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《原　著》

虚血性心疾患患者におけるRamp負荷時の左室機i能変化

一
左室放射能連続モニタリング法による検討一

中　　山 浩　　二＊

　要旨　冠動脈造影を施行された34名を対象に，エルゴメータを用いた直線的漸増負荷（ramp負荷）時の

左心機能変化を，無線式携帯型心機能連続監視装置（WTCMS）を用いて左室放射能を連続モニターする方

法により検討した．左室駆出分画（EF）は，士5％以上の変動を有意な変化とすると，負荷中の変化は正常

反応（上昇型）と異常反応（水平型，下降型，上昇後下降型）の2群に分類された．冠動脈病変をもたない健

常群6例は全例，正常反応であった．冠動脈疾患（CAD）群では28例中17例が異常反応であった（感度

61％）．CAD群を負荷201Tl心筋シンチにおける再分布の有無で比較すると正常反応を示した11例中8例

（73％）が再分布陰性（R－）群であった．また，異常反応を示した17例中12例（71％）が再分布陽性（R＋）

群であった．R＋群や多枝病変例では水平型や下降型が多かった．負荷後のEFはR一群に比べR＋群で

は有意にover　shootまでの時間が延長していた（1．23士0．75分vs．2．17土0．89分P＜0．Ol）．すなわち負荷

Tl試験にて虚血が誘発されるものは，　ramp負荷時にEFが下降型あるいは水平型を示すことが多く，また，

負荷後のover　shootまでの時間が延長していた．したがって，　WTCMSを用いたramp負荷時の心機能変

化は，虚血性心疾患の診断に有用であると考えられた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（核医学30：1081－1090，1993）

1．はじめに

　Whippら1＞により提唱された直線的漸増負荷法

（ramp負荷法：rampとは傾斜を意味する）は，負

荷量を直線的に増加させる方法で，通常は，呼吸

器疾患や慢性心不全患者における無酸素閾値の測

定などに用いられている方法である2“”4）．近年，

心臓リハビリテーションに際し無酸素閾値を用い

る方法の臨床的有用性が認められ，ramp負荷を

行う必要性が高くなってきた．一方，虚血性心疾

患に対する運動負荷試験法では，多段階型負荷法

が繁用されてきた．とくに，心臓核医学における

心機能変化の評価では，steady　stateを最低限2

＊東海大学医学部第一内科

受付：5年5月31日
最終稿受付：5年7月28日
別刷請求先：静岡県沼津市本錦町650　（㊦410）

　　　　　沼津医師会病院

　　　　　　　　　　　　　　　中　山　浩　二

分間維持させる必要があり，多段階型負荷試験が

一般的に用いられ，ramp負荷時の心機能変化に

ついての検討は未だ少ない．

　われわれが開発した無線式携帯型心機能連続監

視装置（Wireless　Telemetric　Cardiac　Monitoring

System，以下WTCMS）は，負荷の種類にかかわ

らず，心臓における放射能の変化を連続的かつ精

度よく観察することが可能であり5’一】3），ramp負

荷時の左心機能の評価に適していると考えられる．

　本研究の目的はramp負荷時の左心機能変化を

WTCMSを用いて明らかにし，その臨床有用性を

検討することにある．

IL　対　　象

　対象は冠動脈疾患を疑われて冠動脈造影を施行

された34例（男性33例，女性1例，年齢41～78

歳，平均55．6歳）である．内訳は冠動脈病変のな

い健常群（N群）6例（男性6例，平均年齢54．3
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Table　l　　Clinical　backgrounds

201Tl　redistribution

　　　（＋）

N・．。f　pts　　一丁5

Age　　　　　　　　　　　56．9±11．1

0MI／AP　　　　　　　　　8／7
Sex（M／F）　　　　　　　　14／l
CAG（lV／2V／3V）　　　　　　　　7／7／l
Chest　pain　on　Ex　　　　　　　　　4
1schemic　ST　change　l2

　0nExECG

201TI　redistribution

　　　（一）

　　　13
　54．7土10．3

　　　8／5
　　　13／0

　　　7／4t2

　　　　1

　　　　3

Redistribution：redistribution　on　the　stress　201Tl

myocardial　scintigraphy．　OMI：old　myocardial　in・

farction．　AP：angina　pectoris．　M／F：Male／Female．

CAG：coronary　angiography．　I　V：1vessel　disease．

2V：2vessel　disease．3V：3vessel　disease．　pts：pa－

tients．　ECG：electrocardiogram．　Ex：exercise．

歳），有意な（75％以上）狭窄を認めた群（CAD

群）28例であった．CAD群はNew　York　Heart

Association（NYHA）分類では，1～II度であり，

心不全の症例は認めなかった．全例，1か月以内

に負荷201T1心筋シンチグラフィを施行してお

り，CAD群28例は再分布の有無で再分布陽性群

（R＋群）と再分布陰性群（R一群）に分類した

（Table　l）．　R一群は，陳旧性心筋梗塞8例，狭心

症5例の計13例で全例男性，平均年齢は54．7歳

であった．冠動脈造影所見では，1枝病変7例，

2枝病変4例，3枝病変2例であ一・た．負荷試験

中での胸痛は1例に認め，心電図上有意な虚血性

ST変化は3例にみられた．　R＋群は，陳旧性心

筋梗塞8例，狭心症7例の計15例で男性14例，

女性1例であり，平均年齢は56．9歳であった．

冠動脈造影所見は1枝病変7例，2枝病変7例，

3枝病変1例であった．胸痛は4例に認め，心電

図上有意な虚血性ST変化は12例にみられた．

被検者は，検査前12時間の飲食と服薬を中止と

した．

IIL　方　　法

　1）負荷2）1T1心筋シンチグラフィ検査法

29例がドブタミン負荷法，5例がトレッドミル

を用いた多段階漸増負荷法であった．

　　ドブタミン負荷法は，輸注ポンプを用いて，

5　／‘9／kg／min（5分間）を1stageとして，以後，

5μ9ずつ増量し，最大40μg／kg／minまで静注し

た14－’16）．胸痛，虚血性心電図変化の出現，または

目標心拍数の時点で，201Tl　111MBq（3　mCi）を

静注し，直後と4時間後像を撮像した．

　運動負荷法は，トレッドミルを用いた多段階漸

増負荷法にて施行し，胸痛，虚血性心電図変化，

目標心拍数を目標に201T1111MBqを静注し，さ

らに1分間運動を続けて負荷を終了とし，直後と

4時間後像を撮像した．

　得られた水平横断断層像，短軸断層像，垂直長

軸断層像にて，Tlの集積を視覚的に，0：normal，

1：reduoed，2：severely　reduced，3：absentの4段

階に分類し，初期像のスコアが1以上を欠損，遅

延像で1以上スコアが減少したものを再分布と判

定した．

　2）安静時左室機能の測定法

　被検者にピロリン酸10mgを静注，約15～20

分後に99mTc　740　MBqを再度静注し，生体内で

赤血球標識を行い17），平衡状態に達した後，ガン

マカメラ法で心電図同期式Rl心室造影を施行し
た．

　3）運動負荷法（Fig．1）

　被検者に特殊なチョッキを着用させ，ガンマカ

メラの画像下にテルル化カドミウム検出器を，左

室を望む位置に置き，時間・放射能曲線を確認し

たうえで，マジックバンドで胸壁上に固定した．

サンプリング時間は50msec，データ収集時間は

運動負荷終了後3分までとした．データ処理は毎

6秒間の平均加算で行い，バックグラウンドカウ

ントは拡張末期カウントの80％とし，以下の指

標を算出した．すなわち，相対的左室拡張末期容

積（％EDV），相対的左室収縮末期容積（％ESV），

左室駆出分画（EF），心拍数（HR）である．％EDV，

％ESVは安静臥床時を100％として解析を行っ

た．さらに，自動血圧計（日本コーリン社製

CBM－2000）により血圧を1分ごとに測定し，収

縮期血圧（BP）と心拍数の積である二重積（PRP）

を算出した．同時に，心電図も連続モニタリング
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Fig．1　Protocol　of　the　ramp　exercise．　BP：blood　pressure．　ECG：electrocardiogram．
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Fig．2　　Correlation　of　ejection　fraction　calculated　by

　　　the　WTCMS　and　by　the　gamma　camera．

を設けた後，1分間に10wattずつ漸増させる

ramp負荷を行った2“4）．運動負荷の終了はミシガ

ン基準に準じて胸痛，下肢俺i怠感などの自覚症

状，あるいは有意な虚血性心電図変化の出現時と

した．

　4）推計学的処理法

　統計処理は，対応のあるt一検定を用い，p値が

0．05以下を有意とした．群間の比較には一元配置

分散分析を用いた．また，頻度についての検定は

z2検定を用いた．

1V．結　　果

馬
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拠
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3

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13（min｝
Fig．3．　Sequential　changes　in　the　blood　pressure，

　　　heart　rate　and　pressure　rate　product　during

　　　exercise　were　all　linear　increased（p＜0．OO1）．

　　　BP：systolic　blood　pressure．　PRP：pressure　rate

　　　product．　HR：heart　rate．

し，標準12誘導心電図は1分間隔で記録した．

運動負荷は，上半身を45度に保つ坐位型自転車

エルゴメータ（シーメンス社製ERGOMED－930）

を用い，負荷量20wattで1分間のwarming－up

　1・安静時左心機能の検討（Fig．2）

　安静座位でWTCMSのEFは，ガンマカメラ
のEFとの間にr＝0．85（P〈0．Ol，　y－0．80x－｛12．11）

の良好な正の相関が得られた．

　2．BP，　HR，　PRPの変化（Fi9．3）

　34例全例におけるBP，　HRおよびPRPは直線

的に増加した．

　運動開始時と運動終了時の2点で比較すると，

BPは136．3土20．6mmHgから178．4土32．1mmHg，

HRは71．5土14．8　bpmから　108．7±18．38　bpm，

PRPは9．6土3．1（×103）から19．5土5．3（×103）と，

いずれも有意に増加した（それぞれPく0．00D．

　3・運動負荷時の左心機能の変化

　運動負荷時のEFは，±5％以上の変動を有意

な変化とすると18”23），上昇型（17例），水平型（8

例），下降型（6例），上昇後下降型（3例）の4つの

型に分類された（Fig．4）．

　上昇型を正常反応，それ以外を異常反応とする
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Fig．4　Sequential　changes　in　the　ejection　fraction　during　exercise　can　be　classified　into

　　　　　　4types．　Ex：exercise．　EF：ejection　fraction．

Table　2 Type　of　ejection　fraction（EF）changes　during　exercise，　exercise　duration　and

　　　　　　　　　time　to　over　shoot　in　each　group　of　patients

Coronary

Normal
Single　VD

Multi　VD

n

Patterns　of　EF

Normal

6
4
4

　
1
1Total 34

Abnormal

∠

U

7
417

0
7
0
一
7

　
1
　1

　Exercise
　duration
　　（min）

8．58士3．26

　8．5土2．11

7．25土2．48

　8．0士2．48

Time　to
over　shoot
　　（min）

1．08±0．97

1．96土1．18

　2．0：ヒ0．78

1．82士1．03

Patterns　of　EF，　Normal：normal　response（up　slope　pattern）．　Abnormal：abnormal　response（horizontal，

down　slope　and　up・down　slope　pattern）．　Single　VD：single　vessel　disease．　Multi　VD：multl　vessel　disease．
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Fig．5　Comparison　of　EF，％ESV　and％EDV，　at　rest　and　peak　exercise　in　patients

　　　　　　with　or　without　201TI　redistribution．　Significant　decrease　in％ESV　and　increase

　　　　　　in　EF　were　noted　in　patients　without　redistribution．　Significant　increase　of％ESV

　　　　　　and％EDV　were　noted　in　patients　with　redistribution．　EF：ejection　fraction．

　　　　　　Ex：exercise．　N．S，：not　significant．　EDV：凹d　diastolic　volume．　ESV：end　systolic

　　　　　　volume．
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Fig．6　Representative　case　of　the　ramp　exercise．78　year－old　male　with　effort　angina

　　　pectoris．　The　findings　of　coronary　angiography：99％stenosis　with　delay　in　left

　　　anterior　descending　artery　was　demonstrated（Upper　pane1）．　The　WTCMS　data：

　　　Linear　increase　of　HR（●gr㏄n），　slight　increase　of　ESV（▲yellow）and　sig－

　　　nificant　decrease　of　EF（O　blue）were　noted　during　exercise（Lower　panel）．　EF：

　　　ejection　fraction．　HR：heart　rate．　EDV：end　diastolic　volume．　ESV：end　systolic

　　　volume．

とN群6例は全例，正常反応であった（特異度

100％）．CAD群では，11例が正常反応（1枝病変

7例，2枝病変4例）であり17例が異常反応であ

った（感度61％）．異常反応は1枝病変が7例（水

平型2例，下降型3例，上昇後下降型2例），2

枝以上の多枝病変が10例（水平型6例，下降型

3例，上昇後下降型1例）であった．

　運動負荷時間は，N群は8．58土3．26分，1枝病

変は8．5土2．11分，多枝病変が7．25±2．48分であ

り有意差はなかったが，多枝病変群で短い傾向が

あった．

　負荷後に，EFが一過性に冗進を示す現象を
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Table　3

核医学　30巻9号（1993）

Type　of　ejection　fraction（EF）changes　during　exercise，　exercise　duration　and

　time　to　over　shoot　in　patients　with　or　without　201Tl　redistribution

Redistribution n
Patterns　of　EF

Normal Abnormal

Exercise
duration

（min）

Time　to
over　shoot
　（min）

）
）

一

十

（
（

つ

」
【
Jl
l

8
（
5

5
2

　
1

9．0土1．72

6．9土2．43＊

1．23土0．75

2．17土0．89＊＊

Tota1 28 11 17 7．87土2．35 1．73：ヒ0．95

p＊〈0．05　　　＊＊p＜0．Ol

Patterns　of　EF，　Normal：normal　response（up　slope　pattern）．　Abnorma1：abnormal　response（horizonta1，

down　slope　and　up－down　slope　pattern）．

over　shoot現象と呼ぶが24），　over　shootまでの時

間は，N群が1．08土0．97分，1枝病変は1．96士

1．18分，多枝病変は2．0土0．78分であり有意差は

なかったが，多枝病変群で長い傾向があった
（Table　2）．

　4・CAD群における左心機能の変化と201Tl心

　　筋シンチグラム所見との比較

　CAD群28例を，負荷201Tl心筋シンチグラフ

ィにおける再分布の有無で比較した．

　％EDVは，　R一群では，運動開始時が103．3土

15．2％，運動終了時が105．2」・4．4％と有意差は認

めなかったが，R＋群では運動開始時が100．7±

2．3％，運動終了時が104．4±5．4％であり有意に増

加した（p＜0．Ol）．

　％ESVは，　R一群では運動開始時が105．3±

16．4％，運動終了時が90．5土23．9％と有意に減少

した（p＜0．05）．一方，R＋群では，運動開始時が

96．8土8．5％，運動終了時が122．5土46．7％であり，

有意に増加した（p＜0．05）．

　EFは，　R一群で運動開始時が60±15．4％，運動

終了時が65．5±18．1％であり，有意に増加した

（P＜0．01）・一方，R＋群では，運動開始時が70．8

士10．9％，運動終了時が67．6士12．9％で減少傾向

はあったが，有意差は認めなかった（Fig．5）．

　運動負荷時のEFは，11例が正常反応であり，

そのうち8例（73％）がR一群であった．一方，

17例が異常反応であり，そのうち12例（71％）が

R＋群であった．それぞれの頻度は有意に高かっ

た（X2－5．08，　p＜0．05）．　R＋群の12例は，永平型

4例，下降型5例，上昇後下降型3例であり水平

型，下降型が多かった．

　運動負荷時間は，R一群が9．0士1．72分に対し，

R＋群は6．9土2．43分であり有意に短かった（p＜

0．05）．

　Over　shootまでの時間は，　R一群が1．23土0．75

分に対し，R＋群は2．17土0．89分と有意に延長し

ていた（p＜0．01）（Table　3）．

　5．症例提示（Fig．6）

　78歳男性．労作性狭心症．

　冠動脈造影所見：前下降枝segment　7に造影遅

延を伴う99％狭窄を認めた（図上段）．

　WTCMS所見：ramp負荷開始とともにHR
（●印，緑色）は直線的に増加し，ESV（▲印，黄

色）は増加した．EF（○印，青色）は著明に低下

を示した（図下段）．

V．考　　案

　WhiPPら1）により考案されたramp負荷は，

steady－stateにはとらわれずに，安全かつ短時間

に，必要なデータを得ることを目的とした負荷法

である．前述したごとく，ramp負荷中の心機能

変化の評価を核医学的に行うには，ガンマカメラ

法ではデータの収集が困難であり，WTCMS法が

最適である，谷口らは2・3），慢性心不全患者を対象

に，呼気ガス分析を併用した心肺機能の評価には，

ramp負荷が重要であることを報告している．心

臓リハビリテーションに際して無酸素閾値を用い

る方法が有用であり，数々の報告がある2“4）・と

くに，酸素摂取量（VO2）とHRの変化は，負荷

の増加量を適宜選択すれば，ほぼ直線的な増加が
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得られ，無酸素閾値（AT）をはじめとする心ポン

プ機能の応答を示す各種の指標が容易に測定可能

であるという．また，HRとBPがほぼ直線的

に上昇すること，PRPの変化は連続的であり

exercise　tolerance　timeの再現性がよくなることな

どから，ramp負荷が心筋虚血誘発法として妥当

であると報告している．

　われわれの成績でも，HR，　BPおよびPRPの

変化は直線的に上昇し連続的であった．また，運

動負荷時間は心筋虚血の誘発された例では有意に

短かった．HRの増加が比較的小さいのは，運動

中止の理由が，胸痛，あるいは虚血性心電図変化

が多かったためと考えられる．

　今回，冠動脈疾患群を負荷201Tl心筋シンチグ

ラフィによる再分布の有無で，虚血判定をして2

群に分類したが，通常の4時間後像のみでは，

201Tlの追加投与法や24時間後像を追加するのに

比較して，心筋のviabilityを評価するgolden

standardとは言い難いかもしれない．それゆえ，

再分布のない群にも虚血が証明されうる症例が含

まれている可能性はある．これは，再分布のない

群に8例の梗塞が含まれていること，6例の多枝

病変が含まれていることの理由のひとつと考えら

れる．また，各冠動脈の末梢病変が主であったり，

副側血行路の発達の程度がよかったことも考えら

れる．

　冠動脈病変を有する28例の運動負荷時の左心

機能の変化の検討では，R＋群では％EDV，

％ESVは有意に増加し，　EFは増加が抑制された．

これは，心筋虚血の誘発にもとつく左室収縮障害

を示すものと考えられる．

　運動負荷時のEF変化は，5％以上増加を正常

反応，それ以下の増加あるいは低下は異常反応と

するのが一般的である18－’23）．玉木らは多段階運動

負荷時のEF変化を5つの型に分類し，それぞれ

の型と冠動脈病変との関連を報告している25）．わ

れわれの検討でも，負荷法は異なるものの負荷中

の変化を詳細にみると，正常反応（パターン分類

中の上昇型）を示した11例中8例（73％）がR一群

で，異常反応を示した17例中12例（71％）が

1087

R－V群であり，異常反応を示した群では有意に心

筋虚血が誘発された症例が多かった（p＜0．05）．ま

た，異常反応を示した群では水平型が8例（47％），

下降型が6例（35％），上昇後下降型が3例（18％）

であり水平型あるいは下降型が多かった．冠動脈

病変では1枝病変が7例，多枝病変が10例であ

り，10例中9例が水平型あるいは下降型であっ

た．これは水平型や下降型は心筋虚血の誘発され

た症例や多枝病変である可能性が高いことを示唆

する．玉木らの成績では25》，再分布の認められる

例や多枝病変例では，上昇後下降型が多く認めら

れた．われわれの成績では，上昇後下降型は3例

と少なかった．これは，EFの有意な変動を5％

以上としたため，水平型や下降型の割合が増加し

たものと考えられる．以上のように，運動負荷時

のEF変化は，心筋虚血の重症度を反映するよい

指標になりうると考えられた．また，Koikeら26）

は，慢性心不全患者を対象に，WTCMSを用い，

左室放射能を連続モニターする方法によりEFを

求め，呼気ガス分析との関連を検討している．彼

らの成績では，無酸素閾値の時点に一致して，EF

の低下が始まることを報告している．このことは，

WTCMSを用いたramp負荷で無酸素閾値が推
定可能であることを示唆しており，今後，さらに

検討する必要があると考えられる．

　EFが運動負荷終了直後に…過性のノd進を示す

現象は，健常者のみならず虚血性心疾患患者にも

みられる現象である25・27“’29）．この現象をPfisterer

らはover　shoot現象と1呼んだ24）．　Over　shootに関

する諸家の報告25・30～32）があるが，いずれも，冠

動脈病変の重症度に比例して回復遅延が生じ，虚

血の重症度が推定可能であるとしている．われわ

れの検討でも，R一群に比較してR＋群では有意

にover　shootまでの時間は延長していた．これは

虚血による左室機能の回復遅延を捉えているもの

と考えられる．

　したがって，以上をまとめるとR＋群，すなわ

ち負荷201Tl心筋シンチグラフィ時に虚血誘発群

では，ramp負荷にて％ESV，％EDVは有意に増

加し，EFの増加は抑制され，運動時間が短く，
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さらにover　shootまでの時間が延長していた．再

分布陽性群や多枝病変例では，水平型や下降型が

多く認められ，運動負荷時のEF変化は，心筋虚

血の重症度を反映するよい指標になりうると考え

られた．

鈴木豊教授，同第一内科講師井出満先生に感謝いたしま

す．また，終始ご協力をいただいた内科学1教室の諸先

生方ならびに核医学検査室の技師諸兄にも感謝いたしま

す．

文　　献

VI．結　　語

　虚血性心疾患におけるramp負荷時の左心機能

変化を，99mTc一赤血球とWTCMS法を用いて検

討し，以下の結論を得た．

　1）ramP負荷時のBP，　HR，　PRPは有意に増加

し，その変化は直線的であった．

　2）負荷中のEFの変化は，土5％以上の変動

を有意とすると上昇型，水平型，下降型，上昇後

下降型の4つの型に分類された．上昇型を正常反

応，それ以外を異常反応とすると冠動脈疾患の感

度は61％，特異度は100％であった．

　3）冠動脈疾患群は正常反応を示した11例中

8例（73％）がR一群で，異常反応を示した17例

中12例（71％）がR＋群であり，異常反応を示し

た群では有意に心筋虚血が誘発された症例が多か

った（Pく0．05）．

　4）異常反応を示した群では，水平型が47％，

下降型が35％，上昇後下降型が18％であり水平

型あるいは下降型が多かった．

　5）　％EDVは再分布陰性群では，有意な変化

は認めなかったが，再分布陽性群では有意に増加

した．％ESVは再分布陰性群では有意に減少した

が，再分布陽性群では有意に増加した．

　6）負荷時のEFは，再分布陰性群では有意に

増加を示したのに対し，再分布陽性群では増加が

抑制された．

　7）運動負荷時間は，再分布陰性群に比較して

再分布陽性群では有意に短縮していた．

　8）Over　shootまでの時間は，再分布陰性群に

比較し再分布陽性群では有意に延長した．

　以上の成績から，ramp負荷時の心機能変化は，

虚血性心疾患の診断に有用であると考えられた．
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Summary

Sequential　Changes　in　the　Left　Ventricular　Function　during　Ramp　Exercise　in　Patients

　　　with　Ischemic　Heart　Disease：Continuous　Assessment　of　the　Left　Ventricular

　　　　　　　　　R．adioactivity　with　Wireless　Telemetric　Cardiac　Monitoring　System

K（’ji　NAKAYAMA

First　Department　of　lnter〃a’Medici〃e，　Tokai伽ヅers輌rγ，∫吻o’of　Med輌d〃θ

　　The　left　ventricular　function　during　ramp　exer－

cise　was　assessed　using　99mTc－labeled　red　blood

cells　and　a　Wireless　Telemetric　Cardiac　Monitoring

System（WTCMS）in　34　patients　who　received

coronary　angiography．　Sequential　changes　in　the

left　ventricular　ejection　fraction　（EF）　during

exercise，　were　classified　into　the　two　types，　normal

response（up　slope　pattern）and　abnormal　response

（horizonta1，　down　slope　and　up－down　slope　pat－

tern）when　defined　the　response　as　5　percent　or

more　increment　of　EF　as　normaL　Six　patients

without　significant　stenosis　by　coronary　angiog－

raphy　showed　normal　response．　Seventeen　of　28

patients　with　coronary　disease　showed　abnormal

response（sensitivity　61％）．　Eight　of　l　l　patients

（73％）with　coronary　disease　and　normal　response

showed　no　redistribution　on　the　stress　thallium

myocardial　scintigraphy．　Twelve　of　17　patients

（71％）　with　coronary　disease　and　abnormal

response　showed　redistribution　by　the　stress

tha川um　scintigraphy．　Horizontal　and　down　slope

patterns　of　EF　during　exercise　were　more　often

noted　in　the　groups　with　redistribution　and　multi－

vessel　coronary　disease．　After　the　exercise，　the

times　to　the　over　shoot　was　significantly　longer　in

groups　with　redistribution（p＜0．Ol）in　comparison

with　groups　without　redistribution．　From　these

results，　we　conclude　that　the　monitoring　the

changes　in　left　ventricular　activity　during　ramp

exercise　with　the　WTCMS　is　a　very　useful　method

fbr　the　evaluation　of　the　sequential　changes　in　left

ventricular　function　in　patients　with　ischemic　heart

disease，

　　Key　words：Wireless　telemetric　cardiac　moni－

toring　system，　Ramp　exercise，　Ischemic　heart

disease，　Left　ventricular　function，　Radionuclide

angiography．
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