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はじめ巳

末筆尿健全の瞬密 メカ品ズ4らに関しては未解決の

問題が多く建ラている ζれに関しては絡に沌特徴。

自槍神容，濁創設与等との関連の分野が手控りに江.

ものと恩われ..'争I!l.章受々 は周ー例につ舎トレ，ド

ミル多段階負荷鼠験と"湾問心電図飽偉そ行いそれ

ぞれの心主性m外続編 ωt下 PV。の出現..式を比

叡した さらに運動負荷院駿にお切る箱型の£始動

自律神経cの関連性を分続!推測を低みた

Z 対象および方法

対象陪 PVCの多発す."例(男盟例女8例〉

平均~5.6.で今回l<l!lt ll:虚血性心嘆息 E犬性心筋

症等器質的£ぞ実患を有する例は除外した ただし

t・帽弁途.."鏡."例i孟例外とした またシギタリス

風説不盤脈事等を恩周している例も除外した

24~~1Il心電図妃録には Halter心電貯は福医電子

製 SM2'盤胃隼解析には福図書草予.J:!SCM 2ω 

SCM25 システムをmいた PVC散について怯ア

ーチヲァタトを考慮しつつ。原則として解肝機に2時

間ごとにデジタル表示されるZ誌をカウ Y トした とれ

より瞳.. ゅの1時間当たりの PVC鉱と比較し."'" 

より 2倍以上槽加したものを夜窓%以下に誠少した

ものを墨霊. ，.中まんべんな〈畠現しているものを

1目型その他を不定型とした

H.I総r心電断量産省前にはトレッドミル翠動負荷量定

験を"令た遭動負荷鼠織は Bro~ のプロトョール

に従弔た安鯵仰臥也立位翠周防負荷略!回復期と

抱のきの8分ごとの PVCをカウントふ安静仰臥位

をヨン争冒ールとして;0働負荷により PVCの増加

したものを負荷増'"盗。減少乞いし摘失したものを負

荷滋少'"とした

・東京大参医学館第Z内符

'"に25例~.負荷中に PVC が消失し. 6分間@圏

復期鰻鶴湾ICPVCが再び幽現した例おのおのにつ.

下Eの 2 つの心特設を比駿検討したi 日〉負荷~に

PVCが糟突した直後の心舗数(2)その乱心相

訟がピ タに遣し還働中止となり，回復刻I:::JI.. 姶訟が

減少再び PVC1$出現した竃前の心噛数を.-.問

調高.10翁平均により求め。負荷増匁型 負荷援少包に

分砂て...ずした

. 1/1 S展

.'は"動負荷民..と H.I世心電図による PVC

.' 連動負荷鼠雌と Holta心電国首盟申対島

a 
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簡覆様式の震を比e愛したものであo..:動負荷増加型

がttU例，話少量I><tt11例と.a礎疾患のない例を対

象にしてい.割にほ予銀以ょに負荷歳少包含矧げよか句

た負荷噌加盟lt例"'''例とI ほとんどが H.I回心

電図.t墨型に対応した負荷揚少窓はU例~6例夜霊

に対応した負荷増加重でも+分に負荷をか貯.ζと

ができてある屋度規脈I亡すSと 多(~例で PVC

は完全に'"タたした 図"，負荷川知湿のま例を示す

'十2回".防負荷民験を施行している .... 負符後PVC

Z設"増加してい.が，心給歓1初あたりより揖沙，補

失していることがわか否 運動中止&図復期に隠膏

UPVC ほ幽表してい.

25，理中負荷。に PVCが清失し 6分間の回復m
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'" 負苛増加盟

に PVCが再び出現したものは"例(増'"盛τ抗消

失型7例)15.，.た増加，'"も例，消失型S例で怯運動

負荷""を再検して2寄り， ζれも合わせ増加2盟諸ぺ11

@J， i碍*!I.iilべ"固につき既遂の2ヲ吻心鳴訟を倹針

した増加庖で".運動負荷中平均心拍"盟急 S/分慌

てl"lC 消央.園復刻剛志平均141.4/分と有窓な隻

(p<O.Ol)をもーで出現したー方，誠少，.ではそ

れぞれ115.8/分" 111.0/:分.と脊怠2瑳聖iはま抱か'丸ま

た凹n剖dT

があり f講背失盈でi俗玄有，...堕を忽めえ怨2か令た

E 考察

従来非心侯，.例では運動1':.より PVCの"失する

ものがほとんどであるようにいわれていた" しかし

引凪唆々の縄告では2活例中"例〈弱劣)と窓外に様。D型併11'.か。たようである ζれはーつは置動場加

型[， M少墨の定穫の仕方にbよると思われる 我々の

増加型でも負荷を十分にかけ鍋尿にすると PVCの摘

失したものがほとんどであり 定義の仕方によればζ

れ色減少型とみらすζとができるかりであ昌 したが

ーτ還動負荷により pvco措少摘失する型とい令

でふ負荷後すぐに PVCの消失するものと。$る程

度規尿になヲてかる PVCの消失す.ものではその怠

畿陪異なるものと思われる

運動負荷鼠験では般に Ho!ter心電圏乙おけるa
常生活の.c."t由法以上に負荷をかげるものである また

Holkr心電庖で俗図常生活における肉体".柑神的

ストレス...果等の影審を含む色のであり，ー留軍記i孟

..，荷医学."，ι鴨緑

両者を比似す.ことばできない しかし喪々の運動員

荷噌加盟M例中"例が墨型に対応，誠少型11例$'例

が夜型に対応しているととから。運動負荷民畿におげ

Q PVC幽褒様式より，だいたい Holter心電図にお

けQ PVC幽現鎌式を議定するζとが可能であ.もの

と考えられた

次に PVCと心他殺の関係について途ぺる 開。pic

focusの盲舗能をおさえ弓には調鍍度の多い方が好窓

会でおる " 咽 巾y盤の .pvcに?ρでもZ常心筋

の木応期同不均一位は心持放の増加につれて少えなくな

るといわれているヨ ζのように電気生理学的には心

拍滋が増加す.につれて PVCが包こりに((なると

いえ.でおろう とれをふまえた上で.，電動貧湾増加

型が運動負荷中平均心姶激123.5/:分にて PVCが消失

額~.，には平均1仏 4，/~分と有窓忽去をも弔τ出現した

乙と，一方i*!T型ではそれぞれ115.8/:分 117.0/分と

有患筆はなか。た乙とにつき，その要因の割陸自定を鉱み

る。

般に".. 疾患のない時の負宥誠少盈俗図2のa

pvc湘央ゾーン

.n "" 園2 負荷減少盈

き>品ーマで理解されるように思え..大胆で単純化

しすぎ.とも思われるが楓絡に連動負荷の時間的魅

進級触は overdrIve lupr箇創価による PVCの

発生し巴〈さを示T.over drive supressionによる

PVCの発生しにくさゆ，.拾散に民絞するとd考える

負荷誠少型でほ pvcの発生"闘して他の因子をある

湿度無視でき.ほど心姐放の増誠で'"に支配されてい

るとすれば 当然負荷中 PVC沼失防の心舗数と.回

復期 PVC也君，.. の心拍致。す"わち翻2における
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pvc 情失ゾーン網後の心狛敏ほほl~'一位するものと

思われる またその値ば稜々の少誌い，.. ，でlきあるが，

大 ~120/分程度のようである ただし， ζ の研究怯

出削p<etiveで罰復期の PVC.震が6分理皮で

お。たため，。齢、<檎"で河町失するものは圏飯綱'"

a肉では pvcが出現ぜず対象かるはずされたととも

箇S 負荷理加型

....N.L， .一一…

国

あり...原信 pvc消失'/-;/前後の<... 散の.陪

も，と低いものであると恩われる

次』と負術P曽加型の場合tま...のごと(.自律縛鐘の

関与が加わ勺たものと考える 圏中 Vヲト毎分陰自.

神経不定均衡を裂し， PVCの実生を助長する撃でe鴨 宮

師"“P闇・閣の三角山"対して"1C.aかける

ものと考える 回復期の心持台数倉勾町怠!と高いととは.

図11舗とお砂る自律神径のより型車い関与を忽.させた

が.は。舎りとしたζとほいえない

ζれらの智え方医ついての後討にあた令て除以後

，プロヲ均 等の..略依与前後にお砂.遭動負荷世Z換

の比鮫.有用であ.と思われる
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Ergomet町負荷時白 QRScomplex白変化

(!Jl町田 恒環畢負荷研究色 12暗暗号Fz月12目)

中 山 章・. 山 本 和 利・

石出量!!<'.山図置司郎・， 1事国 国伸・

水野 .・ e 斉車事後弘・.商 oi .明・

隠じめに

近焦還E防負荷による鑑.. 鷹疾患の陰斬に心電図所

見として QRS変化が注目されている念丸その島断的

~畿について陪質否両障がある.'. また QRS.. 化

に関与する図子としては B"""効果ペヘマトタリ

ヲト鍾の度化h 解鍋学的あるも、は電気的4措置の変

化..。業相血智箆筑の度".あるいは心筋a血Kよ

る局続的興奮伝帰還E'・忽どが考えられていみ今回

署是々 は労作性狭b症を対象とい臥位自転車 ugo_

・乎湾大学涯学箇第三内鴨

..，を用いた多摩鰭牽鋤負荷による Q田変化を..

$'2IIt・心‘園ペタトル心電電:1:， y， z成分さよ

ぴ箆間速度心電図により分割帯し，そ"10'際的"・Sおよ

び威留について検討したので縄eす .

Z 対象と方棒

対a院は労作性2良心唱0"例 ("-2企7.4..JJH侭

女 3'町〉および健常鎚例(3'1.7念'，0・..金側舞}で

ある翠動負荷は定量負荷量鼠位自転車官官官-'"

を用い， LIlW/ki 0負荷髭より開始し・分ごとに
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O.2SW/kr ずつ噌~ずる多設勉負荷を諸行L S是心"

e砲では鹿覚!f.J.i最大まで汚うととをiUーとした治九 O.1 

.va上の ST.T.血圧，"，/130園.H.底上ある

いは通行量の収旭刻...."下.霊2耳な不盈'"伝どのた

訟を発翠黛門会勾衣可能と思われた場合は中止した ー

方這常例は20，争までの各""につき 3-1例を対象

とし負荷量によ毒筆の有無を検討した心電箇はa・
121秀噂心電顕 E電憶を右政骨下. F， "'~極を号れ

ぞれ左右前肢l'糠よE泊骨弓舗においたi;l;:a:Frlll!k稜

による玄 y， z・a ・4副官心，，~およびそれるを入

力として 7タダ電子怯製 S.・2凶 ECGAmplilitr 

SE-Dlにより，叫 4手.+4手 +弓引ι の蹟
V¥dtJ ~\dll ~\dtl 

算からf・るねた空白伺逗度心電罰を記怨した 計調項E

は V，d)S.(SV，)， V.のR(RV.)，X，Y，Z のR (左

方成分 R玄，r~ij食分 RY 前方成分 RZ)およびS

〈省方G分5.'t，jヒ方成分SY，後方度分SZ)の大暑さI

'"時速度心電包の島内浪商で.運動前と運動終TI

分後の逮鍵10波形または呼吸Iごよる変動が包め切れた

場合は2呼吸ザH.ル聞の会議必より算幽した平均値l

および医送 。逮11!.50 IIIm/5句で定録した""，，-向

の投影変化 =ついても比依検針した

. ..果
袋心塁塁側"盆例胸痛および ST 低下のため4分はい

し8分で逼軒申止とした 箇 11':X.Y. Z柏 抽 1"

刷。rmal33yrs. M 
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最斬墨司It.!!I"38..白書掻

心電掴および窓rl，速度心電司の代創的""院を呈来する

省慌の 4 分で還動~*止した殺心~，唱では 健常例と

辻似し運動後 SZは.. 少し，また向 3訂.. 町かつ箆'"

している

健常例でg分で1II.除を中止した7例の ;t， y， Z成

分の有"の変化として， RXの誠少 {前鎗との盆の

亭均 .R玄・-0.10土0.04I11V，p<O∞1)，SXの増

加 (.sx・O.oe土O.02mV.pく:0.001)，SYの増加

(ASY_O;Oi土O.06mV，p <0. 01)およσszの樋加

(ASZ_0.19土O.llmV，p<O.OOl)./ISt!め切れたす

はわち QRSは蓮動により右後上方に肉か。て舗位し

た '" に事実:.(.Il.例と，主主般のた珍‘分はいし8分で

蓮動を中止した鍵宿泊例のRおよびSの髭化を示す

玄 y. zの主方向成分官dちる R.X， RY. SZの増

誠例滋についてみ弓 C， 鎗."略でほ傘例R.~ 1三減

少 SZ陪増加したの"対し。狭心霊例では R玄 増

加が4例， SZ M少が3例でみ勺れた ー方 RYに

ついては両者f閣の建異怯明るかで伝，，，た RXは

左方 SZ1ま後，，，支持であり 沼町隣m荷揚心電図上そ

れらに対応するE書道彦〈こして。 RV..SV，の，.化をみる

ι礎調官例では金例 RV，I-:'-少 SV， 1:増加してい

るのに"し狭心嘘刊で1-:RV，増加が2開.SV，様

少がS例でみるねた

QRSの室戸地道(1<.電盟主成分である."向の技高

" 健常例でほも分_20分a魯負荷役:I'''~ζ検討した

念丸網依ょっ 10.\'~以上"'化した場合を有"とすると

anlilina peetor惜 59yrs. M 
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p" '"とも負荷段階にかかわらず不変あるいは場加レ

たー方後￡唱，~で信仇低下'H例。角低下が省側

内および角低下が1例で庖められた..~・.に

ついて""，，の幽現あるいは般の楢加.・，~などの

夜影の幽現と..高の有無 ζついて比殴すると，健常例

で1;20例ゆ2例 (6%)で"震彩がみ切れたのみで

あ弓が狭心霊例でほ17例中"例。""で隻影ある

い{端高を伴雪た度制咽められた岨，..心電図

にお付るa医大 ST低下.，と対比すると.ST低下が

0.2 mVまでの場合は空間速度心電図異常の出現は4

例中 1例 (251，>)と少はか弔たが.0.2個V以上で隠

13例中12例〈飽%)と高率であ勺た.

園"孟 RX.SZと p""-to J鳥羽信との関係を禾ず.

よ段のベクトル心笥聞のループ織の図怯 RXと思Z

の変化を水平面に複式的 05したもので左より RX

減少および SZJ・"'''霊，.RXおよび szとも

不変または増卸 CUl!1)，混玄不変またはけ・8回および

sz不変または..少，m型，.RXおよび sz滋少

'"墨〉の各タイプを'"す健常例および狭心症例で

も"のみの異常あるい隊異常のない例では ''''が多

か勺た RX 11mおよび SZ'"少につ、て.，波形の

前半俸と後半毎異常漢にわげその出現銀度をみると.

RX ，・加す屯わちEあるい依田虫に属するの倍。向

また陪向と ρ.異常s例中" 払 さり1:t・・，.と

向.たi志向異常S例ゆ2例であ，たー方 sz誠

盟

m "納 品開拘
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少ずはわち血あるいはW'"に属するおは.内向と，.

異常5例中皆無であヲたのに対し， _1>.と h また

は.異常で怯S例~3例で sz 減少はa 波形の中

間より後単にかげて@異常例に多い傾向がみられた

国引ま Nitr句l噌 n，錠仰百〉宮下使用制穫で
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exercise after NTG 

岡ー忍鋤U~斤ー，た.，失心症例の復JIiT示す 1回

目の，，1\負荷~r::~1IJ中箇錨省よO'J医大 O.35 "，V の

ST鑑下がみるれ sz r-:議少.p， ~夜..と誠高およ

び 向'"買が幽覆し さ，に QRSループの支見臨む嘗

しい ー方対ro捜m後のa.自負荷では絢鏑fa.〈

a医大 R 低下は 0.15図 Vで .zの"少は怪 Eとはり!

，，，向はいすれも綱高している また QRS"'-プに

ほ1園留のようは実影はみられない

鳳‘

.，際医学 0".網"

E 肴.および~とめ

a・負荷による QRS"化に勺いて.今包われわれ

は労"盤機心.."側主よコ健宿舎。例~対象とし 臥位

I!I E_ crllOmnerによる多段階選動負荷各行い 鴎

・1お第啄心電図の SV"JI，V..ペタトル心電図の RX，

RY，SZおよび空白也墨度心.".の，."院について検討

した その結集労作佳換<""でほ健常"と異はる皮g

として R玄増加がs例 (Z9ff)， SZ議少がS例
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(211.;)"， SV， ~鹿少が S 例 (21.!'.) ， R¥'，増加が2例

0・~.; ) . (J援影異常が13例 σ6%)で包め，れた

RX.SZ，SV，および RV.異常の出現$は低しまた

QRS "化を後方および左芳成分より検針すると.労

作性狭心症では図4t:::示したようにその変化ば棒で

ほ包い三とか私書動負荷によQ.!l.1.2l11・心電図お

よびペタトルむ電図1:， i. Z$:分のa瞬-，.sにおげ

る QRS変化の労作性狭心室巴対する訟断的窓穫につ

いて応疑問がもたれた ー方ρ髭怒異常の幽現寧怯

育心待 に O.2mV以上の ST低下例では鎗%にみ

ら札還勤勉需による労作溢:1!J!む曜の診断広重間適

度心電図ほ有mでおると"われた きら巴空間団度心

電周は空自由ペタトル理の値巴辺震を獲すことかる 伝

事異常がそこに反映され.と者えらn.，典明障が労作

性候<.j[例で高率に幽捜し，また NTGで政.が得ら

れる例があることなどから.労作性.. 心症例の QRS

変形~成習のーっとして。心筋虚血によ.局所的伝喝

= 
遅延の周与が示需製された

lt 献
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運動負荷獄験時由 septalQ 

一冠動脈造影による検討ー

〈第'" 個E電器民術研ヲピ会.1鋭海与2周辺目J

神川 正・ e 鈴木与志和・.小林 明・

林 秀晴・桝村袈l!!'.山崎 昇・

はじめに

速鋤負荷民験によ.虚血性心疾患の絵断には従来よ

りST低下の程度旨よぴ形!Si!I，主と して周いられて会

た遺伝遷動負荷時のR哉の2・...q診断の柵助手段

として有mであるとの毎管。，があり 多〈の検討が

なされている.'ー定の鎗.に遣してい紅いーあ

Ellntad ';"!ま 還勘負術埼のQ'支"夏日Zに注目し.

負荷喝の・句凶 Qの唱高木Aば虚血盤£頃患の診断

'"を向上させると鰻告したL

そこで今且われわれ怯還勘負荷喝の V.瞬場にさ

• fi~医制大学.=丹精

~る・'P凶 Q の箆動と冠動脈写の術慶節也との関係

について般的した

ま 対象およぴ方迭

g尾絵医利大学第三肉料にλ反， トレヲドミル週動負

荷鼠験および冠動探途修を..行した男"例女2ゆ侭

針37例を対象とした心筋痩S<<.i:1t略'"心症I 左

胸プeヲタ，省副プ2 ヲタ，心'S盤症例俗画像タもした

冠動思退修にて霊勘脈に2Me以上の狭穆をEめない盤

側《以下豆鴛窃)偲M例で。年齢t!28-鍋島寧均

‘<9，院で~，た。思動湖白倉彫にて15%J?l.ょの有... 穆



.毎週星学簿"..鯛峰国

の判定基準IまI.m以上の水率また法下高型 ST低

艇が.，

-，-上昇型 ST毎下ではJ点より.舗を歩後におげる

L5幽温以上の低下とした。 V，11IiIJにおける

Q の欄定協 .. 動負荷前事よぴ終点で汚い.薦者と

も立位にてお心位向"'.平均を比叡検討した.

叫遥動負膏前のMPtalQ:還働負荷mの..，凶

Qを各"で比依すると.正官界でほ 0.91会臥3O(meen

士SE)mm，'，AD  '*'忽第 L03土O.S8mm，LAD来繍

.0騎会0.17111m， ~ LAD JI! L OT玄飢伺血血であ

り冬眠唱に有11な盆を阻め'"か，た唖叫

.，翠"... 町民よ.-が010"実化遺鋤負荷に

..，凶 Q の度化を正常礁と C翠DJt.t'比依

す.と正倉震では負荷!IJ0. 9HO. 30 lIlIII o "が.，.

1ま負荷役 L錫土aω皿m と有怠 (p<0. 01)の唱加

を示した CHD 軍事で俗負荷8IJ0.87土O.U 111111に比

し負荷量後 L闘士O.23 mmと有意の度化を示さなか令

た"")

a展a・E 

を包める症例(以."C沼D."は盟例で写"1:.35-
"鎗平均55...であーた きさに CHD欝を米

関心境学金の分頬にもとづき，⑧左前下行主主{以下

LAD) .書および6暑より申枢聞に病変を有する

@区E私⑥応AD 6書より，...に調棄を有すa
LAD京橋挽 @LADに禽.. を有しない非 LAD.草

の31障に分砂比叙検討した

III防負荷鼠S貨にはMarq¥lett・註裂 CASEを用い

B~附 2会計=よる多義勉ト ν ッ V ミル運動負宵鼠織を行

い。心caol!ij厚巴は"".. 盤を用いた.遭.抱負荷の

"点弘，.心繍..."目'""崎弘血圧およσむ嶋歎

の"少 ... 不温泉の幽現とした連動負荷低載陽性

LAD 
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ヨE動負荷時の..，，，，.の度化

GE定"と，，"D廊の比叡〉

，n画面否両EW 凹 E

関E群

逮...術簡の v，m-ij草花~ ::tる mμ.，...' 



~~岨."月 (l!，盟問

霊童動脈の鰐度自S位到に CBDI障を分砂，・句w Q

の.. イヒを比較すると.[.A 0同"."でliHJlW Q I"! 

負荷舗の LO・土O.舗血血に比し負荷.0.50会0."

..と有"印ぐ0.0$)o，.少を示したが.LI.D ，. 

割.. ，では負荷前の o“::!:0.17 a岨に比し負荷後1.31

企0.31箇 a と.nLADI障でほ負荷a障の L01;tG‘0

・...r:比し負荷首長LlO念。"白血とおのおの有~.

{p<O.Ol， p<O 聞の泊却を示した咽叫

.， 霊.....鳴の@盤@寝泊とB定賓の震動と@聞

置 ".，負荷"の ・句凶 Q"勾憾に対し.B波高@

変動'"開通す.かどうかを検射する目的で.園・のご

と<.IR.，*に ... 凶 Qを8・・・にa度高をとり白各"

に勺いて負荷簡の ... wQと3足並賓の関係を示す塵

.... 思が負荷後どの方判に棄化するかを8・Eずした (1】

正常卑では3抱強粛1:t.J電極夜"を示さず・句wQの

み到・'"LJじ方への方肉<llを示した (1) LAD 
."骨院および~ LAD "でほ負荷役.. 復調‘の創・2間企

ー去して."川， Qが増加し倉上方への方向 v>を

ff:した (3) LAD中舷E揮で!"!Rt度高n亀有復調・加

L 町 ，ta1Q r描少を示す省下方への方向 N を

師h、・川崎
正 常 騨

• -ー
s 

2 

ぷ f/〈
.l . -'誼1・ " 
_091.陥 LAO:;候補野

， 

IIY，J/ -l •• " 
m 網 • 

"・
1." ......申鑑"I-AD*初勝 卵凶岬

'.1' 

ι. 

‘・
-ν 

•• / .， 
Ui 

• 
..-011.0' 

画面雇瓦計四

.3 CHD "1:::$11る道働負荷"の“下川'Qの変化

同.，凶-a 
LAD中拒野

• s 

2 

" ¥E子3 • R這
l・ 2・ • ー

.岬凶唖 fFLAD" 

判

/ 

ー1:予/
• .. ・

2・ " 2・ • 
E‘ 事酌負荷崎由・市且 Q とE桂高信変化

.田町方向"負荷綱より負荷量への賓化の方向を示T‘
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四日，
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a・・2
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刷物.馴"

ー 一..-~ 

>0・，.，.

掴5 代表続例

C為・ 1 正常nの鑑関正膚定勤u 列である

""  ，凶開聞の刷

cuo t，山崎却の酬

臼a・・第 ~D ，専の盆9同

示した{図叫

‘}盤側正常欝 LAD中枢欝. LAD宋檎欝，

1¥! LAD欝の.. 草Jこおげる septalQの変Z島崎代表

例を関 Sに示した 各症例とも 8，ぽ.mにて員持

を，U しており負荷量lま!是認問ーである 定例UまZ

""の笠測で負荷中止時には負荷前に比し aepU¥lQ 

のお・加とR哉の減少をEめた 霊列2は LAD 6署

に叡明白の後事を有する症例である 舵 ptalQ ~ま負荷

".血血であ。たが負荷中止時には，，=と著し

い疎少を示した定例3は LAD 7暑に15%の.. 曜

を，盤側4は LC玄の11蓄に75.%の狭窄を有する症例

で いずれも負荷中止崎前梓oIQのお・却を示L，負

荷終了後3_'分にて負荷網鍾に復するのが霞められ

た

m ，暗 隷

Ellestlld .; rま運動負荷鼠験簡の腰pWQの相知ば

負荷鼠験におげる !aheド淘itiveを減じ Jeptal Q 

の"沙は負荷鉱却による窟動燃疾患の怠断ム 2箇飢

tivityを向上させ"，線告したω しかし今回の事実々

の民績では， CHD !$のうち LAD'*'忽仰に寓変を有

する症例においてのみ還動負荷により septalQの有

.の諸少を包めた地えその他の"位に明変を有する定

例では逆に sept.:llQ Iま増却を"めた 還動負荷均の

QRS波形は呼吸，心伯窓I 電気紬の変化，体位省事種

々の要'"により夜化を受ける そのため v，lltiIJの

みで鎗省志場〈にはなお鍋討を必要とするが CHD

欝の聞では運動員荷量に賓室の差はなく I またR設の

変化ば CHD震では周じ"化を示しており. LAD 

~枢震で毘ゐ切れた還動負荷E舎の septll. l Q ilS:少は

建動S震の LAD q:怪聞の竜可愛を矛唱するーつの指標

と脅えられる

還動負荷吻にみられる S句alQの減少に調ずる.. 

，.については明稽な縄各1まいまだ認められ白いが!喪

々は LAD中継"に宥裂を有する労作也後心窪盆例に

.." ，ぜイパス筒を鎗行し，閥復には運動負荷"の

"P凶 Q の極少が消失し.むしろ増加を示す"-例を

鑑識した とのζ とは還勤負荷時の septalQの "
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少が!負荷揚の中痛の広範雪な虚血により生ずる可能

性を示唆するものと考える

結 略

遁動負荷試験における.~U\J Q の臨床的思線を~

'すするB的で Pレヲドミル.if'bQ.j;iii衡の ¥'.1寄噂に

おげる .epU¥1Qの変動とξ動燃司祭εの関遣を崎針

旬以下の鎗擦をa.f.
(1) 蓮動負荷前の ・叩1:11Qはj"f.常tfeCRD訴

とのr.lll:有2慰霊を包めなか勺た

(2) 遷動負荷時の z句'"Q ，立正常野では有怠の

噌加を示した

，，， 

(町 金 CROt障の比般でl立運動負荷時の s匂泊I

Qに一定の変動を.. めなか勺たが LAD中枢習院では

有きな極少を包めた

日上より惹動負荷防の .eptalQの歳少!孟 LAD

e区間の何変を手グをする指婦と考える

文 献
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U 山 drio.nA.8.，et al.:J.EI倒 閣 " 山

199，1976. 
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車血性心疾患における運動負荷時陰性U波町

臨 床 的 意 義 に つ い て

〈買口町E 循環畢負荷研究会， l!踊 年2月"日)

増 図 昏 • 山 F1 徴・

近 藤 正 士'，森 拓 也・

市川般車・ e 中 野

遷動負荷車警に出現する陰位U設に鵬し 鰻血的方法

との対比を/T.p，臨床酌，.味を検討した鰻告信組めて

少.い唆々はトレヲドミル遭動負荷碕!:u;め。れる

陰性U援を ST震化を信じめとす否運動負荷E育児

定動尿途1'.左室温艇の観血的方法と対比させ検討し

た

Z 討象及び方自陸

対象は，楓血的方，.(沼周防長途影。左量逮修} ト

レヲドミル運動負荷民験を行雪た虚血栓沿疾患130例

(悶鍍-"乱写均55.) で。その内~陪!心筋寝室

を有しむ、労作生主主実同亡霊(.APO) 26仇心筋梗.."

(M1欝)10<例であo

運動負荷方法i主!底縄釘のごと〈・ mptom.li凶'"

多段階トレヲドミル.. 大連動負荷さきとし 収縮期血E

・三.大学医学..一内糾

組・ 竹 R 某且・

20 mmH@:以上の僅下， ZZ薦む不登脈の畠覆でも還動

を中止した 負荷前I 負荷中降'"寄場あるいはV"V .. 

V， S!Wを鎗<9，掲揚の心電図及びマンシ鼻ヲト血圧

計にて血匡を1分どとに"汲毒した 霊動による ST低

下上昇依それぞれJ点より0.08秒。 0.0<抄の時点

で O.lmV以上の震化を有"とした陰性U設".

心電図上 T渡とF援の1IIl('I'P .曙1Oent)で P涯

とQ波間の lipe(PQ .曙1Ooot)より相対的に陰盤で

ある節分とした陰性U援とT政"'"信佳節分との.. 

Z山ま陰性U援のまれな盟校窃揚でTO乞求婚を砲認し

て QT~.II織を測定し，それより後に出現するものを陰

性U叡とした陰佐官波は還鋤負荷附及び負荷直後

より・"し ニ縄住のUをあ品、の陰性U乱安降

時にすでに陰錐U践の出現している爵..は船外した

定"際造~所見より。 15!.. 以上の狭窄を有患は震動
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2)忽鋤厩翁震と翠到によ.陰栓u，まとの関係左

'"防''''下行伎(LAO)寿司裂を有す45鈎9号事"例(24.2

'"に怠佳E誌の出現をみたが，LAD 病変の t;~、例

では31例中 1肉 {3.2劣】に也哀したのみでh，た

(p<O.05). -tt~可変測で惹動による..住む波を検討

すると，除後u波幽"例会側が LAD病変であ'J

運動によるil盤u波は LAD Ofaと奮慢な関係があ

るととが示された@盟主〉

的思鋤鳳梱息衝....と.. 盤u;a:o蘭係正常及び

-，佐病変列の運動による白色怯U議幽現例ば.. 例。7例

(10.6匂】であ，たがニ出ユ上の多後病変では“例

中18例 (28.1%)とI 多民有変列で多く出現する領向 .. 

出

夜明変Gした左箪造修より監浬動を DormaL.h沖 か

kiu~is. aldn回 i5，dy泊四凶'"，旬幽.l';rsm.l::分..しp 左

室 a10b叫 luoc思'"の指揮として""..出事(LVE町

定室控E要求照屋 (LVEDP)をもcめた

E 繍 果

1)翠勘位よる信佳U量支出現率会体ζ して笥例

(19. ~%) に包めヲれ .1 ~では 18例 (1'õ.3.首L

AP 携で法79可〈お 9~，;:)であヲた (.1 ) 

事提1 対象の内訳

をみた (p<臥0$) (Gi12 A) 陰性U議出表例のう

ち二段以ムの多筏舟変例Iま72%と E書館及こぎ一世Z可愛

例に比べ有"に高率で..た (p<O.05)咽2:B). 

‘)左<>梅健と陰怯U速の関係 .1群で陰健U

放出現関のま室.. 也事は0.49.非自裏側では:0.53と有

窓な葱を包めた (p<O.05) (.:l， 

.，左重量逮鋤.."と翠動巴よ.u遣の関係 01 

E撃で検討すると， 1I0rm・1.bypokiDesis，位四舗喝を示

す幹r!7S例中 6例 (8.0!切に陰性U哉の出現をみた

が。 dμkill館組組側rya"，を示す高度u 動異常を

a長箭i!"'.!8SS器摘.. 

陸軍側町村

-a-ed# 

Tota! 

還勤，-よる;:2;t全U波と LA.DfiIlil.=:の関係

戸時・・一可 • õ~<o.・"
【A】 ，.】

回剛・3

， 
z 
a 

園2 運動こよる陰性U設と窓... 友病変との網保

.， 

事提2 左心県能と週勤時出現~!1.li浪

〈Zh厄V臥Z民DωP LVEF 

NU (..) 13. !・... 0.49-0.1:. 

:.'1) (-) I!. i -1.' O. ~3"且"

l<I U (宇〉 1.5=2.1 O.U-O.15 

NU (_) 9.5:::‘. 。柑=0.08

. ，く..凶

示す携では"開中12肉付L4%)に包めヲれ商鶴咽

に有窓盆をEめた (p<O.Ol)(園町。

" ，暗 • 
陰性U臨ま高血巴大動策弁疾.f..4:血性心疾E
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なかーたが筆動"辺陽で定動尿病夜のない拠例中1

例に運動による陰性U設の幽現が..~られたのみであ

q た以上より。 遷動負荷均に出現する陰性匂故陪

幽要綱度陪高〈乞いが定動尿病変め旬位とその湿度

及び<""径のF何Eにおいて臨床上有周江借掃となり

得oζと，<示されf

r-P<O.OI--， 

区罰則【叫

信結

芭-。。
z

1)遭動とよる陰性U畿の出現率は，虚血性え疾患

，.，例中包例。 19.2%であ，た

"蓮司防による陰性u波出現は 冠動畑農多綾術箆に

有.に多〈。左訓下行... 何度を有する例"高寧に包め

られた

') "蓮動異常との関係では.dY'lkin問3・9
η..を示す例に還動吟古畿の幽覆.<有"'1:多く毘め

8.0% 

町 一'M岬町防同k嶋自

.k唱"

bれた." 左室笠沼動異常 (drskin鎗2・M削 η..)
と..眠時除性U旋回島現の周係

隊文

1)山r， iIl:.他"鐘珂〉筋複..後の多a舟トレヲド

ミルa陸大運動負荷民..の温床的..-.ii動脈造"

左盆道修所見との対比ー 心贋Ui:438.1拠 &

2) Ger・0固 M. C~et al.: En間・.iod胤姻 U

"， .. ve m .. er・岡山間岡山町山

"" ，山岨叫rdescmdl"II I!OroD町山

150: 101(.1979. Cireul山阻

に多くみられることが知られているが，運動による陰

性U践の，.聴についての報告陪少低い G守，。日比

重動による陰性匂町三冠動際疾患白..に左主'"助畑農二

目前下庁... 肉変例"多<I'~られたと繍告してい4S

今回の成繍もI 定動静噺見については上包の鰻告と

致する れその他!多... 置例及び心筋複.，撃で"'"

高度息遣"異常例に多いζとが奈された今園怯示さ

前壁檀塞症!とおける運動負荷時 ST上昇由意義

循環属負荷研究会，由認年2'"目〉。軒時E

I!・a畠3定司・l浩冷牟 図

自・ι畠松島経・i久関地

敏・2久次戸夫..泰オヒ大久・1嶋牛

彦"奥1* 字徳副裕崎戸l!1・1正沢考

〈員権Q設の存在する関場)での蓮勤勉荷時の智r.t

"は ."'，ま窪動異常の存在をあるわすとす.・a告1-"
が多t、fll.-方で法使..圏の残存心筋の虚血"また

にめじ虚

心"使..~において..塞毎"一致した.c-，. /l!l 91. 

.，久留米犬学附属徹底..破究所..久留伊二大学室参軍第三内約



副

信組<:1m"によるものとする鰻告もあり，朱だ定

の見第を見えまい.'"研究I~ .阪"性心筋穫.盆の運動

負荷婚にみられる....理事での世上昇の槍序を明

らかにする呂的で，前昼夜ヨE症を対象に右虜ページン

グ負荷を行い心筋乳目度代風左ヨ.æ. 左重量ま運動~検

討したものである.

Z 対象，.らびに方法

対象は.，隆霊，.‘週間以上経過した痢墜便筆墨21例

でおり対...障として心電図異常がなく憲動尿府夜."

L、症例S例を厩いた男".略女2例，率均隼齢は“

• (21-68J険}であ，た ....使.1021例を右房ぺ

シング負荷砲の心電忍 STII位により以下の3Dlこ分

砂た

L ST上昇群 '10例) : Q量生を包治た絢郎"..で

町がJ点より0."抄の位置で 1.0mmQl上の上界を

m~た寄

， ST不変驚(1例} 有'.の ST価低を示さ，る

か勺た務

• ST 低下寄付例) :am_で STがJ;ミよ

り乱舗砂の位置で1.0 mlll以上の虚血色"下を示した

録音持軍司J!:.Jll"38J1緬錨

務 うち'"はいすれも急性期こt本興鴬Q援を沼めは

がるも比g史的阜期=旭川副 r設が出現しQ哉の講タたし

た例であり，他の1剛:(..、内捜下復書であ司た遺需

の左右心カテーテル繕行後右房ペーシング負荷を伺

J分吻頻聞をより開始しs分ごと!こ""的に201分ずっそ

の煩度を唱してゆき優大"'/分の鎮度まで行勺た ペ

ーシyグ前!ペーシ Yグ中の各'"皆，およびペ クン

グ終了竃復に左盆亙<:(.-111.図のE録ιともに大動尿c

大必鯵"より~血しu鹿温度を測定した 絃お ペー

ジング吻に梅繍等自覚""が幽現したり U度以ょの'"

'"プロ γタが出現した場舎はその時点Rでペーシγグ負

荷を中止した ペーシYグ負荷柊n.品トログリセ

リン....舌下投与のもとに遺'"的冠動尿道弘つ

いで皇室逮髭を箆行した

n .. 集

.. '"血脈病変

前壁梗1E!!!志会例。左前下行段巴AHA分Z揮による

75%以上の有Si史帯周哀が包められた ST上昇欝ほ

2段.. "，7例。 2筏鰐変 1例。 S綾病変2例.ST不

".障は1世鋼匝e例. ，俊病変1例..た ST低下欝

指国山…ベ且去まι主三%間]

'" ，，- ，，' 
「ー・・一， ，伺・-， r"・a・1

-ーーー『

」ー"・a・ーー』
』，..0.001 

t 
同 d・・ 1 

". ペ シング3・，.前後の乳酸度取事"'''"'祖姐"""也血随時の変動
企飢~大a醐血京....皮 釘司~不..

。....1Ao.，大心.，眠o乳厳司皮 8Tl'ST上..
h剛.~鳳. ~ぃ.，値下n

田町山田i明白星HZEZ::ぶzzt事州
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は""病変"臥 2伎病変1悦 g後府変2例であ令た

. 右寓ペーνング負荷と週四曲負衡との ST<I位の

剣比

ST上界'''0例のうちg例ほ 運'抱負荷均に吉用ペ

シング負荷椅と岡般の ST上奥カ包め，れ' 他の

1例は臨偲筒窪のため充分立運動負荷ができなか叩た

例であ勺た ST伝下欝4例信全然蓬動負荷時にも

STが有2の量下を示oた

z ペーシング負荷"の自覚盤状

ST上昇電車の10例中l例 ST不変E専の '"中2例

に陵商事不快島が出現し STI!l下Z揮は4例申3例tご胸

痛が出現した

‘ 現虚担買取$

乳磁担買取.，を{大勤扱血乳M:a!!-大心It~血乳量

湿度〉・大勘繰血乳厳ildxl側 ，."の景気より算幽

し 左胸下行後支配の前壁慣織の心蕗現政代紺の，，，.

とした 各E慢のペーシyグ網かるa医大ペーシング僧へ

の乳政."，率の変働を細べた。対照鳳町上.，，-o，

ST不安欝で院乳自腹自略取事に有，.の変化を見ず.ST低

下裂でのら有21:低下l.犬舎〈乳厳庭生の方向へ聞

か弔た {IIII， 
5. 左冨'"民家lOA

ペ シYグ前と各ペ シング鍍度での左'"拡彊末期

圧 ωA下。 LVED町隠.~帽の LVEDP の平勾値

をと勺たペーシング終7<1後厄10心鎗にわたり象も

上昇した時の LVEDPをペーシング直後の LVEDP

とした 各Z障のペーシング前かヲペークング終了直後

へのLVEDPの箆動をmぺた ペーシングIoJLVEDP

出

陪 ST上界鮮に盆いて..も高値であ勺た各欝共に

LVEDP Iまペ シング負荷により有"こよ興するが

町"下容が...大倉〈上昇しE 上昇欝<>ST末箆

量得とのnelz宥恕差がlt!o:られた(園.，

臥 ，...幽分画

右前斜位左室逮f;より求めた左重恩幽分"(以下

LVE町 1:ST上昇震で..も'" ついで ST不夜

底許低下..対照君事の既に高くなり計上昇鷲は

他鴨と比叡しで有怠に優佳を示した (III"

T 復書周径比

""斜位左盆速艇において'"週末期の会周径に対す

.・.idD明 i.を示す .. の径の比皐である"'..径比

〈形〉そ各E障で比似した ST上昇Z揮に依寝室周径比

の大きな例が多〈みら札肝不変欝とのMに有窓涯

を包めた対照欝と STぼτEでは盆泊健i・を示す

例はなか令た 明らかな心-や D，時四回珊{主 ST

上界裂100暗中省側に.. められたが ST不"軍事や f

O匡下野に俗忽ゆるれ定かラたく1114). 

][ ，麿 • 
今箇の検討で'"ペーシング負荷にて綬霊旬又は梗

盆周辺留湯"にて E が低下す各線(.怯の前昼夜.盆

例ま LVEFが大きく梗..径Jt"小さな倒すな

わち，..範囲の狭山、心峨能の比叡泊よ〈保たれた例で

あ勺た それるの笠例はペーシγグ負荷防に唄厳買取

ヨ院が大きく低下し抗菌度重生の方向へ向かい，また，

LVEDPも大き くよ昇lたことより ζの f 低下

怯労作性狭心症にお砂る罰・低下と問閣の楓序で残存

山副 '"D ..， (A刷"圃2白"
-τt n_ n， 

• 
色申

「ー-一可 ，.---， 「ー・ー「 「ー

• 
• R ・M

l E - .唱E・4・・-I ー.~・J・・咽

園2 ベーシ，~負荷前設の左量監彊末期æ (LVEDP)の変動
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右房ペーシング負荷は酒々の点で運動負荷とはZRf.

る負符織までおり!ぺ '/:，/グ負荷喝の世上昇と運

動負荷碕の STょ昇の線序が会<ideat叫 lとは考え

に〈い しかし，本検討では荷負荷均の町鍾位ぽ比

較的よ〈ーヨ愛しており ぺーシング負荷により蓮動負

街埼と局鎌の11.. の堅... 防異常と左心院能不全を招来

している可能性が示唆された
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日山口組uelor multivessel… 
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• 
復軍寓径比 【LV ~単位同細川国.

心 2志向の虚血包認定化を袋現ずるものと考えもれた

ペ シング負荷にて便.. 郁Z有毒にて STが上昇する例

梗..範翠が大会〈左心権能不全の著しい例であり

一方

dil聞 eand le!t明tric:ular&lleurysm. 

回 887，1918
。Cb.巾.ineR. A.， R;J.ilo附A.E.， 1shi剛 'riT.:The
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・略m句 tel.，.&tioIl.Cireulat;oD “ 鈴9.1976

αro:ulati凶悶且
ζの

t主

ペーシング負荷殉の乳酸代躍には変化を留めず，

よ昇にlまII存心筋のA血栓変化の関与は少屯<.

む しろæ::ii1 ~l1!買..錫を~心とした崎務の慮運動異常と

それに伴う左<.伺飽不全が調与してい昌ものと考え句

ST 
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運動負荷時の指示車希釈法による心拍出量測定上白問題点

〈第，..循環魯負荷寄究会.l9飽年2}U2a)

加蕗紀久・井上宜ー・

中島敏明・.海田俊-'

小野彰一 ・板井

陪じめ I己

逐動負荷袴の弘、抽出量測定に廃して!乱祖度検者が心

疾患を有するζとが多いうえ 測定申の金遅過にわた

弔て負荷を鍵S脅しなければ"ら官いから，測定法"安

全，簡単.lE確。迅速司確実広行えるものでな砂れば

包らない通常!臨際的 ζ賜いられる心拍出量の測定

さをほ 色素糟宗法 a前橋駅訟であ. 安.時心咽.量

測定に際しての色索着釈白色鱒活釈さま押もつ泉所短所

信そのまま遭動負荷砲にもあてはまるが，原理ゐ操

作上の'"建屋予低温動負荷時"大企〈鉱大されるうえ

特猿江条件も加わるので，検ヨ正実絡にあた弔てわれわ

れが留意し工夫している$柄に勺いて述べる。

Z 指来事特叡法の厚還と刻定条件

指示蹟開法での心街出量測定11:，S嗣同一沼田tト

ωaの原理に"づき.指示."が血..Qによー，て混

合希釈されるとき，下誌の希釈指示，.温度Cかり

.偏東温.. 酷・・5内精

勉.e村山正樗・

Q-I/I:町t)dt即 〉によ令て与えられる ζの

式から明らか屯ように指示建量ZのZ確信注入とZ確

な""'iI度Cの測定念従H置であ. さらに指示車種釈

法の成立する条件として血塊量血液盆の恒常也

指示施の充分忽混合希釈，指示貨の安定住等の後件が

揖足されていすよければならない"

軍調 定ょの問題点

Z 色表箱根法

①盆入色脅量遭動負荷暗に砿迅速かつ鯛臨@測定

が要求されるが.注入色素量低豆諸市忽貯れまならfよ

も、.われわれの用山、ている多方t差益を組み合わせたi!

縫注入回路を111lt:示す注ス色素陪プール周注射

筒から 1m!注射筒へ随憲移動させ測定ごとに芭入用

..ープ内にlEIIに送りとむζ とができる 注入鍋作

の緑り返しlま15秒以内，注入量の飯豊は."以内にお

さえ.ζとがで舎る.また蓮動負荷宮容に隠血iIの増大

に伴い希1<8副長も・小するから.商事計算ょの"筆に
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.，瞬軍司Jt..38..糟録

← 
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.' 正遺伝>:d注入のためのをヲ暑

つむがる宮町俵色令'.る場合lま 盆λ色気量密~.... よ

与も増加させる~ち-，生である @倹出・の書風色

色翼連度目測定用の~，シト メータョーは発先傍受光

"とる‘量化a小霊化されて省た"置 .. 幽5誌の蓋.

栓 1$-flーの呈示:まどに"ない摺""閣内""固の

測定を・9還す為舎に信組主患を要するが.100の代

・1主主童1、ので1置の 100注入..5111'として途常切

符以内巳10園の測定をaり返す程度はるほ問魁はない

これ以Jじの..~同測定を要求される ζ と色実お上ほと

仰と包い.，..ペヲ ト浪 動原察側。血捜吸引等の

操仰が.，aだという還歯かヲ敬遣されがちでおるa丸
信者の鳳"によ弔て業軍上さしたる週"は江い .. 

ぺ 7H生法.(.4etll.測定>.1Sさを・nに昼も健立され

たもので温勤勉荷吟£嶋出量測定に飢‘ても豆宅

確実.芳雄であ弓 @イヤピースa豊 田本史電註より

ニ色三S血眼E陸によるイヤピース ヂンクト， ータ

ーが鯛録され H ピー，接の安定性"飛極的こ場大

した 還鋤負荷怠験での安定位色優れて省り。従来の

イヤピース詮@失血であ司たノイズの轟入や。J<Q血

..，..の度化"~う盃槍@鋤燭 bf~<酒食"史"をきた
すζ とほ;丞とんど包い，."， 本告の縛舗は~"'意
書取ら.-"によ，て骨われた.われわれの測定ではa
Sに示すごと〈与‘ペヲト法との郷土とでイヤピース接

"平塁走駒."斎も晴也を示した.のの・".の縄告と昼

本的に"わりは諸島、 しかし調隊法で1:.極趨な貧血。
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安・崎心伯d包量測定鐘@イヤピー完訟と宇品べ

，ト詮@比後

2 ... 
自

温...._.(.~It量・世聞方向，、町。@イ
ヤピース箆と今a・ペ，ト.."比陵

…・
同‘

測定しているというa・にとど硲て事〈のがよいと息

われる

鎗緒銀銭

総絹灰白書での心描出量は(1)式に釜づ..1南町'ie:ro 

原告豊岡"縫い次5えで与えられる α3・v.n"-T.) F~ 

L 

多血Eで"".固定値1:&穫の生ずるζとtま慣ではなく

また。と・に原因不明の信じ..、0・を来すζとがある

園4はョ・...得時心抽出量の.. 化を+.ペ，ト書告と岡

崎測定し対比したもので...旬t三度化方陶を示し変

化皐に闘しては累健的にほ"淘足すぺ・ものといえる

しかL僅少江度化量@定量栓の.1E1:朱信不充分で

二色式.....俊足俸によ。てもH ピー，盆は相対値を
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a聖母百翠掌 0"纏 欄録開

おいては運動負荷均に ha血白血噌大に伴い続出=~Jif:ま

での希f1s里会が不完全である可能性がある 希釈歯織

が注入被置の鴎線"梅似して台形状に歪みを生じて〈

.の憾とれを示唆す弓ものと思われる 以上の3点か

ら 鮪希釈絵による運動負荷専心抱出量測定!ごは疑穫

があることを....すべきである

/\~T(')"(式的詮入液量 V，位制れは豆
諸を鰯すことができるcして注入波温 T，がiEi査で

あること，体丞 Tbが定であること，注入燃の希表

提舎が充分であること忽どが閉居と芯'.(j)注入捜温

鱒希釈接において?主主見波温の測定信きわめて重要乞

問題である巴もかかわるす。 s.岨-G姐Z

1)香取

宮}香取

め香取

4) FfII'ler 

19“ 
5) PaveセK.，et alι ロ，.R四 15:311，196品

6) Gau.1i W.，.t &1. : A"" J. Cardiol2'1 ; 392， 1911 

め

連動負荷"の心拍幽.測定に色素希釈諸島然希釈歯告

を思いたときの留'点について途ぺた表決で隠Z藷

"測定のためには争品ペット訟を用いl

には当面，相対前夜化鎗を求め.にとどめ。月島希釈さ舎

を月四いる場舎にI:..t.:a:aが必要であるという....

をもつのが妥当ヒ息われる エレクトロユタスの発途

に伴い.検豪~が自到助的にデジタル表示されるに侵せ

て， :iUtlll!lllを量捜せずに検査にaむことだけは遂げ

包ければならないと考える

文

イヤピス法

自官心仮眠9): 897. 1976 

町民他£横断1): 3即 7

聞巴他日内金u: 68(4): 379，山間

G. : Quart. J. E.:p. Physiol. s9 : 153 . 

. 氏

とま
の霊婆以来 体外での測定に告せた槍定!lが用いられ

ている Phell:る"によるとカデーテルにより体内に

到速す.までの納量の変化は カデーテルの長さ 注

入速度，体外での注入隊温，体遺等によー，て忽定され

るとされきりに注入巴いた.までの，手観b使用Z

具等ほよ勺ても綱当の...，化の生ずる可能性がある.

徐肉食入口広おける注入被温の厳密"測定か鍾まれ志

@偉置の鋤揺還膚締動累内の温度変化は僅少で，心

鎗幽量測定"支煉をきたす沼どの変動はないとされ易

しかし運動負荷碕には，連動量が増大す.に従い血液

温の動揺が鴛箆できない陪ど増大するととS矧Pな〈な

い われわれの10例の測定中7例に図のごとき5.農の

勘纏咽町がみ品九中広i捕""..としての処理

がもは~図建であ石ものさえみられる G姐民，.旬

ら・もζ れを..".注入波霊の噌盆によりS!N比の

劣化を補うよう復察しているが!注入被量の増大はさ主

入時閣の延"を伴い希I'ti.l舎の面かる不利と怨り鋭

得力を欠〈 ③-，院に注入..と""豚が還すぎると混

舎が不完全で調."需撃を生じやす〈忽る 然希択ささに

カデーテル

心筋梗塞患者の安静及び運動負荷時の心機能

備""負荷続完全.1弧8平2H12口〉〈鰐1侵ヨ
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eardiae etfectに.，煮をおいたも

に詮目したらのほ少な

によれば心不全患者で!ま蓮動負荷

が怨されている会名

のが多<， peripheral 

ら。

にめじt孟
efled 

M~. ー、;(動負荷"の血行動忽については歓多くの報告1_"

-山ロ大，虚字幅'=r句"



昭和"."月(11， u槍3) ." 

'!1 対象

，-，~ 0.. 
h 国 1 Co~祖国..組

1....D I " ao. 

。同協"
..証咽 5・ M 個叫p ~豆 '00

，.. 

“ 
U “一 ~.鍋

Ir. .... " • M 山 皿"00
.. ， .. 単 p'・，.， ...伺
14. 1. " 

U .....r... 回 dω

.... T. " • “‘ .. 加
...闘

E‘苫+ 凪 単 銅山 副 d釘

T. T. " '‘ 
凶耐

町.L 舗 • -阻..品。+ 置 id1110 

国同国， ， 

K.1. .. 
'‘ 

出 抑 D，OO 
K. N. 

“ • 山町 ~"帥
E‘.. 00 • p'・".. D， 15 
8... 

“ 
F 皿100，，40. 凶 a・0

"に求権血管底抗が噂大するという そ二で，本商究

で信友心カテ テル検査中に，仰臥位エルゴ〆ーター

負荷を行い。心修復"患者の左ゆ拘置能と宋繍血..，医銑

との間違位について倹射した

Z 対象と方法

.'に窓働帳途彫にてO郎、し 1vHul di闘"と

陰断された心修復塞息宕9O'I (Group 1).及び皿叫u

'開叫~・-と..，野された 4 例 (Group めを示す

会側初回の... で，梗書留依lま前'"例下壁2例及

び心内康下贋憲2例である検歪位。 Millar社製鋼

孔付叫h出 F坤廿個姐岨rを使用して安野崎の

左禽歪をE録しはがら左竃uを..行した左室温~

かる10分後に仰臥位エルゴ〆ータ .. 衡を切ヴヲトs
分哨ι"ワヲト S分冊連続して範行し負荷終7役目E

ちに""逮修を再度..行した左左造・，."の左室内圧

は伝送り速度出血/胞にて。 Efor M'社製 VR12

レローダーで問時箆織した

n .. a長

，，~，寺"お貯る. GNUp 1と。roup2の"幽率

(EF)，怠"鉱強末期医(LVEDP)，左室長高血豆

〈田町.玄室修習E末期容讃(EDVI)を1111r:::示す

いずれにも有怠釜を毘惨なかーた その他，<嶋敬，

左室収..末期容積 1固拍出Il.心街"畳b局鍵の錨
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負荷直後にお砂る， Gro.叩 1と Group2のEF，

LVEDP， PSP， EDVIを図倉巴未T.EF， PSP， 
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園2 負荷桂φ血行動盟

L田，
戸布石T

戸川 -" 
園S 遍動負荷による左æ!~妻家刻互の夜化

EDVIに忠商者凋で有."がf;'かーたが，LVEDP 

l孟Group1で事均 13土2(SE) 1I11uB，. Grollp 2で

'"士3mmHCで両111咽Jζ危検事。∞1以下で，Group2 

の方が高値を来した次に左室鉱彊末期亙の"動負宵

による夜化司，..'に来す Group1.2の膏習得とも.

背後に有.lW:場'"してい石が.Group 2において

その傾向はより強い ポンプ根能を表す指栂としての

EFの棄化を園ーに示す。。閥均 1では支'椅50土s
"から負荷後釘土'%と有.に増卸したが.ーヲヲ!

Group 2では騎士'"から騎士'"へと有"差は

".両軍学館市8...録

1'8Vll lL¥'明。

"1 • • • 
• • • ! • .. • 

，. " ，. 

，〈且也事

"回8EL I国自L ~，四SEL

."  全米構血管億総比 C負荷後J安'柑

芯い (P<Q.l)が金例樽少した金宋柄拘血..短銃

(TSVR)の負荷巳よる"化をみるた冶に金，.繍a

管健民比〈負荷俊明VR 安Jt崎司VR) を銅 S に~

す.Group 1と Grol，¥P2の倒においては TSVR

m加に有"差は誌か勺た，ぇ Grol，¥P1を図sのζと

し O帽 aelWSea&I欝と 1四回&園..，障に分げ

"障にて.. 討すると.0 ns・d d.i，"u  I障と，皿叫.

'四seldiSl田a齢制に信，有望思重度合得忍められ。定'"際

電...まの多いほど.TSVR rat凶が大となる傾向が

包められた

])[.. . 
今回同夜々 の成績では，定l!I;'帯数の少はい症例1三ど

ヨ，..血管，.mの'"少は.，し〈 多俊5句麗E障では 負荷

前後の宋附血管短銃の歳少の程度tむトきか，た 本研

究の鎗奈は心筋復書息者では運動負荷時の左<，、機鑑
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の低下により。震予備力の低下が探知できるが，その

僚には窓Jil!ll:!実窄歎によーて末繍血管短銃の反応盤の

異なりがあるようで。それが盆a:f.ンプ鰻能に修箸を

及ほしている可後住が示唆され.

文 .民

1) Ru・h血管rR. F噌Sm.ith0.， Franklin D 

M叫岨ilmlof吋関醐tro!iD uH"CIse. 

Cire.. Res. 7 鉛2，1959 

2) Shuma B.， et al. ; I.eft venuic同町 angioerapby

制

価 館 留 唱 民 ADfW metbod fo:舗 S飽 .illll'1ett 

V姐 trieub.r111関1Iopin i・.h.叫"heart dlsease， 

Br.S即 tJ. lI8 : 59， 1976 

3) OuytoQ A.C..et札J.恵国側11.iDeNUe ; .. 

国 組n"''''111&10す pres.llre個 de&rdì問。 ~tpu‘

&t ODlet of musell!ar aetivityα陀 ....u

431，1聡<

4) MuOl:l D. T.喝院副 Cvdi挺 i""u!aωryre句，..飽
…叫町 uert'lle111醐伊tivebeart 

faiJu.... Pr・c.Cardiov...... Di... 1・475.19η

帽斜負荷 (rampfunction exercise)法自生理学的

Eび方法抽的検討

〈軍盟国循環曇負荷研究金， 19田守2月"目〉

山 ロ 郎・， 宮 沢 光 瑞.，

小 を会 栄 一"

近年 Wbipp句"惜短時閣の-，関"運動負荷

〈傾斜負荷〉によゥて， .医大蔵ヨ医療取量作0.l!UI1)

..'"佳代謝鶴姐 (A.叫 robicth闇 bold: AT) t..どを

実時間測定する理鈎を後唱した 肉理鎗は運動負荷時

の厳'''''l取置(VO.lに隠して@定負荷開始後の

vo， "M~隆ちが個省司定書度(けの単→糧安全関数で袋さ

オL ②定宿状'堅守0，が負荷量てWRiに比例する

の2的処に立脚しているすなわちある定常校怨か

ら傾斜負荷(WRが時間 ζ比例して増加}を開始した

場合，開始後の均聞もの VO.CVO.(t))は 1>3.で

は邑における WRに対応する定官。ω!!IVO. (Vo. .. 
(t))から時間違れrで平行に，..増加するζとが2

FlII'下の過覆解符から専かれる したが吻て'0，仰

を実'"ずる乙とにより'9'0，11同が更に換気佳作.)

や'0，の leve1liDgoft 'J，どとの関係か.;VO，D埠足。

ATやそれる"対応す.史官官 WRが求められる

Whipp ;"砿特殊江エルゴメータ及び呼気ガス分肝

乏によー，て岡理蛤を~延した念丸定宿校怒との関係が

明議であり，短時胞で実行可鐙伝ど 臨床応用上有用

..山形大学霊，庫中央後室g ・曹関.-内軒

安 弁 昭 ー.

む利点が注目される しかし Whippら"のシステム

をそのまま臨自転場入するととは園短であり また寝蛤

自体にもいくつか問掴が指織される 表々怯健常人を

対愈としi 市販組去を利用して傾斜負荷低験を実錯しl

Olll衝の妥当性及3臨床応用の可能色を険鴎した

Z 鮒象主主び【乙方議

健常男女7名〈復刊を対象とし空腹崎県橿..-

25'CIC"C，臥位"'-サイタリング(Sitmelll-Ele

-13ω..ルゴ〆ータ}によります2OW(量小松

定負荷量) .分間の定負衝の..15-30秒Cとに.w
〈是小可愛置}ずつ斯楢す.負荷を・11out ま~継続し

た全径過中，呼気ガスを三栄測a• 891エア冒ピ

タスプ0;ヒザ!とて分所し 令.(BTPS)， VO.(STPD) 

を10砂ごとに道後測定した 筒慢の測定周期と呼吸時

相li.randn包む関係なため.10珍聞に検出され.呼

吸訟の釜に革置する測定被差倉市可遣である 人工的

に作'医した鎌々な安定呼気モデルとよる検討に省いて.

10秒ごとの.，定では令zの''''分布峨は事ま均値の土
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"抄ととで土 S-ll%e':i!I的信館

そζで今包の検討で" 連偉.，砂簡の平均

省査を中心lO!tllllrT.I留として， lO~ととのデータを胃~

aして用いた

.. 吸の木淘ー也、ぴ測定規釜の'晴を徐色 "の

す0，(りそ渇る."で. IY例に対し9困の以験を"

その平期信移を求めた また6分伺 E負荷法によ

墨定滞状思V"O.t-IOW Cとに'"め VO，(りと比

依した

果

!lD傾斜負荷崎潤1:.1_12分.金何下畿忽労にて@

止した園llClYt聞の成繍を示す 守'0，(1)低金側

• E 

1‘-23%と大で，

とはーた

... 

S分自明直a・tl(-():梱関係取を表 1<来す】に舗網

u殿"におげる !ne!li園町。II陪s例代Y.

TW，NO)にのみ臼めもれた したいそ刊勺て VO.DlU 11 

-"，的方虚に吻じて.大測定!lとしたが

にほぼ均等に分布した (fll) 

IY例の'圃の写均値惨を園 ，<示す

直現住がより明確 〈園燭直線を実震で示T)と2ーた

"掴定書官伏， VO，<鳳丸》は VO.(りかるの割.

，.量(l1!.)と"-"し認か，たす‘b;.

W ほ種""直と事符に槽，したが低値で~ヲ それ"

m上"'.の..・S末広他移し 国 防 日 四f鑑定量産より寓

，。• 。
" し間

加問

'0.の10砂ど

IY 

制定'"の

例の'

鳳1

広よる判定舗の纏贋係ftはO.9!路‘&銑"で

.異IUI:1のCとくきわめて小であ，"

園の ATは 1636::1:.61rnJ/岨..と再現栓'"

.爾桧 Cよる僅 1“omI/Q:li!.とよ <--OJした

lY例ほおける傾斜負荷時 '‘
と実測纏移

柑，日 10...111_...規制Sぬられ忽い

約1_31/

守'O.(t)は

30-関

~， 

t<. 

また，.

値とだ令た

金， ，略におbずるs分以Rの"ー'0.随係を国Sに
ヨ号車掌びにa・E

返，，<疾患患者の~動能力の客.的持情l会と Lて，

遭勤勉荷時呼気ガス分肝による 司'0.目 星測定の重穣

E 
来T 各例と b.tわめて良好な01提係〈ー次潤閣僚

B誌を'"に "す}を示した稜.傾斜を唱して権移した

ζの変血点の守0・を ATと."，したが，名の験者
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念物鈍されていd.-1i. w .. ・~銅ら・ によ，て

縄有された AT I! ・大負荷が不要で窓歓の""を

霊妙ない£とかり，.. 底的に連防亀:!Jを"すーっ@厳

しい有3切な指欄として注目されている しかし.血底

的に~，摩される12分程度~負荷脱酸で""に

網注する方法ほ確立されて溢らず，制定解度の検討も

充分とt怠いえ忽い ー犠鈎伝.，争ごと様増負荷訟は，

負荷量変化時@ 九と 司'0.o応答..，.の，，-・'P，

" >1下で生じ.一過盤強'"佳代盾のg・"が.，定.. 

.要因として不可遣である ・1M負荷竃愉" 定曾状

"とー定関係を保勺て竃・，.化ず§弗定曾状態を鐸.. 

し，湿隣町"も。 .".応用においても， AT 測定に越

した負荷法と宥えりれた また 1~出oi' offを諸

包しやすい負荷益で~る乞とかも.可~O• ..u測定法

としても期得されたが.貧血院にはT例中S例に冨めら

れたにす肘令.0.国 Z測定において俗本法の利d訟

を留め得包か勺た

夏a医大負荷価緩 乙おける ~O， (ゅ は Whipp ら"の

庇緩111mにJ良好な薗濠佳を昼し。事是々の録用した負荷

告をl ‘定盤が充分実用的なζとが爽征された しかし

m'oどとし 実楯定常波"・O.I主.~(>.< 色 》 から

の僧"盤とほーヨ置しなかーた筑間割耐の実譜僅の

a・"小で~.た理由として， u ゴメ 夕食荷勝度@

飼与も笹倉でき"いが G岨・e ';"が示したように

WR-~拘置

が庖且されつつある '0.回Z 拠調I:r:IH医大負荷区

<<昆虫患者において".働内の震

とのζとが制定値に修.ずる欠点

をAT • 抽同自V

-・s・d'IO... 

"が必要であるが.

歓の・人.が大で

• 
... 
... 

， .. 

.. 

tω 

，。

0・

aa庫
、

d-.
。.

2
2・・雲
-
-
-
R
g
-
B番

の非直8復調保の表れとも考えられる いず

れにせよ， "'"以下では竃・嗣拠③は成立しするいと

判定された -1J， ~度負荷...におげる WR-令0.

関係S九 回2のごと 〈上向舎の~出a・ri" を示

すζとは逐年"多〈縄告されているへす"わち理省

前JlIDと奥伝り.高度定負荷"の 司'0.鎗移は2・の

指敏関怠の剥でより食〈送。民事札時刻E敏釣お分の第

2の指数関a誌が 胆"出a・.rit，.oo原因と考えられて

いる" むしろ，乙の e町叫且a・Nげが守O，(t)ほ反

映しは..，たととが".奪漂いが，時定ヨ政お分"比依し

て高，...荷時間"釣4分と狙いCとがその主圏と当官え

bれた園2でWlt-'90.闘.. が跨~叙情で麗鎗で，

かつ纏....と平行したζとから，今閣の方盤でWhipp

ら"の署前，'.定立する11."玄繊同~“%'90.mu程

度と"怠された

国2巴お砂る AT tでの'9'.-'9'0，関係の良好".

本接の墨隣自豆当宅金を貧"するもので~る.鍾1~

lY例にお妙高鍋鍋負荷主筆'園の乎勾令0.，量移

(板・〉とその層処.. ・〈寛厳》かヲ求めた定宿

伏.8:1'0.1・"鎗"'.，と..測値〈鳳丸3の関係

• u 

• 

-u 

信調"例におりる傾斜負荷8分以傷@令r'o.
鴎係

民白血 <qで捻息好芯竃.蝿舗に.，

• 
/ 

・-
， 

，。

• • • • -: ， • ， 
.・. • ， 

-ι，.'・'
.一

6・.. 
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. 一・2 6 -
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制

...ではよ遥理樟煙突立笥曹に出ま含まれ.したがー

て 'Tに対応した君主負荷量も求め得るζ とを示す

A.T 11JJ専のt'..'Q'O..保健甥らかに大えよる..れを呈

したが ....検宥による判定鑑の霊異I~.わめて小で

'0・Kて土却m!l副島WRにて土罰.以内の指定

が可能と判定された。

以上より 傾8局員術槍i三稲広い運動指伝カをも，化対

象において.血尿検牽..νペルで実鐘可.. 怠 ζ とが実

征さ倉、 4T訓定法としてきわ>>τ有周と鎗貧され

た
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W山聞広 4‘剛 ω…...... 
問 。tauobi， t幽刷。_d町 曙健一

J. A.ppl. Ph，.li札民四pi.n.t.ED..iroa.. E:nn:i .. 
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・..m民 J.App1. Phy耐Rapirat.Ellviron 
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イソプロテレノ ー ル負荷心エコー図法応よる冠動脈疾患由評価

"'"固循環器負得研究金. ，製機隼:l}n~回)

降板隆ー・ 経本龍馬・

磁岡事.・飯図啓治 ・

絵図光生 ・ . 彰 下 術 館 ・ 伊 蕗 厳・

イソプ-，‘~/-'" (ISP) .. 注負荷民載はn.
荷以畿のa"OO4伝座"に色実a可艦であり と〈に

高島者にはその適用".ゅは〈ないと考えもれる す

でに>sP.. 荷'.(.，~図詮による窓島原疾患 (CAD) の

It断精度陰...鋤負荷心"'"迭に劣も広いζとが縄告

されている'" しかし 突破的検討によると ISP& 
"による心fl:1Z!t.1ヒと左室局所~勤惣異常とは必ずし

もー号ましないととが伺告されている" そこで われ

. .~文字=lE!.\1!~ 1'1“ 

われは 15. 銭前む z~-c;:r睦による CAO 1$9析の臨

時L的a・につ倉検曾した

Z 対象および方倉

対象は.嗣衡あるいは心電錨異常より CADを疑わ

れ震動減退~にて診断の篭定した"例で~り. ，事省

r::~，，_70・L 平均52. 5・，男性別例!女性旬例であ

弔た鮒2院の辰終It斬は労作袋心1l.16~開。安静袋4
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..'例I 院畑位心筋慢.，.同""定霊的胸..'偽

その他11例であ，た ISP 負荷量定般の方法は lSP 

をa飽"借.1分にて殉."主主し絡船主， ，生£鳴の

発現もし〈は有意の ST個位とした有意の ST僧

位とは， J点より0，"秒での.0.1mV以ょの ST低下

またはJ点でのO.lmV以上の ST上昇としたま・

時に ST贋位を有する例では!さヲにO.lmVJZL上，ST

.位を主じた緬舎を有患とした心エコー'"ま東芝社

製極菅波心断層義置 SSB-llAを周い.左室短触乳頭

筋νペルまたt叫安.~l ，時位方衡の心断層圏〈田町

をヨ，... ーより負荷...分まで 1分ごとに VT1去に

箆録した。国Zの包録と岡.， 1分ごとに血匡測急

心電".，舗を行-，r..左盆."志賂.O4li."舗を.. 思

し 園Zのごと〈 前墜 下'"後書眠中織を含む')，

CSE LVG 
日間

..0 

APRAO 

‘ s LY 1 

園a玄室"の区分

3 鋼息， ，後蓋.，下島 ・ι.踊.心..
C師範膏設ι. .Ji.m. LVG I 左n弘...~左E
刷阻筋レ叩.l.PBAO，叫師 1地開

後量中崎I 心尖桜のs区爾"区分し。各区固につい

て， dyslr.in聞"鴫 泊四iJ，hypokin国s.nom.alの4段

階に左霊堂動u.手値した ISP負荷低駿tUU

以内に冠勘辰造膨および左重海軍5を勉作した左室温・2におげる左.."o怪分信心エコー周と対応した5区

扇とした咽1)鐙動脈造銃上主要震動録後@駒

%J2l上の襲'曹を有患とした ISP負荷国Eの脇佳5

a院は @負荷によりI 事野たに"還動異常が揖発された

'" 
場合，②3長野崎に忽めるれた壁"動異常が!明るかに

増悪した場合とした

E 結 a匹
a -・?首・e度化

心街2震は， ".時70.6土12.9(m-n土SD)より.

負荷終7時102.5%29令、と事勾‘'"の増加を示νた

<KO.Ol) 較砲閣血圧は，安i8Bt123.2:d8. 11 mmBg 

より負荷終了時13Ll土 15.2m血H，へと平均6，..; 

の増加を示した(1'<0，01)，ー方。往復期血圧倍。ヨE

1t&f78. 3孟 10.6m温室gより.負荷終7時"-，土13.2

~H，へと平均'"低下した伶<0.(1)

1 路P負荷 α哩による CADo惨断

安修持における団Eと左D'巳の左左量動態野信

信.ほ"ー致していた構'.f1他に発表予定門様悶

並心筋梗窟13例のうちま"時において国軍よ左窓

壁".. 興需を包めたのは11例 (859.')であ勺た星連

動異常を毘めなか，た2例のうち'"は左.. 監修上も

壁還財異常を包めなか勺允-"};負荷国E闇佳例

ほ13例中7例{“'"であ勺た非...例のうち，

CAD(+)例は13例であヲた ζのうち，ヨ'"時に陸

連動異常を毘めたのはτ係 (54%)のみであ，た"

11例''''''が負稽 CSE陽性であ，た したが弔て

CA.D(吋..例中.負荷田E.包例は18例 (69%)

であ弔た ζのうち，開問性心筋寝室で狭心症非合併

例〈梗...細波血智以外に検'のない例).例を除〈

と負荷 CSEによる CA.Do断の・<<Ilitivity1:85 

%であ..，1:， -方"CA.D(ー〉のお例。"例 (88%)

で負荷田E鎗性であ，たしたが，て負荷由E

.. 断の・戸o:ifiei旬は."，であ，た

L IBP 負荷o・圃 ζよる CADの惨暢

CAD(+)鶴例のうち。左脚プ固ヲタのため判定置

鑑の1例を除〈とお例申'"時 (681.ので負荷心電""順

位であ今た 際旧性心修梗奮で3安心..，下合併例5例を

総〈と 負稽心電留によ~ CAD I会断の.担I;ti"it，.

tま8504であ，た 方"CAD(-) 2s例のうち，蜘プ

ロヲタ合併'"を除(2'例中 負荷心電図陰性例は9

例 (41%ラであ，た したが。て負荷心‘図によ.

CAD .. 断の・peeifieit1li41%であ吻た CAD，ー〉

例で負荷心電図陽性であ，た13例の肉眼をみると，"

大心が5例。いわゆる玄症候"が4例，"勘脈遺影よ
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図2 箆例 1 のlt~- Yむ J;;_{ヨ

イソプaチレ J_n，. (lSP)ゆttにより ιべ王国ム(:ST低下を包めtが .ν=.:0_盟よほ

閥抗附日叫か勺た
1.¥'&田主主主主包"期比町民0，a:iW瀦硲湖面..I.¥VE，(JIJfI;<I';縄様循 I'WE，-::長

.提裾

..・.D，，，.TOLl 盛岡O.S"STOLl
白司町一 E 

IIlST 喜望EE司 •• 
• 

， .. 

!孟
阻s窪例2の歯音盗心掛.，唖

'!eJ)I~には正常温辺"を昼した念'. U!P.!l宵叫I 前盟の盟運動翼活が発思し危
富。 低温絡照。 問， J..o!.師事則i

50953長掲の倹元揮を有する労作扱心盛が3院挺煩型ル

筋症が 2例で.?た

. 窓側昼示

.. 例 1; 5311:男也大動景弁別繍不全復例である

が .. 動負荷心電図にて著明江 ST低下を包めたため

CAD の合併の有無が問題とはーた!t例であQ. ISP 

負荷足験では，心電図.101ま有患の ST低下をEめたが

CSE. }Iモ ド心エコ ー国いずれにおいても夜遅動拠

需を辺めだか弔た{図的 本例の定動脈遣修泣Z常

であ令た

盤側2: 35磁女性の労作決心症例である ISP

負荷により 心電'"上 V..V，の ST低下を CSE

L 前望の堅忍動異常を包めた(国的 程動原造修

では， LADの退位節に錨%の貌窄を包めた
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" .晴 • 
ISP It謹負荷仙電図bさによる CADの'"野舗度ほ

"動負荷心電図法のそれに劣る広いζとが帳告されて

いる... しかし lSP 負荷心エコー図法にかんする

"告はI ほとんどなされてい江t、坤盆色の心筋血

血の僚には...青野....防異常tl.(;竃周変化より早期に

出現し刷 偽服毒性.りP誌t、とする経告がある附 また

lSP鯵注により生ずる心電E変化と左室周竜野墨.. 動

異常とは必ずしもー致しないとe・e舎もある" した

がラて ISP IJfi負荷低級におい て心電図書房見の

みで伝〈 崎被量働恕の変化をも検針す.ミユとほ醸成

的にも.，援問あることと考えられる

ISP It詮負荷鼠験による CA.Dt会'婦の・側liti..il::r

は僚間性心筋痩"例で狭心症非合併例を除〈と，負

荷心電掴蔭負荷 国E詮いずれも隠"と良川であq

たが竃開eificityについては。負梅田E益念咽%で

あ。たのに対し負荷心電園陸1141%であ令た 負荷

心電図8舎の apeeifleItr:fJi他の機告に比し かなり低

いのI~ 今箇の対象の申K，"プ. .タ例や鹿大心など

負荷心電図で偽傷性を量しやすい例が比叡的多く含ま

れていたためであ.

肥大心中大動脈弁慶震にきいて衷心症や虚血栓心

電図変化を合併していた場合，それが窓動脈事典窄鏑変

に起因するか否かの竃別lま負荷心電図法によ勺ては.. 

'重である なぜ江.;.r.大心においては窓動脈がAlr

であ令ても心内膜下虚血により 負荷時 sr低下を

生ずる可能性があり..た，大動3眠弁膜症においても.

霊動川県正常でも負荷"伴う血行動曽の変化が窓・置に

畢5・を及lまし心筋虚血を生ずる可旋性があるからであ

. 今国の倹鮮では，肥大心ゃ大動脈弁.. 症において，

ISP 1Ji'iにより心電図上 sr低下が見侵した際の左

"壁動態は心エヨ一国ょの友重震の複悔や盛..，化

皐{収傭終期~厚/1<自慢終期墜厚〉を指8・とする限り，

明らかえな異常を包めずよかー，た(国" 今回は"例数

も少な〈 巨大企こお貯る心電図上の sr震化と心z

コー図上の"覇防怒との解竃の成因について低不明とい

わざ.を得ないが，少な〈とも CADの合併の有無

の"断について信心エコー包接によ.霊鋤患の.震が

... 
有用で~る可能佳が示唆された

-J守，舗プaヲタ合併例におげる負荷心電②同夜定

ば函館であ.と縄告されて.た"""完全主'"プ首ヲ

タについて砿 CSEにおいても申臓の異常蓮動のため.

同榔位の盤遭働異常の鈴衝は函鍾であ.が，ゆ峨を除

'"ぎ他の"位のI!湿.，異常の惨断陪可能であり，心電

E霊法の弱点を褐L吋・る利点がある

さらにおpa布団E益は高齢者や下腹の運動

e，・蓄を有する患者lζどの遷動負荷民験の施行園建例

に実定でき円かつ遷動負荷国E法に比し由Eの

""が容易で;fjQ f..どの利怠もある刷 またlSP負

荷低験において信，その安全性が朗掴となるが今回

の検討において ..な本壁際令シ・ヲタをBζ した

例はなく 安全佐には澗組依，μ、と考えられた刷

ま と め

ISP 負荷 CSE 麓による CAD の惨断鯛~I志良好

であり.とくに.. 荷ι電図による判定が掴橿''''大心

や脚プ巴ヲタ例に怠げる CAD，念断に有J習であるζと

が示唆された
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健常者運動負荷におけるへモグロビン酸素混和性の意義

-Cinepazide maleateの効果一

内 E事 顕・

間 由紀子・ 天野

定 事1Z秀・. ;本

組織のa画案泊費量は，血流量と鋤.. 藤滋禽段差の11

でa慢される 定菱化症a心不金也ど鍾織への血流喝加

が陣奮さ仇ている場合tζは へをグロピンの虚業緩和

佳ぞ，~下させ勤悟寝圏直=綬差を増す〈二とほ組織への

，，，.供給骨量噌卸させる したが。て安全に溢索鋭利性

を低下させる翼斜路..，.上有用で~ろう j" oil"， で

酸衆包和佳を11下させる，;即興.d・m..Jeo.絢 (CM)IJ 

の/11OIIlOでの検討を行令た

エ 対象および方途

強調官男子"名，平均隼齢""に B，鵬のプロトコ

....，ζて“叩{.U. mの9分，.同トレヲドミル負

荷を行い.!!ðiI.藍畿に樹""よりヘパリ~~血を行

令た その後 CM12伺 E喝'自をs分宮町笹口俊与し，

1週間後に筒僚の運動負荷を行い.W.foI，直後に採血

を行，た赤血尿叡I ヘモグロビン程度ヘマ トタ リ

ヲト偵を測定し milt pH. B幽..，闇.，情B酌 を

&“eid &5e La必恥。

にて掴定した 赤血t減事2，3-dip抑h，ω.，帥占噌t勿"舵!er3te(α" 
DPG) ，怯孟s鋭抗，.，一屯ki比tでa測閉定し へ司是監グロピ yで縄正

した へ4モeグロピ~，厳臨3表提泊縛離'娘隆u‘を医掴。叫z一企白且a瓜d，

=πcs松)で錨舎 P.‘催車を求めた 有2怠霊翠検定
は，.副4収r吋およぴ凶伊創聞t‘検定によ一吻，た

E 結果，.") 

Z 運輸負荷による変化

oi勤負荷により心鎗歎;三年齢より求。た予測金大 L

鈎震の15%制後であ勺た

CX設与府間運動負荷で P.は手均29.2ωnか

み:9.0torr，:!30PG 1:16銅 ...M/8'. Hbかる11.~5 

-東京大学tt"ll-_.圏内符

f第"租掴環器負荷研究会.，剖S年2"且目〉

語 弁 去患 光・

直 9を・ . 露軍 原l[ 敏・

直 樹'.竹 内 馬左也・

事実主 選働省よぴ CX投与による変化

~.~ 

..  胸 像写檎 1111.=;巴'

〈旭，，)役lJ!lI 30‘;1.1 
P<乱 似

"OPQ t'l与嶋 17.0主u
C • .:lII/I'.lIb)投与!lI 1・"と.，

" 段与前 F制品開

g鳥時 .'盟主a醐

1 1'<0.0・
.. 役』事前 10.T::0.7 
("'&11乃 俊与後 I0.2::1.0 

~.. 

鼠 0:1.3 

飢 '=1.0 
1'<0.0111 

"‘:!:1. 1 

.<る腿
，<，∞"副土0醐

印刷 Y出。醐
.<，ω 

.<乱∞1_1.1:1.1 
，くaω1 _t. 1主"

...M/c' Hbと有'"の夜化は"か勺た 血捜 pH，BE

はそれぞれ運動前後でT.343から7.284，O. 67から-...

と有"の謙少を示し〈共に，<:0.ω').還勤による代

柑鐘?シドーシスを表している

• cx復与ιょ.. "包
CM佼与により安傍碕 P.は29.2torrかり...， 

lorrと平均1.14旬 nの有'"の.u<を示した"く0.01)

温動負荷後も C'設与により平勾1.13 torrの有2患の

増加を示した(-P<O.(01). 23 DPGは CM投与によ

り 16.98..M/IJ.Hbか勺 19.32...M/a 区bと増加

したが!宥!ll皇位芯か。だ しかし C部俊与による

23DPG の変化 (~DPG) と P. の変化 (4P..)

は ・0鍋の有患のZ相調を示した"く0." 園叫

C筑投与後の運動負荷でl玄 P...23DPG~実に CM

設与mと岡禄有傘の度化11r.:か勺た 血被，Hおよ

び BE，孟それぞれ安毎碕Tお2，O. 23から負荷後..'" 

-H'と有"'"減少した〈共に p<O.ool)翠動負荷

による pH，BEの低下は C'投与前向それぞれ0，059，

.0，から CM役与自主にi玄aω6，!.90と鍾下の忍度が



喝."，匹1.2，11(12， 19鈎〉

宥."に極少している {それぞれp<O.001. P<D.図〉

CMによる P.の変化体P.，とCM設与嗣慢の運

動によるp.'"下の筆は r_0.針。Z相健傾向を示レ

.. 田

mmHQ 

l5 

• • 
。5

• 
• 

• 

• 
r • 0.69 
.，Q.05 

ユ-+τ止 凶 培地

. . ~o.s 

"" C>Iによる P.の変化 (4Pωと23DPCの
度化 (A23DPG)の調係

'.で"'&与e長。=...測定で・ず・"とな宅て
いる.，問 m・a回大炉、@で..が大と..てい

る

""0.-卸門c

。。。陥

0002 

• -00包

• • 

• 

• • 

• 
• 

• 

伸明暗句

一‘".， 
'・..，

囲， C>I縁与郎副長の.. 動こよる臨書lpH li下の重量
と""による P舗の~化 (~P..)

6p!lo.企...，それぞれ"'.与復.&与鏑の還動に
よるICIM:pBの度4ヒ...・..の大・‘、ほど血..直径
下の司..・.ずる傾向がみもれる

'" 

た【国"

II .. • 
ヘ.グ包 ピン..=恒和佳の低下tま動&.康面監禁股隻を

増大.ぜ。 ... への厳累自民絡を唱す" ヘモグロピン

@磁察・和性信-，，，こへ号グ冨ピ yの却"が政策と鎗

4ーしている"の・累分，.，.でZ侵害札 P.・のよ .

"・m・給生の低下を表す

CM段与により P.巴安降均.1<凶n.遭動後."

切符@有"の・.. をみた CMにより;u;前後の血

飽，冨.BEの低下は有"に小さ〈官叩で事り 還動

による代'個性アシドーシヌの程度が小曾〈な勺たとと

を示してい§ 乙のζと怯 CM会'... への酸黛供蛤

L有利に.いている乙と告示句集している CM"元朱

血嘗広告・aでありへ題動による代'首位アシ Vーシス

・軍隊『ユ ヘ.グ・ピY融景観鞠像伝下より.血'首位奮

による血"噌却による可館後.考え切れる しかし悶

2巴示すように運動による p'の度化の CM後与m

g農の.と P. の度化~r..O. 57のZ繍関傾向を示L

P.値噌大の大舎なもので。1I勘"よる代B聖位7シド

ーシ.がより・"されている したが，て代指佐アシ

Vーシ.a・1主，血，.増加によるbののみで包<."

..・和性信"..重要28予でめる

P.健の"化を来す函子として pB."度，23DPG， 

00，が知られている沿え今回の測定は，H・1..0. 温

度・31'C.由2・Otorrで凋君主した CM，長与前後の

P.の度化と23DPCの度化の聞には r・o."の脊"

のE細'"があり 【m1)， CM による P“繍...'、.

グーピン般環視和佳の億下1!!3DPGを"ずるむのと

宥えゆれる '，sらUは i" .itJ'Oの実験で CMに

より"OPO倉宮崎加する可食住を示している

Bel1llllih回る"，毒事局停"'*，、eグロピン温度

，MC席。が P.に修・すると...ーしているが唆.

の，，，.でb.選勘前後の P.の度化と MCBCの変

化tt，-0. 舗の""関傾向を示した しかしCM投

与鋼畿の P.の."，と MCBCの度化陪有S障の棺関

関係は包めヲれず 0・-0.24)，CMによるへそグ冨

ピン偉業.'"性低下掠 MCHCの'"化によるもので"

"も、



.. 包

繍 冨

L ヘ.グEピyの11...和佳を鑑下させるCと捻

組組への酸模様治上有効であ45

z αa申1ideI主p.を噌加させ週間簡の欄

盤アシ1'-;-;>;を艦議する

3. Ci.aepazid.e巴よるヘモグ回 ピン殺到時現lDtt!鑑

下は 23DPGを介する

文 .. 

1) 'h修 総回国相乗 Ci.llepW<Uの厳東川m・a
織に'"ますa惨事， 現代璽ヨ医 12: 1630，踊純

町."縛 R.A崎 HOnl1t伺 T.R. : E:ICf'CII' stns， 
国 tiDi;11 e・・1叫、011af p・Ilmt.'"抽 i叫令
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ω回出'P山=....鮎.ra.l.83:1鈎，1916

4) Pourt鳩・恵_....眠 P.，Raya・ILdG.:Et叫a

ph~伺ynam.iq四 d、III lIouveau l'uod.i1 

10'賢官f<ilt..鑓.摘録

山叩 1・M 副 ede cill~開de 1. Aetioll 

.uod止l'l$.trict.Tb企.-apiezg: 29，1911 
めBd瓜.... 皿ムムD情相町 J.仏 L魁 faatC. 

R凹冨冒J..toryID関h・niUII01 h叡官舎句rlOp，a・l[y~

.. !!iaity ;11山 ;1ud副刷。馴 J帥

1..凪 ω 閣 ，即2

貧鋼. l/)箸

。水野 (名古'a!til衛生却 律血2まの司自家解灘酎g

いろいろ伝条件で!uするcとはよく知るれています

が..，包後i.-D!:患のみでもよ (floとのデータもあり

ます貧血.'IIr!l.lJEiiT.援物も3・blod:fl'の..も

のは:M:.~ををよ く するといわれています先生ぼ正常

とa血性心岐阜でどの湿度変化するか岨寛になq たで

しaうか

。肉a・今園倍程常者を対象と して忽り虚血色~疾患

との周S震はみていません 文銀上心嘆息で<... 支が2

以下に江るとへーグ2 ピ"・=穏和佳が低下するとい

う報告があります

下肢屈伸運動応対する末梢静脈E反応と

血紫ノルアドレナリンの関保

""咽需環出荷研究金.1鱒坪S周辺国)

• 石 村 緋 ニ 騨 美温'.!廃ロ

鈴木さ〈ら・ 伊藤裕康・ 平川

信 也・

千 里・

tまじ めに

当a民主では .・ritz.Tabo同法を改良した，，，... 

"匡測定法"を周も、仰即位巴おげ否肘..，寝屋 ，v町

と.臥位での向下段交互，，，.遭駒ゅに生ずる.."aよ

"量仏V町"測定した...lfI 穣的に"心を~す

心疾患にsーもいて憾，その僅(4.VP)かる盆沿ポンプ10

鑑をあo!u鎗乏しうoζとを伺倉して金た・ す伝

わきあ'l-!直前に左4むをg更す心疾患の損金白 (Vd.VP

・a・h犬群医学箇第三内"

;;:3:i III1I1H，oの高値を示した"。左心恨能低金例に

おいて劣化していると判断してもM島吋盆いれ@

4日 Pくお血国Eρ はる正常値を示した拘.左心鰻能

をZ調障と嬉定ずる信仰ぎ約30%において判定に..ちを

濯すという成織である

方. Ol-鍍的に左4むを~す心疾皇を対象として，

Ù~眠lt (CI) と "vp とを~時測定し住民続 (CI-VP

pω〉 はらびに荷逼斬a聞によ.oCI-VP plot K対ず

る彫，から.4.VPが異常高値を金たす主た..老衰機



昭和"年"月("-羽関〉

，.として勾えられるもの払@翠働による樽緩体機

性の依""Rト一男ス」ヒ昇⑥蓮働巳よる右心4ンプ

蜂カの劣化hなどである可能性が示されてt、る"

己のようだ，-遣の定数賓の庇績かる 第ー，菱自切ご左

4、を..す心疾患に省いて. d，VPが異常よ嘆するに腐

与する楓序の少江〈ともーっと者え。れている鱒経

体綾栓によQft:.u帳程 トー只スよ昇をみるべく!調'"

究においては，左右の明。かな<不金を有しt，tι、£存

患を対象に血..カテコ，ミン温度を測定し ⑧安野崎

におげる血lItlIoradre盟副jl1e(N.A)厳度。⑥・度運

動負荷均I;:$"げる N.の省細分 {企NA) ⑥ VPと

d.NA 0)関傍しに~討を'"えてみたものであ õ

Z 対象

対象とした症例は第ー礎的に左<そ侵す，~，疾患に

限定し.葬.. 疾患{僧帽弁および大動脈弁疾患)17例I

虚血性心>l1.:!!-.1例。特発鐘心柄E"開高血底箆z例

":'Ol6動〈動探硬化性) 2例。""結被8"時I の齢

.. 例である なお.安傍均静保亙が明らかに高値〈鈎

E固'，0以よ}を示した右心不全例lま除外した

z方 法

(A) 安暢時静脈亙(VP)と翠....調関'鹿屋よ鳥

. (.d.VI')の測定法

VPの測定は 水平仰臥位笛験者のー側em;c::より

Morilz-Taboraの'"全..を用い，SO秒間隔で測定、d た

ゼ cl!ao"福は第4肋間倹壁銭前面ょっ菅方 ωmru

と定穫し ζの時の安静均静脈圧を VP..と表現した

また連動負荷時or.;aの測定は.水平仰臥位後験者の

VPが伝1-l1iをした時の鍾を安静崎'"康a(VP.θ と

して求めついで水事僻淑位のままメト固 ムtζ合

わせて， 33固"分の速度で両下阪の交互E持運動 (ζ

の胤置をマヲトから浮かす乙とは安売じた}を釣.-

e分roð~'::'f，tも、 ζ の閣に.VP..の皐定常状gω2

な〈とも 2.~の測定舗が"江ま悶ーの VP.，鐘を示した

時)が出現した喝の値を運動負荷均自，"aとして求め!

ζ の健<安静時書tlli':.aとの饗を運動負荷時停牒匡上昇

畳〈企VP)とした なお。本陰によod，VPの湾要性

信長線'"のCと"まI!=lOmmB，oであり さ~'l:1i

で倍。 AVPと35mmB，oを異宥高値としている"。

臨

(B) 血鎌田，."・凶llT.e(NA)震度の調定

N.A !号酒Eのための保血は危側肘静震に三方語絵付寵

状併を留置しておこない。保血陪以外1志伝量の生理盆

塩水を語下ルた

N. 剥定用のCE血{孟①実験~墨セヲト終了直後.

~それより 10分後。(j)1 8:分領1.. O20分後《蓮園地調蛤車

前〉 ⑤翠銑活問蛤1分後，⑥運動周始S分後，⑥遭勘

終了〈遠島負荷は大~‘分M) の時点から 2 分後，.，

還働終了の時点か;'分後!の針8時点においてお二

ない， 1 固の~血量はぬ T 凪2 と したすべての"血

終nで倉るだげ退。かに高追被休タ冨マトグラフィ

ーと TBl.光詮により N.湿度を測定した cの

ような各均点のう ちI 運動負荷開始直的((j)の略者j

値を安"時 NAとし運動負荷捌始後s分{⑧の時

点}の N'.. 度l あるいは運動負荷絡了後1分〈①

.均点〉のおA湿度のうち高値を示Lた時点の N'

iII皮を濯偽情管 NA と定aし 遍働時 NAと安静時

NAとの差壱還動負荷による N.のよ昇t(.d.NA) 

として求めた

な事怠研究にお11<">NA温度の測定締度110.1::1:

7.0r.. (:11<均値土繍司隣国差}であり，安..仰臥位にお

妙る NA温度の正常上界1ま0.4nll.'mJでM

m .. 績

.o.VPの測定鎗男性から全症例(N-34)を"陣医大

別した す伝わち @4VP<35 mmS，o (正常縄問

内)の鑑を示した.， (NI樗 17例いずれも NYHA

e¥.au 1)， /1)35 mruH，o孟.d.VP :;;;45皿..ρ 〈包，.

の興需明‘値〉を示したn(BT， 10例 NYHA clas. 

1 : 5例 NYHAe:白.u: 5例}②AVP>4崎..
H，o (明電芯Z眠術寓鑑〉を示した鶴'.I!.いずれも

NYHA d""宮D) の"障である 袈 1にとれら"障

に勺功、てま傍崎 NACI!l:と.連動負荷による NAiO 

度の泊"分(.d.NA)を平均iI:rSEで示した

安.，~ NAはN醇において 0.243=0.α20町r/mJ，

B.専において 0.316土o.ao DflfmJと筒膨とも平均値

においてZ常，，~肉の健〈よ界 O. ，昭/且のを示した

倉九 ."で110 “鎗::0.似訟IIc/mJと玄常上界を包す

異常高依を包めたー方，d.N.A I三. NIfにおいて

0.04き土O.似淘 ngfl府仏 BI撃において a餅裕士0.015!lg 

1.'とB."主お"に比し.. .tt的に有忽の高値を.また，
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!1:1 d. VPよ事分奇質したN乱Bl事. .容における

安静時 DOradreo瓜ille(NA.)と'"動負荷。=よる

凶 nod，租瓜inlよ昇量("'"的

p高 (.ム布市也}
.~. " 1・ す

拘{・・v・! .ω=0.= ..uu;o.胸 乱欄..雌
(....:tSEl 
一一..一一一一一一ーて=--UI::ー==?t=ニ，宅配"dl- ----

一 一‘雌..ω a制品目 0.271=0.剛

2河..皿山町

Nn. BJJ. Hnに測しては本文.嵐

田町 一一-一......". .. -…ー
u 

U 

a‘ • 
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• - 園通. '.寸・5Z凋

81 d.VPと ANAの関係

.，憶においては o釘‘土O.飽 1nr/ml と， N司~n撃

に比し.IH位置E舗を示し との値はNIJ， BI障のい

ずれに対しても観蛾釣に有.. の高値であ，た

園川まζれら金"明に腐ずる .VPと ... 'Aの陥

の相関岡係を示したものである 'VPと企NAの聞

には，.0打。広る縄い疋の網開関係を忽めた 怨お

.VPと1<'3湾 NAの聞にも r_O.51問主る眠い豆の

柁"司司僚をEめた

lV .時
3・

う噌血性心不全患者lこおいて。血中 NAI主安静崎

において正常者よりも宵〈 また逼働時における血中

NAの増加も亙常人と比べ大であるという"

しかし誌が.;.，長....:<<<<.. 際a"絢 mmR，o以

下と正常(うー血後省心不全が存在しない》で，かっ，

企VP>35mmR，o(仰臥位還勤"の左心ポンプ機能

劣化信!i(ま彊実である".臨床~としては左心'''''金が

.，瞬還"It".38.、纏設

存窪しない}という いわば“浴室町の心不全貌望書

fZある患者についてのltD.<p N A. iI.安"調ずる帽舎を

唆々陪知らはい

本研究の鎗換はe 上Eのごとし''<-1'聞に左むを

aナ<<提皐患者で，かっ"雀には左省心不全の存在し

ない患者においても 明摘なう勺血雀心不全患者に包

めるれ.と胃僚の NA"度の相加を留め。 ζ とに程

度の運動負荷により上昇する傍聴底の上昇分 (aVPJ

i:: NA. ~・度の上昇分(.ð.NA) Q)聞には狙いながるZ

の相関関係を極め〈園口.綱相・ar-t.な左心不全t実感

応おいてすでに安'待運動負荷鳴いずれにおいて

も交感織電系の活動玄室常人のそれよりも元過してい

.ことが明らかとな弓た ζとに 窪動良背"に盟国

られたd.VPc<l.NAの〈値いながヲ)iE掴調は!す

でに芋川らにより綬告されている .VP異常高値が節

'"時刻印問旬 iniumt4rtra凶により抑制され石と

いう事実益と合わせ脅えるとき ζのaNAが体容量

血膏噂トーヌスを直前め .VP上昇の 靖をJ沼市てい

る可佳佳i孟大と恩われる

少政側での予信実践ではある念え異常d.VP iIi舗を

示す第ー盤的に左心をaす心暗定患患者に."，面剰であ

る ph聞阿l4m.ineを静注した場合，企VPの上昇lまあ

.竃度抑制され. 今後 きるな.研究!と待たねばな

りない似 ζのようaeUE織からみて NAの体容量血

管建トーヌス緊強がm:d，VPの異常上昇に調与して

い45ことは活沼間畠い包いものと思われる

.. 値

i!-策的に左• .c...t;f!す£喫皐患者におL、て。医事処鴎

鐘についてはE性の左心不全を忽めず肘静簾匡かる

"寓散の右心不全.なb、<<実墨患者羽名を対象に

水平仰臥，.，週動"の宋情停帳座反応(ゐVP)と安静時

NAおよび運動に伴う NAの上昇‘ ωNA)を謂叫

;x，の成績をえた

①.d. VP<35 IIIDIB，o怠るE常者 (N・1ηで陪

安静"NAはZ常であり，逮動崎のその2・llIR.(d.NA)

も経智雄で~叩た

③d.VP>CmmB，oと著し〈高値を呈した者側

・ηにおいで安野崎 NAI本正常上界を包えて蓄し

〈粛しまた.d.NA.も顕著に大で.?た

⑥ 35 mmHrO::孟~VP~五~5mmHρ という境界的
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な AVP異常者 (N..10)に省いて，ヨ'"時 NAと

d.KA.は<もに上包2者のゆ網的な値を示した

事，..文献

1)這扇情土"""測定民綜合凪跡 2・'''.
1971. 

.)据江手話，.後頭健司，鈴木傘彦。安国 紙旗印原

美樹大角幸男熊谷正意入木妥当LZF川千星

仰臥位'"怖の心吸殻ー射a師 Eープロヲトと

T.厳沼伸遭動時{とみられる間プ，ヲトのシフトに

ついて象額医学問l84，198L 

め Hirak&was.. KiIlQ・hltaM. and. Hay旬 eS. : 

N町田町 一盟国 .f出世fol'maDce

毎届

。fthe right heart d.llring匂前回e医智d叫 a

Itudy of le1t-・idedhea:rt di.ee.e. J PIl. cin:. 

J ω ぉ.1'1>

め"川手星I 吉江度九伊首長裕..逗"'1士!大釣

奥歯舞，夜辺修温，佐...あ早輔正二負荷"

a医亙にお砂る"・的並びに竃床的研究

J，弘cin:.J.14 : 1醐.蜘

めChid.1J守 C.A吋耳官官官011D. C.阻dBrawllwald 

E.:A.ugm霊ntatiOOl01曲.，lu且・Ilor-e勝星句h

_.飽"血総旬館館司齢iDpat.ienu _ith 

個略旬tiveheart lailu.re.N.EngI.J.Med. 

1M : 650，1騎，

運動1<:伴う体圭動脈の拍動申評価白試み

一血管軍動固によるー

〈軍帽循環... 術院究会，閣時.，，，日〉

，暗 弁 4女 子制 国 村JI! ー・・

定の運動負荷を与えて，運動$及びその固復過翠

の状鎗かヲ心11能を惟定す.，まみ品臨床に書いてし

ばしば用いられている しかし患者の心暢鑑の穣度に

よ勺て払健常例とのE別が11しく，錨""怠負荷ゅの

情報が，ー番慣唄し得るとされているようであるが

犯録の方言豊川"ーターの湿択匁周凪.'程々ある

と思われる そζで，包たち倍以前より開発を趨払

既に!l!f22@l尿管学会等で多種ft""して企た血管轟周防風

AngiowO'l“判官~ωA下 AMG) を扇いて..動中及び

前後の体表面の血智鏑動を迫続的乙包鎌す.方法河'"

みたのでー都線告したい

Z 原理及び麓置

AM.拡束"の血管の動"のE・.. ぴ昼休のa隆司鎗
動の動!Iの包録を行う目的で開発された厳しい ME

11露である 図1にその原理及び袋置のプロヲクダイ

ヤグラムを示す高周波発飯田路内のヨイル"胸像を

..個覆幽腕2 ・・山現屋拘大学館ニ"内"

逗づげると，発銀周波数会句変化する乙とを用い.'イ

ルに血""がわずかに近づいたり..れたりする乙と

により生ずる発銀周滋"の夜化を竃".度化として包

録してい. すはわ私‘鍾界内にあ.血管の微細江

複勤で.後援墨の発銀周波般を夜化させその夜化量

~.箆捻司".. "住Zでアナログ量に"'"して血管と

，糧費.aの閣の.."と種界の度化を包服する方法であ.

'"下...プ冒ヲタダイヤグ，ムを示した。喪服の麓

R'写実は...の"舎で'開会した'"改良を重ねて現在

の5護軍は無，.式とな，ており，包.，玄"ーメ yスエレ

マ社製ミンゴグ，フ駒4で伝送り速度は原則的こ1∞
...t_で毘録しているプ司 プ怯3.5cmx5.5em

の長方形で厚さ 1岨余りの主『ご倒珊崎駅周に作ら

れたものを使用したプ冒 プ同組曲目のアンテ

ナ周ヨードが2本場いて留り。本体の」ヒにプ Yテナを

立て使用してい" 長方形のプ2 ープに1:2 t置のヨイ

ル倉'.え込まれており， コ"喧盤血管拍動の信号を



国

拾い，もう一方が周辺のlUの動・4島槍，て再審の11

-IJ-i::C.す.ζとによ，て基績の動揺を禄いた鮮明な

""が縄られるよう工夫されている
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E 方法及び対象

国2:<:.otiJ!の方法を示す負荷信畠倍率エルゴ， ー

タ による多段着良費法で舘Wより各S分ずつ.$O'¥V， 

lSW. 1ωw までrt"分もし〈信号"'~乱又lま'"
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明

" 
闘士宮互主

型号電量

-..γw 
"""""帯V

町

上より得られた血a，.c.4a枇及びパルスカウンター

さき伽の応用として振亙を使用l. トリプルプ冒グタト

を算出して怠級将偏向方言書とした

今宿の".，まコント冒ール軍隊8名年齢は26_36.. 

患者，p名，年齢出ト...，後押勾"鍍}である ζ 

の内5名芯定員時根羽監修さ告を鑑汚している

E 結集

図書に実際@司監速の毘録を示す毘の上段より心電

図玄.Y，Z，従来初S司直際殺による頚動脈の包録。 a降下
震の'"が AMGを釆す "'0はDiff. I<:~度算法

!とより...の勧銀をとり除いた複到院を来いCbIに

直接法"よ.包録を示す本"で"直祭主食でも+分際

価可隻な被形が得るれてい. ちなみにのぺ鈍波形

の岡崎に包録した AMOと容横震設により得られた

Z知"姐 U耐を比依したととる縄関係11::O.9S (y 

_0.891: -2. 5)と温めて良い棺腐を示し内定録可能な

ものに関しては AMGで+分持優可艇と思われた

E‘に宣伝車.ルゴメーターテストの血行動懇の変

化を示す~.-岬でコント冒ール刷例の E阻

(L， -n.. bl.，..l・旬叫 土 ISDを来す E;館山"tiDle (E. T)， B蝕 rl~. 

11. JIO.行動管の変化 (B. R/mill)， B咽 p岨 IUH，等共に開始S分まで

"叫T

一目

聞S トリプルプロダタト

む電図をヲ nタのベクト k'" ・主告でI お~/-で

包鰻し頭動脈を従来の容.康被でlJ歩ごとに包島し。

.MO を倒羽動脈で1分Cとに 1岬~/'駅隠の伝送り

速度で.週動中隊 lOmmj闘で連銭的にE録した

血径は.>J聴でマンシ品ヲトさきjて包録し，とれりのバ

ラメーターは運動中信1分ごとに運動畿はIO分まで

l分Cとに.その後t孟野分，及び'"分に箆録した以

の反応はややゆ.やかで.....の..動量が不十分"乙

とによると思われ<;lIl，その径の働金依予罰された，

叉f丞従来線告されてい.他めプ冒グラムによる鎗身長と

問鎗..所見と思われる 実録及び破線は虚血震の中か

ら心電図にて ST-T変化を示した2例の血行動 Sを

示した 実線の心筋寝室例ほ忽動際途艇でg伎府疫が

あり，75'11 1分で狭心症が出現し中止している ζ 

れに比し，破線の後心症例では回旋筏<No.13)に絢

%の狭窄右霊勘際(No.1).左前τ行伎 (No.6， 7) 

に''''の"窄を示し"高血圧の既往があり。....の善

明"よ昇を示したが，バター yとしては。ヨント冒ー

ル欝と間割院の傾向を示した

."，悶Sに.，半面得られた鎗呆より トりプルプ冒

グタトを求硲直示した ca，. ~lIe にコント包ール司障

の AMGを痛いて，..れた盤を血飽墨企ISDで示し

た ιれは従来必容積眠滋より得るれた値によ§トリ

プルプヨグタトと出ま一致している ..及び複線低

血者Z障のトリプルプ冒ダタ?を示すまだ'"聞が少な

し心緩後の程度も後々であり，ー定の傾向を示すに



出

室ラていないが， 3後病変の心筋梗塞剛志明らかに主

管鮮とは異な，たゾ-:.<iCあ，た

繍 • 
自庭事エルゴメ タ 負荷中に側頭助震の他動を血

管還動怒によ令て定怨した

際法より得られた思幽勾1111(Ej時"・箇..)を薄い

て， トリプルプロダタトを寡出した

..動中速S礎的限心峨能を野信す昌上で，血管翠働図

倉勾有用でおると墨おれた

文 銀

1)国村"二筒井役乎，荒井裕，間 寛I 斉掻

..明 liC.、家情血"働""匁図についての検討

処罰軍司R解38・'"緑

8既成 10:41，1製乱

2)筒井綾子山海低荒井総~村東ニ実益
a量規厳しい.. 霊界生体遺島測定嘩について@検

附<:If2 tllJ 呂志'"奈生男虫学准絹1! 12: 19， 

l鍵記t

3)筒井"乎， ，良国 昭.斉踊BI!Il.図村議'" .野し

い電送界主色体遺動調定志会について@検討{第3相〉

E本嘩康生理学金纏髭 1%: 2~.1982 

生}属材.'"衝しい電謹界内での生体遺動の測定に

関する高野究:-<>に心 血管逼鋤の測定~ついて

エレタト.~畠タスの血尿羽'1. 1錫1

l)室調，"， .. 彦総，図村蔵ニ:バルスカウンタ

一法と京動'"哉さおの棺調につ、て臨床病理

U: 401，197!1 

狭心症に対するトレドミル運動試験とホルター心電図検査由比較

鈴木

手島

隠じめに

健・ 岸図

潤・ 焔

トレドミルiIII>武."丞労作住民心室の..，野および定

量的停留に有用である 一方，>ルター心電置は巴常

生活中に生じた自然発作を金鍾過にわたり包舗できる

たの， .'心暗:の惨娠のみf':'らずその発作草食況や呈際的

待費院をも明らかにするζ とができ. したが弔て!両

者の併用怯狭心佳に対する隆康的怠穫をさらに高める

ととが鎗測され. そとでかか吾点壱明らかにする

た拾に，再審により得られた狭心室健保心電掴巴おけ

るST!I位の銃砲事乱発作崎心翁.."どを調べ&.幅

'"出所見とも比後検討した

Z 対象および方法

対象It労作吟後£帽を有いトレ"ル"働組滋，

ホルタ-~電図およ'"霊動震途膨"住汚した"伺(男

位体女u例.5:i.l:!:.8. T銀〉でおる症例の内釈は

.区本塁育大学第ー内将

明~崎司舞環罵負荷研究会， 1983等 2}!1.2a)

治-

Sミ震・

ヲ寄 E臨 勉・

飯図信子・

労作時のみに狭心鳴を貯えたもの42例。労防均および

安静崎の何方に訴えたもの縫例である はお，心筋便

，.，.羨心室，，"プ包ヲタ，左盆定大心筋症例は本研

究かり除併し!銑侠心窟."ま少は〈とも各検牽緯待"

時間網よりゅ止した

"..区験は Bruceのプロトコルにしたが。た a
・方法弘震極'....からなり，その......伎は修正.. 

fI. V.およびV.MiIJでM 這動終7.0#.!ま O.lIDV

以上の虚血栓 ST'正下又は上昇，不盤5農白濁f~';Vに

胸痛也現などの自覚草状出現とした >，定は駒痛を野

えかっ O.lmV以ょの"m後 sr値下又は上昇をa

~た場舎を局盤とした

ホルター必司固定織は AriOtUc$並製 Model425 

ないし <<5 B cvdiω"'"町を用い， .君臨本双..'.. 

..で，.刻として修nDとV.RiJを用いた ホル

ター心電閣の再往.lt"は.A.'.iorUes社製 Mod"“初B

であり医...晴生定緑に従事し禽覚箆を伴，た2・
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傷。トレy ドグラムにて宮T価位を恕めた箇所陪実時

間心電図に再生した また.Ad皿蝉M札社製Eli国ト

111&10 にで"・'M心電図のすべてを再生し，0.'1 mV 

aょの虚血栓sr低下又"上昇が1分間以上鱒畿した

場合を有ar.よ宮T偏位とした 運動隊験とホルタ一心

電図包銀は大毎分の例で10回以内の聞蝿で行われた

定勧銀逮修{主;，dk血S盤H:て行川君主電動援は少

なく cも8方司右窓島2震は少:.:<とも2方向より掻

"し.，夜帯度の齢測は2人の医師にで行い..測伺形

以上のa質的後窄を有"例変とした

z 結果

図"主連動鉱...ホルター心電告により得られた
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園 1 トレドミルヨ.. 防鉱織とホルタ 心電盟 主おげる

sr優位

sr偏位検出寧を示す還'晴氏験における有定の sr
備位r:1S例中".略(S4.O.f.)にみり札うち..例

(76.7，ωは sr低下.，.‘例 (5.3%)は sr上昇

霊であ勺た ホルタ 心電図によ.sr価位ば"例

(11. 4，引に留め。オ""，ま下型は“例。8.7%) 

と還.. 鼠放に比し低率であ令たのに対い srよ昇. .， 

I主11例(14.7タ'':)と高率であー，た白書らにI 下."に示

すどとし両者のいずれかに sr.. 位を呈したものは

お例申飽伺 (90.7%)に包め切れた。

."孟連動鉱験とホルタ 心電固におげる sr個位

バタンの麗係を矛す湿周防鼠放にて sr低下を呈した

もの1175例中..，略(78.7%)，ST上昇5.3% 偏位包

し16.9';であるの応対し。ホルター心電図ではそれぞれ

58. m. 1(. 7 %. 26. 6 %であ弔た したが，て sr
下湾例はsr低下例俗術者で多し上昇例隊後者で多

か，た.

表"ま，両者の鉱験による sr偏也後幽$を発作様

忽殉

..' トレドミル翠島民感とホルター心電図続見の
対比

車.，-ι、電園

"下高"上鼻・位なし症例思

"下爾 “ • 1・ .. 
運ト動レ民v総"レ "ム界 。 • 。

‘ 
圃位なし 。 ー 7 1・

“ " m " 
表2 トレドミル速動隊験及びホルター心電図所見と

発作... えの関係

2負心症 E開ι藍 温ト勘ν民v血z血. 取.. っ霊.園F "し

~ 作 信 〈・5-e2錨》 02h80 ・9ω (弘2樹

【.. 剖7%) 
魁

OSS .226} 費作聾安静 回
('15.8%) 

" 舗
“ 

T 

2えで比殴倹針した 労作"のみに喪心痛を有した位視

のうち，還動鉱織による町鋼位"ω例(95.2免のに出

現し，ホルタ 心電掴におけ.."略σL4%)に比して

商事であ，たー方。労律婚省よぴ安・喝の両方に.. 

<<躍を有した箆例のうち。遺蜘噛によ.冒伺位は

'"略〈必礼""であり，ホルター心電図によるお例

σ5. 89.0') ICJ:t，して低率であヲた sr価位出現時金

大心箔歎は園2に示すとと〈還副島区験では133企22/:分。

ホルター心電図では122土盟/分であり.後者よりも前

者に省いて有.1:高か，た (P<O.IH)

阻Sほ両検査法にお同 sr..位と竃""の関係に

つき検討したものである 上段左図の運動髭般によ6

E ・位出現銀度は墨動操正常例明日例中1例(l2.5 

'"であり. 1綾および ... ""の幽現瓜度ば増加償

問"あマたが.3綾盆よぴ主主総像痢夜(L1lT)例で俗

逆"低下した とのとと怯 3tt， LMT ... 変例では

防署智也現前"著明"8T低下'~m!O連動を中止したた

めであると考えられ. 】方。ホルター心電掴のs'l'

価低幽現練度怯窓..，配電車段取合噌卸するほど高率で

あ，た以上より。忽繍吏に対すa ・m・itivity，lpe-

cificiけは遷動区績ではそれぞれ.71.6%. 81.5'':.ホ

ルター心電図でほ61.!.f.らぬ'"でおり，ともに後者

よりも前者にて高値であーた さらに。両検牽を併用

すると・a臥tivityほ低'"に上昇したが lpeeific-
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ity iま37.5%と延下した S伊...ifi<lity低下の原告!こ法

定治擦の翠砲による..，笛年峻窄の関与が考えるれる

そζで定な砲の~.を伶去するた治運動民放または

*ルタ 心~忍こて ST 上昇が幽""た13，可を治く 62

9暗につき間警の検討を待。た 園‘上ゑ主に示す運動

隊観による ST蝿位は君島市寝Z調官官離でほみるれなか，

だが.以護軍患技散が2・2書するとζ も巴白票率がh・.，
した 3tをおよび ClIT網実例で也君率が自まじか弔た

のは前"のど<，である ーヨザ，ホルター心電置に

よ.ST個位出現寧は正寓およと:ntt:司実現では仰

必前後で.?たが 以後費支2誌が噌す!まど噌大し，

ClIT例で俗2朋%であq た以上より，珂民放の

5絹 siti..io.ty.specifieityは運動，，，.にて7L9%.1ω 

%. '"ルタ心~'"こて59.IJ~;. 60.0%であり役者

に比し綿密の方がとちに高値であ，たまた珂者の

併用では"'.7鉱 ω.0%であり S隣組fi<:ityt左前途

の37.5，援に比して上昇した

tZ? 

E刻

m ，骨.
2ω 

~ 

，.-“み

~... ~ U .. 間岨れタ-".幽

1:1:$.0=盟¥1 1H. O=:tS. 0 

」poeE-

..' 両民放におする町下降時の綾大心的散の比奴

著者らの成繍によれ::， ST価低lまiI勤.. ".にて

!U.O%.ホルタ一心，，，.にてすH"に""られ両者

を併用するとその検幽$は90.7%に上昇した 翠動民

放による検幽率は Shdfield"，Muoo."らの鰻告し

た鉛-90%とほぼ一君主したが，ホルター心電図のそれ

はWolf".Crawfo同町 Stero."， Kllnk目"らの鰻

告したSl-...&i%に段して高か噌たまた STII位パ

タYについて.ST低下型の検幽司障はホルター心電図

よりも;1'防民駿の方で賓而刈"と討し.STよ鼻担では

遁動鼠放よりも*ルタ一心電図の方で高かーた との

理aとしては，連動民裁にて ST不変又は低下例のー

舗がホルター心亀3習により ST上昇を呈したためであ

トH ミル還鎗総験

12.5% 
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車いずれ色胸痛を停う

民dトtレドミル直動革ト島ャ民ド凪.. aホb電ル図タ- 陵町
.，ー昼、霊園

.. 阻・'"司'['y 1I.9S1o 担 .1% 同"匹

.~且hi.，. 1ω3悩 ~，帽 ~，帽

国 4 両民輸にお唱する町圃也出現例主冠動F連厳罰見 【8，. J:.鼻伺は陣。

る

著者らの成S貴から還動隊験による STよ昇は5.3% 

に包められたがとれ窓での旬舎，.併の1.1~駈‘03. 5%よ

り高寧であーた 還島健験におけるー造住f 上昇ば

玄....勘畏~"'"以外"一造住左""異常運動によ令

ても生じるとされている 著者らの何では金例"心筋

使gの既往がなか勺たので運動によ，て定率猪が信発

さ払そのために生じた貧富主性心筋虚血による ST上

奥と考え切れる

ホルター心、...，括遭動低級より ST.t昇の検也寧が

高かー，たが，ホルタ-<電司ほ安野砲にお砂る ST・
位倹幽に有利江ためである とのことr:.労作羨安"

狭心."に""る ST'同位検出事が"酌包験よりも*ル

タ 心電医で高かーたととと関係がある

"質的IHØI'J:に対する運動鉱般の ~.iti，.ity. 'P・

eificityが高司院である Cとはすでに破舎されてい

る1・附 STょ興m!t.¥.'笹を除〈包例での検討ではh

・皿litiYity，1併eilieity，ま運動鉱験でそれぞれ鳳5%，

1∞%であるのに討し，ホルター心電図でlま59.'弘

60.0%といずれも蜘者よりも低値を示した ホルタ

心電図によるImlil.ivit，..叩ecificit:r，孟 c..."，rord"

らによればそれぞれ"先;， 61%であり，安々の結集と

ほぼ開銀であ，たー方， Surnl>るによ..ルター

心電図の s偲 .iti..ity1:90.3j>i，・R明白." は78.9~ .. 

と唆々 の値より高か勺たとの成績はヨE動鼠.. で検出

され"い狭心震や連覇防住之験ができ包い例に用いたため

と考え切れる

思よより "助氏験は労作司換aい燭置を有する例の2診

断および定男度の判定に有局でおり ホルタ一心電掴

は支降発"を有する例の惨既に有用で!両者を併用す

る三とによりー'..含断率を高めるCとができ かっ例

。院の担纏に有益であると考えりれる

ま と め

狭<<宣応対する".. 民験とホルタ 心電針の有用性

につき検討した運動区験は町傭位憤幽事が高し

と〈に労作後心笹の陰紙と"賓的忍病変の存在の判定

に有用であーた 方，ホルタ心電図ば還助成般に

Jtべ ST偏位告俊樹$1>E.術震の"断"ほ低いが安.

狭心直の"断巴は有用であ。た したが勺て商検蓋

法の併用は ST価位俊也事のよ舞および腐g障の把.に

効果防である
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