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1．緒　　言

　心疾患患者の心予備能を評価する核医学的手法

としては運動負荷心プール法が従来より用いられ

てきた．本法は，ガンマカメラ下に自転車エルゴ

メータを用いて臥位ないし坐位にて運動負荷を行

うものであるが，実際の施行上は種々のpitfallが

ある．また日常生活上での心機能評価という点で

は限界を有する．

　携帯用心機能装置（VEST）は，　Nalよりなる小

型の主RI検出器と，バックグラウンド検出用の

テルル化カドミウム（CdTe）とその周辺装置より

構成されている1・2）．これを患者自身に装着させれ

ば，日常生活上の心機能評価が非侵襲的に行え，

運動負荷時の心予備能の評価も可能である．本邦

では，テルル化カドミウム（CdTe）を主RI検出
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器として用いたものが鈴木らにより開発されてお

り，臨床使用報告もされてきている3）．われわれ

もこのCdTe検出器を用いたVESTと，当施設

で独自に開発したデータ収集，処理プログラムを

用いて臨床使用を行い興味ある知見を得たので報

告する．

H．CdTe検出器を用いたVESTの構成

　本装置のブロックダイヤグラムをFig．1に示す．

装置は検出部，計測部，データ処理部より構成さ

れ，検出部および計測部は鈴木らの報告したもの

と同一仕様である3）．すなわちCdTe検出器は

RMD社製A－116型で，直径16mm，厚さ2mm
で金属内に封入されている．これに装着するコリ

メータは内径16mm，厚さ5mmである．コリメ

ー タと検出器はプラスチックの筒の中に格納され

ている．CdTe検出器より得られた信号は，前置

増幅器およびバッファーアンプにて増幅され，携

帯型データ収集装置に入力される．携帯型データ

　Key　words：　Exercise　radionuclide　ventriculography，

Ambulatory　monitor，　Ejection　fraction，　Coronary

artery　disease．
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Fig．1　Schematic　block　diagram　of　the　system．
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Fig．2　The　outlook　of　the　CdTe　probe，　preamplifier

　　　and　buffer　amplifier．

収集装置は，マイクロプロセッサー，波高分析装

置，ランダムアクセスメモリーなどを内蔵し，重

さ約800gである（Fig．2）．携帯型データ収集装

置より，0．05秒ごとのデータが有線でパーソナル

コンピュータ（NEC製PC9801VM）に転送される．

転送されたデータはフロッピーディスクにいった

ん収録される．データ処理は当施設とアロカ社の

共同開発によるプログラムを用いて行った．本プ

ログラムは検出器より収集した0．05秒ごとのRI

のカウントの変化を時系列曲線として1分間ごと

にディスプレイ上に表示している．そこから任意

の収集時間帯の10秒間のデータをパーソナルコン

ピュータの画面上に呼び出して，曲線の山を拡張

末期，谷を収縮末期としてバックグラウンドを減

算して左室駆出率LVEFを計算する（Fig・3）．デ

ー タ収集は最長5時間まで可能であるが，今回は

最長で10数分の収集であるので，RIの減衰補正は

していない．

m．方法および対象

　1．安静時左心機能測定の精度

　99mTc　in　vivo標識赤血球740～925　MBq（20～

25mCi）を投与された被検者に，ルーチンのマル

チゲート平衡時心プール法によるデータ収集後，

VESTを装着した．その際，被検者をガンマカメ

ラの前に左前斜位45度の位置で立たせ，VESTの

コリメータが左室中心にくるように位置決めを

行った．この操作はデータ採取終了後にも行い，

検出器の位置が，ずれていないことを確認した
（Fig．4）．

　VESTにて安静坐位1分間のデータ収集を行っ
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Fig．3　Actual　displays　of　the　single－beat　mode　studies　from　the　VEST．
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蟻

After

Fig．4　Confirmation　of　position　of　the　CdTe　probe

　　　before　and　after　studies　using　gamma　camera．

た後，検出器を右肺野に移動しバックグラウンド

の計測を1分間行い，任意の4心拍の加算平均に

よりVESTによるLVEFを求めた．平衡時心プ

ー ル法によるLVEFの算出方法は西村の報告の

ごとく行った4）．

　対象は各種心疾患14例であり，全例心房細動や

期外収縮等の不整脈は認めなかった．

　2．運動負荷時左心機能の変化の精度

　運動負荷時のLVEFの変化率の精度をみるた

めに，同時期に運動負荷心プール法と，VEST装

着下の運動負荷を行った．

　運動負荷心プール法は西村の報告のごとく5）12

誘導心電図を装着した被検者に99mTc　in　vivo標

識赤血球740～925MBq（20～25　mCi）を投与し，

安静時のマルチゲート平衡時心プール法によるデ

ー タ収集後，臥位自転車エルゴメータを用い25ワ

ットずつの漸増負荷を行った．そして心電図の

ST低下，胸痛の出現，足の疲れなどに注意して，

負荷終了直前のデータを2分間リストモードで収

集した．収集したデータは，R－R間隔のヒストグ

ラムを作成の後，負荷中の心拍数に応じたR－R

間隔を設定して，安静時と同様のフレームモード

に再構成した．

　運動負荷心プール法終了後，30分の休憩の後，

被検者に12誘導心電図とVBSTを装着させ，1分

間の安静坐位でのデータ収集後，坐位自転車エル

ゴメータを用いて運動負荷心プール法施行時と同

一の負荷量で運動負荷を行った．VESTのRI検

出器が左室用1器のため運動負荷時のバックグラ

ウンドはEDカウントの80％とした．そして安

静時と運動負荷終了直前のLVEFの変化率（a

LVEF）をVESTと運動負荷心プール法とで比較

検討した．

　対象は各種心疾患7名（虚血性心疾患4名，高

血圧症3名）である．

　3．　運動負荷終了時および終了直後の左心機能

　　の検討

　坐位自転車エルゴメータを用いてVEST装着下

に運動負荷を行い，安静時，運動負荷終了時，運
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動負荷終了1分後の左心機能を検討した．運動負

荷は25ワットずつの漸増負荷とし，胸痛，心電図

のST低下，下肢の倦怠感等の出現するまで行っ
た．

　計測したパラメータは，LVEF，安静時を100％

とした場合の左室拡張末期容積（％EDV），左室収

縮末期容積（％ESV），一一回心拍出量（％SV），収縮

期血圧s－BP（mmHg）である．

　対象は高血圧症8例，胸痛症候群2例，虚血性

心疾患10例（陳旧性心筋梗塞7例，狭心症3例）

の計20例（29～73歳，平均57．0歳．男性15例，女

性5例）である．このうち高血圧症と胸痛症候群

例をA群，虚血性心疾患例をB群とした．虚血

性心疾患10例のうち5例は冠動脈造影にて有意狭

窄が明らかとなっている症例であり．残り5例は

臨床症状，心電図所見より虚血性心疾患とされて

いる症例である．

　4・統計処理

　各群の数値は平均値土SDで表示した．有意差

検定はunpaired　t－testを用いて行い，　P＜0．05を

もって有意差ありと判定した．

IV．結　　果

　1．安静時左心機能測定の精度

　VESTと心プール法でのLVEFの相関はr－
0．84と良好であった．またVEST（y）と心プール

法（x）ではy－1．lx－16．1とVESTの方が過小評

価された（Fig．5）．
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Fig．5　Correlation　of　LVEF　calculated　by　the　VEST

　　　and　by　the　gamma　camera．

　2．運動負荷時左心機能の変化の精度

　VESTと運動負荷心フ゜一ル法による4　LVEFの

相関はr－0．86と良好であ・・た（Fig．6）．

　3．　運動負荷終了時および終了直後の左心機能

　　の検討

　【症例呈示】

　症例163歳　男性　高血圧症（Fig．7）
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Fig．6　Correlation　of　dLVEF　calculated　by　the　VEST

　　　and　by　the　gamma　camera．
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Fig．7　Case　1．　Sixty・three・year－old　man　with　hyper－

　　　tension（A　typical　case　in　group　A）．

Presented by Medical*Online



テルル化カドミウム検出器による携帯用心機能装置（VEST）の臨床使用

　本症例はA群の代表例である．100ワットまで

運動負荷を行い，下肢疲労のため運動を終了した．

LVEFは負荷前は60％であったが，終了時は71％

まで上昇し，終了1分後にはさらに91％まで上昇

した．

　左室容量の変化では，％EDVは負荷終了時

104％と著変なく，負荷終了1分後には73％と低

下した．また％ESVは負荷終了時74％と低下し

たが，終了1分後には15％とさらに低下した．

　収縮期血圧は負荷後146mmHgから210mmHg

へと上昇し，終了1分後には160mmHgへと低
下した．

　症例2　58歳　男性　狭心症（Fig．8）

　本例は左主幹冠動脈50％，右冠動脈75％の有意

狭窄を有する狭心症例で，B群の代表例である．

運動負荷は75ワットの時点でST低下のため終了

している．

　　　　　　　　　　　　アら　

　　　　120

　　　　110
％EDV
　　　100
　　　　90

　　　　0

　　　130

　　　120
％ESV　110

　　　100
　　　　90

　　　　0
　mr▼iHg
　　　200

　　　180S－BP
　　　160

　　　140
　　　　0－r－〒一一r－一一r－〒一一一一

　　　　　　〇12345678
　　　　　　　　　　　　　TG　58　M　AP（LMT）

Fig．8　Case　2．　Fifty－eight－year－old　man　with　angina

　　　pectoris（A　typical　case　in　group　B）．
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　LVEFは負荷前は47％で，運動負：荷開始直後や

や上昇するもその後低下し負荷終了時は42％に低

下した．しかし負荷終了1分後には55％と増加し

LVEFのovershootを認めた．

　左室容量の変化では，％EDVが負荷終了時

118％と増加したが，終了1分後には111％とやや

低下した．％ESVは負荷終了時131％と増加し，

終了1分目には97％と低下したが，その程度は症

例1よりも少なかった．

　収縮期血圧は負荷後138mmHgから190mmHg

へと上昇し，終了1分後には168mmHgへと低

下した．

　このように，症例1，2とも運動負荷終了直後の

LVEFの上昇は共通してみられたが，左室容量の

変化には差異を認めた．

　Table　lに，　A，　B両群の安静時，運動負荷終

了時，終了直後1分目の心拍数，収縮期血圧，

LVEF，％EDV，％ESVの値を示す．　LVEFはA

群で運動負荷により55土11％から61±8％へと増

加し，負荷終了後にはさらに73±13°／．へと増加し

た．B群では運動負荷時50±12％から48土11％と

変化はなく，終了後には56土14％へと増加した

が，その割合はA群よりもやや小さかった（Fig．

9）．％EDVは運動負荷終了後，　A群で98土9％か

ら89±14％へと低下し，B群では96土10％から

99士6％と変化はなかった（Fig．10）．％ESVは運

動負荷終了後，A群では86士18％から51土24％

へと著明に低下し，B群でも100土17％から84土

15％へと低下したが，その割合はA群に比し有意

に少なかった（p＜o．05）（Fig．11）．収縮期血圧は，

A群では運動負荷終了後189土20mmHgから

170±25mmHgへ，　B群では191土33　mmHgか

ら169土19mmHgへと低下し，その割合に差は

認めなかった（Fig．12）．

V．考　　察

　心疾患患者の核医学的な心予備能の評価法とし

ては，従来より運動負荷心プール法が用いられて

きた．本法は，ガンマカメラ下に，自転車エルゴ
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Table　1

核医学　　26巻12号（1989）

Baseline　values　and　changes　from　baseline　va）ue　at　peak　exercise

　　and　in　the　immediate　postexercise　periods

Group　A（n＝10）

　Heart　rate（beats／min）

　Blood　pressure（mmHg）

　Ejection　fraction（％）

　Percent　EDV（％）

　Percent　ESV（％）

Group　B（n＝10）

　Heart　rate（beats／min）

　Blood　pressure（mmHg）

　Ejection　fraction（％）

　Percent　EDV（％）

　Percent　ESV（％）

Rest

69±14

140士14

55士11

　100
　100

70±14

144土14

50士12

　100
　100

Peak　Ex．

119土21

189土20

61士8“1

98土9

86土18

120士17

191土33

48±11＊i

96士10

100土17

Recovary

94土17

170士25
73土13＊L）

89土14＊3

51土24＊4

95土18

169土19
56土14＊L）

99士6＊3

84±15＊4

Values　are　mean士standard　deviation．　Group　A：Hypertension＆Chest　pain　syndrome．　Group　B：lschemic

heart　disease．　EDV：End－diastolic　volume．　ESV：End－systolic　volume．

申1p〈0．025，＊2p＜0．025，＊3p＜0．05，＊4p＜0．005．
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O

　Rest　Max　Rec　　　　　　Rest　Max　Rec．

　　　Group　A　　　　　　　　　Group　B

Fig．9　Changes　in　ejection　fraction　during　and　immediately　after　exercise．

メータを用いて臥位ないし坐位にて運動負荷を行

うものである．しかしながら本法は，運動負荷中

にマルチゲート法によるデータ収集を行うための

精度上の問題点も指摘されてきた．すなわちマル

チゲート法によるLVEFの算出には最低50心拍

程度を加算しなければならず6），これには30秒な

いし1分の時間を要する．運動負荷中には体動に

よるシンチカメラの位置のずれや，心電図トリガ

ー の際ハムの出現が起こり易い．当施設でも，自

転車エルゴメータ負荷中は肩当てやハンドグリッ

プを用いて，できる限り運動中の体動を防いでい

るが，実際にはなかなか困難である．またハムの

除去のために負荷中のデータはリストモードで採

取しており，このために最低2分間の時間を要し，

運動負荷中の左心機能のダイナミックな変化に対

する追随性に難点がある．またベッドサイドや日

常生活上の心機能評価という点では明らかに限界

のある方法である．

　携帯用心機能装置（VEST）は，米国で開発され

本邦でも臨床使用の報告がされてきた7”9）．この

装置はNalよりなる小型のRI検出器と，バック

グラウンド検出用のテルル化カドミウム（CdTe）
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とその周辺装置より構成されており，本邦では，

テルル化カドミウム（CdTe）を主RI検出器とし

て用いたものが鈴木らにより開発されてきた3）．

本装置は核聴診器と同様に10），1心拍ごとの駆出

率などのパラメータをリアルタイムに計測するこ

とができ，運動負荷時などの左心機能の細かな変

化に対しても追随可能である．また核聴診器と異

なり，携帯性を有するため，これを患者自身に装

着させれば，日常生活上の心機能評価が可能であ

る．今回はこれに独自に開発したデータ収集およ

び処理プログラムを組み合わせ，実際の臨床使用

を試みた．

　1・安静時左心機能測定の精度について

　今回の検討では，LVEFの心プール法との相

関はr＝＝O．84と良好であった．またその絶対値は

VESTの方が過小評価されていた．この結果は玉

木らの報告とも合致するものであるが8），当施設

の小倉の行ったバルンによるファントム実験とも

合致している11）．すなわちVESTの検出器は左

室の大きさにかかわらず常に一定の大きさである

のに対し，心プール法では左室の大きさにより左

室の関心領域（ROI）の設定を行うためである．し

かしVESTの使用目的はLVEFの絶対値そのも

のよりも，むしろその変化を見るものであり，そ

の点で心プール法との相関が良好であれば臨床使

用には問題はないと思われる．

　2・運動負荷時左心機能の変化の精度

　運動負荷心プール法との4LVEFの相関はr＝

0．86と良好であった．今回運動負荷心プール法で

は臥位自転車エルゴメータを用い，VESTでは坐

位自転車エルゴメータを使用した．Slutskyらに

よれば同じ自転車エルゴメータを用いても，臥位

と坐位では正常心や虚血心での左心容積の変化に

は差があるとしている12）．しかし一般には，体位

に関わりなく正常者では運動負荷によりLVEFは

上昇し，虚血性心疾患患者では不変ないし低下す

るとの報告が多い12～15）．したがって今回の検討

では対象症例に，LVEFの上昇例も低下例も含ま

れており，LVEFの変化の相関という点では妥当

な結果と思われる．

　また今回はVESTによる運動負荷中のバックグ

ラウンドはEDカウントの80％と一定にした．

これはRI検出器が1器しかないためであるが，

大嶽らによれば運動負荷中のバックグラウンドに

EDカウントに比例すると報告している9）．またわ

れわれも数例の症例であるが運動負荷心プール施

行時に，安静時と最大負荷時でEDカウントとバ

ックグラウンドの比を調べ，両者が比例関係にあ

ることを確認している．しかし両者が必ずしも比

例関係にないとする報告もあり16），今後はバック

グラウンド用の検出器も装着して運動負荷を行う

必要があろう．実際，われわれも現在その検討を

行っている．

　3．運動負荷終了時および終了直後の左心機能

　　の検討

　虚血性心疾患の運動負荷後のLVEFの変化につ

いては従来より多くの報告がある．それらに共通

しているのは，正常者では運動負荷によりLVEF

が上昇するのに対し，虚血性心疾患ではLVEFの

上昇反応がみられないか，低下するというもので

ある12”’15）．われわれも今回同様の結果を得た．一一

方，運動負荷終了後のLVEFの変化についての報

告は非常に少ない．これは先にも述べたように，

シンチカメラでは運動負荷直後の左心機能のダイ

ナミックな変化に対しての追随性に難点があるこ

との証左でもあろう．

　運動負荷終了後にLVEFの上昇反応のみられる

ことは，Battlerらが最初に報告している17）．彼ら

はトレッドミルによる運動負荷終了後，臥位にて

LVEFの計測をしている．そして正常者の方が虚

血性心疾患例よりも運動負荷終了後のLVEFの

上昇反応が長く続くと報告しているが，そのメカ

ニズムとして，①正常者の方が虚血性心疾患例よ

り運動負荷中のカテコラミンレベルが高い．②運

動負荷終了後，臥位になるために，正常者では

Frank－Starringメカニズムにより左室容量が増加

し，LVEFが上昇するのに対し，虚血性心疾患例

ではLaPlaceの法則により左室容量が増加し，

LVEFが増加すると推察している．しかしながら，

彼らは左室容量の計測はしていない．その後，
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Schneider18），　Dymond19），　Plotnick20），玉木8）らも

運動負荷終了後にLVEFの上昇反応がみられる

ことを報告した．彼らは坐位自転車エルゴメータ

を用いているが，特にSchneider18），　Plotnick20）ら

の報告ではいずれも負荷終了後EDVは低下して

おり，今回のわれわれのA群の結果と一致した．

すなわち坐位自転車エルゴメータを用いた場合は，

運動負荷終了後のLVEFの上昇反応にFrank－

Starringのメカニズムの関与は少ないものと思わ

れた．しかしながら，EDVの低下のみではLVEF

の上昇は起こり得ず，実際は幾多の因子により

LVEFの上昇は起こっている．すなわちA群では

負荷終了後，％ESVが％EDVの減少率よりもは

るかに大きな割合で減少しており，このことが負

荷終了後のLVEFの上昇をもたらしている．ま

た，負荷終了後血圧は速やかに低下しており，

Plotnickらの報告のごとく20），　afterload　reduc－

tlonも関与していると思われた．

　一方，B群でも負荷終了後のLVEFの上昇反

応はA群同様に認められた．しかしながら左室容

量の変化はA群と異なった態度を示した．すなわ

ち，B群では負荷終了後％EDVはほとんど変化

せず，％ESVのみ低下した．そして％ESVの低

下率はA群に比べると少なかった．また負荷終了

後の血圧低下の割合はA群と差がなかった．すな

わちB群では，A群i同様afterload　reductionに

より％ESVの減少が起こっているが，運動負荷

時の心筋虚血からの回復が遅れるために，A群に

比し％ESVの低下の割合が少ないと思われた．　B

群で％EDVの低下が起こらなかったのは，負荷

終了後の心拍数の減少により拡張時間が長くなり，

その分左室への流入血流が増大するが，静脈還流

量の減少もA群同様生じているため，結果として

％EDVは変化しなかったものと思われる．以上，

運動負荷後のLVEFの上昇反応は，　A群，　B群同

様にみられたが，そのメカニズムには差異を認め

た．

VI．結　　語

1）　テルル化カドミウム検出器による携帯用心

1583

機能装置（VEST）の臨床的検討を行った．

　2）安静時LVEFの心プール法との相関は，

r＝0．84（n＝14）と良好であった．

　3）運動負荷心プール法とのdLVEFの相関も

r＝0．86（n＝7）と良好であった．

　4）　運動負荷終了後のLVEFの上昇反応はA

群（高血圧症，胸痛症候群），B群（虚血性心疾患）

共通して認められた．A群では％EDVの減少に

比べ％ESVの減少が大きいため，　LVEFは増大

した．B群では％EDVの変化はなく，％ESVの

減少によりLVEFは増大したが，その割合はA

群より少なく，負荷終了後の心筋虚血の回復の遅

れが関与していると思われた．このように本装置

は，運動負荷時や負荷直後のダイナミックな左心

機能の計測が可能であり，今後様々な臨床使用が

可能と思われた．

文　　献

1）Strauss　HW，　Lasewatsky，　Moore　RH，　et　al：The

　VEST：adevice　for　the　continuous　monitoring　of

　cardiac　function　in　ambulatory　patients．　Circulation

　59：II－249，1979（abstr）

2）Wilson　RA，　Sullivan　PJ，　Moore　RH，　et　a1：An

　ambulatory　ventricular　function　monitor：valida－

　tion　and　preliminary　results．　Am　J　Cardiol　52：

　601－606，1983

3）鈴木豊：動態機能測定用テルル化カドミウム
　（CdTe）検出器システムとその臨床応用．核医学画

　像診断2：46－51，1987

4）西村恒彦，香川雅昭，今井行雄，他：心RIアンギ

　オグラフィによる左室駆出分画の精度に関する検討

　（II）－MUGA法について一．核医学17：269－
　276，1980
5）西村恒彦，斉藤宗靖，植原敏勇，他：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．核医学19：83－91，1982
6）外山比南子：輪郭抽出法．ニュータウンカンファレ

　ンス報告集1：3L36，1980
7）玉木長良，Strauss　HW：携帯用RI心機能モニター

　（VEST）による心機能評価一（第1報）基礎検討一．

　核医学24：289－296，1987

8）玉木長良，Mohiuddin　IH，大草知子，他：携帯用

　RI心機能モニター（VEST）による運動負荷時およ
　び負荷後の心機能の経時的変化の検討．核医学26：

　399－408，1989

9）大嶽　達，渡辺俊明，小坂　昇，他：携帯用RI心

　機能モニター（VEST）の基礎的検討一バックグラ

　ゥンドを中心に一．核医学25：775－787，1988

Presented by Medical*Online



1584 核医学

10）西村恒彦，植原敏勇，小塚隆弘：シングル・プロー

　　　ベシステム（核聴診器）による左心機能の評価．核医

　　　学17：699－706，1980

11）小倉裕樹，西村恒彦，林田孝平，他：心容積（フア

　　　ントム）測定における各種検出器の追従性について．

　　　核医学23：1203，1986

12）Slutsky　R：Response　of　the　left　ventricle　to　stress：

　　　e丘fect　of　exercise，　atrial　pacing，　afterload　stress　and

　　　drugs．　Am　J　Cardio147：357－364，1981

13）Berger　HJ，　Reduto　LA，　Johnstone　DE，　et　al：

　　　Global　and　regional　left　ventricular　response　to

　　　bicycle　exercise　in　coronary　artery　disease．　Am　J

　　　Cardiol　66：13－21，1979

14）Borer　JS，　Bacharach　SL，　Green　MV，　et　a1：Real・

　　　time　radionuclide　cineangiography　on　the　noninva－

　　　sive　evaluation　of　global　and　regional　left　ventric●

　　　ular　fUnction　at　rest　and　during　exercise　in　patients

　　　with　coronary・artery　disease．　N　Engl　J　Med　296：

　　　839－844，1977

15）Caldwell　JH，　Hamilton　GW，　Sorensen　SG，　et　a1：

　　　The　detection　of　coronary　artery　disease　with

　　　radionuclide　techniques：Acomparison　of　rest－

　　　exercise　thallium　imaging　and　ejection　fraction

26巻12号（1989）

　　　response．　Circulation　61：610－619，1980

16）井出満，細川丈志，大島久美，他：心機能連続モ

　　　ニタリング時のバックグラウンド（BKG）補正法に

　　　関する検討．核医学25：977，1988

17）Battler　A，　Slutsky　R，　Pfisterer　M，　et　a1：Left

　　　ventricular　ejection　fraction　changes　during　re－

　　　covery　from　treadmill　exercise：Apreliminary

　　　report　of　a　new　method　fbr　detection　coronary

　　　artery　disease．　Clin　Cardio13：14－18，1980

18）Schneider　RM，　Weintraub　WS，　Klein　LW，　et　a1：

　　　Rate　of　left　ventricular　function　recovery　by　radio－

　　　nuclide　angiography　after　exercise　in　coronary

　　　artery　disease．　Am　J　Cardiol　57：927－932，1986

19）Dymond　DS，　Foster　C，　Grenier　RP，　et　al：Peak

　　　exercise　and　immediate　post－exercise　imaging　for

　　　the　detection　of　left　ventricular　function　abnor－

　　　malities　in　coronary　artery　disease．53：1532－1537，

　　　1984

20）Plotonick　GD，　Becker　LC，　Fisher　ML：Changes　in

　　　left　ventricular　function　during　recovery　from

　　　upright　bicycle　exercise　in　normal　persons　and

　　　patients　with　coronary　artery　discase．　Am　J

　　　Cardiol　58：247－251，1986

Presented by Medical*Online


	1575
	1576
	1577
	1578
	1579
	1580
	1581
	1582
	1583
	1584



