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信じめに

冠動隊疾患 (CAD)において左£岨能は患者の予

後を決定す.，.要忽図予の1つである しかし，本廃

車患者において，安谷崎には心機能異常を量さない症

例.~多く存在するため 運動負荷によ，て翠益され

.<、機能変化を杷姐することは予後を措定する上))..;

も極めて重要で~る 左心峨燈を非鰻血約に推定する

ζとは還鋤負荷む電図以験のE的の 1 つで~る

すでに白定費扱疾患において運動負荷によ勺てg

"される著しい血行動想実化は左."，覆終期医

(LVEDP) の上昇および ejeeti佃 f~，ぬ姐(Eめ

の変化である三とが知切れている ζれりのj:ft;IJlム

'"互の上昇左胸の鉱大そ..姐し 心'""分極通包に

，.化を生ずる乙と"充分予息され弓

本訴究の目的!;， CAD m例において，翠勤良司に

よる Fmnk法P量生およびPDの変化か左心腹能を"

相自的に持伍する上で有用で~るか苦かを検討する三

とである

Z 対象および方法

蝕常成人 (NL)26名(平均写令お!a'.主繋冠動!r.

の ftt以上にTVeU上の訣曜を包める CAO忠宮市名

，'!'均年令ω鎗}を対象とした 対象信金例正常湖沼

仰を示した CAO 盆例を玄室温艇にて~".J!i正常

左室竪巡勧を示す労作包主総.(.'A阻 (AP)10例 (API)

むよぴ hyp・kinnisを..める AP26例 (AP".!) 狭

心""を思めなb暢阻也心続優2盆(1)11)23例(~t1

幻，狭心症択を認おる Ml19例。UZ)Q;) 4 "1:分

"した

・名古且大掌虚学.. 内n

対象企例に鹿線"のd:iEB~ue密接ト ν ヲ VξN;ß防

負荷c:rEX，髭験.，貧血臨した。運動終点は NuI尊で

は金例~8I('組数〈予測..大<渦般の"閉であり.

APl J私 AP2o. MI2 I撃ではすべて胸痛であ勺た

Mll nの窓動終点ば19例が信組£弛...擦りの4例

が息切れあるいは疲労であ弔た

TEX 例および終了30~~長仰臥位にて Fu略法

ペタトル心電3置をE織した 本研究でほ TEl史的およ

び終了後初秒のP捜むよびP尽を'"宣告のs(..ffI加算
法こより処理。解肝した スカラー心電自の極後は左

下後をZ橿とした

APl oおよび AP2I曜のうち12例に還動良市 Rf

aug-iogmphyを捻行し. EPを始めとする血行動車，，.

mとP波およこ，."措量とを比鮫検討した

TE.¥: t:tTiX30診の測定艦の TE..¥:ft1Jの値巴対する

百分率を袈化寧として用いた

E 鎗

0' 安鱒附血行勧.. 

a匹

."こ CAD-!-~の LVEVP および1<率泡.，より

求めた EFを示す A町民俗ほかのS耳障に比して有

"に低い ιVEDP毛布し (p<O.OS)，AP "1孟 .1

E障に比して有怠 'pく:0.01)に高い EFを示した

署長 1 H.団側lyNlllli~ 9"f帥"舗."鰯tin 1'0。崎町

IIrU'ry rli_ 

L¥'SDI' (岨皿"" E F (:.) 
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(AP 1) ld7土m'.;。

(MI2) 1潤土29Mであり. MlZ If-は NLO

および&1111障との"'にそれぞれp<O.05およびP<

0.01の宵uを示した

土21，百
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'"土12r.o(MI2)であり.NL oおよび&111If-l丞

AP ~"およ J MI21$より有患に高値を来した (p

く:0.01) また AP 2 I障は AP1 IJより高値そ示し

た (p<0. 05) 
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およ:JCAO n聞こ高度の宥卑!l:(p <0. 01) 
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NL 

'" ') 
A成分~変化事を示す

P足。t~誌のゆで水車福島^'ペタ ..のÅt ~

の変化事のみが NLむよ二1CAD m::ll:高

度の'(f{l1l.(p <0. (1)を示Lた【園川。 tl:k.sIf-

の 日同Z の~化~，母国 4 に思す

g・・.と忽D・軍需患本位との関係

【H

を示した

."豆》

《・》

"例の AP において自国益 の~化~l:. 1 11附~

1!3土::3，.';， 2 技術~'"土“，... 3lH~.I2 1却全信%で

"主".，例の日剛玄 の"化."三他の廊の健

に比似して有l!l:高値を示した(1'<0.05).1If1:! n 

においても 31主制定例の H・m認の度化$11. 1 u:お

よび"左胸~例に比し有怠に尚偵を承l. f: ~ pく:O.O~J

(1) 冨m・2とEPとの相側 (BI)

速ヨ防n荷R<制官喝吊Ipt，}'により求めた1.'.到 EF

日同Zの変化調院と有'"低血相帽を来Lた

~.た

の1定化事俗
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示した岨・}

J[ ot • 
本研究において解僻されたPI聖書よぴPlIlI量のゆ

で CADøの L回玄および '~Lの産化事が NL

mより有怠に高値を示したζとほ.TEXにより率飽

きれた両者の度化会明的図予に忽因する乙とを示唆す

るものであるう。また 隠_11量の変化Iま主とし

て4崎放噌加それ自体怠るいは=，袖山血回避思崎

大による盆右心"の奥竃開始時期の時間的ずれの摘失

あ.い依減少はどの生理的宙子に原因すると脅えられ

• APltと NL騰の E幽玄の"化:;'1.:1ま"同僚の

皮届与を恩めたζとは.AP 1癖は1後B何度例が主体で

あり.TEXによ，て心筋虚血b哩鑑されてもその縄

圏合報局されて省払さらに 正常盆の代慣往還勧克

道により鎗泉的ごはほ"正常のが。baIts.1i.蜜峰能反

応を示したためとも考えられる もちろん.TEXに

よ令てZ包された異常血行動銀変化の TEXI>了後の

持篠崎聞と.~，との関連佳について‘ 今後@後

討が~要である

狭心霊伏を留め屯い心筋医..例に TEXを篤行した

場合!その LVEDPr;t pr句"聞刊に上昇するζ

とが処，れている M111爆の羽田，.の度化率が

T!:rと有.，.な墨帽関を示したζと怯それを反映して

いる可能性がある したが勺て。篠心盆紋を脊しない

隣悶性心筋梗竃例においでは 固定普段の還鋤を良脅

し.盟醐.<解併した方が良いか.剛1ない

AP 例において.~哀の度化a医院，左盆 EF の

~ft:;.と密接に繍係している 乙のことは. H l1li¥:1: 

'" 
の度化率により AP例の左心峨能界値をす.ζとの

妥当性を示唆するものであるう

MI2 I障の四国$:.tまNL.撃と有U<示さなか

令た ζの原因として .m欝@収緬期血nよぴ心

.."の麗化事は NL.隠より有震に低<.TEX ICよ

勺て充分伝左心開能の，.化を惹"しえなか，たζ とが

考えられ.

L~玄の変化lt: h NLa.と CAO鶴岡に有. .，撃を

示したが.".撃の分布.. ほか忽りの軍はり合いを示し

病的P反応判定のため巴単重量@隣国削除rとして用

いるには兎分で"いと考えられた

'*・

健常成人 (NL)26名.iiI闘砲実阜患者 (CAO)78 

名に修".-接伝...悶iU還勘負荷民般を路行，

その前畿の F=匙法P波およびPlIの度化を解肝しI

以下の結果を婦た LP援左芳成分および水率直..大

Pペタトルの大きさ団四叫の町出 (4'皿 叫

Iま.CAD"が NL齢より宥..に大であ勺た (p< 

0.01). %. 労作位決4頃".. 列車者指名に"いて

4'岨 LI志望安鈴時乏.. 聖書動異常震が盛遁鋤正常o
より有!Iに大であーた (p<0. 01). a. AP患者にお

いて.0"防負宵後区闘志増大の鰻序として....負荷

に体なう左重明tionln.ぽ聞の低下が関与してい

ると考えられた 4運動負荷後宮固U 増大は C"O

の左心臓能帰舗に有用と考えられる。

文隊

1) ，ぬωbo.ta， I~et乱 J".cl問。IJ絹 381，1981

2) Yo初"，噌etar.:Jp固い HeartJ. 18 : 1，1911 
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翠'自負荷時cDECGの，.{tの帽関.

虚血性心疾患tとお吋る運動負荷前桂白 QRS電位園町検討

和 国 正敏・ 金 子 E =" 

E 麗 震・ iIf! 凶

はじめに

~血性心療æ患者における 選鋤負荷による QRS

側舗の変化かり."動隊疾患の宵鵬を検討した縄.. が

い《つかめる" 今包夜々低遁勤負荷例復に休農語

<.縫('.CIBI(竜也即を包厳し商場の Q間銀帽の

竜自立医変化と思泊康調時... ....負寓"J"~心筋シン
チグ，ム所見及(J"変化との比綬骨量汗，た

Z 対象及び方法

対象は胸衡を主訴とし...白色止嘆息"..われ冠

動寝泊膨縫を鎗得された2怠慢である その内訳62.g主

たる竃鎗怖と剛山土の象事を有し削明7・柑2侭

亭均剥.の NCAt9見鍋!'.)J，ょの狭窄会S陰にu
める男‘例'"例。平局“才の I.V.D.r払それを 2

践に辺地る~・侭司''''''才の !..\'.D. ø.それを S

Uに"める~，例，平均幻才の3. v.o.nである 対

.~nは平勾包S才の男子とした

1J位・".腎臥位自伝車%J.d;-，!A荷'"子。た

ぬ荷量:::$ .. ・'"より"'"し.分.にお...u.
づっ増加さぜ..旬摘。下肢連安労 才位保の出現.，陸太

子削乙""肢の8S.!'..に遣した均そ ."drointとした均t

~.::.， ー心屯図で著明aST 変化を生じ 1:.1与む e固"

伊 ilLtとした 三の時点でTl:!OI:!，.αを傍注し

慌に 1分間同 じレベルのn荷制7い終了した

ZS民国t左 中日右手~ HP~ 目。"をm.'.駒竪上

の1i1.'よりn.寄稿と時7盤磁の 1心納分"..した

き01Tl心軒シンチグ'74(心筋シンチ)1:"筒終了

直隆と 4・f::司担金に正面左古前倒位 慨舗の‘ヌ 刷か

ゆ検討し 欠制限の""叉'"貫主:(7}'W鳴を桜花的"刊

定した

躍動位向~l::. NCA nでは早均す分制砂。銅山

以上の明支を包めるoでは ‘多)'.，仇対..oでは￥

. t..!il極""衛生 ?̂内"

仁・0 水野 E範・

勾"勤柑診であーた

'"笛 .. 勤負荷"5の QR81度舗の"化を比叡する

ため両者の戸潟市旬'....四p と n:u:l，..voltø~ 

~， .作担した開k叫...剛p とi孟"表面

ょの..，患のa・.~かる褐た QRS ，震舗のR援のJl.~抵の

・."プ巴，.~ t.. ..位・・で備いた 阻“ir..oltap 

副 pと1::.名....嗣'"の-.i曹い.広告プo， ， 
し...位.で福いたらのでhる

E 館 • 
.. 各"の _k・・，，，.・..，と ..adl..拘 10tIJ・

開岬o"化こついて

.，対鳳.. 

a珂舗の JOk，.011嶋.=，で1:，+O.3mV以上

の軍緩b宅街a:ui1JV，か勺 V."含む左側胸"を置

い.+1.OmV (7)債指定は V.V，の恒織をIIhた 負

荷俊Iま +0.5...V 以上の領域は =p の約下34へ~

動し.+1.0...¥1'の脳級も V，V，より下方ヘ移動し

た

.....の n“ir...，It~ IIUIPでは V，か.;Y I 

..炉心に附胸11.上方をII!い負荷扱 その領域はより

広〈より探〈は勺た

1) NCA" 

負荷僻&の問"出申と剛"哨唱で，.，

とら対照"とほぼu似した，~， -....を示した対照

mぉC .̂.の盆民心筋シyチ際見""盤であラた

1)I.V.O." 

manとおĈ ..のR何肢の+0.5m市のlI;";r:径

がるのに対し ζの.. のをの制~"繍少した負荷肢

の ntlldirvol句評醐pのS主化は対!II"と NCAn 
とIl.lf周じ絹旬を示した(周.，

・)I.V.D." 

n何aの....叫旭..=，で1:.対扇風前C^
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Z払 lv.n.nと異なり，+2..0IllV以上の領域!!.そ

の位盆む範閣も大会〈変化せず.傾大の鍵"増加した

ulldir、'o[tapIlUl.p は史の'"と1まtま閉じ傾旬を示

し允圃"

S)S.V.D.... 

二のQのS糊 k，'oltngモ=.と附dir~，，1c噌守白凶p

1:' 2. ¥'， D. tfとほ!ar閉じ館腕司を示した

"" -ー.

....， . 

E羽

-・I明

島 2・m
岳...-
Qt..... 

国:l Etrort飢fl'ina.....i'b SV.D 

L 各"の "・h ・・1旬z・M・，の彊働負荷術省邑の

比・"ヨu，
各官同運動負荷mと負荷畿のm怯 .olt勾守旧pの

比般をするため.各線専点のR授の頂恨の健か +2to

nlV， +l.OlUV， +O.Sm¥'以上を示す鋳宥点nのIt

似を行勺た

各訴の+2.0m¥'以上の慣局長の変化に淀白をすると}

対照鴎では。その値織が鉱がる症例はミ〈 極少した

症例は6例中‘例であ勺t;.KC... I障でも同様に 鉱

表 I Cor""[，，t刷， rc81 an，1 91r舗 2開、k，'C山"..岬

仁J'嗣

.. .•.... 
~ ， !i ........““ 
・. ・， " ι ・・...

X 



". 

がる窓例はな"lO少した定例が'例中.，同であ。た

1. V.D 習でも，鉱が，た定例11f.ょく. .:少した症例

が5例"，.例であ勺た すなわち。 ζ のs欝に共通す

るととは +2.0mV以上の懐諸は運動負荷低縮少

するζとで..令た ー方2.V.D. l'手でほ. +2.0mV 

以上の慣喰が鉱がる症例は4例中1例..少する症例

も1例 建り 2闘は不変であラた 3. V.D. 1$で路鉱

がる症例はなく .. 少するε例が‘e暗中1例で残り

‘例は不変で..，た すなわ色 2銃剣;::. 3 t定例藍

Z障で信. +2.0mV以上の隈騒l.t，広がり，及び体安

置ょの位置ゐ度化しずるい傾喝を示した

各ヨ撃の Dadirvoltaee回 pの運動負荷前後の比叡

で，..いずれの野でb陰性領域が広〈深〈伝る定の

傾句を示した

m .. Z健

忍勤負荷による X，Y， V.弱揮でR"寓の低下と

s穫の沼さが噌大する乙とは以前から報告されてい

る“" その QRSの療暢変化の影曹すると考えりれ

る要燃には，心買の位置と QRS舶の智也，...内血

液容積心室の収徳性の変化等があると苛えられてい

る

図1r:示す NCAI爆の伊阻kvoltn(re m4pとm

dir volU¥&1' mapより 結果か".われているように

還勤負荷像。右蜘豚a専の"をは湾〈 'Sり，左胸鼠m
.."のR波(1.;1(する三とと一致したす立わち負

荷~のR設の援J;，まPftlk voJ~ 回p からみると.

高い電位を示す領域が左胸鼠a尋の位置より下方へ移

動していることがわかる ζれは，選動員荷による心

隠の位択の変化 4慣周密のa・等によると苛えるれ

る

次に 各町Eの皮化について比依すると'(-Klm-，

負荷の持続叫間管の変化が"き起因子と f~ .õ と考えら

れている今回の対照認と NCAOと比依すると，..

・，kvotlq向田pと nadir1'011・..=pのpDtltr固

とむ筒隠閣に大会主差..認められはか令た しかL

'"に示すように各 voltageの儒.，を比駁すると，対

照爵でほ+O.5mVJ2l上の領ゆ'"盛大ずるのに対し.

SCA憶で隠それが議少した 丸 ほ かの l吹 0....

象衛涯学.".橋銭

2. V.O.I障と 3.V.D.Qも 負荷食+臥 5岡V以上の

傾織が撮少す.傾向を来した。すなわち.対照欝の年

令が平均"才で，負荷時間も11分..秒。 100官'"・で

あるのに対し.NCA IJIます分“bで 75...."tts.1 

V.D.，2.V.Dと3.V.Dが8分"砂であーたことが

そのZつの原因と考えられた

R波の2変E化と窓'勤防'際医.. 町夜E鷲奪の程度との鴎保について

の園係はい〈つか'暢a告されてい4畠S"

4今争.'"の舗'果展でt俗孟. NCA IJと1.V.0."の+2.0mV

以.tの自質調震は様少す.のに反し.2.V.O.1際.3. V.D 

Z障のその慣局長ば不定であ令た。しかし ζの速いから

霊駒..，可愛瞬間の湿度の判定を行うのは園鍵であると

忽われた

叉."者と後者に対する運動負荷は出ま閉じ程度

であ.，久その病変の程度は後者の方が偉いと考えら

れる す芯わち P舗kvoll4;e m.apの両者閣の若干

の違い...プEヂ4ー効廉凶・(..;1の収倍佳の"化が

犬舎f':l!!・があると考えられた

ま と め

遅刻負荷によるR践の僚帽の際化は冠動脈がu
主I'L R擦の変化が少ないζとが示唆された "支の

被帽に関しては いずれの震でもa:<濠〈江る傾向が

あ令た QRS t震幅か勺 運動負荷によ.虚血性変化

の程度を判定すること..図・であると~れた
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...自負荷"のECGO度化の筒閃.

狭心痛を伴わない負荷心電図 ST降下白臨床的意義の検討

安麗 m ニ・ . 宮 本 .. 絵村尚紋・

児島俊一・ー金縁膨士・ 西島宏隆・

甫 勝・.小株

信じめに

虚血後も幌患のスタリー品シグテストとして遷動負

荷会館えた心電図による.. 断S舎の有用盤"高〈縛寄さ

れている しかし負荷心電図"'''下の疋掲尿腕慶島

断に射する縄民位。指領後について信従来からa.'!"~!

屯か司たわ"で r::t..い.と〈に鏑，，~後に負膏む電m

ST鱒下を示す例では賀陽伎と偏見.盤の判定がa・江

絹舎が少な〈ない叩 今回投々t走車'抱負荷"T1心筋

"ージげ及び償震学的4、血管盗彫佳を用いた運動

負荷~の解析によ?て.. 星旗怯負宵'~電図 ST 降下の

臨.. 的皐鍵に蝿し検討を行ー，たので健.す.

Z 対象忽らびに方盗

吋対.. 多〈怯人rolll'..タに省いて竃動脈事実阜の

スタリー&ングテストとして運動員荷成政~汚。た佳

例で負'"，心電図 ST降下首に駒錫を体わはい2T例伐A

下鏑，.俊民とする 男19 女 8，寧均等令"会"才)，

7.l:.t血啄鈎に政£篭b唆われ負荷心電図 ST"下旬"

残心輔が鍋挺された32例 α~.下後，<.-ilj þとする.男羽I

女，，平均厚令"ま10才〉計鈴鹿例を対象とした側

'oの区間"運動負荷喝の自覚"に轟づいているが他

i!!tl:l}. ~t !lmでの"はく とも 2度以上のZlIJ 1\PiliW:

の結果より判定を行弔た 商卸そ比目すると性別では

蟹症候"に女縫うe多い閥均がみ，れるが率勾隼令には

'"三包められ年か，た

ぬ対~例r: f3. Ji.t 竜国土 H I! (boris舗~ do1l''' 
・ lopillr)でほ J点より 60~舗 のと ζろで ，.. 以

上. J盟【j回収lio....1.11'陥1.吻固置}でr::J点より 80

m耐のと ζろで 1.，園風以上の ST"下を示すもの

とした

叫 3智彦:連動良育<'Mィ，1-~"グは T~“..m

....遭余写星写電信ヨ./司"

級・ 安図痔ー・

告用いる多段階運動負荷を行い先に述べた負荷心電血

異常の判定着峨そ荷足す.，，，局すそ示し化時点で

Tballuim-201 2凶 C1をot主しその後2分間程度の還

動委総げた後iE1Ii.JI!: 2 J胞 SV.・5・，町.左側面

の S方向より心".織をXI・ヲィルふに蝿~し関均に

ヂータをヨシピAーターに""した心筋縄新宮..異

常の利定は"ピ.-，ーを用い心筋各簡に鑓4占領様

そ滋11:し2健闘ロ集積したアイ γトープの..射若佐をlt

・2して行，た つまりa医大."材活後より22，...以上の低

下告示す舗位を異寓{欠損削除》とした

.... .. 商厳医学的心逮膨桂信仰臥位富転車Zルゴ，

ーターを用い -re-HSA(11:1血色アルプミ:，;)!O 

mCi .，，1111.負荷聞と ST"下".Aで心電園周期酎

よる辺健心プールイ〆ージング号待，た 左重量還動

の網野及コ左京容積a副院，・ら盆嚢駆JlJ分置の算出を行

ー，/;ζ

軍縮 a民

.) ... 医学的組員前崎の負Jf<".IIDST.下 (裏')

~I!掌的検討を行勺たHJ.\!lに省切る負荷心電図 ST

". 

踊l'喧T幌開2町

時官T」「 Jg 官 f
11("%】 且4;:1.00， I町訂!I;) 2.2;:ーー-

怯心事田

" 主申z且，.
但即

. .岨_:l:SO

降下のaを~~候，..，央(.iilJで比叡す.と鱒箆険欝

で111183%. J J237句。狭心喝省略で.l!l箇F4.J盈.. 

%と.は往く ー方R 降下の程度にも明.;n"':差tま

l!l6';れなか噌た



'" 

" 

-

ロ民剛司

副篠崎 .

.. 
舗

悶 E

'" 
* 

*.<0.・6

"心電図ST廊下時点の血圧!心総書it.P.--量管.

"“"・dllctの変化(聞"

速J1Jft.宵による心電悶 ST降下'争点の血EE.心鏑設

P~舗凶~....Ir- p剛.I11(!! の変化を両鮮で比慨した 鰻

.. 倹Dではそれぞれ+制 8土16.1!~ (平均健全開'"錨

fll. +91.8企41.S. +1鍵1.1:61.9，a.c樹首でI孟+

31.8士宮1.3， +19.4土32.9，+135土".3でお宅た

後<<省軍撃に比L縄復換昨では血屋の上界の大't、観局

がみられ， P間四件ro'ト."""附の増加.有~に大

であqたまた鰻僅鍵""例中"例。8pd刊は豆a重大
主動負荷の牢令別a関心他舞に遣して:;1) ζれるの

他県から鯉II.ltrJでは倹N官官曜に比恨し潅勤伐荷.何

不+分であるため心電図ヒ ST陪下は出現するがS初旬

li8lfdされ芯いとい。た可後性信否定しうると恩われ

る

') S T降下時点に;a;11~心筋縄高野沼環変化

函zt;l.U才男性で忍..n荷によ 1)，(，..電悶上1IS1.4

m.の ST降下が出現Lたが駒Il!:lltl:.r三Sく繍使険性

で.令た

図"孟二の症例の ST降下町長で蜘引を注入して

.. 命的 湿舗中【胸筒..し】

1;.1" t. 

回2 u;;:図 (Cl[心

... 町医学 ~3附.禍n

園s 後心輔:を伸"，はい.."心勾留司 ST防下時の
"引心筋イ〆ージ yグ

Æ舗により.範倹性のS守湾下はみられるが￡窃血~分
布肉常1:111喝し広い

得た心柄画像であるれ各芳明とも酬明は巴"街.

に分布い矢須限陪包められ'よか令た また骸医学的

4二直宮..，惜による左室聖堂書動向解"ではと〈に d，'.

kints“はみるれはか，た 本症例の電動際活0'所見

"正常汚'0た

.211運動賞荷により ST降下の出現した時点で

'固定候n

~心錨. t n開

表2

I n育心筋桝aでの欠..

「τ了寸 っすー
a (I!~的 e抑制

刊朝 Iーと1'$)

Tt叫 liulIl-l!Ol を注入してt>fこ心筋画像での，C)~野直流

"他を示す欠但僚の幽覆する練度をまとbたものであ

る '眠症候官障で倍野例市S開 (11柏のに欠銅像がみら

れたが大多数の飽%で怯欠...は幽要していは‘、他

方後<，宿現兎院では包例中部例。t%lに欠祖国限がみ

られ両醇1:明らかえ弘還が'"めoれた 陶決心場前扇売n
で欠銅像のみられた"開中震母喋"彫そ行勺た21例で
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ほ金例"主裏窓鋤際世に.50%.以上の喜良市怯衡R:n!m O. 7HO.ω(町降下時}であ。た。しかしl.W崎震

められた で信組出分圃の低下する例が多し早均でO.61:1;0.11 

川 'T挽τ・・患におrヲる，，~、組組度化 〈負荷銅).o. 錨土0.13(ST降下司〉であラた

."ま健医学的心血.....眠法でみられた負荷心電掴

ST降下時点におけ.左重量濯動異常の出現鎖度を示

したものでM 少敵例ではあるが領軍銚欝'"で全

例。異常は包められ泣か，た。他方唆£嘱欝では12開

中11例{鎗タのに左"聖書動興需がみられた

表S

倹，.省町 11 <I!~n 

筒昌
司潔

¥
 、、ー

翠働れ

¥ 

園‘ 狭心筋そ作れ誌い負荷心軍国 ST降下司専問

得荷憾表示による左宮雫運動

前進した使例でI;olll還泊 ζより.c.，:;;:図包T降下はみ

るれるが.宅情運動拠常I!:IIJJ.し広い

図51'負荷附と ST降下時患におeする駆自分画の変

化を示したらのであ.Q..!l健E揮で怯躯幽分薗の有怠

な変化はみられず。平勾で O.7I:!:O.07(負荷前九

" .. • 
狭心痛Il!R'撃においてほ冠動~.:埼貫性病震が存在し

量動負荷により心筋融策濁要"司自.，した僚に病夜疋血

管支配・岡崎氏では竃血"場忽会噛書され窓血梶分Eの異

常がおζるため虚血波愈となり ζのため定蜜局所史遺

勧の異常及び左:.c.・a・Eの低下が""されるものと解釈

され. 今4固の結果もζうしたー遣の度化を依医学的

方法により回復的に示しているものと思われ. 他方，

'眠症候醇においては負荷ι~，uよ町降下が出現して

いるが決心繍錫発騰と異江り局所定血塊分配の異常及

び皇室盛運動異常，定シ乙，... 能低下等の所見が大多数に

おいて包めりれはか今た ζれらの結果より'眠症倹佳

~負荷心電図 ST 降下位後~帽を伴う ST 降下とは興

r.:: .Q病態~表裏している可能色が示唆された

遺伝冠動脈迫修法でみられる窓動眠術変と"'動負

荷心電盟国所見との関係について対比検討が怨される

ようにずより運動負荷心電週島が窓動脈狭窄の惨較にか

なり有力であるζとが示されてきた しかし無盆伏の

人予女性において電動'民放布がないにもかかわらず負

荷心電聞が悶性とはるいわゆる偽燭性"が多いことむ

..告され畠ように芯りとうした鍋産院の人におげ.負

荷£岨図許降下の定訟提病室歓薪におけ昌信銅色が

閑置とは令てきてい.聞 tた霞常盤己苦よで症状の

ないものでは碕傾的に翠動....巴"ど鰻血的後董が行

えはいζ とか多〈負荷式、電聞き在日の賀陽性の判定が恩置

とはqてい.

"4.心筋イメ ークングは虚血性b症患の陰軒上住

B眠時(II!rr '費叫 .
固されてきており.現"孟冠動眠適量Eで障担された有

1.'， ，.・r
思の置動'.1(1在窄と運動負荷 園町I 心節"i'~ - ;;';/~の

a・十 欠損惜の有障と"強い相聞がある Eとを報告して告

川 f ~重量 i u~ J T 
tSE--今回の検討では隅症候性負荷心電園町'降下

を示した対象障では大多数が心筋イメ -v上正常'，of，
.‘十 ..~ ・ー -121 

- yを示した，且上かも餌症候桂町'降下f孟有宜の窟

uf "1 
、、 動暁焼事という，，0/[;.からは凪層住の可能性が高い，し

.' d 
たが弓て蓮動員荷試験からE動農民曜を惟定ずるうえ

画a剖 瞳T輔 F叫 I'lli.. RT陣 F叫 で心電盟上司降下の際"嘱みの艶生を伸わ町、症例

". 駅m舟聞の型化 では慎重な判定が必要であり，ζ うした例においては



" . 
.. 勤."育"可1心Eイ〆『ク yグはどを"慣血的倹査

として完令活用すぺきものと考え.

" と め

'"助負街鼠験陽性の症例を町降下時に狭ι舗を伴

う曹と，眠症慢の鶴とに分，揮し各々 の ST鰐下首点にお

砂る心筋趨筑波管左"a.. 這動を.. 医学的に解併し

た狭心帽を伴う例で"町降下侍広島続的。配置淀所

見及ζF左重敏鎗異常念塙司!llcmめられたが策室候性に

町降下を呈する例で怯虚血を示唆する異常所見路大

多数に..~られ伝か令た したが令て傾髭候性の ST

降下回>心筋虚血以"の擁序の存在する可鑑佳が芳晴

された

文 献

1) Redw似誠.D. R.， Boref， J. s.. Epos総in，S.E. 

Whither加計町m剛伽叫 u;ercIse' 

還勤負荷"のECGの変化の暢問且

.. 覇医学~"種情録

αreultlt刷“ 7閃 7凪 1976.

2) Mc:henrr. P. L.: The'ac:tual p陀 nlemeot fallt 
岡 山 . . 宮崎町色問問醐旬豚闘U .11 

e1ini剖 lyn。 叫帥向山間 nnddiMd

α開凶blion脳飽3..sS!i.l釘7

め安碩埠ニ小体 "，宮本 寓，他負荷心筋シ

ンチグ'7<ーによる冠動脈病変の野'"呼吸と

循環調。): 113-116， 1978. 
的安園調静一宮本 2町小詠&他虚血盤沈疾

患におげ.還勤負荷心筋ジンチグp ィーの臨床

的持，.，臨床成人病.~)・ 216-220， 1978.

，)1言。b句泡shi，T.. M切'a!POtc、A..'固do.J.，et・L
Th.回 n.;a9ui9tevaluatio・ofregional myG-

cardial出回凶14It叫iedb，. a "n問s_in je<:ted~

ThaUium-201 "，voeanlilll i叩山

岡町民出ele!t vtntrieuIOfrtlpby.Jpn.Ci..，ul 

J“初9-217，1騎a

冠動脈疾患，非冠動脈疾患における

運動負荷 STマッピングの特徴について

川 久 保 清・村山正樽・

川原 賀.e内山厳縫・大城雅也・

比 鉄寛・ )1;島 三 郎・ 村尾 1(.' 

"じめに

運動負荷心電庖保。虚血栓泌を突患におけるS診断!治

疲効果及び予畿の判定に有用であるが， .止電盟主の

ST価低の".について"，不明の点が多し従来よ

り，負荷む電園所見から.狭窄震動録慢を他者揺する乙

と"図鑑とされていたuaeζの原因のlっとして，

E怨する電極iO:>!'i:と位置治問団置と伝り.金返iま多a事

心電図がともれる傾向にある貝体表面電位図tまQRS

"'の持留に厳たえ凶.. 置を与えるものとして脚止をあび

ている念丸蓮動負荷による STO!の判定には連続的

・東京大惨塁手..こ肉将

毘線沿園建であるcと7.ど伎術的こ息長がある 方.

F"副主通常の心"貯にて健保する方法で 左飢同陶

"，.話通Sによる連動負荷後 ST回 pplsiを付威し

'""の節也2舎新，<可"で.，たとしているa固象。

ば e主張置に"訴事の電極をつ砂て運動負荷を待も、

週需の6チ+ンネル心.. 針の波形かる ST叫 PI泊.，

を作成する間使右方法を用いて，虚血栓£事患例及び，

運動負荷にて慣の下降する，いわゆる N側関.cir

eulatory Altht固0'以下 NCA)例の srID4pping 

所見の陸沖的変化を窓動車遺影《以下 CAG)... 

mむ幻タリワムシンチ《以下 E%.'I引所見と対比し，
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本法KOげる.'""の節也監衝はらぴr:.NCA.例の

町下構との鑑別診断上の..について倹討した

Z 封書kおよび方法

対車は臨床的広明らかな虚血性心裏患包例{男".

宮町 ι いわゆる NCAと考えられる倒却例〈男

'.宜的であり.いずれも連動負荷にて宮T下障の

みの見られ畠例とした.虚血性ι4拍車1例".企倒

CAGを施行い少な〈とも 1伎に75nV;'ょの挟傘を

みとめるものであり，う色心筋...の医.. の~る者が

?例~?た NCA. I尊は，術館司，...動像息切れ径

と不定強訴をa存えるもので.遷動負荷にてST.，水平

鐙に下降すoものとした 10例..'例臨~"崎@ル

-'1-"/心‘図で ST下降がみられ.H不'"というa診断
が征された既往が~り うち2例で.CAOを鎗行し

た方法陰 B_のプ'トコールにしたがい トレ

.，ミルによる多段婚式JJ.荷を行令た電I!iは園1の

Cとし V，から V.のa・m・Aを固定してつげ，

上方t珊 2動幅 下方I胡糟 鏡下 10凪省加白

骨禽秘情方弘胸像左織とし，左前1Io;，::28I1.左

宵.. に1011.針36個つ砂た 竃‘間上下の陣痛は"

h固でおる左笥俸と土.....に電磁を置いた点が

r..ゅの方法と途う 各電極"いスイ，テ~.タ

スをへて. ，チ令ンネル(.'.針に選結され心電図は

~.運動中..後 1外 2分. ，分。 5分.，分と

f7TT± 

13. 

メ:j証 • • 

回 1 ，字表面舗碕司の電極の位~(製男児本文〉

すへて立位でE録された胸，..濁..と肢錫.'包の

.""玄関秒以内に恕された 織揚虜点Iζ引、て. '"  

よりO聞を会にて ST下障を計測し ，.血以上の下降

を有車ことり。 ，..から O. ，臨..の等高ま患をひ

いて町田.ppillJを作成した圃町 Ex.T1.，ま

虚血性£嘆息幻例中9例， NC.A例恥 CAGを第"し

た2帥=，臥位自転車エルゴメーター負荷にておUよ

われた

E 鎗 果

虚血性£疾患鶴は町下鴨を遷動負荷の叫酔

耐とした払!l例中.14[111にて狭心鳴をみとめた

ST下降の分布信心筋梗塞の有無にかかわbず，前

方心尖飾よりに分布し会例 V.で ST下両がみら

+̂f̂ ー← 目 一
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園2 体a面36'誇噂の速勤前後の心電"""例とそれより作軍足した ST皿 ppinr

下方@・，1:11:‘arlt..即位 V円引をM



u. 

れたが症例により下方あるいは側方に分布の・り

がみられ遷a惜の期間晦過をみると，更に"りが

明るかと"る蜘旬にあり，分布の方向から@前方a
'10例).⑨下方重，.例〉。⑧側方塑刊例》 ⑤広寵

圏盗"例〉刷つの型に分，医するととができた咽

' 叫 @前方型"'，.上段 ADl) 11.運動直後は

印刷F 一'" 
伽色

Inf. 

Co， 

剛

国S 虚血性心院思 (IHD)と NCAの遮勤"
後と図~~の町皿pp;nr の所見

v._v，のよ下に'"下向が広がり，回目.~には面積

纏少し.前胸壁に分布する傾向にあ，た 10例中. . 

例が LAD1俊民阜でほかの6例も LADに宵1!

@猿喰をみとゆた E.I.Tlそ.. 行した3例中 2例

が燭佳であり。'..とb(~髭"から鴨盟にか砂ての負

荷~の欠銅像をみとめた@下方'ÆI (m3司T.9IlIf.) 

t主連動車臨ま.V句れから下方に末広がりに分布C.

回復期 ζは更に下方に織局する傾向をみとめた 2例

とも CAOよ.RCAの鈎'%ll'曹をみとめ.Ez. Tl 

を施行した2例低負荷後の後下方@欠M憶があり，

最寄医学館総場徳銀

再分布~示した③開方盈〈阻 S下段Lat.) I玄負

荷車後の ST回'"時は。 v“V.の上方に分布し。

回復期には，買=関上方に思局する師酬が~，た 3 

例の CAG上の物官民に乏しいが LC叉の重症例愛が

2附 Zあり. E.I. T司令"行した 2例恥 1例が脇佳

で負荷~の前倒方の欠循像をみとめ得分布を示し

た@広寵圃型(倒.，.例{ま!負荷司.~の許制p

~... 俗的下方に広〈分布し..怨等高織を形成し，

回裏期には前方に限局する傾mにあ噌た CAG..L:. 

・例が左足動脈主解邸調夜. 1例がS段疾患. 1例が

LAD"劣後窄の例であ勺た Es. TI.を.. 行したS

例中 2 例が陽性で.~准郎から前.. に"けての広健

な欠舗像がみられた

虚血盤~<安調."で Es.TIを"汚したS例健 全

例検牽，.ST下降を来したが. ~ ;.-手よ陽佐であ勺た

の怯S例であ弔た 叉左怠動際主.'"に有怠の.. 埼慢の

あ。たS例φ..例におも、て運動負荷役の'"回.

P'"が広寵日現型を宗した

ー方 NCA 10例~.安静崎のル テy心電図上の

'"下降から意不全と診断された康食のおる者が'.町

~，たが。今回の検豪均ほ，会例臥也立位での ST

下'"孟みられ誌か令た又翠動負荷時!換£鳴を訴え

たもの11t.;か令た .. 働負荷重役の 51[1.凪p・1.，.

a下両で. 2 _ 3分後より水平!I'U:下鰐L 分布は前

下側方に広いがと，.ゐ栓!:1_1.5e刷下降するに

とどまり，時間的幅過を立位でみると. 7分以上分布

応変ねりはく畿く傾向にあ。た {図"降下段ト':CA1，

CAO -t-i!行した2例11，正常冠動家を示し"叉 E誕

別級友時 ST下降する b:，;ン手上の欠繍fーはなか

。た

J[ .竜寮

連動n荷 ST回 ppinr[1. ST下障の分布と そ

の時間的経過がわかる，?J..従来のお噂法より多くの"

絡をl'ることがで会る従来連動負荷による ST下院

の芳明怯 a医大R哉の方凋と途方術で '''li''也によ

る盆はないとされており，夜々の今回の除夜直臓''''

に よ る 町 副PPU1iの検討で1:.11m'也~-l莞思"に

必いてIi.引退辺をや心とした分布を示し.Fox 

ら"の訴すよう仏 V，からかけ鍾れた"分でのみ ST

下需をみる ~[1r.. ;b.勺た しかし症例によ勺ては
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園 4 広宿泊"の町田冊目E 例 【怠'"面隊主・$iS7S$lj処刑

園"・V..・..1:. I・丸 I..V.I!) u....下

sr下院の分衝に個りがみら札

ζ とがで@化 CAO 

‘~のaに分Mする

や EI.Tl.の所見から前方型

t左前5!.ttt1.ra::u怠下値鹿島伺方S医院前傭去の虚血を示

す可経性.'宥司書札"に函盛期の分布の方向がZ要

であると勾えられた叉広施週型t定。 ST下胃の分布

が広し報い乙とが符般的であり 左冠動脈主.""

箆年どの~盆忍.. 廃疾患で~るζとが多<， CAG を

行う例の情傾として.ζれるの bi，bri・krroup"の

検也に有用であると管えられた 心筋梗lIIlにおいて

色町τRのみを示す場合は異常Q包の如、 V，周

辺に分脅し，後.(.-a:s司の分曹と，.. ，し いわゆる，...

padiud胸 曹関 旭川川m の存在を宥唱すると考えられ

た・..
-1j NCA例におbずる巡鋤U &の sr醐 pp1n1"

他的途のa:l'閉""1広いが，曹は寄寓・aを克"是ぜず.

時間的経過をみてもilYIi少せずにそのままIl還する

絢畿があり...到に役立つと，.われた とれるの症例

が安.. 均心電図で sr下降を家すζとがあるのIi.労

"..の sr下官事が，，<総会鼠位に"，てもそれがnる

ためと考えられた白

繍 電

@虚血性，(.，嘆息でほ.軒下買の分布t:.心安"'よ

りに分割障するが 塁走例により下方。側方にずれる"が

あり 窓法院虚血の郎位怠断に澗mで.る③広恒置

に又楳<sr の下障する例...左""喪主ø"，~夜"

ど.盆m免帯を示唆する @いわゆる NCA例のST

回伸..，ま， 邸、が." 念体に均ーで.，，<その

..‘益還する絡衝がM
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選・0負荷"のECGの変化の隊問題

運動負荷による陰性T接申陽性化について
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ででげT??げ

tζ 

陰性'"が遍動負荷により鴎佳化する ζ とは

よ〈畠験するEとであるがI その'""，ま 朱だ明るか

にされていない

回諸

めじ隠

v2 

W民

陰後"史1:111らず T援の極性とその"化について

ほ 心罰AQとの現過に省いて蔽突がなされる一方で

受"."との関係も注目されている

君主々 の縫2設で 王室動員宿により除佳T敏治情性化し

た2('l.関について倹討した とのうち"例li..(.. .~便

."，であり ほかの12例中間関ほ心電団上..."肥大

(S，'， +R¥'，>aJ m叫の夜見が'"められた段者のう

ち5問1:.1t興笠間誌がふ陶磁を訴え a血栓<<足

呈との!CJU..EJ路震."巴を施行した払いずれも，

有nø~良明置を毘拾F. か。た

臥下，代~例を呈示して

する

T厳111位化の"聴を考議

側震z 

.，. 

r 盤側主 前筆中隔医3監を有するω才の男色怠鋤濃

n::でI玄 左前下汚肢に9em，固組後 1:15!.íØ~食事が

包め，れたま静勾(，.t;:Iにr:V，..にR捻の ，."

号車4ERRしていた "'.， 心Z電磁2・，~には金例，阿

織の愉禽を行令たが. ζのう".例 (83fS)は...脚色

荷による陰性T放の悶性化"に，心筋 ~;.-テグ，フ 4

ーで咋抽e擁少の程度が増大した M附 ri~与"も

異型倹4佳患者の徳性T設が周色化する民心筋"'~

V，・に陰性"監il11!められた

性T浪は忍鋤.宵により同性化した忍動員荷によ

り虐性T波が偏健化した時期に "'TI心筋シンチグ

"7 ，， -'f符うと~"雲寺に比し. .UI:<tl繍におげる

up.I .• b の混少の""'"増大してSり 心筋盆血の増

ζ 叫よ同町'011.

'.・*，."写JS;0::;内11
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島原辺修に隙省Z障の2提唱を2め忽I'. t4均眉担感心電

図を解併すると.‘度の労作巴より ST/II!:分@よ昇と

ともに虐性T践の碕性化が・・された an)
の.. 例に4ゾプEテνノールを負荷す.と T畿の闇

性化がみられた心院カテーテル検査直前に'"精神

的興奮のためと息耐"が，~嶋訟の増加とともに

信佳T'聖路舗寓した しかし.γ ，固ピン負荷によ志

向.... の4嶋監増加の院には.陰性T放の変化怯ほと

んどみられUか，た蓮動負荷，.漕界庫民織による，

陥佳T磁の陽性化 .. 高の..，.が.

るアテノ包ールにより銅剣された(国， .) 心筋ク

ンチグ，フィーは 棄・時と還動員荷"に度化を回め

なか，た包囲")

乙

，プロ，カで~

が崎.益しているζとをl 関根に心筋シンチグ，フィー

を用いて'"閉している しかい ζれらの定例につい

て.心電既を注窓辺〈・療すると T援の蔵盆化は

Bまとんど ST'応分のよ界ないし低下を停は令ている

したが吻て， T波の絹像化そのものが心筋虚血の増

益と..'"するのれ町鶴ゅの夜化が心街虚血の増強

と対応L.T獲の局性化ほ ζれに付句した現象信の

か，あるいほ 金<J聞の"蝶をもつものなのか"-明る

症例2 “才女也駒錨と勘惨を主，;に衆院."，

にT践の退位をみる(国:Za).lfV，.， 

かで伝い

時心~!ZUi

盤側"句才"色動惨を主訴として謀議心電図は

4ソプ..νノール負宿区

ァ，.ピン負荷では，

ζ れら

V._.に陰性T畿をみる

よりI 陰性""ま婿侯化するが。

岡温度のι特徴増加こもかかわらず陽性化し低い臥

位でみ切れる陰性T設は.盤"をとるととにより踊性

化し，立位では居住主化が審物になる ζれは盗，舎によ

る~ 障の位置的変化払 T伎の陽性化に関係してい忽

いζとを示唆する 経度の"働負荷により，扇雀Tが

-，・明切かに芯る アテノ固ール使用後には，
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示し.心.， 図でら 求心性思太が"められる{図

5・). ，ソプロテレノー.，走路遂鋤a筒により

"性T践が陽性化する(図$10). iji効flf.il与の心筋

シンチグ，フィー依1m時との3主化"mめられ江か，
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でb求.u11l肥大そ示す念丸肥大の州国は不明である

(恩・ .).忍.，負荷により¥'.(1)陰性T議院陥性化し

CfIlI6 b) 伺織の変化ほ 4ソプロテレノール負荷で

みられるが，ァーロピ，'"荷では包められない 《図s
， ) 
~宿区関で左富樫大金犯ぬるほかの 5 例 b. よ記S 例

と開銀の蜘勾を示した す伝わち.a動員荷により陰

性T波t主婦位化するか，イソプaテνノ ル負荷でも

同性化する γ ト a ピン民荷により同じ程度の~イ.~

m加均可'られた組側でほ."位T能の陥位化がみりれ

むい心筋シYチグ"， ーを範行した縦開でほ.，

動員荷により心筋皿p-tnkeの誠少をUめない しか

し.ζれらの症例では盆例'. . ・でみられたよ

う位協働や盗鈴の変化，智恵冷界匡民滋i あるいほ比駁
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虚血後4、疾患にみ切れる..怯T能の白骨盤化にヲいて

tま. 心弱dl:án~曾強の表現とすòØfiが.'"唱である・M

しかし.前進したように ~<の星例でc: ， IB!I~ I : 

.-r ，.分の主化を伴f~ .，ており 乙の点U~してa

TI<の脇佳化のみを心筋虚血に脇びつけるιとに陪峰

聞か鶴る 一方。情勧~鍵努の変化過呼板.，.界

亘氏.."とにより.T'史"変動するとと"古〈より知

られ ζれらの変{tiJl，Iプ"禽ーにより絢縄隠され

るζ とかも 交'"・径の関与"注目されている" と
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れまでの鰻笹川の多'" ま常T援が交..神経の関与に

より陰性化するものが多し足穿の陰性T援の踊性化

については余り触れられていない D銅叫らの研究

"よれば."虚血栓の惨盤TO症は少霊のイソプロテν

ノール役与により陽性化するが ζれ11，，Ol!院にIi

づ〈再分極過程の糧組合<.心筋の..位?とより不均一に

おζ.からであるという"・ 写実々 ".臨床的に鎗量生

T践の認定置が虚血によるとほ宥えにくい，，，.例で.;&

a防負荷により陰性T設が繭性化するととを包め，しか

もその金例が イソプロチレノール負荷でも陽性化す

るζとを...した ζのうちs例【定例 Z，3，・》怯

境界高"亙と考えりれる症例である 境界高血厚では

安祭神径機佳冗道や9受容体反'"冗迫状"が考えりれ

ておりへ実悔ζの""例では.司馬血匡の治震に，プ

固ヲカーが著書防を示した したが勺て，乙のよう伝症

例では情艶や寄鈴の変化など騒い負荷によーても

陰性T披が険性化し，交感神経.，量元渇や'受済体尻

島光道伏盟国ない例でほ運動負荷。4ソプーテレノー

ル負荷という，比際的2・ぃ，創設によ。てのみT援が

陽栓化す.と権寓される 方。;&勅やイソプロテレ

ノールは周"に心筋のa富豪需要を噌大ずるので心

筋~"による寝袋を完全には否定で~ f，:~丸遺動負荷

還動負荷附のECGtD変化の儲問題

'" 
によるT複層佐化時に:.c:.. 、筋シンテグ，フ4ーを施行し

烏蔚@心筋 up-takeの援少は・...きれなかーた，<

ぴif.盤の心筋a血によりT'突が傷性化した可能性もあ

りうるか切である

結 置

遭勧負荷による陰性T援の踊性化は。虚血栓t-8!.f，

においては多〈の場合間待に sr.. 分の，.化を伴な

ーており 心筋a血@増強による可能性が大金ぃ 一

方非虚血性心疾息に怠いては交感神経緊績の甥与が大

会いと息われる
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体表面電位図を用いた虚血性心疾患の研究

ートレッドミル運動負荷による T波韮動についてー

世

立

辺

木

俵 6' 久保図

権・ e 安弁

功・

昭 一・

はじめに

運動貝荷心電~.ó112血色￡安患の診断"有用で..る

ととは広〈怨められている均九従来の研究の多くほ主

として sr.. の変化を銀勺たものでSちり''''.T 援の

"覇防の~il" については まだ明らかで忽い点が多も九

今国，夜々 は...血性<喫患=おげる".助負荷砲のT

・山形大学車掌..一内将

波変動に注冒したその脇康的窓績を知る目的で体

表面ょの81"奪.~.から.多段到. ，四dmiU負荷的役で

心電図を買時包録し.そのT議員野見と左室iII・4 および

忽島家迫彫所見との対比を行，た

Z 対象および方塗

対象『本... ""震皐々審9阿佐31名【平均年齢5Sa>で
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あり.'"常対照として健常男子u名(平均等..351¥1)

を遍ん氾 lflfJfi喪皐々者市1名を左書遭t::J!野県によ

り."墜エ asyller官fY(A.HAによる且Itill筒"及こF

d~oskill相"をす守する e 例，下霊去に ω~'~I'&."を有す

るe例及コ旬、"Uergyを沼め巴いが冠動緊に有怠の

病変 (P，おdas"1=よる界信f二轟づ"を膏する a。
U，，"噌7 醇19例に分刻した

遭動AJIJt.左l三割eUitld度接伍したが勺た・"

="皿H同血jIJ負荷としφ 創 ".po;，，1は胸婦の出

現.3 mm 以上の sr 上昇または傍下.~噌叫 h<on

I'tIlt f;.ど従来の緩峨によ司た 体表面電位閣は山

図るの方法により.67.91":点からゆB電子!l HPM 

".，システムを用いて負荷直前および負荷終T1免l

分30砂の 2回定"した

デタ処理l:i"のごと〈鎗汚した T~nl噸慣性で

隈勘ι唱性の場合はその W位健を 2補佐の

場合はその厚術租そも勺τ 各，.. ，点のT'室電位とし

た ;.。剛剛UlIJjnc Iま0.1m"悶扇で引き.T園町

を作成した さりに.Il前前を"..としたn向畿の

T回 pの変化を Tdirr~問問削p として""し

m・"冨".圃属医掴 T世相"凪副首
『田園田一4圃

陶唱-惜

..骨司 ..F 、‘高出荷岳部~持部自由可

• 

金額医学第"巻構"

た Tdiffe同四個pに告いで.1最大値が.. 小銀の

絶対依より大§いものを陽性型♂>).小さいらのを

信佳型(T"とした負荷によりT践の泊高が医..広

場会ば Tp型，反対にT波の様高ないし除径がみられ

る繍舎はT，"を示すζとに芯§

是勤眠術変の呼値由主.内震の撲唱の程度とIIさを

考慮した P且炉...の野信出こしたがい.主要忠勤採

4綬{右窓鋤緑 友冠動康前下行俊左図Ii伎左

冠動脈玄・""に.正常から完全...まで0-'の

.-を与え， ζれら主要4伎の.....の和を z

.""とし，定動尿病援を表わす僧栂とした〈ω~

~げ舵@陀}

n .. a民

1 正常対照"院の T同 pI三 負荷前後とも，左

前演111ζ樋大が存在し その土方で路加"田川1

H前が密であり，その下方では謙であり，立儒織は前

胸締および左右下方に広〈存在した

T diff.符旬1ft'nUlpではTp'"例，.，.型3例

であり T，型を多〈包めた
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2・ 削除扇町舗F殴""..例@負荷前後Q)T

幽 Pを園aに示す 金例に省いて!負荷.. Tの.. 

高~IIめ・佐観波が位大ずる .，.に代g量的怨b例と

して症例 ..aの負荷前後の T醐p及。 Tdifftl九

回 健闘pを示す負荷.，.前胸o;a:鑑 、をもっ..

緩が存在する...負荷後岡修位"‘大をもっ正額縁が

出現する

2-b. IlIfui・'UT前弔TIIの負荷腕慢の T_p

tま 負荷a・m・毎下方ζz・¥lの薗IlI><Jl大ずる傾向
を示すaらその極大値は"少するらのが多い したが

噌て.T dlnf~包鍵幽P では...."‘例!町型2

例とほー，た Tp IUま dysti・舗"の"位に一致して

..大.'出現するようで~る

盆例5.r.:5e(曹叫zに匂古川副..町田IIt"， 5 

に....鋪帽を有する JlJlflt.前胸釘下方のU ¥l

の槽a固を~L. T diU~醐副，では下方に箇大を

もっ Tp"を示した(10， ・〉

定例 K.U. : 5e(CIltIIt liが akin伺 i・を示し.RCA 

に.....・の狭窄がある T帥 pでは負荷後下方に

負債禄が幽現すd.T diHtI mc:c回pで肱育館の筏

大の出現と.'"初舗での広い負.援の"現を..~.

t..oc，..'，叩・，--
“""， 1.....剛句"‘・・，

岡山 由τ岡崎

仏ー…一

.."".. c..肝 加

11' 網"u，.時Y例Q)"樋p及び T
dtrer明虞調・・・P

1lU. u，. 1m制・..句内...， " ..... 

u・

IIC'" (Gn:凶・"
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• 伽句 " M 1・A肌 C柑os.
国2 下塁 U1'Wl'f1IJの還量抱負甫AIld'JT .・P及r.JT difff咽圃温"

鑑例により T制加割削副，で網'帽に 守p1I.!:t.l:d t.cAぴ泊璽に，.d t.""縄雷がみられ，
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桂監の u，田""が前副揮での量恒場壱強調した可能

性が強い圃Sb).

2・，. '0，..位置7酵母..'叫eと T剖!f，岡田寓

国 pとの国還を図'"示す.酌R uyner;y群で"

金倒 T"，ととなりー interiQr 岨1~噌Y 群では Tp

型2倒.""型4倒となうた，いずれも uyneryy都

位民一章してTi'"増高を留めた.前胸壁でのTの誠

高した慨は，盤堕"岨yneri，Yが存在した.立お.

曲 ro""10園田""叫時払両容閣に患を毘めな

かーた.

3・... No.・a，.nerar1fl9例の内"は. .銭病変2

例. ，綾鋳".例.1綾病変"例であoた

症例ムS.: LAD rnde ，の症例であり。負荷後

T 設が'"調郎で誠粛して Tatru四==pにおい

て，.""とえな弔た圃g・》

定例 E 翠 RCA. grade 4 0)盤側であり，負荷乱

前胸邸におげるT波が噌高して Tp"と"令た{図s.， 
3-b. Tditfu曙-=pの型と..-との開

通を即に示す..-の E闘士SEMIま句盟

では..O:!;O. 26， Tll Cでは 7.0土1.07で筒碑梱こ有

g.程 (p<0. 0$)を包めた
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Tp'盟の内'"孟 RCAOUl7例， LAD"変2例問

".，町家例で To型の内'"玄"重病変以よ 5例.

RCA府首"例，LAD 病変2悦 LCX.. 夜2例で

あ，た

h 型ではー般に重症e刷‘多 <mめるれた
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国・ N。‘.，...冨， .撃の'I'dift・...:s III.I.pの

混と'"咽・との関係

T・ 酔脚より目叫d

J[ ，骨 寓

運動""，T畿の..断的怠穫について怯べ?>ル心

，.留をゆ心とした村山ら・の"eがある蝋体表面

心慣 E位留による後.tI孟怠外に少ない ベクトル(.，.

図で1:.!史心症例の予自民を示す術"としてゆ n留の"

..と帽との比羽院がとりあげられている。す伝わち.T

沼が丸('ioという務見が.その方向の変化より予陵

櫨'"のI:l!'i~子であるとされている ζの務見は

'.pよではT放の前関墜に:;11る様高として表現さ

れてい暑とま者え切れる 多段腐変例で T，mと'"た

の".，憾のuをもつものと思われる ー方.心筋I!

.例"に前史梗.例では例外伝 ，Tp霊となり.

alr.i~ i，と d，..k i nni. による護隊みられほかd

その原因につ中て".今後の段"が"4畏と考え切れる

また忽動脈側室'"位を Tdi陥問咽 回pのみから

槌測するのほ園短と... われるがTa.1m.盆例と考

'" 
えてよいようである ST鏑位との調達低 u，鴎'"

mでは計上昇とTp翠とはよ く--Rしたが..。

舗'"噌， .. でほ STよ昇例l刊 し Tp'"例中

sr低下T例。 ST不夜2，略.，、巴型10例中 sr，ま7

'.時 ST不."例で両者間に鑓はみられなか，た

しかし世低下の強い例怯 h 型と'"傾向にあ勺

た

鎗 踊

"正常例では大島分が Tp裂とUる

!) A'1M噌y存在例ではその鶴位でTが崎高し

Tp "と'よる

I)N。“yaerc1では Tp"より T"A:!;Ilfより"

.. で~る

叫 N.‘・Y包."， "で.高度の ST低下e聞は h

，，~示した
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.. 衛医学 M"'.繍揖

選勘負荷"のECGの変化の筒飼量

運動負荷中田心電図由変化とその時の冠動脈Eび左心室造影所見

訟 図 泰

内 秀蔵

松 徳・術 益

" 
U 1: め

運動負荷による心電図の案化と.安11時

冠動張及び左盆送量幻所見との対比i丞.乙れ

まで..多く忽されてきた しかしながら'"

・時@鍵動脈及び左2迫修所見怯，翠勤時

と必ずしも向ー所見を呈すると，，~え忽い

冠動厳に関して冨えば.歳近，連動が島由

民スパスみの引き金にfJ:..，ているという縄

告があ. また左盆造彰草野見に周しても

;u防による虚血の技Sいかんによ弔て.

の餅見も夜わ，て〈る怯ずでhる 重量々 低

遭動.. 安傍"と震わ勺た冠動脈及び左重量逮

修所見を呈した霊"のいくつかを線告す

そ

• 
z 方 .. 

息者tま.阜餌，定位磁". ，プ回ヲカー，

及ぴ£側方デーテル倹牽@ための前役1mぬ

きの技"にてカデーテル倹査を権行した

遺恨鈎忌動脈迫彫fま ソーy ズの方法にで

行，た左室温彫tま右前斜位30度にて得ら

れた運動負荷肱...ヲ?トを緑初の負荷

"とし S分Cとに".，トずつ槽加さす

自程調区エルゴ〆ーターによる多段階iI動.. 

司践にて行，た

E 密主 例

a酬 1: N. Y。錫才，男性岨叫

1t JUII. i警に早朝家11時に起.. 長心婦

のたbに入民匂 .. に入E建前..月間は.ζ

の"'"は.問問に労作均においても見られ

-山口大学竃学・，.ニ内科
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固Z 症例1

~5P"1l'逮婦負荷縛の心電2弘主... 師通"'土居左心室
適量君臨舷..併.，お及。叙0"'下.，
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るように芯勺た安鯵仰の心電図は左室鹿大の所見が

.. められた ..ヲ，ト S分の週勤負荷(;:.I旬街及び心

.. ，置にて胸臨書略奪で著明白宮町のよ昇を司，..乙した

安僻嶋窓'耐震遺彫では.左右筆島振に絡に宥怠江袋布

陣ti， しまた左室週監修所見も正常で~.た還勤負荷

中'"窓動尿a監修所見で，1.玄関下行俊民95.%以上の

lO'慣が見られ.その"の左盆迫艇でI左前，，~場"の

D，成田制が包められた

盤側2: ~弘 Y. ..才，男性咽町

4淘月にわた，て安野崎及乙F早鋼労作広よる蜘腐

を訴えて会た ヨ民俗骨の心11回路軍需低還勤負荷"

，トs分.さらに15'7...ト 3分にて，駒鋸とと bに

腕...・に著明'l'"の上昇を留めた安野崎の冠動

様途修所見怯，左右'"崎医に特に著明な狭事""晴ら

れヲペまた左怠迎~'"見も正常で~.た運動負荷に

より 怠鶴.，.行技11.95，..以上の襲窄を邑し.，主憲造

a院ではその支毘偏峨の附!If.(.4o:1IIlに Akin純摘を量L

た

護側3:M.0.59才。男性 f園"

Sぉ月前労作による院縞のため入段 λE主役， .. 

制支給叫に胸痛を.たすようにな，た安修殉の心電

図は絡に異常務見は..められ認か勺た紛ワヲト S分。

さらにすSヮ，トヨ分吻遷鋤負荷により.I館街

"び絢郎訴匂のsr下障を呈した衰・時の

冠動様造~で払左前7宥伎の起始1!Ii1:90，.;

の侠気震が淘めるれた 連動負荷により乙の'降

下行段の侠窄..位は完金問奮を会たLた 岡

崎に3医俗崎志望退艇にて Hypokin隅i・で~.

，た前霊£袋'"はこの負荷により Akinesil

とえな。た

盤側・ T.O 創才見後咽叫

-f-od 
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プ リ γ ー 苧 ζ
i宝 ー

; j:.....'"子に.<-.::.> ''': .. ，'、n み 3丹、おτ ~ 

園， '"例s
~制均.u.剖n冒砲の• .(./;;:図~冠動.ll~巴比即e

1u.案通.位""'【'!tl'l)&t1(Z繍期〈下12).1<η肉
皇震動線通魁4孟土から &AO，LAO. Cr&nial 

.， h 泊四
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a‘ 定例‘

..) ~ 雪子 1
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ぉ-，
13 rr.の反則にわた弓で。労作IRJ納得的ス

トレヌにより鶴舗を金たし，絡に三三&返

その銅院が憎したため入院安俗的の心電図

では"に異常は認められ江か勺た念丸騎ヲヲ

ト3分，さらに"ヴ.t3分の運動員荷によ

り，尉篠，及<J胸臨調練に著明f.iSTの下降

を呈した 実際"の窓週崎製造彫所見tま，右定

1ilt，.，&'tFi:U・a街"の<信自主iW.~:Ií (上m.在:，t.-;{
~.挺仮調。"段) 21:/(1箇.(下1>)

局娠に90Mの後事，左前下行後tζ，<，まん性に中等'"

の，..窄，固度践に.，，，の裳穆を呈した還識により省

窓動様及u凪縫肢の襲窄.. 位は，95，...以上の換司書とな司

たまた左重通修所見".冠動R荷により.....のUi要

動の一周の，.化を呈した
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"-，卑九忽動罷;0'修にて台ヨ'''~よりひ...ζされた

後~場省略冠..，帳スパスムをとらえた縄告がある 週際

立ら".は "鋤中'"の下降を伸。た窓島眼スパス

ムの"開~.例"有志な曇賓航機事を，.た'"の.t

，，~陣ーた....，帳ス" スムの S 例~.例に有怠t.;i実穆

を息調。たζa・a・している ... 思泌・ら町:.&I'J 

により， '" ø上"と忽勤'''0}Vf~/..をみた・例。

'"に有'.r.UI質的狭窄を....てい..F凶]"ら"は

有窓'''.WI!!J!民吻の恥咽でヨ間負荷が町の上昇

と冠動脈スバスムを金たした2例を・a・してい.

寝々の..初の2例I私 選...CP，心電隠にて

STの.t興奮明t，U，!質的術変の鹿められていはい忽

lIl.n~;f}lムをSたし.その;f.E..の1;:"..除

の異常をtOした 1)(の 2 ・可ほ..，・~ 心電固にて，

STo下両事甥な罷質的療費を殉勾たととろの箇療

は;;I;;(}lムを舎たし，その支配偏弱震の友司障壁;1'砲の.. 

化を思めた

".陽銀測によ.，史心漏，心電m同際化，そして窓島

民のス，"ιの曾衝の関係に腐しては依..として聾さ

れた飼.ほ多L崎、少砿〈とも震動帳，，'スム倉句史<

Zの大.11'"図とな令ているζ とは否定で傘立い と

れ等を明らかにするためには連動貧宵電動燃道修は軍

要な手段と思われ畠

運鋤負荷附I>>ECGの変化の健闘a・

.fillE.. JJS6巻網録

• • 
".抱負荷司院の必‘盟の変化と，その"の冠動震及び

.... 途彫所見S九安・a専のそれ・とほ奥律。た所見を

呈した~例を~告した
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''''1 : An&'iClfl'llph隠 ...w抗措tiO!l，doe曽E四..
tion of山 .. 固岨 b，.m)'ilC揖rdialseinti...phy 
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トレッドミル最大負荷試験1<おける不整脈について

一特にホルタモユターと対比してー

回 村

，.じめに

争レ 7 1ft......医大還掲負荷認織により。運動に伴勺

て発注する不.援について検2すした きるに興一患者

・山濁E川文字'ニ""

S使 ー・

について。 ζのトレ.，ミル威厳〈以下ト低級〉の不

...と，ft.....，~~ター古島""下ホル， -)，で検出さ

れた 目別旨盆請での負荷に怖い発生した不霊尿につい

て舗比して本盤東検幽のた・0の筒2告の.・Eについて



飽和由宇，u.ij(l2， 1銭。
検針した

1 ，町 量保

ト鼠."ま盟国""の P'悦剖叫にしたがい，既報M

のごと〈に施行した す伝わちトレヲドミルは10%の

勾配で次第に加速度を与え，毎時".の速度まで10

分間迫S脅して歩行させ，運動中止後はS分まで.. 慢し

た心電図ほ駒節双極."..で遠鏡して包織し.'1'霊

阪は各時点にお砂るa院大の夜化をと，た

ホルタモ品タ 'J;1グは，アピオ~タス祉の袋置で駒.. 

双鑑"将司'を飼い・.解併に俗本法に停に換穫した医

者が施行した

E 鎗 .. 
まず健康人のト髭織に伴咽て発生した不盤震を示す

(.1 ) 

平均".，才の若年欝並びに事勾...，才の中等換と

もにa医大4岨訟は平均毎分1ω摘に遣し，不盤震では

商碍と.心室性.. "収鎗が，少数の例で思められたの

みであ弔た 次にト鼠畿を鎗干すしたのと岡ーの健康人

に.ホルターを纏行して比叡してみた E録されたa医
大:(.-fB歎は平均毎分!O，から12'倫で.区険での心噛数

よりも少低い値でh.た 不盤，震でほ若年軍事でほ土2信

雄期外収植が金盆例の鈎"心室甥外収縮.. ".痢徐

脈55f.)flどが思め切れたさらに密会鶴咽徐プD，

タ江ども臨め勺れ.中年"で.同S援に土.11性期"収繍

~6~... 網í:t.1Jま~2f.)はどの変化がEめられた ζの研究

国

の対象としたト髭験を施行した'14例の内釈は狭£唄z
..例，院旧性心"使..箆且1悦不聾..... もその他

の心嘆息“S例でh，た ζれらの例で得た威厳を袋

2で示す

まずωntrol時鳳す"わち這動負荷'砲の妥.喝の

みに不盤震をEめたのは '14例中単琢雄，..性期外

収.がS例.接合甑期外収.が2例..t-!男色期外収縮

§例抑計10例と，きわめてわずかであラた

次に醐位。I時期から引金縫いて.運動中にも'1'盤

眼がm~られた例Ii.心定住期外収縮6例襲合'早期

外収.'例，計7例とやはり少"か。たさらに@盛

岡の時期低木盤震はな〈で.遭働中のみに不隻震

を阻めたのは，心室性忽外限措"例.心寵躯舗"略，

，.，努性期外収組14偽，.，野組動1例..動負荷に伴，

て.脹に怒ら忽い適当伝徐脈の4例等針伺例に."，を

'"めた

道働中止畿の _er1o時期にのみ不墓脹を.. '" 

たのIi.心盆期外収舗の単元佳のもの舗仇多元銑b

.位m外収箱11略，並びに心室性2段燥の6例.'''' 

例でh.た ζれらのト髭厳に伴，て生じた不盤震の

すへてをまとめても.心室盤刻外収JI7'I例，心調性期

舛収."例が主"不盤震であ令た しかも，あらわれ

た木霊尿のすべてを合計しても112例で念出u例の

わずか12，....にしかす.忽か。た

ζれらの京軍民は当然のζとはがら闘にのぺた健康

人にお砂る定化よりも著しい夜化ではあ噌た しかし

逆に 予忽されるほどの変化を示したものではなかラ
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た

そ乙で その理血を'"に陵町してみた <aa)
まず隊"の終了，あ.いは中止の原因を，各疾患別

に比慢してみた 各疾患別では protooolの絡すした

"ーセントは抱....，，，で寧匂ωmであーた p悶 b

~I の途中で中止した例のうち， 予測a盛大4岨訟を鑑

えたの怯.いずれの院患例でも少伝か勺た "に霊"

は不霊震で中止した例は少信か勺た さらに"""~

るいは徐腺で中止した例lま少誌かラた

不竃農のために運動負荷を中止した均胞は少銀側で

あ弔た:/JI，..のように.翠動の符"苅聞とは一定し

た周係は認められ館か噌た

保に腐す.以外の中止理歯で"い sr節分の異"'<

平揖問鉱胸痛悼平間151...金身の夜労，息切れ及"

干穫の漏みによる例か四%でお令た ζれらが pl'<>to.

伺 1の途中での還ヨ胸中止の;t.f';:理由であラた
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直 ‘.. 田...圃同国同 1事" I1I1.S 

A町'"，同国・抽..圃t 5 ( 1~搭〉 割。T:;:;)
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トは験とホルターとを，関ー崎潤ではないが，緒的

優した ほほ閉じと恩おれ.伏Bで包録で倉た定例の

うち，志郎淑適量修所見上初%以上の冠動沼最後窄を留め

た"例を週んで。両者の不盤康の検出の"異について

対比して検討してみた，a‘} ト鼠肢では。遣し得

たa医大:.c..，色2誌は平均 131錨で~，た そしてその鼠酒食

では，心..怯m外収箱t孟 5 慨す屯わち全体の14~~.

心室性期外収.，主8例にのみEめられた とζるがー

方のホルターでは包録された金大，.自歎信平坦毎分

110拍で，.!略性甥外叡箱20例全体のsmで突発

性規錨S例23:>.:， .(..I!II網島2例. .略ヨ監修会郎早期限

..・例で，心室性'"~限値は 19例S4P66こ'"められた

JI ~tf...ぴにまとめ

以上の成績は まずト低験で"鋤 ζ体う不'"農が

傷発される例は少忽い乙とを示した

ζの三とは，ト低級で院本盤震が続発されること"

1釘

むしろむずかし〈 仮に誘発されたとしたら，あるい

U予後判定よでは震盆は例かもしれないと"'，たお

またCのζとは逆". ト鉱験でiま不盤振の点からは比

般的安全信混昼食であると怠われた ホルターでt請し ' 

鉱験よりも同一人で明らかにより頒固に。より目常生

活での負荷に伴う多種舗の不盤努が続出された副ー し

たが弔て司，.慌の検幽には. :t< '" ，. は当然すぐれ

ていると患われる しかし，険幽された不盤僚の予後

制定Jヒでのト氏験と錆比させての愈鍵については さ

らに検討する必要が吻ると容えている

文 .. 
1) Tamura.1t.， Om叫 T.andMu剛ka， H. : Neor 

III*simalH enmae俊・tb~' tHadmill lor 

"“uation 01 en川崎..  凶 etion.J pll. Cireul J. 

43 : 111，1979 
"図村岡賢ニ小沢震文，相沢一億吉僑智也，.，.

樽 ST度化検幽に対する Holter毛ιターさ舎と

トレヲドミル還動負荷民脇佳の比伎について循

u科 8: 138，田a
3) hanovll， L. 1..， Ma:l:llr. N. A..Smirnova， T. M噌

s.~同koy， A. 8.， Na&arePko. V. A.， Svet， E. 

A. : Ela:tl'Ol'lU'dic羽rraphiee1ercise testing and 

&mbulaωry m。固itoring絢同組litypati開"
..ith i~MlDic b鎗 rtdi'ftlle at bilfh riJk 

of ludden do・tb-Aru.J. CnrdioL 45 : 1132 

Z鍵抑

制 Oj血 e，P.. Egrc. A.， 5ory. M.. et 111. : 0刷剛

。..出時噂姐<<1，略nphyIu固or=1~句，.

'F.同一Arch.Mal. Coev.r Vaiss.72(6) : 65ii， 

1979 
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運動量荷時心拍数増加反応巳よる椅結節犠能の検討

高指正窓句。停

高橋宜光・ 加lIi

tまじめ巴

割町制限飽不傘l!MI>患者(1"下 sss息者)Oill動負

荷均"由設場創が健常人に比岐して'"なもゆ劃閣にある

ととは伺切れて丸、るが"".それについて際舞同検討

をした"・12少ない今罰委々は多...トν.，ミル

負荷を用いて各・....毎の~嶋震当・2置を検討し，そ

れと後家の sss患者怠ヨ野の1・・を!t慢した

Z 対象と方画像

安.崎心電図で F=曾@惨園帽圃""且し心4男績
動陰線<lを調たした S謁皐者"例と例制民鐙不全の

"い他度急患者"例の患者脅，，，.例，及びお_76才の

健曾漢m例のJtttl'π"を対象とした金例録後Z下

で Bm舗のプ冒ト:1_"，"により.."を"...としてト

レ7 1ft"，負荷を行い 11-stdfe ."Jit，7f1.lfJの<<鳴

被告求めた 患者型車にほホルター式心"貯を周いて原

則として"均閣以上の心電~1èlIそ符いa医大 pp 問自陣

〈以下 回.pp)を求めたまた"!I内電位を，.，.し

ながら"砂部毎分'"鎗までのAU(.'I!II制単を行い，

それによ，て現実された.. 大 li間属 【思1'SBT

皿討を求。た

z ・a a艮

【') 健常.. 

.宿署u才例ゆか-76才〉について送量を禿7でき

た杭句，思及ぴ各・taceITJ(.，泊"をみ45ι ->l医

者津署"遭島で.た・-"が多〈またそo_
....・での心緒喰も多<.遂ζ買令者"費者とも少な

か噌たまた鴎ー年令宥では，...で会た・同p 箆，o

少"も叶・'"む信敏増加が皐L噌Z聞にあ"ヒ <0で.. 

割.. 隠そ，10:t・の世代別及5遷島宵健汎2・..・t制p I宣

銅巳分" 争"について各副司畑毎に平均心強裁を

.心.....史"t現千Z大""学..=nM 

隆泰・

和 一・ー

山 本真平子'

，j、山 膏太OiI・

求めた とのようにして盤代別かヲ蓮勤笹カ粛に求治

た随宵・障のiII'町中£岨盟会場"'.. 績を以下の患者鷲検討

@盃噂として用いた

(B) 位農怠患者雰

他..息患者務の ~pp は.，.念0.23(寧勾±寝

"11劃軌 S町国三はU3企.忽砂あ，た (.1) 

a町鰻飽本金の也いζ札ゐの息.1:~ν. ，ミk負荷に

・していずれも健倉者!IlS/.iいしそれ以ょの4二信1t~・

舗を宋し.健常者平均を下廻§例I.tftか弔た園Zに

ー例として伺才代の健'"障の'"均<，嶋..幽厳と他Z電車

患者の心刈由設""を示す

LU:!:o.U 

T7PO I • L町 土0.11

，~. ， t岨主血蝿

-・ ‘ 

.' 
- Rf副・・z} 

..却主札制

".主，n

且'"且"

回帰。月1

目量面白.ft)

ω:% (iJJ) 

..，-
，.. 

一一ー-'--..・

.' 総疾患息省の温E陣中心柏，，(......，才.)
"隊@実・・隠おのおの・_.a;u.t.で還動で金先
.奪濁の事局。.rtlt....t~.皐.のゐ舗.を示す
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112 SSS患者〈騎才，女怯〉の安"持及a"勤中心篭思

(0) 昆翠患者騨

sss 1患者容のうちでも..，例では安嘗時に補完'"

績が多発す.ものが多(.遷動負荷により澗結節属医a
o，食針を行う樋合その心強.. 増加が欄蝿律によるもの

で...かどうかが悶掴と'よる 園2に示す症例は""

時に俗調不登心室住期外収纏繕禿叙舗による遂行

錐4二明興奮などの多彰な不盤震を呈したが選動随始後

早期にそのP漉'"から測調俸と考えられる益震に移行

した ζの他の'"略も.. 勤中早期に調性鍵震とな.例

が多(，会側が還動終7までに酒色擦"とな。た

sss 患者の蓮動負荷鱒む信敏増加は世代劇，陸軍者

寧均を下圏る傾摘にあ，たものの分散が大会〈。定例

散の多か，た初代を例にと省と園Sのようにな。た

ζ れらの sss患者を各例毎ICIIIU!世代の健常者平均と

比依す.と以下のsつのタイプに分..できた タイプ

I : iI勧前及び運勧中の各・....を通じて健常者と問

機ないしそれ以ょの£岨訟を未す タイプE 遭勤前

及び運動当初"..権者より心嶋".墳なも、払徐々 Eと

増釦し..動可能な""....ーまでに健省官者事均に遣す

る タイプm:)I動制及び.. 動可能""終.....にお

いて叫崎教が個陸軍右手町哩らない咽叫。.，代

以外の世代についても悶世代健常鶴との比叡で前記の

3タイプに分砂るととがで金た sss息者軍障をζの

タイプ別に分けm.IIJI:PP，SRTmaJ:.及び有酒!!~ (徐

眠によると宥えられる何るかの盤状のある患者の割合〉

....'-
-，事

z 帽 E

園3 8SB皇者の連動中心弛."区』唱団才〉

を検針した匂自，，) タイプ1とタイプEを比依する

と III&J:PP， SRT mu:ともタイプEがやや"い依を

示したが宥Itな..とは言え"か，たー方タイプ.，ま

皿uPP，SRTmuとも他のタイプ"対し宥愈(P<

aωs) It:Aく"..も倍々の例についてみる と玄室と

宥えられる例が多か勺た なおタイプ四で無座決であ

吻たー例'"1秒以上の~曙止に自民しても自覚震波がな

〈 特異は"例でお.と考えられた期はかるタイプ

Eに寓するものは.症例と脅えられたが九タイ プ1Ir::: 
も.，.皿PP，S町田.o晶、例が含まれており

選動負荷により健常者向織の心舗数に速しうるたあ洞

，.能不全S温度であると判定す.ζと"で4惨なか弔た

なお本検討の運動負荷巴際い運動停止援に著明な
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霞‘ SSS患者の心4自歎壇加反'"の各タイプ
〈政Mω，，)

徐錨を呈した盤側俗伝か，た。

J[ "寓
噴縫裂~息箸のa墨.. 動"免R荷巴ついて.. 写編，な:a験貧肘をした'領

告は少，μ

崎心鎗'飲段均噌"加眠を遺'動防の絡s点Rのみでs検食針したものが多い

またそ，れ、らの舗，集降にIはま s坦息者でも鍾調曾障人とn寓電旬等.'"

民 • Z河

~岨数増加を冨治るとするものと，建曾人:乙比叡する

と少ないとするものがある" それきの文裁による"

"'-iiは換E守した患者の玄盆受の遣いによりもたらさ

れ.と思われたが，大単iま4マ自歓オ吉正宮電化したか奮か

を何老孟単に判定したかによ忍と考えられた。従来還

動中の£嶋"がー定値(例えば毎分1∞}に遣すれば

正常cされたりしたが運動量を鍵袈してー稼にそうす

るζとは出官軍がある そζで事是々は多長沼トレ.，ミ

ル負荷により各・同・毎にい組数増加反応の検討を

行い 患者群を周じ世代でしかも逗勤可隆怨....奪

取の等しい健常欝と比叙した

潤狽創量不全のない他疾患群の心判"増加は鍵倉訴と

関等ないしそれ以上であーた ζの事は調機能不金の

者い湖槍節は運動負滑に識して"ずある程度以上の心

伯微増'"をす.事そ示すと考えヲれた 宅建々 @検射し

た S田患者法翠動中金側が測調律化した との司Fは

""の"'''者でも適切な剃滋が加われま調鎗衝は

細則的に楓隆しうる事を示している.しかしその£特

徴場組現度引とは差があり，信官官容に比叡してItt，μ、心

徳裁にしかなり得ない例肱血=pp.SRT!);温Zとも

ll<"栂館開金が重症であ.と宥えられた。したが，

て本楼l"!~の調腹能宍会患者を他出する補助手段と

して有用であると考えられた

鋪 腎

健常者及び調傷能不全患者の多優潜トレッドミル負

荷時心強数増加尻Zをさ食討した 20例の，... 能不全患

者は運動量増加に伴い金拠調性集探"した均九心拍数

楢加程度にほ"があーた 忍動負荷時む崎放増加の少

ない例は""'"河.，.能不全と考えられた

文 献

1)村山，;，・，"斯震学:w.: U-!3，1919 

"笠'"，宮内特.s:1078.19唱。
3) Furel'，副[.1.:JA.MA 20・..."邸紘
4) Bruc鳥R.A..:Mod eo闘 11"eanli.ovase. DIl恥.. 

:m.1958 

町Loreozo，J. G.， et IU. : Dio.gllOllis IIDd tr鴨._.
of eardi田:LrrhythIQIIUI，pe.曙亀島。.，π:II"O:dord

p. 603， 1977 
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トレ フドミル運動負荷時白心拍 血圧E応の

バターン卦類とそ申意義

弁 内 和 幸'ー彰 本 包 明・

湾問宏、 夫・ 寺 IB I使人・ 余川 置・

秋山 JI・ 神保 iE 111' 経本三千夫・

E 野 2偉・ 金木英..-.111 線開代・

隠じめに

遷島に対する心血宮系の反応鎗去を知る買的で，今

回星通ば・.. ん虚血性~.，.車。高血50 ~..神経'"

および包大色心筋盤の冬戻~での 砂 ν .， Y tル選勧a
荷ゅの4特血匡反応の'~!1-:';分鋸を緩みその怠僅

について..射した

Z 対象と方途

値判官凱埼，虚血血，.，.息M:t.~馳lÐ8~心a
神星空12名...犬佳ゐ11S1:!6 ~包で ..'"性心~~. r. 
火性心筋霊lま 金側窓勘'!U忠心室;0'院でそのB町立が

諸めら払 4二鴨神経症l主要事定型尉衡を事習し 忽a間際:I;

および11物間発テスト等で虚血性£岐阜の存者主を否定

しー・た症例である 各震の写'"はで.るだげ勾応する

ようにしたが:， .. 血匡および豆大性心.""で若手若い

傾向とt..，た 各E曜の平均等-tIi$O才前後である".

1) 

方法は ..咽白色によ各 マルチステージ8告の".

.u 対象

¥¥J  • |岬 【ι「・〉

h 同 u “ーu('。
'BD z‘ “・帥《町〉
BT  1・ 凪申“ 〈柑}.c.‘ .. ..・・I，U) 

BOW • M _'" (U) 

I BD， 1舗回一山

町 i…
NC.I.，…町山由

D C K ， B1l'"f'>'I曲一一

-富山霊"富裕夫司，.こ内毎

国"...u・~.さきを行帆心電図""思議で 1分

・5に巴.い虚血栓ST震化 t1m回以上の上見ま

たは下湾を層建と し， 事史4二婦が飽覆した審会払その

嶋点でテス'を中止した 血屋ほ2分・eに右上脂で.. 

HR Vmin) 
SBP(mmHg) 

200 

150 

。6 12 

Exerdse 

58P (聞mHg)

2∞ 

，ー

lω 

ミ。

'. 

100 

18 

Z. 

ー・・

58P 

HR 

S (Minutes) 

R.屯ゆvuy

" 200HR (1加 in)

KB， Boarl.叫 回"・川町一

酒. '4古血亙反n.の作成能
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診接"より測定した

心、街怠亙反.z:ま，心，，，，放を玄維にゆ収繍繍血犀をY

輸にとり，各占誌をプ冒 7 トし，バターン分績を低みた

〈園川 上身ば運動量増加に伴う4鴻言血圧反応変化の

S8P 

S8P 

S8P 

SBP 

A-1 

• 

• 

s 

' . • • • 

HR 

ー、
.一-e 

• • 

HR 

HR 

HR 

毘 • 1河

時日出的池移を示し。下段はζれをもとにして得た心神宮

血豆反応....を示す

次に心満血E反応の争叩ーン分費置は図2の還りで

ある 包の下Eをは実'"事例，上"はζれを罰式化した

A-ll 

• s.2 
• 

C 

.， . ・・.・・

.-/ 

• ....... . .:.' 

A-m 

. ・・• ・. 

• 
• 

園， ，，，，血匡反応，<タmγ



Z帽 飽 .. 
SBP D-1 

/¥ 

D-ll 

¥¥  

HR 

SBP 

.' . 
• l' •••• 

• -・. • 

HR 
図2つづ舎

ものである 下段。包録は2分毎r:1点を得たもので，

したが9て点の数怯負荷時間を示す .."ま心....血圧

ともに+分な反応が見られたもので A-1 r主略者と

も}直鎗的に上昇し， A.-n rま血庄の上昇がテストの

後半で緩慢に Zり A.-m r玄初期の血毘の反応急'.慢

な悪事である Bは血匡が上昇するが 心特徴の増加カ

少ない".cは血屋心... 放ともに低皮応鮮である

D12テスト申に血犀が鑑下するZ揮で D-1 rま初期の

血豆反応ば包められるが，後半に低下する型車で， D-n 

は初期より血a.o<低下す.欝である EIま£嶋恨応は

十分にあるが. ""変動の乏しい欝である弘上8通

りのパタ Yに分甥した

n "'.および縄寮

表Zは疾患別に冬型の分布を見たものである伺泊

佐。lで砿 A-I. A.-D型が多<.A 湿の初期の優慢

な血E上昇反応を示したものは1例のみだ雪た a血

栓む嘆息..例~139司法A型に属していたが包例は異

常な心拍.."反応を示していた 血匡低下のD型'"

例のみだ勺た高血豆息者でtま16例中"例がA型に厩

し，うち4例陪 A-m型だ令た D-Iのs例lま虚血

後<嘆息の場合と異なり。テストの前半ばA型のよう

a量級医学 .88...1~

E 

2・2 ・• . .・

.. 健常者及び各理心度患での心品血E反応
バターy

! ~刷 ! 1 RD  I冨 T I I'I"C.&.I ElCH 
4-， s T • す 2 

4-' 
ー

事 s 1 。
4-' E 2 • 4‘ 2 

B 

G 
小
川
一山川
市

山一山…
伝十分な心拍血豆反応を示し信がら.tu..，t (;弛歎

付近で血底の低下が見もれたものである ζれらにつ

いては，買い収繍絹血圧の測定上の閑庖もあるが賓

血箆患者での遷働強度纏却に錯す.<血管反応の違い

も考えられた E霊を示した高血圧の1例は心晶教

は+分地卸しても.収."血εが 190-210mmRII: 

付近でほとんど夜化しない量例だ，た 乙れら高血

庄での各Jマタ ンの這いI!.Bruee ';"および本111!;"' 

e収慮期血互のテスト前健が也、."刊ではA翠のよう

に心湘血豆反応が+分あり，和、定例ではE型のよう
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に血圧のよ鼻が少"いとい令た鰻告とも一致した 心

贋神経霊法傘列.l.miと寓し a血栓心疾患で多〈見ゆ

れるB. C.およびB霊倍以.".時中.1.-1は7例，

...置は4例に，，>>られた との A 理法滞血lD障に

も4例あり 初期反応均ii:.!In.EE.上界を伴ゎ'よい心舗

数噌却のバターシほ湖町神的緊習の起ζりやすい状鰭を

毘決しているのかもしれない 摩大性心筋盆芯6例中

g 例が.l.m~i:.し 血行動型的に遅刻陸時も正常e!<わ

らない良広をもっζとを示壊していた

.."孟阻dpointでの心嶋'"'変化量をd.BR，

45'P(園 地

.，・ • 
• • • F 

5・ • • • 
-
-
d
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糊 4KRV_Ia)初
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阻3 End p附阻色での心鎗血医変化

ASBPとして， ζ れと各反応"タ ンとのa係をa
血栓心疾患について克た £特. "'"の度化置は a
血性心疾患であーても.1.=毘忽を示すものは eontrol

と，.はなか叩たが B. C. Dの".でlまζれらの変

化"""小さく ζとに血"'"化量はB. C. 0の績に

ー趨小さいζとが知られた

"に虚血栓毛疾患で拡，伺，~I に比して負荷量が

少はいう色に還動を申止した例があるζ とから，連動

初期の."". の僅負荷状Sでの心根L血正反応を

開，"・1と虚血性心疾患で見てみると(図")， A.型の

a血性む疾患は悶臥，，1と隻はなかーた杭 B.C 

D盈iま l 例を様、て啄..~血圧の上昇はわずかで，ー

方心鎗散の増加踏むしろ大きいととが忽められた つ

まり虚血性£疾患でほ。異常心鎗盆医反応を示す欝ほ，

低負荷碍でら奥曾な心鎗血豆反応を示しでいた

遷動負荷ゅに鹿屋領下を示す例は震篤江東E用可変を有

す.との鰻告b・倉fttd倉丸虚血性心疾患例について

病変の盆がり <'I!l鑑を各~.ターンで比役してみると

箆

-ー
m 

dSBP (個潤H. 。

鈎 .戸百両函 i 。A ・ 1
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・B.C&or---1 
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回・ 8凶...での心抱血医変化

表ヨ 盆血性心疾患での"官血au-'ターン
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，a 3)， l ll.~荷震はほとんど A.~K.し. 2肢はAI:I

3 侭異常心判"'"反応はS例でうちBOIが 3例~，

た 3度i孟金舘で 3例と少fるいが....墨に属する症例

Iまなかーた つまり異常心街血豆反応型では電動農鋳

変数が多〈得る傾向<.り....型を示ずのほほCんど

が1，...躍だ唱な左盆逮髭より求めた雇幽寧では

"%以ょの駆出寧のうち14例中8例が&蜜.60%.1;弘下

@厚幽2由 9例~，例が A盈で~り 袋網崎の思幽率

によ，て;r動応対する各バターンを予知するζとはで

会怨，，，た

施 盛

歪是大負荷で B~ ，告によるト ν，ドミルテスト



'" 包 • 
をおζ なも丸心岨血E反応の，.ターン分費量を低み そ

の臨床的窓穫について検討した

L 虚血性心，.u:J患で信 多段荷1<で異常心咽血匡反

応を示した塁側が多か弔た また!それ・は低運動負

荷状"でも健常者とltぺ異常な反応を示した

広 高血豆患者でも-e.異常<，劫"""友広を示し，

遺動応対する心血菅系の反応が正常とlま異げよ.己とを

示唆していた

. 心繍神経"''''大鍾封。筋震で信正常な£崎血圧

反応を示していた
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等尺性負荷〈定滑車重量負荷〕における 1段階法

および2段階法の比較

丹羽明博・宮原康弘・

高元俊，，'谷口興 ・ 武内.，五郎・

はじめに

循lIle，闘犠に右げる.. 動負荷鼠験のうち，勧的負荷

民験は主として盆血色心疾患の惨断および運動世容能

@評価巳利用されている払等尺住負荷民.. 依.... よ

心地aきを得価する上で宥周江方法n とされている匂等

尺佳魚市民厳に弘通信，鍾カ針が用いられているが，

一定の負荷量を目盛に合治せてiE'諸に保持するζ とは

箇鑑でおり，また， .~組1.. 効果も幽哀しやすb\

ζれらの欠点を繍うために わ市われは定滑窓重量負

荷法を考.L，"'，すでに健常例と震息例について検討

を行勺てきた・ω 今回は本負荷法による 1震，.負荷

.東京医騎鎗将大学.:11ぉ

さをと.とれまで施行してきた2康晴負荷主告にさげる循

環，帥績の勤時比陵し£般能界信法としての優劣

を検討した

Z 対象および方建

鱈'.1<<'-1英恵摘牽のため当科入B慮中の怠血性沿暢臼E

27，除心筋盆‘例，高血墨色<宅建息s例その他B例

の針釘伊男総例，女4例で，年i"1!27-1O;t，平均

$2"土u才 (M鎗S土u:.，である食滑車重量負荷

S聖路天井にとりつけた滑車を介して一定司E量のオモ習

を局いそれを仰臥位で保持するという方法・""l' 
で，左右心眼カテ テル中に本書去を範行した ."鰭
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園 1 定滑車露呈負荷法

訟は盛大霊力〈以下 MV。の25%および却"重量の

オ.，を各3分冊."分M保持するもので9例に施

行" 16 診は50%.量を3分鑓保持するもので2s例

に鎗汗した制定した軍理指視は心.4E~生腕動".己

左室Eおよび位錨幽霊(以下'.c~也係書ま C1 で示す)

であり £特出量は熊楠釈鈴により求めまた腕動

脈""圧を£崎由佳で除して抑血智鐙銑を求めた心

拍"と心内庄の刻定怯負荷制裁よぴ負荷開始か..荷

..'分まで毎分調定し£婚出量怯負荷飢負荷司"

分， 6分に測定した なお， 1&館主告を鎗汗した.. 例

*"例記左塞道修を行い 積出事〈以下町ラ 50"以

T09例を E ぽ下1J， 50%以上の"1略を EF正常

欝とした

平魯健の'"の倹定には P:lif・d t.tenを用いた

z ・密 集

£崎li:CEiII U.)と左室院箱JQlacm12B)ば各負

荷レペル乙おいてそれぞれ有怠によ昇した腕勧銀平

均亙(図， c，および左怠拡強終期亙 (;1.1:下 LVEDP，

l1li20)ば1段措法でほ有'"の上昇を留めたが， '" 

.. 法においでは卿動際'''.aの50.%MVC レベル

指よぴ LVEDPの25%MVCνペルば前鑑に対して

有怠な変化を忽め"か勺た CI(園u ，に腐しては.

1段治法 2食鎗援ともに負荷3分で増加を認めたが!

負荷e分でi玄負荷3分に比し宥'"差を阻め忽か，た

.た， 1康増益では''''鎗幽係."図u ，の有志えな

減少.および，積血管"筑咽.c，の有怠江増加を

庖めたのに対し， 2"摺桧では両指鐸ともま，碕，負

荷中を這じで有患な変化を留めFよかーた

50.% lfVC 1役員密島倉行例につ小で， EF正常震と

低τ欝?と分げて C1と LVEDPの関係を検針したと

ζる圃.f.)， LVEDPについてi調欝とも有忽の上

昇を示した ζれに対し， CIの動!1をみると， EF 

正常寄では明るか巴楢却を示した弘 EF低下帯!とお

いては友化院み切れなか勺た

][ ，暗 銀

現在籍得されている寄尺怯負賓の方法は!彊カ計を

用いて，，-鈎" MVC レベルを3分冊保持す.とい

う方法であ.が.定量色についての信領後は乏しい

われわれの肴来したE量負荷法は定量位認調する信観

健が奮しまた.循環緒指梅の反応をみると 左"，.

の上昇は著しく £咽銑"動際E己 C1 も増加し還

常の等尺性負荷と刻似した島怨を得るζとができる

との路指繍の反応を 1.熔接と2段階蔭<ついてみる

と.前者で1-:後者に比しより顕著な反応がみられた

また 等尺佐""0特徴として!覇防岬負荷に比し使用

筋肉の疲労が著しいζ とが事げられており，との原信

としてほ奥歯.あ否句"が，使用筋肉血誕の誠少とい

う怠見"もある 復カ針によ志方法と問系続開負司法

である.，.負荷桧隠やはり.使用筋肉の夜労が"'"

やすいので，短い時間でも心織能界僚が可能な血行動
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同 .nsSE

50" MVC 

νmin ...... 

。一。 E仲町~，N:唱5

・ー・EF!!:閥、N:9
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>01 
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本.，.ω，

同俳

? 
唱事訓ド

調 30 __u_ ..町
LVEDP 

'"繕絵鎗"側広おげる忠也事立曾Z尊と
低下司障の比叡

，"，剖徳lII!ol.ltLVl!:OP，左""彊袋棚犀

u化をもた，す1息調甚法院臨床的"有用な方法と考

えられる

‘'尺色uによる循環錨抱舗の動沼に翻してI~ ま

ず加動康俊入亙についてみ.と， Pere.z';" fま捷常例

では末夜であるのに比べ，心"使.. 例では"・崎

LVEDPのま宥忽例でも... 防鹿8入Eのよ昇を留め

褐在桂木金心の検出に，.績を見出している 左箪容量

につ削て信 Z常心では依温喝悶容量の減少はいし不

'"収組終綱審"は.. 少し EFI孟大節分不夜でお.

がI 術的心では健張経綱審急成纏終期容量ともに構

大し.EF 1意識少するという叫 -Ilに輔荷の増

しが縛霊的孟等尺性負荷においては墨書心の場合は

心筋寝泊カの増強という反応を示すのに対し，術的む

で1相官負荷の場し(Frau-Swlillgl!fIM闘が主体制E

・く凶，.といわれてい..，制回の病他心での EFlE常

Jl!c !i"ヤ曹の比叡で I~ "負荷の楢し倍弱者とも関湿

度であるが CIの反応バターンをみ.と.EF正常

.. では噌丸値下司障では不逮と両軍事で.. 異を忽めた白

代償脇信として£伺放の楢舗があるにもかかわ砂ずロ

が末，.であるζ とは.EF 低下事撃においては心叡績隆

民 • 組1

低下の存在珂唱されるすなわち."負荷と αの

反応パターンを解併するζ とにより，心霞能異常の有

無限現すõ.~野が可能と者えられる

等尺性負荷の安全性に扇してはI.ind'U 低血ε@
急畿江上昇は..，.炭取量が大となり危演と還へており，

また，不整"を錫，遣しやすいという縄告mもみられる

しかし怨がふ ζれまでのわれわれの検討のなかで旭

玄鴛な不登，，~霊択を呈する例はなく。遺応巳注怠す

れば比叡的安全信鎗"で.る方法でM

，. と め

a・カ針を淘いた.. 尺雀負荷誌の欠点を補うと考えら

れ否定着・.重量負荷援を渇いて関係留VC1陵地首長

を"例に， 25j'$.50%MVC 2震鋤設を9例に鎗行

し..(;'.笹野告を行うg慢の負荷訟の優劣を検討した

血行動息変化の程度ほ1段鑑法でより沼署であり，し

かも 司自負荷と《立の反Z'(I-:.-は EFlE常欝と涯

下習で実ほり.，.取結後短l'の有様を検出で..ζと

が君噂された したが司て短殉網 ζ手鑑に.. 行で..

+分な血行場湿反応念晴ら九しかも負荷震の安定

している関"征VC1段熔接は2段措法に比し.臨床

b より有用な方法c考えられ.
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"谷ロ興- "床成人m ‘鎗7.1例4

')轟."害...他心2・10: 791，l.918. 
的麗.."...他:心...後羽町中

めI.ind，ムR..et al.. : Clill.. Sci.:SS : 45， 1錫8

め H¥lmpllnザ場、P.W.，eta1. ょP，"，・;01.183 : 18， 
聞包

ηNl1tm-， D. O. : Th・ Beart11中dll.te1，田.Bu問、
J市九 MeGnw-Hill，mc.，NG" York. p. 23S， 
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" ..  沼 .J.E.，e盆乱 ch飽 t17 : 19-‘，.1980. 

め到聞脆・A.P.司etal. : cireul・.tiOIl53: 8髭丸1計竃

10)鉛yaza....K..etιToIu生nJ. ElI:p. Med. 
UO : 83.191ぬ

11) Liad， A... R. : Cire叫瓜i姐 似 173.1970.
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正常人の最大運動iζ対するかblockerの罷曹

JII 原 貴・ 村 山 正 博・

平 国 i!!i f冨・ 村 尾 覚・

伊 E長惨夫"薦宮輝也"金子径 二"

谷嶋ニ三男" 嫁 鍾 克 己 " 黒図. .-

はじめに

実銘柄・..は連動1::.要な役割りをa院してい.".今

回われわれば邑来的""=<沼いられている J-W関... 

0Qとつである戸匂"官刈01011決遷鋤に対する~

・を倹'守したので縄告する

Z 対象

対象M健常人"島〈男，~.女"島れすべて本絡

的~d! -7活動を行ー，ている人であり，年..は，，-~

才で.，.た

z方法

propl'Nlolol眼用前t愛知."聞同念大還助負荷を行

~ '. (.，鈎枇血a... 大厳.. 慣取置を比駁した匂 5名

について l玄関崎?と"'血を行川血事現厳a 血中~，. 

... 包.aI.UIU -{O測定し.比観した

まず篠血周に>1'"震に.，.ター併を1I.l" 重量

舗℃湿度，，~に保たれ?と寛厳重に入lI.'匝位.. 分の

"・をとらぜたIl.t<:1t喝のDmを滑，た，連動怯

bieyd~雪".脱届e を周帆毎分"聞民向速度で 負

荷は4降、lDi1Il!ItIiカE合せて良定し。 11初は‘分ごと.

金大還〈では"争ごとに負荷を.し.泊分前後で凪1

m包に爵る.にした ~嶋書皇后s・a・した心電Sよ

り$:d.=震はや~" "，"':l水""'"射を.II!!I~'. 聴.. 

により測定した 酸3間取霊ほ各段鱒0111震の l分弧

最大涯〈でほ這畿的にダグ.，::O; '~7 タに.."を療取し.

シ.，シダーガス司監量分焼酎で測定し京地た.，撃..，ま

~.".各段勉Cと ;0動終了..金に滑 ~'. 1¥・'"診

察詮 Zより.IIOr姐 2包叫国は回h，，，明yWlol鐙党

・思京大学園医司，.億二肉続 ・..本.宵..;\111- 7拘零研究~

詮で測定した'"に propru.・1伺関IIL(3 81'1ι伺

..・ B閣内服させ，同匁包11大連動負荷を行い，担

.."と比仮した

•• • 
関1~1.実例で. propnAOlol U 前後の£特色血

豆園陸察使""の経過を示....窓側は"才女性で， 心

鈎数隠，.・運動ゆとも明らかに P'可=0101によ

，てお制されてい. 血""収泊費乱位夜mともに

"""祖0101IUD後"臨唱を来している怠震度"

e
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量iま，-旬。 .1盟用前後で各震調官および金大とも

己:ま同じ鑑を示してい毒 図2は"才男性の例で.前

例と筒様に心信乱血庄は，，，，.祖.101援用後がQまい

9P.fmmH91 
220ト I

l60r./. _ i'.~ も・冥A ‘'. 

国ト向 島 酔 ff'b. \~，、，""zeu.-，FHj.........'II. - .-，a 
4。ト

l白tHR.IbA耐}

同|
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関

田

刊

円。.

Sut:j. SK. 

"-2.01 

"α-. 
すすすK)mi'l

回2
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E 

毘 録 '" 
が，自由寝袋思量は2cんど釜tまみられはかラた 図2

は各例とおける酸葉摂取畳の星通をみたものである

1例t三a農大..，，~双aのみを測定したので 7 ，聞の経過

を示す T.'例を命全各段婚での破棄，，，，aは.，~ 

pranQIQ!鳳用前後でほぼ同じ僅を示している また

...例を強会連動時M.到遣した 1ωdもあまり盆

"みられない表1ば"砲のa医大4渦".血昆酸素

表1

I Cou<叫 h句同国刷

・・豆 BR I 118=18 I l'は7包舟8 p<O.OOl 

D比 一
"陣温 1 '鉱工，・ 2時:!:ld P <0. 01 

幽~v.. (叫M 山戸二三三~ n.'叫， NS 

夜寝量をまと治たもので..島大4二J宮数iま金例で，.か

pl'!lJ1olo1服用後低下し，統計約 Cも有患の差をgめた

.. 大還動吟の血庄はほとんどの例で収纏:..鉱袈Z調，

平均血医<も pl'1lpr姐 .101厩m後で鑑』信を示した

収繍m血Eはばらつきが大金〈有泡ヨ!lif，i:iI>..，たが，

鉱彊...事均血庄は有.盤をZめた a医大政"'"忠霊

はpropranolol服用後増大したもの，低下したものが

あーたがその筆はわずかで有憲君主r:mめなかqた

z。

.. 
， 10 
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". E 毎 .. 斬医学 JJSSI!l..1号

oltglZi zo 2.5kp 

b 4 .品話b
串 l 四百n

'0'同 IdI ρ .0ト m9/dl

6ロトSlbj.NT. ?-o 60~ $u同KM.
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Subj. RHt 

」主主主豆

銅‘ 血中乳厳

Norepin!凶1flne 岨

由

制"

四 T阿川

醐

田

期

間
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国5 血中...... 旬oIi.

図・ lま血中乳単温度を測定した5名の結果を示す

".白書事閣の盆の大舎か令た1例を除a'propr姐 0101

服用後 命等'"の"動以上で血中乳後温度低佳い偉そ

示している図Sは血中...... 勉凶重複度の結果を

示すが propn.Dolol録用後でa・'"不夜，低下6聞が

あり 定の傾向"みられなか，た

JV" 1I1 

t-blcd:er o金大運動に対する彰.に鍵しての報告

は少芯いがi 畿大"勤時の4じ伺歓， '"乙心岨幽霊iま

I-bloeku 投与後Iま.O!刊さ払動静尿酸素股2をほ増大

するの，，-致してみられる跨見である'_1> 1周到自白

震は方事あるいは増大するとされている a医大政実摂
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取量に慣しては低下するとするもの白 木変とするも

のa舗がおり 必ずしもー去をみてい也いいずれ広

しでも£婚出量の僅下砿求摘での陸棄のとり込みか増

し，動修，~It察後"を噌大させるζと巴より。ある種

皮代償されると考えられている 本研究では£姶銑

血圧は鳴るかに抑制されたが."大窪動強E巴ゑ大通産

，，~ヨtl. !t:ば"はみられなか令た本研究とζれまで

の鰻舎でliJ-b民包伎の心特散の抑制の程度にはあま

り""ないものの役且墨役与9瞬間がそれぞれ異なり.

また対象がスポーツ'ンであーた点も異忽。ており

今後ζの点の検討が必要であ.

p'句rtIDolo111周哲也遷崎中の血中u.のよ興が抑

制されたが.間信農の報告暗い〈つかみるれる2・舗

Iaseltu切り.，まヲその争 ν" ミル穏で副司伝用いた"

E貨で propn.aololは遅刻中の FFAの動員事よ'"野

での g旬"""o分解を抑制するため選勤中のエネ9

..一国南から放幽され.，1幽騰に依存す.割合が

大と'..1)， ヨント笛ールに比し。早期にIi血植におち

いり，還勤鍵遺棄"，."著明に短植し.血中乳置の上鼻

も鈎観されると鰻告している.血中の現且砲の上鼻抑制

はが出回・の供給のぼ下を表わしているものと考えら

れる

本研究でほ p拘 pl1lDolol服用後の血中 ω間企包b

1iD IC-倉の傾向を認めPよか，た念、 '-blc畦 E を投

与すると翠動中の血中“r旬.u.の上昇が著明に噌大

毘 • 国

し， 1I0l'adre!lalio.は増大鋸肉を示すという縄告."が

おり ..........を含めて今後検討が必要である

.8-bloo主uの心機能"創作用から考えてa医大遅動孟

肘句~.叫によー，て低下す.ものと予忽していたが，

prop問。 .11遺品経口役与での彫曹をみた本研究で

低予忽""しa隆夫運動~"'.傘大政官.""量隠は彫響

はみ切れなか，た ただ本信号究で"短時間の這勤であ

勺た弘 .h ギ 代盾への柑周から考えて温動が畏

時間にな勺た場合には~.がでて〈るζとも予忽され

る

実 '院
1) Ep・胤:0，S. E.. tt &l: J. C11ll.lDve$t.“ 1145. 

1鍋 .. 

2) Ekb!(l血.B.， et aL : J. clin. Lab. In'l'舗<"

35，1972. 

~ c.・w・.".I"..tt乱 Cardiovuo乙足舗 5:571， 
1m. 

4) CoDradso:o， T.1i崎etal. : EII1'.J.Clin. IIIft!lt. 

(・bltru叫旬開'.1979.

~毘凶ko， lL.et aL よSporta Med. 20: 1羽，

1lI倒

的 Juekuq，B.J.:J.A即，LP~iol“ sω， 1978.

7) Qa1bo.， R句 etaL: J. A:ppl. PhylioLω:腿S

却す6

8) Ir明暗 M.H. : ulzi舗 t248: 531， 19U. 

軽症ないし中等症本態性高血圧者lr対する

最大運動負荷試験について

熊谷英一郎‘ 緑川啓一・ 長国浩司・

絞家研一・ 0 図代寛美・.戸鋤裕徳・

は U めに

連動負荷民'"ま盆血性心疾患の惨舗やリハビリテー

ν.γに広〈応用されているがL寓血医者に対する蓮

・久省県大学'医学..三川事事

鋤負荷の~・を険討した縄舎は少忽い しかしながら0

.遺愛・....互のみ"らず勧告円状況での血圧!lの軍要

栓も冨わ弘"動負荷援のilIlI'鍾と省寧中多種主O)GI~皇

位bI普衡されでい."
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叉島正剤の'"効判定にも還動負荷.. 換が用いられ.よ

うにな弔て金ており" 今後iliJlll.A:者に対する蓮動負

荷民昼食も盤味上有用fぶものと考えられる 今図表.，主

申 笹盆本崎臨高血E者を対象と して金大運動負荷広

験を行。たのでその成績を線香する

Z 対象，.らぴ巳コ申書長

対象陪 WHO分錫・....nまでの本惣性高血医者

鉛名(男..，包女S名)で平均年令は.. 才〈氾才略.，

才)であ勺た対象を年令により Group1 (35才未調〉

9名， Group 2 (35才....，才)29名， Grou中 3(1ω才啄

よ)17名応分刻し，また対象者の内".. 以上の32名巳

ついて 心x.一国所買Lu:::て心但大のずよい群(NH)

13名。魁"性心胆会準(BH) ，名。非対象邑心E大

群 (AS冨)10名に分げ遭動負荷民験の成績を後射したー

a隆司野医学.3811..1号

各 Group におげ.，晴婚の<~祖。血Eの平均値を

み.と.心拍歎は Group1 '891分， Group 2: 761分，

0 .. 川p3:77/:分!血圧は Group1 ; 168/101 OlOlHIl:， 

Group 2 : 149/101 mmBg， Group 3 : 163/101 mm.Hg， 

で'.c，，;胡血匡植共に Gro¥lp1で若手臨噛向Kあ

ーだ。KWn度以上の限定変化ゃ。心尼大唱を有する

者の.. 度:<写.. の高い尽になる星大きか9た叉<肥

大思分舗での年...，史.罪者血圧の平均値をみると 年

令lまNHI草(“才〕に比しSH.写("才). ASH!厚

(56才〉と心.，，*を有する容に-':ll'..，たが.SH欝と

ASH!!fで:主筆がなか，た 血底値は NH温存 143β裕

也血買g. SH I罪 165/105IIUl¥Hr. ASH 1$ 162/99 

血 mH，と SH.障で訟護期血匡が他岬2習撃に比し寓僚

でh，た 玄wn lfJ2.lょの眼底事定化を有する者の繍
度は NH務総%， SB pS'市 I 品，g!!I!3O%と ASH

-， 町 2 日 1・
M同

畑、抽I

" 

t 

OP  

2困、四

開

'" 
E 

，.創価晶 ，....臥

' 旬。.'
，.3.2. ...・6 戸時叫

" 
L一一一一一一-ao 10 ~O .. 調 " 岡村山山' 崎山
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E専と血管夜化の録い者が多か.た蓮動負荷鼠織は

Biey曜1・-ellom由 rを使用い負荷量 20Wattより

腿土台し. 3分どと!C2OW.叫色ずつ靖.ずる多毎満負

荷方法を用いた負荷@心亀掴を迫..そ.ターし各

分@削"砂をE緩い叫捕の夜化もとれより求~

た 血庄は1分毎にCoI'式水銀也医針にて収縮期血

正己位覆刻血圧を測定した 依彊J;!!!hEH:'l's点を用

いた "勧負荷中の厳実際取置を測定す.，‘に 呼気

色呼集中o.. 索ガスおよび二.. 化浪費旨ガスを進後包

・した 連動負荷怠験の中止4邸玄③予測a医大厄嶋歎

に遺した時@妻。ー年..，.⑧収箱期.. 震が 2初 = H，

に還した胸@強い下政l!l帆呼吸置鍵等の.""'.. 

lI'JjaIS'f(_) 

拘.

" ，.担

ー
" 

‘・ー.........・・t

団 ， 
10 

，. 

，.，.凶包

吾画5 九伊よ w 

ム

r 

" ' m炉 " 

言吾 『相 " 

" .. 田

'"幽現した渇，③心電悶で.，.不慈隷噂の異湾問野見の

出現した均とした なお心孟3 ー盟による心担大の別

定に ，~心室。織及び左彊後霊の謹厚が LO= 以下

の者を NEI恥 LO偲 B 以上の者を心罵'*'事としてそ

の中で。心室~繭...と左."受益厚のltがL3 ØJ:.の

者を ASH..L3以下の者を SH..とした

E 箱 a民

L 温励賞炉止葱..の叛a
年令別で集ると@即"P1と.Group 3で下砂R労

が..も多くそれぞれ凶.，..“"であ.た GI'OUp2で

は予掲最大<.岨鉱が最も多""揺に見られた 血豆捜

ーーー.... 回開酬'一一司

一 一• '“ 

， . 
...，.剖 --・・

冨E 音。
胸脚

< 、倒" 

醐

，...・附 / 戸谷・州.
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F帥醐 ，・帥叫
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がφ止理由とな，た績度ば Gro也.p1: 22%. Gro叩

2: 8. S%. Grl，¥op 3 ， 18%であり全体で見ても16%に

すぎはかーた ー芳心E大別分繍では予測ゑ大'"嶋散

に車速箇来た者ほ 毘突のない欝では.. "と他の2欝

に比して高.度であ，た 忠，..が還魁ゆ止翠自と忽

ラたのほ NBWO%，SB 耳切，"， AS富島却'"と

， ..  撃に多く見るれた 胸衡の幽現で遷助申止したも

のは ASB 欝のみ10名~，名に見らn.いずれも心電

図で有'11ftSTの低下が包められたが，定動，.，.，彫で

は有窓'"実窄が昆られなか，た

. 遺E抱負荷時の紋.lIIma.(>倫数， ..泊，'~

，.・4・<<の皮Z

". 留:1t:::i1動量度;こ対する£始" 叙錨錫血豆

の反応を示すが，忍.，温度の~.としてほ体震で補正

した磁....取量を用いた 園 Z の..~.. で見ると'"ゆ台

数の勾配は Grol，¥P1， Gro帽p2， Gro¥lp 3 o粛に.

.な反応を示した弘 各年令眉に大差"..られ立か，

た ー方収縮湖血豆の勾."事歓f:Gro岳町~1: 2.S.

Group 2: 8. 2. Group 3: 4.."と明らかに忽令と共

に...とな。て事。'特に50才恩ょの@同句 8でそ

@程度が著しか，た 一方心侵出.. で見.と図2のと

と〈心伺敏@氏応隊.. 私唱に有Itな差は誌か勺た.収

鎗"""の反応では明らか c.e，'1むたそ有す.2つの震

でその勾Eが.鰻であ。たが ζの2欝栂でほ2をは立

合同た doubトp，叫ぽtも岡割院に肥大鮮で.峻屯勾

Eを示した

• • 
• 
' 
2可 • • • H3.HF叫.."・

叶 ，<..・も

• 
• 

最.，墨司院'総槍.，.

L 翠動負荷崎の収制・m血丘反応と血駿レエン活鐙

(PlL¥) 2tt周中Jルヱピ.ヲィリンu(...
NE) 

図Sは.. 才から..才までの命栓年者層の内 ASH.障

を除いた NH.障と SH.揮を対象!と 還動負荷応対す

る収舗網血豆勾Eと貧鍵歩行後の PRA及び羽崎m
u-NEとの関係を見た罰である 左右固とも援"に~

a強度に対する舷11M血互の勾"，.歓をとり， .・・8に

は."，.，.符後0) PRA及び38遺.. 測定し平均し

た u-NEをと勺た PRムト羽2 とも還動負荷に

よる収翁甥血互のよ梶度と有窓な豆の相調。<0.(5)

を示したなお ASH'隠は PRAおよび u-NEとも

に低値を示したにもかかわらず~動負荷に対しては血

豆上昇勾箆が，:a*度である事が特磁的であり.信，"型車

とは異なーた動曾を来した

. 心~分舗で.. た運動能カ'"比・2

N冨醇， SB o. 4SB欝での忍鋤"カを運動情凪

最大園陸無精虫色 FAl(F1llI岨ぬ.al.erobi¥l im戸~

~，)で，u突すると 遷働時聞は NB1$19分， SH 

欝.. 分。 ASB鱒 15分，長会議策担買取量棺 NH群

29. ~ mI/k&/I劃悶.SB • U. 8 mI/kg/miD.， ASH I厚

鈎mI/kg/m且， FAlは NBI!J 0.22， SB I!J O. 21， 

A怠H.写0，"であり， SH 欝より ASH欝吻方が遷動

能力が比聞包良好である専が宕唱された

m .暗震ならびIニまとめ

本態佳高島屋書に対するa医大還勘負荷民感の帽告lま

/ ・

• 

• 
• • 

• • 

岡山~

• • 
• 

• • 
，.，.，... .. 且

.....， 
'‘a・2

国. Sωp" of SBp.VO・... 刷凶hlp帽且rioe-:会福岨dPRA ahn-1 h. '11'叫ki，.
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少ない今盟委々は中程笠本窓生者血圧者巴畿大豆勤

負荷民畿を手引いその反応を倹射した.蓬動中止翠自と

しては?政支労が各年令..1!:わた勺て多〈見られた

4骨盟盆εの中止，，，.として貌..，血豆町QmmSgを

用いた念え血亙値が還動命止の理由と"石鯛度は儒〈

，.，名中8名).(.'iE大のはい者は2度当者招く.S8 I撃

にlt叙釣~( (謂%)見るれた 51血otomli皐辺峰崎

としての胸痛は ASH'専の10名字2名lZ見る払い

ずれも心電閣で lmmQl上の有... なST箆化"見るれ

たが定膨張には有意"波容がTょく，肥大!と伴う組対的

伝心"虚血の関与が考えられた ー方運動負荷院殺に

対する収鎗期血匡の氏応は。従司院の・.，...に見られ

.ように隼令刊の高吋包特に鈎才kはの"で又豆大の

~る者種急復な反応を示したが九 ζれ6ζ"動源..化も

含めた"，，，.曹の関与も肴えられた本怨色膏血Eの

商レ品ン2障は，実感神属品の鍵与が，，(.翠尉負荷に

対する血Eの""'度が大4きいとの縄告"がある弘今

，..防"硬化のe・'"比般的少立いと考えられ.ASH 

Bを橡いた切才以下の者で検S守すると 底値甥血庄の

昇星，.と PRA<有窓なZの棺闘が見られた又量一

毘 • 国

NEとの聞にも有患なまの網開が見らn.ASH 1$:を

除くとの年令屠でi孟還動負荷広よ否".軍z"実感神

経系の関与が考え@れたー方 ASH!障は戸崎もによ

.と剖肥大を示す昆闘にi玄関..~警は少江いと鰻告し

ているが・ 今国の倹肘でも眼底"，n揮の血.. "'"の

"い者三回多く見された さらに還勤負荷応対しては'"

峻な成措"血庄の反応を示す巴もかかわらすべ PRム
ト NEが 5B欝にJtぺ4きわめて信(.AS宜容は 5H

mとi靖国動向時示したまた遷動能力も比闘柚

〈探たれた幹である$がむか，た

" 
献

1)国"".も商末...戸嶋諮毎日循渇飽"

8.1憾。

~綱決ーー褐。ほか新涜c温床z7 : 81.1978 

めAmn1，ムetel. : Cin叫山間s8: 231， 1961. 

。"""回困、R.:Am.J. M札祉闇 10.

1翁7

~片甥飢ほか原.掌 ..ω3， 1.975. 

6) To・Maa沼入低 al: Jpa.. Beart. J.16 :釘7，1975.

心疾患患者自運動負荷時の手掌部温度変化

児島俊一・ 峰村尚哉・ 橋本文数・

西島宏隆'甫

緒 冨

歩斤也ど吻下政翠動に2院して鍵常者では蓬勤.. 位

以外...に皮粛で初閣にlま血峨Mj;'がお金6が.還勤

Jl~均・2目および還動崎閣の尾震につれ織政儀のた冶篠

衝での'"椛向増大する乙とか知られでも喝" しかし，

心俊能の低下した〉疾患患者においては 運動筋への

血誕組持のための非温動..，，，皮凋)への血旋""少と

魚銑般のための皮繍血惚増大河パ，シスのくず明る事

が予忽されみそζ でわれわれは健常者，心珊"患者

. .目指蓮大学.~.・E・ 2納得

勝・ 安回寿一・

に集大還動負荷を行い運動耐容能を決色その婚の求

......血B置のーつの指'"として手$侮a度を測定し

同時に交感神経活性の増大の術梅として血..カテョー

ルアミシ湿度の棚定を行い個互の関係を検討した

Z 対 S除

調島書信者四名〈年"ωぬ櫛才，写均鋪 5土10.6才〉

心夜"患者 NYBA.I_D度13名〈弁膜症8名.心扇

雀S名年.."才-"才.平均....企13.6才}心疾

患患者 NYHAml!ll名悼家重8名心筋窪Z名，



2・0 箆 • 
虚血性心疾患 1名 年令29_78才，事刷1.7土15.4

才}

立方 産

トレ，ドミル遭勧負荷は'"と発ヨ侵した8分布増のわ

れわれ0)Bruee!f法を用いた・適度 Llマイルβ吟，

領民'"を4J~ (・... ・めとし。 S分周"速度 L1マ
イルβ私傾斜10%と負荷強度を増加〈岨伊1) そ

の後iH畑毎に速度を B.皿康法の町五で負荷強

度を増1留させた運動負荷の終点~. ...貧者の自覚盤

状の幽現〈・間同園出血=)による仇または多事

也選，をのむ室後期外収棺，血E下降の出現した時と

した運動中 心電図を蕩1iI!!~.:.ター."庄はカヲ議

で測定した蜜遺伝23'Cから，，'Cの筒固でまた.，t，単

身は衣忽を.用せず負荷を行，た 手隼毎墨使館チル

暑桂鑓ヨアテシプ働を用いた白馬いたデ司 プは皮繍

愛盲より，~~務省軍の温度を測定するとされ， ζれ

による手.侮湿度夜{l:nlJllJjプレチス毛グ，フ4ーに

よ.手およ"前腿.，波量とよ〈並侍して動〈 ζ とをわ

れわれま先こ報告した“ 関 Zに手oo.瑠..，変化の逮

一叩ω-

eJAh 

官詑FE?

前一・，

" J‘ 

生.

"u..~聞を

一一-y、~ー

.一
ーマー
情

T 
同』

4也守J

一一
• 一1m 1 Incr;$'e time， Reoova'l' timeの定11

範記録の実蟻例を来す負荷絡7時を""(0分}と

し 負荷司防止畿をプ...負荷中止嗣を'イナスとし

;0動初期の低下後上昇!と転ずる変a点の・".を)~

eue Timeロ1').さらに温度上界により遭動酪健に復

する時帽を昆醐調布Tillle{R'Iっと定犠した '健康

に信心疾患重塁側においては墨度回復は著し〈遅払

'!l拘舵健"復する以前ごプラー となる例が多か吻た

そ@ため.. 鼻凋始@初期の償金巴より.その延長銀上

に RTを求硲た.

Il析医学""種.，~

ζ の霊動負荷を行勺た者のうち健常者"包I 経案審

6名..護者S名につき血..カテコールアミ y極度測

定のため採血を符，丸運動前臥床安修部分後およ

び運動終了後3分に~...高速捜体タ曾マトグ，フィ

ーを周いた TBl雀党議闘によー，て測定した

E 結果

最大沼動負荷を行い，その喝の申止の理由とな弔た

の也健常g揮では下畿のだるさが多<.(;.p!...t.・E霊震

では息切札動停が多か，た .盆量障では会良息切九

動惨ほどの銅銭盆伏が幽現中止の君臨歯と岱り.ー舗

の.. 例では，，，.下膏木霊"出現@ため中止したと

れもの症状のため還動酎容瑚問主健相官'.18.1)::!:8.8分1

.目nf12‘H5分..盆虜10.3土L8分 (M舗阻土SD)

と心漢強O).ßt~者ほど這動酎容飽ほ有明偉に信下して

いた(.1f1車対種遅op<O.∞L 11霊湾対.....，

<0.01) またa医大叡緬甥血圧1;，健常・障にくらぺ心

疾患穂でt主催僅を示した健常I!f178.・土鉱5_8，.・E盆屍1(2.8:と!2..0mmBIr. al!.鷲 "'.9士舗 8~

B，であ弔た(舗暢鶴対心疾患重厚 p・:::0.0句 しかしa医
大心嶋放では各"で'"まずよか，，，-健費tol総会"'. 

.. 盆"u..ま2L霊盆軍事1必ま淘

101の手.毎温度変化の実廃例をみると.ζの健常

例でl主選動中に手.".温度よ鼻がみら払還E防終T"

にはIま"翠勤前鉱に復した また‘盤側では塩尻上，障

の開始lま運動後にずれ込み，制優への回程も."例に

くらべ遅れた さらに."例では還動終了後も温度下

院は...ょ鼻の信じまり隠遣し温度溜復は著し〈連

れた Increaae Time (IT)ほ鍵判官爵-6.1"，'-2分，

....欝.，土.，分..豆島色7土u分と心疾患重症の

者ほど還勤による手象観温度低下が....l“温度上界

の開始が司智恵に連れるζ とを示した{健常罵対"""

p<O.Ol，鐘盤思対SCUh<O.O渇} 島問問""'"

(R1')も ITと岡織の鋪凋を示した健常o-2.0土

臥"弘・1IJ[O1.5走..，令室窓易1<6玄1.3~砂とaむ嘆

息重症の審ほど手.包a度の固組合勾tralc遅れるとと

を示した 運動樹容崎聞と RTとの関係をみると還鋤

砺客絡の低下した.症者ほどBH延長し，その掲乙

有窓の遥掴関関係をSめた(.・IH，r --0. 6s. p< 。ω。
園2 のように血稜ノル.ピ.フ~ :t(NE) .震の選
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d包鏡ノルエピネヲ リン~II 仁n後】
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動間信は慢欄Z尊師"土59.‘PI'配値t!O2:姐 7

企'L'例区I!DI， t<<t 528. 4土"..‘.. ，'"で蝿溜震

と霊""とではすでに有ヨlO!l(p<O.Ol)が~?た

各"と毎週'闘により NE温度ば健福..m..土U<.3

Pfl/mJ， .0  879.1土位1.3 PElmI. a!UJ 20M. 0 

:l;115l.1 Pr/IIIIと有怠に増"し!調助役の NE温度

怯健常11と4二療墨震とでは有志の. (p<o.O~ 

めた翠勤耐容瑚聞と蓮動aのNEiI.度の関係を個s
に来した ;1.路樹容径の低下した者隠ど;1・t庄の NE

を盟

15..i. " Z働側....冊
' 

-， 健需・ -・..帽且・-
M 叩 H ・

..副
明

選ヨ助持縫縄問の進いによる鍾常者b・E盆心疾患患者の >Tの比般

園 S

温度陪高健を示し1 その間 ζ有Z障の逆帽調関係を包め

た (.・IB.，・-0.82.11<0.01) 図・に RTと還勘

径の NEiIl度の'"誌を示した RTの延長ずる者ほ

ど逼鋤慢の NE設度は;0;' その閣にZの担調拠保

安aめた(.・IB， ，・0関.p<O， 01) 

次に選動持続."ι"動温度と手寧郎温度夜化との

調還をみ.ために. .~舞鶴と心嘆息患者経窪震に対

し比依m・.負荷である R，醐夜省長山-re0-1・E

• 

... 合".
a・・首相関

• 

""ノルエピネヲ リン温度u1.後》

.-1' 
F ペ a

k・a

ム.. 1旨A .. 

• 

す
.， 

醐

瑚



'" 毘 • 
g分負荷と緩建省にと，での最大負担払健常韓国5分

負荷を行い商習障で RTを比佼してみた 図51::示す

どとく健常務でt主連動~a時間，ry ，三菱とともに手寧忽

温度の回復がtまやまるの"くらべ心炭車患者雰では

温動耐容飽の限界の負荷を行うと手写留理度の閥復が

遅れた

鎗 E 

1)"大運動負荷鉱昼食iZおいて心嘆息②..，な者ほ

ど運動持S尾崎間信減少していた

2)心宅定患で院選動$および後の手"偲程度の低下

が著し〈持..し，その宙復Uが遅れた

3)心疾患患者では還"によ.....ノルヱピネフリ

シ機度の上昇ほ犬であり I その程度は~，実息."度に

ほぼ比例した

以よより4二俣患の霊祭な者ほど運動時!と還動筋への

血慌を縁鱒す§ため 交$待毎活怯が槽大し非".防省毘

位である手司区鶴.1Ill旋量の減少す.ζとが抱謝される

それを'"駐して蓮働時の手掌録湿度変化の大きさ陪

£哩免患の臨床約霊盆度.運動崎容量また運動後の血援

.. 斬医学修S8...1~

ノルZピネフリン温度とよく相関するζとから，心嘆

息.盆"の判定の一つの街楓として有用と宥えた

文 .院

" .... 叫 Dつr.: C佃む叫。f白eperipbcnJ 

= 山 由11in h副凶 anddi岨~M札c。民

C僻dl仰副島Dis.s6 : 25，19略7

2)児島俊一.ヨ史函寄ー，他心不全息者の還E防酎容

S包を停価するためのトレ 7 ドミル9量得鼠験の検討

心'. 13: 12S9，1錦L

3) 1'. Topwa. T. N=侃0.: Tecb.n.ical DOte: J.. 

固岨細山 田 岡 山 山 一z

device. M.姐i.叫 e'B 叫曙ieal.EII~ 

361.1976 

の B.Ni，hijima， a y縄"，.・1: Usef叫E開 00'

伺静岡同 町出町抑制噌区田u

.・包..皿 heartfail也re:(ablt. )Ciro叫.ti組

part n 60 N=ber '-284，1979 

5) 5&10， s.，抵..... 、B.&Ild Mori. K. : A.batne刈

……叫叩剛d副叫

1句 y (HamblUfl，S7S，1976. 

心筋便塞患者自運動負荷耐客量応対する低温，高温の能書

桑原敏樹e 内国宏子・

丸岡隆芳・.長谷川武志・ 藤悶良範・

新谷博一・ 図中正敏"吉図敏一"

Uまじめに

長還後が置でも4筋梗塞患者にI 発作後急性mを現

した比忽的早い時期から+分主楓君臨のもとで積極的1:

qハピリテーシ・ンを行うようにな宅たM そして入

院期限同短〈なり u後四社金復婚率も向上してき

ているようであるB 心筋梗審患者が退院後8常生活

を富んでい〈よで外鉱墨は種々のかたちで心嶋能を

含めた身体活動乙彫・をおよぼすものと考えられ墨

・得制大学医学..三月将・筒衛生

しかしζ@問題を酋じた報告?剖~~，I.い今E 雪量々は

主として腺咽佳心~，更，.患者を対象に白 E需の盆J苦!I

携でみられる各冒温度条件下で選動負荷民験を行い

環境温が遭動耐容量および心...をにおよほす修・を比

較検討した

Z 対象ならびに方法

対.1:左心"..，.患者U例，労作狭心箆1例の計12例

で平均隼"'iI'53.7..の男性であ墨 運動A帯電鉱験を行
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町 1

紅一，た身，"，ま発作後..月-3年〈平支持12.1ヵ月〉で

あ，た 対象空列lま室温釣舘℃の前室で準舗を這え，

各理護条件に役定された人工気換...にス 室した 11洩
条件拡=:.lS't:←郵a例"1O"C). 25'C. 35'Cの8

種規に枢対蓮皮切%.昆逮 30岨I.~ 以下に袋定し

た 入室後問分慣の安.ののち...動負荷は"位富転

車エルゴメーターを使用し25Wより倒錯して. 3分

e撃に25Wずつ増量す.連続的多段指負荷告をで行q た

回復は舞荷中止後.，分まで憧寂した負荷前中後

にわたり有司テレメーターを使用して心電闘を監摸E

録い問時に血圧を測定した皮濁温用サーミスター

温度計を使用し g・e豚から末.."で，.所田氏省，.

を遠鏡測定した 負荷中止3'慣は"， (l)D:痛などの自

覚主主状出現時.⑧.".'舎に比べsrの0.2回v以ょの

・也霊Z末窪2震の出現崎，⑨予測長大必鏑滋Z封書均

等とした 衣服低学舗シャツ.調ii'~γと し ，尽き震の膨

'を配慮して負荷民織は君事と秋に実錯した
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'県鎗立

室温

各室温におげるa医大通勤謝容量111 

令官，..憶に，j;~..II:伺

111: .:~[:~~::J~2 

山民田

(16%)， 35'CでS例。，%，と盛正直では多〈の症例に

鋼外夜組が鑓められた

気温釣舗℃の前室内での患者の曾覚的信平崎的温冷
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各室温におげ.. 医大運局膏容量 C以下 ~.PW百

を園 lK示した室温lO'"では平均 75W2分.，秒

25'"で 1凶 W 42tt， 35'1:で 15W2分。秒と室温

25'"で ~PWC 隠A医大と，"，たが， 15"Cと"'"で

の'"孟"明で憾なかq た室iII0'Cで行ヲたのlま2例

のみで~.が血4%.P\VC 50W 1分.，秒と他の室温

と比聖愛して著しいぽ下"..められた

園2よ患に各室温で負荷を中止した理由を示した

心電図 sr舗伎のための中止例は室温10，15'CでS

例 (66%).25'Cで10例 (83%l， 35"Cで10例 ~3"，

と'"り 室謹10，15'Cで少t.nサ頃向を示した しかし

木重S棄による中止例は10，lG'Cで3例。5%)，25'C 

で0例."内Cで10時(8%)と，室温10，15'eで多、

結果ζ 忽り，低温下負荷足換でi孟"'11院が中止"司慎

重で遺す名前に末冨"で負荷中止になると恩われる

自覚霊吠によるゆ止例陪室温10.15ででs例'"劣).

"'"で2例 α5%}，3:i'Cで"略 α."，で全例下

肢の夜れによ.ものだ，に a医大時4宮皇誌に逮したため

の中止例は低温でみられ"か勺たがI 室'"'，お"C.35'C

でそれぞれ2例 (16%)にm泌られた .荷訟.. 金鍾

過で1分冊に5tJJaJ:.の期外恕砲の幽裏側創園2下段

"示した盆(110.U'Cで5例 (42%>，25'Cで2例
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s，まr・〈も‘〈も22いJいわゆる温冷箇の@包l'訟で，

ζ のと・の平均皮膚i!J132-='Cの飽璽であ弔た。室

温1S'"で@温冷..，本入盆後 r..しいJ又は raぃ」で

あり， ，・動均で「やや複しいJとなるが.回復鏑で再

乙1r.~、J と包りIζのときの率会均皮.，.，ま写勾勉 2

"'tで低下した室，.25'"では負荷備でE伊佐4患を示し

た念丸蓮..により fやや暖か崎、H なり.園III慢で中

佐娠にもど司た 室，.3る℃での平勾皮寓温隠33""よ上

となり，平均的f".}I・&11金鍾過牟 r・い』とtL，た

目覚的に・さに強いか毒さに強いかによーて対象."，

を分げてみると.暑さにさ量いと答えた."聞陪書官，10

1S'"よりお℃で，..さに強いと答えた霊倒では室量"

℃より10，Ui'Cで遷動.. 容量が槽加する傾向を示した

...駆除.1=対する平均...率低e 簿さに.いと答えた

‘定例 +1.15":，・さに強いと答えた軍備+L~!'.. であ

ヲた

各nごとの，.指数と製鋼'"血εの暖化を悶$に示

した負荷*.医大<嶋訟はail.15'Cで国/分.25'"で

136/~分. "'"で'261分と mu.PWCd'J大会い室温"
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u・で0""心槍~と屠ー負・'0心縮政

一一一ー・一...時植手底
唱U

1拠点主ιl

制叫 叫"
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“草壁

画 .百.. 官T

各.II~(I・大<<....oæと ~-j民有."'CUUI血犀

." 

ゑ領軍司，..総糧"~

℃で金も多〈忽勺たが。10-負荷量で比・2すると1S'"

でllO/徐 25'"で113/:分泌て?で1201:分と室~"'"で

有.t.t増舗があ，たまた入率制の£岨."坊箪'"と

，それぞれ lG-80/:分で~るが置温"''''で負荷."，

も多〈なり，負荷後も回復が遅れた 室温15'"でほ貧

荷前および回復刻で心鎗."ま少え留かーた 負荷*"大

叡aRllfll.e.lま盆温15て河 lH_Rr.笥℃で183.お℃

で閣と，凪L pWCの大船喧温鎚℃でfi:!>i1I(<怨

り “℃でIi健司島示した また餌ト負荷量の硯箱'"~

!E'でも他と比叡して室温"''Cで"も僅か。た ζの乙

と倍高温環境にお砂る皮膚血智鉱g・b-因と考えられ

る

lI[ .暗 2民

<<<息皐者に各1HlI:.. 件下で温鴎恨宿区織を実却

する‘舎には.<<・に鈴する連動負荷竃:M<!)~・と

車場温"遭動時の律事系に事よtまず""の高者をとも

に'""C忽貯ればならない しかし筒審院復縁に関係

し合い-aではない健康者の持久的"動では気温"

℃以Yで'予定3織が幽る"と冨われてい. 夜々が".. 

とした心宮箆霊患者で隠l~ U'C， 85'Cの気温条件

@うちで笥℃で"も ・u.PWCt戸大・t，た対象

"宥@忍E防負荷@止信心‘".絡に.".位によるも

@が多《 自貨諸室伏中止例ほ少忽い傾向にある その

ため負荷蜂蜜を年..，...大4噛訟でみ各と.どの室還

においても旬~羽%の中等量の負荷であ，た

小引1ら"O・E舎にもあるように 人鋼の快適と慮ず

る快... 織での平均皮膚遺憾担、お℃とaわれており，

快適盆械の竃箇I!J突い 率穐皮..  曽℃で富覚>>u

11'志向島明rr:::aぃ」と'より 人によ唱てはふるえが生

じるとされる本研究で使用した・8同室温15'C.への

.. Jlま息者にと弔てかなり調臨しまた倉温33"へo.

..は.. か，た しかし直司，25"への・.. で信昼〈も・

〈も"い中旬l.で，平渇皮膚温は"‘"'"の箆窟であ

，だ 巴のζ とから.. 省温25"院生体におよ4ますg

・....タ江い織に恩われる

書留ら・によれば正常竃4険者の.... 下食費民政で

期係限・の幽現を留めており，・..&><への負盤が大

.いと"ベでいる 痩々も信温宇で事'"'"の定例"

'"事限...包め.;t"_a温環境が心慣におよlます修.

俗文.いと思われる
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.荷~最大心伯~.最大叙組縮血庄は回.PWC

の大会い牽蓮2S'Cで".高値とな，たが，関-.荷量

では室温お℃で£崎放が多〈 また安.得の心拍~も

h・111し負荷後の回復も遣れた a闘の放般による扇む.W，"，

S電盆の増111が心伯数の'大をきたずのもー箇と恩われ

る B聞".ら"は，運動均の叙情期血豆肱遷動負荷

置にnされるもので量"条件に彫轡され.，いと途ぺ

てい.が望是々の結果では問ー負荷量の叙糟期血'"玄

室翠35"で他の書温と比べてほ〈なり.また安静碕で

も僅僅であラた 安....'"匡が気'"条件に彫，される

のは甥fらかであるが!負荷量の比般的少江い還動麹で

は気温条件によ，τ運動喝の血匡にも彫'をおよiます

ものと考えられる

おわり に

低.. 下負荷区検で木霊祭出現が多<.司馬温下では心

徳裁の増舗があり!気温条件のきびしい時の身体運動

は心費への負皐が多く 外来指揮の直にも+分注怠を

毘 • 1・‘

要するものと息われ.

穫をSさわるにあたり 研究に寄場1]..t...i・2し信昭

和大学理医学.荷主掌敏l'・~ 錫，大中怠D.山笥信.. 

S盛持金に.沼 努の指先生制<，耐震します
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1製割。

狭心症における運動負荷試験成績とホルタ ー 心電図所見の対比

鈴木 健・.岸図

陪じめに

労作盤技<径の..，訴に2壊し."動負荷民識が重要な

手段に芯りうるζとはいうまでも低い -1r.ホルタ

ー心'.. 千を患者に機帯させ，包帯労作時におとる富然

発作~の心電図にてゐ診断が可能であ. われわれは

その他の撲...，も含め.ぞれ切に対する両方法の訟断

的窓畿を検討した さらに労作性狭心霊患者に対し.

両方法ほおける防腐出現時の4崎放を鑓べ，かつ定"

R注影所見とも対比した

1 "象および方迭

対象は! トレドミル."勘民訴I ホルター心電針u

aM'患者明需用心電針"'， 121i1諺心志野のhサ・れか

. 固本虚偽f*~ .-t'!軒

治・.阜川弘 一・

の方涯によりt会話された労作監禁心."，例，労作策実・2集4二. .，.，例，安傍決心霊1例，集室後4二必1411略のIt

a例〈男"例J<U例〉で平均等+1!S3.H18.1才

である

トレドミル還'町民政は B_法をu し 園町 H

の前に凶I./b甥斜角度10%をもう肌以後 Bro慢の

プロトヨルに従令た 包お各.""の運動時間l孟2分

間とした甥場方様陪双.."略奪から"り その謂.. 

..位隠修正n.V，およびv...揮である 還勘鉱験中

の終了点は O.lIDVp..lょの虚血後 ST低l'あるいは

上1..不登..出現亙最大心伯訟に遣した場舎のいず

れかである 判定l志胸痛を訴え，かっ 0.1mV以上

の虚血栓 ST低下あるいはよ界を箆めた場舎を高性と

した えなお 遭働鉱署受信午後E時総分-3時の聞に行
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われた

ホルター心""の定鎗は&引処i.紙製 M岨d

叫又は“58coroi闇吋~闘い "...位は.I~

として修iEDとV.あるいはv.の双‘'"・である

ホルター心電図@再生は， Ari阻 .訟JI.Model鎚G

B により医師が再生し自覚".. を僻えた..."

箆化を，.'"免許"分は".柵にて棒生C.官・也

の置皮をaぺた 方. Ad¥"l.llOl' M・d鉱盟 劃=

M旬rにて湖町閣の<，電置をすべて解偉い O.lmV

以上@虚血色町低下あ副唱'"ょ，，~留め，かっ

膨畑町省覆の伴勺たものを自然農<....仰とし.その時

の<.自訟を測定した

簿a白黒iUは Jlldkjn'!舎にて行い.左定動8設は3

方測より，右..... 震は2方狗より栂彰し。 ''''臥上の

"賞島銑帯を""'屯袈穆とみ怨した Fよお.~鍵捜..

伝a・陣司1.(;陳弁...."発性心s...皆よぴ後心症治

療."監a事例は本研究から徐外された

E 繍 a匹

トνVミル運動鉱脆*ルタ心111恥鍾.""患者

"調書用心電It."'"尊心世間~'"手段により惨眠さ

れた各...良心症にお'ずる運動負荷..."よぴ*ルター

心電図所見を"111:示す名書検必定"婚する負荷心

電図所見はよ&1::示すごとく。労作住狭心.."例と.

労作'廃棄'狭心.'"例の金側"て'"低τを示したの

に対し異箆後£盛で{ま..例中'例制 2舶にとと

a良駅11..1188..111号

... ・例では'"度化陪みbれなか，た 安・8良心症

の1例色何ら異常E託児tまgめられ忽か，た。下段に示

すととし 各橿狭心症とホルター心電量所見の関係に

ついてみ.とI 労作健三喪t.-ttl&.例金例で労作時にのみ，

労作到底安・狭心.'"例会例にて労作"とヨ良野時のいず

れにも。安・2負心還でI棺・時にのみ町低下を留め

た-;飢'阻狭心還で出咽""'''で'11・a・発作@

にのみ'"よ鼻..出現したが後り"'.例巴は'"低

下がみら才、うち2例でほ労作"に。 1例巴tま勿作時

あるいほ安"崎区包められた 臥ょのごと〈 還動員

荷隊"と*ルター心.1I1tにおいt 労作健きょび労作

.J!&:狭心症の金例に町低下を隠めた。そζで..

ルター心電図'"署ゅに2個以上の!t(;'1!発作を乗した

労作性良心盛M例を"..とし 膚寵幽現時<>.'、街....

関ーで6るかい忽かを倹附した

その庇績は"'K示すCと〈 ホルタ一心唱団昨によ

心綿寝食/分

'50 

.司た残りの5例中"時にはsrょ"が，.'"られた 100 

.' 各層襲心症に対す畠トレ1"t '"量動負膏
血t置と"'''''，-心雷閉晴見

.n眠

" :2!$'~~t.=t.~里建計

b z震相 OT 昨
1・ ' ' 

調 圃ー"

レ ーTJユ鼻 1 E 圃eaa:!:S.D. 
F t 罰見屯L

‘ • s 

書齢 2・ • 1 1・ u 量小心拍監愚大心拍肱 u.-n晶旦画tm

l事.a.f-(..I固 {孟ι，ー心電図
車宵作時n同下" • " 

見位巴1MlllM才"土Eヱ'Illロ.1:1:%2. 6 ル鎗E将軍酬 • 2 2・

1 
J!.，，，STよ昇 1 u 

旦 齢 .. • 2・
回1 賓作性.<哩"省庁事車k'ー心電盟昔よ

‘2 Uトレ n舟量動民組の幽冨出現時ι、拍鼠
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り包S署された労作湾発仰のう."小"':~=:Iま....会

19.51分であーたのに対し，金大<<自:t:f;Ul8.5ま，..，

/，分であり それらの聞には有望Eの撃があ令た (Pく
0.01) 方! トレドミル蓮鋤民放における胸痛幽現時

の￡特設1<1礼?土包 6/~分であり 前二者の富然宛作

時心特"よりも有.の盆をも，て増卸した(pくO.Ol)

以上より，労作笹投必盆おとおける自然発作笥の心根激

は運動儒発殉のそれよりも低いという結果念4・0れた

そζで周Bとfよるの低労作性，.<症の，著作出現月間

と心嶋監の関係である 還到抱負担電心電図が午後1時30

分-."の聞に行方れたのに対し.ホルター心電厨に

て自a震発作中広長:JJ-.(.，嶋訟を示した崎間帯"1.園"，

倒" 最小心拍E

Sト 円

0 ・81216202岬

例" "大心循敵

5 

o " 8 12 16 2il ;Z4時

姐， "作性2安心症におげる自然発作の也現局咽
帯と".寸、省よぴ盛丸心4抱2史

上設に示すCと<.14例中10例 σ1・'"が午前中で

あり うち7例 (50.0%)が午前4時-.時の聞に集

中したー方!金大心伯数の幽現胸聞は箆2のT!>

@どとし"例中S例(64..3mが午後であり.うち

s例でWO/-'"喝の閣にみもれた したが・2て少"

い£噛散によ。でおとる織布発作ほ午前中に出現しゃ

a .. '" 
すし午後にみ切れる発作中の心嶋数1'-遷動銀.. の

心錨叡よりは少"か。たがl 午前中のそれよりは多か

ー，た

回s陪腹心'"著作盟国設と遭動耳障容量の関係を窓勤E寝

室霊度と対比した成績を示す 18におζる労作符狭

心忽発嗣包歎が 21eJ.以l'の電車と 3回以上の第応分錯し

た いずれの欝においても，多後刻奮を有する例の;0

動樹容量ぼ，-・ .. 支障害例に比して僅く，停に3園以

上の発作を有するZ障において一層減少する傾日向があ。

た なお，図には示さなかーたが.運動.."倹心底の

心相設は，多箆峰曹を有するs回以上の鎚作鮮におい

ても，とも少なか。た

ー

回. "作盤渓心哩における狭心症宛作密政と還

魁酎容量@関係

][ ...および考東

著者もの成績によれば トレドミル運鋤鼠換の成績

とホルター心電国務見1<労作性およJ労作謙浅野決心

症の金例に開ーの'"度化を留めた -:I!， ま"およ

び典型換渇.，tIl.の混合にはホルタ 心電図の方が.. 動負

荷髭およりは.かにE耐震見方晴られた

虚血栓<<定患におげるホルター心電図の陰3師事1;:'.

Wolfら"， Cru¥l'fordら・の成績によれば それぞれ

51.1%. 6L 5%であり 著者らの92.9婦に対してかだ

り僅か勺た cのζ とは恐らく われわれば昆~f'::

"'，心霊例を対象としたた冶であろう

ー方，安静および典型狭心症に対する運動怠厳成績

低ホルタ一心宮霊園駅見に比してか也り劣勺たが，その

理由として除奥盆茨心度のみ怨らず安傍狭，...:... 'の発

作提出慢，.が心筋厳禁需要の増大によ.のではなく，

定スパスムにもとづ(-，剖建血流量の鼠少であると



1関 毘 • 
み'よされ.ためである・

著者多~，"震によれば労作位挨~哩例の午前"お

砂る騰摘出現鞠£嶋散は午後のそれよりも伝かゥた

ー方労作性狭心霊の幽現時間玄贈e"の鰻告によ

れば多〈の例で午調。にみられた

M脈AlpiDら・民労作後良心霊に運動の継続あるい

は〈り這し;u防を行う乙とにより，運動商容量Eが増す

ζ とを慣寮いとれを‘句.01孟白河也gh衷a医師あるい

は"w釘m，.ヨ"0と称した -:15， '1'国ら"は労作

笹葺心症に対するトレドミル濁動鉱駿隠て w_盟p

... 院を調『お分あるいは純分間痛で行"ヒ運動鼠扱

では Warmup現象は包められたのに対い錫分の

魯舎にはとの現象は消失したと'密告した したが吻て白

ζれらの鰍告"したがう忽ら1<.著者bの"111ま園調書

生活字の〈り遣し事動にもとづ， WU包町現象で

飽甥され毒かもしれない Wano.tlゅ現..の"国とし

ては， M...Alpitlら“は裳零を有する定動家iI施."，

血担.の増加に帰したの C対し 官医り"は連動によ

る策繍血管'"・n::よる血豆"下や1<.陸黛摘叡量の歳少

.. 冊星学館'8&t..1・E
立と金身@代謝への""による局所短循環の... の

結果と考えた 乙れら闘掴に関して今後なさ.."を

要すると思われる

まとめ

各省狭心症に対するト νドミル司自動雌験と*ルター

心電針のB診断同窓邑および労作怯猿£醤@発作也事... 

聞の週齢、による£姐散の差異につ倉途ベた

文 .. 
1) Bolter.Nよ:Sciea・eu.c : 12U，196L 

"隊図槍自医大ltu:  2OS.1釘5

8) W olf. E.， et乱 Br.Beart J. S6: 90，1974. 
のen....ford.肱B..etal. : A=. 1威信~"乱回

I. "" 
"抵...，;，ム.瓜止 αn心.. 価値@句~ Vl， 

3-l3.1畑

6) Mu.A.lpm，R.ll.et al.α_.叩甥'B3，

1泌6
7)官民Il佃， f&: I緊密学 S1: 19.19喝L

多誘導運動負荷心電図試験の冠動脈疾，!，診断能

省B 策雅人・ 河合直樹・ 吉図麗己・

稲垣孝夫・ 迂直面照夫・ 山 内一信・

S貧困充弘・ 外佃

隠じめに

運動負荷心電国民験において.ζれ.で櫨々 の...瞬

'"臨と...鑑"復唱されている 今包要是々 陪多額a・遭
周防負荷心電図髭"において， 心電...，田野....と".，去

の鈴新繍g更をltD検討した

Z 対象と方法

" .. 位選"約，.. 冊尿遺修で，主要窓冊'慢のうち少な

〈とも1後以上こ内径の7'"以上のIi:if的狭窄め箆明

・名古屋大学軍司ItE.-1"1将"大関街院内利

厳'. CIl祭実記・・

された労作錐狭<.症患者38名で，男監"名，女色U名，

平均等4・“才である 健闘性心2白夜..弁膜疾患!左

胸プo.タを有する者ば対象かり除外した 翠動農通

彦と怠2造彫にて奥需が留められなか弔た2名の患者

と，窓働脈疾患の危量貧困子がはい鍋盆状の健康成人.. 

名@合計鍋名を対照盟専とした 対照群隠すべて男性で。

寧均年."才である

2良心症鮮の".. 底追.t:.IJiJtI'!. 1銭Ol.l:19例."支

寓J<ll例 S後""'.. 略であーた主主.".. 奮は2

校"'"とした
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とれらに。厩績の修正 8，_接多段滞Fレヲドミ

ル選動虫剤叉陪 "wより S分毎に 25W宛還勘強

度を厳場する坐位自転車エルゴ〆ーター負荷を霞した

"動終点iま.，実<...，院でほ'"甫胸毎滋"..息切れ

伝とお例，年.，唖大予測心割白書長の."，以上の心拍放

への萄逮.".下設費下箆纏怠..'例であ勺た対

照2障の蓮動終点ほ，すへて勾E令，!~盛大予刻乙指数の騎

"以ょの心崎罰金への急速であヲた 安....の心崎"

鹿屋 PRPfま荷.，，.で有...，まなか令た抗選動ピ

ーク時間心拍現段 PRP及。遷動陶咽..勢初t-i!T:で
有怠に箆.であーた(署長叫

!I: 1 Exttcise testinr with • !IIIllt坦，""，ro悩.，

印刷

N・E曽川副制
(N・ω〉

凶瓜田，.，園u 叫 u甲包 ~I
1-'田.. 
"h..・向山 Z

h 叫叫町， ... 園仕 3町

P蝿.~U匹1...) 1 11・.(主江 町 1'“ 9 (!: f.・)'
p・t1IPI{mmBr川 u・.(主 19.1)1 1叩 1(!: n勾
Put PlU' (x iIl') 1 1肱 f(!:位。 l出.(怠鈍')・

E_潤・~・《皿N ・2・・〈叫倒的 1 ，飢・ (:11$.・3・

S町剛・e園山岡t叫向山・Pくaω1

表2に.使用した叫、電図診断革織と....接を未した

...野."'"ほ. J皐より鉛国民以上様<O.lmV 

以ょの水平"い"下行傾斜""三r.&:1前"."は，

J点より鉛=・a後の町低下'1./10.2血，v"上の緩

徐上行傾斜田低下. .診断"，..は. J点より切

E・~，農の均点で O.lmV 以上の世上鉱 ... 肝.... 

4は U訟の陰医である 心電図包録Ii.MUOllら闘

による修正'"普通，から・V.を槍山たll'"民 CM.及

E 富豪 '" 
表2 BCG o:rit四 .fot' p)eiti ft tes邑・..)腸4

"相国

~同

C凶terioD1 ， borl .. ".Ul・rω，司L・pi"l's'r dop .. ・』
・岡田，.v

C凶幅制畑D "，旭・..~ω，固 r ST d・，.施剤耐0・2孟9.S"'V
〈伺邑皿 ・ftorJ polD') 

Crlt4riOD 3 ， ST ......・~.'"肌 I...V (，ω-‘・11..
， ，附岨巴〉

Cri，..;・-・ dJ'.叩・ M ・叫0・
t-d .，. .• 山

(1) 認~回“'"・. .  α1 (..V. .，..lad岨〉

(1) T刑制"加 1・4・(=・00，)
〈旬 h 固刷叫句"瓜 l剛，曲

ぴ CC，の...開盤.lI!lIJ.FraDk直交3!秀憾の計'16爵

."て行勺た Sチ令ンネル心電針を用品、，臥依及び

立位也酎にて安，槽"トヨールを.ヨE動中と図

復期の6分まで陪1分..に包録を待今た

E 鎗 果

rj) .. 断認司匹の... 守護s包示すどとし珍翫盃'"

Zに対し診断基事2，3，-4を追加するζとにより， ζ

れら各喜男歯車援において ・enlitivityd)否定普を見允が，

.-抱."ま低下しすよか，丸 V，関場単捻及び111署

湾首長では，鯵自荷溢揮し 2，3. .をすべて使用するζ

とにより 徹'"持管に有sな改善を示した CP<O.OS)

V.-V，で STよ鼻を示した者が2名 V，.V.で ST

低下を示した者が1名いたた". cれらの積場のうち

V，を検爵に加えた

"に u波，.伝'"障について倹討を行勺た 事実心"

....~申13名"，.色町設が幽..し，うち 2 名は有望震の

ST '"包を伴わはい盤側であqた U波，.径の銀Eをは

CC. ~!.II:も高< 03例).次いで V，玄〈各"例).

C旋回 V， (各羽例}の順に高か今た その他のE脅迫車は

表. s姐.aitivity阻 d.静阻!icityof m山 ista伊 u =銅t&stinp
引 l・ ・・ …… .ori，..;a-

可 ..叫"".且+マ '"叫 ..~ 

血(，，， 宅許 "α臥6】 't;; 血C<J -Gp9・"‘ 血C<J ちZ 血C<J 協 i

副岡 崎 1
‘"  H.' ~. 舵 S '" 81. 5 K' 舗..

'" 鉱 S

crl同riov.I ... 1 “.. H.' 札。 侃 S ~.， 例 5 札。 91.' ，.， 処置

Crl.刊""1.2.... I 飢. H.' 旬。 侃 S .. ・ 87.5 ". ， .. 81.' 抵 S

ロri-.1.1.1・e‘ ".9 H.' '臥' ...， N.' H.・ .... 民軍 .‘' ~. 

川町山，--叫l叫叫・叩・it，.
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表， U-wave iD .. 官創価 ~d 鈎開祖勾釘...， di創単騎
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τ汁〈ー〉

日 zじこ斗こ I1 ! 1・
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8poo11oit7 

F園出"叫...ot 'C.Wl (吋
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SaW.I..1t7 
S阿 101'7

島司A耐 ftftla. of '0-'111'τ(+) 
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弘樹
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E飢 帽・u.

哨
帽
帽
町
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鉱

飾
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川

相

…・U.，..，U-WI_U_...n… c山一向山
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袋 s Diqa(沼t凶，..f=温!lCeof vari叩.lsd oy&temII 

-8iD1;lo ...…剛一
V. 個. |叫+凪+v.1

--凶副'1~) ，.・ 恨， R' 
....唖."樹】 81.1 "・ ".. 
"..，・h ・咽』開。，.，岨叫帽困.， (~) 風. 鈍 S 例 2

F叫i叫m 叫田 d ・E曙叫岡田島【酎 凪@ 飢@ .... 
A田皿守備} 肱 S .... ~. 

幽覆須度が低<.停にn.m-aV，.Yの下向金銭湯!

v，-z n::は幽現しなかqた

刀法の，.，，，揖動際疾患欝慣位IItT)3s名中13名

に幽哀したが非窓働採疾患'"対照窃}鍋名巴は出

現しなか。た<Il'A) す伝わち...動脈庚患に対

する制姐aitirity，玄34..2%と低かー，たかι・P隠ificity

ほ1∞'"と貨か。た 憲司助目...... 予測値 (predictive

マ叫..)は100%であー，た ..‘Bは.U後，.伝と左主

幹郎或いは左前下行技到底との関係を示..-.u磁鯵転

の出現した""中"名医左主幹.，，，いは左前下将校病

震が存在したす噛わち， ζれらの'可愛に対する・a

凱 tivity1:‘'"とGまか，たが.'.嶋fici11.予測値

(pred.ietin u11lt)は92.3%と衡か令た

②...・2去の俊財土鐘の飴野通高 1，2，3，4を

健司，τ".・2告知.. 断精度を比・2検附した CM.+cc. 

+V.のS虜場さをは， IO!!Istぬnty86.8%.・"則自cit，.

91.5%，属性民験の予測.91.11臨陰性怠験の予測値

製弘"，.制開~・守92. 8%で. ...に末した他の....

又1ま毎週'の極み会わせの中で最も惨断精度が高か令た

E 考案

ヨ巨畏定動脈に書患な狭窄告有する労作性検心症患者

鎗名と対照易錫名を勉..として多瞬噂遷勤2最初心電

図氏..の心電閣幡野語圏と慣.接の検討を符，た

'" ..眠・111:.除」間切斜忽町G三下量O.2mV，

S点，."国民〉弘"岨"ら・， Kuri切ら'によれ

ばI 水平忍到底いはす行傾斜..町低下邑O.ZmV)に

匹"ずる惨断的信舗を有するとされている 今回の研

究でも， ζo.. ・を用い暑ととにより経度だが・_.

耐.， 止ま改善い ζ@草場の有用性が君噌された



昭和ゆ8隼lJ!(1， 1製抱〉

Fortuillら・1ま蓬動錫発 ST上昇"強い心6.l1l!D..司告示

唆し.出現厨祖車協位から志勤尿病夜鶴位を豆諸に予漏

し得るζ とを報告した Lo'4l'huntら"も V，.V.の

町主1""左前下宥後府夜〈縛に逗位銀病後〉と曹獲

に調適してい.ζとを報告した今回倹附した襲吟<l

""例命2僚が V... V.にて E 上鼻..示し.両者と

も左前下行後退位錦繍夜を有した。 ロ援.."，まーその

織，.はまだ未司躍であ~iIf，建ヨ勤前理恵，符"左主僻

厳粛定あるい路左前下行'ti.'iIf否定にe・g・錐が高か，た

事是々の成績は""'"・ら.~・e・とー致している

@鶴場滋多くの"告凶・tま..動負荷喝の爵場

般を噌すζと"より..，野能"".される ζとを寿司愛し

ていd.Chait皿&11.;"ri多位な."震の2・zおけ.蓋

遺蹟事法として.c>!"回忌品爾.. の温み合わせを

勧めてい.加の研究でIt.CM..国.V.の.. ， 

"が簡便で修草野精度が高(， at床応お砂る.."法

として有明であ.と考えられた なお今後さちに定例

を増。し，検討を重ねて行〈予定である

毘 " 
... 
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運動負荷試験による心室性期外収縮由出現と

そ由型についての樟討

池 図公明・ 0 黒岩昭夫・

隠じめに

従来より遅助負荷威厳と心嚢憧却餌院舗との関係に

ついてほ.酒々の見解が後起されてきた。す江おち，

心"栓却問'"・の幽現は憲畿を持たはいとする見... 

心室性搬外収組の種頬巴ょ，て窓.が異なるとする見

解，あ.いは.ST信位を伴う心雀佳m酬奴.は心

"虚血との随遣があるとするもの等であみしかし忽

がら 従来の.. 動負荷怠是舎では+分えなU合唱園鶴導がと

られてb、"か令たζとが多(.，除外収縮の""につい

ての検討信会り見当たらない白宅建々は。三素子心電図

包59.COI・.，.，圃をmいでトレ.，ミル遅動負

・鹿3・畢野大学.二府再

荷区.を行令ているが.i!需は V"V，ゐ・v，を用い

てい§ので白大節分の場合心皇位綱外収縮の型，すな

わちその包認について判定す.<とが可能である そ

とで今息遣動負荷院駿と心室性m外収縮絡にその

波形について倹射したので帽告する

1 ;守 週優

".時，~当病2援にてトレ.，ミル負荷隊車貨を施行し

た{昭和“年7月~宿和"年..，おS例，嵐7お国間

心電図について検射し九年令分布でr;t.40才...，才

が..も多(6'%を占め ぞれ以下文は以上の年令で怯

例散が漸擁している "に句"“millのきa置としては.



出 E " .1 PVCO}幽現鰻里氏

jH-トミ十下
M 

L 
同岨輔

抵"'1'即位製の ・世・，，，皿を周い，墨勤は辺倒E

Bn回民様であり..11防@終了""歪ゑコ<<...象又は

.. 伏'"白現象でとした "....位'"前途のように

V.. V.. aV，としている 1:1::11:. PVOの由要儀式よ

り0 ・"'"とと 0'院に分けたすなわち.AI界"

PVC が安・Wに俸〈蓮魁r::J:唱で幽現したもので

ζ""障がJOも多<l05il略で>;，た Bo松. PVC iJJ 

"....に有り，還動負荷にて"'"の勾留したも@であ

る C，，，ま遺鋤によ。て PVCcz)飢度不衰のもの

D鳴倍。遭紛により"度泊鳴少ないし構失するものと

した 今001玄室として ABIIとCO廊lζ分けて銭前

しているが..."拡8U%.CD "'1:18.6-'"と明ら

かに...""'.か，た.U払 ζζで忍島としたも

のは遭a・9及び逼易経73分脳内の時掴までとした

更に。幽現した PVCを主と して V白m・の波形より

.'のととく分刻した すt;bち!怠E届プ巴，タ""

右潤プ固?ク乱多~.也還後也 心事績舗とを判定

し左飽プ'.タ盤を"，.ぞれ以外をE型とした

表: PVC o:>1I 

回目岡町 一'.
M 回伊，-
2・出向..，
加酬円C.， -'. 

縁組時医学 .88...1'" 

• • 長

(叫 PVC Q)也現と隼令

PVCの隼令別蜘現緩度1:..sにまとゆた払年

代の温むとともに PVCの幽現a震度が高〈な，てくる

傾向にあ，た叉.AB..と CO .. に分けてみると.

......すなわち運動負荷にて PVCiIf.出現ないし噌

加する鶴がI 年代の温むとともに銀"'''場卸していた

立お金信での PVC幽要は 2・5例お.5，.に包め，

れた

(2) PVC O'J出現と袋息

温動負荷昆験を繕干守した盤側を 値康的に£嘆.，障

と作心事健"..とに分砂.PVCの幽覆をみた ".の

ごと <，(.i!I岨震で国L''':.鼻4嘆息虜で1m81$ 

に PVCが幽現し。心豊夜息膨で有.. に PVCQ)幽現.

"'"高か令た更巴¢峨... 爆を... 聞に鹿血色必嘆

""αHO，撃と略>&ぴその他の心疾患2揮に分げ，

ヌ..PVCの幽現緩まえにより AlIo. CD I即応分げる

と。 IBD..で PVCの出現鯛震が畳む宵〈 関崎に

'BI障の銀度も大であ，た

(S) ，陸'"・心電Eと PVC

."玄"・縄心電図と"宿喝の PVC由要につい

τ曹とめたものであO.iE常£竃園"で"%1.7%.". 

心電m..で...."に PVCが幽，.し ，，，.心電m"r::
有"1:PVC出現が多いζ とを来している

(・〉 遮動負荷所見と PVC

幽..，.te皿でほv.m.について.時亀tin，bor 

de:rlln亀隣諸iunと自勧的 E負荷積見が制定され.が

ζれを医師が宥 d館主し.島佳...，.界総民陰性

oとしたそれぞれ.O)PVC幽II司Jl.r:t.36%. 29%， 

17"で~り. 闇性E阜では.. 色町にItしで有..巴 PVC

が多〈幽現していた

"・ pvc cz)出現圃RFt直島負荷E・3

.~ 2・ " • ~ M I M 10 I ， I ~ 
同 • n M " u・ I ，~ a羽 ... .. I Mt 

• " 2・ M n ，~ n • n 醐• 1 • u " 舗 ‘s 
泊 • a“ 

咽| ..， ， .. ~. •• I - I肱 E
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表4 民患と PVC

B.同
叫ah 品

1“ 針。

“‘ 'VO .1官 (11.9冊 吋〈宜1.J.!I!i) lU(~且 5jlS)

"'C 

目~

% 

ω 

羽

2・

CASE 

+ 

"，' 

醐 加$ •• 
3:'.8.0: ，<，肺阜

署長5 安野崎心電園と PVC

N.0. .1 ...回" 即刻

•• '" .. ‘ 
T~(~l. 1jlS) 帥 (31.2部〉 lU(:$. 5.!1!i) 

嗣 •• %'_1柏

/よごご

15.6 

「
。剣 119) 

." 。T阻dO

..・3 (122) 

I .， 
P<o.Ol 

~・..舗
p<臥船5

..， 

E・"
。‘31

E彊:R8BB， M首"
C..plet， VT 

E型 PVCの出現蝿度 (A.， B耳)

E • 間

(5) PVCの盟について

也現した PVCの'"を前途のように， 1型， .!:!と

分げてみると 運動負荷で PVCの也実又は2・2回すo

"rIでほn=.PVCが多<.負荷にて PVCの不夜

叉はi1i!Pする CD震でほI霊 PVCが多かーた I 

: PVCとg定患Gの鍵還をみてみると， IRD"他

の<~駐車雰，非心疾患震の聞こ也事斜度の有."量は江

か，た n~ PVCで調機の乙とをみてみると 園Z

のごと<IRD IJで27.9%，その他の心疾患裂で'"1.5.6 

%，弗.c.1l.!.!揮で9.3.%と£嘆息寄にで有窓に幽要事

が寓かーた

lJ[" . 

従来還動負荷吟."砂る PVCの也覆について民

段々の見鮮が途べられてきた虚血佳必嘆息を主とす

る心疾患にて多<1.められるという事実は，多〈の鍍

命..にある本報告においても岡織の乙とが忽諮ら

れた弘今，.，は， PVCの型を検剣し右創プロッタ

型すなわち左Z鐘環と考え bれるもの多"，性辺

事悦生の PVCは。心疾患""阿?とて有患に多く毘められ

た以mかる負荷却に PVCが白書寵する場合，より

lU，h.riakであると冨われてきたが凶，その波盈につ

いても峻尉ずるζとは，福助的江Il畿を有するものと

考え切れた
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RI による虚血心の運動負荷による心機能変化

• E 副

陵・

PSP/ESVIの変化についてー

'修山治・E 時尾

徳・韮崎松~・川i小

造・櫨)11 楕明・俊久寓図雄・泰図松

• にめじfま

四 0・1..-20 
戸 -0.8喝+l.S2X
P<O.O・1

• • 
" 

" 回
、
伺
凶
、
L
m
r
・

銅負荷，後"宵に".きれない<奴"佳を袋わす指

舗と して E...なる指績が S'"S略...らによ令

て提唱されたu・ Nil'齢P'血mbs，雪量."・は非観血

的に心収縮性を表わすす智栂として。 .. 高血豆伊Sめ

を左盆叙纏末期答書(酉町で祖防，た・(PSP，田町

m 

• -• • • .'、 E

，
 

•• 
• 

5 

。
" " 5 

Eou 

正常冠動購を宥する.，名の PSP{ESVIと

.....との鳳.. 

国1

が E~ 巴よ〈相関し，本衛調倉地収漏性を表わす

術.とTより得るζ とを縄告して.た咽" 今回は

労作性狭心唱国者について，連動聞によーで窃鍵さ

れた狭心曲作"に叫珊位がとのように夜化する

R"去にて求めた PSPtaV0)夜化に

ついて正常対象欝とのJt.受検針を行。た白

かにつ小で.

が幽現しIζの茨.a!'!再現性があ勺た運動員荷tま自

転車エルゴメーターにて行い 50'"より始め8分.. 

に25Wずつ負荷昆を増していt-， .高'分まで行，

た IHD I撃では換心... 著作幽現によりエルゴメータ

ー負荷をやめ，直ちに .. 温dgrip 負荷を行いながら

RI検まを行令た NormalI尊@遷動負荷lま.. 高9分

対象と方法

".に""対象欝，"，，，，"，曾)7名と労作匙秩心

症癖 (IHD欝) 7名を示T.IBD I障のうち， ~ Iま

''''''に有窓は曇質的狭窄を留めないが."作により

前下行段 (LAD)起"，，，鯵-1開"の・戸畠置による

狭窄が幽覆し。 V，_v，で STよ昇を伴う狭心虚発作

z 

7名@正常者包撃と7名の虚血健記疾患群

一一一
表Z
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'.0 .. p 

Y. J' . 舗 F 

2主弘 " 
， 

園組
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まで，"た念丸 ''''Kてゆ広 し Z皐DIIと閉館広

lIaod pip負荷を汚い忽がら E 後去を行，た .1 

検歪iま-r~.怠A によ.事衝両“， ECG-P<・嘗で

J.A<H5・で符，た蜘"'~由A 注入"分後に安.... 

に"''''''・を繍司脅した 次いで遂勤負荷砲に'"

h且Uを.冒した。血""ま右よ舗にで.."法で求.，

た:.Rqをによる主主庖a四 α町は.盆皇に BOI

を..，.し.EDと E の限閣に h固 F蜘岨をなり，

'電極阻・“"・を作或しτ求めた .た.... 容積隠'"

e方臨h て."，16'=.00，周2・SV((ヨo: ~む嶋幽

昆 BR:.(..f自民 SV:1図鎗幽劃 SV，IEF_EOV，
(l-EF)xEOV・田V (EDV 左..，彊来苅容批

ESV:U<<・米鳳容積〉 乙ζで coは'"・・eに色

索着..白色で君。.EF Iま.1'"より羽'"た 蓮島負荷

による EDV01)11化は左lIKと，た BOIの倉.，

>(c)の度化に比例するから.V，rI‘-CJC.したが

，て V._c.xVv'C.(C.. c.:O側瓜1.Z. V，. V. 

Volume 1.町.ととでの co岨Zはいすれも凶必

修悶凶d011.，ントを差し引いた鑑である

E 鎗 a民

，"'.と昼ilillll.fE(S.BP) 01[化を.'K示す

IBDIIで隠労僚にてa婦が也事するた.，.還蛤負荷

霊が N.. ・~IIに比して!Þ'&.IJ>.，たしたが.て...

I!-BP怯 IlIDo1)1!Jがa・"'... 噛怨...た体表冒

畿当りの左31戚纏釆MA(ESVI)，位司... 甥容a
(EDV匂@度化を.S.Imlに示す受"時では

NonuIlIと IBD'障に ESVI， EDVlに有怠a臨み

もれtJ.1T.，1:...しかし"がら遭胎負荷にて N.. 理4

2撃で依田町は有怠に議少したが<，""聞.国。

毘 • .. 
.. 速鋤負荷山Cよる''''''・"'.容積および

髭習... 貌容積@震化

薗円 {副'/-.，

auiZul:ご。l1><0.011
(.， 

aD 弘社u I &6.1士..， !，，<0.05 .. .<，嶋

田町 (.J/同

...主'-'.. 
制且':l:to.‘ .<仏臥

•• 1><0.1 

_Vr 

" ..'" 
" 
" 

司『司.... "'..蝿

-1/'1'" 
IOO ~ _ ー

田町 ?
-i
 

d

一

掴 P<O，OI 

。.... b R・・t .， 

問削 " 100 

". 還島負荷による盆護収鎗末期容綾および'"
蜜来a陣容温度@変化

量Z 理助負荷"よる4、拍払量高血E師匠化 "で"迫"有意巴増加し (p<O.OS).N町"'"欝と.. に有理な量【p<0. OS)が生Uた. EDVIは Nor，・

』‘ … ""揖で1骨誼酷負荷にで有置な度化がみられなか. ~

n.・土u 1白凪・主‘' が.IBD膏では有意に増加した (p<札01).
岨"土色咽 伺.咽宜.. 

''''掴憧を量わす措置としての問PJ出 n とポン

(..圃】 プ橿蝿を褒わす指揮としての EFの震化を量'.国
ー..， 【・・町凶

置に示す.PSP.川田.VI1主要'崎では N=岨群と

』 E・ - IHD 11には有."な量がみられ誌か，たが，運動にて

~，土色τ .a.・主". N .. 圃"..は有n増加した (p<乱回}骨応対し，
1‘u全... 111.. ，主且S

IBD 障でほ逆K誼少幅向となり.NonuI曹とに有
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畑

叫珊色を表わす権"として S略・._~らによ

り復唱されたEmn なる術・" 書官負荷!後負荷に

I!・され泣い心.... ‘性を表わすす・8・であるとされてい

る との E~ 姐恨の心収縮性を表わす抱寝として

震.陪， PSP/ESVI が E血u とよ〈相関し~.応情

性を表わす指a・と忽りうるζとを綬告した Bl ，さを

用いる乙と"より"・血""玄室のA ;I:幽が可能と

ずよ令た RI法で求めた同町田町の傍観を周いで

労作佐渡，<巴患者での1I勤時の変化をみ.と白正常者

にみられる量動閣の田町ESVIの治加がみ切れず，

虚血心筋却の収纏栓低下を・常心筋が充分E代償しえ

ていないととがわかる またポンプ撮能と しての EF

の震化も P世'，lESVIの震化と悶織の変化を示してお

り ポンプ織能定化についても岡様@ζとが'える

SluUlkyら・によれば虚血心陀お砂る運動負滑による

反応臨 PSP/ESVIの炭化の方が E の変化より感

度が良いとしている 唆々の舗網院では虚血止と正倉心

をa脚負荷"て区別するうえで.p世'"誌s町と E

の，度E化で爾審の感度に!陪=盤がみられえ江=か匂令，た 園4で

わかるように PSPメ窓汗zと EFの関e係Rほ右上りの

幽..と，訟£るたb払.遭勤負荷によ.心.. 能ヨ蜜E化をみる術

..としてば 心'鰻E飽酎念

また兎泊渇.する例で叩』はま P問SP刀酉v町Iのコ方官t合ケ夜化.. 院が犬iき-

調民.. E 

さ三三E

…「官

.. NS REST 
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温動負荷による同町田VIきよぴ EFo変化箇 S

lE宿対U'名と労作性袈'''''名について，運動

s・結

‘、ー

M 釜 (p<O.O句がさ主じた EF主 PSPiES91と

偲織""震化がみられた

PSP/ESvIと EFの関係を図‘に来す

情上りの醐に相関した PSP/ESVIと町はほ

ぼ闘方町への度化を示したが!心..の患い"でlま

EFの方が.<峨.0食いものでIま田町田，VIの方

が夜化が大.か。た

図のどと
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負荷喝の<""能震化K引、で，副遂にて求めた問P

/国.Vl.EF の度化につ内、て検討した挨£喧3著作得

にはま智者と異なり PSP/aYl.EFの両者とも低下

を示した

" '院

1) Ifu句uldS噌園、Kiiebisag・同飽dA.ム

sho也“ Z踊 dIlIdepeod .. ru:e of也・ h・"".

岡山 P即日向 h由。川， Ce.nill' 

Ltlt Y，個uid・岨dElf，僧調。， E，泊Ilephrin・

個 dHeut ll&u Oll the ll&tio :α見...."
"‘.m乱

2) Xlichi 50僧富wa，BiroyukiS噌，A.ムShonkas

arad. 1t. B. B.hJap : End..oS11I旬li，Pnnllr'・r
VoI=・ R.tlO:A N，例".lDdn: of Yentricl&:' 

C佃佐官出ty..Am.J.Cal'dioLω '<8，l9TI 

3) Tb"'Il' Ni，..句nmill，StaIlley K&tz岨dJ

鮎h偲er: Peak Left Y，儒官記叫M 5yl'匂11'

Pn制臨時，jElId.oSy・旬LieYol阻，eRa.tio: A. 

Senaitift D低句旬rof Left y，旬国岡弘r

毘 • 町

Dil血血J.CardioLU 醐，即

。M$sunoriMats也位，~旬 2・hida，Y. Tohu:l&. 
1t. KIltay血u.Y. Mata叫a，lL Op..~、T.S制法，

t玄:nmo.Ja&I1d R.玄幽1Ika_:Nooin'Oui'O・

W叫幽"岨"也・'"‘..田町叫uωa信首位

lity: PelIk left 'Oentrleu1&r Iys凶"p~・，n

tad-.y・旬，lie'001出回目泊品。n.IlIId pe&肱

.，.，皿~ p聞.血1>/'句ゆ句・tolie'001且-柑位。

J.Cardi略raphI10 総.，.初

~佐々木徴:心院箱笹野信における非視血的指"

-PSPJE$vlの有用組主ー山口密学 31:w..
lO8L 

6) Roben創lluky，J，叫Ka:rliner，lt.胎回目ム

h川智，可r.F開"'..町，G.Gr唱。n回.K.

P山畑副w帥 bl1rD: P叫 5ystolle

".姐 P~.凶""""・.，.ωlIo Vωv.mo Ra.tio 
印刷S目 印 Reatao.d Dllrillg Exerciae 

ill; Normal Sl1b:問句ao.dp&lIeII匂 wiぬ

白.，...，. J岡山Am.J.Cardi札.. 

813，1製狗

運動負荷心プールシンチグラフィーによる

虚血性』己、夜患也心機能評価

-lsω。rbided思itrateo効果ー

丑 E轟 貧'.中 111 立 一.
岡島智志・ 稲山卓三・ 刊町亀良治・

加康善久.金子堅三・菱国 仁・

水野 康'. tr尻和隆"竹内 昭"

Z 巨 的

鹿血栓む療患におげ.安・.. 及び運治負荷鳴の左心

"鑓3ζ対する泊。.orbide必nitrateαD)の効援を検

討するととを冨的として這勤負荷心プールシ，.グ，

フ4ーを符吻危

・名古屋.・舞金夫浮内将 " 岡鉱M・・"

立剣 象

対象は健常者8例"'....才，平穐年."才).労

作性"心症"例(位_19才率匂年...才)，発盆"

1 禽月臥上経過した険個性心筋梗..盆7例 (~2.... 10ホ

寧均舗才〉であーた
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軍方途

(>l 電動負荷量量について

遺þ..，志毛ナータ社...・~%Nゴ〆ーターを周

も九被~.を仰臥也として"，w より負荷を倒始し，

S分ごとに"，wずつ負荷量を編増した遷a助事倉ヲ

絵n::より右創虜勧"にて血豆の倒定~符い 騎仮双

10111' CloI， O)心電."，，，，を符，た負荷の 聞d

F剛山"孟.，.......犬予測心省銀@騎馬に遣した時

@・賓の尚昆@心電図上 2且maょの虚血栓 ST

低下~..~た時，<1>下慰国労相脚幽型建立どと し心プー

ルシ :'-1'Q)データ収集のたゆ IIIId.poilltとR←レベル

の負荷を更に1分間鍵怨して終.7.:した その後も血

疋調定11.(1(..‘図巳皐をE略的に符叫 '"乙心信愛

及び心電""表'婚の状..に関留した後 ID5..". 'E" 

宮下彼等い 5分後前置と冊ーレベルのiIIOtI有毒再

度注nした

(2) '"プールシνチについて

.aとして目立民ガンマヵ"と~，医学ヂ タ処理

襲置 EDR‘叡却を使局した テタ$ピ，リン取や，

~ 1 ，~イ アルを・..し約"分後四r.-_鍵恒由U

"mα を "主主しo:.;が平後設51'.してから左前斜

位でゐ‘霊園周崎益により， ，ス~~-...で1iM. ，. 

動負荷喝。 IDI!周白昼@安"劇..iI.負荷鳴の‘固に

わた，でデータ収集を行，た 鉱硯東""σ叙緒家筋

a隆康軍司It..88._ .1'" 
の・・Rで左"11:11心領媛(Ronを?孟』‘7 NでE傘

しそ@外側に匂民主'"叫.d齢測のた袷OROIを'""

1..#"..幽..(EF)を寡幽した

w ・・ . 

munllの心憎散 (BR】I叙."血豆 (BP8)，

"萄~GD.E (BPd)， pl'ell¥lJ"t nu pr・d.net(PBP) 

およびそれぞれの遷島"と"・碕d>.f-(1ol!R. 

.6.BP.， ABPd， .d.PRP)老衰11:宋...叉 ID""' 

mlo:tl EFH J に。;r・"と"....~釜分 AEF を

.IIC~す。)"・・"にs惨る mの鋤.

"・"の ID援用.0HR I:MMl臨時叫盟

で宥，.【p<0. 01， P <0.∞1)によ..した弘夜.

"では増，.傾向を."，るが有，.ではなか，た BP.

ほ鍵需E・2良ぴ度.震でほ穫，.健三下傾向を毘めるが有J:

で'"狭，... 写では有怠 (P<O.∞1)に低下した

安・・替の BPdと PRP憾との"でも IDm1l!r.J後

で有J:包度化を包~"か，た "'''・婚のlD服用

智畿の EFほどの欝でも‘史上.....傾向"，めたが

有，.な底化ではなか令た

(') 遺魁負荷"にsoる B の飢展

遷....穂喝OIDO)翁男院を.. 討するた・0にlD朱

雇用崎の還齢負荷回復の BR，BP・.BPd，P&P及"

EF ~盆分 〈負荷時-"・均)，すなわち.砲丸4BPI，

•• 1樹齢rbidodinitnu (ID】服用前後@心判滋〈翠町 叙...調血豆 (BP・')，鉱短期血，.(BPめ

11) (_) 1 D (+) I • D ト) I J D (吋

相 I .. M h I lo(品回) I .¥(:n ..) 
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昭和鴎年1JJ (1. 1!砲3)

表. '"畑QTbic1edinit花組 (ID)服用前後の
，，~寧 (EF)

10 (_) 1 D (+) 

』‘ k 同 .， 
ao:!; 1.31弘 'H叫・I.H‘.，n・玄"

弘 1=10.1 I S1.8:!;主日 l眠 8:!:1.11肱.土". • 
&a. 1;:18.0151印。|“ぷ昔11s:.T:!:tz.O 

• (p<o.O的，・・・ (p<o.・0・四 N.... 
.ω〈。崎-.......P. 

."'0.'まa島々寧2均値主・ー・・霊を来す
". "個~.白必瓜回句 (m) llJII前後@遺島負

荷碕・.~事と安&崎忠幽$との"分(AEF)

払 Z .. .盆...
.. (p<:o.町・帽 h 但【ー】】
s 何〈払舗}圃司 ....P.{ID(_)) 
・.BJ'_u-..-D'lo・8

1 D (+) 

‘・...
1. 1:.I.J. 1 

袋町Pの・は"・平崎健ま・・・..示す

.d.BPd，. .d.PRP .&ぴ企EFと ID服用径の盆分とを

それぞれ比叡後附した {表1，3)..d.1iBはすべての

樽で ID鹿凋後刻ゆする傾向が留められたが，どの野

でも有志町aな，，，た.d.BPsはすべての欝で噌加傾

闘を留めたが，狭£喧回曾でのみ有..(p<O.Ol)であ

，たlI.BPdtま."寄で不民族心症及び便漣冒で減

少傾向を..めたカ勾町，.ではなかーた 4PRP ほどの

鴛でも有's.t:変化ほ忽められ."か叩た ID!i用前復

のu"安比S愛すると ID鳳m...健常温障で肱舗.. " 

下，寝室"では糧民主鼻したがともに有怠な夜化で憾

なか勺たが決心信書でぼ有.(p<O.聞に増加し

た

v.. " 
還鋤負荷"の心栂創障を険針す.場合心電図岡燭心プ

ールシンチグ，ヲィーはす，.血的であり.t質調Rを-11:

&注すれば練り返しデータ収集ができ虚血色心夜患の

ように・"''''vの存在する温舎でも比般的信観し"

.EF~雰幽が可衝である" 鼠位自転車Zルゴ〆ー

E • 副

タI左遷動量の定量化が可舗で再現佳も優れており遅動

負荷.. の心・図""ι"'"'測定も容易で~る との=

つの方法を組み合わせてa血盤心喫患にお砂る安.... 

及。遷鶴負荷"の乏JI....に対する血の効果を検討

した

(叫 安・崎巴:tofHim の銚泉

実'叫にさける ID"HB及び BP<対する効果

については従袋線舎されている還り協ト動家の鉱蛋に

より末網血管短銃が滋少し経度の"-"鑑下とそれに伴

う反射色交感神径刺援により HRの上昇司佐倉たした

と考えられる'ePRPは田思用によ。て有ヨlf:変

化をmめ"か噌た彦名 ζれは BRが鋼・2闘しても BP.

が"下するため綱要望されてい.ものと患われる 宣伝"

崎 E に錯する.ト固グリセリン明T聞の効果に

ついてSlutall:y ';" r:ま急性の虚血が忽い例ではN'r唱。60s雪下位与で盆JI鉱蜜束期及U収縮末期容量が

誠少し一個割自白昼の後11:の調・8固と EF"有意 (p<

0.'" 江主鼻~..~たと縄告しているが.署是々の検討
では mによ."'.崎 E ほどの偉でも‘底上昇し

たか明宏な度化ではなか・2た三錘ら舗は ID'.. 

と NT冒 O.3mcの俊与で遍汰効集を示した均点にお

げ事血行動Sの裂化ま奪明な差を毘め忽か，たと逃べ

でおり宅建々 の ID5mc隊創'""ら-10NTG 0.6 

..に対して IDの役与呈かゆなすぎたたあ EFの

有望fよ上昇司".めはか，たものと考えられる

(幻温鋤負荷"の IDO勉泉

ID鳳用後o.d..HR隠すべての欝で樽少傾向を.. め

たが.とれば ID思周前後の帽d.，・'"での BR

Iまほほ閑ーであ.のに対し.ID雇用後袋鯵碕の BR

がE末思用安・崎より増加していたた~と考えられ

る.d.BPstきずへての鶴で ID凪用後増加している念丸

ζれは .BRとは遣に ID風用後..'"・の BPs;ill 

ID未鹿用安静崎に比してa底値をとる傾向を.. めたた

めと考えられる 運動負荷時の EFに対する NTG

の鋤果について駒田r ';'"ま."虜では NTG虚用

前後の喝d.，喝阻Eにおげる EFは不夜で必り狭心、g

では有窓によ奏すると領告しており 喪々もlおま関織

の鎗果を得た

労作後援心霊では道勤負荷により心筋の...需要と

供給の7>バ.， :，r.スが起り狭心痛及び心織能不全が箆

るとされてい畠 心"の酸素需要すなわち強要時消費It



'" 包 • 
"'主に乏霊塁強力。£翁."詰よぴ収鎗カの gつの国子

によqて規定される・民庖康的には m，山 p""，""

(HR， BP，及び..幽崎聞の積}もし〈隠 P&Pが心

2荷車泰清nの指揮として使用されている ID'ま・

線系を舷彊させp'"舗aを減少させるので左盆容量が

鎗少し心ヨ直袈カが低下し， ζ のた'>lD"用により

心@識景清費量が低下するという鰻序が考えられてお

り 実環創.ukyら"は心プールVンチにより左盆容

畳を算出し NTG脹用後左S隆容量@減少を恩めN'l切

により""楓d"減少し心筋硲禽需要b勾底下したと鰻

告している したが。て今国の.."で ID隠 PRP

には""しなか勺たが。戸..""の減少を介しで遺動

時の心筋蔵棄消費呈を減じた可能性は+分考えられ&

すなわち2史浩定窓において EFは"ーしたにもかか

わらず PRPが夜化しなか令たのほ左"容量及び左室

内犀により規定される左轟盆遇カの冨子を P&Pが次

いているたURPか慌の心筋雌葉剤費畳を反映して

いなか勺たためと息われた

一方 E濁単調の心節目障議供給にあたえる効果に関

して B曲 er;"は動物....により N咽が心内度下J

心外腹τ血流比を"・Sし心館内血.. 分布そ改善す.と

・時しゅ。四国富島・は間ちにより鑑聾凋量頚カ

が滋少し心街酸緊需要を減じるとともに心内.. 倒への

血淀分布を".し圏島原産の""により.. 窓血.. 量ほ様

少しても心筋陵豪快崎I主増加すると運べでいるーまた。

C.h阻ら聞は E 役与!とより..血飯島震への備制血行

跨の邸憶が増加すると鰻告している IDのI>m"'"
怯復純であり。今回ζ@点に隠する検討略行ラていな

いが.いずれ乙せよ襲心但例のみで運動援の EF泊S

"著したのは ID投与により前遣のような多蛍の機序

が関連し合ラで心錆康男鹿需要と供給の".ンスが"・

したためと考えられる。

心筋，.. 開会体として怯 IDI!周前後の4E"蝿

優~医学 .88...1号

度増加する働問を留めた念靖志往復化ではなか司た

ζれは各省E例によヲて寝.周辺のa血訓院の広さや程度

の相忠心鰻銀.鶴位以外の'"防涜繍震の有処側副

血待..の提速の寝度の遣い忽どにより...対す墨

田の効果"肘後じ-ltの傾向".."られ包か，た

ためと恩われた

鎗 竃

還働.，即時の左心織飽応対する ilolorbid・必>iト

~. σD)の効果を検討するた治に健常者...例』狭

£位農泌例.心箆痩..厚7例を対象に自転車エルゴメ

ータ蓮動負荷心プルシンチを行令た安.袴吻左盆

・E幽..(EF) .対するlDの宥忽な効果怯留治られ

なかーたが m 禾思周崎には..陸負荷により健常a
便.，障ともに BF.本省加し型乗心定書で低下した ID 

厩用後捻遺蹟負荷により2良心隼卑で EF院治加した

が..脅威....島では ID服用的 ζ比して宥怠な夜

化lまなか弔た

'" 
調肱

""""・r膚""寄..... 、a・l:.J.Nncl.M町u.
7隅.1m. 
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