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立結 果

虚'"生心疾患でiま運動に対する PEPjETの反応穣

式が三つ乙大別された〈図叫 PEP/ETが運動申扱

少し。翠動持7後"..に向加恒mす否 NタイプとI

回復刻 ζ運動前閣を鑓えて纏加す墨EタイプとI 選勤

時からすでに前也を忽えて増加し，回復刻においてさ

らに増加するRタイプであ喜 一方健常者は'20時金例

がN型を示した

虚'"詮珂〉疾患をNタイプと EあるいはRタイプの

'"とに分け，それぞれにさける心筋梗塞と狭心症の

占める割合をえ駁してみると Eあ.い陪Rタイプで

は"'~中16例 (80%) が心筋便，.例であり。 Nタイプ

の'80時中却例 (53%)に比へて!いわゆる重症盆血心

と思われ.む筋梗"例の占める割合が多い傾向にあq

た

初回検蓋均にHあるいはR型を示した窓側のうち経

過を;a.，て2回以上検査しえた."'.閥均 PEP/ETの

反IWp~ターyを比鮫してみると，それぞれ経過を追う

どとに詩型に8行してい〈めが見られた

虚血性心疾患鎚例中窓動脈遺影を鐙行しえた18例に

つき，病変役数とそれぞれのタイプとの慣係をみた

〈図引 側面血行路の発達していた斗い2筏病変以上の
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例でほ Zあ.いはRタイプの例が多い傾向こあー，た

それぞれグN プ別に ωIdpointまでになしえた

仕事量を KPMで表わし ζれを運動耐容量として

比絞した虚血心は健常者巴比べ有怠に (p<O朋1)，

"動爾容量カ".Pなか今た またa島むの中でもNタイ

プと，Hあ畠いほRタイ プとでlま後者の方が有意に

(pく0.01)，運動崎容量tJll.Tなか勺た

健常者 N型， Hあ6いはRO!の"界初で血行勤

勉の緒針穏健の准移を比叡してみた〈図3'心街銑

限措期血fE!i. 3欝簡に乏を'"めなか司た C1路島さ

，信者， Nタイプ 区あるいはRタイプの劇に伸び車"

低下した '''Mで HRに差が伝く.CI IC:!!が也

たた託h健常者 Nタイプ， H'らるL、はRタイ プの順

に SVlの伸びおが低下した TVRについてはモれ
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ぞれ伸び2の差はなか今たが.."心 特にRあるい

はRタイプで高値をとる傾向を示した

PEP/ETの.. 厳)1::対する PEP，ETの変動を個

別に後E守した ETIま健常学生 N聖.Hあるい俗R

型の"障とも同じ傾向を示したー方 PEPは

PEP/ETのsタイプと隠機の変化傾向を示し.この

3タイプが PEPの変動=深く関与してい忍と考えら

れた

健常者 X墨1.sあるL、はR型それぞれにおいて。

運動負布団復期の PEPと CIとの相関関係を晃た

と二る それぞれ比限的慢ながら有意だ負の相闘を示

した〈図叫

m ，普察

虚血性心疾患では，遷動負荷回復甥におげ否 PEP/

ETの反応鎌弐が3型に大別さn.PEP/ET ;/;1遅刻

反応を示したHあるいはR箆は比般的心街綬塞例に多

<. 方狭心症例の多くと健常者全例はN裂を示した

また".以上緩過を追弔て運動負荷を纏行しえた急性

心筋拶'"例4jJljt;， HあるいはR型からN型"移行し

た 度血栓£、疾患のうち冠動尿遺影を'"行しえた"例

中.HあるいはR"を示したものには多伎傍.. のもの

が多かqた 窓あ.い怯R型l主 N~監と比ぺ有怠に運動

耐容量治世なかヲた ζれりの写実より冨あるいはR

盤以心筋虚血とその重程度に探く関連していると考

えられた

PEP/ETの変動に対する PEP，ETの変動を個別

に検討してみるとお箆. H'回.RI:!の."明日目=おいて

ETはほぼ問織の関係にあり PEPj笠Tの変動t主主

に PEPの変動=依存していた そして乙の PEP俗

己の運動囲網鰯こおいて CI と比絞的砲ながら負の

相関を~した m 自体に議冒するとI 健常者...血

心のN型でlま運動回復期4分においてまだ宏静時の

CI より高盤ほあり， 方Eあるい肱R型では安静勝

の CIよりもほ位を示していた ζ のため PEPが

安静時の PEPよりも滑加し PEP/ETの遜剰反応

を形成する要閣とな勺ていると考え切れたすなわち

Eあるt、はR型において陪!運動負荷後においても左

~"， yプ腹能低下を包こしているものと考えりれ墨

PEP戸ETの反応縁式が主として PEPに依存し。

乙の PEPが運動E復期において CI と比役的経な

がりも相関を示したことと この PEP/ETの反応機

式".よ筋鹿血の重症度と深〈関与してt、た乙とよりI

運動負荷自噴刻の PEP/ETの反応様式及び PEPを

測定するととは 虚血盤心疾患の心機能を推察する上

で甥床的に十分に有用でる昌と考えられた
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等尺世負荷における左室動態の樟討

(MI‘ヨ循環50爾夜見合. "'"竿2JU日〉

丹羽明博・ 青沼和隆・ 谷口興一・

低c. /t) Iζ 

...a気，.に畠げる寄尺性""で，. .負荷の増強

に対する心~""の反Zを検討するζとにより￡相聾

の持信.'"峰であるといわれてい蓄 しかしはがら，

.. 尺也負荷台をに"方法治上の同Be.Q(!切れているた

め，われわれは乙れまでの方法の欠点を繍う安定滑車重

量負補佐を開発してI 本援の心..隼持舗に錆する有用

性~検討して会た凶

~."三虚血性~<更皐患者~~心に.膏嶋および負荷

中の怠省鋤豊か切みた"尺性.賓の慮"について般討

を滋みた

Z 対象および方途

対*'ま舗禽を主>;oして入反した男性"例で年齢

は位、..，・L事均"・土...・aである !I!患のうちわ

Itl"t:l・沼健心E痩-"筑後<"'1例の窓3崎製鋼XT

(J?f'F C，UI 11) 1:例と高血屋住~.，健患 2 例.... 

神包..'慣の非窓激震鷹翠"ωi下 NCAD11) "例

で.. 負荷の方接は当事実皇考援の定滑車重量負荷搭

で叱臥位にてa医大星カの，，~に細過する重量ø*モ

，司"分閣僚縛するものである

・車.竃"・"犬掌虫学1$11":1"1"

憲司尿aa:!lょ'"事ー'出町にで左室温彰を施行

した後に民分以上の.. 厩を釘いて定」膏調，... 倉荷を行

い，負荷2分骨に胃.""，窓lU!.E-aM"した左重容量

は'"・_h量生により許衡し。 ..幽事 (P~下町、.

網"抱視期分箇'"下 FF~.ω およ二".，他自 6FJ散

まとし 左前下行俊信左重量町gかる£保留を白書主冠動

.."下墜を支..ずる bのとした "お ま軍鎗伎は後

史~実，.するたの母国の検Eをかりは除外 した

• • • 
2主筆動忽の解肝に先立ち!問ー計測者による 2困の

左翼容量の測定値をLt佼した <Sal).2!UIの鑑は

若手伝也をとる傾興がみもれたが その盤以I三1:1:5mJ 

a皮であ弔た '置の測定値泊の僧贋保.tIま t-0.9B 

と涜《 玄室容量の鈴測土の級建体小さいものと肴え

切れる

主l!A・"..".についてみると.NCAD醇におい

ては安静情負荷時ともに A・"R電Y怯忽めなかー

たが CAD IJにおいては安静"で也例中!o伊も負
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園玄 関ー計測者によ.左盆容盆の計測値の比綬

荷時には金側に AByll官官7を包めた{褒 1) 実際崎

に左霊動管と支配意動眠術~とが司教し怠い例は 症

例 1.4.5.11の4例であり 乙のうち症例41:::

t左右窓お螺に5O.%J!.窄を留め 症例5. 11は負荷によ

り橿息窟勧際領局長に .. 戸息弔Y の幽現を偲めた 負

荷による A.，.町U の勾強位8例に包め不安ない

し経度改善例ば各2例であ勺た 側副血"を1!!めなか

勺た"聞においで怯 且荷による ASYDergyの増強

を2例{窓例8.12)にi 不変 〈症例1)および経度

改響{叡例，0>を各1例に留めた 側劃血"を有ずる

"" 
8例に叫、ては.. AIYlIerrYの刻岨を6例に不変と

".例は各1 例のみで~，た したがーて A.司"
w の増強を留め3いものを側副"符の効果"りとす

ると."略(定例3 ・)のみに効県を包めた

EFについてみると〈園2).安.跨負荷崎とも

r 
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主亙=
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1ロ_CAO院‘
図即日

'"・偲1M
園2 負荷簡と負荷ゅの駆削寧

CA()， HJfI....度

に CAD筆陣と NCAD鮮の周には有怠鐘はみられ誌

か勺たまた負荷"よる彫嘗については NCAD

Z障で信負荷時の E は安'符に比し不夜であ。たが，

CAD"においでは負荷時 EFは温度怪'1'をm~た

EF~についてほ咽 3). i時雲寺負荷殉ともに両民

間広明らか包..がみるれた負荷によるnに"しτ

表1 "量白線S可愛例における左室違Z彰男見 q量明は本文.!iU

間If IU!ilgjl¥: I問 時崎町 lm | ~ ~ . 符 |盟問
2 ..0 .. (胴.<・畏】 不安 〈ー〉

2 ..0 o，.po. (金〉 9・姐 EIddEE zEEA『 hEACD 〈ー〉
2・司 A

省 t.AD，ac ... Byp". (企】 本. LC~ BC.I._I.ul.D 【.)• L'. A市 .・ L.l.D. LC1_RCA (.) • ". 〈ー》 凶現 ~O -"'. 〈ー}• L.O q 心お 増益 = ー山 《ー》

' L<‘D ~.【町e 心安】 増強 前」‘ _UO  (-) • HO  Bypo. (心耳目 創.強 〈ー〉

' HO  lIypo. (It (.，実} 治強 LCl<. RCA_I.ul.D (-) .. HO Bypo.【劃).ι〈心完〉 •• {ー〉

" HO  〈ー》 歯車E "'. _1."'0 (-) 

u LAO 0，..(筒〉 相強 (-) 

'VD' 1111何度.U O  納下行被 RC.I. ，賓室勤.. 

""・M・-‘.l.N，心...DJo，<l戸1凶--

日"姐臨 A ・kl--. Bypo 
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園2 負荷腕と負背中吻."."彊期分画

CA.O， a・医...
臥.rolutI白血豆

戸市

ロ唱曲叫

園曲川

田‘ 負荷麟と負荷中の一個個附係叡

=窓島屋a何度

は.NCAD Itで肱負担問 FF~ は安....に比して不

"で.，たが.CAO 院では FF~ の負荷"の係下位

明康に包めるれた

slをみると""‘).CA.D Iーでは NCADI障に比

し安静笥負荷時と bに健也をとる傾向で.今たが

有車嘩隠毘められはかーにまた調書草とも負荷によ

る有怠の変化信2められ認か今た

11 .. 買降

.. 尺佳負荷倭t!Tre・dm.iU'T Er宮前ぽ闘による動

的負荷と異はり 心電図上の虚血住友化~踊繍の虜発

信佳とんどみるれず，.血倍以己喫患の惨衛剛志不適で

あるa丸宿実認後負荷の楢大が網.られるた>>， (.，.鎗

僻衝には!Iれているとされている しかし.・カ針を

鰐いた通常の方謹では-，..のヨ径をS分冊... ずるζ

とは樋めて2・で，われわれの検討でも負荷繍峰崎

，...土日町 (Meaa:!::S， E.)， 3分...9.8:H.i切と

，.しい""をEめた" とれに対し定滑車11.. 0.荷

.. 覇軍司旨"".相銀

主舎では負荷量tまー定であるた調，.定量的停舗が可能で

ある

.. 尺告主，闘に対する4同反応弘正常心でIU-v.纏
カの省大で!また. ffr-J~二、でiま ... 暗唱抱rliDc.. 

で対認するといわれている" つまり 霊前心におい

では""鉱穫終期星 ω1"FLVEDP)の増加'''''、さ

く円心鏑幽係叡は増大句"， .血心において，~

LVEDP Ii明るかに増大する・が，心街幽係111:む本震

芯いし.. 下ずる岬といわれてい.また左Z這"
より求めた EFをみると 正常心では不!r."r.μ、し増

大ヘ術的心でほ低下都"するという徹告がみられ各

今回同検針でi孟 SI.EFともに NCAD毘 CAD

E障の閣に略.はみられなか。抱 負荷による夜イとを

EF についてみると.CAO I障で低下したが NCAD

Wでは不変であり slについては開曹ともに不変で

あ勺た ζれに対して， FF!4では凋鶴間=明瞭径寝

具がみら'"負荷による硲鍾にS唱しても NCAD I厚

とCAD"の閣で翼席る成績が得られた したが今て

左室副朋勤2撃をみ日とにより CAOI障の怠Z肺

患の符慢をより明確に検出できるらのと管えられる

R."，.ら柵色."..，同%に盆ける位復刻分調を~討

し.&1崎.荷@の鼠ヨ.11弐を分折ずることの1l畿を遂

ぺτい.
ま賓の司"凶， """刷出血についてほ・尺自主

負荷は虚血色心疾患に釦、て異常良Zを増強するとい

うtII&-''''P震動線...，o程度の温い例で怯異常反応の

窃発が可也という鰻告聞もあるが，定3崎康調"と合意

しはい玄室効2撃に測する検討!i&!められ盆い今回険

おの定例信少殺であるが"開中S例 《定例1 ・ ，0> 

に等尺性負荷による左.... 動惣が冠動家術変と合君主し

'・い例が穆在したことほ今総健闘血待を含めたよ

りn繍r.険mを行令てい〈必要悼誠"ちると苛え切れる

，. と め

選虫病の・尺佳負荷に"'"を加えた定調..量負荷援

により，虚血色心療患のま車輪@を険肘した結果，以

下の鎗酋を得た

1)安...."'''''''''を思め"か，た症例 ζ. 負

荷により"'''''官7の発現を思めた

2)負荷による EF と FF~ の鋤愈は NCAD

Z事では不安で.る.os， CAD .-では低下した
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')安野特急荷婚とも， CADI障の FF"hIまNCAD

欝より僅僅を示したが FF については間町担に差は

み，れなか勺た

. )等尺憧負荷は友.....防蛾異常の検出に有用であ

り 左室動感特に舷彊期の動"を..，守する ζとにより

£、機能界俸にもより有用な手段とおる
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慮血性心疾患における臥位エルゴメーター運動員荷

ーー薬物役与と交感神経反応について一一

明"因循環墨負荷研究会，瑚拝，.，日)

小西

中 島 久 Z・

学・自弁芳樹・

神原啓文・河合忠一.

隠じめに

，.血色心停~.!..ととに労作性，.~唱の発作発現 U2

3足感縛経系が.. 襲な役割を果たしていると考え，れて

いる また 現在採心g震の檎疲にはカルシウふ指舵網

が飼いられており.その中でもlIifodipi~・は恩くか

り臨床噂入さ札鮮網にその=理問mについて研究さ

れている しかし。 笹口役与後の急後L効果にE遣し。安

静時と鼠也選働負荷ゅの血感ノルエピネ 7'J ;1を~.. 

として倹討した儒告は少江いわれわれ陪今宮 虚

血栓£疾患患者においてn.iled.ipiDe綾与後に施行し

た臥位エルゴメ ，ー運動負荷前中の血膿ノルエピ

ネフリン変化について若干の知見を得たので領官ーする

. ..大開明巨附

Z 対象および方法

対象"入，.中の労作位農必定を有する男18例'"娘

_73.. 平均“般) である胸痛発作時の~ト Eグリ

セリン雷下役与以外の役軍は中止し通常昼食後2時

限Wlよ経過した穆~fOJI趣筋書"院に翼状齢を留置した

10分忌はの安"臥床をとらせ血圧心街放がー定と

な，たとζろで保血を行、、'"いで臥位エルゴ〆ータ

ーにで 10.町aをs分さ句1::300 kpm 3分，，，t

6分間の運動を負担町し 翠勘絡了直前に2回目の鍵血

をして血..ノルエピネフリンを刻定した孟Iedi~

iDelOmr&口俊与の績舎は!役与約ω分後に上Eと

問鎗のヨ量動負符を纏行Lた 血祭ノルエビネヲリ Yの

測定1::1;::，われわれが開売した高温被体タ宮?トグヲ

フ4一..先法川Zより行ヲた
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では'"土12:;P'l/mlであ.が， Nitedipine 1写では

鋪Z士宮T"，副で.Niledipint 欝の方がc""，叫現

より高値であ.， .た 300匂m の臥位Z ルゴメー

ター蓋動負荷で陪I 白血回i型車闘士371N/mI. Nif-

姐ipi;.e1草TTO土441Pf/mIとな令た血猿ノルZ ピ

ネ7'Jンば還勘負荷にで濁欝とも増加したが。 c"
回"'より削叫i，泊，，'障の方が甫健で~，た唖"

• E 
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虚血也4疾患に.げるn崎および鉱位エルゴ
〆ーター連動負荷〈挺II'H，P"I)時の血mノルエ
ピネフリン橿度

N c N c 
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阻'(・7穿段与群における臥位エルゴ〆ーター運動
負荷均の企血甥ノルエピ，t.;7yンと 企平匂血

Eの関係

'"に運動とよるlfIlJt..l'" %.ピホ 7'Jンa・'"量と心鎗
...平均血JE.ダプルプロダタトの槽加との絹腐を倹

針すると まず C佃 u・'"では.血'"ノルZ ピネ

7~ ;Iと&心鎗."まY・29.3;ト0，""，広田 r _0. 3:i <mI 

r _0， 66と比徴的良い欄慣を示した〈図4

・) ー方， Nil岨pi~ If.で閉じ検討をすると

舗象ではy_23， "+0.ω<X. ，・0.64(園.zb) .d.平

企心

0.012:玄..平均血亙ではy・<8'+

心街Z食と収.，.

Y_S-12+ 

2・〉の栂..であ，た念丸

o.036.X， r・0.65(I!:!3・〉さるに

aε@寝で~るダプルプログタトでは，



昭和国年12s(12， l'従渇〉

均血医とではy・2.19+0.036X.f鑑 0.76(限 00'

^ダプルプロ〆タトについては Y・3.76+0.013:玄，

r・0.76(国 H 'と旬。 いずれも比般的良い椙関
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園 4(10) Kihdipi齢役与鮮における臥位エルゴ〆

ーター退勤負荷均の 4血段ノルエ ピネヲリン

と 4ダプルプeタクトの関係

'" 
を示した

][ .. ヨ値

カルシウム槍説刻である nifedipillf1':. !安心症や

高血庄の治療賓として用いるれているが。降豆作用と

それに付随した額際作用を持つ血ftdipIllt役与に僚

して血援ノルZピホフ リンが増加することから 鰻探

作用は交~神包系の刺訟によると考えられる" ー方

蓮動により交盛神径系の累積酷宥まり血祭ノル2ぱ

牟フ リン健は高〈なる"がI 選動負荷時血競ノルエピ

ネフ'}:'-.1主， Nifedipine I撃の方;illCω~l 容より

賓健である乙とから ~f“ipin& 役与による交..神経

刺搬に加えて!運動負荷による実感樽盗事調障が見られ

るζとがわかる そ乙で蓮動によ.血旗ノルエピ毒

フリ yの増加と各種パ，〆 ターの増加とを比叙して

みると.血鍍ノルエピネフリンの増加はColltl'OlI撃

でl左手均血匡ダプルプロダク トの増加をよく皮践

しているが心街放の増加とは相関が乏しも、 方、

交感神経系のE.量的立緊E震度うが高まった Nif..，.i駅間

銀与震で怯平均血庄司Pダブルプ2ダクトのみならず心

鎗裁の増加ともよ〈相周するようになる

RobilllOIlらω隠;(動による程度のuj歯叡の相加は

副交感神経の緊張鑑下が主な原因でaちり，中等度以上

の£嶋監の増加には その原図は交.. 神経の緊強元進

が主であると運べており， ChristeDS恒る':主還動によ

る毎分約30以上の心持訟の増加1:'，守テ2 ルア{:.-の

増加とよく相関すると線告している ζとから nifed.i

pllleにより交感神経が光道し かっ，劃交..縛径の

緊聾が低下した上に。運動により交感神経均怖政され

たため巳 企〆ルエピネヲリンと企心狛放の相簡がA

〈江かラたか。あるい信.nif..，.ipi民投与後厄'作用

を有する物質，たとえばエピネプリンが増加している

という傾告別もあり それがノルエピ牟ヲ リyに比例

して場組しているなりぽ企ノルエピネフリンとa心

拍設がよく組関するようになる可能性が考えられる

次に.，耳震の̂ 'ル'"~;t.ヲ リ y と 4グプルプーダク

トに関するー次回婚式を比叡してみるe その直線の

傾きは同じであ;;;;ill. 'r切片lまNifedipiOt群の方が

"、きいす江わち問じ&ダブルプロダクト"針する

企ノルエピネヲ "ν陪 Nif..，.ipilleI障の方が大きいζ

とがわかる 冨いかえれlまおihd.ipillet揮では!わず



"・
か立ダプルプ冒ダクトの増加を示す興でも交警待経系

の剣扱が大金いと考え。れる 以上より.Nifedipille 

Z障では安野崎すでに交感神医拘繁翌九過が見ヲれ遷

勧負荷によりConU'olIfl己主と侵してより容易に交"

神径が衆議されると繍創歯された

鎗 2・
安静鉱床涛および完'"エルゴメーターによる還動負

荷βjJ， Nit縦割pilleI障は COllt1'Q1欝に比ぺ血衆ノルエ

ピネヲリンが高値であり 交島神経が衆議された伏穆

と"勺ている また運動負荷により Nifedip;neIf"で

ほ.より容易にノ N<ピホフ リyの増加，す芯わち

ftfi医学賞'"種摘録

交感神穫の'"昼冗A障がみられた
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異型狭心症における treadmill員荷試験の意義

〈第1品自循環器負荷研究会.1'82年2月6目)

麻 野 弁

山本実平子・

英次・ 久 保木正夫・

小野影 ・

格海忠範・. 藤井得一・

高繍宜光・ 加藤 和 三・

はじめ巴

運動や稽神的興奮によq てK25是心盆発作が続発され

芯いといわれる異裂裳ι.-I!'!におL、でもI 還動 ζより

発作"起ζ る霊例がおり!運動負荷揚佳例も多も、こと

が知もれている.-" しかし旬 ζ のよう怨窪動負荷a
..と発防発生禄式に3唱するZ字織広報告は少ない 今団

われわれは 典型袋£、症を含む足当医僻咽与した決心

盆を!発nra"えにより分"し.ζれるが2動動綱変の

有無運動負賓成繊とcのよう信関連栓をらつかを検

Eすした

エ 対象と方途

安滞発作時ω'"図で STよ鼻が足"さ弘 Z動採迫

影坊足...が毘明された英霊族心"'"例 (U$)とI

安静碍 ST上昇発作はとらえられ九三か弔たものの，途

影均定I!ltjl確盟された"例 (B::$)の針鈎例を対象

.心.息苦窃見原

とした商騰とも発作''''により 2Oに分ホ発作の

出現が竃..~あるいは全くの安鈴時に須勺れるか崎

に労作時にもみもれるものをRQ.(A1J18例 .，爆5

例) 怪い目常フ砂防を含め労作j!1i'H&とは'>t;.克作の

繍度が安静待発作の頒度と同じか それ以上であるむ

のを R+E~噂 ( .，意"例 Blf13例)とした .. 句凶

皿ilI負荷民"信念例発作安定期に"時間以上の無役

嘉納聞をおいた午前中に纏行した 負荷方接は Bruce

のプロト コ-Mζ淀い溢行性の絢篠疲労息切れ

の歯車心電掴よJ点の 2，包血以上の下帯伝u、し，

1.皿以上の上昇をみた場合あるいは巨額心地放に

湿したeき負荷を中止した 負荷属生生の判定i主 J点

か勺 ωB瞬匂の STレペルが 1..以よ下濁広いし

上昇した場合I 明るか伝決心症発作の也現をみた場合

とした 75男引以上の器質的有"定~ぷ. ."，ま， A!J"で

鐙例中100時(31.3%)，BI写で18A'字"例 (5S.6%)

に認められ いずれも 1伎.."が多く ""電電夜を有
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ずるものはなか，た金例，"，官。0"，地必負荷 " ... 

mtter負荷による局発略I あるいは自然鍵作"の冠動

展途a;l~よりe・箱カ唖包された

n ~ 領

L 週闘耐奮飽と傘大 8T.位〈周')

ほとんどの症例において。 S""mか;I¥"に至る連

動が可能でありI ヨ駆動酎容SEK2よく保たれていた還

~
""' 

d主

'‘ 

旦

4‘ 
。

4‘ 

". 
動中止理，"ま袋，(.4:笥竜作が包例夜労がs例，息切れ

が .. 弘田下驚がl例I 回線心拍訟が19何であ唱え

金関例中沼例で lmm.a上の E 上昇また陪下膏を

包め，その肉眼は STよ昇例が4例に対し ST下高

は24例であり。えなかでも R+EI障に ST乍鴨例が多

1;..， t::. 

L 1安心盤発作様式と竃動負荷区""'.医'I!" )

.. 撃でtま，最大運動時""最大 n悔肘喝.官."，叫ー

.。
再再

•• m 

.' R 1 • o ' R + E: J 11""'4' ... 

・， ， 
.6. : R+E伊 輔・

• 
•• • 

-・‘ .... • 。 企
4‘ 。. • s企。 • 

..企 co B 。企
0"  

4‘ 4‘ 4‘ 
..腕凶 ... 相川-)

1Il' 退勤衝容艇と最大 ST，思也

E油 '0'国
d¥JratiOl'、 HR 58P RPP 

{岡崎・，， :!:SE) 

E盟 F圃 .... ・Eコ 剛回・....町耐

飽2 狭心，-!!，連作緩まと遺動負荷民放成績 {G.....p的

ST' 
P<D.C01 



uo 

Ud (RPめはRI容と R+E!JI'ollで有意差がみ句れ

忽かq たがl 官下揮の程度は 毘+E欝でより大きか

勺た B軍事で怯&軍事の."開設'"J>はかヲたため検討で

金なか，た

. "瑚... 帽の省無と進'自負荷賦怠威綱貴岨 "

A司容において， R+E I撃の定易保府夜を有する練度

怯43%であり. &.撃の"%より高かqたζとかも...

震の有無により.;0.助君"容舗.ST下溝に獲がf:，いか

を検討したその結 集 定動隊術家例は病震の"いも

のより金大翠勤時間ゃa盛大 RPPIJ包bない傾向がみら

れ たー 方ST下障のa度路網変の有傭で有."がみ

られ誌か。た B習においてb関係に ".，の有無は，

最続医学 .38@.槍録

sr下湾の程度よりも蓮動耐容能と関係が深か，た

L 蓋....稽掴健志

At全体の陽性事は"-."であり《褒 1). '*'でも

R+E欝や震動根腐夜例に舗佳司障が高い傾向がみられ

た しかし有'恒動線'""の忽い定例に省いても&11

>>，7%. R+E t弱1.6%と特に R+E"に層性慣が

多か令た BI撃もA欝と臨ま同様であ勺た払金体の

陽色率倉吉&軍事よりや~高い傾陶がみもれた

運動負荷の判定内容をさら応界し<.STレベルと

狭心症発作幽夢の有偏により分け. ，豊作袋三む憲-"眼

前夜の有績と対比したものを彊‘に示す AI障の負荷

陰佳4聞にほR軍事が多く I 定勤.. 病変例が少"か今た

。剛，.

E渓・'c'揖
duration 

P<U・
[ 

HR SBP 

臨盟副OH CコC岨 刷

Ex"c邸.

""'"垣間

学L卑

。拘."
HR SBP 

臨圏 zロ"H Cコ=刷。附

RPP ST' 

〈隔制閉 会 SE)

RPP ST' 

h・銅まSE)

園S 窓動脈鯛衰の有線と速動負荷鼠'"支綾
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山齢

互z
a‘・4

. '幽~}R
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国

国・ 発作線式，宏動脈術箆の有..と辺助"有事j

定廻歯

ー方鳩佳例においては き央む唾思培作を".、 STの下院

"いし上昇をみた症例に冠動B眠術変例が多かラた し

かし STか吋脅しても発作を伴わ認か司た室開"ま窓

島市際司何度治少包か，た .. 草も，発作が出現した定例

に冠動累術反例が多い傾向がみられた

E 考.ならびに纏竃

異裂狭心症怯街気の・d..v，げによりl 猿<<白眼"

~週動負荷寂織が異f;' るととが知られている."ω 捷

作安定期に行，た今回の験針では， 62. 5% (AI$】に

負荷陽性例を..~，運動副審鑑も比絞的良好であ，た

陽性例は R+Eftや定動.，腐窓側に多い傾向がみら

れたが有"冠動尿病変を毘め偉い定例においても

S4.51';: (A T)に負荷陽性であ。たζとは注Bされる

従来の縄告の多くはD"".iI働により sn湾を示す

実型狭心霊ほ定動脈病変を有する舗舎が多いとして

いる しかし今留のわれわれの成繍で陪蓮動によ<;

ST下健の翠度"震動淑痢箆の有僚と明らか伝健保が

出

な(.1 mm以上の宮下慢は R+E'障のようは労

作が騎与する喪心室例に多〈包めもれた ζとから，む

しろ発か状混と密機な関係があると考えられる ζれ

応対し内定動泉街E置の存在は運動中の狭£嵯発作の幽

現や運動樹容範との関2撃が強いようほ恩われる 発

作安定剣の負荷においても ST上奏を包めたものは

9.1% (A.ff.)であり 会側電動康調変を有していた

また負荷虐性例に(!R群が多く 従来の縄告と燭鎌に

定働R痢変例』ま少誌か，た

" " 1) Priu:.m民'"抵噌~札A.m.J. y:.使1.z'7 : 315， 

1959， 

"'"司....札。阿叫師。11&t : 684， l'錫L

3)村山正飢他心境 U:U9.1泌~

4) Waun D.D. :Cir・u1atiOD55: 265， 1銘<

め@髄.sc:hw. H..: cb嶋 t74 : 612， 1978 

6) SmithermaD T. C. : Clin. CudIoL J : 809， 1袋孤

貧血. '"害

。鏑答〈座長} ありがとうどざいました

それではと....をお聞いいたしますございません

か ー村山先乞何かございませんか

。村山 (東大〉 陪"包どもの成鎗と閉じだと思いま

す ほとんど貨統いだしさすが。包どもの鍛字でいき

ますと!Vuzmtにおげる逮動負荷鼠畿の属性."まso
%ぐらいで少し高いのですが。それば。さ勺きちa令

と担割し上げま したように。大体s......明信組..幽

をつかまえた前後2目ぞらいの聞にやる さ，きもち

..と申沼先生からヨメ Yトがありましたが:， ~n，bI. 

bl.組..幽にlま蓮動負荷鉱験ほ Cωtrai.ndi益活"で

す V.ri闘 t も m・table血，.uですから，もちろ

ん。ある憲味で信初ntrain.必e山崎2 になると思いま

すが.5ドm...関刷. 1lD1!1n&で非需に強い不登原発作

を有するものそれから腐屋"γダムス ストータス

盆慢髭，."る.の.そういうよう忽ものを除いて.

還の発'" 8官官ヒスト q で労作にもあるようなもの

は負荷をしても2例も危険なものつまり事故例kまない

わげでl 察外，WUltableといいますげれどもl 定例

によ令では+ゑ先生がお，し.いましたように樹容

範もありますし.負荷鼠験をや勺てもかまわ'ょいとい
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ヲふフに"，ております

迫"闘をいたします

。線図〈目医大， ，忍どもも閉じようなことをや弔て

おりまして，発作の様式から分けた場舎の陽性寧は

隠"先生の結果と閉じでとざいます

ちょ弔とお聞きしたいのは弘どbもζの VarIMt

に遠動負荷鼠験をベP令ておりまして.そのときの不蓋

S慢の出現率についてもち主弔とやってみているのです

"れども先隼方の方で不登採の出現単について何か

そういうヂ タをお幽しになヲておられるでしょうか。

a鋸医学第."陸楠鎗

。麻野井今留対象にしたものに対してまだ検討して

おりません

。舟図 e そうですかというのは弘ども不登尿の出

現羽障をやヲてみますと a戸.mだと思うので， ω件

n....，. &l't!ry diseaseのあるなしに分けま しでも 不

盤採の幽妻率拡夜わらなも咽です そ計、うことがあ

りましたので“

。新谷'"畏3 ありがとうござh、ました

それでは均聞も過ぎておりますので 次に移りせて

いただきます。

トレッドミル運動負荷試験による肥大型心筋症の病態

ζ とに Nifedipine投与前後の評価についてーー

唖 1咽徹底器負荷続究会合瑚坪."自)

大坪恵子・ 0 関口守衛・

森本紳一郎"広江道昭由.広沢 弘 七 郎 ・

はじめに

肥大型心筋箆における還動負荷時の病怨に掬して今

まで畿っかゆ報告がある しかし対魚とな。た夜警の

内容に若干吻稲辺監があり，そζかり尊かれ石結果に差

異がでてい.可倍性があ. そ乙で署是々の腔役に右い

て".心内崎心筋生後房見を含む各楊検査で本"でお

るζとを藷認しえた11.，例についてトレ7 ドミル運動

負荷を行い，またその内T名の患者について Niled.i

pLlleの急盤効呆に若干の倹討をしたので澱告する

I 鮒 象

当"にて UCG.ECG.心カテ テ>'.心内藤心筋生

検援などにより肥大型心底定患者と..，託された11名で

内IRI:U害対祢盤毘軍+鴎傘型3名，非対称錐恩厚+非

開蓬型2名，心尖"閉塞型l名.~安瞬間Zヨ"名

であq た 男性9名，女性2名，年齢は銅-53康平均

舗鎗であラた.健常対照Z障は男桧6名，女色2名針8

名で年S械は27_“鎗平k句38oであヲた〈表"

u ，守 法

翠動負荷はマJνケヲト社盟 CASEを使リ用い Shei

fieldのプaトヨールを用いて行勺たI 負荷申止位認

労，胸痛の楢也呼級園建認との自覚室伏出現.sr
鰐分の -O.2mV以上の低下危険はじ不議慌の出現

予捌..大心拍設の85，援に"した時とした。血Ifl;左上

肢でマ:-';.' J; ."ト血匡計により負荷前と負荷~負荷後

信S分Cとに測定した "分以」じの安静臥床後血"を

測定し.Nifedipin・"...を舌下役与し"分後に血

圧路定を行い遷動負待を開始した ST!f化はV..V.. 

aVF ~却の中でa並大変化部位をと。たが。すべて V，

爵直撃であーた

E 鎗 a民
思大型心筋症髭(yl下BCM!浮〉と健衛対照者群〈以

下伺ntrolt)におげる運動負荷naの諸指舗の比依

した成織を示す(表2)心拾欽-HCMt14土1ら...145

土18/分。~"悶.\ rpl土Zら喝1<'土"ノ分，叙槍期血

-東京女子窪軒犬学附民日本心.血犀訴究萌内科 " 関第二n ・"用銀射線終
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守町

匡-HCM fi 119土U.....l錨 ...18血mHQ:.eol1trolI厚

山士11_15池土18mmHII'. P....su... Ratf Pr咽."・
-HCM Tα，.‘ ) x 11)・-(湿::i:3)，，10>，ぽ淘

Iro!U(7ま3)x1O'_ (21土5)xlO'とおのおの

につき育者間で釜異をE診なか，た ST度化 sCM

欝巴 2::!:，1.Om園 → 1. 1会1.1mm，伺111.01z;伺・土0.8

1'111'11-0.1 :!:O. 9 mm と ßCM 慣に負荷a"~下傾

向会みもれた 墨動拘続時間 -HCM"12.. 6:3. 3分

伺 IIlrolT14.9土2.3分 と 切ntrol鮮におL、て経度話

Aを.，めた こ乏で HCMI揮に省いて負荷後"低

下が絡に箸明であ勺た"例について眼告する

盤 例区 Z怨敏男也労作時のやけるよう官胸痛

也君砲をま訴として当"を受陰した 心騎"比49)'';，心

2Z閣で信 n.m，aV・-v・4 に異常Q滋と 1，n，.v .. 

V._の"低下を示してL、た UCGに省いて著明

えな心室。摘むらびに心室後"の肥厚と SAMを包め

た 工の患者に対しトレヲド Eル負荷民験を行ーだと

三ろ負荷後5.'分でやげるような働術也現と.ST

の 0.9-2. 9国闘と箸甥な低下を包めた Nifedi

plDe宮下役与で1;1.. Dのポーとす..じがあり。負

荷3..分で胸痛が幽覆しゅ止と包勺た翠動m間収.. 

繍血屋{主役与前後で震わりなか今たカぇ..動後の血E

"雪下前 170m1l)8g.舌下設 135mmH&，と Nifedi

P'Dt 設与後岬芳.，~lli僅を示した その後ζの患者巴

4二横カテーテルき駐車を"ff し I 冠状~尽..彫にて左前

下行後 (LAD)の7審のお分l著明な".健...に

加えでa賞釣挨可揮を阻めた (111) この袋帯につい

ては盃常みられる a白町.ocl町。...によるものか否か

について硲判定不可館であ勺た本盤側に信その後

LAD応対しA-C町，...手備が"汚さ九割居後の

運動負荷鼠験で1;51 低下のとk・が留めるれた

次に Nited.引pineii:与前後での比舷威厳を示す(表

J). (..泊E民俗舌下前7惚主17-152:!:15;外舌下後75

:::18-0152:!: 171分""化は舌下院1)，4:!:O. 9_ 

-1.0土1.3mm，雪下後0.5主0.8→-0.9=1.2皿皿で

'"事みるれ"か令た 収纏期血医捻宮下前 115土盟弓

150土ISmmHg，宮下iilOH:19-o1S4::l4mmHg. 

p，旬開...Rale ProduelSはき下前(10土 4)>0:10>_

(盟土 3)>0:10>，舌下後(10=‘)x10>→(20:i;3) xlO' 

でそれぞれ N1fedipillt者τ後の運動負荷略の方が低

値を示していた遭動時時眠不健康の出現=つい

ては差ば緩めbれ誌か，た

lV肴 a 

BCM患者の安降均巴お貯る血行動!.'H'.(.'1l健三つ

いての観告は今まで多く包されてきたが遭勤時のそ

れについての縄告信少なL、 肥大型心筋症における心

臓能障害をより充分に跨偏するために 運動負荷時の

4使能血行動君の回寄が必要であり。治療施婦の効

果塑食についても，運動耐容背伊、の・5・を検討する必
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表aTreadmill t..t jn """"" with hypertropbie eardio町 op&thy釦 dho:a!thyωntrol5 

H R (beats/min) 

2畑。

要があると恩われる しかし虚血性心、疾患 ζおける負

荷猷験と異的負荷方法，負荷中止'"抱負荷結果の

判定に対する持侮などがー定していない今回戎セ"

Sheffi.ldのプロトコールを..いてトレ γ ドミル負荷

鼠換を行宅たが そのさい虚血栓u!定患¥1:おけると伺

嫌仏理由に基づいて負荷訟輪金申iとした その繕果

心拍段収割問血巳 Pn.別問 R ateProduet~ にお

いては正常対露軍欝と日CM，障の間 ζ差異を認めるζ

とができなか勺た 肥大型心筋屋の血行動態の異常は

左室のコンプライア yス低下による左室弛複障害，.特

徴町であるときわれており 符に心拍放がヨ~I}!(ζ増加

5 T -Segment (mV) 

+0.2 

することにより血行動管が場懇する可能性ほ充分あり

うるが。それを知るのに般大予剣仙袷~の85%で中止

することに出問題があるc思われた また"変化に

ついて検討したとCろ 肥大型心筋盆酵の多くの定例

において ST低下を包めた HOCM E草の1例でほ前

還のごとく憲状動隈の有意な後窄を伴qていたがそ

の他の症例におも、ても，他同鰻告とは異なり ST低下

を示す盆例がほとんどであ弓た 乙れについては今後

更に盆例数を噌ゃい心カデーテル所見はども含めた

検討を行qてゆく予定である Ni!edipilleの置大聖

心筋症 ζ対する効果について19初年 Lorell.;が縄告
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しておう，その後本"でも幾つカ咽縄告がある それ

によ否と Nif，岨 pltle投与により後負荷揚少によると

思われ.動3寝屋の低下と経度の心街白盆増大を包めた

が叙楢カの改善はなく.or彊織への膨審としての

isometri~ ，."J.a::<atiOD tIlneの短縮や鉱怒早期の弛緩

障害の改善がみられている.今回表々の Ni!edipine

俊与の鎗身長でほ筒縫に眠aJMIfD.EE'の低下とそれに伴う

PRPの揚少がみられたが，運動停船考.，.自覚症状

f~ëについては待に変化を包めず。 ST 変化に対して

の彰署もみ切れなか。た Niledipilleのu役与応

ょ."強鯛コンテライアンスの改善が肥大型心筋盆患

者の運動酎容低自覚宣告だ予後などに及ぼす効果に

つ、て!今後更に心カテテル ζよ否認血的デタ

を含めての検討を勿えてゆく必要があると脅える
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内 因 宏 子 ・

藤田良範・

内島 弘・

新 谷得一・

'"じめに

教'"では昭和.，年 CCUMl!:以来。急性心筋梗還に

鯖し系錠的なりハピリ テーγ，;，1(以下リハ}を行勺

ている また閥均:51隼より入院RlM:を垣摘し 4週間

で退院を自慢としたプ冨グラムをi庭用し良好な成績を

得ている" 今国宅建々はこの 'Jハプログラムを終了し

外朱退民申の患者に対し 自転車エルゴメーターを使

鴎した積極的な運動療法を行勺た

Z 対象および方迭

対象"当持のや、プ包グラムを終了したJ1例であるι

・田一一

金拘男子，事均平おる1.9t;!.t31'/t.-o3a>入院碍

P~J の予像情裁は平局7. 3， ;ス院後経遜は会夙唄胞で

あり渓心箆L心不全不蕗援等のや、阻害因子訟な

か，た 定動脈造象付客運動療能。"始前にe例にiTも，il!o 

たが. 3技疾患の例はミく，民 1後それぞれ3例

であ，た

トレ-ユングの方迭を図zに示した トレーニング

に先立私自転車エルゴメ タ を告宣明し 25Wかヲ

s分ミごと2SWずつ歯量する連続的多段階良荷法による

負荷民放を冊、運動爾容量(以下 PWC)を求めた

乙の負荷民験で鳴られた"犬心鎗散の旬、羽%で1日

1_2@!. 1固15-20分間自宅でト レー品Yグを行、
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島 島 島
." トレーユング方法

叩

m 

... 
E 結 ，思

• ll~中"例が".のトレーエングを完

TL. 8例がさ。にa抱月のトレーユング

を終了した Z例が栓間絞ヘル」ユアのため

1 ，今月で中止した またこの期間中心不全，

狭心症，再発作等はなか令た開始時期は

発作後6ヵ月以判?例，ヵ月以後4例で

~令た

PWCの経過剖図2応示した Enrcis. 

tim.の平均は破線で示した PWCほg

m月後1:::1;1:開始前に比べ，社会復帰のため

+分なトレーユング，<不可能とな。た1例

を除毒， 9例が増加した開始均衡では梗

'"発建後6カ月以前に鱗惜したす側全例が

増加したカ丸 ζれ"対い eヵR以後の例

では4例中2，が増加した 6ヵ月間予レ

ユyグを続けた例は， 8例である金例

開始前に比ぺ PWC倍増加したが， " 

Rの時点に比ぺ PWCが様少した例がみ

られた

トレーエング中の各時期にお砂.負荷中

止理.は 心電図変化のため中止した例が

1ヵ月， .ヵ.， ，ヵ月と減少す弓傾向を

示すが有意をはなか勺た a医大心舗数も各

時期で農はなかqた

P閣制reRau Pr<>duetll (P.R.P.).~医大監察鈍取

• (""'" VQ，)の経過を図 .， .に示した P.R.P. 

は経過とともにやや増加傾向を示すが差はなか勺た

しかし maxVQ，は開始前に隠 23.1土5.9mf/mllll 

k，からsヵ月後には27.6:!:1. 4と約18%増加し e抱

月後も問じであ勺た

'蜘
11.. b.ll : . P<~l 

.h. h~ :p<o.帥

' 酬

1嗣

.. 
1
2
n
 

胃

zz 
• • m 

図2 運動酎存置の筏還

た トレ ユングは爾易自伝車エルゴメーターを使用

し!心鎗設は光電際援による脈鈎計を使用し指示した

心拍設で それを超えないように患者自身に儀費聴させ

て行勺た 1ヵ月間トレー品ングを続けたのち 効果

制定のため負荷民験を行い，ひきつづき長大心拍散の

ω、必%で2ヵ月間ト νーユングを行ーた トレーュ

ング状況は"者に簡単な白隠をっすさせ外来交"特に

回収した 図の矢印で示した中間点では医師の量投下

で行い碕認した トレ-.=.;.;グ開始は発症を集平均5，. 

3信用 (211~_1411}j)で~，た トレ ι ング還を行

を希望す.例にはさるに'".のトレーユングを行弔

た 負荷民験の中止器準lま狭心4首，呼吸密腫!高度の

倦怠，... 等の自覚促状幽ヲ舟!安静時に比し 2m.以

上の町備品不笠原! 目線心拍~到逮姥"とした

]I ，号案

欧米では心筋.."に対し，ジ，ギング，体操等をと

り入れた積筏的な運動S際法がすでに行われている泊。

退院後の PWCの経過"はすでに報告してきた仇本

邦ではまだ積極的な運動家主主の報告は少ない 喪々"

簡単に! しかも自宅で行、呼..積極的な運動銀法とし

て簡易型自転車エルヨメータ を使用し。運動徳治を

行。た



us 

'". x>.・ 間坦

... 
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..領軍掌 M3S巻網薗錆

グ効果を勾aさせるむこは，その後どの種賓

のトレ-， ングを必要とすーかについて院

まだ不明の点が多い今臨愛々の方盤l幻ド

需に町船で 自宅でも+分可能u、う.JI1.~

t孟あ.ものの.単.. なため愛"線げるとど

うしでもあきてしまい!また仕事が治まる

と毒"llうζ とがむつかし〈なる伺【旬がみ

るれた 今後ほ他の方法を加えるなど改善

弘必要と恩われる

各覆のバラメーターとして".. 現宿泊費畳

ば"動鑑カを示す得標として用いられる

巴ax'9'0， は""でi主治加し"いが s 
カ月頃から有窓に増加しω トレーニユング効

果と脅えるれ答 しかし"心怯可解置を示

すといわれる P.R. P は増加傾陶は示ず

らのの空襲(;tf.よか弓危 トレーユシグ中の

pwc測定のため行令た負荷E践で心電図

友化のため中止した例が活少燭均を示し，

P. R. Pは"'，.傾聞を示し心機能も改'

gれていると息われるが四回守0，のと交

響に比べてわずかである PWcの増加は

主に業構の利用効率の増加によるものと思

われる

有厳禁運動はストレスの回避に有須ドよヨ昆

段であることはよく知，れており，社会復

鋼後も何り念胡運動を鍵ける ζとは絹律

的にもよい修'を与える 今後も遜当な運

動銀桧のプログラムにより，より高 E包社

会者帰を司るζと治乱必要と息われる

前 ' " n 
3
・nn

6
m
m
 司3P.R.Pの径遇

，~皿・・h 内

•• 
司町咽2綱同岨

.叫岬.<抽ν 
a・

1・・

• • • S-m --m 園‘ VO， rna又の後退

今宙対象とした例ほ平渇年齢~1. 1.であり。 S陸軍の

ccu入践例ベ1>月以後生存例"の隼魁より若〈

鑑定の例で~?た pwc はトレ-，ング開始舗に大

きか勺た仇小さか咽た例いずれも改善がみるれるが

思い時期に繍始した例の改善が奮しい傾向を示し.他

の・a告舗と閉じ傾向を示した しかし..月をすぎ逆

にPlVCの怪下する例もみられている トレー品 y

文献

lJ丸周隆芳，他心筋梗塞の， '、ピリチ

h シ ース農中の'/'、ピリテーシ

・ンデログ，.の検討ー園内会'"

11 : 41， 1982. 

"磁図良衛他心筋梗'"に対するリハピリテーシ

. ，とa荷認ヨ換における聞凪，~v リ，、ピリテ > 
"医学 15: 151.1918 

3) Kdnill' K. : ch4且g旬 iuphysical eapacitl". ~t 
副 teIIIId fWldiou ;11 patientl ntur血F民留必"

inf=ti01l， ..bo ¥llldu .. 出 “ .ω6-.曲
pbY"ieal tro.皿;0.11'program.. C卸 diologya 
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232， 1977 

4) DuBusk R. F噌 etal: Enrci・.u温必-， .ω且

山町叩嗣凶副皿血J.Cardio! 

“1223， 1919 

邸内島弘他運動員有髭験による心筋慢竃患者

'" 
の退廃畿の<<聡能経過について リハピリテーシ

・ン医学 18 : 37，1981. 
6)後頭芙述。他いわゆる P舗，-a:u急性交の槍

問a筒岡1<<<* 18: 135， 1錫企
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冠状動脈非狭窄例1<:お貯る負荷心電図所見白舟析

杉下室育郎・ 小間

銀図 要・ 飯図Il'治・ 伊藤 厳・

はじめに

負荷心電図調性iま.-，食lと労作盤羨む径の，，，.のあ

る患者において その'"えが憲状勘糠事実窄に..づく心

筋"血により生ずると二とがR¥I!l.:される はお 易型

袋心底において隠安静簡に窓夜帯がは〈てら 還動負

荷音寺ほどに窓，..の出現する二とが庇明されるため岡

也被序と苛えられる

ー方，定..動震に冠状動珊途修上有，.の狭唱のt.:¥、
例において，負荷h心電図上 gr降下はどいわゆる属性

筋見のみられる場合があり， false posIlI.e 偽腸銭と

呼ばれるがその傑序は不明である

本研究でlま lahe pcsitiyeの提序の検肘として，

山

" 
後

世

乍

包

照 ._. 
' • • • • 

後

窄

有

， • • • • 

〈節'..循環得負荷研究会" 1鑓2年2月6日〉

適・ 松図 光 生・

窟2突事が忽〈て負荷心電毘舗住所更を呈した例のうち

①労作筒袋￡痛を省し他の心疾患を有し f..~' 1J， ⑧他

の心疾患を有する拡につき 左也、..佳信どを併せ検

討し危

Z 鋪象と方法

Z 他心後患の盆い廊 労作性決見備を有La荷'.c..

"図燭佐で冠状動脈"'"上"%以上の.. 穆を留めず他

の心疾患をEめない例9例を対象とした働、ω忠

男 6例，女5例であ今た趨床震伏，発作均心電図

(ミ史上昇〉より典型狭心星の考え切れる例，および心

筋，..例は鈴タもした ζ れ勺「非象事事Jの対照とし

て労作時狭心痛を有し冠状動摂に却%以上の袋窄を

• • • • • • • • • 

• • • • • • • • • 
園 1 Rate P問 問 問 P岡山 (RPP)の安静時，連動向の目差変動 (T，安B開・ 1事衝剛

. <<""掌事廃星学系肉将



昭和58年"月 ，>2， ，従犯〉

露め号'0<略を南いたσ狭窄欝D 筒"とも窃網投与の

芯い状態で舗討した

仰臥位エルゴ〆 タ(組問四"にて窪~，.覆まで

還動負荷を行勺た負荷民験〈心電図血a.む定)Iま

問時前に 日を変えて‘ !eI!レi上度目置施行し 媛納同2

'C電国 ST信也

JST 

朝日.1
2実 -0.2 
'無皆

mV 

JST 

-0.1 

書有 -0.2 
mV 

'" 
園ほ除外 して心電国務丸血!E.心拍数.R... 

p~・・ un Produet (RPP冨血IExi.-I官数〉などの反

応の自筆家動をみたまた， Bai.red Atomit t土~

Autofll，¥Ol'01ω，. s，・..71により運動時 R17ン

ギオグラフ 4 ーを~覆箆行し 駆出分画 (EF) の艮

国2 運動司自降下度の，~変動

EF・0‘ 

グ
2史
帯

有 " 
， . ， . ， . ， . ， • 

園 S EFa ， ~安俗的，選働時の自益変動 ( " ~野崎、・ 1 遺跡崎〉



'" 
応の国後愛勤をみた

2 他心唆患の~..軍弁襲Z 心筋症を有し建議

窄め包められない総例にで.ヨ長谷得心ェョー図を""憂

し，‘量負荷(→心箔翼民1∞_110/分》にて心電図を

記録した 大島市農弁閉鏑不~， fI'"弁鯛績不全."'自民

霊心筋震のほとんど金例でジギタリスを服用していた

E .. a匹
1 "作'・2更心衡を有し他心軍駐患の~い勝

図'"非袋帯風貌窄欝の代表例につき 'PP

の安.....;r動旬の...変動の銀大帽を釆す下畿の

換帯E揮でほ RPP遭勤特筆倉，，.して低しかっ...変

動が小さいのに対ふ非撲窄欝では蓮勧崎舗が高〈日

差変動が大きかーョた..動舗の字句 mmHw/.出血) . 

葬裳穆縛安併時10ω企....運動殉31舗土459，事実窄欝支

.時‘29土紛u働時ωS土"'.安.樽，<0∞1運

動的，<0.何)

国 21C.負荷心電図よ辰夫'"揮下の錫場におげる

降下の."夜勤を代表"につき示す後軍司障に比し"

夜帯務で夜勤治省大きか。た

..-
L号、守 -t t手石三 -.....，

‘~そん.......也. .‘ 
>.!'- .r" 、叫14 ・ゴ""'.....も

もに きニ什:? ←礼 一 一 一ーーア亡 、
i 可 a， -fに主

主'弐__.;，.l"."‘，恒
.. ‘-， '';': ::T 

，~ r:-;::l 

4斗」品.".-;-.-:. -._-~ .... '.._-

• 
一ゴ了

γ 主主主設

で搾

悦， 1- ‘Y小ゴ掛内唯f建霊丈勺• 
働 ι-)蜘註星

A周

42 B 〆一三4j;ー----'- ーーζ竺.てー

医・ 大動豚斉簡.. 不全例〈劇風男， NYHA悶

機.. 分a覇軍度〉の負荷心毒血

a農衝窓.'.38種情録

tま

国Sに ..働時 EFの自筆変勧を示，..狭帯官揮で

EFIま蓮勤時脅して議少しE釜変動か小さいのに

対し非狭窄欝では治加傾向がありE盤変動が大きか

?た

• 他<.. 回目を有す...

・〉文...弁期観不全 (AR) 図‘に..の負荷

心電図の1例を示す安静侍a町・，Vp，V，の'"筒

下は翠勧刈祖強した .Rのうち NYHA18随能分

類也度の会側 l-ntJ[の図匁で忍勤時'"が下降し

た図5・のごとく 安鯵錫'"τ降例のほほ金例で

運動椅に下降し 安僻碍下降のない例でlま運動時下帯

し忽か勺た 園..のごとし心エコー図上左..後"

の厚い例で運動均'"が下薄した

b)僧帽弁欄錬不全 (MR): NYHA闘機能分鯖廊

度の83%.I-n度の切%で!遷勤時'"が下降した

安鯵崎町下両側の舗74下持の"い欝の50%で，運

動崎下降した(図・・}。定室後墜の，.ぃ例で運動時

• 
exST‘ 

同

皐

"・情、

• w 

.x ST-

• 
LVW~ 

• x ST' .. 

AR 

..!. 
OT_ 

•• • u 

"・

••• ... 開

医5 大宮尿剤悶悶不全における負荷時町〈・，...，

降下

・〉安診崎島町.下との聞係
・〉心，.ー倒皐a:a:t翠..(LVWd)との関係
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MR 

ex ST! 

..‘ 

...蜘旬。 ，，- "ゐ

町@
 

LVW~ I 0・唱D u 酬

8X ST! 

" 

回・ 憎構弁"'"不全におげる負荷6fST(u-STつ
降下

・〉安静均 '"を下との調.
b) .("己コ 薗左室後電量摩 (LVl'I'<I)との関係

'"下降した〈図6b)

， )鉱頚型":'-1宙皇 (DCM) 濯e加号'"下降{三乏し

かラf-

"E大窓心2高度(臥.CM)安D"巨大陰性T波が

蓮.，均仮復し .. 穫後先進と相関した

叫 0・帽弁E無事 (M" 図7に運動時'"下有毒のZ

例〈シギタリス腹用)を示す.忽Z揮で運動嶋田下

降したが。ジ.タリス毘用例に多b略語周があづた

". 

耐

ー.、品

ず 一ー~ 一 -1: 

予. .::... c 一 二-、
ιYFずY-T.-ー

「・ .‘ ~ 

‘ ーー ・-d凶---~.匂， - LJ -A-ALJ
-♂-呼-~ ン i勺

← 一一
ぺーさt:控室苦言

j ..王15弓ミ;EZTZ主主
句 JJJkp主百台宗精子宮

古一一 . -
図7 僧咽弁決窄例(''''女， NYHA悶眼健分史鹿沼

度)の負荷心靖国

DI ，，11/およびまとめ

I)労作待~.À.'痛を宥し有寧の窓狭窄の"い例にお

いて 還動負荷後蓋"'克巳包.変動m大舎いととを毘

め 乙の亙盆に神経体決後恩予見の変動が示唆された

高血草の躯震で血豆の変動しやすい例がb<:Irdtl"l川陣

byperten創聞と呼ばれるのIce・ぞ。ぇ恥rd.r!in.

ωgil!4 pe曲目境界型複£墜という援念でまとめる

ことを提唱する

nJ弁膜盆心鯨盛芯どでは心織能低下(NYsA

l白機能分矧四度)，心筋霊，.岨大 ジギタリスなιが

負荷心司lIll腸住所見をきたす図子とえな，た
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冠動脈造審障からみた運動負荷 FalsePositive例白検討

(al咽循環器開訴究会，閣時間， .) 

闘

楯

勝剛 ・ 池箇成昭・ 小 体政経・

金沢知博ヲ号車 柳沢 宗

信じめ巴

発佃噛粛を金たす疾患?掛 川C'Aを"じめ数多くあ

り，襲"哩の鈴衝にg慢してはその日医図的診新とともK

'"""新の軍事性が強舗されている 大毎分倍野績は

網島型車軸噛ヨ民事から鑑別可能であるが 中には心

カテーテN，選沢鈎定島展途Z島を要するものもある

ζζで肱労作による後心盤機絢舗をEめ運動負脅威

厳踊佐例で包質的窓歎録制箆をみはい"例を紹介する

1 ，暗 .. 

対象は3J'応分け 11撃は左盆途修はるぴ応選択的

建易振で異常のみられない9例(l!‘例女S例}平

均乱，...冨"は""速"の傑僧帽脊怠誕のみられ

た健〈女，路..， .，尊tま遷..的冠動脈iII~において

.，皿d且i・(j'W'01を図的た3例 〈男2例，女1

例}平蟻同3.である""') 

'"例叫金，1.女 色 主fi.nlUlla迫感現..'"

，.隼鈎より労作縛前聡銀座迫感を."し震る鯛加.. 

一一 l『・ l--l

1 Y. 1:. 調 y E • .v， V，_， 

a &. 9. 舗 F • E 置 .V.

s B. El. .， z E I .V， V 

E迫感応伴い動制民根絶問欠滞， I・8を.，.し業別鍵

受診入鍵!残心症として治1It.覚症状が径樽して違

憲主するも労作均衡8I!1Ea~の頒皮が噌強して当特λ島

とはる 既箆Z 錦織湾子宮金創出術慮斤入院湾要

産特Ieすべ.ζと包し入民....牽斎...血統隼化

学倹遂に異常を恩めず心電箇所見咽2)，~静碕

V，..に'"信ますがみゆれ~ /，11 ・i巴.I~ t...o .tep test 

により 11.m.・.V..V...に省いて ST低下の程度が

著明とほり。 "を歩後に期外収植が傾同睡し山町trun 

型を呈した 本側の左室遺彫では収.異常を窃めず

雇也事1;:.74%と良好だqた 震動家途修所見俗図Sに

示すが右冠動膿 左足.，震とゐに有.の表明Fはみられ

はい ζのように労作筒旗，uAtIJ蜘衡が出現し，かっ

世低下を示すものの原留として受忍神'"鮒掻あるい

はカテ"ミンの分泌"4が宥えられてい.. .た

Opherk"ゅはζのような."，がOipyridaznole投与下

でほ忽血採量が低下していることを縄告し心筋代測の

間旭'臥u"あるL、は""醤に対する m司山， "'" 

化している可俊性を縄舎している ζのほか宅建々が~
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示した例においては心電図上いずれも下盆書よぴ左側

胸...・で町低τを示した また鯵盤的口三重竃位

心を呈するものが多く忽.."造彫では器質的沙事をみ

はいものの左怠動脈前下行伎が姻L帽向にあり しか

も心尖軍を周り乙み後方に向かうものが多〈正常窓動

脈例の sr低下のー冒として悠悠的要図の関与も否定

阻2

できな".

白血例') 盟鎗女色主Ji.駒芭段使~現痢昆

昭和総写2月より重い物を縛つ作象申に胸骨裏面が腹

めっ，ずられる..じを皇鉱玖揮"緩dO'・.. をみて当

栴受.. 入...入院時現&特配すぺ舎乙となく£僧奮

タリヲタ者恵取せず血液，生化学所見"異常を飽め
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Tよい トレ，ドミル負荷均の心電図所見 〈毘‘)では

''''碍にt孟特に異常を包め"いが貧荷後 E 皿..v，
V，.に ST低下がみ切れる本側の左lI.i!I彫"'"

でI:Jrl斜位収...像において凶_..w軍1.剖

'0'とpo・-皿edials=l!opがみ句れ血U叫 nhe

P問¥ap.eと...訴した なお玄虜への送認絡みるれ伝

園‘

い本例の冠動療適彫でiま有"の後窄l孟みられはかー

た 近年闇帽弁泡."，換E専においては安停椅心電図で

ST.T変化をみるζ とが多〈週日勤崎にはそれが増強す

るといわれている その原因について Braullw・Id'
i丞逸録する繍帽弁により付着す.栂企釣の伸展むよぴ

緊穫により乳頭晴あるい陪左室革.. のa血を生じるた
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国・

めと脱甥している

〔盤偶') “.. 男色主E民労作時前胸齢絞宛息

環鋳~， 2 ~匹前かる労作"に胸骨裏面から前鏑廊巴か

ザて"提惑を自覚し.，医より労作狭心霊の惨断で，"""

糟蓋語的で当科入践とはる入院時現霊肝10・指蝕

処血寝室化学所見 GOT，G円艦皮よ鼻をgめた

トレヲドミル負荷髭験でほ1.7 mph 10，...で胸痛悼る

"二心室鍾期外収縮の煩売のため負荷そ申"-心電置

で!!n.m，a'、一..V._.r:: ST低下をみたまた左Z造

~所見には異"をみなか勺た 本仰の左竃動脈遺影を

国eに示す よ色トログ'}セリン舌下投与a替の左前斜位

30' Il"ud<>-el'allia! 20・で辺監修した 昭6左."長期には

有'.の夜零はみられfμ、が収1t1Ol1::左前下行夜"'

対角俊分t支援に拘%以上の狭穆がみられる 本例のよ

うに冠動UIU::.眼姐期に一致した襲窄あるい俗m
..障を示すが鉱蛋期には狭窄が滑失する現象を m"ト

健:rdial・q冒関=<と呼んでいる ...笥りはこの現

象を異常と"考えず虚血の軍国にずよりないとしている

しかし町岨"'"'即阻喝を示したS例はいすれ

も運動負荷鼠験時に胸痛を野え 岡崎に有怠の'"低

下を示し負荷をゆ止している とれゆs例はいすれも

p。旭品"のも咋 iDtr阻 u国即叫"の中の皿作

曲 uialbridg曹に相当する以 ζの状態に績旅あるい

"労作による心舗数の増加."，わーた場合狭心症の

原因となりうることが予忽される

玄 " 
1) Opherき D..Ze~ H~ Weihe E.. Mall G.， DUrr 

C.， Gravert B.. Meb皿dac..Sebwan F.鎚 d

K山税制叫伽町 D山吋

0.，副t:yud切な筒句碑川'"Cboo，旬。fthe 

M .• oc鎗nliumin PlIti阻1&...itb A碍u.

，<<ωris but Nor温>1Coro酒aryArteriogram&， 
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2) Braunw叫d E.: B岨rtDiM鵬e.W.B.

'".・de.....P凶“Idphi&，p.1l25， 19舗

3) Pol僻*P.:ReI・山省。， My，信M'dialBri句"

and l.oops側 theCorouarγAurie$初

CoroD3r~' 0凶"'凶01.Am. Heart J ・1(1): ow 
196L 
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エルゴメーターによる多段措運動負荷獄験と 冠動脈遺影

(JIl14田幡環器負荷研究会， ""年2月品目)

斉扇俊弘・古川洋-!il'省関 次 郎・

山周憲司w 蒔国

水野 級・ 中 山

ほじめに

狭心盛震は心筋の酸素縛要と供給のアンパ.>スによ

令て生じ 生理的な鈴断であり，"動Z農捜化iE.::JJ.Iー

で"ないすはわ弘容実4盆であ，でも常に忽勤緑便

化径があると6孟いえu、ーフ民放心嵯の訟紙法とし

て是もしばしば用いられ3のは負荷心，，，.である

白 h.ら"は定島根に"%以上の事実軍がみられるもの

では総%が連動負荷鉱畿で緬性を来い"%以上の袋

'慢のないものでほ"%が語性を示したとし遂動負荷

訟放の成舗と窓易保途箆桧ゆ成績との聞の良好律相関

佐を窃めているがI 負荷心電図属性であ，てb窓働震

に挨窄を有しないものがあり.また。すべてがa血性

心疾患で忘るともいえない そ乙でわれわれは狭心濯

を対象といエルゴ〆ーターによる多段帰還動負荷足

畿の'"・."，.は，..について心電図変化Bよび血行

動惣的2堅実に勺いて倹討した しかし f剖""，・z

tiv，は truepolitiveの判定丞舗がlま叩きりしてい怨

L叩畏り図鑑であり!事実心症の場合.心筋"血をどのよ

うにして診析するかによるがわれわれば週動負荷"

..で町の低下を示したものをー景品筋虚血とし.ζ

のうち忽鋤根遺第で75%以上の後窄のないものを M

le politinとしてあっか弓た

I 対象および方湯

対釦ま多段階遷E防負荷2実験を行q た灯7例.冠動畏

iUを行.た 11}3~問問う; 次の選~""をすべて横

たず喜良心"とした すほねち，

L 70・以下の男性で~るζ と

， .嶋晃岬簡の心電園で ST低下の.. められてい

る乙と

a ..，医"当化 ùOll!il:および RX にお".て心筋複~

・乎.大手冨手陣憲三内併

国 i.'， 字高義夫・

2・ 0 誼竃畿明・

を"わせる所見のはいζ と

< .ルゴメーターを周いた多昆膳運動負衛訟駿に

おける還島中吻線自陣l2lI!湯川心電話置でS捜より.."秒の

略点の ST'五7が O.l"，V以上でるる ζと

思 霊筆書古賀企影を行，てある乙と

6 還動中6ζ血圧，心指数，心摘出色風薫消費量じ

血揚電解質および血申カテコールアミンを測定しであ

るζと

7 心肥大および伝.. 陣蓄の所見のえない乙と

a その他のiS:質的比疾患の屯いζと

であ.

ζの条件を塊たす対象は]9，時と例"陪少ないが，と

のうち冠動操遺影にて''''以上の狭窄の涯明されfよか

令た"回sωro""例l孟7例ぐ年齢58.5土10.1劃

1伎のみに後窄のあ。たものは7例〈年通信犯.3土8.'

・)， ，校以..I:.K!史宿のあ，たものはs例{年齢鈎 O

:l::8. 2.)あり "国色何ro""， ...す忽わち ζ 

ζで冨ぅ labep<.Isitiveにおいて年飴がやや高もゆ事

剛ζある以外は血U厄.(.~t:にほとんど1f:lIíf'; .o>勺

た

連動負荷髭援は 2 ;0閣以上， すべての~~を中止

した後に定.. 負荷量臥位包転車エルゴメーターを用い

LOW .. tν同より開会合， ‘分どとに 0.2$Watt!kg 

ずつ増量し，自覚寵"出現.で行う ζ とを原則とし，

O.2mV臥上の著しい ST低下怨いし通行色血".. 下

が包め切れたと舎には中止した

運動前中後で1分ごとに血"，心電悶および酸

."宵賓霊を 4分ごとに色素精製法による心拍出量

血清宮邑憐賀および血中力テコールアミンを測定した

• • a民

まず運動負荷得後瑚..について見る<:. !ahe po別



電和"写12.ij(1.2， 19鑓〉

tive I手ではすべて8分すほおち L~W・U 旬以上

過."可能であ勺たのに対し冠動畏道修にて鉄事所見

の路めヲれた いわゆる釦鵬"・itinI揮でrH分し

かできはか，たものが多〈あ。た ζの傾凋ば多段安

息E障に符に.. "であーた また 笛得出現のために忍

動を中止したものの頒度を見ると.fall¥! ponItive o 
でi三14.:1街と低いのに対し内いわゆる trueJ>O"tJve 

Z障で37ルーSOFaと，大節分が胸痛出現により中止いだ

-'jj. f副民卵白句..，撃の中止理由"足の夜労.'多く.

7例中8例であーた

次いで，鑑n・12~.心電図におげる ST の民化を見

1:， t，・I・epositi¥'t "の ST低下郎fal~ ， n.皿l

.V r • Y.-. に見るれたものがs例。，および V~ に

見。れたものが .，略ぁ。た

そニでe 運動負荷量の増加による STの盛下級式を

丸錫噂において鹿べた Z凶HPO・itivtI撃で1;ST 

"低下はほとんどが4分までに最大o忽り，以後横ぱ

いにな勺たー方I いわゆる釦"PO・itive齢では

4分までに 0.1mV以上の町鑑下を示し，その後

も温干す的 ζ低下した咽叫ーをた連動n7畿のST

の包復過謹をみると， '01・ep<1IIitiu o-で怯絡71分I

墨〈とも5分邸内にはほとんど遭動闘の状8に戻今て

いるのに対し， 亀ruepositiη 欝では徐々に回復L，

7分羽嶋でなげれば前鑑に庚'::>tJ.i1>.，た包国的。す

国

はわち， ，叫..，ωitinoと U¥ltpo・itinIf.では還

動中および!Slll.J;IIの町裂化様式に差があるように思

われる次いで自腹案f消費量について寓べた 選動負

荷終了時における園陸衆滴費量を .ETで現わすと!負

荷均間およこF負荷量を反験してI 卸 "PO・，u刊盟専@

うち多後疾患震で少えよい傾向にあーたが 'oIH 抑制

tive 鮮と 1皮疾患欝でほ信とんe!ftがなか令た し

かし...準偏差r'!lt支疾患重厚で大企か令た 次いでi

E叫Il!poeitin C揮と tr~ Jlo.nun簿の;a励。吻血行

動"を鳳ぺだ まず血震について見るとI 収...血... 

位彊刻血匡いずれも"動4分で偲商鮮で盆がはく，

eodpoiutでほ C.lse positive "でやや高い傾向に

あ勺た

"檎放について見ると 4分の心鏑"に位差がなか

刊J，阻d凹"'において陪 fahe問 it.i"・ 2躍で心

拍訟の噌加が多い傾向"あ司た

g次欠いで 4ιじ伺鍛について見ると 4分でt隠孟荷z曾酌草恥tにζ釜
念が抑sげ咋Tな凶4品品倉か2円'たzが戸 心拍2蛍段と筒鎌 副阿n瓜‘では'0I“.. e 

"問..， 
以上より..~暗量@穫を考摩すれば。血行動8的に

は『“sepctIiti時訴と truepositivt I障で"がない

ように思われる。次いで白心電窟の ST夜化に彫・Eを

与える因子として.血@カテコールアミンおよび@清

畑町闘torls

削酬間町 ~.・s・制 di，.... …凶 di.....

"" 選動負荷~の E の変化
".変化厄前包との.により塁側ととに余す
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刷喝"納t

国 3 ~量動員剤ゅの心係肢の変化

左町三連動員骨組と運動.，司品分の時点〈負荷!Il. 0 ・/~，) のι..の変化を示し 省白"運動負

‘備と湿勤負荷鎗T"の..:-~事政の定化を示す
"旬以町町民については睡眠 叩叩1di山および富山;.....1d一目、て

はそれぞれT例. .例の乎勾と.，・8降涯を示す

定解貨を舗べた いずれ b~量動により増加したが ;;ーターによる.段錨忍動負荷訟検を行勺たと乙ろ，

4分ですでに O.3mVの ST低下flj~ .，たが その

後俗績6まい傾向で 12分にて足の疲労で中止した 乙

の均胸痛の訴え"金〈なか弔た また智Tの回復はl

分ですでに箪織に戻り。 S分で"全く運動前の STと

閉じにな勺ていた

falot positive "と true伊 stiv.a:で~がなかーた

《園川

..後に 2・L/u po・itiveの'"例を呈示する ""  

は羽般の男性で ""にl園程度仕事命に絢鼠匡

迫患があり， ""のため当"を訪れた そとでエル
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凶明 一 町 一掴4 運動負荷時の血中ノルアドレナ')ン指よび"，.
電勝賞。"1<，α)の変化

問隠すべて各aの平均盤と1I$:tA!":示す

ζの盆例izsユトログリセ y:.-1縫を舌下させ 5分

後に伺梅の負荷を行勺たと乙ろ STの低下はほとん

ど...れなかーた冠動dF'..i!f;でほ左冠動民右冠動

脈いずれも75，.;以上の有2患の族帯低E明され江か弔

た

m .. • 
虚血盤心疾患のスタリー~;/グL 負荷心電図の

fal~e p制 itiveについての検討信非常に重要である

われわれの今国防デ タより 遷勧告a荷民験で STが

低下する族心包で電動療迫電3で有愈'"史窄のない，

乙三で奮ういわゆる f副'"' p""itin ~(ま 負荷玲閣

が畏<.ST低下が見られでも銅痛を訴えるととが少

包〈 翠動による srの低下が4分以降横ぱいにむりI

圏直も速やかである<cが明，かにはーた しかし

ζの成因ほ明もかではないいわゆる1I0=-1eoN-

n.ary闘がna IYlld問問の~図については J岨師"

Friesillger"および E町V句...が3ι、因性のもの，②

出

定.. 底追~の空交術上の問届点 ⑥磁化ヘモグロピン解

績の1t3. ⑥縮刷'開~阻剖1 間日，1 di岡 崎 ② 乏

動脈・μ.~⑥その他を彰げている KUlumi" l'! 

φ年女性""人10人の運動負荷同心電図偽織性について

負荷により上昇した心内康下の b.m吐-，ω附・討旬S

が'"置であると沼捲した また C姐 11011"1孟 RI詮

を用いて細血管"'，.払 あるいは組定動援の興需.

血・~..に "'ffiがおるのではないかと絹推している

さるに Noble切"は m，偲町必41bri勾をまたは

凶 lkill(l: {紋.."ご惹動脈念託、島により圧迫されて"

2長穆状鴻を作る〉を$げている しかし覆在のと乙ろ

その成因につ 、て"明らかではな〈 との負荷心竃図

。‘同胞例の成国およびa血性心幌患との鑑別点の解明

怯酋僚よも重要であり.今後検討する必要があ亀

，. と め

Z ルゴ〆 タ を用いた多陵情iI"負荷民験を行，

た'"例のうち前遺した毎周，..障を渇たす狭心必"

例を対象とし，窓動脈逮修によるpBtmt(!(Ir個.".，揮

をいわゆる f制..""瓜tiveとし震動底追彫にて

""以ょの狼窄の際協られたものをいわゆる .ru.
""臥tiveとし 運動負荷に対する反応性を換射した

その結泉E

L fal.e politive I尊信すべて8分ιL上の連動負荷

が可能であ弔たが true poo:itive I揮で'"分しかで

きなか，たものが多か勺た

2. falH po・ iti ，，~ I揮では"婦で中ヰしたものは少

立か。たが， ttue po.itive !揮では胸縦で中止したも

のが;*6分であ。た

& 運動負荷による心電"srの低下線式を見ると.

f&lse卯包itiverr.では4分までに優大となり 以後横

ばい傾向をとり 回目Eも退。かであ勺たーコt;， tr~ 

poIitive I揮では翠動負荷量の増反w:つれ sr民進行

民間低下し，周復も緩やかであ，た

4 還鋤による血a.心拍敵£係数の増加度に;2

A荷量および負笥碍閣の2患を考復すれば.高"にI三と

んど差がなか今た

a 運動による血中カテョールアミ yおよび血清竃

解貨の増舗にも穫が立か勺た
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寅屍応答

。付属ありがとうとざいました何かと質問ござ

いますでしaうか

。久保闘〈山形大} いまのす例で15%以上の喪窄

.. 紙型E句)t.o..摘録

がf.いという症例ですげれども， たとえば"%の侠窄

とか''''と泊、そういうらのがあ勺たのか それとも

金< mt&ctど弔たのかという点につ削て伺います

。斉2・(千農大〉 ただいまお示しいたしました例

tますべて iotaetでした

。久保留 (山河膨大} 全く旭町&ですか

。実.(千線大) はい m回虫です

。久保留〈山彩太} そうですか関%とか!その

切るところで遭うと思いますので

。斉濁《千葉大〉 ええI 健かにそういうとと"ぁ

.と思いますが.今回同われわれの例隠すべてmUW!t

でした

。久..図 (山形大ヨ パーセントだげで'"てe あ

と，事典事混の"さとかいるいる民係すると息いました

ので伺吻たわけです どうもありがとうございました

。村尾そのほか符かございませんか

。村山〈東大〉 先生のヱルゴメーターは臥位です

ね

。斉葡〈平司医大〉 臥位です

。村山 それで納得しましたげれども それがいま

Zわれた狸例の本質で院ないかと息うのですあとの

下付先阜のと乙ろもたしかそうだと患いますし.われ

われのと乙ろも割合 ¥&teph鋪・の町がず。と下

がるのがとういうものの物種であろうと そうします

と 臥位ではわりあい皐〈論，て，立位ではずーと残

るのが何かヒ"にな.ような気がしたものですから

。斉. 今直お示ししました箆例についてはh体位

をかえて蓬鋤負荷を行弔てありまぜんのでわかりませ

んが。

。村高よろしいでしょうか

ありがとうどざいました
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運動負荷の laterecovery phase にみるST変化

(lJU国 .，慮"負荷研究会.1縄2隼2月'"

下 村 克 朗・ a釜 倉 史 P~・ 池 国 正 男・

隠 じ め に

て帯でほなL、

い均期に見ゅれるものには

.. 留盟国中には虚血性変化がみるれず."助役

の開lO"errphaaeにな令で初めて horimtltal叉信

dOWII叫。'PInrol!血性変化の出衰を見ることは険し

このうち直後か..分までの比絞的早

'''H阿川町
が少芯い

という Gold民hl....忽どの錯衝が". 園a陪

ζのようど earlJ' 同 国 "η ，-に ST低下を示

す例で，

である

“Il.勇雄，triple閉 山必掴H の患者

V，に見るように遷動中は，~・lopiD& m 
である机運動後 2分で h佐官。ntal，2分自かる4分

自にかけて doWD.'・"抑gが奮しく芯り 6分自にな

ると Tの変化のみを残して STほほほ益"に庚.

ζれに対して今回寂々が検討したものは 園2に示

円闘比 ECG

すような late1'1!雌IVtrrph ... ーにみる ST"下側で

腿釘潤回で h・art"，10 I主，.. らある ....の男也

maXlmu血の82%で 乙の時の心電図tま冒~.IσpiDg

を皐している との遷勤中の ，~・lopina:は直後の 1

-"歩ではむしろ".し.5-8分にな勺て胸痛を.. 

うこと包 < hot>izoo凶 d句市U閣 が幽現 C.更に

dO¥ll'n-l!opiDa"と誌り それが10分後もまだ停8寵する

という，ぞタ ーンをとる

ζのようは.，ターン11...僧overyph..e に，.欧的な

記録を行う従来のマヌタ ー告をなどでほ簡単に崎性の，.

煩1:入勺てしまうものと息われる払遷動能力が比鮫

問よく保たれて，鏑舗もは勺きりせず.1I動後5分も

たー，で覆れoζのようf.ST!I[化が果たして心筋の虚

血を反映す.ものか否かは温めて屍喝の多いとζろで

あると考え 霊勧累通修所見の威信と対lt.検討した

働斗ーし• F 
i.九-Li三脚T下-ムよιーA 

' 

検中4?h

2 8"C淘・ ECG

…ー
、内

、偽

働ム

、-

山

' .立・.IIJIf-t:.，，~ ー

恥

一叩

協
鞠

叩 叩 叩 -" 明 白 明 日 一
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出 金額震学算総省惨禍録

内..ECG 比T.a&M

」ーレ_ .--l--ート・一一ー・・，~寸-~ *二ミふζミシー

検l' 「ザナ寸ナ‘ • ‘件ムJl
-・同種・ ECG

m 一一叩ー・咽叩叩叩叩叫叩叩叩

‘寸 1 f" -r--r-"f--'γ-..-r r r r" ..-γー

‘L 
d駒

1 ，守酒屋及び対象

道勤負荷....陪 Marquetu社製c..・を用いて.

Jユターいメートル援によ勺で3分どとにスピ ドと

勾"を噌却する宅建々独自のプ雷トョールによ，た

V，. V..aV，でそ，ターすo-方iI勤時113分ごと

遅刻~I玄 1 分どとに11噂".有事を約"分伺にわた弔て

定緑した

冒2

""年'.から""年".までに闘立循環...セン

ターで権行したトレヲドミル運動負荷認識.... 匿のう

ち上道のようはパタ-，を袖..す昌的で句~predi。

""皿U 圃，.b鎗 n ~.の舗%以ょの運動向島力を

有しかっ週動中 .'11.1;.~ early reeovery p也"には

d .... 綱闘の ST度化"示さず。 3分以後の".

"用nrypbueに O.Smm以上の凶白0・w.又は

d。冊蜘pilliST低下を示すS聞を嫡合出したまた

安・待問心電図で町変化~..プ.，タ p時信巴~

“"を有ず..の ジギタリス網l 利膿網繍得剣

篠木建尿剤を盟周しているもの及び弁，."心筋，..

は担除外した

ST，.化l左主として V，隠て判定し. J点より .. 

白-の STOl分で，..以」ヒの honzont.:ll叉は

d，.冒針。pincST 低下を呈するもの 及び...幽肌

以上の up-slopi喝のものを ponitin とい，，~

6ω~ST 低下又はT説退転のみ見られるるのはE曙e

・tive.muimumheaM; rau D!8O%rご遣しぽいものを

ineonclusIv・とした

冠動展途彫倹董の所見11. 15%以上の袋帯を有~と

し また正常翠動脈を呈する&のの中で VQOlpnstlC

....~が破われた例に11 e唱。Ullnioeで.，..mの

S再定を鼠みた

E 鎗 a民

ζ うして還んど...=・官ypbaaeの虚血性 ST

催下の症例は'"例【男"例，女'"例}である ζの

うち ，..以上の ST低下を示したらのカ仰す例 O. ， 

_lmmの世低下8覗例でM

".例中震動尿iII影を諸行したものは舗例で，震動

脈調変を有する例t孟e腕，正常定掛探例1:20例(T7j切

で~?た Z常定刻縁側のうち12例 ζエルゴタミンを

負荷し. ，例に・，..皿を局発する ζとができ .u。
a陣"栂胸早凶が疑われた また1例t志向.. からは懐

旧性心語使Sが疑われた例であ." 正常冠動様所見

怯経過中震到震腐裂が咽9たしたたbと有えもれた



昭和"・12，11 (l2， 19S3) 

震動E曜腐夜例6例t:::.4 f"nl!l(9包心筋tI.. 2例

がE良心霊で 2段腐!{fJ15例 S後a町医が1例であq

た

とこで錬旧性心筋梗塞を除〈と 正常電動脈例の占

める割合 1:::21例中"例 (90~..) と zoi 更に負荷良験

時に嗣S置を箭えたもの4例を除〈ι 17例の全.. がE

#EI防'震を昼し 己の中に"聞の典型携心症を含むこ

とになる したが，て トレ，ドミル"船員荷民政で

lau r開"η ，....に.'"択の..~盤町低下を示

すもの信 網屋~安"娘心‘彊で開国性心筋...を除

%で舎れば ほとんどの例が"需である乙とが分かる

'mm以上の ST低下を示したものは"例中"例で

あ?た念丸そのゆで正常君"陸肢を呈するものの割合俗

図Sのごと (.0.5固抱 以上の 57低下側とほぼ周Z

T岨

[鵬幽
m ‘』-， .. 6 

:....c:::王コ
巴嗣_ 1 u 

江田 ::z
[駒圃
・".，-

日開 . .附間S

W 晶 W‘.CIJ ."糊 剣

山崎OJ '" 山

国 S

であり また運動髭カをm4XimUnl h細川 ~"の"

%以ょに限定すると"常言動脈例の比寧が噌加し

1at. r明~.η 陣u. での 57 低下側l怠軍船負荷持

の鈴婦の宥織にかかわゆず.ほとんど志賀官室勤扱を呈

するζとが分かる

~に 1・" .腎ov.rypwtでの 57仮下を示す"

例について， 57低下の持....閣を榎べた .-，分

が8例，分以ょが"例で ...間STが低下してい

るものが多い とのうち冠動縁関'"障でl左 R 低下

時閣の短いものが個封筒に少ない傾聞かあ勺た 隼針

及び男女比についていえばエル~T !ν負荷により

.，...を積実で舎た ."OIJlll瓜記&niill&2!町を険〈

"例の正常2量動脈例の事均年齢依51.9...男女比I孟男

す侭 女U例で.冠動畏途"移籍行例を含めた 57低

下例全体の男女比とほぼ伺率であり 男性!とも寓限度

'" 
に見，れた '"時中 l，gmaょの571>下を示しpoli

ti1" と診断されたものはU侭型車りのT例信，..

'"下.O. 5 """ f;l上のものでめり，57低下の糧費が

窓隣接~"と関節乞いととも以よより明らかである

信ぉI 当セ yターの廷~贋造舵'""例で豆帯電'降板

を来レた例の電動根遺彫耐の脳原..隔につ小てほ

NCA "p "，olpe.atie aq1aaの硬いのめるものを含

む・.，凶舗Jehest painが念像の.. 絡を占めているが

lue ~ff守に 57 低下をみる"例についても.三三

岡血の"例(侭必}が atypicalcbHt pain と，，~さ

れている

'書 箇

日 } トν" ミル運動負荷足感で時ト，""加凶

闘訓阻¥1mbe&rt rate D)8(J，..yJょの&，自由隆3りを婦も

かつ"".告掲守釘-y peri“でのみ~=:t sr 僅下~

~す程例は f・llse positiT.のとと，.多いまた窓動

脈明度を有する場合もその湿度!三倍いζとが多い

(町 側則自性心筋使塞例及び負荷箆験時銅痛を訴え

た定例を除〈と 金側が f副M p<)Iltl.eを呈する

'"  男女'"主 1 : L &である

，<) 週間設の 5701下の附篠崎rol;[16分以上。"，

たる定例が多い

'" 隊

1) Goldsebl帽をrN..S・lur.0¥" Cot.n K. : TNed副11

Itl'ftl tHtS &1 illd咽 10"01 pns四回

Intritr・reoroo.ary・瓜u1'd，ileau， 

AOD. hltH'tl..嗣..町 1916.

2)K闘 pH. G" Voko幽 P.s..CohnP.F .. 

Godin R.: Tb. “'lr，n叫町.d.阻 . u・剛山d

witb 1IO.lIlIIlω剛."組問_.
A<恥J.M“ “ nS.1913 

3) MeH同行 P.L..RiehmondB.W.，W白銅拠勾官

B.L.， Rod¥1'I¥Y J.s..Ptrl'1 G.F岨 dJord.組

J. W. : E~剖凶tiOQ 01 .1nI・nUJuercin 

el.t .... 謹""暗諸島凶・，，..咽tl，.b副'"

・u.bjeell: ¥abil. npol&riu'肘巴符r-T)

山俳叫凶 M ・e山 01fllH問ItLn

~，。ωes. Am. J. Cudiol. '7 : 1l ~2， 1981. 
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運動負荷 STマッピング法における falsepositiveの反応の特徴

I/f" 

貧・

〈第14/ll 循環E負荷研究会。盟副"早:l}j6巴〉

村山正博・

詑 鉄寛・

川 久 保

川原

大波雄也・ 真島三郎・村尾 !t" 

区じめに

騎廃盤幅員裂の患者の訟Ii.t.運動負荷心電図は有用

であるが}比段釣若年女栓の当時舎は偽岬盤を示すこ

とがしばしばみ，れ.負荷心司.. 同判定ム凪屈とな。

ている." 駒脇信伏を訴える女像で!疋常冠動康男育

児を呈するものは予後良好とされているが"， -II!!OJ 

阜者'"む電図上の負荷後の R 下帯か."不全という

病名を翠簡に告げ.n..不安が増し "伏の増悪する

場合もみられる 従来三れらの偽陽性sr下障の縛司院

についての毘織が少な<.&t1訴追・の確立が"まれる

委 々は体ft薗に'61湾織の電極をつけて亙勤負荷テ

ストを行、、逮需の8チ...:-~ドル心電併の量生形かも

srマヲピングを作成する方法 Cて!狭心"""と，遷

勤負荷にて sr下両を示す神経畑恵鋳カ，.舗の女詮の

町マ γピyグの所見を対比C.本法医おげ6.盆血

笠宮T下膏と"虚血性S'Tτ障の.. 別様についてa
E守した。

1 ，晴象および方法

対象は臨床的に甥4らか:l:ll浩司I!(AP) 2s例(男27.

女 1，31-61..平匂“定}と神経摘沼健力!1::(NCA)

"例{すべて女也 21-62..率向ωlIJであり，い

ずれも遅刻A~にて sr の下両ずるものとした AP 

""例はいずれも定勤尿途影伺AG，を纏行し少抱

くとも1筏にす5%f.Lょの狭窄問所見が得られた また

a例は心筋便勘定句可IlIll!.S悦下重恨.2例)の

既往カあ?た NCA. Olま比観的若年女盤であり.非

典型的鱒限度伏【胸痛 S例鋤惇3例.息切れ2例

めまい 1悦不安ヨ"例}をZ存えるものでI 安惨崎心

電閣に異常を'''''ず。胸郎 XP.心.，ー箇等により

心"息を否定されたものであO.うちS例 '50笥》は

.東京大手唱護学..ニ内鈴

過去に他院にで心電図形貝かる定本金等間It.析を受げ

た5睦があ令た必雌以上の‘例岬....，働率笥53

怠)1%. CAOを定行し 正常定動際個障が得られた

残りの8例 包1-叶 .7. 平浴:ut)自主閉経制の若年編

入で~?た

.. 動負荷，リヴムシンチグラフィーは AP 1'J2S例

."例に謹行され 12例にて良荷役の一過性.. 血織が

得ゆれた NCA. J1:12例中の包例にて，~鎗色であ勺

た

書動員荷陰11BI'¥I明 のプロトヨールに従い. トν

ヲドミルによる Symptom.1imitedの亙媛大沼動'闘

を諸行した 電極は従来宅建々 が....している方益"に

縫い.V，から V，の綱噂Z持母摩点を酒定してつけ.上

方は第二劫風下方位鈎状突緩:"'F10叫右方位胸骨

右紙宵方は胸種乏縁とし銅綱"に26晶怠背臨ζ

"個l 合計"個つげた""， ， 各電極怯スイヲチポ

fて
• • • • 

. ・・・

，.， 体表面，.""事の電極の位置

ヲタスを経でI 通常のe貴子心電針に違鎗さ札心電

図は還勤前中..とすべて立位で包録された 36

m・1困問"'"孟30砂以内に屯された "'"啄心電図

のJ点より臥0・砂"てS'T伺位を計測し 1皿 .PJょ



昭和国匁l.2~ (12， 1鋭捻)

の舗はそ調性にとり O.5mmCとの官等電位'"を

作設し STマヲピングとしたまた総鰐専のうち

ST tJI1mm以上下碕した領域に含まれる電極の鮫C，

..大 ST下降点の ST下簿の温度との符翻を， AP 

Z昨.NCA I撃に分けてi 比佼検討した絞計約有u
tまZ検定にて検針した

E 館 a匹

(1) A.PI専の CAG所見ば Z 続税窄‘例 '1> 
狭窄1・9も 8技.11;.窄4例左窓動脈主幹協狭窄6例で

あ勺た NCA電車のうち CAGを緯行した .. 略Eば有

"径動豪族容がみられ屯か。だ

" ) 運動象荷にて ST下降がみるれた均 AP" 

"例中，，.例(筒%}信設£場事を訴えたが NCA J惇

下膏均"'，む婦を訴えたものはなかーたにては町

(3) AP I脚 STマヲピング咽 ')，玄還勤負

荷直後" 町下婦の値~， ，隆夫 ST下館の犬舎さと

もに畿大である飢回復錫1::陪町下降渇..~"櫨小

し a医大 ST下降の大会さも小さ <f;る傾向にあq た

ζのST下膏の分布領域かb前方単L下方'111 側方，"，

広範寝室の四つの'"に分鎮でき。 それぞれが.."領域

'" 
と合う ζと，.すでに鰻管した"

NCA. I障の ST.ヲピングはニつの型に分類できた

..，霊園町ほ@例にみら，，&動負荷後にすでに

ST 下障がみら札それが図uまで，そのままの範

囲で畿〈特愈があ。た第，='"・〉厄6例 =み。

れ 運動負荷後ば ST，ま膏窓にす湾していないが

因。IlIIIr:な勺て， T，援の率低乞いし.. 転とともに ST 

下情がみ切れる特訟があ，た 後者の肉S例Jza也

から立"'-でT波の平伝盆いし陰経の度化がみられた

いずれの型にでも， ST下帯の領域ま比陵町広いかE

下買の程度が小さくまた宮T乍跨の賢吉が API障の

ように鎗小せず そのまま続〈鍋句にあ9 た

付) .AP!f2$(I唱について， sr ;!i: 1 mm臥上下律

したg直線に含まれる鴎温厚電極の建設と 最大 ST下障の

大舎さとを対比すると有2障の椙"'"得ゅれ (rzO.81 

p <0. 001) 圃 S劃 STの下湾領域が広いほど

ST下局の程度が強か，たーフ，.NCA ~12例巴つ

いても 間憾の検射を行うと ST1;1 1 mm以上下降

した組織に含まれる爵噂電極の教と。..大 ST下爆の

の大企さとの聞に民有IIの相関"・0.83，p<O.OOl) 

'"''右〉が婚るれた しかし AP 島に比して， ST

BefQIW Imm皿町 的 .r3mln 

1 

2 

ヰ='=
空 恐

謹

fぺ'

コ

5ξ 

-一一←ー
ヨ四'--

112 A.P開成。男〉例の町 マッピy グ

c 

-~，.，.. 

~→ー句
者豆号雪吉

且F田 M

園中 I_'"~ : _V. o・踊下方を示す (CAG土1:St実現'を示L剖
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且t53 F IIS NCA.但&剖例の町.，ピング 〈第 lllll

(= よ "蓮司.a凪.憶を釆した) !2I，*， l.V~ I_V.の・帽上方

鶴

A....I~; ..輔副欄 l副耐国 鏑

重

園・ NCA (<倒..J<'例の町，ヲピング(J'"翠3..‘_v‘ ・_v，/o・・R下方 .. 司，-，・佳TlIllO..
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一
I 2 ， . ，_  I ! ，帽
陥司副~阿梅"市伽前鶴崎・a 脱帽嚇u・・・a鍋a 野陣晴樹畑

..' 町下鴎債指院内の電極の現段曜鋤〉と。最大軒下悔の大.さ(mm.)(慣紬〉 との関係

国 ..初出0....1<:訓 郡 山 ・ 2蹄幡町園地閉

鉱山・ 3闘. (割問.. 

7降鏑緩内の鶴湾電績の散は同等であるが(12.7~. 

13.4)，ゑ大宮T下降の大会さは有窓"小さか。た

(L4U.2.4. p <0. 01) 

E 考 東

夜々がζζで示した NCA癖{怠蜘."，伏を訴える

か。強E集約に虚血種訴:A.:Iとは考え切れない臨床習で

あり 震動負荷で ST<'下寓しても後心痛を.. えずI

いわゆる S，.d問m.X“の定援に合うものではない

が，比般的高備考の4人にほ CAGを"行し正常意動

脈俸が得られた ζれゆ NCA!障の ST.ヲピyグ

上の宮T下湾領域の広さは AP"と何様であるが，

ST"の等電位織は慢であり。金大宮下降の大きさ

信 APIJI:比して脊怠に小さい特設が褐られた ま

た時間的経過として ST.，が回復舗とは令て初めて

下降して"例があるζ と，また ST下降領域信 AP

'障のように回復刻にえな令て省小せず そのままの広さ

で持旋するζとなどの物敏があ勺た 役者の特径は，

NCA If:の中で退去に安静時 ECOで ST下降を指摘

された乙とがあるζとと拠速してい.と，..，れた ζ 

れらの ST"ピングの所見!孟。 AP'障と明らかに異

Tふり 有用な鑑別名であり 停に包~"の所""重要

と恩われた NCA I撃の ST下障のメカsズムは不明

である均九虚血によるものとは考えゆれず ζれらの

予後良好"の-，撃に。 CAG.の....的検査を待わは

いためにも本法は有周と思われた 狭心箆でないと患

者lこ告げると!箆決の峰告売する場合もあり。 ζれらの

ST下障の縛微に注Eする必要がある Likoltが2・
5走"で示した SSlIdromeX o心電図の ST舗位も.

ζ 三で示した NCAI尊の ST下降の特徴があり

S~'lIdro固.x の中にほ多くの NCA 例が含まれる可

能性が示唆された
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aω 金額医学."場調録

無症揮者自運動負荷心電図 ST低下における

交感神経機能の役割に関する綾討

〈第"回帽理署員荷研究会， 19唱'守 E月暗自〉

宜 E轟 笛 ー・ 児 島 俊 一.
松 村 尚 哉・ .13 島 :a 隆・

予簡 勝・ e 小林

ほじめ tζ

虚血性泌疾患のスタリ-.=.:.-グテストとしてffう蓮

動負荷厳却において・段盆決の"ぃ，膜症録者に負奇心

電図上明らか"ST低下が鍾E廃されるととがある ζ 

うした".. 縁者の負荷心電悶町低下の発生原因とし

て自律神笹束の関与.が縫測されているがいまだ解明

されてはい芯い したがqて唆々俗."換者にみられ

.負荷心電園町~下におげる交..神経視能向役割に

闘し"際血中カテヨヲミンを測定し検討を行令た

Z 対象と方途

対..としては還動により症状ち心電掴度化も示さな

い対照'15例!還励により胸粛を伴う ST低下を示し

負荷タリ，ム心筋イメージで欠損偉を留める喪心盆a
g例。・段室伏が伝〈遺勤により無霊験佳に ST低下

を示し負荷心筋イ〆-;)で陪欠..，.のみられはい鱒盆

....例のs欝計忽例である 各E障の男女比隠それぞ

れ':1. 8:1，“，平均盗事齢〈血飽a土'D)

陪ωe土15.6.56.9土宣伝錨 1土8.28であ今た

方法?志望'"臥位鉛分後および T瑚 d臥 U による運

動申に篠血した運動は B~・ pl'fltocol による多康

男監負荷を行い心電図!血圧をl分どと~'"到した 事

動中の傑血は0.1 IIlV 臥ょの水平型 (HmJ'>るい

は 0.15m. V J2.lょの」ヒ行伺胴盈リ盈)ST'五下の幽

現した時点で行令た 伝ぉ ST震化委禾さすよい対照欝

で信 B=淘.....阪に怠いて告書血をす，.た 血..カ

テコルアミ γは高速双体ク冒マトグ，，.ーを用いた

凶 h，，，世界品。IermI) 1;告により調定した

-北浦送大学審塁手・"・環B内科

• 級'.~æ"'-

E 縮 a匪

エ 週圃殉心宮田毘冨!{tと週目陰湿 (.1)

Z 心由化

~i宮F

守TZF

E 遭働錘

提.(.，M

R!:I 8T降下 I'型 "降下

'σS噂"・_I s (::.!Ij") 1.8 "' .. 

-σ.，‘) z.o lIUIIt I 2 (笥鯵)2.0・臥

《皿舗.)

.叩1 'A・E B問曽."，均時間〈酎

量〈町 )I‘〈吋 】IS (31酎 I5. 9:t1. 3 

保2・.1・H冊 I'(:弱気)1時間剖 IJ.1:!:;t.t 

(-・:1:.80)

心電図 ST髭化の型や程度には狭心"...無症候

温厚の宵尊Mlc;著しい盆異はみられなか。た 逗....で

11接対t:"prま.<<M:oより平均で0.'分ほど少"か。

た

. 週圃によ.心鏑掴b叙緬刻血圧， ...圃官.炉
"も.，.""・..の劃ヒ(JU)

心，.園よ ST信下が幽覆し鑓血を行令た均点@比鮫

で肱心組放。収組"，ma， p問問問阿国岡と

色狭心盆."主鏑盆優勝より低鑑を示した

. ま... 血援 N..・"-""・-、 Ep:I....，hrh.・

....α"') 
""臥位ま帥後の Nぽ申血句hrille~・aは対照底

捜心盆....箆.，揮でそれぞれ )07企31.1(PI，ノmIJ，
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舗盤情 '
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>u 

143.3:::$6，1，132.6土85.8.EがB句Ihrin.温度tSそれ

ぞれ"..土鈎 2ωe!mI)，30. 3:H" 5 鈎 9:12.7 

であり商者とも各鶴田こ有窓"を毘めはかーた

.. 心電周 ST.. ，司喝の血11Noup祖 qhrl... 、
...明，1u-I...遺置 〈毘S，叫

Norepillephr泊 .，ま狭心包鮮では安1t!!!t143.3土58，， 

から運動中町"下首 891.6土145.1と約s倍の増加

を示した 鰐1!.f!iU揮では13t6::!:85. 8から$14.8土含25.6

と約5倍の増加がみられた 偉星償協同線心霊感より

増加の程度念。曹しb、傾向がみられるがet聞に:;0.05

く p<0. 10と有"差はみるれなか今た E取直叩hrlne

"" .. 

園 2

.帽 野
(.-11) TZt? 

負荷心電図町伝判明血l:tN俳句B岬 .brille

il度



a値

't間_.前} '《E・直・.・，}， 
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圃
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長訴医学薦"者補峰

‘傷<P<G.lo-

!~ i;戸 ""1E .... -.... -... 四

"【・-'Eg・a at禽"帽2s3， at闘・・E・網S"} 

園・ 負荷心篭".，低下喝の血匁 Epinephrine
湿度

園:1 B!1.IOe :m:の遠島負荷野寺における"匁 Norepi附 phrille

温度の比叡

の，.化においても両島閣に有恵袋"包めbれ.fi:.か，た

• B_瞬時・ E 巴舗"る血JtNore-ph，句.. 

rl_震度 〈園')

B_・....m.で忍鋤を行い係aした対照爵"

例〉 放心""(3例)，無底捜虜"例}で比叡した

心抱Z誌はそれぞれ厳正2土13.S (b・-/凶.)司143.0

念15.9，6L 7土<ふ_ll6主総.随.，主‘ 9_139.8主

ぬ 6 眠纏繍血a，ま 111.Z土18.3(皿皿.，)司"..‘土

飢えl29.，土Z1.2_173. 3土色 S，116. 8土11.4.....111.6

土26.1;Pr四 aure.r&UIprocl凶亀は 1712士山伯'Br

xHR)司お'"士舘"ら 7891;:1(111_2018附土5123.

す飽4土1626→'"出土民田と変化したが各'"咽に有怠

差はみられ芯か-た

血.Norepinepbrin・.度は3tUo'lに旋針的ずる有窓

筆iま包め立か-た

111 " 
事

普段室伏がないu 険者にスタリ F ユングテストと

して還動員荷託績を行うと少定からず心電図上.，低

下が・2署されるζとがあるu ζうした鴛星稜容にみ

られる ST低下が心街虚血を反換する所見か否かに濁

して陪峰鎗の多いと ζろであ. 著者;1孟ζ うした傷

程主義者を対..に'"低下均点で"守1心筋イメーソン

グおよび..心血管遺.法を行。たとcろ 憲民む星に

みられる'"低下とは.fJ:.，てほとんどの例が心筋血

淀分布異常や左草壁運動異常を示さ立か勺た" した

カHて自眠症候者の負荷心，，~ST 低下l排虚血栓と考

えるれ.がその舞金調国は宗明であー，.

"虚血佳と墨われる ST低下が神経色繍11.. カ屋川

更隼期の女佳“ 遺換然症候o"にしばしばみられ，

またこの R 度化がアトロピシの役与で増強し，プ

"'危ーでf商失するζ ，，"あるいは胃潰虜の治集とし

て，~凶 ... 泊施。.，を行ーた患者に同様の ST復

化が出現したとの健審nなどから発生成廻として自繍

締径系の関与が抱濁される しかしながり現在まで血

中カテヨルアミ yを測定し鱒霊験者の位低下と"'"

神包楓織との関遠性を検討した研究"みりれ広い

今包の威厳では ST低下を示す.."険者で陪，.勤に

対する反応として血中への Norepin叩brineの放出が

鑓清信者。狭心"患者に比叡して大きい師淘はみりれた

が健齢的に有意差 11'..か，た したが勺て乙の結果か

合肱 No...帥岬brioeの過周分泌を鱒'"義者の.，.低

下の~図とする値~，ま1・られ包か司た
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SyndromeX白運動負 荷中における冠循環，血行動態について

〈第1鈍習 慣.."負術研究会>1袋秘年...目〉

長筒文 E・山口 洋・

竹図 賢・ 西村宜敏・ 中西成元・

低じめに

銭4、."，状があり 週勧負荷心電図にて STが明ら

a叫=低下するのに 霊動喪左量逮'，1;検牽で異常が包め

ゆれ.r:.p-重厚 (SyndrollleX)がある ζれらのS111'

drcme X~ r:..;ぴ"霊動脈疾患!$..iE'M't;につ

いて.左心カデーテル後査中に自伝.ェ~ゴ〆 ータヨE

動A荷を行い負荷~吻血行動銭にどのよう r..:.異が

生ずるのか検討した

Z 対象および方自長

対象はE湾側す例(会側男性)，および心航便事の

既往のない労作色羨む必で量動U l<所見にて，左前

下行夜叉は岡技および右電鈴震に少芯〈とも""以上

の狭窄耐震を有する鈎盆例 (ASBD~傘例男色)，

そして Sylld何回玄 7室例(男性，，女怯町であ

る ζζで雷うZ常例とI左心電図起動燃左禽遺l<li食

牽にて異常のなか，た症例であり S，..d何回 玄 と

倍 程Z帽に帥帽凶い払狭心哩盟 挟がおり運

"負荷心'"閣で町が lmm以上低下した症例であ

る ζれらの盆附目巾、て還動負術的.負荷中， 1_ 

a分三ごとに左心カテーテル怪により， *111堺，.，左室

. ..門a町民健sa告 Yター

島左Jldpf'むを測定し.さらに，.，抽より抽由n

包lIIIindez:π'1'1)， diaa凶t国"館luretime illw 

(D町 1)，D円Z庁rIをIJaしたそして遷動負荷中

止百"杭翠勘要抽彫を行，たま心カテテル臨ま，

右よS電動脈よりカデーテルを縄入する方訟を用い

5 fo gluω"溶穫を..たした 8'_崎岨のSolles'

出 b_にA.un'EC-悶10trazladu置を竃鎗した

制定系(回有複動，，~られ比aωH.，にて行勺た 左

>>dpfdt!意時定数0..胞砂の司監分園僚にで持8集計"

し左..，.と町時記録した '"隠併はM'l.DJOII'ral81 

《盟ma-Sehdl'lllldtr社製Jを使用した心電図は...

四段鏡!fn，.旬毎塀，.V.を用い""..と周時包録し

た

運動負荷法ほ 多段飾自軽率エルゴ，-，法【臥位

1.0../kgより開始， 3分ごと11:0，25 .. /kg増加》に

よ令た 負荷司防止.~の決定l玄 民.(..!!実作が鶴男され

た宣例に鑓しては脇粛があり，しかも心電周上蓋叉

陪 V.11:て明らかにs'l'が低下した時とい掩~".. 

'唱されない盤側"っ、ては予a層処大心拍訟の邸い-85

"の崎点とした
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E 結果

!SHD .. 例。.，.心.l[発作，'... 益されたのは.."，

例であり(AS.BD(2))，sr I主経度。医下したが狭心星

発防の鑓決~停わ怨か弔たものが10箆例 (ASHD(l))

である ...防衛容MJr.Jl'Iま.ASHD(句"で事均s分ち

ょ，と と他の， t，ζ比して著しく温かーた遠島負

荷~'"点での sr 低下は， ASHD(2)島で拡，れで

平均，‘mm.nでL5mmとかなり低下した S'"

d同 盟eX !f:~， ASHD(l) I障は。同署度で， n. v冒

ともに平勾 1mmち"とであーた はお sr低下

度の判定法. s点より8O m~喝の崎点で行。た(議

最鋪星電jt.1138.補録

日 際筒抜路運動負荷中止保守，‘2撃と，.平均100

/町a以上位よ界した原始の岨創司"孟S'"む吻幽玄

Z撃でi主 ASHD(2) 爵より高かqたが正~a. ASHD 

(1) !障とは向車度であqた大動脈収組期屋は 4 

廊とらに，.. 均171)IIImBg臥j己によ鼻したよ昇$ば

包何台・m.玄 欝では ASHD(2)oより高か，たがl

他の 2tと怯.，.. 賓であ令た大動脈依彊湖底のよ

昇率は.. 障ともに伺程度であ勺た 盆塞拡彊終期亙

(LVEDP)ば.$yl1む包田玄群では.....中止均点

で事匂 23mmHgへと」ヒ鼻し.ASHD(l)欝と間程

度でおり E倉野よりやや高い鍋閣を示した 発作が

g再発された ASHD(幻 聴でほ，平均:rr1111II8gへと!

.1 Obj回。~ ，he pr包.eatst凶 y但同制・細川・刷句"“"“"・}
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と問慢の傾闘で~.た

DPTlの.. 動負街による度化を示す・2障ともに平勾eo<lmmHg

LVEDP 

Tl'lは負荷中止時点で

"，e 'min 以上に上~ L.. 4欝間1:!fほなか，た

貌4ン箆発作がE号発された ASBD(2)欝

平 均 町7回目宙開jmlDかゅ負荷..""

しかし勉のs

はdiut mp】

次に'ITl

DPTI 1ま

では

へと著L(減少した

.，動負荷前後で有窓な変化肱liめ，れなか勺

DPTI/TTl は色~'odro皿 X 震で怯負荷後

事局。悶へと極少し 発作のない ASBC【1)罵と岡

じ程度であ噌た後心必発作のある ASHD刷協でほ!

盟国H，・""/mio

官では

た

" 
“ 

他の."に比べて著しく極少した

負荷後仏 77へと槌少したが Syod開冊@

民 ASHD(l)，問鱒より有患に晶、銀で~.た

左"での Mudp/dtほ.S!'Td開栂， X I草で".

Z問中止楓で平淘 45HmmBi/1ItCへと」砕し.

上界司1o11iE書館量得と間程度であり，提俸のはい

(1)1$より高t崎直であ，た 舞仰が続発された ASHD

(2)I揮で隠I 負荷申止点で!平均おB包凶H，I聞へ

と.t興したがそのム昇率は他の"障に比べて著し

〈低か。た{図1) 左"，飽主 E倦怠M・dp/dt
2撃では貧街路点で事局4鮒1mmHg/ 

-へと有"に上昇し，亙猪鍔と間程度であり。発作

のない ASHD(l)Tより明るかにuであ，た " 

心程発作がE格発されたA.SHD(2)Tで1:，負荷前後

で有"な案化はな(.負荷終点で平勾お39mmHg/

と 他の .. 撃に比べて著し〈小さい盤であ弔た

〈図1)，(.2) 

図'Jヒ信， Syndrome X (・....
8ミ点(<'分}の.. 舗である。

女像〉の運動負荷

大助隊医怯上昇い心

電図で"'''甥，かに低下しているが，主II低温刻屋

のよ鼻"包E密であり LVdp/む にも実智は思められ

国 2下" 発作が局発されたA.SHD(2) I爆の

1症例でおる負荷l分践の挟怠でるり

が低下し怯じめており.左aI<強"11'信奉しく上昇し

震後に.. 動負荷終点での程濁，"通彫所見について筒

単に迩べる

その

企SBn

tま

負荷役ρ訂へと

S1ndrome X 

正調書tf.:c't!

【臨1)

.~ 

2三

V.にで'"

負荷前後(:(，1己!"でi三，S"，dro闘 x

，品、

ている
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関..II~，

心筋外を怠る太い冠動'震に吃行が沼めりれる以外lζ

特別低所見Iま得られ認かqた また連動負荷前後で左

右冠動層震の低強度を測定したが. '"ともに宵ZE'J誕

jtl玄立か勺た ASHD(l}， (2) I撃での50%以上の5提唱

JJllit t 1)5 ，・所のうち.i(働負荷n点で， lpasmにより

E集積度の迎行が毘められたものは 5人で針5均所で

あq た狭窄度の温行陪平淘16%で3らり。制btot:ll

叉は tot.alobltr山崎aにまで温汚した定例怯ほか令

た ζのうち決心定発作か錫発された症例怯2例で

健作霊例の20%弱であ令た また。密実心症発作が鋳発

された ASHO(2)I障のゆで遅動負荷健保で"吋叫

園 2

優遇府軍司群第泌を鞠録

日一

自lJioll'の丹野見力出 現したり 咽鐘したり また ωi也

teralsが掃少したりする摂見は広か勺た

E 迫電 .. 

ASaO(2)鮮の紬果より 労作性1免心艦発作"の血

行働Sの待自慢は 左霊広告費鯛圧の著しい増加 DPTI， 

DPTI月71の著 しい滋少，左霊 Mudp/dtの噌組

事の低下及ぴ皐窪 Peakneptive dp/dtの揚少傾

闘であー，た ζ の発作中の"童心筋奴猫継の低下，鉱

萄能の低下は左室位頚銅塁上界の'"図のーっと考え

切れたまた左n短期医の著しい上昇はDPTI低下
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の主な原因であり，心内降下層への血流を海軍事するの

ではなt、かと考えヲれる""乙れに対して，Syndrome 

X群でl乱心篭図上"は明っかに低下したがl

連動負荷格点での左室鉱張甥正の上昇は経度であり

DP官庁'"まZ常群より明りか巳ぽ健で~，たれ

.ASHD(2) ~より!かなり高μ味査を探勺ていた ζ れ

は ASHD(l)震にほt五まい結果であ。たが。A.SHD

(1)鮮でほ狭窄病変より来檎でl主圧降下があるであろ

うゆえ実質的な DPTl，DPTlmJはS，匹dromeX

群より低い可能性がある心筋収稽低鉱強能の叶旨

績である左室 M.玄 dp/dt，Pe~主目篭ative dp/dtはe

S~'Ddrome X I障では負荷終点で正'"障の上J阪であり，

.ASHD(l)群より有窓Ii:高い健であ。た 乙のことは

明らかな発作とはいえゅいが径度の心筋虚血が生じか

けていると推測されるA.SHD(l) 群よりも S~ヨrome

X 容でほ心鎌能が良呼に保たれている乙とを愈味し

'" 
ょう 以上のニとかり SyodromeX !援の負荷に対

する伽行動態諸循爆の程度の悪化t主 心筋虚dB=よる

ものというよりは むしろ運動負荷に対す否宏指.. 

心機能の応答栓の悪さによるものと思われる また心

電冨 ST低下降心筋細飽レベルでの運動負荷に対する

応答伎の悪さ(心基邸(心尖忠心筋肉居外層での

応答の不勾ー)によるものと考えるれる

文 献

1)笑崎文彦中西成元白山ロ ;羊狭心症発作時の

特徴についての臨床的検問脈管学 22; 219， 

1982 

21 Kj.k.bu5 J玄:Meobanis四 Z町 flowdistri 

bution i.n nor叫副凶emle町師rdium

during' Iner魁sedventr巴ularpn岨 din tb. 

do!':. Ci"，ulatioo Res. s3“.9，1973 

断層心エコー図法ILよる負荷心電図 falsepositive 

例目運動負荷時の左室壁動態の検討

高 橋啓美・

古賀義則'

隠じめに

運動負荷により心4意図の ST低下や胸衡が出現する

にもかかわらず有意な定動板挟容が'"められなt、いわ

ゆる ebestp創 nsyndro回 eや syndrom.Xの騎衡や

心電団 ST低下の成因についてはまだ明らかにされて

いない著者りは運動負海新居心エヨ 図様より負荷

によ.心筋の虚血を e.:erciseiod開 odasyoerg;と し

て箇察す.こと3カがbが晶で4き告る ζ とを甥りカか'にしてiき-文

そ三で4今争圃は本詰を扇いて乙れらの心心、z電z包偽掲佳例同

還動負荷時の左室筒'"釘rgy、"の有銀を観ヨ察区 し S~

drolll町， x の機序について若子の検討を加えた

-久留来大学医学修第三内科

〈肌咽循環器負荷研究急即時 2月")

板家守失事

戸嶋裕徳事

I 対象と方途

討a院は臨床t会話が労作性袋心、症の"例 支砂時狭心

症の 8例，胸術症候包障の8例であ~ (表" なおシ

ギタリス使用例i 弁膜症や受章い左寒肥大例，安録時の

心電図に奥需が舘めりれた例は今盈の検討から除外し

た運動負荷は臥位自転車 e唱。凪，.，を用い.2Q

watt .1:..り始まる ・，.，切皿 limitedの亙最大多霞質管

負荷法である 運動中にi分ごとに血E 心電図とと

らに断層心エコー図法を用いて左室妥結短組断面を

撮彫し.<告書誌かり心尖郎までの左2髭迫撃動を観察し

た左，，，.は前星中隔後壁側壁に分割し，更に

心室中隔を前方後方中附=区別して前方中闘は前望
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.. 減に u，..曙yが幽現した例ほ .. 略もみられ"か令

た

ω~叉i孟75，停の袋窄を有した程動保 17本で隠4 例隠

その趨演..減で U，"智.，.が也饗した ζの.，時中2

例は伺'%技場開であーたが ζの2例は廊崎に窓.."

.，...の合併が考え切れた例であーた '"巨漢穆の

1例怯やはり窓島原.，.・aの合併が強〈

飽ぬもれた例で他の 1例は多枝調実例で~.た

以上のように週明信負荷により砲実にU績に虚aを

毒たしうる事包帯情9O-'SJa上の袋帯であり，多段苅獲例

でtま7'"の筏窄でも虚血を絹脅しうるζとより， 優

に有"の袋帯として""以上告用いるのは一宮妥当な

ものと考え切れたB

'"に負荷中の町の医7の有績と冠動脈の祭事の.. 

，.とを比駁した(義的."，臥.tの狭窄を有した10

也室田
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• "縄陣凪胸凶-，-

2例では

"にe 復n 摘は後援留に含めて検討した 堅選動の

.院t志望宣性.if.J1ζ行も九 臥ormal，moderaω"姐.....
・肝em，.red時間I.nolWdY"lkillet凶に分県直し "・崎

正賞ft..U動か駒ザ智・'"叫怯伺d<低下した渇舎を

uya.ffI1 (+)とした心‘図の'"低下俗Rかり

0"砂にて計測し.O.lmm.Vの低下を有志とした

定.. 渇'"震は ABAの‘n・に忌づ旬、で分県鹿した

白山由岡山ω-'"陶 叩 凶

'"ぬ.，.明 illpati開旬明白血"M，.，ωn・・ndeb.t pU.1I・"副d.皿a

..~.圃圃..

C師陣'"曲・国向 N..f圃岨同
(.， 〈ー}

ー-. " • ， 

10. U" • ー s -. 1・ " 
。

•• 
繍畢at"暗轟

定動操鯛衰のa度とu:erci"， illd眠..u，国有y

の有a震をk土俵したのが褒2である はお，制国援の

E 

加 erit1ofω叩岡山凶・.>;erd.. 

iDdueed幽，..曙yi.D. p..;oa旬開‘baqiaa 

p町旬伺・.......・‘開a・7・...... 
•• 

例では負荷により会例で STの低下が見もれた "婚

の筏窄を有したs例で肱1何で'"が低下した念丸

例"低下し忽か弔た 50"，!使窄例ではS例中4例で

ST .'低下し""以ょの議窄例10例でもs例で

が低下した ζ のように遷勤負荷心電周法で '" 

低下が見られても必ずしも窓動脈に強い後穆が阻めら

れ広い舗舎も少はく認か，た

<<で75%以上の.. 穆を有怠として遷動負荷中崎心

電聞の E“"p>litin "をまとめたのが..である

冠動脈事包帯怯全焼5O%l?J:下で 傘〈疋宥冠動脈であ，

た例も 2例含まれていた

路右起動僚に別労の侠窄があり.連動負

2 

uT  -，.(+) e ー -PT 鼠・e ur  u 
岡山 一一....-〈ー〉

闘.

-U.!li .. • 1・ 2・
風向. " • • • -. 1・ U s 1 

'" 
の

サ
叶
吋
一

，."..域隠S島市度が帽すにつれ怠町下行陵では附聖母

の."箇鍵後で''''霊.. の，右怠勤..で路復霊留の

u，..智W の幽現麟皮'"制・'"したので.<れらの楓み

合わせをおのおの@冠動震の支配信織として検針し

街では11.01. aVF Btt1J陶島周舗で O.2mV8Tが低

τし.，隆盛備に U，"""'"也君贈した本側怯初期

には皐鳳.，....にのみ"られた換心情が次第に労作

時にも製Eーするようになり，その後ふたたび午例中の

連動負荷でしか'"低下が冨治られなくなり.回 骨

1. c:u. 

た・

".以上の後穆を有した"本の窓易保では

その窓勤慢の湿1t.域に幽'"""，戸出現した

では他の.. 位に・""""が幽現したが ζ れるの例

で隠その節也の支箆忌島僚に駒形臥ょのより号車い後窄

が留められた・岬釦官官が也現し包か.たのは1例

のみでとの例捻~鳴留の.院が充分にでさ"か，たた

めに綱，..智Wを見渇したと恩われ.症例で~.た

''''以下の事長穫を有した締本の建動震ではその支配

"例に

s例
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ne.ry IJlIIsmの現与が考えるれた僅何である 乙のた

めに5016篠宮舞にもかかわらず虚血を会たし。 uyDe噌 7

やs'l'低下を.たしたものと恩われた

CoM' は左冠動"玄.."に釦%の署長穆が見る札

岡均に電動p，;が梓判官に・putioで'>0た症例でおる

径状ら典型的労作性喜美<<t発作が見。払量動中に左

前虫歯車'o阿佐むが出現した また本例は連動負

荷"咽心筋シyチグ，ムでも同じ〈前藍酌こ defeet

がE明さ札鈎%の貌窄であるが左窓動脈"・e修明

夜でもあり また・，..置の関与も考える払このた

めに虚血を生じたものと指閲された

ζのほかのS例には金例 uyntrtyの出現ほ包める

れずI 震動5問実陪初期実窄が."包タ旬、実市が1例

に見られ全く~，宮崎例も 2例含まれていた負荷中

の心電図で綜""が D，m.aV..l{!聞がれ.勉の s

e聞では n.m，aV.及び V..で 0.1mV以上の h.凶

IOC.ta1なs'l'低下が見。札またS例は胸痛で運動を

中止した しかしはがら運動中に左室“lyDergyが

幽現した症例怯1例も忽められず，むしろ hyperki

関 tic '，.J1lきを示す例が多かーた

以ょのように窓動尿病変"対する心電臨の Calse

pωiti l'c 例のー歯車で l主主憲動脈玄勝鶴男縄夜~~

" .拠a幽の関与によ。て実際に心筋虚血を生じてい

る例も存率すると考え込れた しかしζのよう怠縛震

な例を織刷Z，大節分ゆ"では胸痛発作ゃ心電図の

s'l'変化にもかかわらず運動中の左塞堕翠動には異常

'"見。れず1有窓の震動，，，.，，のなt¥いわゆるd鴎t

paiD Iyndromeや・yodromeXでは怠..返還.3i=

異常をteすよう'品切らか7.心筋虚血はさ主じてい広い

ものと勾えられた

"偶tpaiD .yadromeや句佃，.，...xの絢痛や心

電図変化の腹序に関しでは二れまで心房隣..，中

の乳罰隆盛の劃定"へ'守1ゃ '''Xeを用いたRI註'".
あるいは biopayによる担割低学的検討がなされている

が尺虚血による変化か否かについてもまだ箱愉は褐

られてい江い今回の断掴心.コー園陸を用‘、た検前

では明らかt..uyo尉官Yを舎だすような馬"的はな心筋

..."章生じていないものと考えられた また負荷中の

怠重量蓮勘がむしろ b，賢官包凶etieであ勺たことは

ζれらの例では明らか包血行動態異常を停勺てい泣い

ととを示す所見として注目された

" 隊
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運動負荷タリウム心筋シンチグラムにおける falsepositiveの樟針

(IU岨幡珊副司峨究会，四時Z月..) 

荒木春夫・ 丸岡 雄

中

ー・

福 山尚畿・.中老 .' 村 元 臣・

降じめに

タリウ.・'"心筋シンヂグ，ム1-:.pe“ticityが高

{， b.l..po・itlnli:~曹に少は川、cとが知色れてい

る" しかし 沼濁濃途膨上必有.."の有鴛とタ リ

ウ4らによる ptrf".i縄..，闘との蘭遍からみると!

橿々 の放置E下で ftaepoaitinが幽現しうるζと.

・...されていさし ζれるには大動..~後智庄町僧稽

弁;0'提IfMa.".m1'官官d凶 bri匂泊....心筋症" 窓

動脈 Z亀'~" .1日寄が含まれて7いる fal.. P舗Ithtそ

別の観点からとらえると， 心筋のタリ.，J..!JIU)r:IC C' < 
経度の降下のある加で も脅2とすれ ば 削 脇 陣i

凶"の，~-~ヒ ン ト路高 〈 忽..逆に甑摘にタ...

炭取優佳下のあるもののみを宵Jtとすればr....，.勧

dy.は少は〈怠ると脅えもれる しかし..者の場合

怯・姐創出itJ'の値下は怠け告れ広いをζで今図

書提々 はタリ，ムシンチグ，ムにお貯る心筋各，，，Itのカ

，... ~Iま均隼がど凋極度あ..のそ有怠としたら F山・

"・i‘"が少はししかも拠u，凶tityを高〈皐縛で

.九剣犬手..・・ .""，ー

.るかという点につき検射を狙えたので健告する

Z 舗富良および方途

針.rま恩柏崎隼..かゆ昭l\J~12J!の網に当干"ζ

λ，.し ""性心S馬車あるいはa心筋..と...併された星

，も.よO.その屍いの憎たれた盤側で総被71例で

あーたそのうち男性ば58，包女色''''名で.年齢は

11.から".で..たヨ，....のシ，.グ，ふはタ '

.'ら初1を 2mCi lIt注舗t.na. 1i:1fI.廃位，45".60'・お

よび左側面像を樋影し 前面およ:J左前斜位..につ

いては ..・社製のシ"/~，~，，タ u<却を用い. Gori・

bの方益"により....""樋d ・凶t.-ti.OD ~を.. 行

したのち '-四111dilpl・F盤による.，.を得た'"

別選刻負荷は Tnsdlll.IUによる多民鎗運動負荷を

行rP._舗の....心電箇ゐ有I!の'"降下" 811 

心翁軍全 〈隼齢による予Jl!J・大心崎放の舗1fJa土〉の逮

E震を負荷量の1・aとし タリヲムー'"を 2mCiIt注

復俗.....，砂.... 動を持畿した 遅刻直後より 上..，安

....と鴎.. の方倭で心筋ν，.グ，ムを得. 2_51119' 
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すように，還動竃後では附壁中隔領域r:ptTf".i姐

，O!酎を毘める しかし， ‘時四後に復膨した再分

布偉では perfusl個 def~t 1ま司自失している

間後に再分布僚を得た

行後， ，週潤以内に窓勘緊迫彫を箆行し。実測SO%以

上の狭窄を有• .t<!:して。む管シン.グ，ムによる定動

タリウム心筋シ，.グ，.施

ζうし

どの程度の櫨た'"合的立カゥ yトの滅少がある場合'眠椀変のB笥率につき検討Lた

少を有p，とすHt!箆鋤康明賓の有..に勺会良いB衛事

Mi・，れるか検問するた拾に，

より 心務各自B位のカワント訟の定盤的表示を得た

(園，" 図 "ま園1の使例につ金 左前斜也，"'方向

に担げる心筋各"依のカウ Y ト書設を 銭高の自即位を

ヨンピsーター処理に
.賓

.，.に労作性猿<，寸乏症肉の左前解位“.方向の運動

負荷タリウム心療シンチグラムを羨T，，.症例での連

動負荷の阻d.pointは綱領の出現であるが，国主に"
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100としてバ "':":.<ト表示したものでおる 前翠中概

'医局長は...防直後には銭高級の伺帰以下のカヲントしか

なL、三とがわかり，再分布Ilにおいてはカタントの釜

が10%以内応援少してきでいる 本定例では忽動際通

影ム 左前下行後 S智也~，すが完全側窓しており!

その，，，.相左右牽動振よりのよく契掴した甑血行Sさに

より費われていたまた左盆..彫L 隻修均には蟹

翠動三異常を留めてい忽い

タリウム心筋シ Yチグヲム検I~長. 2週間以内に定

隣諸lil彫を議行した11例についてI シyチグラムの窓

'防費鴻変の2念訴事を険討した .1は左前a略位..方

表 1 Seositirity and lpeoi量cityo! 001T1 
畑出向

Cp・ErHf・suR品・目dda・;:叫副圃白星E ..  邑副11..1包F 自poei4oi.，.

〈扮錫
h ‘ 関川崎 11/11制舟(1回婿〉
Z出回 111:8・1蝿 1町"掴婦 (M舟}

〈飼.
h ‘ 首".白. 11{ll 5T~ (胸舟)
Euni圃 UI盟 副 掃 1~11 8I~匹 {田輝}

く:10錫 .... 舗;/41回帰 附 1国高〈岨.】

E耳 目2・ 調:/U n揮 5/17 回錨〈輔.】

出向岡山山田岡山・i.ho~t.... 01 
同国，咽町

肉における心筋の得定節也のt.I.，;..'~が"高"に比し

10，図あるいは駒%以下に低下した場舎を曹.I!とした

俸のそれぞれの曾旬，s'liv，ty，.伊関ficityをまとめたも

のである判定5却を鎗し〈 して鈎匁以下のカウ y

ト銀位を有2震の伊dUliolldef関tとすると S個別tivi

'"孟安静崎のシンチグラムで48%.遷勤負荷で61%

と短い"が得りれ. とエろが.~関ficity は高 <.

安静碕で舗"運動負荷で.."という鑑が得切れる

さ，に心筋虚を倫〈 ι・似cit1city，玄安傍崎1∞%

連動句，."とさヲに高〈江る '"に，図形以下のカウ

ント低下部位を有怠の，..r凶防D defeetとした場合

運動負荷で岨・.tivity 倉瑚%とよ鼻し 申eir~t，.

も&2%と高い舗が得りれている 17，例~"聞が ro1u

positiveと信るが ζのうち2例iま低笹'"ゆ筋症で，

のζ り l 伊引主 ωro...，~伺将司且岳会，~，て急性心"

g更"を舗とした定例であり。 s例とも，..r，咽;011deド

r~ にー脅した盛運動異常が認められてい毒 すな

わち ζ のs例信電動脈喜美窄という楓4まから g“"

..医学 0"'"稽録

pol.tlveと屯今た測でおる 今度』まさらに程度のカゥ

-，殻.. 下 σ0.%以下3で同窓と苛えた場合である

が， Ie!lsitivity，孟もちろん上昇し 運動負荷均にほ

93%という高い舗が得切れてい忍 しかし。叩飽E

c.ityが盛姐巴低下し(運動負荷で29%)，fabe po創

u..が審判.するζとがわか.

夜"玄 麦野鵠のシンチグ，ムでl玄関常'':'く ..動

.3 E.x= in ind世切.，時dusiollddeet・""…l四回

W;山町且町凶a

……'"醐

印刷 ω嗣

-"鯵 I <民匂

2 

2 

u • 
負荷後のみ，..r凶iOIl de!鴎tが留めもれた"につい

て E叫"戸litiveの検討をしたものである 遷勧仰

のみに闘%以下のカウント致の減少をみた例1J1t1例あ

令たが そのすべてに有"の怠動"袋曜をEめている

すなわ包 f叫・e~iti，..はゼ包で~勺た遂勤時I

ω%以下のカヲ Y ト懲低下は包め芯いが 10%以下の

11 .， "/ト鍛低下を会たしたものが4例あーた <のう

ち2例で芯有'.の冠動脈狭窄を忽の芯かqたれ ζれ

りはいずれも庖大型心筋"で$，た

][ ，常識および錨鰐

プνーンフィルムのみによる心筋シyチグ，ムの袋

'院に環レて I~ 判定に逮う例も多く 惨断率を上げる

に"か也りの望感債を要すると考えられる そ乙で シ

ンチグ，ムの客極的野信の呂的で11々の置~処理が試

みられτいる今自宅是々はー般に11:<行われている

1i指定で b悦注F・四d をきEし引..心筋各..位のカウ

ントa誌をパーセント表示したものを周いてタリヲム心

筋シンチグ，ムの窓S助隊測震の診断$につ全検討を加

えた象賓のカヴ Y ト.. 位に比し.. "以下のカワント

節也を有患の界.r四;011defeetとした場合高い

.etlliti，ity， ，pecif悶" .勾・られることがわか今だ

と二の場舎の f副aepositi鴨例"冠動採決可置は'旬以、が，

心筋.蓄の存在が明るかは例ばかりであり 当方法に

よる心筋障害の有，慢のZ捕は極めて S問 licity泊鳴

いと管えられる
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医大It(.，.t!i&t'の例で遭動時に心筋各自r也のカ1フシ ト

散に筆のでる例が2例，，，たが丸いずれも70%P.J，'τの

変化にとどまり 週動により.."以"にカウント数が

低下する ものばすべて竃動家鏑裂が存在した しかしl

E大盤心筋霊について陪伺tiも少伝《 今後の検討が

必要と肴えられる
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運動員荷にて falsepositive心電図変化を呈した患者白

心エヨー，心筋シンチおよび冠動脈造器所見について

(J¥l{周橿環罷負荷研究会， 1鑓 2平'..目〉

尾筒正治・ 也 個

山岸 隆・. 情 水

議谷浩図郎・

訟閤泰雄・

告野文雄・ d、JII 宏・

久寓図俊明・ 桶 川蔵造・

はじめに

F副u，.・ltift1::宅"、での明確は定綾ば"，、が ー

般的 E信冠動療に有'"芯曇質的峡唱がなし運動負荷

にて鹿血色1f.化を示す心.. 図について富むれている

しかし伝が， 心筋虚血ほ冠.. "..化性狭曜のない例

でも生じうる その代表的なものに~~岨w ・pum"

がある その1まか"微小笠循環の"'lr.Hb-o. o停
電の異常，心筋代緒奥"・が考えられている・a 冠

動震硬化像署長穆"有"で広<， 運動負荷心電図 Z明ら

かf.aE血鍾'"化侭T低下}を示した5例について

安&..および運動中の冠動採掘111 (CJ.O ). 左室途~

(LVO).心エヨ ー， 心筋シンテを行いその原理につ

いて険"を待令た

.山。.字軍司"'11.':.1'11-4 

1 "象と方法

獲"ζ示すS例につ地、で，安・・・a包よぴ還E防闘争(臥

位豆曙..叫~陰}に心エヨ一心.!Ii 11' ;1チ心電図

を簡略に包織した怠た別の自に支.時および連動阜

の CJ.G，LVGおよび心電図を閥均，，，.録した 1は

1と問ー者で1より約8ヵ月後に再検した"のもので

ある

z ・. . 
盤側， (.釘偉男}陪安鯵略および労作"に胸Ii発作

を有し夏E満雄刻にて轄快ずる患者である図2のご

とし E唱。働錦町負荷〈ωw ，分}にτV，-切れで

sr低下をさ主じ心篭庖変化はド加tiftである.し

かしζ の時には砲寵，.怒し廊崎に行勺た憲司除負荷時

の心際シンチ 〈τ康} 心エヨーは昼Jには異常が
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"'‘ 
低下伊みるれ喰に痛みを訴え毛ぐ膏現栓有り〉

の痛みに対して豆鶴雄刻i志穂勉である 1I動中の心エ

コー.CA.G， LVGには異常が包〈 心筋 γ ンチでは

安野"と開陳に左側畜憎にで"'Uにタ'}ウム集璃の低

下がみられた この心柄γγ.の楢周知ま 患者が箆演

し乳房"発還しているため この歓都鍵L喰によるガy

マー織の吸収による fllls。卯Sltlvーとレた(肥粛の健

康女性の側面心筋ソ ン司，~でしlま..ま見られる青野晃で

ある}

盤側"孟“‘a女色で安'叫~よぴ連動負荷喝の OAG

および心筋シンヂは異常がはし蜘痛も伴わな

ζ 例に

叶醐吋 明..，m".1i，0ba団".....1;'，. 也咽"副固

1 F岬 1'，，，・ N崎'"'''n ， 2姐

v P F ， 

z P S山 P 2ぽ F 

s F N 3唱

‘ 
P N P 

5 2控 F F 

.oI.t ...... 

署長1

LVG 

v戸 V，で有思f;'ST底下を矛した

盤側・iま47i1!女鐘で園‘のど，，' 安骨密寺指よぴ運

動碍の心筋シ Yチで{主演常はないが運動色荷向の心

電図変化i孟陽性で鞠婦ら幽現した 安静拘の OAG

LVGには異常が芯〈 還勤時には心電.，変化t孟陽性

しかb胸相官.出現したがその時の CAO，LVGに

かー，たが

“民団(...'副〕

P
咽

A
W
W
A

AA幽叫 凶叫明日。「函孟副a・z同園

U
A
w
n
-
z
N
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(N) 

(N) 

('町
(N】

(N) でI

活

P

F

F

，

ら

ω
“"““

は異常合唱留めるれなか今f

定例"孟，，，.女性で連動負荷により著明な'"低下

(V，で O.3mV)を有L内胸痛を伴う患者の

みられず!また後自行ーた安.碕および還'臨時の定動

脈途修 (CAG) 左盆遺ft(LVG)にら異常がみ切れ

ず" *~聞は，..・'"泊itive ECG .h制..と事定した

しかし その後も家修碕およU労作時に胸偶発作が幽

表するた治再検を行令た 夜周安静崎に"げる自照発

作喝の心筋γ ンチ(図2の右〉により前下行陵慣織の

また..りzし行令た運動負荷'.(.'i務

シンチiとより 自然発作"と問領域の虚血HiE明し得

た"".の中}

開w_

~mttet'負荷中の侵略的心エコー所見である(図

" 負荷60秒より junetioa.alに ST涯Tが始まり，

2分で'胸痛が出現し 鞠繍出賓とともに心室中械の須

舗が怪皮でほおるが減少し始めた 心電図変化 ζ比し

.(，:%.コ 接による心室中旬医史書動刈極少が径度である

のはピームが虚血目炉心筋よりほずれているためと脅え

られ45 連動中止後心"φ 肩の傾揺は直ちに致聾す

るも。心電図変化iま5分後.で覆司でいる '"例は翠

勤時の OAGむ LVGも符ラてい"いが.菅野崎の

それには異常がみ勺れ年か司た

叫今;

〉内包....の所見である

s...陶

N

c

a

E

S

 

T
T
U
A
E
C
 
〈

谷 J

めとま
血血が征明された

安鯵崎のを動展途彫.."傘犯にで異常がみられず

選動負荷にて宵虫f';ST 低下を示す"暗についで 運

動碍"の心第シンチ心孟コー CAQ，LVOの所見に

ついて遂ぺた

症例Eのごと<. ，団の倹までは falup刷 itLn と

診断されたものも，温り返し検窪を行う ζ とにより心

筋虚血壱"明できた例 盤側5のどと〈還挽均の堅忍

動異常治心エコーでE明され. ζの2例の還勘時の

ぎT低下"心筋"'''カ原因であるう ζ れ信実のfalse

初回の心カテより約..月後に心3旬チの再検を行q

(0幽." 但"主再検時の翠刻中の LVGで痢

堕〈飴奮mellt2，めに著しい hl"pokin飼聞が生じてい

る ζの問胸繍怯生じでいない，見p篭掴(V"

'"の鑑下".. め切れた ζの"の CAG低吟「耐"Jr.. 

遅れのために.，..幽のE医療E甥はでき伝か。た

'"倒2怯".女性で運動負荷にで V，_v，で ST

にほ

た
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国2 定例1の心エヨーおよび遥動負荷d心筋 γンチ

"・IIlvtでは芯い しかしながる盆例1においてロ

ある崎には運動負荷時に ST低下するも騎衡はは〈

心エコ ー，心筋シンチ.LVG.CAQで興需を示さずz

乙@翁舎の ST低下@〆カ忌ズふについては不明であ

る 虚血に対する感受性が(.'1;;図が他の検牽に比し鋭

敏なの仇.....以外のZ原因で町が低下したのか興味

あるととろであるが ST低下の夜度に低差がみられ

〈よか。た

霊例2. 3， .で1:.(.1完シンテ，<、ェョー.CAG， 

LVG Iζて異常がみられず との運動時の ST低下の

〆およーズムt孟不明である との2盆4聞はいすれも女性

である ζのように建勤扱に異常かみゆれず。心電酒

豪4凶...佳を示す例I~ 多〈の縄告にみられるよう，~

lきとんど女性である・0 量動時 It:~ける ζのよう"

falle po・itiu"に対してi その原因究明に種々の震

剤に対する効果(釜高崎健剣， c旭術援篤..s.b偲量U，

.，・神笹."民絹等》をみるのも 勺の方法と考える

今後心電図の ST僅τの，カ品ズムの解明弘 心筋虚

血の野信法の温多により，ζ の E叫"戸創句"の定

路はしだL刈こ狭健と写り，つ引には精くなるであろう
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タリウム 201心筋シンチグラフ ィー にみられる事 種 陰 昨 欠 損 例

(M:14@纏2間負荷研究会，国坪'..日)

神車啓文・

図巻俊 一.

門図和紀・ 音図 章 ・

鈴木'*園・ 河合忠 ー・

はじめに

s，.性心疾患の2診断"運動負担育む電図が繁掬される

が ""司匹以来旬わが園においても，"マ1心筋シンチ

グラフィーが続たな怠慢野手段として外来信餅援に細え

られたその.. 断寧"鵬、“%酒"であるが，その符

興盤は:M-91%と高い窓項において協定勤眼疾患

o;ヰの原因による"守1心街シンチグ，フィ ーの陰彫

欠損例について途ぺる

Z 症例

(盤倒叫

33・俊男怯・L開国立胸痛が労作と縁関係に滋年来

ある 安'情および運動負荷心電図に縛に興需を底調b

f 窓動脈注S膨も正常で 孟ルゴJピン負荷チス bは

陰色で.?た還動負荷心街シ Yチグp ， で小さ

は心尖留軍怠影欠損がみられた wu，

〈盤側"

“・男怯異常'.c，.図のため摘査したが心エコー

にで心室中繍肥大と企s.が毘められた 心隙カデー

テル倹牽で怠1I1itl!1I3の医依"1:'なく.8，恨危畑b~

"b現"ほ，.也窓勤"には狭窄をaめはかーた

心筋シンチグ，フィーで，.心尖廊における陰"欠狙障が

明瞭で"'"よ段)， ""Tc 心プール像の subtr首"~

により心筋量厚橡..より明壕にはるとともに!心尖.. 

の自主彫欠損像も容..に判定可能とは勺た(限''1'股】

【盤倒的

....男色リヲマチ雀弁集室で大'動脈弁..a不全

症および‘，.の畑欄弁....匿を有した 労作時に換心

痛を訴え。運動負荷心電図で程度の虚血性'"低下そ

生じた心窟シ yチグ，ブィーでは左盆の盆大と心、尖

留のタリ.""取鑑下を留めた〈園"

〈盆倒的

関.. 女注入院Z週周前に糧，.の左片価指縁が也事L

. ..大学涯学..三肉付

~ ，.:'.¥:" 叫ー 叫 ん や官 - '. ~ 

酒 1 盤側1

..自負荷シ"グ"ι 【上段〉に小i!/"，，*J臨欠0'矢印〉を
思める運動..心電.，左翼需を永さ"かー，.

霊園には富良俗と白血正案'加をEめた 上"盤"タ息収縮

.'規発 ー過性の失樽免除bld;.，た GOT.CP監 の

上昇があり，揃iO:A沼化し，心筋シンチグ，フィ で

ほ多方凋で心尖蹴欠須がみられた咽叫臨床診

断は急性む筋炎であ勺た

〈司定例引

"・~包L プドワ膜炎の厚iEがM. 省飯原悔血を

(6年前 ζ受げた 絢邸レ..にて胞質性の線纏化.と筋

門S'J :.rパ腺屋大をIlm.腕生検にて締ザル""ー

シスの陰断を受けた心電周は心房結勤心"儀期外

収縮および V，.，のR故誠高を示した RIアンギオ

グ，ムおよび心プーN.にて心尖廊の僻収縮がみ切れ

心筋νンチグ，ふも4信 郎の陰"失績を示した "".， 



昭細"年12局 (l2.1後見"

'-'" 

174L 

." 
心S高シ，.グ，，，ー
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において

ANT 

LA045 

比

2・9
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国
園， '"例s

<..シyチグ，ヲィ !て玄室の位大と 瞬像ゑ〈ふ~で
("，駐駒川 H 間の町〈矢印〉がみ，れる

z .. 康

盤側"ま 飢T古心筋シンチグラヲ<.ーの訟少ない儀

暖色の"略である "聞の正調官窓酌家例で心""お

よび心筋炎の 4例を除〈と l例のみが心筋シンテグ

，フィ R・2主であ。た" ，j血嘗病lf..IUbd.i出叫えな

病変，冠動"怠・6法刊の眠判定の可能性も考えられるが

本側で陪U電図上は何る異常を包めていなL町 '"的緊

LA030 

LA060 L-LAT 

国. '"例‘
<窃シ"グ， 7 ~ -l:.c.仏軍"不!J!OJm同信.欠抱をS主，.多方向o.で.aされる



aω .覇軍司tt.J!!38壇場禄

回. "例g

<ミ…a・で 司r，.，制1:QB ，~~-"をみる叫シュ''f"?"' ...ζ且】 叩

叫.【帥 ).師団崎町制

スパスムの可後住baZ5が.~iV~ Iピ y鉱畿は"性

で，他，o心使阜も包め勺れはか，1主胤"る肌明心

筋省略取のばもっ舎についても肴摩する必穫がある

盤側"ま鹿大里心筋箆のl例でわれおれが行勺

た以前の検討では"， 15例中"例で心尖.. の....欠，.

~，.めた心4ì:A~欠績の理由として，左童館建S盛

期亙のよ昇， 中関伎の.，.健." あるいは.，民=

dial brld;illrの問題があると考えられるが，や"り

解断学的に£頃簡で心筋が布く ζ れ隠居2下震のよ

う"・ubtl1lCtio・""必るh、は=i..iollcrを用い

た心筋婦層自民により より連諸に別訴するζとができ

る

大島尿検窄霊の心筋シンテグ"与に"'.膨欠，.を生ず

否乙とがある司匹実はよく知られているが。盤側Sのよ

う r;.~二味大を伴う症例では心尖観閲小欠損をみó <

とがある 心7'tE:lイドーシスでも岡審査の所見をEめ

たが， <の場合も代3，."の聞圃"あるが.むしろ心

拡大によ."縛実的伝所見で心尖白隠思想および心尖

包収縮の誠少が主怨要因と考え切れた

盤側・， ，のよう忽心筋炎あるい信・四割..悶"
illr I釧闘があれば !，< .，，，.グ，ム上引"u欠損を生

じ診断よ有用である念丸 .."'"データと合わせて冠

動銀庚患との包創部必要である

ま と め

冠動買也実患との程別 Cおいて <，骨第シンチグ，ヲ q

ーは待異性S鳴〈 有用である しかし各纏むZ駐車で

....欠，.を生ずる省合があり， n疾患に+分""し

'ょが切~断す.必要がある い〈つかの.""翫上"

，.すぺ金代表塁側を呈示して縛鋭した

文 '肱

l)米倉.. 珊 'i!宇埼島記事理風神'.啓文，他

M問重品泌恒..tia"raphr..ith ..." 
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。重量~~Ui:!l ) あDがとうござt、ました

どなたかご見書ございませんか 心筒シンチをおや

りになーているーし@各免主方

。稲山〈九大)，ち"と..えていただ倉たいのですが

・岡部叫が非常に高い点信 也どもも閉じよーうな

結果を縛勺でいるのですが先生の場合協今までた

くさんm掴になーて4きました STが下が。て凶ほか

=，が intactである場合にシンテを江き令τi異常

が.ければ. 応異常が芯いというふうにご事断なさ

弔ているというニとでよろしゅうございますか

。，帽今.しました心筋祭や弁膜盆包どのザJ日エ

コ司怨どでルルアウトで金れぽ鰯%以上で室勤緊

には興需がないと冨えると思います しかし内エコ四

などの情昭がなく.ただγyチfZ貯見せ切れますと

句国fitily1:185'旨から鈎%の間ぐるι、にな弔てしま

いま烹可復忽動"以下の閑居について怯今後の険討

が必要です

。福山それから，先生のと乙ろの勧adromeX に

関するヂタで1;.prrfusion dd回が出るという

経験をなさ。ているわけですか

。拘置l:Syγldrom~ 玄で dof関t が出た鑑例はなL 、の

です S"ndromeXで STはかなり下がりますけれ

ども そういう例で"シ yチ1;eq制1'0041('.;いに屯

る例主ござL、ます机少な〈とも P雌山崎江窓側は

なか令たおけです

' .. 山あり3うとうございまし品

。盆「ヌほかにござも、ますか

1・2

。麓辺〈山形大)，皆さんシンチの鋤伎という"断畠準

で initinldef~1 といいます念、負荷車伎の defeet

をかなり"..になさラているわげですが炉心盆の樋

舎に~8 ましで delnyed i~ における，."・M

butionの有鋸というものをどの湿度評値にお使t、に

な，ているか!iI:lLたいと恩t、ます前の波留の方も

シンチの initia1d怜，~，だげで fabe 抑制，..と l 、

うお信もあ。たので，ちa今と伺いたL吐息います

。縛..'虚血と回rtissueの鑑別という忽味で

""・yed i~illl:が行われています:fJI， dtlayed 

m帽をそ栂り撃すc 3 - 4 時間待た ~，n 、とt 、げませ~

そ乙で.也たちは8'・雄舎でも発ftさせていただいた

分注俸を利用レております す芯わち遷動負荷中にl

固巨@俸注そ行い. .像後!安併時に再度調伽引を傍

注して.delayed. im勾ーを1時間後ぞらいに撮勺てお

りま吹それによーていわゆる tranlienti・ehemi&

を評価で舎.のではないかと恩令ております

。窓辺 u ，叫istri岡山のない ....boutが

ひどくなるよう"'"例では 本当の窓味の虚血ではな

く fib開制・ではないかという ことを宥えています

が そのへんをもう少し.rすしなければ主るえないだろ

うと考えております

。.. 啄 同感だと息L、ます

。....，山口大)，ストレスの直後の der，昭2の場合肱

必ず d.llll'・dim暗奮を徹勺て.dO凶，...で'"塵され

れば虚血という修断をつげても、いと思うのです d.

，.，“で金< initi凶と釜fJ1ftければ ζれはやはり

;1II1i叫が Z山.，陥sitiveであ勺てそれを.，血とす

.のは間途いだるうと恩います

。"'"大依それでいいと思うのですけれどむ i民

b闘"の包度以世嗣刷ーの分布緩zえあるいほ解像

能力の問題f.ど鍵しい点があると患いますが

。金沢〈座長〉也 会く棄人なんでち皐勺と伝えて

いただきたいのですが.ヨ修史実疾患で， AR 1:した方、

d.r館tが.ま したねあれはなぜですか

。9・m忍たちは LV の dil・，~U。固のため 'p健筆

のあたりで特に堅調区が蕩 <r.; ..，ているのじ，ない払

それかる .....11motionがかなり滋，ているため '00'

gated im勾哩上で陪蕩〈見え45ので怯忽L、かと宥えて



... 
怠ります

。金沢そう しますと， jj~ こ弁腺疾患で忽くても!た

とえば虚血性心岐患で&績が大きくは勺てくる 震が

薄〈伝令てくると怠れば.やtまり defeetが幽てくる

わげですね

。樽鷹山、 di¥t.t“組曲'OIllYO明 'h，を含めまし

.u学"舗.補峰

でIω時伺ti"ehec.rt f.副，.刊のようは霊例は.".

に司副11def闘が生じますので注憲し白、といけ

Sいと恩ラて留ります

。金沢ありがとうござι、ましたそれで1<， ζれか

ら総合討.に入りたいと存じます
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運動時酸素消費量測定におけるモーガン社製オキシログ白問題点

〈第1咽循環雲負商務，....四時Zs6 8) 

金木英給制杉本 E 明制

余川 茂・ι 井内和宰・1

補間忠夫・1 小野寺孝一".臭 図 忠行"

はじIt>に

還動中，~，度察官舞量('0'0.)品心疾患患者の遜動耐

容催問符価，リハピリテ ジ.ン崎の温切"運動畳決

定や虐須の効果判定の指腐として広〈用いられてい.

.ーガン金主観オキシ冒グ健 かかる還勤惰酸素;清貧畳

測定を罰使容易とする目的τ側発されたものであるが，

測定に際心て幾つかの仮定を前後とす.ため その繍

皮が".. ，とはる 夜々は運動時.... 講al量を本法とダ

グヲスパヲグ醤とで簡略測定し比叡するととによりオ

キシログのもつ聞u.. を検討した

工 対象と方法

対象は健康信男子II人とした年齢は"..-ω1ft.

手均'"患で~，た 運動負荷はトレヲドミルを周いI

多毘舟方式 Bro閣の夜法〈各ステーνの適度を廊接

62.S%とした}に健司た 負荷は敏識者が続行不絡を

訴えるまで続けた

ダグラスパッグには運動前立位s分間と'"勤時各ス

テ ジの"後の1分晶1回復刻1分 S分 5分の各

1分砲の呼気を提"し 初分以内に三栄剥Eの呼気ガ

スモユタ IHZl にて倣乳炭酸ガス担度を分析し，

VO恥呼吸商 (RQ)を求めた "ヲグ中の呼気量"水

谷情aDS-SA-T興位支がスメ タを用いて測定し

た 向湾にオキクログを用いて還勤前立位運動防，

回復..の金径過を通して1分ごとにマO..MII:げE'

をチ.，タした

E 績 果

..路軍動負荷時 "0.についてオキシ冒グとダグ

ラスバヲグとで縄られた健の相関を各例ごとにみた色

のである 寝中に示すように，それぞれの例における

表. "トシログによる.0*1側資盆 (VO.ox)'loc)
とダグラスパッグによる..集消費畳

〈守0，'時〉の相関

hl 」‘ B • 
a ，. .・ _I.M ." • 。H _L~9 。錨
' 0.14 1.41 。...
‘ 

O. 93 _0.81 O. 99 

E 2ω _I.M •• • • 0.11 -.叫 ... 
T ..・5 _0.11 O. 93 

ー
0.9$ -0.60 1ω 

' 
•. n a錫 1個.. .... _0.86 。"

n ..・・ -，.日 •. .. 
Y栂〈聞ψ係。".

，o~11"，，) _ .a.::c(申o.~)..B

E費者の擁係をy.・AX+Bの回格式で表し A健とB

".よぴ相関係激rを求めた 掴蘭係慾は0.9咽-1.00

と包."て良い個闘を示した阻1上段は各ステ ジ別

伝オキゾログと〆グラスパヲグによる "0.の平均を

比被した色のである。負荷の金ステージに.いて!オ

キシログによる値"ダグラスバッグによるよりも低

値を示したが!回復期E分の値で"ζの関係依退転し

ているζとが注目された各ステージに.砂る "0.
の測定催の解怠を個々の例においてみたのが咽の同札

下段である 図~"ば商肴の差を実測値で図 l下段

怯それをダグラスパヲグによる値に対する百分司訟で哀

した 育分継で示した両者の遺棄は負荷の概~均よりも

15分後すなわちステージ Sあたりから小さくはる傾向

がみられ。回復刻には両者の関係は大きく昆れた百

分渇句麗筆は遅刻中は 20.1%土13.9(80)%低いし-

7.1土11.5%の間にありI 回復期'"ま+9.26土湖 沼%

はいしー幻 1土23.5%の品引ζあqた。国2怯運動盤に

.、 富山医u爽将大学医参.第三内科 ・.，息 調医学..鍵体育>>・...失検牽.
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各ステー'./別オヰシログによる後気量

〈マEoxylog)とダグラスパヮグによる

検~lt CVE治時】の関係

悶3

各ステージ別オキシログによる角度識泊費量

作o.却"，，)とググラヌパヲタによる酸

察情殴量 (VO，凶がの繍係

J 

図 1

"が21分後で18分後の盛より低値を示しているのは

初 11m;回以上は測定不能というオキ"0グ@換気量

測定の限界を復している 臨S中段はこつの測定性に

よる実測催の霊園S下段位百分事総差を示す百分-e 

.. 
U 

，.鼠gca忍輩出分援を除いては，.，ま12.8 ~話と .， 1土

&.6!，';:の「町二あ qた

'1 f Z 

ii 
ι 

H 
，・

Bを用いて槻邑周回刻

表2に示したようなダグ

"パッグによるR想定値との縄閣という点で検討した

ものである裂の上段守0，に闘してォ"';'-1>グA

でほ絹凶係数0.97_1印。 Bで{言。 93-1∞でhり

畿のT'量の鋭気置に関しても AB閣で大会館監はみ

."位二つのオキシログA

定縦の愛異をS例においてi

..・・， ， 
m 明" • " u • ， ， 

......・
凧 、

" 
" 

量動による呼吸商 (RQ、の変化悶2

るれなか，たRQの度化をみたむのでるる RQは安静崎市 89

運動の側始とともにO.76:!:O.1lと伝盤を示し，

よる

" 
運動中の .0，の.キ'"グによ

肴

"検討において!

る鑑ばダグラスパヲグによる依よりbや智正〈軒測さ

E 
ま乱 11，

やがてEに近づいた RQ同 lにな今たの隊出分後あ

たり，すなわちステージ'-6にかげてであqた

RQ ，三回復"に"逆に高値と主り， 3分後!こlま1.26士

その程度は 20__7%であ今た

暑は退勤時間経過とともに小さ〈なり 通勤薩後'"孟

，今シログによる鑑の方がむしろ大.，怠る傾肉があ

.や vaグの本俸は望動ガスザyプ'J'"グ袋星，

そLてこの鼠れ0.11と，"，た ，"'は換気量について.キシ司グによ

るものとタグ，スパγグによるものとを比校したもの

勺ず』オキ γロクによる""

国よ"にみるごとく後気震は金録的にオキシ

ログによる方が高値を示した

である



" 
表2 E金景清捜量およ3換気量におけ'*キシログm

の差異

..シログ. オ争シoグB

A B ， 』色 B ， 

"" 。 " _0. !:I 一色伺 aω 
，- ， 。釘 _1.55 也君' "封 ー札口 0.93 

C闘 g 。掲 -，“ 1曲 札 岨 -.‘T 。"
J.-ー一一一L一一-

Y(守0・勾崎，--玄〈す0....う.B
z繍関係訟

嗣
Y(令Eo~1 1o，ω ・A玄(VE~ω.. 
r結潤S県富実

酸素アナライザおよびヨンピa タ の各ユ~ット

よりなり ヂタタル表示容にはコンピ墨ーターで温度

と気匡を情寵した分時後寝泊費哲也分椅換気~.積算

厳司量消U.積算検"""が表示される 酸素i剤費量を

求める順三えは図4のょっに蝿気量・呼気量つまり腕胞

より血中に移る O.量と血中から腕胞へ啓行する囚2

量は等しい{呼吸:i!'"1)という仮定に.. づいてい.

還勤中の RQにつ、て怯これまで逗動閣始後3分

とるまでー均減少が包め切れ以役割前増す.といわれて

いる。 そζで.，宇宙L運動中の良Qを倹討したとと

v・ m・~"醐M・
(S1'PDl 

伊。.'u似...山-P<l，・.，1.・..同x'・1.1...，;，.吋 ..

2ω 

図‘ オキシログ.~構造および照沼

..家屋..第38者福緑

る，運動開始玲には-!i;j!iiiiを示し，次いでお分を盗

えるころかり 1に近づく ζ とが見いだされたオキシ

ログの原理によれば護活閣に俗守O.の錫差は この

あたりで綾小と宿るはずであり また実識にその01"，

がみるれたことが理解できる ところで.RQ=1と

したために生じ.o '9"0，の百分事録釜信 (RQ-l)X 

呼気のa捜索分庄(%)で表される ζれによれ"破棄分

LE17-18%としたとき.1>分後の RQ0錦のときの

"謹は 0.34%.逐動開始時の RQ0.15のときの，.

饗は-4.5%のはずであ. 実測された銀差は乙れよ

りかはり大き""自慢"ま RQ_lによる民..だけで

は".，のつかu、因子の関与が示唆された 回復刻l

分後ではオキク包グによる鎌の方が大きくな，たがe

zれはこの時期の急搬な呼吸の際化に対しです牟シ2

グ怯l分以内定の急速.会堂町ができないためで信江い

かと思われま との原因としては ミキシングの際I

a滋"ガス"度の変化に対して オキレログに廟いる

れているポ ラeグラフ O.電阪の応答が謹話するた

め"ではないかと恩われた

VE I主オ争 γログによ~1iiJl高〈測定されたがその

観遣はわずかであ勺た 21分後にこの関係は辺伝した

ことは*キ::-'"グの機後上の限界と思われoが結1a;1

lliしに〈いと考える

*キソログ吸器問阿佐リ隆のパラ γキが小さか勺たこ

と仁志呼値し℃ょいと思われる

結 '"

"陵ifi;荷量震は3ナキシログ1去による頃合怯ダグラ

スバッグ法による場合よりも 還勤前中において

7.1--2Il.l%.;小さく測定され運動彼自復期1

分でほζの関係怯逆転ナる

2)オキ γログ憶が前伐とする RQ・( I丞 B"国

喪援による躍動日分ステ グ5から圃沼周I分までの

聞に得られる

3) l!lj!!l，lI!まオキシログで‘ 1_18.99沼やや高く測

定されたがζの傾向は運動血中I 後を遇じてほとん

ど変化し広い

. ，測定に関して*キシログ1IZ!r.占の差異{ま小さい

" .氏
。石図意ー，他"箭'"学 野 118.19喝2
"三条ヲ守鬼他呼吸と!1m: 28: 153， 1982. 



昭和時8年"月(12， 1983) .. 
トレッドミル運動試験と体酸素摂取量

ー一労作性狭心症について

〈第"/OJ循潔翠負荷研究会， 1982朱，.，日〉

畑 奥武' 岸関 治・

はじめ に

運動負荷時の体厳禁俵取量 (VO，)は身体的仕$能

力のよき借繍とされ"ており。運動選手のトレー品ン

グの効果や心筋梗憲のリハピリテーシ，ンあ畠いほ心

疾患の段能分類に対する判定に用いられている しか

し 労作健学ん径の運動負荷時の <'0，がいかなる窓

穫を待つか陪いまf耳て明の点が多t、 ιの点を明りか

にするために労作盤狭心症患者と健常者t対し ト

レッドミル運動，，，.を施斤同時に VO盆を測定し商

務にて比般検針した

Z 対象と方法

対象は労作性狭心症 (CAD欝〉を有す~男11例

女 4例の針15例で平勾年齢信“ 5土6.8餓であり!

健常者18例制鶴男12侭女6例“ Z土14.4tJll

を対照として用いた 姶..例俗鼠験自の1週間前より

銑E良心症講を中止し刈心筋使容伝;iJJilJW:， ~:嶋弁膜

症!呼吸器疾患例は本研究から除外した

濯動負荷は B，"閣法で行い，還ヨめの終了目"は

CAD J:草でlま胸痛を伴う虚血栓 ST下降 N群では疲

労とした両震ともEを変えて2回以よ運動鼠験を行

い 2回目以後の銀河議成績が本研究に探用された < 
電図は II• Y，.V，爵導"て還動前中終了後6分

まで沼健包録しt また運動やおよび終了後に血圧

<，'盲放をZ分ごとに測定し m'εP'四 .Ureprod拠 t

(RPP，double product) を算出した

'¥10， tまアニユマ社製 R15聞にて捌定し 運動前にで

5分以上安静坐位をとらせ ζれを 1M'"とみ包しl

運動中 終7後にわたり進縫測定した

運動銀敏にて得られた"大体破棄t買取量'¥10.mu 

トレッドミル運動崎間およびa最大心拍数沼Rmuは

性年齢の膨智を受げるので。道綱引"の補正式を用

• a:e::a軒大学.ー内約

いて%VO.JnIIX， .1o'Time， %HR組"を算出し，後

討に加えた

冠動脈遺影は J叫 ki訓話"て行、、'.759砧uの狭

窄を有2患の病夜ありとみなした 労作性狭心症の金例

に施行しその内訳は1綾病変5例多筏蛾変10例で

あ勺た 健常者には窓動脈逸修ば行わ誌か勺た

E 結集

図1は健常者習時 (NI野〉と狭心径群 (CADJ時)に

対する VO.JnII玄の関係を示す NI尊信28.8まas
n>l/min/kgであ.のに対し。 CADI撃は20..土'.8

mJβ凶ν同であり，前者に比して後者で有窓の差を

いて低か北 (p<O.町 r;vo，国 Z において

前者がす9.，土19.1夕張。後者59.7ま15.4f"であり!実測

値のそれと周傑な関係が得られた (pく:0.01)

商群におげ.トレッド、ル運動時"目立N理事でlま必9

土137秒であるのに対し C.AD，障は281土""秒であ

り，有愈の筆をもヲて後者で短か勺た (pく0∞1)

そこで各欝に留りる 》レヲドミル窪勤時間と す0，皿昆孟

の関係を図2に示す NI尊および CADI障ともに有怠

の盤をらーでEの何日明関係が包められた (NI撃 r胃

0.8640. Pく0ω1，CAD!隠 r・0.6451，P <0. 01). 

%VO，と%time0;唱閣にも問機の関係¥.bliiりれた (N

Z障 r寧 0.7錨'pく0∞1，CAD 1誇 r=0.民i53.

p<O.05) 

"動的と終了後の心m.設の"..心m滋につ崎、て調

べると.N容では 79.2:1:15.6/1叫n.， CAD I揮は 55.9

土17.0;1凶 aであ。た .血豆も前者が 57.7土20.1

盟国H" 後者 40.7土18.7皿皿H，であり いずれも

有"の2棄をも勺て CAD"で低値を示した (p<

0.001， p <0. 051. 4RPP ばN'障で188土53.10-'

b飽 ts.mm玄r/min.CAD I揮".土"であり，有Z訟の

差をも勺て後者で低か勺た (pく:0.01)



" 
。O!m.x(剛 1m・n!1cg)

" ••• 
.. 

• • • • 30 • 
-• 

、
五

20 、，、
.
F
S

" • 
10 

。
CAD N 

18 何司 "

20・:!:::4.8 2U土8.8

! P<O.OI r 

阻E 退勤負荷隊裁における労作位決心症 (CJ.D)と

健常者 (N) の体般~慣窓億円。・〉の比校

守0，'ID4l1:と..乙崎tiの鴎係について.対毘でほ有

患の歪の相関関係が縄られた (r_O.6353， p<O.Ol). 

方.CAO &:1:で"盤側散が少ないためと常え勺れる

が 有flJl繍聞は毘め勺れなか.た

VO.m..xと血圧の関係では。 CADItで有Z障の正帽

慣を得 t~ tJl ( r ・ O..5~i5， P <0. 05). ~ tf.では有墨江

関係踏みるれSか勺た

園町1åRPP とす0，の'"~を示1"fJl. CAD Z$ 

およびN院においてI 有き患の豆@縮慣が1・られた《留

のおの，<.偲】

" ，号事および結語

遺動負荷広績を用いた研究の際にI まず閉居と4なる

のが蓮'由民..の再曳性である 富国る"によれば開

aJi!!'-"第3s檀繍録
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11' .. 酸震被"量と . d蜘"・，.侃~，の関係

畑出岡山山町四回叫

自のa勤鼠験の場合にω分以ょの間隔で汚うと RPP

や守0，<は変化tJu~;)・.たので慣れおよび w~m

up !l1I!.がはし再凄性が思め切れた ー方" Fr副 B

.h~ ら" 陪 E 週間層で縁り還し沼動訳裁を行うと.

VO， IlIoU に"変化"芯いが遅刻崎明に有!lの噌却

を慰めた われわれの場合には目安"めて 2函以よ

還3助成政を施行しI還勤筒r.，zよσ.0，聞陣Z に再

現怯がみられた値を採用した

運動負荷筏置~還動鼠忠実のプ包ト=ルぼ各'"役にて

奥はるので，墨勤耐容径を間ーに比限停留する ζ と

がで・G也九かかる悶・を解決すot:>>に，われわれ

11 VO・の測定念晴周で..ると考え その字結めに鍵

書信者と労作絵2受信霊の守'0.ma孟値を従来の，~" " 

m タとで比校した

'0，回忌は健常者総に比しで， C.¥D I揮で有意の

"をも今て低値を示した 乙の理由として信 VO， 

1之島大心槍幽霊と愚大動停来週臨票依遣によ，てiH:る
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が慮'"性心疾患の治会には健常者に比して!心罰歯車

罵摘R量の指S慢で"る RPPが鑑<.心徳也Il念ゆえI

いために伝値を示したと考えるれる B~I;t心疾患

患者の"'"的権箆....には ψO.muの測定が有用

であると途ぺているがわれわれの成績かゆも間際9.

"繍が得られた 今回路医院肢が少屯か令たた硲~討

で舎なか勺たが CADTの."度の判定にも'0'6.
mall: ~測定が有用であるかもしれない

さらに本研究でほ触れなか，た均九斑剤効果判定の

際応用い切れる;r動耐容佳の野信のためにすO.を測

定する ζとほ有用である すなわち粛鋼使用後にて

温勤時F曲噌卸し。かっ >0，国三 の調.. 時停，た

場舎には罵網による4二4白幽盆の噌加が考えりれるが

'9'0， IDU /)年度あるい''''少したときに巳宋，，，.，，

の白事の改書あるい俗他の複序を考虚し広げれば伝る

立い M.・k・w;t，ら削によれば労作性狭心底に溢

"るlIirtdipi~ ーによる運動酎容量の晴加の樋，，1<

後与網畿での守O.mu  11::1::差信玄く RPP o滅

少がみられたので.冠動脈血疏畳の明加こて心筋虚血

の芝生俸による心飽也震の増'"に基づくのでは"く。心

筋....泊費量の誠少に繕するとした 志研究において

VO. max 隠遁勤崎間および R"との聞に宥"の関

係"""るれたので.かかる目的のために 守0，1::有

期であると考えるれる

令0.1ま鎗官官者および心疾患例におげるト ν-.::.;.-

グ効果"対する権能容量の傍舗にも用い切れる Ad 

.m.ら・によれば， ，目/遇の劃舎で11週にわた勺て

"“同宿を汗今た習場と金〈トレーニングを範行しなか

噌たE撃の '(1"0，m.ax をlt叙したとζる.非トレー，

yグE揮の VO，mall:には"化憾みられなか句たのに

対し 砂ν-，ング鶴のそれβ有怠に増加した懲ら

隠その守O.の槽舗の鰻"として心拘自由量の治加よ

" 
りも動鯵鼠破棄叡盤のtt1J;I:Jiづ〈とみなし.かか6

破棄鮫震のh・"'，主身体の作業筋かるの園陸衰の増加によ

るものであるうと述べた

ーヨ弘 D.笥暑個dorferら"は定動原疾息"にお砂る

かレーニ::.:.-グ効果を..べたと乙ろ，事均"渇のトレ

品ング プログラムの完了後には， '(1"0， mu  1ま増加

しはか叩たにもかかわらず血血佐官夜化lま消失し

心筋虚血をきたす飼の上昇をmめかつ."はトレ

ー品Y グ前に比して終了後で僅舗を来した ζの結果

から，外的校事効率の滑強が心筋三傘ルギー梢債を歳

少で倉昌ζとが示唆された

とζろで '0.の値は MET・に.. 寡で.るが.

心疾患例に"げる ，，，ピ，テーシzンの僚の仕g量を

示す遍当r.:t置..として .""が用いられる傾掬にあ

り，かかる目的にも '0.の測定tま重要である

以上より， 令O. の地舗はそれだ砂~必e po..n 

の大.ぃζとを示し，持久的運勘能力が拠?軍で舎るの

でl 特にその運動耐容能の倒的を会たす労作位決.c，，11.

を有する患者に守O.を測定するむと陪前還のごとく，

.震度，..煎効果判忠 トレ-.::.:.-グ鋤果 十、ピリ

テーシ.~などに対し有用である
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" ..続医学惣舗巻宿怨

低圧環境下Kおける運動員荷時血行動態

浅野勝己・紙 袋

ロじ'"に

催。払録匡温泉におげる翠胎時血行動Sについて

は b・0ー刊のChristeollel1へA.皿山・組"そして

.. 信組d"らの先庭的研究を始めとして数多〈の研

究U 創舗闘がはされている'<， その後序の解明はいまだ

十分で'" また左皐叙纏能に..，ます...の倹鈴州制

は会わ調。て少なく 絡に是大沼動均に関する線告培い

ま"屯されていない そζで K~包ur' " の?督自薦する

lo...bnderの hirhalt.itude hypos凶応対する''''

としての開削泊"thr曽 hold但施。皿高度〉と.dis 

turb_ thrnhold (.ωω 皿高度〉について約同

分前後の急性修医環境下におげるa最大下およびa医大運

動碕の血行勘唱について検討したい

Z 対象および方員長

a度検者1121・，-28./1.の健常Z友人男手 7 人で~る 測

定，，，.度25"Ç.温度開%に保持した~Il 61m'の人

体周理加傾.，護軍(Ii泡鎚)を用い平座下!ぉ∞m

担当高度 (59喝且mHg)および....担当責度〈俗2

mmHo:)の8箇をそれぞれ， . ，個とし少包〈とも

1I8f.l.土の閣隔をおいて実纏した MaoよぴWE透
度l!10-2(111¥関H.I分とした各高1!'t.'1J尽くとも'"

分冊同安....惣を保持した後に まず守ドル上の坐位

~努で3民俗崎測定を s 分担喝行い "畿会.ナータ製自

伝車作集計により， .ωkp血/分と 810kpm/分刊の2種

のa医大下遥勤~. ，旬舎の休息を隠さみ各6分間ずつ負

荷した ""ζ1関切"'分から開始し1kptで'"分

どとに，.，切'"分ずつ 3kpa土ではl分aに90

tpml分ずつ負荷を厳増して・.h刷・t;OIl IC歪与しめ

た 0， m取量{令0"ばダグ，スパ，グ法により。安

修崎信 5#r.ιa医大下.. 勤時では‘a・5分目を探無し.

..大混勧でI!exhault.ioD ii直前の2求刑..をr;Mした

呼気分8時にはUffスで駿正した質量分野計{Perkio-

m血釘袈)を用いた心鎗:112:(Q)は安静崎にまZい

(1616因循環詩集荷続究会， 1総2隼'.，目)

晃・ 紅 露 世男"

て 1.，.，皿<IeC4rdiosrapb (lFM 担)により K"~

ierkの方俸に筆じて-->l'自畠'($'町を求払心捻a
(Blむを乗じて求めた ー方。.&1'1"1ではCO，，専呼張

S舎により調院大下遷E臨時には.-.如ζ 最大運動向K

"運動直後に測定した 動脈血 0，飽和度⑮‘0.)I志

o.旭川町 (He"lettPae回'"製}を用いイヤピース

8きにより.また ...選後約1と劃定した 血液ガスは

F，同町;，..の方貯とより 手".. を倍、必℃に加島

保温して... 最血を艶努血化い"芭.".に鋼入した湾

紙併に遅織する三方活桧を介して遁S定的に~'"し . IL 

，ーター'303により分析した主事忽諸問栂 C町 I)I:

4嶋歯諮により 金収編時間 (QS，>友愛覆由時間

(LVET)， lIIl駆出向r.n(PEP)さ切に PE?jLVET

比を求めた な.2SV および snの分析1:'ECG， 

PCG省よσインピーダンス微分滋型を院暗記録して

行令た

E 繍 集

図引ま HRの"化と '0，め関係委各高度別にみ

たもので鰻大下運動 (5~Oと 810kp皿/分)では武四

血で‘"と SF同 地大綱胴そ 剣醐aで18%とlOf留

の有忠信楢加(pく:0.01)を示している 方';.隆夫a
..で t意思醐固で手医下と開布信組で~るが<000.

でほ‘."の有:ttf~~少を示した

図2は SVおよびQの""と ψ0，の関係を各高度

別lζみた もので。まず sv ，孟・0，がlまfま 2 1/~分まで

は各薦。をとら議噌し その磁，.常化し高度差は!.'Jめゆ

出い ー方. Q I主醐』聞けで11醐皿で10笥1

・000.で21%と平E下に比し噌，.傾向を示す.久 810

kp風/分でほ各認定度とも関等で~，た また愛犬，... 

崎信各高度ともほ~!' 16//分前後にあ勺たが，“強o.
では平医下に比し'"の減少傾勾を示していo

飼a1:' 1':10.と匂0，の"化と令0，の関係を各

高度別院みたbので。まず PaO.I孟~"時では平座下

で寧均鈎回皿8&，，2000箇で花園田H，.さらに誕100.

. .""司I"lt，，"*::<o~生息学頃究傘 - .也大学;;;1J.t!*~長



後lI!3'.51盟問

酬の加盟闘より媛大連a酬の出国間へとほ

ぼ直線的に短縮し PEPのような定常化まみりれ"い

さらに目叩，VET比l怠 PEP，LV町と閉じく高

度袋凶〈 ヨ長野袴叫切開より闘の釣1切徐ノ分

に至るまで低減し0.33を示すが，その後最大運動時に

億底思風下の昼大r運動苛に心他薦趨の鐙ζ る機'"

の低下..顎動脈依などの化学受容

"を介して循環命綱区を賦活するためmaaa，あるい拡交

..~匿系を.. 通して血中カテョ， t jI分泌が高過する

血で仰 mmH;:IC低下している

時でt三零墨下で平勾96%.2(剛m で 93~.

'"拘置で81f;であるが，運動により各高度とも噺援

し相ζ 岨.. で著しい 金大選動で".剛固

". .別加o. で751~に低減している

で関

まず PEPはヨ，.. 時c)110 ms<<よりHR

その

LVET I孟"

C也 噌 凶 inPao，・d ・由E・'0，踊turatiCm

，，，，0，】dl1ring園、'l1bma玄盟副崎d m・"
凶咽rkat圃 .... ，.副.....‘棚m
.，ml1l1岨・ltitl1お

運動こより各高度とも漸減傾

舗皿H，.醐
またs.o.，孟，.&

さらt己

の鵬係を各高度別にみ

。-" 
- 十 醐 m

τ. 

2。∞m

SL 

が約1ω他/~I~遣するまで竃織的に鉱援する念丸

を示しているーあ

4醐 m

4α訓，.

日

ーー←+ー←

【Hni例.， 
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• 

で鋪 mmHIIであるが，

a長大運動でほ叡醐阪で
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a長野医学第"..摘録" 
平均血圧を祷下させ血"'lt大をもたらすとする.，聡急

伊の俗舗と M裕司町 る惜の隠怠釣過換気のQ増大

の実"から."匡下の過倹，.."よる P叫低下がQ増

大に寄与すõ可能盤を忽定ずる Sten~r富らmの考察

も否定で舎はい

"に各高度での最大運動時SoO.より動様血 O.含

• CC凶 .1を求めると.叡聞.で 17.81"01%.4000m

で 15.0.。怖と目 。』副鎗liCc.o，】xQで矛

されるので!。回吋哩E下!田..が同等でも醐租

で'"誠少しているため，各高度での'9'0，=低下

"ω""で10%.4，ωo.で25M !1.主に【:eao，】の
鑑滋広島Z闘してい.と考え各れる

/!(に俵互の安静および遁動河の"'"怒沼能への彫.

総本初来では明らかで'よし 名高度とも商事の応答を

来したす匂わ;PEP/LVET比は高度の釜怨〈

宵R約160依/分まで低調II:L.SV上昇と信徒して左室

収縮能の織選が忽定される憎 しかし RRがき ゅに

..却すると LVEl'の煩繍が~..ずるのに対し。

がほZ定常化するた拾 PEP/L.vET比l主上鼻する

乙れほ W闘・lu ら闘の術情で!;t.:E哀限措能低下を

.，仰する/)t， SV IまZ隆夫遷動において定常化するので，

鎗幽範と紙調官能の聞に矛盾が生じる ，易収浴後箆

下があるとすれば EDV !l1lf，込どによるなんらかの

循慣が鑑ζ。ているとも考えもれる ー方，

160抱/分以上の窃合にも PEF/LVET比の高低が玄

室収縮飽の低下"よぴ上界の指慣と伝りうるか否かの

点ら今宮農の環掴と恩われる

。11'0 1_1 
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ため揃忽どの仮民が知られてい..，伝研究で製四国

より榊o.での心飽"渇."勾帽に平E下より大き

しとれは ω切血での俊夫下選勤"

R"霊

21/1.-28歳の健 "成人男子1人について，策四

mおよび 4ωo.相当高"にS柄。分前後暴Zし 各6
分間の 2摘のa最大下辺動と金大辺助を行令た

@ ・大下運動 "回と 810kpml分)時 R.は，

高度ととhlC:t，加い 2000.で4%と'" 似通o.
で18%と10%唱であり..，大下逼動停鍋h凹 v，出 m
QI志田..で10% 岨裕包

約要N 

@ 

で21"の有窓の均聞大を

HR 1，伺倒/分{1TO.来した SVばi'Ii!ltr.!llc差かは(.

2/1分)まで河町噌復b定常化し化

③低庄の還勤時左室収繍緒への影.は明らかで江

(， 3高度とも同等の応答を示した ずはわち PEP(

約 HRの160他/分まで低調臨したが，LVET .!tl!. 

震泊。皿での 68mmHrより明らかに低

温である乙とがその原因のーっと思われる〈図3)

方。集大道動向の藍Rli‘∞。mで有.，の訟少を示

したが，ζ れについて隠IiFlIQ，脱獄が心筋の S-A

""'.への竃告書作用による曹噌叫問U由邑の高遣に

起罰しているとするee.-retelli"のg支B砲を借衝できる

ζ のた拾に 4拠調o.での俊夫運動旬、4は平匡下に比し

6%(T)~少傾向を示したものと恩われる次"悦o

kpml分のa医大下週勤時。は含棚闘で10%，4醐 E

で21%の増大傾向にあat;!， ζれは SVが平亙下と

ほぼ局等で~るので心位貫通にg，.していると考えも

れo.s回b吋 る，nb 4(蜘聞での醐切"'分でQ

.. 唱%増大したとして，筑10Ir.pza/分での"%より増大

司区間犬舎いζとを認めていo.，広野究でほ810包，./

分でのQIま平座下とほ"同等であーたζとから。低匡

下運動時のQの噌大は媛大下運動でも比叡的極度の負

術時に'"しいものと思われ否 ζの鹿屋下運動喝の。

増大について11，Ii P岨.剥滋の，..."官笛混紡果が

..0.念斗4

mmHgで
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HRの会・'"とともに。 OV"'怒鳴と PEP10定常化

のためK:PEP /INET比はよ昇傾向を示した

lt 献

1)朝比奈ー男高治 にS皆げ.・a・鱒， "学のあゆ

み "(12): 6鎚-673.1968

2)複野IJe..草野...彦組鶴孝信産環境ずの血

命政祭休カ将零"(・): 19S-1掬 1971.

1)滋野..ι 野村"男斉Iiヲ1j:Je.W.G.ReM，o 

高所 Hyp・m・0侃10m，4000也およびお四国相

当高aつにお砂.翠勧両呼吸細血系応答符怯の麟

完遂動処方領究 1，総3421，1掲ε。A・.，"阻 Eω' Ni由a 低~ eazdiac 

脚色put111 res亀・lKi..ark ・.t10'" 駒 dhirk 

Ol<y~ p~.ur句 Aeta Pby・ioLSoond. SS 

13-83.19'>>. 

5) A柑 udP.O.: cire由旬ry1M rapira初'y

別崎戸田e旬鈍uteau.d prol。時・dhyp陥E陣

during be・~y enrcise.Se.bweiz. Z. Spol1med，. 

1. : 16-26，1'輔

的.瓜unbram'ni1nV..箆且....bikV.$句........ 
ac.位当dRo，.-S. B. ; Effeet. of hich a1titude 

byP・J:ia011. lett fmtri叫 u ・"旬.lieti叫

intfl'v“2 凶温 旬 Br.H飽 rtJ. s7 : 212-216， 
1975 

T) BI・ck J. E..~ Rωdie 1. C. τ，，， 1II ... )，.nillll 

。g血血胆 ;11fOlUrm叩 l町間崎町

durWIi hypo:li‘J. Pbyai叫 143: 226-235.1958 

8) CerN!t.elli P.: Li皿ting!&ctc同旬。'Y酔且

t醐.，，"個 Mt.E.~t. J. Appl Phy，;oL 
“ ‘"・舗1，1976.

めChri・旬四回E.R. ，00 A..区代判IJh: F日常智"，，"

"ueh阻 E句 dieWirkullo; Dled.rii'er 0， 
Sゆ制，-ωfBllbenlli宅情紘aι.... 
PbY'治ιn:1‘5， 19:孤

" 
10) Cunllin;bam W. L... B側主町 E.J.ud Kre隠-

F. 白teehol阻羽目出 plumaIlDd urine "t 

birb aI出吋e.J. Appl. Pbys;。ι，，(.・): 607-610， 
l悦おi

11) Forater B. V.， Deznpa.句 J..A.， ThOllIlOClム

Vidntlr E. aud doP;1j(I G. A. : E，・tia以.iooof 

arurial PO.， POO" pB aud I・"t&UIfr低温

・尻町旭h・， .ω。usbloo込 J.A.ppL Pb，liol 
12m : 134-137，1912. 

12) H叫"'，租 B.N.1l!姐 Gronl'R.FαR叫aω'y

“.p~亀'"旬 high ・iltitude. An胤.....鍵i

1・U9-152， 1鋭紘

u)玄OnIUP. L : Cin:gJ，・句"“.，..助制"
bYPOltif. Pbl1ioL Re-o. SI(-I) 隠7・裕司1，1959.

1的 K，創<<1'F. : Tn.l:Ider-of Oltlgen ill ID'姐="
bYPQil:ia .t rest凶 齢 相=u.聞民

Sehwei.LZ，.Sp・rt"""，，.1C: 1-15，1栄松

15) )feGr句切 ....D怖t9'1IoII R. E.包.....回担
N. M. : hlfiu問。r即 岡 山 副

'''''~伺til&.ti個個 cardiu output ID. m.an. 

J.AppLPh，..ioL1t{6) :933甥'.-
16) Rumu'Ha  J.P.句 B鍵b-J個~pωdK・~

T.: cbanr舗"・，..totktimI!国句"“.，巴.... ・1句 wi.eiD麿包..iDfhypo.lI& A4t.a A忌ae.th，

'"岨 a・1-7，1975
17) Stmho官官ムEkblomB阻， .館山R.

山岡山醐向山間地 .t11111曲凶

"山凶、ω00111.J. Appl. Ph，y・ioL21(5) 

1589-15制.l966

18) Wei・・luA弘，Bun.W.5..111!d S油田''''
C. D. : Beclside袖山畑山叫叫倒。2

.組制肌larfWlOtloo ill m.an. Am. J. Cudi.oL 

."め 577-583.1製樋



" 級車瞬!!!J!:..38.爾降

運動負荷によるヘモグロピン酸素緩和性白変化

"，，"圃語圏畢負荷研究会.19舵年z月s日]

定 利 勝・ 内 E事 田・

酒井規光・ 岡 由紀子・ 蘇原寛敏・

天野直美・ 綜 直樹・ 竹内罵左也・

測定し.1ft1tl1!lま平坦ヘをグロピ y温度 {MCB。をIt

"した 血液 pHを A.c!idB・"'Labora切ryABL-l 

(RodI.田町払 c."由緒個}にて測定した"血

縁 230PGIt Siga.a Idtにより測定し.ヘモグ担ピ

>Ilで橋正した へそグロピ y盛衰WJliIIIll!!普=ト

o.-A.lUJy即 rrcs，ιg剛山皿抑同区て E目

。J:bllff"，を周い pBlω.U 3'7'C. 00. 0 mmBr 

にで憎かせヘモグEピン厳索現相性は P鋪，IOnd

(へ.グ包ピンの伺婦が酸素化されているときの器廃素

分厚〉 で袋したまた ~trin8h.lI'の式" により

P.. i，.脚"を針寡した

有窓Il検盟主 阻 "".国‘によーた

陪じめに

へをグE ピンの融策担和怯の低下俗，組織への厳索

。民総の増加をもたらすζ とからl』!包織の'''''需要の

元巡したと倉、陵累侠紛が低下したと.に健生理的 ζ

II要は31'隷を.っと宥えられる 重たヘモグ冒ピンの

陵索現有憶を鑑下させる物賓として2.3-dipbmplto-

.!，鴫~.・(tJOPめが注目されている"， "々低還勤

時におげるヘモグロピン散策連盟布栓の箆化を検鈎した

エ 対象，.び方首長

健康男子"・t平均年総処6.(22-36.)を対象

と したpo8tabaorpti刊 .~"に...".医よりへ， f9 :.-

S果血を"，たtllC.B..，聞のプートョーμ により

Stage 1 ， s 国の9分慣のトレ 7 1'!"，"荷を行，た

運動負荷終n後に."，脈より岡磁の探血そ ff勺だ

iftllD.IU安 ヘモグロピγ温度i ヘ，トタリ，十催を

E 結 a民

.. 鋤負荷民聡によち心拍""平砲で予測a医大心他"

の1~% (56-85%)まで噌加した

舗展を表 1&iぴ図"ι示したが.P.. .taoιは遮鋤
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により有望患の夜化を示さず。 23DPGも不変であ令た

，H は運動"より7.8*8からt鎗4と有窓と狼少を示し

た(，<0∞1)， P.. i" oi陶は 31.3 mmHgから

S目!..8m温H，へと省怠に大きくなラた(，くU∞1)

MCBCは遷動により有窓に減少した

7・
P.・""^の運動"よる変化と MCBCの翠動によ

る変化は圏雲のように r..0. 58の正棺測を示した

E 考家

組臓の酸景消費量(すなわち供給量}は血揖量と動

静眠障繁敏差の檀で聾される. したがq て融葉需要が

増したと告に動静聴酷票眼差が増すEとは融景供給"

有利であり.特に心京全，冠末全など血掩の増加が制

阻害れてい畠場合には重要な意喋をもつであるう ζ と

は，容易"思量され畠，異常ヘモグロピ>.輩出，前

Dガス吏換異常が揖い場舎に11.正常犬気圧下では動

野市勘寝台量は大量な変化はない，したがって動静麗

血量3睡眠草の増大』主主として静脈血重量景含量の低下に

よ唱てもたらされる.ζの静脈血酸素含量を規定する

のがへモグロピY陸軍組和佳であり.融薫憩和佳の低

.，."よりへ号グロビンと結合する酷景が揖少しp 組織

への醒素供給が増す乙とになる へモグ冒ピY融薫組

和世はー盤に P"で表され.P.値の増加は睦棄観和

性低下を.P.値減少は種相性冗遭を意味する，

ヘモグ世ピY融膏置和性変化の生理的重要性を示す

事実は種金報告書れている.融棄包和性の克通した.. 

常へモグ冒ピ>'"患者で，冠動慌追撃で異常を臨めず，

心筋梗書，狭心症，心不全を伴い， 4_8週Cと白

脱却"の傑血と問霊の給血により善明な症状の致事臨を

みた例久反対!と陵繁規和性の低下した異常へそグロ

ピンによりへそグ固ピγ量8.1 ，/mlの貧血にもかか

わらず運動帳低下のない例"が報告されている ま

た外科手術時の紬血の庫融緊緩和鐘の冗渇した保存

血に比し Z需の緩和後をもっ血漉で明らかに良い結

果か得られていo"。心不全患者の P測値は心偶数が

2. 0/.ノ分m'以TIとなると上昇しペヘモグ2 ピン酸素

者."位低下はUむ鈎出量低下を代償す.方向へ個助金 ま

た高総生活者守は酸素観剥桧が低下するととが知られ

ており"。へそグ包ピン酸素鍾和性低下は生理的な代

償槍暢と考えられ忍

運動略。動静脈血.. 素吸盤の増大ば。作集"への酸

素供給上有利である今回の実験では予測銀大心鈎

歓の"%程度の短時M (9分)の負荷では p..staud.

は有:r:rl夜化を示さなか，た還覇防 Zよる P.の変

化に属して依.Jt銀上必ずしもー致した結果は得られ

ておらず短時間の昼大負荷で"不変とす3もの，n"，



槌

と有窓に増加するi罰則という縄舎がある また・油

田 "imal負荷では鉛_3細分の翠動で増加をみた，.も

の，泊分の還動で減少する'"という鰻告があ容が 9 

分間という鐙瑚聞の "b副主i..J負荷の縄告はない

このように運動負荷による成績が易立る11.，として。

対象者 (trninedか盟国rainedか).負荷法(回.i

也 01か "b田 "imalか〉 時間〈短時間か長時間か〉

などが考えられ，今後さもに検討が必要であるう

ヘモグロピンa捜索甥剥伎にg彦容する母子として，

p8"'，CO，'・，Z温度川 線血筆家 23DPG"が知られてい

.. <毎回の測定は pR1..w，oo，0 mm81l，温度初℃に

て測定した九.stand. 1ま.p81.40，oo.4{)mm冨E

温度計℃での値であるが出向存在下'"ま∞2

0で測定しても大差はない，，' 夜々の成織で砿23DPG

S運動前後で釜はなかヲたが，文紙上 23DPGの運動

によ.変化lま相医す.鎗男..'鰻告されており!短吟

閣の媛大負荷では不変とす..の附叩附と増加をみて

い.ものがa.d'D

運動1とより pH1-:1.343から'-'，.へと有怠 ζ低下

した 飴veriDllbsusのまえ“より針2撃で求めた p"川

Oif/Oは図1に示すように連動により有意の上昇を示

した (p<O.OOl) 今罰の実験で陪肘鯵原より採血し

ており 下校飾尿"はさらに pHが低下していると

考えられ Bohr効果はきりに大きくなる また下校

静壕血温度は下肢の遷動により上昇を示す捕ので温

皮切果色加わり P掬 .nU'f/Oはさ勺に大金〈忽ると宥

えちれる

BtlliDllham ら'"1ま p涯を変化させたときの p.

の変化と MCHCの変化が毘相関を示すと鰻告してい

る 設々の暖績でも運動によd P" s匂凶iの変化と

MCHCの変化はr胃 0."の毘悩慣を示した{図2)

Sh .. ppelν"は3人の漣康人に8週間同トレーユング

を行い，前後で 23Df'Gは有窓に増加したが p..は

不変であ9たとしている との理由として MCHCの

減少を単げてい忍 したがqて p.の検討を行う勾

合 Cは MCHCを考慮する必要があ.

繍 層

e章旗男子に9分r.抑トレヲドミル負荷を行い，へ.

グロピンM察組事担也 23DPGを測定した

@ p，・ stllDd.1孟有窓の変化をせず，P.. .... u".吻

."百医学簿38@繍 撮

は有患に増加した

③ 23DPG I孟不変であ勺た

③ p..の変化と MCHCの変化はZ欄関を示した

文 敵

1) H8rke園A.H句 etal. : AI1n. SUI'll.183 ; 130 

"'" 2) Btnes<::h R. E.. et 81. : Blochemlstry.8 笥61

1然治

的 BruceR. 10..， et a¥. : Prog. Carniov"". 015. 11 

311，196ゆ

.) Sovorlnllb制 5J. W.: J. Appl. Pbysiol. 21 

ロ邸え1鉛沼

5)G凶 G.T.，鴎 81.; Cli凶 Res.22: 27610.，1914 

6) Stama切'yannop<:mlo・G.，ot81.: N. E冶，1

J. Med. 281 : 915， 19嗣

ηDennIs R. C.，成副 50噌 uy11: 74.1，1915 

8)可700dsonR.D.，et 81.:J.C1in.lnv鴎".
1349，1970 

9) L阻 tantc.， et al. ; J. Cliu. ll1v明'"笥北

1968. 

10) Sb句pelS. 0句 etnl. : J. Appl. Physiol. 3・'27.

1911 

11) Braumaon K. M..et al. : Eur. J. Appl. 

Pbysiol.42: 51，1919 

12) T8UO!On J. E.，ot 81.; Med鮎 i.Sport. 6 : 2眠

1974 

13) Klelll J.P.，et al.: J. Appl. Pbyslol Iuspirat 

Enviroo. Enrci田町yslol.0&8 : 2四国別

H】BonsignoreG..山 1.; Bull. Eur. Physio関山l

Resp.16 阻 1醐

15) Bobr C.，.t 81. : Areh. Pbysiol. I・402， 1鈴4

'"恥si-Bernardi L.，et・l.: J. Pbysiol四 1，

1鉛7

11) Astrup P.，.t &1.: Smnd. J. C1io. IDve.t. 11 

515， 19時

間 A叫 u<"8 T.; Crit.白~M札7 制， 1919

19) Bon固erH. W.， et &1. : Eur. J. AppJ. Physio1 

..町'，1915
20) Auliek 1ゐ札.181. よ Appl.Physlol. Respirllt 

奮闘 1.011.Enreise Physiol. 51 ; 11)92，1981 

21) BeUingba阻止よ 凶 81.:J α;n.l町田"'0

す叩 1971 



昭和国隼"月 (12，1鍵抱) " 

フランク誘導を用いた運動負荷賦鞍による ST偏位白

空間的変化の検討

(Jl14阻循環忠良荷研究金， 19824 2月'"

谷口 博 康・ 千困 量倉

中 島 厳 努・ 福 本晃雄・ 黒岩昭夫・

低じめに

トレヲt'~ '"遁勘負街区験を縫"し a動負荷院験

z・m装置(以後 CASE-，月t聞と略す}と.当憲章

で開発した実均関空間的 57-.皿 ωr袋zuoa後

町固 刷。rと略わによる割問 57備位u測定

して比恨険討し 臨底的に有盆な箱果'"得、，れた"

Z 方 法

CA.SE-.y・~で怯療費院誘週院の V..aV ，. V，の心電

図の ST舗也盆治記録され.のでそれをヲ，ンタS号

事の X.Y.Zと仮定して空間的 ST舗位畳 ST.，を

求め.t f; ST-fIIOCIiωTでtι7':'-夕鶴琢X.Y.Z 

より，それぞれの STiI位置と き切にそ札により台

S食される玄関的 ST偏ttm(ST心方位角 (A.lお

よび仰角 (EL) を。mior師皿puttrにで問時に計測

した別"

CASE __ ，stt!llによる遅動負荷鼠峻織性の盆塗ば

V，の ST・1"， (圃VI回目。を .，57怜vel(mm)を

yとしたと.. r<-l.Q (玄話。のと会)， r<ーヌ

ー1.0(x>Oのと金》で表わされる したが令て。

この切mpUl.!rr主57の上昇。 .V"V，の STの変

化"術援し 安勝略すで I~ ST低下が存在す相ま局性

と判定する

そ三で， e終陰阪として舗rdio唱団t による判定

を行令た遷働負荷風並の潤定ii'院院 CASE-I'I'"S

~の制定を.."の上h ・V" V，の変化についても以

下の判定ii舗を用いて鈴断した す.，わ包水平型お

よび下行型で， J 点より0.0・秒後"て 0.1mV以上

の ST慢すまたは 57上昇を陥栓とした

.盆高，!!:I1r.司， .ニJ内同

E 銅 2恥

昭和"年9月より""までの..月F山こ トレヲド

ミル運動負荷院験時に ST-monitorを皇室'した'"例

で事均等齢は，.，.. で男性ほ30偲女性lま1"，で

~，た 運動員荷I主主として B_.，畿により業銀

ι 阻 d.poiDtr:.思則として..伎の発現!8595の

".剛山m・'"鎗rtr&tt， V，の STのJ点:blO.2mV 

以ょの低下。または不盤脈のa保健の場合とした

乙れらω例を先に示した(t断'"障により。問主性"，"，

崎健..，略の"'，己分けた

E 症例

園11:1;52/1.の男性で労作性様化、復で入2突した患者の

ものである左繍ほ安静時心電図中央左は負奇心電

""ゆ央右ば CA.SE-Iystemore峰を示し。上かり

佐伯蛍 "に V"V..・V.の ST備位の trendO)G'rtIffi

でM 遷鋤負荷捌始後.11.2分で後比震発作を生じ

ST"..ST...はともに下宵し ST・， 11: 1:1;変化はmめ

てZい との隻例では CASE-I:m"".，eardio句'"と

もに踊栓と判定した右趨は ST-moaiωrで記録し

たもので上より X.Y. Zの智fI.位置ぎr
"
ST..

ST.を /:.Iw::笠間的 ST，商位!iI:ST...仰角 E"方位

角 A.を記録しているが CJ.SE-IY・u皿とI三i室岡舗

の"化を示している 57.ほ O.07mVからO.18mV

と変化しており AS'T.r: O.U.Vで ST園 阻曲r

上も婦性と判定される

己の症例は密交抵脈遺影で。左個隆俊に."援の挨穆

をulめた

W 結果および雪実

図"主対.仙伺の陽佐野と陰性tにつ時、て負荷前後



" 金厳医掌 0"巻鰭録

2 
CASE 5T Monl旬r

Y.M. d2.M 
-， Sγx 

日 -司君"開田

" STy 

b・lot. &11.， 
STy， 一 号電.' • 

STz 

可自

ST、‘ 。L-

、‘ ぜ一
5T .v. 

~-

N， 

Smln 

悶1 盆例 (Y.l唱認凪男怯〉

4・""・

•• 

……-， IIT._ ... 
」L E盟

，.. •• 
{・・翻 .. 

C.Il:II;..，._ 
P<UI P<o.ot 

o.lGt {且・2咽 川下メ
t Q 

h 脂血出

抑 制 m 

! 6Tl1 . S1')r 

t・:1:.9.1山

園 2 ST-moniωr法と CASE-唱>，，"皿号ぷζよる負

街附伎の ST変化

の ST-m附 nJtorによる空Mr.JST備位aST.およ

びその変化=.と CASE-syョ"m の"~，，濁 V.

aV" V，をフランク虜場玄.Y， Zと仮定して求めた

STM'~包よびその変化=.'を図示したものである

S1'-m.oo;to および CASE-aysU!mによる ST.お

よぴ STw'Iま自居住生鮮では負荷見払負荷後との聞に推計

学的 ζ有意差が留められた陰性鷲では， 8T-moni 

"，による ST.では負荷駒と負荷後には推計学的包

有'S1flimめられず.C.ASE-sy.te置による ST.で

は負荷mと負荷後に推計学的に p<0. 01と有....，恨

めるれム

回'"検他トニ CASE-syllemから求めた=.'の

僅を，繊細に ST-moni旬rから得もれた<>ST.の値

をとり おのおのの箆例をプ包?トし 両者の組関に

ついて検射した

槍性aは原点の近くに分布しI 陽性群は原~より纏

れたとζろに分布してい.o. dST..と"".と臥唱

には符甥係鎗乱舵5(p<O.Ol)と良い掴簡が得られ

たまた ST-m凶咽itor法では OST.が O.05mV以

上に悶位例が多{， dST.. IJl O.O~mV 以上を運動~

術燭佳の判定の溢噂とするのが妥当と考えた

表 Eは。それぞれ ωrdiolo.gistによる，.，時と ST-

11101¥1旬rによる診断〈ゐST.と0.05mV)およびCASE-
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，.・愉酒 の2 ンピs タ鈴断との聞の 関畑山..，t，.. 

'.担ficIl1"....." .. 隠'を示したものである

ζれよ う CASE~I旬-援では鴎凶同州y・"タS

E駅則 fleitö _61~，似開\ll'tley_151iであり。 ST 国防m

'"桧では民四aitivity・77%と C"SE.sytUIQ法と

比Lでほこんと蓋が見られなかーたが， .peciflcity車

制Tム世町1I('y_崎拓と CASE-.y.u園陸に比して

aa4・}n 
ASTJr .. l>ST迦

• 
色調

• y ，， 0.7両I-~.位1

同国

/' (P<o.oU 

‘'・
--hF・pdU世珂骨 -.剖叫国

• y・・ . • 
01 0.¥0 ..舗 u・ ー輔 1・司

畠~U噌t.. .'，，.，" 

自a CASE-.r-岡田陸と冒-m個''''龍による空閣

的 ST慣位量の負荷闘慢の霊化量

t叫 J Azimuth 

1.0 ~ {n.'~) 

" 

。
町山

ー"

-，・0 同 町 … 

" 
.. 断$1:1.11れていた

1m‘の""運動負荷前後の方位角の変化を。右''''

角のItft*"褒わしている

方位角の夜勤を禾すもの'"・佳慢でのみ見られたが

..' 8T...・・i回r

セ1叩 E刊 I，....i.i.. !刷・0

'" 
" 1・

酔個，.... • " 
鎚

同田山引"・".
opoe""'1 _ 1M帰
-瞳唱団昭明制高

C鋪』凶・

ド~I 田E・u司 I ，....111 .. }旬.，

.....u .. " • 1・

0・・;t... ‘ 1・ " 
園田川..1.，.・割高
-担割1.1'1・町.
ゐ圃揖暗 q岨・T‘高

ElH凶 m

【...・ 1 {n.21l 

ー‘。

" 

" 
，-岬 即時

.，. 渥動負荷胸aの方位9砲の変化 【省〉と仰角の"化{左〉



.. 
その方向と障害部位に閣しでは定例数の関係もあっ

現在のところ 定の繕鎗を出すまでに至勺てい広い

仰角の変動はY輸の変化と勿応して右り!陽性幹で

は負荷綾上河きにはるちのが多い

鎗 鰭

トレッドミル運動負荷鼠教を行い， CASE-system 

と ST-m刷出による目変化を岡崎記録し比校

後討をした

V"aV" V，をフラ ンク鋳i!JX.Y，Zと仮定して求

めたさ1!rB~的 ST 備位墨 ST..，と ST国側t胸rより求

めた ST.との簡にはZの絢聞が得勺れ その変化盤

ゐST.'と <>ST闘との聞に "Eの良い抱闘が見るれた

ST，.陥悶itor法では企ST凶孟O.05mVを運動負荷麗

最新医学第鋪趣繍録

盤の判定の還準とするのが妥当である

.sr誠は aST..'ょっ小さ< sensitivityはtrわり

ないが。.伊匂「剛"ま~れでいた

方位角，仰角の変動を示するの，，~佳例に多い

以上ょっ 空間的 ST燭位霊"還動負衛隊換軒定の

一つ凶I).JiL血となると考えられる

支 両政

1) K~roi剛 A.， ~t 4!. : Jpn. Ci..." .r. 44 : 586; 19胤

2)黒轡昭夫他回内会1t 11: 187. 1982 

3) Akiy:l!na 札舵 aL:A凪 J.Cl1rdiQI.36:155-162， 

]915 

4) F偏向terJ. M.，et al. : Cireulatio目指 129-732，

"" 

負荷心電図診断における誘導部位也検討

←一様当事12誘導心電図と 体表面心服1;:位図との比較

(第141Ql 循環審負荷研究会ι1982写2月'"

金子堅三・ 中川立一. 舘 啓二e

勅使河原敬明' 近藤

和国 正敏・ 宮城

岡島智志・ 蓋 国

1 ~ 釣

虚血性心疾患.'!'.Wにおける運動負荷心""同β訴権

を高める訴導部位を姐る包的で領!Ilm寄湯心電図と体

褒笛 sr"位分布図(以下 "pとヨ告す}を比鮫検討

した

E 対象と方法

対象{左足勤理摂:産影法(以下 CAGと稽す}により主

・ 名古墨~鎗術生大J!;t!:.'!!1!内硲

武・ 大橋 進・

俗・野村雅則'

仁 ・ 水野 康'

要冠動脈に 7;;d.G以上の角a包後零を認め 直動民胃

TI-201心筋γyチグラ 7，ー〈以下 stros5Tlと略

す}において良爾後 h，肘perfu$ion壱示し.運動負

荷により殖実に心筋a血が生じたと考え切れこ13例

〈男'10弘女2例)であー，た辺動負荷方法は電気訓動

式~畏賠訴猶臥位自伝車LNゴ〆ーター接を周い①

簡繍!⑧虚血性 ST変化③重篤江不謹尿の出現@

下草地怠島③最大予測船錨放の85F6心街自放に遣した

時等を負荷終了点とした M.pは負荷前，負荷直後z
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3分後 6分後と経略的に計4困記録した M.，は

収録後8，(帽平淘加算さきを扇いて処理した 同時!三樋

.12~秀導ù1霊園を記録し“~.引接も範"した

E 結果

狭心症患者の負荷直後の MapI左大別νて三つの

Jl&tternに分頬され主 (図1).Type A I孟亙鎖身長うS

V" V，を中心とした絢節右上方に存在するもの，

Type B 降毎ィ、の位置が V，_V，付近に位置するもの。

T"，. C は極小の位置がれ~れより 1_2肋耐下方

に位置するものとした

図"ま T"，. A の前腕島心電置を示した V" V， 

>0るいはその1眺司ヒ下の院事で STが0.1mV以上

上昇を示したが。 V，_v.および1肋f札上下の爵噂部

位で色.，，，佐 ST低下を翠め立か勺た図ZはT1'peB

の約四忠心電図を示した V" v，を.心とした銭.. 

図 2 Type Aそ示した 1例の前脳郎心屯団

路

，.".A T，.，. B 守"陀 c

事刃
M 

川護己窃ヨ 昌己
国 E 狭心症患者における安僻略c負荷直後の

ST Mllp 

ST .'"より'"皿m 伎の~.を示す
M.，土偶即時酬醐I~ "O.l..V酬の等世

風+俗語大I 信極小で央聞は楓わめ位置を宗ず分布図
@下の右0'食字は極大鑑左の敵手可.櫨 j、値を示す
鳳R草胸..場 V，_¥'，の位置4告示す

で bonzon凶，，，.の ST低下を示した鼠'"

T"，. Cの前倒忽心電図を示した V.-・V.で J，縦ト

UOllal typ障の ST低下を示したがl それより 1_2

肋間下の鰐却でより明確は鹿血性 ST低下を包めた

n.aV.で"虚血栓 ST低下院..めりれ，f...か

ー~t:.. Mapの各""と CAG及こJ.tr悶'

引所見とのlt般を褒1に示した TypeAtま

LMT <t>るい隠 LADに強い狭窄を包め 3 

例とも釦.eriorwall r:::虚血鶴位を認めた

Type Bは5例とも多後術"で虚血叙位もさ

まざまであqた TypeCは inf町 iQrwall 

に虚血縁位を"'冶た例が5例.3例.今た

1v ，号察

4τ十+-¥ー」一日干十-¥---'--

→:で十十ι|十 γ十十十

~血栓ù~.f，患者の運動負荷心電図におい

て虚血伎町変化を示す属専節位を鈎郵多鶴

噂心電図を周いて検肘した縄告は少"い

F。玄ら日は附胸簡単樋16甥噂心電図と修正"

2持率心電図の虚血栓 ST変化をCAGと比鮫

し， 両者"の，peci !i.it~. に信穫を隠めはか

ーたtJl.m.iti叫.，のlt紋で弘前者tP96%

後者が関笥と両者閣に有意差を包めたことか

ら多録号車心電図の有周監を開告した その理

由として磁らは LMT病変ゃ LAD退位協

街変のある例では左前崎郡上方に釘低下を

生じ V，_v，には変化をみない布告舎があるζ

とを事げている 夜々は胸塁上の ST電位変

化をより鎗括的に杷慢すべ〈還動開に金胸壁

上の体表扇町電位図を記録し，額~"鋳場

→ーート斗ー斗ー」ー →ー寸{斗_-lーι

一ιーー」ームー -4--4-ー」ー

，.. ."... ，，，...，，，，・，.・・剛山・0

513 Type Bを示した1例の前胸鶴心包国



.. 覇軍学館".巻網録腿

注sすれば>;a鼠
bと

.，t:S:化で..に触れるがら

u上 F。玄

'‘PMた結果であーだが対象4量確実包U '.:

例でR荷により稽突に心筋a血を生じた例に

岡隆司たために例~，切Pなか勺危ζ ともその原

因かもしれ立い と乙ろで F"や宅是々 の威

績は虚血栓 E 変化の見られる体表面銀位が

心骸虚血.. 憶を反映するζ とを示唆する

'I'ubDu"る及び D凶日告は却!IIl!!;勇琢£電

図のST低下相伎と'"助眠術夜"位の聞には

相聞がみられYよか令たと線告した 一方ζれ

応対して R，b<此aω"らはST低下野伎が E

盟国・V，に出現したものは右震動尿病変

V .. と自白現したものは左足動援網変であると恒告した

P似 るは1伎... "撃にお妙る ST低下錫位かゆ震動'"

.".鼠位を診断するについてUU現場心電図でほ

R回出別111142形であーたのに対し多局場む電図を

用いると74~当と高専であ令だと.."した 我々の今回

の鎗集では多段病変例が多<.また RCA単独術変例，

C玄単雄網実例."いので冠動"胸箆との対比は...

で..，た しかし ST鉱下を示したτγ...の定例隠

すべて多!l府裏側であ，たのが注目された

です人-i--心ι
心....L...-l向

匹ヨヨ

寸_U隅"

vf←レ+1..，....τ:仔4A4「

ゃいムムL

贋場で鎗いうる震化である

よ~L.L.

Eコヨ
T"，. Cを示した 1例の前胸格心電図図 4

I,.VL • V，_ 心電図が胸壁土の虚血性 ST変化そ見落とすととな〈

寝々の寂織でIt'"'"還しうるかとうかを検討した

M.，は三つの '''''包タ予期され.吟静 AIまV，.V.あ

るい怯その ，，，"，上下の，，~を含む右前絢銀扇"に後

度の計上昇を示し TypeB 1玄v._v.を中心"左

前胸!Ill1C14血栓 ST舷下を示し.Tyte C 1玄左前胸認

にST低下銀縁があるが V._れより1-'仇首下で

.."..い...盤'"低下を示した以上の夜々の結果

は苛...に 官、ては忠軍事l堀場の胸偲""で+分で

あり.T，冗栂 Cはさらに 1-:1防関下の弱菊を加えれ

ばより鋭敏に虚血住'"低下を繍切えうるというζ と

そζで

."咽・nによる虚血隠位と'''''すると TypeBでIt

ー定した虚血舗位を示さはかーた TypeCでは5例TypeA は従来ほとんと~偏されほかを示しでいる

ST ..，の各''''と CAGJltJ Itreu引所見の比伎書提1
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昭和同年12月(12， 1983) 

中3例が inf.曾 10r... 叫1で虚血却位を示したことは ST

低下節位がやや下方にある ζとを続明しうるかもしれ

主い LMT病変あるいliLAD近位毎病変に関する

検討について F，.る及び外燭ら伽は左前胸お上方に

ST 低下旬位が出現すると縄告Lた 乙れに対しDunn

らは'"話にVι あるいは.v‘にて STの上鼻がみ句れ

たと鰻告した 章受々の検針でら T".A の症例では

V" V.あるいはその1肋間上下の右胸毎拐導を含む

領織の ST上昇の所見がみるれしかも民間.T1で

Ill1terl悶rwa11 Iζ虚血鰯位がみられたζとは注目1::Il 

するものと思われた

結 Z否

2 窪動負荷誌峻心電図の虚血性心疾患診断続を高

める二とを目的として労作性狭心症患者13例で運動

負荷時に 8.己，，.加算体表面 ST電位分布図を紀湖しI

S略奪郎伎につき険宮守した

2 大"分の症例でlまSTの最大低下部位は胸噸鏡

尋 (V，_V.)の近くに存在L内組織12'秀噂心電図で十

分と思われたか降一郎の症例ではぎTの最大低下歯車位は

は制鈎釘下方"位置し棟割"21署毒心電図!と1-'肋間

下方の胸邸E奪還写心電E習を加え否ことにより怠断能が高

m 

められる可鐙性が示唆された

.. .荷後の右胸鶴自毎週事の ST上昇も腸住所見と考

えるべき例があq た

文 自除

1) FOll: K. M.， et 81. : Relat凶薗 betweeothe 

同 rdialpro開加。t町時四叫白

山富山町叫附飼町町。g!'ll.phie

自国凶IfS.Am. J. Cardiol.“ 10闘 1979

2) Tubau J. F叶 etaL : Import.anee ofω問旭町b

伺 llat.ral皿rculatinnin int叩叫 e.，.""se
tcst rnults ，Am.J.Cardiol.4.1 : 27，19鴻1

め DUIIDR. F.，.t .1.: LocaIiutiou ofωonar~' 

町 terydis姐盟 withe.:e悶50.leetr健 ardi。一

gI'll.phy : Correlatio固 withTha1iu也 201-my。
図 rdialperfuaioD冨凶.ru冒，.A乱 J.Cardiol ・8: 837. 198L 

41 Roberuon D.，.t剖Th.，回!izatiollof 

ω刷 悶aryaretry stellO・isby121偲 dECG 

間剛健川副edenreise凶叫問t

r"…町叫品目制 J.lil 叩

lJl78. 

5]外畑島他運動負荷心電図の患動脈疾患診断

能に影留を及lます諮因子心電図 2: 3， 1鎗Z

冠動脈疾患における運動負荷

一一体表面電位図の i田川崎ralanalysis--

〈第1401 循環密負荷研究会， 1982年 2月8a) 

大

立

紹・1 久保田

犠・2 安弁

山

木

武

はじめに

体表面電位舗〈以下l 省主位図)に者"るデータ処理

の有用句方法として 各鋳喝の心電図波形の面積を求

めてその値の体表面上での分布を1売す 180l"勾..，
m.， ，丸 Montagueら"により鰻告されていみ我々

・i 山"大 F堅幹隊第一内科 ・時間俊歪包

功制 波

宮

E・l辺

沢

俵

光昭 ー・8 瑞・2

{乱狭心症患老および正常者に討し運動負荷前後で

電位図記録を行い ζれらの isoillt.egra¥m却を作

底ι特に QR町 i叫 ..  句ralmapの負荷によ.変

化に注目し その狭心症診断におけ各臨床的有用性に

闘し検討した
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..覇軍学館8息巻繍紐

1 t-ta，.らびに方主主

対象は冠動原..彫で有.(P冨持品・舗

の Grade3以上〉の狭窄が信Z草された

状心症患者男性"名{年齢ω角.....平

均"."であり，過去に心筋榎.. の.. 盆

のある患者ほh象外した 健康成人男性"

名《年'!2'、~~.. 平均，，，.， を対買と

して選んt!.SIIt!lield変菌室"に従い0

・，b~市川田“同U 負荷を施行し。

その軍縮と負背後l分場にて山周d の棚

発したHPM-51∞後遺"，.点，87，う名

前施縁組 .，.，.，を9使用して電Q図を

Iellした体位及。勾場による心匂回捜

影の変化そ防ぐた~. "去最はすべて仰臥

也 n呼気位にて作今た れmeillcゃ

"叫する u司，m飢 t1:. FI'1I巴k舞場付

タトル心電園より決定Lた 各S脅迫撃点ご

とに QRST(P onltt_T olls凶J，QRS

(Q問。E副叶問。"皿)，ST-T(QRS

off~-T off岨 }の碕分を行うが...

8・より下方は負とした それらの蹟分，.

e用いて.QRST. QIU弘ST-Tの isoill

t句叫回pを市成した

E 鎗..ならびに考察

正常者におげる QRSTi抽.，勾""

田"ま運動負荷嗣に。まま岡磁のバタ

ーンを示した 事た負荷によ，てもほぼ

閉ーの変化を来した図 11:.iE得者調

例より作成した寧均の QRSTisointegr:U 

皿叩で，上S設がa.r.JO.下段が負荷役

の =，である 図阜の鳳丸低 a・12
8電導のVι_V，の位置に個当し.友半分

念'0町胸認を右半分がw・.. 示してい.

灰色で橿ー，た慣滋n.質減を.白色の儒

緩.'負'翼線そ表わし.+が巨大，ーが極小

の位置を示す伺R旬川rlioe 1，ま 10...V

lee r.."l~買で値いである 負荷胴後ともス

ムーズな双極伎の，~~ - "を示し!極大

ば左前歯邸乙極制 措 網絢.. 上方にあ
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. 極大の大きさほ負荷により有窓の減少をみた''''

...v.s俊一・106"V.&e('う

図2は"，.男性 2俊樹夜〈右冠動'"千左前下行技)

を有する狭心程例の QRSTil飢酒tegralm句を示す

" 
上"'"負荷前の =pほ ほとんど正常と変わりがな

いか，下"の負荷畿の組"はI 立需と大さく異な勺

ている極大は左下方へ大きく移動い前胸郡上方に

広〈負領域が出現uた 下方に負荷前後の心電図設形

を示した それぞれ同ー郎位の心電図で

園町一一 阿… 田 町l あるが，左前崎a;(3，4，5)で明，か

な虚血性の ST低下を包めた 乙の症備

のごとし狭心定例でほ負荷畿に大きく

パターンの変化を偲めるものが多か今た

'26例中13，町)
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上

…，. 
帽し
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駒山地

S下7

図4

長.

.‘・

'‘ 

剛-陪，.

剛一

正常例ならびに狭心症例における

QRST i・00<創gralmapの短大，経レl、
の位量を負荷前後にについて担ぺた個

別国恥黒帥S盛大白えが鍾'1，0)

位置である左側が正常~，右側が狭心

症例でI それぞれよ設が負荷前，下段防省

負荷役である ここで極大の位置に注目

よ



9・
するとI 正常務では負荷により変化しない場舎が多い

が!省あるいは下方にわずかに移動する盤側も存在し

た淡ゆ盆震で倍。負荷前にすでに極大の位置に徴主

ばりがみられ。負荷によりさらに散らばる傾向にあり

金惨として左下方へ移動する例が多か勺た したが勺

て経大の位置の動きは.狭心症例と正常例とを区別

する指揮と芯りうるととが示唆された しかし決心

症例において冠動尿病夜の霊盆度あるい怯橿患動尿

筏と極大の動きは ー定の関係を示さなか勺た

国 41"1.5-1.男也左前下行伎の 1筏病変例の

QRST.QRS，ST.Tの isois色管室叫 E地pである 負荷

前{左側〉と負荷後〈右側〉の QR訂 z山崎.ml

皿 pをみるとz 負荷後にやや左方へ極大が移動した

点色村余けば，ほ!三正常と同線のパターンを示している。

下方のむ電図は 同ー部位での負荷前後の心.i'ilI設見診

を表わしている ζの左前掬郎の心電図では 負荷後

甥らかな虚血栓5T低下をみ).;nl.QRST isoil1c句担I

…… 
T. T. ・'".明 '"同

聞 T

' 
L 

'" 

一
sτ.， 

図5

金額軍学 ~38巻福袋

=，としてと与えると その変化は不明瞭とf:， .，て

いる訂.Tの 田pをみると負荷後に左前陶館下

方で明りかに異需と恩われる負領械の幽現をみた し

かし。 QRSの田pでは。 "'.Tで負額援が幽現し

た領援で短大が増奮しており. QRST i50is飽.'"
=，としてとE与えるとその変化が相殺されてしまい

正常パター yに似てくるととがわかる ζの贋係弘

図ゅに示した心電図疎形にも当てはまる すなわち!

5Tの低下がR浪の増大により打ちi有されたかたちに

なqている 乙の場合に1まい心室内の局所伝場奥型信の

存在も推定された

図"玄.63・R男性. ，綾病変例〈右E動脈+左前下

行設)の QRST.QRS、51.Tの凶oil1tegt叫=，で

おる Q脂，Tiloil1tegr叫皿pで:1.負荷前(左側). 

負荷後(倉側〉とも 負荷により極大が左上方へ穆動

したことを煽げば!曜とんどE常と近似し特に負荷

後の回p 陪完全に正常とみなされる下方に示す局

陶一".鋼 _.. 国

L 
刷叩.
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-，都位での心電図波形をみるとI 負荷後に虚血性の

'"低下を示してい.. えそれこ伴いT波S勉曾大して

いる本側では ST-Ti~畑町叫国p は負荷後も金

く正常と考えられ。"'''が低下してもT援の増高が

あるため ST-T としてとゆえると。その変化会不明

瞭とな45 したが。て ST-Tも STとTに分寵して

検討することも必要と思ゐれた以ム心電図で明ら

か~t. 8T低下が出現しても， QRST isoiut勾~I 四p

として褒要すると 正常にi豆、パタ-，をと.2例を

纏示した

ま と め

狭心症患者宮町..iE常者鈎例とまオし，運動負荷体表

面電位図を施行した電位図を i.Olllt昭，01皿'Pと

して表現したが!今回は特に QRSTis。岨切gral.m4p 

を申心に，狭心症例とZ常例の盤異を検討した狭心

霊例で信 負荷後に正常と異なる.，ターンをとーもの

があり，また負荷による極大の動きに正常例との，.に

" 
相遣をみた しかし!狭&塁側で負荷後明らかな ST

低下をみた例でも QRST i!ointegral mapで怯ほと

んど変化の生じない例もあり 心室内局所再分極異常

の診断に有用な情報管与えるものと思われた一方で

はI 狭心症診断におげる運動負荷による i80int樗'"

m.pを理考えるにあたり.Q回目のみでは変化の把鍾

しに〈い症例もあるので，同時に QRS，ST-'!さらに

は"とTに分げて考える必要もあると思われた

文 献

1) Moutague T.J.，et &l. α悶l1&tio畑 63;1166， 
ュ981

2) Pujadas G.: Coro凪 ryaagiagrllphy iu the 

medi出叫吋凶四国則。fi叫帥

heart diseas"-McGraw-Hi1l Book Co~New 

York，悼23， 1980 

3) Kubot& L， et al : Jpn. Cire. J." : 8.1眼

的 YamadaK.: Jp凪 α皿 J‘!i : 1， 1981 

労作狭心症の前胸部事単極誘導心電図による

運動負荷試験白検討

一一冠動脈造影所見及び運動負荷心筋シンチ所見との対比

(第，，@ 爾環宮島負荷研究会 1982年2月， a， 

志 費 仁・2. 谷 ロ 車 樹・1

都 図 裕 之事¥ 都 築 雅 人・l

河合 直 樹・人近 藤

検 図 充 弘'¥ 外 畑

ほじめに

心電図揖場数とその橋績は霊園出負荷心電図民験に

おげる冠動脈疾.，.断精度の主要決定扇子の一つであ

る 修"'12属事。蜘邸双極誘導によ昌運動負荷心電図

民験{色陰断感度及び窪動尿病震の杯街においてまだ

別名古軍大学.雪解島第一内科 ・f 犬同町院内科

照夫申¥ 山 内 一宿舎1

巌'¥ 都 築 実 紀.，

十分で江し鐙動脈橿忠節位推定の点でも問題が存在

する そこで我々I左前胸鶴多単笛訴場楼 (m叫tiple

p'=“凶h“system; MPL &Y6tem)を用いて運

動負荷ル電図鼠験を行い， ζの成僚と冠動脈造修所見

及び運動負荷心筋シンチグラム所見と対比し。冠動田

疾患の."，度判怠病変節位推定における MPL法



" 
の有用性を検討した

工封 象

対象t私心筋夜."往のない労作竣(，ra:患者..名で，

男性"名女性g名〈事勾年齢白土'.，である金

例選次的思刻限速彫により.主要量湖市政支1C75%yJ上

の波布を有す.ζとが構図された -t<J明1<剛志16名

でそのうち左軒下行.... 夜例10名。右震動尿病変例

s名。左鹿島包伎病変例2名であqた二経_"，a:例は怠

主幹歯車病E定例3名を舎な9名，三俊病変剛志左主舞"

病裏側1 名を含む9 名で~。た

E 方 言長

第aから'!1動閣禽"'"緩の5レパルから逗畿する

4肋間レベルを辺製し各レベルごとに Cι から C，

を遺る綴織との各交点のうち逮線5.'itlCd電電極を合計

'"鋼置いた運動負荷修正'"需啄心電図を#宥にして

各盆例ごとに震a・.~を決定した 鶴導切り醤え霊安置付

金'"チャンネル心電耐を用い， 4 Ie!切りcえる二と

により多単極胸忽虜尊心電図を飽燥した "飽dmill

運動負荷鉱績は，康幸寝間修正 B~ ，急に従唱て鑓前

" 
，闘

00  

._，附
白 -，ー

..車両軍学第3s糧椙n

し。全例胸痛発現にて運動終7した 運動負荷により

有"江 ST低下 (IUmV以上の水平または下行頒斜

塑町低下)が爵発された心電図お専設を"."，ST 

低下値の総和を怒冒として司，~た図 Z に実例を示

す

坐位自転車官官...雌rを用いて遷動負荷"司、心

筋クYチグラムを忽怨した 仕包dmill運動負荷E実験

で鋳発された禽編と間程度の陶痛発現時に"吋12roCi

を書世し さらに1分Ma動を徳銀吉せた後。 s方向

(正賓左".時位釦・，馬45・，関60・，左側面)の心筋ν

ンチグラムを得た 各方向ごとに。."から6姐の関

心紙減(&01)を汲定し最高値を示した ROIの

伺'"'に対する各 ROlの ω，.，の比率 (myoeardi

a1 uptake ratio; MUR)を算出した運動負荷直

後に銀色偉い MUI誕を示した ROIの MURを

副 nimumMURとした MURカ110%以下を示した

ROIの個訟を虚血 ROI;段とした なお負荷3時間

後に血."存分布。撃を得!運動瞬発低温慌偲の経机摘

失を謹認した 図 1に心電週を呈示した定例の連動員

荷心筋シンチグ，ムを園2に示す

図， ，雪作後心，，，.患者鈎"男也修正 B_ 法 t~.-dmiU還動負荷鼠S貨の速動

経71分後の誕PL島む電図を示す

安酬心宅配慮賓の・u・a・掴めたが附."宵制虚血能町町師し聞
は制皿剖t刊で..
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の L初会O.82mV，9.1土4.1，三俊鏑変E揮でおの街@

L9O::!::O.8oImV. l2.0まu で."た OliJfillU

'院が治加するに従い ""及び .STの僅" 増大す

る傾聞が毘め切れ，三後鰐."揮でt主ー筏ヨ問看l!!障と比し，

%5T及び羽田は推計学的"省怠に高値を示した悼

の留の p<O.Ol及びp<D関口 MPL桧心電図"お

砂る遷動員荷虜姥 ST低下のa医大鑑を主要程."探橿患

2惜別に続針した是大町仮7・ll1.三後府変雰で，

-，室及びニ後別表理障に比隠し省，.に高値を示した (p

<0.01)， USTと虚血 ROI叡との町1 有"な歪

の網"が包められ(，温0.51.p<O.OOl)， $ T  

虚血 ROIfIとのr.ll l~ も互の格闘が，.. ，られた(，・

0.52， p<O.OOl) 咽川町山EMPRと即

と
胤訓岡崎明g啄. 

.." ，旬旭川岡山
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-・司選動負荷心筋シンテグ，ムを図1の症例
について示す

TJt-t.<f>心に回!l~!:!1O.曲抑制1Ii\!~ei 
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S展

.. 励負荷MPL~会心寄園鼠風俗.43名中旬名で少な

くとも，，，.以上に有意えな ST低下を示した 運動負

荷心篭司氏，，，.位であ勺た盤側はー後貧夜例S名

ニ後.."例Z名であq た

と"'"を主要忍動"橿u"別に倹"した

咽叫 -，棄却時夏野で=，玄 O.，・+・"，.v押 句

会a・舗'"暗T，ま6.9=04.3，ニ筏貧富"1でおのお

結E 

= 

• 
.闘'" . 測

15TI_IO.._(岡山岡

""".ZSTと虚血&01"との関係

との聞には。省軍江縄開会... められな

選動負荷瞬発ST低下が金大観を取る腸樽A~.Jf

e産例ごとにプロヲトし，主要程動脈極息陸別己分実現

した《図的最大 8T低下.....点払右震動隊ー箆

府買例では下方に位置する傾向を臨めたが左府下行

あるい隠"""

園4

会..た

ー陶

訴吾耳E21
"也ぷ旦占幽

司• A 

主要程動"橿皐'"怠"0""及び"""園 S
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3間

.悶

!lIC$ 

e巴S

町田

...析医雪~. .38巻舗陣

LAO+RCA 0;，.."1101..31 

。i。

一一…・時間"""・鳩山日

." 轟勤E害発最大 ST留まn取る窃導〈・〉の左前街銀上での分割官

。ItC，かも cーまでを朱す

後畑町変を有する症例記おいて‘同様の分布を示すもの

が存在し，ζの所見は右震動脈ー箆病変に特異的では

なか.，1:....大智尽低下...点!::. ::~包 三陸胸襟例

の多〈で C.からc.を中心に分布していたが。怠主

.忽a・".略では金側著し〈乏上方に喝位していた

w •暗 ヨ院

胸'"喫磁場事，修正12ailJ'，;:どをmいた運動負荷以

alt. 虚血性心容ヨ活断については比観的良好f';:lS:断

続"を有する:di"".労作技心室にaη."勤....，障

の，...，.，.，.及び苅."，盆泡定については諭足すべき

検査8告とはいえない' 複々の眼鏡でほe 主要量動探

躍患本敏の増加に偉い，玄sr及び OST1ま高官催を取る

傾向を来したが体表面m・心電図"'"による... 度

界‘置にほ視界があると墨bれo.t"の理@として心

"と~.置との筒同軍鍾と組織の介在が考えられるが

ー方思動尿分布の nriatlQ固，側副血行俸の宥鱒!

窓'動脈術寵"位が逗位.. か末摘郁かの違いなど忽動

"前夜...の.""評価盤にも閑組があると恩われる

本続究では心"... 祉の鰻皮~. .慮"明心".買取

$を示した ao.の値銑ずはねら趨涜低下領域のUと

がりとしてみると!運動負荷心筋シンチグ"ーより得

られた..血 ROI数と!1STa.a lSl'との伺ICiF.Q)

相聞が忽められた "守1の心筋 wu，制民$による遺

跡舗鍵心筋a血の俊也畿舗を.. えれば!従来の還勤昆

荷心筋~;.r.，.判鍵2さで値告された三腹痛変週レト縛価舗

を号室・し 負荷心筋シンチ.tでの虚血の程度との聞に

より高い相関が得られ.と旦われる

労作喪心Ilにおいて運動負荷12Mi!J.c:竜司 ζよる

""， .. 町夜師位の准定拶忠実みられているが良好江結

果'"・切れていはいa・MPL運動負荷心電図""

ではa ・大sr低下...・dまの分布により，左三....

震のIt断"可能と思おれ各 省冠動I'<-WI崎:!r.1::..$ 

研究で用いた電優位zよりさらに下方の単極S脅迫事信号2

2憂す畠ζとにより修萄しうるかbしれ"い MPL ti告

の局場は 修iE12tl略環法の鈎lI~iIJ';>の S 点で--f<す

るが.1I動'"建"大官低下値をとるu はI ζれら

個目白ti.皿 H';:駒..，書欄かb外れるζ とも多い以よ

より本槍，.従来の心電図....鐙に比駁して労作侠心

室のお緑江，*1自に有用と"われる



昭如"隼12)1 (12， 1鍵詩的

結 信

1)左前・・"多単極E害毒心電図による運勧負荷民験

において a血性 ST低下を示した問.，段何回う及

び官僚下舗の鋭利，，g町信三E度調度でーを弘三

俊男何度に比べ高値を示した

Z) nST &v ISr 位。運動負荷心&;';'-1-グ，ム

より得惨れた趨..低下領峨の広がりとのF山E有.~箱

簡を示した

.，左主・e郁腐変"では翠動により2略発された量大

ST 鑑下を示す...・.~r;. 特異例に乏よ方へ橿位した

指

'" -民

1)紙..00R. E.，低乱・0閉山由岡総 517，1鈎T

2) M~H個rr P. L. 魁，dMorris S. N. ; Advanoes 

1. EI附阿世diograpby:z: 265.197降
3) DIIIUI R. F.. e! &1. : A..... J. Cardio1. ~ : 837 

198L 

.、混ad.d.abiJ司飢乱 αn叫.uon“924，1鎗L

5) Mu創 eB.M..，H &1.:.la弘J.Cudi。ι“制氏

"" " ... 加~.且 D.，.. ‘ι .a.m.. Heart J.': 431， 
1976 

冠動脈疾患検出に関する運動負荷 Card凹血肝回g四国法と

運動員荷心電図法との比較について

，.m因循環曇負荷研究会.198'年'"'目)

青木孝置制小沢武文"図 村 康 ニ "

ほじめに

冠動脈..患の'"年a防止金脈注として. トレヲドミル.. 

自転車エルゴ，ーターを用いた遭動負荷心電図法が汎

周されているが，そ@珍温肝.. 度と診断特異度は充分掬

足で..ものではい" .舗・ J ら"，心筋盆血に'*ぃ

心.."が民宿運動をいしかも心電図際化に先行して

幽現す毒ことを借繍している白血rdioltlov吋 r四

主ー:
雪量

J¥ 
--.~~ 

ト寸町

園-'-"勘負荷C>lGの方出濁盟主"タ ン咽右上》

制.~律入管園級会Jllliit alla羽 ・..瞬調大学医学・n-内" ・・ 山...犬掌.二内容易



" 
(CMG)刷局P奇心縄腿逐動をアナログ変化として表示

す.比般的簡便な検出法でおり VM  R の原告告別"

，.づいてき受々独包の改良を加えたものである。 ζの

J 
問、

調'"

ト 柑

I 
? 

日目

十

一司叩

J「一

図2 運動負荷 ""Gの陰性パタ ン〈図n左)と踊

性バターン〈図の右〉

最新医学第樋種情毎

研究 liel伝車エルゴメ ーターによる多慶借温"負荷訟

験の前後で心電図と C'G とを岡崎に"涼し それ

ぞれの方法の震動脈疾患の続出事を沈叙倹討する乙と

を目的とした

工 方途と対象

援験者を独自に考寂した置定用調当ての付いたベッ

ドムに仰臥位にさせ ffi.皿包2 捻Z医..~制動型宣伝車

エルゴ〆ーターにて遅刻負荷を加えた 運動負荷量は

'"Wより S分ごとに "'Wずつ設備的に唱加させた

(園川 測定パラメーター11.<D121署易心電図， a収

.. 畑および肱習刻血a.③心音留。③額動康弘@

CMO で~"た 12'婚宥心電笥依r.ωrnatloD叫.“
民叫"'.戸rntlOD躯 Viagnpbをmぃ血医は'od
国 1Resea!'l:h社 01n"m.p 自動血豆訴を用いて

;&動負荷倒と負荷φ，回復刻にわた勺て1分ごとに自

動的限定主張した CMOは運動負荷的。負得終了事後

ヨ提1 縫劇 E人爵にお:;t-5CMG各国間のa最大銀舗と面積の負荷附伎での夜化

Dt ''''国p!;岡山 n'叫 D~ C.....pl!lu血 .. <10) Da (AmpJ同U由市Z回〉

'-
h 加 h ~. h 加
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•• -.‘国 -.田1 _0.688 _0.862 -札制S -.出陣
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出e・E _0.41唖 -..・曲1 -.園1 -..曲 -..醐 _0.516 

+8. D 。". o.n: O. 1" O. :10 ..田 0.211 

P N.S トι也 N.' 

.1 (.1. .. ・，，'10) .1.1 (A四四回} J..3 (.1.，世 間t噛)

』 •• P制 P開 ••• h .... 
_0.1$6 _0， l'帽 _0.491 -.却S ー札，. -0.499 

g -.四l _O.01T -0.385 -..‘" _o.n品 -.自国
2 歯止帽す _0.0嗣 _0.532 -.・" ー札制" -.担.
‘ 

_0，0田 -0. I回 -0.3‘4 _0. ~出 -.且7 _0.597 

5 担 O.::1 -.目Z _0.31畠 -0.:$ -..岨S -..‘" 
ー

_0.211 -.晶‘. _0.3拍 -.耳舟 -.園T _0....' 

T -..属国 -..踊T F 札踊7 _0.145 由。'" -..醐

•• 唱曲札制Z -..価書 _o.S踊 -..・" -..“1 
_0.l95 

.腸 園 _0.14$ ー札1民 -..岨也 _0.378 -.叫2 -.柵
主雪'" 。醐 0.116 0.011 仏'" 。..~ 0. IlS 

P N 且. N‘畠 N忽
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および回殴期まi査官官9分自主で S分どとに心電図胸

"鰐.. の V.の古都位かる，呼気終末に短時閣呼吸を制

止させてE録した 運動負荷心電図の陽性."院はElI

舗鎗d の"噂巴従勺た" CMG渡形は£慣霊遷動が

豆需の場合は図'.左のごと〈収"M同方運動をそRし

異常の傷合法圏'.右の波形のごと〈収縮期外方選動

を示すとされてい.ので刷 CMGの事j定は運動負荷

前に内方運動を示し負荷後に外方週動歳男修に変わq た

楊合 sるいは運動負荷前および負荷後ともに外方運

動を示した緩合を陽性とし，翠動負荷前および負荷伎

ともに内方運動を呈した場舎を陰性とした さらにE

2のごとく CMO並河与の収結期を8等分してSつの

区間 (S，-8，)に分妙。各区間こτ礼、て心菅居間解【

曹の始まりを..点とし，着点よりの水平績を基線とc
て轟線より」ヒの渇合をプラス 盆織より下の場合を

マイナスとして表示して面積と最大被幅とを計測した

面積につ小てほ各区沼田の面績を収結期金体の面積で肱

して傾倒極化し 奴幅1:ついて拡各区間の最大飯帽を

CMG波形全体の最大様錨Dで除して練織化し CMG

陽性裂と陰性君障の連動負荷銅後におげる変化について

m.C KG 
叩畑.¥0.-， 
(A・・1

.'" 制・6

町

もテヌ トにより検定を行勺た 対象Ii，"対照畿として

の健康成人男子8名②J，d匙iUI法による冠動経過

修で1後以上に駒%以上の宥恕狭窄をE明しえた憲動

"夢L!.~名〈男性"名女性1 名l. '"震動脈造~

で50，訴以ょの狭窄を包めえない各電心疾患群22名(男

性14名女性8名〉であ令た

E 鎗 '畏

(・3 健廠成人男宇野巴ついて(畿1):CMG波形

のS堵meDt1_.儀容m~lIt Sまでの最大榎帽と琶積を運

動負荷"と負荷後とで比駁してみると有怠差がなか勺

た更に健康成人男子8名におげ. C肱G 設形は蓬

動負荷網と運動負荷後のいずれの樋舎も盆織より下町

舎に援れる復元ふすなわち収箱期内方選動を呈した

(b' 抱動脈道修法でE往以上に蹴出以上の密集窄を

包めた冠動岡国癖広ついて(DS):運動負荷CMG

制定E急性の6名と運動負荷 CMG判定嶋監:2U名につい

て，負荷前後における S略国nt1‘品管理組"での

媛大舞婦と萄奮を比般してみると陰性Z障に比して陽性

群11負荷後に収縮絢外方11動化を示し。推計学的検定

.，>> 

... Lミ"~1雫f 。ん:::]同網?
pas aa;;;]同和

• “ •• .. 
m.C恥・曲

同・2。... -同ん:::]同副
oh;::]同副

.. .， 
0・ ..... ~ 

一，。 '.0 

図S 窓動脈造.，で有.，健窄〈己防鰯〉を有する務Kおける CMG各区閣の

媛大獲舗の負荷前後での変化



.. 虫剤際医学.".摘録

補 24S ー』¥・
U 晶a百z 個'酬.. 
. ..ーh+F園1F 醐

一個|宇多l 健竪tt歪~t I・白川
.- ".. ...... - - 也畠 L..... *.，白W_1.0Jム明日 . ' ， ( ・・，.. E 

0，'制W 園-"， - 園田 島 岡. 晶，・

。
..，. ... 

同

ー，.. .“ 
尉官官~. hzF勺'"

'" 
缶詰ーτ;l.

0' 
ー，。

園・ 冠動線道出で有恵袋窄を毘めはい(<節気〉群におげる CMG
各区聞のa医大"布置の負荷前後での変化

で色高島聞の'"主規りかで~，た(，く0 ∞1)

(c) I!勧製造形法で鉱開以上の使窄を2めえない

各竃凶漢恵"について恒川。運動負荷 CMG判

定窓生盤混と穏健萄聞には有怠の1f1J1mめるれた(，<

0.001) 

室勤負荷心電園初優と量動負荷C MG ~農の惨断層混と

R診断特異U度についてく，~U )

表2 .. 動員荷心電図と連動員何 CMGの診断，，，.と

，.断特異度

田 .0回

陣同町句| 明書百 ー地"脳

-開"叫 |17，3!¥) ぬ .. '1.8$ 

銅姐1包l.l.，._."，・poOi<l刊仰咽炉副iy...t，・1....."...1.. 
・伊"id.ity・......_.“町β'"・脚p<l'・4トE・E・p・・ili.・

初"明上の震動震後穆群謂名についてみ.と韮動負

荷心電図の"の鴎犠例は18名偽陰性例は8名で.そ

の鈴昔前感度は&.l.2%で~，た他方運動負荷 CMG

の爽の脇佳例路町名，偽硲性例は8名で その陰断感

度は16.9%と留り 忍動負荷心電図の...野感度よりも

商か，た鈎%以上の程枇採喪窄をE明しえ誌か勺た

各積:.(.~.f.震笠名についてみるとI 運動負荷心電司同

"の陰性例はロ名偽陶磁剛志S名でその色合断停異'"

は17.3j';であ勺た他方，運動負荷 CMGの寓の陰

性例は11名 ぬ岨性例も11名でその診断特異度l玄関"

であり.運動負荷乙喧図の鈴厳格』昭よりも低出ーた

とζ ろで翠動負荷心電掴と還動負荷 CMG とを併用

すると診断感度I必..6% 診断縛異皮は81.8%と濯動

負荷 CMG単独の酒合よりもいい結換であ勺た

. . 号 交 献

1) ao..r J.s..舵叫 N.Eng1. J. Med.2N : 361， 

197' 
2) Rosa Jr..J..et a.l.: Circul雌 ODS3(.uppl.l) 

13.1976 
3) Vas R.: IEEE Trons， Bio皿“ 80g.14: 2， 1961. 
')匿村康ニ他呼吸と緬.tJ: :S: 119盟副0
町田ItstadM. H. : Stress T沿ating: Pril1eL料開

制山FムDa.vi.加問1.Phil山 1

凶叫1野区
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