＿一＿＿＿＿＿」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊＊

　　＊＊

－
73±10　　　　85：と9

　　　＊

　
20土19　　　　7　ti：13　　－2：と二16

　　　　　＊＊

　　　　　　　　＊＊
　　　　　　－G－11　　9　　　74二L13　　　88ニヒ14　　　74⊥8 77土11 22±21 49－15　　　18⊥17

正DVI二・lcft　vcntricular　cnd－diastolic　volume　index．％4EDVI＝％change　in　lcft　vcntricular　end－diastolic

volumc　indcx　from　rcst　to　exercisc．　Othcrs　as　in　Table　3．

＊p＜0．05，　＊＊pく0．OI，　＊＊＊p＜0．001

Table　5　Serial　changes　in　ESVI　and％4ESVI　in　two　groups（mean±SD）

ESVI（m1／m2） ％dESVI

N Prc－PTCA Early　FIU Late　F／U

R 正x R Ex R 正x

Pre－

PTCA
Early　　　　Late

F／U　　　FIU

　　i，i，“一

「一一一一一一一1

G－1　　14　　　22土7 36」－7　　　　22±6　　　　23：L6

＿一　　　　　　　　　＊＊

22±7 21士9

亡＝ニー＿一
　　＊＊

一
76：と53　　　11：と35　　－4二｛：27

　　　　　　　　＊
G－II　9　　20土11

r’一’一一“一一”一’”’”一；

33土5　　　　19土7　　　　23土7

　　　　　＊

20土9

L＿＿」　　　　＊＊

29土7　　　　123二li　143　　　16：ヒ32　　　76土104

ESVI＝left　ventricular　end－systolic　volume　index．％4ESVI＝％change　in　left　ventricular　end－systolic　volumc

index　from　rest　to　exercise．　Others　as　in　Table　3．

＊p＜0．Ol，　＊＊p＜0．001

に増大した（P＜0．01）．

　％aEDVIは1群では術後早期ならびに遠隔期

とも術前に比し有意に（p〈0．05，p＜0．01）減少し

た．しかし，II群では術前に比し術後早期に減少

したが，遠隔期では術前とほぼ同レベルに戻っ
た．

　5．左室収縮末期容量係数（ESVI）の変動

　　（Table　5）

　1群ではESVIは術前安静時22土7m1／m2から

運動負荷時36士7m1／m2と有意に（P＜0．001）増大

した．しかし，術後は早期，遠隔期とも運動負荷

前後で変化を認めなかった．II群ではESVIは術

前安静時20±11m1／m2から運動負荷時33土5m1／

m2と有意に（p＜0．01）増大した．術後早期では運

動負荷時23±7m1／m2と1群同様術前負荷時に比

し有意に減少したが，遠隔期では29±7m1／m2と

再び増大し術前値に近くなった．

　％aESVIは，1群では術後早期ならびに遠隔期

とも術前に比しそれぞれ有意に（p＜0．001）減少

し改善を示した．II群では術前に比し術後早期減

少したが，遠隔期では術前とほぼ同様に増大して

いた．

　6．収縮期最高血圧／左室収縮末期容量係数

　　（SP／ESVI）の変動（Table　6）

　安静時のSP／ESVIは1，　II群とも術前，術後

早期，遠隔期で有意な差はみられなかった．1群
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Table　6　Serial　changes　in　SP／ESVI　at　rest　and　during　exercise　in　two　groups（mean土SD）

SPIESVI（mmHg／m1／ML））

N Pre－PTCA Early　FIU Late　F／U

R Ex R 正x R 正x

G－1

G－II

14

9

」 7
つ
一士2⑨4

已認土6

8．6土4．4

　　　　　＊

－
6．4±1．9　　　10．4ゴ：6．2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊宇

5．4士1．4 7．2土2．1 9．0士4．7 7．6士3．0 5．9土1．5

SP／ESVI＝systolic　blood　pressure／1eft　ventricular　end－systolic　volume　index．　Pre－PTCA＝befbre　PTCA．

Early　F／U＝early　follow　up　period．　Late　FIU＝late　fbllow　up　Period．　R＝at　rest．　Ex＝during　exercise．

G－1＝complete　coronary　revascularization　at　follow　up　angiogram．　G－II＝incomplete　coronary　revasculariza－

tion　at　follow　up　angiogram．

＊p＜0．05，　＊＊p＜0．Ol，　＊＊＊p＜0．001

％dSP／ESVI

鋤
oo

（
内
∠

p＜0．01

　　　p＜O．OOI

p＜0．05

Fig．3

150

100

50

0

一50

’

‘

1157±78
1

一■一　　　　　　　　　　■

1

1

‘

1
‘
‘

‘
：
‘
11

39±34
　　　　　‘
62±80‘
　　　　　1

‘
1＜ ‘

一一
17　±33　〆

o
ト
江

　　1
　’
’

　、
　　　、
26±43、、　　　　　　　、　　　　　　　　、　　　　　　　　　　、

‘
‘
1
1
‘！ 、 1

！ ‘

一
19±題

一

10±3gl　　　　　　l

‘
‘
1

1

1

1

一 一 1　　　　　， 1

p＜0．001
‘

‘

‘

O：G－1　（n＝14）

●：G』（n＝9）

［］：G－C（n＝7）

mean±SD

一100
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l

　　　　Pre－PTCA　　Early　F／U　　Late　F／U　　；　Control

Serial　changes　in　the％change　systolic　blood　pressure／1eft　ventricular　end－systolic

volume　index　from　rest　to　exercise（％ASP／ESVI）over　the　tested　time　in　patients

with（G－1）and　without（G－II）complete　revascularization　at　fbllow　up　angiogram．

The　mean％4SP／ESVI　improved　significantly　at　Early　F／U　and　Late　F／U．　The

mean％4SP／ESVIs　in　G－I　and　G－II　at　Late　F／U　were　significantly　less　than　that

in　normal　control　group（G・C）．　Others　as　in　Table　6．
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ではSP／ESVIは術前安静時6．2±1．5　mmHg／m1／

m2から運動負荷時4．9±1．3　mmHg／m1／m2と有意

に（p＜0．05）減少した．しかし，術後早期では安

静時6．0圭1．5mmHg／m1／m2から運動負荷時8．2土

2．7mmHg／m1／m2，術後遠隔期では安静時6．4土1．9

mmHg／m1／m2から運動負荷時10．4±6．2　mmH9／

m1／m2とそれぞれ有意に（p＜0．01，　p＜0．05）増大

した．II群では術後早期にやや増大するも遠隔期

には術前と同様運動負荷時に低下を示した．

　Figure　3に％dSP／ESVIを示すが，1群では術

後早期ならびに遠隔期とも術前に比しそれぞれ有

意に（p＜0．001，p＜0．Ol）増加した．　II群では術前

に比し術後早期やや改善を示したが，遠隔期では

術前とほぼ同程度に低下し1群とは明らかな差を

認めた．C群の％dSP／ESVIは157±78％であっ

た．術後遠隔期では1群の％dSP／ESVIはII群に

比べ有意に（p＜0．05）高値であったが，C群より

は低値を示した．

　1群のうちLAD拡大例9例（G－ILAD）とII群の

うちLAD再狭窄例6例（G－IILAD）の左室局所駆

出率（REF）について検討した．

　ILAD群の狭窄度は術前93±8％から術直後には

33±18％と有意に（p＜0．001）減少し，遠隔期も

39土18％であった．IILAD群の狭窄度は術前88±

11％から術直後には42土13％と有意に（p＜0．001）

減少したが，遠隔期には84土10％と術前同様の狭

窄を示した．Table　7にそれぞれのREFを示す

が，1・ムD群とIILAD群の前壁，心尖部のREFは

術前は運動負荷によりいずれも有意に減少した．

　ILAD群では，術後は早期および遠隔期ともREF

は前壁，心尖部で運動負荷によりむしろ増加傾向

を示した．しかし，IILAD群では，術後早期およ

び遠隔期ともREFは2領域で運動負荷により有

意な減少を示した．

IV．考　　察

　Radionuclide　angiocardiographyは大別して

平衡時法と第一回循環時法の二つの方法がある．

今回われわれが使用した第一循環時法は，右前斜

位からの撮像が可能で壁運動の評価に適している

という利点がある．Dymondら10），　Marshallら1D

は，われわれが用いたBaird　System　77でLVEF

を計測し，contrast法との間にそれぞれ非常に良

い相関（r＝0．94，r＝0．95）を，また，その高い再

Table　7 REFs　in　patients　with（group　IILAD）and　without（group　ILAD）restenosis

　　　of　left　anterior　descending　artery（mean±SD）

REF（％）

N Pre－PTCA Early　F／U Late　F／U

R Ex R Ex R 正x

Anterior　G－ILAD

　　　　　＊
9　　　78．7：…：5．8　　　70．1：LIO．7 74．6±7．7　　　78．1士8．9　　　75．9土7．6　　　77．8±9．9

G－IILAD

Apical　　G－ILAD

G－IILAD

6

9

6

一一80．3±10．9　　59．8土6．8

　　　＊

一一「79．3：と7．7　　　70．3±10．5

＊

一 8＆土β2±8

　　　＊＊

一一83．5：と12．4　　66．0土12．0

80．2：…：7．6　　　80．6　ti：9．3

＊

　　＊＊＊

－
85．8：E6．8　　　73．5土6．8

　　　＊＊

78．0土8．6　　　67．8±7．2

77．0土9．3　　　79．4：ヒ14．2

85．7：1：10．2　　70．5±13．7

RJEF＝＝regional　ejection　fraction．　G－ILAD＝continued　success（less　than　75％）of　left　anterior　descending

artery　at　follow　up　angiogram　in　G－1．　G－IILAD＝restenosis（more　than　75％）of　left　anterior　descending

artery　at　follow　up　angiogram　in　G－II．　Others　as　in　Table　3．

＊p＜0．05，　＊＊p＜0．01，　＊＊＊pく0．001
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現性を報告している．

　一方，SP／ESVIは前，後負荷により影響され

ない心収縮力の指標として，心筋虚血の診断にお

いてLVEFより優るとの報告もみられるが12’”15），

確かに今回の成績では，術前運動負荷により正常

対照群は全例増加したのに反し，症例では23例

中18例で減少し，本指標の有用性が示唆された．

　左室容量に関して，著者らはRI法とcontrast

法の間にr＝0．74と密な相関を認め，本検査法

の有用性を確認しており，UptonらのBaird

System　77での成績を確認している16）．以上のこ

れらの成績からみる限り，第一循環時法によって

安静時ならびに運動負荷時の心機能および左室容

量を正確に測定することが可能であると思われる．

　1．左室機能に対する効果

　LVEFは安静時ではPTCA前後（早期および遠

隔期）で不変であり，PTCAの心機能に対する効

果は評価できなかった．これらは諸家の報告17～19）

とも一致するものである．運動負荷時の左室機能

に及ぼすPTCAの影響にっいて，　Kentら17），

Okadaら18）は一枝病変例でLVEFは術後運動負

荷により有意に増加したと報告している．また，

著者らもすでに左前下行枝の一枝病変例で術後早

期のLVEFおよび局所壁運動が改善したことを

報告している3）．多枝病変例を含む今回の検討で

は，1群，II群とも術前は運動負荷によりLVEF

は有意に減少したが，術後早期では運動負荷にて

両群ともほとんど変化を認めなかった．しかしな

がら，dLVEFにて検討してみると，1群では術

前一11．7％から術後早期1．3％と有意に改善し，

遠隔期でも一〇．7％と運動負荷による影響はほと

んど認めていない．一方II群では術前一11．9％か

ら術後早期一3．9％と1群ほど改善が著明でな

かった．さらに，遠隔期では一7．0％と術前に近

い値にまで悪化を認めている．DePueyら20）は

PTCA直後に比し遠隔期に50％以上の狭窄をき

たした群では，75％が術後4日以内においてすで

に運動負荷によりLVEFの反応異常ないしは壁

運動異常を認めるが，遠隔期に狭窄度の増加が

20％未満にとどまった群で術直後のLVEFの反

応異常は5％であったと報告している．われわれ

の結果もDePueyらの成績と一致するものである

と思われる．すなわち，遠隔期に再狭窄をきたし

たII群においても，安静時のLVEFでみる限り

1群と差はないのであるが，a・LVEFでは術後早

期の改善が十分でないことが確認され，予後や術

後早期の冠血管の改善度を判定する上でa・LVEF

は有用な指標であると考えられた．しかし，1群

はC群に比べると術後早期，遠隔期ともに明ら

かな低値を示した．これらはPTCAの成功によ

り運動負荷後の心機能は改善するも，負荷後の動

態が未だ正常レベルに到達していないことを示す

と思われる．このことはDePueyら20），　Rosing

ら21）のPTCAの成功例でも遠隔期での運動負荷

に対する異常反応例が多いという成績とも合致す

るものであろう．

　SP／ESVIからみた心機能について運動負荷に

よる上昇，つまり％4SP／ESVIが正常とされる

35％以上であった症例は1群では術後早期14例

中9例（64％）で，その内訳は一枝病変8例と二枝

病変1例であったのに対し，II群では3例（33％）

で，その内訳は一枝病変1例と二枝病変2例と1

群に比べて術後早期においてすでに少ない傾向が

みられた．術後遠隔期では1群では早期と同様9

例であったのに対し，II群では二枝病変の1例

（11％）のみであった．すなわち，術後早期に

％4SP／ESVIが35％以上であった12例中10例

が遠隔期も同様の35％以上を維持しており，その

うち9例が1群成功例となっている．すなわち，

術後早期に％aSPIESVIが正常の反応を示す症例

は遠隔期にも再狭窄をきたす可能性はかなり低い

と考えられる．今回の検討では1群に比べII群

で二枝病変例が多くみられたが，Austinらは多

枝病変例を含めたACバイパス術症例での検討で，

病変数にかかわらず成功例では術後SP／ESVIは

運動負荷により有意に上昇することを報告してお

り22），今回のPTCAによるわれわれの検討にお

いても罹患病変数による影響はそれほど大きくな

いものと考えられる．
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　2．左室容量に対する影響

　EDVは一般に正常人では仰臥位での運動負荷

により不変ないしは僅かな増加（10％以下），ESV

は減少するとされている23）．一方，運動負荷によ

り心筋虚血をきたす患者ではEDVは不変ないし

は増加し，ESVは一貫して増加するとの報告が

みられる13・14・24）が，今回の成績では％4EDVI

が10％以上であった症例は術前1群（79％），II群

（78％），術後早期1群（36％），II群（33％）と運動

負荷に対してほぼ同様な反応を示した．一方，

％AESVIが正の異常に大きな値を示した症例は

1群では術前14例中13例から術後早期6例へと

有意に減少し多くの例で改善を示したが，II群で

は術前9例中7例から術後早期6例と減少する例

が少なかった．一方，ESVIに関しても多枝病変

例を含めたACバイパス術症例の検討で，成功

例は罹患病変数にかかわらず運動負荷時ESVIが

術前に比べ術後有意に減少することが報告されて

おり25），今回われわれの検討したPTCA前後の

心機能評価にはESVIは一つの有用な指標である

と考える．

　3．局所壁動態に対する効果では

　われわれの正常対照群ではREFは運動負荷に

対して有意な増加を示した．Kronenbergらは

ACバイパス術症例での検討で，運動負荷による

左室局所壁運動の変化は心筋虚血のより鋭敏な指

標であり，LVEFに比べ，前，後負荷の影響が少

ないと報告している26）．Lewisらは左前下行枝の

拡大症例で，septa1とapica1のREFはPTCA
前後で安静時は不変で，運動負荷時は有意に増加

したと報告している27）．しかしながら遠隔期での

検討はなされていない．今回の成績では左前下行

枝拡大例での前壁と心尖部のREFは安静時にお

いては両群とも術前，術後早期および遠隔期で不

変であった．運動負荷時REFは1群では術後早

期においてすでに有意な改善を示したが，II群で

は術後早期においてすでに術前と同様有意に減少

し，改善はみられなかった．遠隔期における運動

負荷時REFは，1群ではむしろ増加傾向にあり，

壁動態に対する改善効果は十分維持された．一方，

II群では運動負荷によりREFは減少し，術前の

レベルに近づきつつあり，1群とは明らかに異な

った壁動態を示した．すなわち，遠隔期に再狭窄

をきたす症例では術後早期に症状や心電図などに

異常がなくてもREFでみると明らかな異常が検

出され，予後判定の上で重要な指標であると考え

られた．ただし，今回十分には検討し得なかった

下壁，特に左回旋枝の支配領域である後壁での心

筋虚血の評価に関しては，運動負荷201Tl心筋

single　photon　emission　computed　tomography

（SPECT）が高い検出率をもつことが報告されて

おり28’－30），同領域の検索にはSPECTがよP有用

であると思われる．

V．まとめ

　経皮的冠動脈形成術（PTCA）成功例を遠隔期

の冠動脈造影より冠動脈完全血行再建の成否で2

群に分け，PTCAの心機能および局所壁動態に

及ぼす効果を第一循環時法によるRadionuclide

Angiocardiographyにより検討した．

　われわれの実施したRI法による左室容量測定，

局所壁動態などの指標は，遠隔期におけるPTCA

運動負荷時心機能に対する効果を予測する上で有

用な指標と考えられた．すなわち遠隔期冠動脈完

全血行再建例（1群）では，術後早期より運動負荷

時心機能および壁動態に対する効果が発現し，遠

隔期におけるPTCAの運動負荷に対する左室機

能や局所壁動態の改善が術後早期よりRI法で評

価できる．ただし，その改善度は正常群（C群）の

心機能まで到達するものではなかった．一方遠隔

期に冠動脈血行再建が不完全に終わった例（II群）

では，術後早期の心機能改善度が低く，当然なが

ら遠隔期では術前に近い心機能低下を認めた．す

なわち，PTCA後早期の運動負荷時の心機能改

善度が思わしくない症例においては，症状や心電

図，そして安静時の心機能に変化がなくても再狭

窄をきたしつつある可能性を考え慎重な経過観察

が必要であり，この評価にRI法が有用である．

　非侵襲的で，反復可能な運動負荷FRNAは，

PTCA後の心機能および壁動態の経時的評価に
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負荷心RIアンギオグラフィにようPTCA後早期・遠隔期における心機能，局所壁動態についての検討

有用であり，術後6か月までの冠血行再建度の病

態をよく反映した．しかし，PTCAの治療手段

としての評価を確立するためにはさらに長期の経

過観察を要するであろう．

　稿を終えるにあたり，ご指導とこ校閲を頂いた大阪大

学第二内科垂井清一郎教授に深大なる謝意を表します．

また，直接ご指導いただいた大阪大学第二内科松沢佑次

講師，広部一彦博士，大阪府立成人病センター循環動態

診療科筆本由幸博士，ならびにご指導，ご協力をいただ

いた諸先生に感謝いたします．
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S㎜ary
Seria1　Changes　in　Left　Ventricular　Global　and　Regional　Function　During

　　　Exercise雄er　Percutaneous　Trans1㎜inal　Comnary　Angioplas⑲；

　　　　　　　　　　　Effect　of　Complete　Corona】ry　Revascularization

Takashi　YosHINo

Deρart〃lent　of　Cかc〃～已τoζ夕Dツ〃a〃1icぷ，　The（7e〃terノ～）r／l　d〃〃Diseases，　Osaka，　Japan

　　In　order　to　evaluate　the　effect　of　complete　coro・

nary　revascularization（CR）with　PTCA　on　global

LV　function　at　rest　and　during　exercise，　EF，　LV

volumes　and　systolic　blood　pressure／end－systolic

volume　index（SP／ESVI）were　assessed　in　23　pa－

tients　with　CR　befbre，14　days　after（early　FU）

and　4　to　12　months　after　PTCA（late　FU）by

first－pass　radionuclide　angiography（FRNA）．　The

subjects　were　divided　into　3　groups　in　this　study，

G－Iwhich　consisted　of　14　patients　with　continued

CR，　G－II，9patients　with　discontinued　CR　due　to

restenosis　and　G－C，7normal　subjects．　To　further

assess　anterior　（Ant）　and　apica1　（Ap）　regional

EFs，15　patients　with　dilatation　of　left　anterior

descending　artery　were　subdivided　into　g　patients

with　continued　success（G－I　LAD）and　6　patients

with　restenosis（G－II　LAD）．　Exercise－induced

global　LV　dysfunction　improved　significantly　both

at　early　FU　and　late　FU　in　G－1，　however　improved

insignificantly　at　early　FU　and　did　not　change　at

late　FU　in　G－II．　Even　response　to　exercise（4EF，

％dSP／ESVI）at　late　FU　in　G－I　was　significantly

（Pく0．05）1ess　than　those　in　G－C．　Regional　dysfunc－

tion　during　exercise　already　improved　significantly

（Ant：p〈0．05，　Ap：p＜0．01）at　early　FU　in　G－I

LAD，　but　did　not　improve　suMciently　in　GII

LAD．　In　conclusion，　FRNA　may　be　useful　for　the

assessment　of　completeness　of　coronary　revascu－

1arization　by　PTCA　and　may　give　guidelines　for

repeat　angiography．

　　Key　words：Complete　revascularization，　PTCA，

LV　function，　First－pass　radionuclide　angiography．
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