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発起人の代表として，とあいさついたします

循環器にかんするテス争として運動鉱験，その他

いろいろの負荷伝験が盛ん応待われていますが その

やり方は必ずしも-lI!して".ず.I!III，;&!J:で行われ

ていえないため.お豆いのヂータを比べる ζと念司会"

か，たり.いるいろの間割が生じて"ります司険金で

もそのととがいままでにもしばしば問凪にされ 訟の

包惚で?込昨年(喝事..，年}の臨床援E量破究金におW

る決心唱""，."のシYポクヲムのさい，司会の村.. ・
S受から，負荷抵..のやり方を比絞倹E守する級会をもっ

必要があるといういみのお冨があ令たとのζ とであり

ます

と乙ろで.-+，竿{昭和筑陣〉の始めでした仇名古

屋大浮の外畑さん払 ζ れc.いかんから.みん伝で

，民主，て忍励負荷のζとをE置し合う8民会を"りたいと

いう婿，.を.水野島袋髭のとcるへ持ち也さすL その

....永....度侵から誕のと乙ろへ回，てまいりました

と承知のように....いろいろ怨仕事を担当してお

りますので京大の村忠敏侵あるいは何居内科の方

々のど溢カ，お笹屋をいただ貯れほ引き受げてもよろ

しい，とお答えしましたとζ る.それでもよるしいと

' 
.目本屋路大学内容ヰ..

淘U

拶

栄 • 
いうζとで，ぞれから醤がすすみ村尾急援のほか，

.. 谷。水野，戸山.戸備の泊先生を加えた・人が鎌"

人と也り，皆S援によびか砂る乙とになりました

ととる飢今ではど乙でも蓮胎抵験をやー，ているの

ですから.そういうと乙ろ金僚に呼りかげ念すと..

湿の学会と周じよう怨多援の人たるが集室，てしまい.

ゆ弔〈りヂイスカ .，.~.:.tするという雰囲鉱では注〈

忽.恐忽がおりますそういう怠喋で.遷勤髭畿ない

し負脅威験そのものについて夜究を行‘、あるいは乙

の悶S置につ@高い鎗見をも，ているような泊康だけに

よびか砂るζとにいたしまた.......は長道ζの同

組について宛裂を行，た@施段にお扇いするととにし

ました

また座長をどうしょうかというととについて..ζ
れかb含めて行か'"すればなりません払本田の世冨

後である弘ー人で金舗の竃震を"，たら〈たびれてし

まいそうですので，提起人のうちで'.皐くあらわれ

た方に...初@塵，.を詰帽いしようというととにして

おりましたら〈突い).村尾銀銭がお見えに江り草し

たので.JJl.ct:と第"留のとζ ろを村尾根慢にま繍い

したいと存じますそれで陪よろし(.(勉手】
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仰臥位用自転車エルゴメータを用いる狭心症運動負荷試験

金沢正邦・ 多島信彦・岸図 浩・

放心霊の，宅金複"'や宛作命の左心..偏るそれに釦ま

す狭心.. 官'"粛の彫.'，どを周べるには，左何〉カテ

テル合告を行い也がら仰臥6併に発作を2湾発させる~.要

がある

ζの目的で仰臥位用自伝車zルゴ〆ータuいたわ

れわれの成績を以下に途ぺる

対 象

典型的な労伽崎2良心."著作を有い .... "，のニ，.

.. 鉱験斜掴bt..)Ij 0い蛤トレVミ，勧銀座食で虚血栓

町降下と絢繍発作を示した労作性.. ι，'.~t1例.. 対象

とした<.1)

完走および鎗果

川温E抱負脅迫

左心カテーテル援を行いながb喪心室を窃鎗しよう

とするのであ.から，思忽る..脈目的ゆためにニ....

低験を行うような閥単忽ものでは忽い どの程度の負

荷をかげたと金狭山，.が留とるかをあらかじめ知ラて

担金，左心カテーテル鎗行時陀隠それだ貯の負荷をか

げるのが安全でもあり，能事的でもある

そのためわれわれは.左心カテーテル法を諸行する

2-3a，.qlC.仰臥位自転車エルゴ〆ータによる仰臥

位運動低輸を2-31i1<りかえして，狭心室を局発す

る還動負荷量いいかえると決心症発盆凋随をしらペ固

とれを左冶カテ テル舗前椅に負荷する方式を縁周し

た

使用したエルゴメータは 禽扇 INIIらによ，て開

発された電気鋭動式定量負荷盈仰臥也周自伝車エ似ゴ

〆ータでおる 負荷のレベルを関田"もし〈は Z

....tt/同"セヲ争し，虚血性町降下もし〈は狭心

症治甥売され昼まで とのレベルで運動を待わせた

ずよお虚血栓田陣下幽現のみで還.を中止した場合も

あるから換必""発髭駿というより定木金属宛民草食

というのが妥当である よーて以下・定不全周到・と

いう表現をmいるζとにする

." "語いでそれぞれの例に用いられた蓮勤レベル

と糧不全周到までの崎悶および甥発婚の心拍放を示す.

ζ れらの僅はいわま定不金調生MitlC相当す.

')自伝.aXII<ゴメータ低温書とトレドミル....の

比叡

園"孟自伝."，，，，，::(〆ータによる窓不全爵発"の心

拍乱および平均動旅Maを，ト νl'~ -"'U:湖町のそ

れと比依した成績である

ヨ提Z対象妥例と還動A荷成績
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伝わち"臥位と起立位の;0いであるb九 ζ

の点を明らかにするには な必いるいるの

検タ憶が必要であり，必ずしも容易ではなさ

そうであ.

')廻保全舞金周.. に拾するカデーテル

OM  

図引率カデーテル権行前にさげる窓系金

調発"の心拍敏，平量当防援血と，カテーテ

N"ff中に怠不全を..発したときのそれら

の銀を比叡した成績である 金体としてみ

.とカテ テル飽行中ゆ方がより低い心鎗

震で狭4虐ないし忽不全を腐指している傾

向がおーた

しかしおそら〈症例カ叫"μ、ため.縫針

学的時ζ有患の盤陪えられ低か勺た

また図3はカテ テル施行制において翠

不全<..，唱するのに要した時間と，カデー

テル抱行中のそれとの比限であ，て，多〈

Oll例で路大盆がなか令たが，ヨーデーテル

施汚@の方がきわめて短い症例が2例ぁ，

た.その 1例は援しい呼復関鍵を4障とし還勤を中止せ
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想再会E発見川におげる息鮭muゴ〆ータと
トレド ミルの比綾

】 1・向山川抽出町匝

加ト謡 脚

ωト加

園Z 沼再会発生踊鑑定対するカテーテNの.".

《左心カテー..鐙抱符舗と.行命.，急仮3
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国S 志木金鶴発に要した時M間

心鏑散について倍程"によりいろいろであ吻た治九

平島a動脈血匡はトレドミル民殺の方愈』般にやや僅か

，たすなわち.両負荷紙般のあいだで決t:"o亮吟

の省レマラメータにある，.，.の追いがみられた

その理由としてまず考えbれるの臨休伎の匙す

ざるを得忽<'1..，たものであり，沼況て会というよりは

心不全がおζ ヲたのでは忽いかと思われた還動中止

直後の左盆鉱彊末期，<1孟 26ID.III.Hrで~oた他の l

"は還'抱負衛附の心刈盲mがすでに''''1分であり，通

勤鋼始後すぐ定不全発生，，，.κ遺してしま勺たものと

思われた

反対に意深金錫姥までの時闘がのびた例があoた払

峯動負荷以"をE事事に怠砂たのでは忽かろうかと恩わ

ねる

いずれにしても左心カデーテル絵筆行前と諸行中で

全体としてある忍慌の袋がみ切れた その理由として

は繍神的な思醸不安や方ピスタン等の鏑痛剤の彫.

が調隠していると思われる。

われわれの研究では， ζ のあと賓剤を役与してもう

ー度湿働負荷を汚い左心臓簡に及1ます粛刻の彫曹に

ついて..ぺた その舗果怯すでに発表されてい.ので

ζとではその量約を示すにとどめる均勾

..がそのデータの要約であ，て. p同 PrBDQlolば

心他民左室収傭賜島国車脚色m・ilIdu ('I'TI). 

LV血友 dp/dt及。 V.闘の争句メータの運動
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')温盾負荷髭.""現住

土EのCと《われおれば.窓系金発生周値をあらか

じめしらべて"・-怠心e・飽倹蚕"に隠.'"量の温助

を負荷さぜた訊 ζζで周彊に認るのは遷鋤.脅威般

の奪事也である

ζの点について.1lo1riJa嶋由民後心痛幽現時... 

心鎗民及。a互のま化を寓lI:にわたり比叡し.各>.，

，ータで有.の盤はみられtu..たと・a・している

.た誕鼠AlpiDら川ま.負荷'"院の '11固とZ図固で

ほ.，二"DリM の><，メータは有.. の..を..て2聞

置で... 防附容量が嶋す払 2回目とs園箇で払パ，

，喝，のすべてに有.の盆がみられず，再現隆志塙い

ζとをf・"している その礎自比鎗らによれば 1 

園Eに隠省そも〈患者CD:t'JI!t)i関係するからで..ろ

による上昇を.有'.o.を..て倒・略したす江わち

.... 官狙崎凶 nζれ 4与のI~ 'J ßータを栂銅ずるζとに

より.蓮凪による心"・a町清費量@増加をおさえ.と

れが後"'..有滑に.(という定"を支持する蘇見.. 

叫凶，回

筑後"""彊の皐心楓2・に及隠す... 
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魯舗.場"も襲心隼JI.唱に要する負荷碕周回長さに

ついてしらぺた払著明な盆はなか，たと進べている.

したが。て負荷"をあらかじめ禽治て，，(ζとは発

分.. 悔のおると巴るである狐われわれが実際隠纏脅

した."につ.しらべてみたとζる.掴時金鋳掲まで

に璽した'劇団についても.......の心姐...ついても，

予・a・"とカデーテル実筆中でほかはりの"がち，

た

ζh'U邑<.カデーテル法といういおばか怨り包盛の

大.包.. 牽をうけるととに対する... 的不".どの.. 

.によるものでおるう

しかしその修・'lI:はそれ隠ど大tUI認し デー，

@句穫を不可飽にするほどのもので'" .らるん忽か

，た.

'"脂 P.市町ら"のどと(.負荷時閣を 7分佃.-

..して遍局を符わせている窃究'"ーもあ....喪心盤

宛生".陪症例ごとに当，.漢江ると喝えられ.かb

還当では忽いと"う

川温.負荷-の・・.，..Iat (_7園鶴》

多〈の研究者E傘. ..鐘 ST陶下と・鯖@同方を

・oI po同耐の闘8・としてい~. M'C'l~凶a ら陪a‘置に

聡いろいろの恩皮があり.単に.繍が幽現ずるまでの

前期を圃..にするだ砂で悩客.慢に乏しし再現住が

えられた

と"...し副ledlpIDI胸円いてn.怠...，覆末期

Eとv_の遣島による上昇を有怠.，.をも，τm
制す丞という成績がえるれ化

且》観測，..完獲についで

われおれの・.では.，.鯛制"孟鉱.. 業銀入.".泊ル

，~旬開副点諸"注により腹心I!を11.ーする方法を

も"‘九 昼退でほ人エ ~-"，)I -þによる穣心隼... ー

も爽舗してい. しかしζれらの方法制巴よ，てJI.ーさ

れた後baCDte.(.4 ・除菌処処進@綾""'"それと

剣じであると低いい虚机自鍵鼻盆@後ゐ.. の盗心・

働@度化を調ぺ.割引&それに遜いとζろの還民負荷

によ，て割拠された換心曜を鮒..とするのがも.とも

遭遇でお.と思われる

現在‘，とも広〈符われてい§翠鋤負荷訟は.M島

胸 rの..勉髭毒素である払 ζの"..で除殉僚をお

ζすのに必要信犯げのゐ舗D"噌組が"切れに〈‘吹

Jt.6SIId. -t'oÐいみからいうとト‘， n ル鉱..鋼血~

である払偶風位で行うトレV毛ル...，ま怠だ調，還さ

れてい"い

2・.. 

億か.たと途べている

われわれ@鐘a・で払根崎国'.W民おいて町虜下

それ故われほ，れは由民..ルゴ〆ータを周いてい.

払令はり~..の進事で息宥がさ，..と. I良心... 鎗

...必要な'"鎗放Mえ自られ包いという膏底は・砂られ
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が現われた時に肱.街舗がまだお己宅ていな〈とも，

友ι・・E巴.. 化がみられたそれ故われわれは還鋤負

荷の旋7001として鏑禽出現に必ずしも乙だわらず，

'"陶下幽事を冒舗として‘さしっかえ江いと勾ぇ.

2比の防究を行..，.1:..

まと め

労作健狭心霊11例を鋪..として.仰"位周自伝..

mレゴメータによりaJ・を負符して後心症をm鐙させ.

その時の鋼思鵬.. の夜化.つ金調べた成績を趨ぺた
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.測量封筒

...哨..，乙@方議のみそほ，ペダル@回伝致に

掴係招く... をかげられ墨という ζとか

会浪《日本寝泊ー定の園仮肘滑られるように鋳

カさせている その.自信滋がある.... 掌周しても，

... 
官."訓動型だから抵箆が復わるとい号ζとでー定の負

荷量が得られるわげです

字住鍵〈住友掬後}目本屋大のは ダイナその磁力

で2 ン'巴ール幽来.タイプだと思う

縄関怯忽屋大3ζ@研究，..拠担・陶酔轟絢d 忽

負荷鉱....初めて遅助... 試験を符う人とそうでな

い人との冊".についてど@ように考えるか

金沢負荷量をー定にして行勺たが，その鎗呆心翁

放が出まー定に"，た"に狭心温出おと噌た

木村《固本展却われわれのζ@研究は.何回同

島鼠験をすでにや，てあるわけでむしる忽れている

症例記 4組放の闘.，..磁かにSJMII!e樋~ Bn欄

らのように.~岨Itを目aとして翠鋤負荷を行う方法

がある弘首者，..そうではなしに外的な仕事を一定

起してや，たわけで，その場舎の心舗数陪どうなるの

かを気にしたのだ払わりにー定した<""放であーた

小関〈東京医・却義心盤の遭動員有wlを行う場

合.1胸痛がS置きた時の心臓舗という乙とで....幽現

を-.の指"にした方がよい@ではFよいか

輝図〈日窓.. 拍その週りだと思う しかし寛厳に

カテを行令てい.と.脂衝を来たすまで還島をさせる

ζとが困層律相.舎が多いζ とと，ぞれから今まで陀何

回も行弔ているので町宵下が稽突にきて，心鏑散

がー患には弔た"というととで運動負荷を"令た.広

〈冨えば露不全の状舗を..るというζとで判断して

よろしいのでははいかと思う

負荷心電図検査法白病態生理学的基盤について
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L ・lI&iaと負荷~竃閣図像糞鐘

負荷心電置検釜は主として負膏時の心電".. 化から

窓示会の有俸を判定する方組ーである 負荷には鑑.. 

，眠気啄入温・ a鯛.. 荷.. がある含九優生理的は

U-としてa・が広〈鯛いられている ...Jl健

・大震鹿拘文学鯵ー句持続a・・大銀昆満夫...一例骨

隠元L喰螺切れた血捜を身体名錫の必要に応じて循11鍾

演の益闘にしたが弔て蝿節送血するζと偲ある した

が，てその.臨検査隊..，金身....<1>己慣の.>プ

作用.CDJIlI忽ぃt..1:U・B時価置の秤信広大別され，そ

の目的に応じて方自主は辺ばねばなら也
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負荷心!l1ID!食"は窓E助録集互に対する"衛隊"とし

て!t..(..，eの竃到に用いb札本質的に，，，.に"し，心

電図度化と，.心鑑定....心街三ネルギー鋪給，'.

ン，の8書道の解貯が前倒Eと怨る しかし心筋@血複錨

要や窓血"'..慨に腐しては心鰭の奴a・~æ. card醐

加‘友直健司修 (LVW)，心筋磁力 〈宮町との関低

金身血鎌足分"".J軽からは司T."IIIφ内分泌との毘逮

，.ど広縄えな解明を必要とする"

. 負荷心...後室2震と~継の掴与

鑑a・講負荷民験町町志0，湖凶Eの偉い窪，戒を復入し.

働尿血の。官舎量を低下せしめ.."助.."血0，伎患

を減少さ也 ζれ応対する窓血障の反応性噌舗のA否

を.. 心鏑@窓不全心電図宛現により知ろうとするテ，

'である 軍需心電周反応のlim.lt!U~ 0，である

ζとか包句れている念、 S置の.".墨民に111%仇

を必要とす. とCる念ιM凶且"渦m" ほ低滋湯気

根入が過換気 α為通期.. 遣のため血複 .Rの上

鼻を宿舎，血"'.. 也....血PQ，.p∞，などのば

らつ・~*でかつ・u曜が信ζ り..し .. ，， 0勧 ..  

"田‘.."院のa合""入を姐3毒している 大"

';')の..~では却鯵0，，"入により健沼人で.'"か.

.......置を見.. .副岨a臨時げる4・Rの観岡崎

組問の."にも交盛縛昼間舗与が足明されておりペ

負荷以臓におザる中継関与の重要性を働局，てい事

& 日のolollbl.two町園 町 国 由 酋

a・.，.
....，・rの&加bl.t100胸 PtNt ICIUI々 の総笥

もある弘ー信a・S監の.. 錨1tの仮復を罰実にした多

1t例の也旭から.与4険性別I<mに応じたIIR'"
定がおヲ かっその間使さの!tK世界中で用いられて

いるη <0で，岐阜県相農村のω才乱.tの個105.食

表， ，実.. 県和良村の集'"検ttJC:U砂る H.""
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回 .‘叫
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【..覇軍司p・3l..Q..I0，"
..にJII~'. その....-園風岨H符，たとζる.

Eのととし男女とも年代臓にをの崎隆司院はよ"い

ま・崎のいわゆる.....岨a・ch1n..の%と平行する

その h民主......としては男女ともに高血圧及びζ

れに"づ〈来構際波眼底の....，鳥£必鼠量虐尿

の項目が掴闘い大刻展硬化~.・・ぬ耐と l孟有怠

は梅田が見られ，.か，た

tl~皆ゆ.....才のまk錐6と多備する S同.T， T o:b岨e・t孟

R.....負荷碕ともに高島屋とは司1m関係せすベその

a園"注目される

'" BIC7c1.・可・..t..，.l1liの忠司麗・心街代謝

血尿例におけ.這働時の窓"..心筋"..悼すでに

1t多〈鑓表されているが伽"九窓炭患にお妙る忠血.. 

反応...との'"係はまだ明ちかにされていずZい をと

でわれわれは@心電酒変化を本にして.定不全"を

iE判官例と判別するに足る強度と a・による臥岨"

S也脆の混成.N.o白色での窓血浪針測に要する均聞を

"111して。 b町 d・・-"官，..同民"分負荷を

IImL内⑧対罰則左心ぉJ;以外劇，"見のない NCAを

"び..，高血豆例はEα'"見のはい RT"と窓'"金

司馬見を!iずる 富官官写附砂 ⑥疋民息 CHD1C11 

正常..... の娘心鑑 定不全値Z心筋穫量を還ぴ @

その他の心沼健息 HDICIま省心カテ-.~で左箪位..

心筋磁力肘副可能.~.弁.. 帯(l4S).41ft性心筋

盤 (PM.D) 脚気心を還Lんだ ⑥代柑物賓としては

e・r冨， n生系のみならず.貯毘策陪.閏を向け...

a錫【Pi)タνアチンを さた旭鹿島突の級相をも知る

目的で .. N・ 4 オ νそも開J41C.~をした

その..，，，孟他詑に会"してあるので舗歯切崎のみ

を要約す.と.<1>負荷の強さはE州問 uc叫.四分

間ω白lでMDaterdoab・回。剛p困‘に比し 1 

分間でほ約泊，会経過で"逆に2傭衝と>，るS九その

EOO所見を別に'"予した ... 切rの doubletwo・..

園色と比依すると， 1_2例の例外を隙げ1ft:?た〈

ー費量ずる したが，て*'・， I主砲岨e の負荷""

なみの11'"飽力を有するζとが'111a;. (D，還肺'の全身

。.. 阿賀，心鎗設は上思各"で有..tH.遭鋤温度

隠nで斉ーで.:U.(Jlしかるに OVWは高血底辺唱

で高<.tefP.吟"低のCUDIl撃では忍動による噌加率

怯i遣に屋大であ司た @窓血健 (CBF)は定血管."広

(CVB)と専行し.NCA， BT， HD f'J非定..奮nで
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時'"に変化するカ丸 HTC，CBDの遅刻客酢怯有

""変化l;tf.n丸⑤心筋a監禁清費量 (MOC乃は CDP

と安傍姥!運勘旬ともに0.92，乱"とil舗に近い正抱

闘を示す MOCは NCA， H't'では CBFとともに

有窓に増加する払他の疾患nでは有患の楢加は見も

れないまた MOC/uVW，MOC/l哩rの心筋畿察パ

ヲンス怯 NCAでのみ保た札他の疾患で怯低下する

⑥-<.'&の乳酸担略取:tII1CHD， HDで有窓に低下しか

っ心筋からの趣幽例も多い①タレアチンは'"複線

M."ωaはどと問機， ，民俗崎剛志動保温度低志比例

.." 

，+ー・企

して仮寂されるが・翠胸中にはその相聞捕れ， E田 I MOC 
"化闘では心筋からの選出を見る クレアチンと pi

の心筋炭取は，.，鯵時には栂関せぬが，運動中ではか

え，て豆相関し .. 縄問位"，ま段位置lK比し，心筋係

取危哨怠に低い との動会ほ心筋 eneti同凶伺pbo切

かるの阻・'"の動員と関係のあ.変化と考えられ

したが，て貯'a:eD・町"の勤穫のt量測が可織と忽る

(j)Kt. EOO (+)震にのみ心筋からの継幽例を留め

(+) (ー}両訴間隠心筋m取の有怠曜を偲める⑨心

電図".. から金例を《ー)rf. (+)型車及び改笹野の三

E障に分貯.と阻aのどとし《ー'"では CVRの有

怠な低下，国民 MOCの有.1f，fJ:lttb晶 MOC{LVW

心筋乳a自慢取の纏持が見られる払(+)震で肱 CVR，

CBF， MOCの有怠な度化忽<， M.OC/LVW， 11.俊民

取の有11ほ低下が忽められた ζ れに対し 負荷納の

起不合性感:;0変化"還勤により隆被するnでは，

CBF， CVn. ld凹 ILVW現.IllIJUil品、ずれも(ー〉

虜と同保に"化し.今回の症例に備する限り，運動"

の道伝Tの岡性化， S-T下院の健脇信忍劾による"循

環心筋代mの好伝の錨"と見倣さねば江'"fJ:い⑨

a最後に各疾患協の遷動申の翠循..心筋It測の特設を

LVW，墨田(s戸.T1 ， I叫度化とと‘.lO盈鈎に示

すと慣2のどとくなる すなわち HT"では蜂気代

謝を呈するζと，，<高い左.c"t士事を遂行し得るのに対

して， HTCでは e""，tiopboi!lpl也飽からの温い-"

湿鍾念、..貨の11気，，~より優先して見もれる CI1D 

では強い窓血流反応の制限と定不全 ECOiJl， ri'居

留..  "の動員と橿貨の11匁，~，とともに興盈i'JK認

められる ζれに対して HDで陪冠血峰I副都ま NCA

と.，わらぬに.かかわらず Sα丸心筋代刻陪 C包D

と信組ずる

国， Dα] ""時・・od1Il1t11>>nlial en・""
国凶凶 岨副団色白凶 durIOi'
U 開削園

. 恩動脈農患の思!l!!illifli'j:の限界と椅亮位U心厳重

ol!・E・''''1Ii代制の dJanJl.""7

以ょの臨床実厳から 窓勤眼疾患でほ窓血塊反zの

陣容が原'"であり 遂に PMDゃ脚気心句・ィ-.

怯..."では窓血諸鱒奮はしに心筋代劇問書偽忌系

金l!!心"'"とともκ現われることが実証されたと思ヲ

モζで数量にお・ずる種々の定位碩因子に対する忍血旗

反応を'"例についてまとめると園，.のように正常

血圧の冠"'患で隠豹 1鍋 te/lll副 a付近に定血泌氏z
ø上J限が~るζとが判る ζれK反して図'Bのよう

に PMDの症例と~舗"0.闘...~ゅ"で'"摘

された定疾患例とを比敏ずると.CBFのみが忽疾患
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の erite回旬を冊、ても臨時rの町iteri凶を惚，

でも窓血波とは有Z震の椙闘を得胞のに反し，心筋乳.. 

..取'"の低下とはともに7。内網".抱鴎を得た その

理由11.非鐙疾患後心筋陣容間存在に忍づ〈がー

方。，....やOorlin らの~m'" に見られ.cと〈

~..o thretl帽 副曲曲では捌行仮 が9・11と代S憶

の末-l監を劫Ilす.佃向が治いζ とにも~図する 今

後叩・勾時四凶y とも対比して.本テス Pのm皮

を高め3必要が$ると思う

7 欝心穫と心電図'"ヒとの関係

..帯型何〉電"o発遣は自常生据時の心電温度化を遺

跡し襲心霊との聞過を追求幽乗るように".た図

‘隠忍勤尿写でE明された決心症のー例で，録典型的

程決心繍崎には先ず S回T が低下，ついでTが減高し.

やがてTか退転し，との時には?を鶴崎聞が震ι、自覚

症伏を体わぬ臨、変化は櫨々の"圃aによりたびた

び温ζ ，ており. ，亀E 電Eほどの自律怖径の関与の

強い場舎にはTのみの遺伝が目立っ そζ で.. 網の"

'を調べると出ま間程度の生揚にもかかわらず，割"

"化路漸次'量破して行〈 興時海いζとには シ.. 

ピングに，申に包噌ている簡でlま.たとえS-T下両

を生じでも笥党庄の江いζとで. Hor盟国鋸 p."の

掘の脇被"..で注怠集中時に他の.訟が怠11<上がら

抱 ζとを証明した事実に--i!<し， ζの場舎にも Zα3

変化を"明するととは健康Jヒ.要である
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以上負荷心..."食歪法において，定動原疾患の定不

全発事には竃血旋反応，，，.が閣与し 2良心室の診断に

有用ではある払建不全心電掴そのもの松本質的には

心筋の代謝筒蓄を反映いしたが勺て定障曹の竃修明

証明とはなるはも九しかしその民百，臨床的応用とし

ては足袋息陀隈らず，広〈心篇陣蓄の先見や予廷判定

にも役立ち得るととが緒槍でき.
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運動負荷後白 ST，T変化についての検討

一 主 と し て 血 行 動 怨 面 か ら ー

戸 崎

会ょうお鍾しするζと払 4-・年闘に."置でやら

れた乙とで必ずしもE粛しA、ζとでは忽い含丸 ζの窃

究会の拠足にあた，て，盛皿提供という怠礁で舗介さ

せていただいた

そもそ.，ヨE勘負荷鼠..というの俗，いわゆる潜在

也畑定木全t.f:いし襲心室を診断す.ために行われ.

ものであ吻たいしたが，て".... の心‘園で.明

らかは虚血径の度化があるもの応対しては，温動負荷

民裁は~..といわれていたのは.そう古いζとでは屯

仇したが唱で，心'"...に負荷毛か・ずる忽んていう

ζ とIt.t::.，てのほかというのが調書111だ，たと息われ

4 .. 丸木村豊敏震は，"""の<，"u息者にあえて負

・久・米大学持制内梼

絡 後・

需をかけ.ζとを11'唱した 初めは.ぉ，かfよぴ，く

りや，ていた払....てみると案外大したととは低い

というζとで，だんだんu 念ν四'して心筋硬.. 以

外の患者で.1i::ITiI!rの心屯悶に明らか伝 ST，Tの震

"'11.血栓の変化があると思われる例について.，運

動負荷をや噌てみると，刷罰則・ の負荷でドカンと下

がるものもあれば d加 b.をかけてもほとんど変化

し怨いものもある

STが負荷後広明らかに下がラて良心症が幽れば

ぞれ陪虚臥性の震化として秤衝できる"" 111外とζう

いーた変化があ今ても.本人はま吻た〈縄自覚である

ものa幼P抱〈認も丸そ乙で， -~乙れほどういう乙と



昭和関与''''

だろうという"~で負荷に修う!n'， T o1J ll化と血行

e..という置か§検討してみようというζとがζのm
，曜の見婚で亀る.初め紘簡単げaコ智絵というζとで色素

補製法書健周したa九どうももうひとつデータがす，

.りし怨いという ζ とで，凱也俸を1>..するととに

し.，・.，.-1'....."突，込ゐで検討....。てみた。

2守護および剣.

‘~IJ .，.を"う関係止， hテ台に‘ナータ製の自伝jJ

Z邑ルゴメータを取り付けて，それを樋重<tt払 ζの

検棄をする前の自に ""K息暑に線曹をさせて.岡

崎に心電図をと令て期待する度化が〈る'止を予冶金め

たその...I:t.その，.例の.~・6痢擁で行，た

... 畑r の負荷隊脇~"者にして，..0.25匙，...

回角の周回度から録高松 L215lop • 80 1uD/bの

負荷で~る

..室温目は...にして.ジアゼパム老後与した。通

常のカデーテル訟にしたがい タールナンドの No.8

のカテーテルを鱒勘僚に入れて留置しよ脇S耐震から

経ru聞にポ'孟.レ ;.<.'!lデーターを大身長に欄入い

それぞれ屋.".と厳湯量度の制定に倹したa

..窓m..I:t. フタダ~.レタト<1'... " '" ~ IlOO 

BMSを用い.-・也，白"を温じて ・f.mi皆よ<J

呼!tI.1!.xa皮を遍畿的KEI>嶋定した.心俗fllII!11

Fick ~告によ，て測定した

そうい，た憎舗をして.で.るだ砂自伝羽障の園陸連

，.をー震にするように "y~..ールし"..切.い駒凶

企仇呼恨囚匙町忽どの興需flll1tb1tlい限り田

原則として凶分問、1・分伺の還Z鳴を宵わせ，週日刷出~

t孟2分"K健血を，;，て検案した

成..および者.. 

図 l11Jë/IJ~む電図および負荷民峨でも心電図に異

常の.，い 鴎L底的には高血正とか組尿"'.よとの盆例

<，.明， n Kお'ずる.. 舗を盆とめた‘のである

Bicrd・・噌p・・‘・rの負荷量".必ずしも-lI:して

いはいが.巴の .. 聞の平砲では園に示すように h・rt

~，・は姻加し +ch auよぴ e阿 国国u も増加す

.が・同国 s凶u ，私大体・分"たりから S旬“y

"....κ包る

-，弘安静崎の心軍国で明勺かに虚血監の変化が

。珊.....，百
...‘副

a・ト‘a・H

R間 2 ・

回

"， ， ，.---，岬

..' DuøodTDI岨~ .. ・.....町iI>Iue間島国
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回， .00... 陵情叫JNJII;Ccb制 ..aft.uu・rtD・
T. 司~ "1" Mal.皿

あると思われる例に負荷をか砂てみると.国2はそ@

'"で"るØI.~清貧匙 ... 凶 m拘も増え..ぇ

...国'oIu もそれに比例してふえるその時の心

"'.."化，~若手Tが!l( tl-dという傾向はあるが.

BT毎分"ほとんど夜鵬して'μ丸己の例のようは

官。."化，~ .. 忌捗鮒棒隆司ド属鹿厚があるものに

多い&いうととを縄告してい各払窓側.そうであ，

たのかもしれ忽机

とにか<.豪。崎心電図は異lI~tずれども負荷に

対する国問調同 9たく正常で，ポげ慎範の爾

から"えば定常であるという乙とが.えよう

."，町の心電図は忍佳Tと呼んでもいいよう"，.鎧

Tを見る崎でも，負荷をかザるとTが上集りになると

傘、その..さが虜〈忽ると..た度化が見られるが.

町・附に叫、て奮えば. ，闘を通してわた〈夜化

のはいものがある。 T f'!~が少し.>!Iりの方向に変化

しているという例で怠る

ζのようは"で血行湖沼を見ると. ..rt樋 t・h 園陸

.. 情聴血ともにふえ開"に・域国国as&+0. 
の幡却に剣応して"=d7tl.決...同僚たれている
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園3は心筋梗審の症例で10.肉目前後のものである

渇え負荷健治性だ。たTが完全に濁性化している"

STは変動していない との陶，血行動鐸的に掴ぺた

ポンプ碕能ほま吻た〈正常である

国‘の8例は，安.時心電図で明らかに冒.T < 

.，化がある払ポYプ厩衝の萄から見るとあまり度化

がないという鑓例(<，調， l!) ~まとめたらのでおる

"""醐iDdu0);・..というのは. ""ι つまり

負荷毘に大体比例している危九必ずしもー定では低い

しかし.安野崎心電図陪異常でも心婚出11'つ.り心

"の司"プ梅飽はZ需に僚たれてい.と思われるもの

陪 vo，の増卸に比例し u・m・・ 1.ゅrはー定の健

をとるという経過をとるζとに"る

心頃oのmープに多少阻唱がある払乙れは必中で

自民恵を..むのを少し"ηているというζとがありう

る

-11. t:.，.殉心電図で第百富があ....負荷をすると

き切にその異紛が強まる つまり.STがより daviat.e

してしまうというa例 包r個，11)がある

'. 
'. 町一一
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1!D3 ECG &1副dhMDodr温 mio.. 凶"，，"・fteru:・-

E民町一… k印刷

ν・i・

'" 

" .， 

国

附 L一色
I'l:>>r-' 

日間山

Rf;ST 2 ‘ &11012111面倒1苅

園， Cb&ar of .. 出制 iodu;dv.riUC aum&. 
脚"町
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そういう例で，..血行動鯵I ポyプ.絡はどうえ"

てい.のか宕名問題にな.. ぇ僅Sの例。'"悶性の心筋

聖書で負荷駒巴も V，で非待異的低訂の低下がある

以負荷2分後から更に下隠しで，・分あたりで怯更

に著明に"，でい.

T'史の噌高路非常に沓〈怨る払岡崎に.srが低

下してい. ζの例では負荷量が径いζともあるaι
心啄散の増加がきわめて'"怨<. .分以径はむしろ低

下して" 酸景清貫録の割合から見てもその低下が

強いという ζ とで.B・-，創出rは明ゆかに'"ち

る傾向をとョョている。

狭心"を海中で怠とした例でIi，置・・聞""

'P国}の備であるが4分あるいはg分あたりから ST

の低下が萄〈江りその後 p・'"が闘だ倉色事抱しても

ら，て，さらにe もうち..とそのまま..ませると

STの低下隠さらに強<'1..，た

その僚の血行動9116分をピータとして. 5'"蹴

t副院院 aueioalpe.mのあとは下が，てく.乙とが

E明された

BM〉〈と三ミ;;;::町
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-j民高a屋住心."で左，...大といわゆ.

・，-開tt.om bf.は，きりした屋"で陪.若手旗心a
~..とは負荷に対する震"'''‘う轟轟アン，があり.

'srt 地句のお・.11ま寿明で~るがT恨の2・高の傾向"

幽てζ忽いむしろ次第にTDI !at IC t，[ .，て〈る，

あるいは..也度が町 .. 分.明らかにより信下して〈

る領周が見られ.

掴・の・..'"事 K，・3 例はその Z 例で~る.....

行週骨盤を見a と負荷.."分~危りから sr が医下する

と簡略に・母国 ... 眠も信下しているようである

aょのぺて4・たように安野崎心電却に異常があ。て

.rdl&c r.p:祖"に異常があ.た例司..とめてみ.と，

掴・~の r・a 即肱高血正雀心風"の‘例. r-"Jが

狭心~ rOJ防が心筋... 置である ζの心島聖書@

1聞 は".四 品、う鯵需に郎、負荷で‘分""績に

してJJt下がりに心鎗幽置が揖少している

矢聞を入れてい§の低. .".，の心電留にltぺて

町 @伽由t回がより塗<t.t..たと思われる時点で

ある

'0，と奮いたt，OIt.U波O)l.an同鴎同が幽てき

たというζとで srの・自立はまだ留か咽た"である

ζ<<> u.'の ~.留包aーは"・時昌司院として関掴にqると

息われるaえ とれ"必ずし.ポンプ鍵舗の値下を停わ

，μ、しかし. ポYプa・8伝の異需の側発として@所見

とは.えるかも知れ忽い.

高血t王位(..~I孟 若手乙うい，た例と迎，た反応

を示すようで矢聞で示したように srt.<下が吻ても。

鋪設の陪う隠さらにー笥的に勾加陣肉を示す払その

後やはり"テτ，uをとヲて泊り 高.... 心依虚血

色<<・腐とは若干遭うユ昼アンスをも弔電いるよう忽

...院を..ている.

ま と め

.，....心電図の有舗にかかわもず'"の有，.の変勤

というの，..o箇¥1J<I!:tプ樋隆の降下を車線している

といえるように，.われ.

陰性TbI!l(匂弔たり あるいは眠性化するというζ..閣してはいろいる....のあaとζるである鉱

私どもの乙うい，た，ff;...プ隈舗という置から見ると.

ζれは豆諸.，型の度化であ.と脅えてよいように恩わ

れ8

聞

高血底盆:vM では..・盤TD増大を伴う町の低

下が見られ ・'"血 oatpv.tの信下つまりポンプ偲自伝

の"... はそれよりや@遅れて出現し.4d1!:性心風測と

実はる舗度を示した

賀髭 討 2・
本村 ，s本屋大》ー書簡単な軍"をいまの鑑定と

".をさせて srIP下がる例でほ.。喝，，.，が...て
‘、.とも、うわ砂... 

~..帆留米却その時期はともかくとして.いず

れ相対的には低下す.

*"だから"'''下がるのは 簡単に脅えると

@脈patbf....てそ@た副舎に@阿国市へ行くのが.

，τsrが下が..そう脅えてし司..てよろしい... 

声細いや。狭心震の患者でば忽不全が種〈な。

たために叙a・也"思<f.t...τ，f.;.oプ.胞が極下したた

・6と考える

村"0巨大〉いまの"聞に‘健保があると，.う... 

.... 圃調というのでBまな《てたとえば NCJ.という

ととがかはり".きりしてい.ょう忽盤側でsrが下

が.例がある念乱

声.. j.園田叫怨ものである念先ポンプ楓鱒はZ

需である。ただし huaP.l上湿したのはやはり悶掴が

あるように思う

宮原 〈札観庭却<<覇oo級建""が大体土10%

あるいは1&%ぐらいあるとZうが。先生のデータ".. 

.忍.. ゅにほか，で怠らるから.M.CI!がもう少し

大.< t.tる司鑑佳がM ので"忽いかそ@銀...置

を.えて有，.に極下してい.のかどうかというζとが

ーっと，それかゆ心保設が司容色.という ζ とが眠省力

が低下というようにすぐ冨弓てしま勺ても、いのかどう

か ζのニ点を綾えていただ.た』、

戸・・ 実隠その忍が-.デリケ-~ Ilととるで.忍

ももう少し・0下げて知り加古ζろで.ζ叫は.

"..する方態として餌が‘、いか屯とい...えておると

とろです したが，てゑ逗"入された，.ーを使えば

その辺がもうひとつタ'アーに血る@で肱包い念、と

‘思，ている 先生からc".¥いただいたとζろは.

単自舟が反省しはがも考えて..り，その辺をもう少し

今像温求してみたいとJl.ている
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弁厩度.18'忠商a匡底・例目 Nr"，‘分鯛』度同例

。~l才) . uu:例 t且 2才)，則¥J:'例《低7剖

剖同例''''周....，座也各飼稽略l聞は5分 聞

を使用して 50_/1同負荷をし， .分間幽来ヒ例隠は

舗制比のRett16w{，・.，帽を，..吋・."衡を

趨同胸中止例はZ$W{I・・@負荷を行い.asaJJ-ll 
例に回.... 山幅負荷苅..'分置を使用して e
..""帽を冊、'・分冊幽楽先例!:l10". dO m{負荷

.~・J副.

T.市川

%.5'20.'.1. 
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分ぐりいで B・"".皿・巴fll). D 11"のうち

でも心織鳴の鍾い倒{申止例〉と国度で陪.~

・dl'It&teに怒らずa 通中で. .  を<t止してい

る T，・dmj!l5".30飽食荷でも."，回醐T

"Wと四じような超過を示した ....... 駒酬

の隼令m長大ゐ鎗現段応対する割合は・""酎肺

"W叩左足前M.8%. 1度61.S%. IU! (施

行即位。弘 E使〈中止冊 12.6%.mll 

..，見S.tT・d.m.ill6" . 30 mでは豆電民・"，

eo_，1・4・"
l蜘 C...，I・M・-

巳コ1(.C.剛1.;.‘

【忌毎医学揮'"・""'.

t度M.8%.D度噛行冊。1l.8l1'&. D!f伸

止例)11. t1G. m皮切'"で，関WÐ方..~

"高い傭司を示した 1IS W ではZ調官~，分で，

IIUU分で叩z・trdy尉温"になり， U: 

tまa・"， .. ‘旬と忽り侮なか『た"""温~

の-*沿渦Jt.討する割合陪1ISWでn包 4

%， 1度OV.8%. D度'J7.1%， 10"駒E で正

常筒!.416. T ~L 0%. n:JI胆0.0%で~，た

国J 8v.bj国w・a畑 p¥aillt5dl1rinC &1姐 aftlr儒・... ・

""溜刈

負荷0・禽自略取量〈園りは"W負荷とF

10m負荷では"がなく，2SW と!.5".2)m

でも釜は忽い鉱1ISWと......皿でほ10'

OOmの方が大jきか，た

C!JS肺l'E..rcl .. 

圃園圃 SIIKh叫 C..oc・
EコN.Ch.岨

開-"例にヲいで町... 胤~..w と加・6

mill 6" . 30 IQ負荷のa医大:.(..ft!I1まの相聞をみ.

と 高い相関令-0.178)を示した{園.，

1ISW と10'.00血負荷では.，・dmillの負荷

の方で・丸心鎗散が多い傾向を示した払か"

りの繍闇 {τ・a依Mりを冨治た "'Wと1v

"'mでも良い縄開 (r-o.U9)を示した 開
回‘ECIl.. ・"II1IIduriq IU岨 .f切.u・... ・(NYHA)

..に圏直."分伺の合齢.(..jel誌についてみても， "W 縛陛下飯沼怠.. が多れ

とF 網 aとの欄5・0・.'"ほ良か弔た払1ISW 心電."図叫を変化なし程度，.ft.禽俊変化と

と10'...聞で隠相関 0・.関》が働者より低か，

た

P町を NTIlA分組別に比依してみτも.駒W

とS・"mlt簡で松岡負荷ともに"巴 E度【a汚

例〉と置度'<T止例》 温度の聞に信明らかに撃を阻

めたい 7IIi W， 10". a IIIと負荷去を噌泊すると l度

と'IJ!との閣制EもP町の"が留められた

.......・eと 1m叫且湖負荷による自覚'"支を"

製してみると 図$のように心臓働の惑い例で"商法

@潤に幽現率の"ほおまり忽いがI 比叡鈎心臓飽@良

い碍で肱官官岨脇信"'''''自覚.... の幽現が多〈

分類して局負荷~比依して"て.....躍凶"，と .. 圃d

副却の閣に幽理事に獲憾忽い

以」ヒのように負荷量が低限等しい 1m岨.m.ill6'・"四

負荷と・ g回ater60W負符とを比ぺてみても むイ由

民自覚緩拠心電図変化，1}IC対する反応は多少異な

る"例色あるが，同負荷ともに£相徳判定よ...差

がなか9た.しかし "1-陶 T負荷惜高年女子怨ど

負荷'"嗣凶り，金例に負荷をかげるにl孟智副.m.iU

のコヲがより自然で目..当でおるように思われた
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五}薗図鹿沼号心幌泉皐省の心開.利定に関する研究 ，."
縄)-~・~且によるM:It.!Uplo 1.0“ T閣に"'いで
.:rap. Cl..... J. Jf ι 胤.~

J) Ba!同盟、B.~a 7<><<L A.. a ， n."bil!tao.ioa of 
出回国同山山ム刷出 1聞

勾..・""ム・ 0除見切包弘弘 I勘 '/I.o.b!UU尚昆 M__u__回 E凶..日岡山.n，幽肌

') Br=o. R.ム， J:'.h.畑山山叫e・po.oit，.aa4 

'H由山白山町山由

皿c.叫..Catdlo......凪U，臥.-
・9 寧総信事，.凶叫が・~凶事..による心鍵墨息句の心
...判定冨岡，.・・噂・-と，~“...m の比0-

'ハピ ， ~-I/. :-I:!'守口""・ 'Hも
') 80.;...... a.， BA日凪凶 .t..dl.'" pb山
郎副・..-岡崎副~.市川"同・崎， .・，
舗 Llna.

質疑討酋

祖国@支医却現叫出惚e・rbnnpbleUtl'l:四句舗

と也、う表示をされたれ適切で包いと思うむしろ

誠司g!tleye! toadでl:lf.tいか男性と女色でどちりに

陽性2肘塙い払

B園《‘目的女色でl丞回伝"がよがも屯b、"と。定

量的に負荷しE島、女性例"少なし両者の比彼惜し

て も沌札

字健'"住友..，主》生活"砲をする場合.RMRを

幽して図解さ針活の"却を行うか

.図 RMR I孟後で肘寡するので その樋で陪心電

図自覚産伎により.0れ£比忍動をしてl都、げない

という湿度とする

斬谷〈昭夫〉実庖上すぐに隊指示由来江いが考え

方としては思MRから実織のE常盆ゴ活を指導すると

いう者えです.

木村【B医大)Tnod思出のSつの暗段ほどのよう

にしてきめたの念、

・図録初に湿々の迦.角度で行，てみて，年寄

~足の弱い人で""荷b'強いとついてゆ貯ないなどで!

結局あのように"司た

ホ哨例えば閉じ患者K何回か行うとか似たよう

な人をた〈さんやー，でみて

・国そうです

木村 '''''''・旬奮とよ〈一致してます泊

置図 r・羽固と "'Wは近い値b'でると予忽い

間

大体うま〈い，た強い"，の負荷.開湿度と予忽して

いた弘実療に健".. "刷協の方が強〈怨り過ぎた

木材木:l!JiIlC思うのは"'"此~が褒をどう~，

τ仰ーたか.書いて"い""

竹内 閣 拍 Zつの負荷法で心抽象が周じ場合の酸

素.費量はどうか

a・図 それ陪みでい忽も札

竹内 方桧を比E愛する場合lζ，それをみるのは1111!

なととであa
街谷木村先生の1質問について，小綜太刀夫先生の

とζ ろでd".30mの負荷を"'mし発表されていたの

で.まずd".30mを始めたと思う その後."織に

恋文，また・唱。_.uと比鮫する場合ー番返そう訟

のほどの〈らいか怨ど侮威して決めたと-"う

福図弘のとζ ろでは5".6km.β考12分の瓜ogle

h帽を行い切....，才の健常者で金大心崎放の. ." 

ぐらいにf.l:o.属図さんの d・・で健闘'"ぐらいで，

副bmnjmllより少ないように思う NYHA分舗で

の患者の平均年令信仰才ぞらいで，正常".. 才ぐらい

である S巴b!lla%imal.随"の 1・時lを含める省会，

Jtobi .. 加盟の心錨放で含める念、年4訟により畳大厳窯

自聴取量は追う そういう刻の置から勾..してみては

P叫銅 B~ .可叫凶・d包・R圃としての考え忽..

それでいいと恩う払心.. の酸素の取り方から考える

と窓味が少しi盆うように思う ..もやラてみてうま〈

いか江い心崎放で85%の蜘.....の値が得られな

がら."腐の厳禁阪駅量はゆ_u%.少なgに幽る 外

国@例を見て.大体10-15%11まいが.20-30才代で院

決して低〈えまい つまり若財人の&噂鉱と~.. ，闘のと

比綾するのはむずかしいのではないb，女性の.大.. 

"炭取昼は即日，，<創刊仰いと患う Vという角度

は 不安..も江<.不安心電図を除去するには』、い方

"'だと思う

2町谷繍図先生より。負荷法の名祢"遜切でないと

いう省..しがあ。た念色名前は忘れたが，外回のある

奪者"どんどん連続的に負待を唱すのと。間量的に

増減させる 2fiU!l~居合わせて皿叫tipl. 回".絹包と・

いてあ司た。

領図""俸の wooの胴F巴nd"m阻 ...1，of UOIr. 

a・testj材"の噂で，そういうのは sinl'l.lt刊 11.凶

の申隠入れてあー，た
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"ロt東京"・大》 宇佐'庭先生の速続的耐".衡する

のと.."，免E主の局酎'K負荷量を震えるのと，両方

【量a属医学術3LQ.!OlO・，

..ともに巴叫~姐e・と....している

モナルク形ヱルゴメ ー タ ーによる多段階負荷法について

宇佐美‘久・ 栗原 正・

成図充啓.瓦谷 t 志.

Z 障しが g

'遭也寓事健のある定量的-...・..健テ"とL

で倦俊民...パイ γタルエルプメーターあるいは

トν，，，ル.. 用いた低験が・羽田S繍の分膏でも行わ

れるようにな，た 'スタ "，プマ代表される階

段髭.11. \.，.と.'"・~ヲ安置r.t..です守いう.念先

物理鈎仕$置の.. 守'"不可衝でU<と 各.体にお

げる還.."，匹の霊がMcと.還a防喝の各種調定の酒

"で..cと~どの矢怠がある ステ，プテストを除

いて も勺と色飯瞳格で"る義軍隊名著書の栂蝕的信制

動方自生をmいたパイシタルエ11;;:1.1-1ーである

I88U事s.目"が労置傘.. 学の分野で用いて以来e い

〈つかの ζ のタ4プの;r.."，;:I.I_ターが作られてい

る弘 D，血'*11.;.， It)~震によ " H<:n祉法のz

hゴ'ーター紙現在ζのタイプの銀形とLて広〈用

いられている われわればとのZ ルゴj ーターを隈い

る....テストの"・と臨床応m"ヲ・，若平~，食

討を符，たのでw.. す事

11:. &10掴町k錐墨エルゴ，四ター@傷遺

およ，，，.'"

孟~~，ーターは 'J .周囲のベル争により楓敏釣に

鯛勧がかげられ， ζの側団量怯自信巴旬開EUoPOIId 

で表示されd.PODd I主力の単位で 1_陥錫1ダ

イユ〆でM ζの:r.."，;:1 ;1ーターの4ダルを 1回程さ

ぜると. ，ゐ土の l点11.5 111移 動 向 、し1刑 制

恩医でペダルをふを2と t分慌に 忽淘z 移動す.ζ
"tt友-内梼

とになり，鯛鋤量を H，とす§とItIJ1D.11. 3IXl kpm， 

怯・~It 3OOkpm/分・回，，.，，抄企-.る 111lkp/砂

の怯...は9.81ヲ，トでおるからζれはぬ舗ヲ， . 

とえ~óDた'1-... -:，IICJ:る，''"の但失が'"とされて

いるのでペダルのタ，ンタ鎗にお付る怯事は"..・ヲ

，トとなるe 夜 1A.1'1:. ζの.ルゴ，ーターを鎗入し

ている泊先物園rS:KO'J依銅山巴より淑京極ヱ実銭術セン

ター柑"倉晴弓た綾JEIt臓の成繍である Eの.".威

厳格ペダル@タ"タ紬の 1舗を.ーターで"イプ

し田陣繍に2舞鶴したス トレイ yゲージにより行，た色

のである念丸信負荷では附越の計算値とよ〈ー雪量する

高負荷ではタ.>タ鎗入カが齢"より大きい僅を示し

てい. ζれは高値荷均に伝送011.慢がさ bに大会い

ヨ114 ~1"ータ註.，，，ν.，ーター厳正怠厳の成績

《小川.n勉による】

z u “ 
'‘ 

綱" -m - “ 
' 2E" 舗

2・T

舗網" 旬

'U • 聞22 ・・‘7 

• ." 。 I闇m uU a 
" m 
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た・6であ暑と息われる 当然の乙とながらペダル"

園経費食が震わると仕事量は変化するので ζれ4是正慢

に保つ必要がある t， "示自盆板の仮定lま.劇団ペ

N'"附... に2・・・を下げて行うよう御示されてい

る

車窓エルゴメーターによ.多ISU'..iIJ謹

，)1例

Ph，.sicsl. ororkiJlc Cllp岨"を知るには. ....切.の

負荷レペN"鉱"を行う ζ とが鍾複しい思忽的に"

"負荷νペルほ ほ，.. 姐凶rItAt・'"・切れる持続

防聞を持ち.か勺 充分担休息胸掴で隔たれるζとが

'予定 しいれ~r.化のため "される... の短い時，.

の員宿レ~，νを連畿釣に行う方法が行われている '" 

に本 z.1\i~$ ータ による迫観的江多段鱒負荷S舎のt

例について盗ぺる 後検看の伏隼."じて制動黒は

..句.1.0kp，または L61rp，ペダル図帳般をw/

分!す匂わち負荷度 1M，300.またl志4150kpml分を

開始レベルとし. .分毎にUiOlrpDI/:分ずつ剤師槽 し

た 負荷の終了は隼令'"医大ι崎歓の凶%といわれる

也曙悦 h・"~凶に遣したと.. ，ちるい11WBOの

レポ-~.. '.どに'"されているゆ止のA'・の也現した

"であ...・m血"""" 槍m血匡陪1舗を乙える崎

また負荷量を噌すにつれて11m医の低下する崎や畏匡

の小と忽る陶にも中断した ペダル@圏怪奇ま俗メト ロ

， --により"巴伝J分を守らぜ食... ζれを~包え

忽い略l玄他定B"]t.c8:労の徹演と してφ止した 署長"

f玄ζ@ょうえ宮Ii'・で終了した崎の各中断Ii・項目の也

現鍋度でiU .""宮川例では ほとんどが心姐並の')

ミ，与で命島 ' .... ペダル園uを，.ちえずに申止

している 血血性心岐阜および高血，.位必線車を主と

した<'"息，.. ，で"豹単数が<倒設のリミ，ーで中断

ヨ健，. 各々の負荷中断越噂の出現姐匠

岡田 ・E .，.，.・'M・姐h も

-・1・

'-“-~岨 "明冒，事.， I1 (，且明}

n ..... ・2孟o.s.v • • (IL・.，

F・6.11.<阻 ~・ . "且ー，噂} ー【1止す蝉}

J....，..k圃1・ • ， (且・.，

白岨 ... ・ 。 ‘(14. S~) 

。~.叩 。 主(1.t摺】

"品事r.日拍 。 1 (1.1.朗

"" 
議..各負荷置にお貯畠血圧と心拍車白平坦と

担割，.聾 【白"ヨ申蝿睦3

日岨同&.司戸叫B...1 Dl... L P. 

hal1可・ n主" I ，q宜' ".畢.. 
開 切 "・，1-
. ， '"士川 I ，“宜" ~念 T

‘-eh2，・・/圃
E・8

m士1・ 1m士n 固ま珂

献，陣，hE，Z圃1- I ，岨士開 I ，個'" 掴富山

宮前 hT，w-.. 1m土U "問主姐 初会.

している

"..は初~関才の易宿男子"例におげる4昼食荷ν

ペルの心循:1..RlIE.および穐..'"の平町と."11
2を示す "お後に遺ぺる 温:ETと心嶋場組度の....

をみると 山町あたり".咽/分と抱り， ζれは F~

';"CO 1鉱'"あたり 8_101分という".に'"ま--J<

す墨

IV. M鍋旬市 St.pTes‘との比"

現在鼠厚の実禽で いとも2定期されている也曲r

'"プ."と，本多'"・.荷径との比叡を渇ペる

IV-l ..鍋....
商運動負荷テス，崎のO=lllll:を比'愛した ... 

p...，t呼後射により辱無量を側窓するとともに呼偲ガ

-""t:.-プルを健取し 事ちに T“"'"・社製オ4トシ，

ーター IMoI・.. 羽町によラで呼，，，，，.温度を求め

た 坐白色安"崎<.分"弘通・~では.，ターグプル

負荷.. 終i分伺.:z. I¥i ':1 J.ーター負荷の各レベルの.. 

. " 分閣広呼気ガス.，プルを健取した褒"にマ

lI: 11 D 'T ;1;タ ーースデヲプと ，~" ~タルエルヨメ

ターの週励強民の比侠

守 ;¥1-"'1'..コ‘....・1*-国匂-1升

岨Z-uR‘置.量 E且・.，・ '1.12:11 m，士且畠

.n ..士L・ I..f...・ ...主且'

スター，"，プ仮調。量，./分担よぴ猷lOkpoo.{分の体

重>t，あたりの融当R慣nllと"'"を示す吋タ

ーステ，プでは 18.0土'.“50Ir. p"'/~分で t ;t 16.8全

3.1， 600 kpr・f分でほ ". 7土"であーたとれを~

D"の...，.取置でわり，区'"(M出回ieRa叫



-
として表現すると マ>ターステップでほ..土LO
1oIET.岨.pm/分では臥1:1::0.8，間同酒/分では

1. ，剖.9METであ，て，マ>ターステヲプの墨動強

度は >Nゴメーター.. 待の侃iOkpm/!分と8OOkpm{

分の中閣と位するようである

IV-2 E q  ST R化の出現憲

.. 常，.. も盆血栓<~哩n例制Eづいて Z句町低下

の幽褒"度を荷負荷楼で比叡した マスターダプルの

栂舎に隊司11防後の忌司， ""..により虚血隼町俸

T O.limm以上を(*，とし.戸山.句の冨う z・r
出 h皿 io(td%以内の勾配を示す低下ヲでo.limm12l 

ょの低下，および.srj hr.m J21.Jヒ低下し QX/Q'I'

'"彰以上を(+，とした Zルゴメーター@場舎では

負荷中のC.0.. MiIJと忍動畿の121!!"Fqより樋

定し.ll血栓'"値下 LO_以上を(*，とした

場合 (Cri旬ri&j.)とL6_臥上低下を〈耐とし

た抽象 (C油国 B，区分げて後E守した 信お，虚血

色'"低下0.5_  J2LJヒでよ毘の(*，の判定に入

ら'よいもの。および 1111&1'iac盛岨お0.5 mm J2l..上処下.

怨もぴに.，，，血m低下 QX/QT150%以上を(+，

とした ...に示す.. 調書加例において.マスター

表3A Ecr sr度化のW!l!寧('9#1!例〉

J 、1
《特9

Dhhe-M・." WT.. 

〈ー》 l品j。主的 • 
弘毅|・| 《・2η • 
川町~o.s...1 由 l••• 。 。

( +，。エルゴメーター(+，が117%....スター〈ー》

で孟ルゴ，-，ー(+，が13.31留にみられた すなわ

ち尋常者においてエルゴ〆ーターによる(+，の者が

zo %<I!o勺たが.(特}の者隠認か令た ...に示す

ll"也品嘆息調"では Zルゴ，ーター〈ー〉でマス

タ (+，以ょの.のは1例もFεかー，たマスター

〈→で>Nゴ〆ーター(+，・<+りは32.1'"であー

た.守スター(+，のうち'"が Cri胸d・(A'で(*，

【ゑ倉時箆.，.，・3141..10.. 

事耳目 島司E 菅r"化自由現串 E虚血栓"'~旦姐開〉

4‘ 

4ト l m2ESも園田払

σa. の 0u3 aη • ("・}

4ト
。

〈12 2〉 ('句

* • 2 • ( 1. 1) (IL 4】

B 

+ 官2包Lμ令S叫圃B

• • tItz η 。a・} 。c<，

4ト • OM-aη 
。

* • (17.町
2 

【1且η

であ噌た払 Cri句rio(めで肱S例ともに(+，で

あーた逆にマ>ター〈刑の8例。.Crit.er祖 (A'

で2例が{吋.Cri町並 (B'でS例が(+，であ，

た

V 者援およびまとめ

心陳腐の""震に省いて虚血性心疾阜のしめる比S慣が

大金〈なり!その..，..治S医院選鵬負荷民放が大きい

役割をはたしつつある II胎負荷量路定量的でありE

砲でお忍ζとが鑓ましい払 トレ"ミルや電気的fょ

制動を用いる%，"，=， :J.ーターは高価格である 制動般

の官民銅盤'"圏'重であり，包街過の変化により仕事... 

"わるという欠JI."あるが， ζζ にあげた""温由

形エルゴメーターほ錨俗的限妥臨しう. 小川の縁組

によ.と， ζのエルゴ〆ーターは高..何度よりも...

gに省砂る.ヨEのよう江健a荷度で..'"が良いζ とほ.

臨床墨司解明に有翁である 鎗会‘婦とされているペダ

ル遥鋤の臓蹴効率を考えれば.ペダル図録殺を豆諸に

しておげば他は..虚弱鴎として作容されうると思われ

る

ヌ " 
。1'01<， S.麗.'岨dNu，・u・巴 J.P. ， P・~，鍋1 ..11.1，，. 

凶 tbe1'".....1<1. of ー町 ~ð' " 

-胤t，ft.ltn. 一一…，""M….， 
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E' i .100 T.oI.I_，. G・_..WBo.肌
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・3戸山明ベ確か lゐ電舗負荷鼠"- .広... 本姐 1I15Tf， 

，-
・， v_町・，V杭;よ岬Lnyo.ioL1，1Z， 1蹴

震媛封筒

紺""調巨大}われわれもモナ四夕刻院を用いている。

実用的に診断的に...戸.1分でスターーし. ，分後

OXl'p包J彼女色では‘."伊./分とし，さらに2分

間負宿している 心拍散を目安として ，スターシン

グル，..旬置1.分に担当する飢ダプルは・>>'..-l

分よりやや少忽<.舗Okpo.1分と侠淘帽0/分の闇'"

と宥えている

調@度医大}われわれ.パ'"タルエルゴ〆ーター

を思いている泊&パイシタルでは足の.. 温鋤が盈〈要

求され， トレ.，ミルのように全身.. 崎を要求される

ものの3同肉嗣哲也"p'cit7を分砂るのに釦咽

ではないか?

字盤鍵{住友府民〉遺跡生珊の分野で'‘，.，. Y~N

払もーとも大§い愚大治棄篠原u幽すζとが知ら

れてい. 川イタタルでは大息図頭績に!l<負荷がか

か，て足の疲労を訴えるζとが多もh 掌た. ''''''・E・

+.~山忽運動の量生省Bを，..ていると思う

続谷(昭如イダル図怪奇監を凶/分に鍵包えはい乙

とを吻止"噂としてい..九絢人では何%がζれで中

醐

慨しているか?

字住員約."単位である

衛~われわれ..ゴダル'社製のものを用いている

抗女性と〈広乏人では図録鷺の上がらない入が多‘、

宇佐貧 ，スターステ，プで肱町健下鍋位"'... 

として a・-の慮血伎鑑下.. 11:<周いもれている

念九肱噌鴨.....~勾までの多'"・テ，トでほ 1_

低下~踊憧としている窃究者が多b、負荷量の多い時

， .. '僅下も大きいものをとるぺきであろうか?

続" ，.荷ゅの恐司Eでほ..-で陪不確実で

LOm単位で忽いと判定し緩い po臥・四国"につ

いて怯園.'l伺圃であ.

前.揮-"女優却駒修双o...句でも田信

l'を w，....単屋m・と周縁に判定しているか?

字盆S‘ー応同様に判定してい.

'舎内 o巨大〉双極局電と単組m・eとでは当然遺書があ

ると思う

村由われわれほ玄YZ7':-タ虜揮を用いてい

.. <れIまsr.y変化の方憐佳を見るのに車協があ.

11-10%ぐらいではZ舗だ妙に変化が出る

岡本喧知県組合保鐙センタ-)われわれもフ，ン

タ"暗.."'，.溢を用いて守スターテストをテν〆ータ

ーでみている 1番変化のよ〈幽alt.1まy.... であ

る Y方向の成分の入.CM，の，."が sr箆u敏

..に示すように息う

Tread皿日1exercise t田 tの酸素消費量

外畑 雌・.志野友畿・・石川征雄"

... 岨皿iUItS調官労仰の申心ともいうべき修行翠a砲
を定量釣に編噌負荷するζ とがで舎.しかも運動中の

心電図包怨.血圧劃定等が比叡的容易ずぶため.本"で

もζれを周いて運局負荷する纏段..編~噌卸してい

§ 

ζ の縄舎の主棋Ii. 1)震"われわれが日常...震に

-名貧血文学。失US.・同購ー何事ゐ

周いている B_らの E叫'''''<・u・..Jmjlla::u回白

色-の..践についての2i$. 2) tt・凶mill"行時の

IlIti肖毘徹底式の局私 的Muterdov.bl・，_.旬，

-と・恒.. 崎益慢の h・凶且副負荷誌の鋸翁で~

•• 
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方途および対象

対象は日本人健康成人男子11名。シ...，才，寧均"

才}であ. 倹霊前飲食ほ2時間以ゐ喫煙は1・時間

以上a廃止した還動負荷."1C3分偲....縫いてS

分間立位をとらせ遷動絡了後も・分冊座位をとらせ

た T. dmill歩行飢申，後を通じ，"珍か切 1分

間隔に心電個〈主としてC込 111.).血亙を""した

血""ま勾~1iji--"""""刷r を用い，組E をよS砲にa

金， ..トヨフ曹を聡.. 棚怠した 敵ヨE湘llll"ヲタ

ダイリカ思エレタト.，タJj(，_ pva fiOOを用も、

遠鏡涜定1.た

(1) Bruc・i;O m叫錨.... ・卸岨dmUJ

・四回h・...."重量儀

日本人健康成人男手10名を対象として栄圏でも，と

も広〈用いられている B由ヨーらの血叫iat.lli陪，~ι

凶Uu豚..  ・国色の自本人への逗Z佳を検"した

B_らの方式陥011上"巴示すようにS分俸に

同岨mill速度および傾斜を潮崎する負荷援である

Tnodmill歩行他心細歎がRobiD8:祖のa盛大予測心拍

般の銅%以ょにな.まで継続し.それ岨包"まa車検者の

自覚A'実により還'島地了均点を決定した

国1上段は，，-康雄での..鴛湖..の‘毒剤約度

化を示す本研究で得られた... "対象ぬ例の平勾健3
!i Bruc掴らが米軍人で得た催と比べ S也e・1-.で

憾~~鍾舗と"ーでい....・姐..N<入ると急a障に

増加しでいる 本研究の対象の多〈陪観勾・"に入

ると下腹筋の高度の疲労のためil包に凶t偶 tにな弔

た 悶1にみられるよう"・... 悶N における E本人

と欧米人の厳罰健司肉質11の盤陪..ら〈下E史実の遣を!取位

殉，.あたりのa惨殺の釜によるものと脅えられる した

が勺て .....llよりNにかけての急滋なE画祭泊費量

楢加に伴う危畿を鈎止するた治風句・EとlVとの聞

にそれらの$聞の遷島岨度の・tartlIl' (途皮3.8 mph， 

傾斜14J'6. 3 分冊を有判定It:-t-~aした B~.

康法と周じ被険者<1遍から2政治月後 B同."践を

負荷して得られた成績を翻1下t設に示す..，告の....

剤費.は原告舎でみられたような.，陸な噌"'~宋さず

遍勤時間とと‘にほぼ... 的に噌加した心値段の陶

Nl星通も破棄1向費置とlま"閉じであ令た

【..衛医学!lfq..10 .. 

11.1 Bruc畑らの a曲目....・ tn:aaillUerCilM test 
およびそ@修正法の俊気消費"

思よ"お.σ下殴隠そ九..勘包..溢およびその使sー
での""を示すi!...a町中復におたり車分価値のM

酬n~.平均値翁日開個目酢同した思却さ寝

岬叫同人.JlT~"t;蹴出向山
聞人で憎たa績を来す

国Il~"刷・n...... rr .. 叫ー
.-U.9G 

E凶l 印 刷λ:-ZI潤

一 S.:I';4. I 

1i00i111... 1....'_1ー
'. U.~"j 
V叫胤J(-:!O.4
酬は

-"初 すすすす寸了1SF一%
~M・<. 11..刊 N・1・

置， <寸."と酸J:i縄nmとの網開

岨即日…"".叫問問閉した

国 21;l(..fBJi:と厳禁剤費墨との相関を示す際法

(司直線)，夜法【実織}ともに調書関川ほ高度に有怠な

正樹関関係 0・0騎〉が存在し 健鹿人でほ心拍敏

より砲葉蘭... を継'"しうると考えられた

国ヨよ段階 1例にお砂る康法 (X舗}と.. 絵 (Y紬》

の臥句・Eまでのa・..消費量の栂慣を示す 対象10



同~由隼;1OJ!)

.， 
一山.自畑M 身

山

.~ 

-』@".司""'1.1且 .4 
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』-帽tHI岬b・HS3.7Z ~，拠

お

. " 却却咽 国，.‘A・I・i・"

作吋"~.叫...

eI?Z闘γ I 

m-JK〈tra加・"陶M -・~I..

一" ••• .f / 
-』e凹.11-1.u ••• -・ト / ，.-・.
_12._1凪町

~"" 
2・• .口.剛一

自. .. .. 出 tapt. d"'i1I u・問調...‘の再現怯

園主.. ，包よ6下怠肱'M仇'..帽のIISlI'Iftauよぴ
心..食@再要性を示す Bム下と‘鍋舗に松島"・・.J亀
有司の・2舗を ‘柚に.図食脅し化史館の'"'司..・帽し丸
包右の櫨は.倹省E。名.峨舗を~す

例での組関係設は0."から臥舗に分布し.;をの中央値

俗.切であ令た 得られた留婦星"の傾斜のゆ灸値は

ほぼ1.0，Y切片のゆ央値は低限@であ，た 心拍罪史

についてもほぼ関織の成即時，.れた〈悶S下即 11 

."凋費低£州政その他の帽a呼吸系崎量は検検者の

休息気温，温度有印ζより左右される払土湿の成11

肱注怠灘〈胸骨した.~“mìll tt行.衛隊舗の再現位

が良1ft:.ζとを示す

(:0:) Tnadod.ll歩行@厳嚢浦費量池定式

V~d・r Wutらは平地2修行に書留妙る，忠ルギー剤

費怯休.(m) と温度【.)に網闘し，下磁隻~，.幅

広よりあまり..・され'品、と渇，、 ....桐 UII定式

として

V叫伺Imi・〉・・・+・，.+・仰が り

を，.穫し高度に有"えま童相蝿係訟を得た

TrtedllliU繍幌織行では."<位置のエネルギーに

... 
関する項を加える必贋がある 理鎗的にほ川ル争速度

'.傾斜a"の"・4血血歩行を似均周負荷すれば.

位置.3:.*^，，，，_~・怨分 .u ，ま体重を血. "カ'"速度

唱..とすると

4U_III'''_，_0〆胃胃百dI)'4t

で表わされる.したが，て色"“....傾斜B行"の11

s臨調貧血血定式"

V碕(ec/m姐)・恥+b，to.+bomll'・

+bo凪時〆官官τ買~.........2) 

とはる.."の岡田を国司E除すれば単位・..~たりの

・.，剤費量処定主主

V叫=""川旭)-""司+b，+bor
+bo'"〆官官宇田下 町

...られる対象の体軍援助械が肘れほbo/.路道

倒的に定2まとみ認すζ とができる さらに傾斜Gの冒

園も遍符10_1暗礁ししかも V引岬であるため

v匂w写百聞も l丞"定震とみ怨すζとができる

故隠式"孟簡略化され

V匂(<:0/'1.3/'幽)-.・+e，....+町時 ・..，

が得られる

iE'有男手"名〈体重~同〉制，，~舗法，.，症を』闘

して得られた滋禦M.盆底織をま完2および式4に逮鯛

し.，，""句分析巴より同副.，;ll傾綱多行時の..'"綱

..准定三えを求治た .1;2では固緬;<;

V偽(=1園 i..)ーお色錨+0.81111 +0. 36 IIlr 

+民29.暗〆官官可宜W下目的

が栂られた 軍縮凋保叡(R)は0.979.S，.脇差依

211.1 "/m凶で高度に有怠信園燭性が存在した

(F'.・no.2，pく.切1) 簡略式‘では恩燭式

Vo.(ec/l刷 .. /1r.;)..6. 90+0.31....+0.55咽叫

が得られた ... 園g匹敵(.)俗a町7 相四...陸路

..固縮性倹，.，本高度Fよ有志憶を示した まに舎は慨

略化にもかかわらずE霊式.と開等の憎定錯そ有する

と....しうる

CI) M..ter d・・bl.twル・ωP'N‘と

.事情運動強度の t四・dmill傾斜多行

総喝恥-伊負荷訟の代表と.いうべ*Master 

._.岬国もは 1)盛綱島高衝は袋"を必要とせ

ず.どEででも手慨に実益しうる. ii)大量の臨床鋳

理担鴎賓隊長期聞の渇白書掴歪資制の蓄積がある，等
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の潤点を有し.現在は$9"'"震でも，とも援用され

て、、る還鵬負荷足.. であ..したが令て也胸刊。b

ble t .. 除・岬回‘山下 .... 町憎のと匂俵逗勤強度

@廿副且出負荷8舎を知るζ とt玄色"“，.;u負荷民般

の成績符俸に隼し有用包f・・・<..偽すると毎えられa
lElIf敏衆人を対象とした研究成績で陪 .... 細.-

と・伍温風"'"の"・凶mill負荷紘熔 B_らによ

ると速度2.5111pIL.傾斜U%(彼らの皿叫""句・白色

の llajreB.).凱皿q訓a によると遺鹿'mpb.傾斜

''''という われわれは目本人2符浪人男子11名 〈平

均隼令"抑制""...，皿と Bn圃@鋭申立を

おのおのs分側負荷し，両者の成績を比叡倹肘した

開負荷鼠S横路"分伺の"野臥E震をへだてて実績.11.

その順序は領制.*.同体貯にしたが弔た さらに対象11

名中，<告では役目 B"皿.-俸をs分冊負荷し. . 

者の戚績を比依した

回4陰湿a・9ならびに圏復刻にお砂.，分伺@・'"

"伶・，.“・
舗

一山.......10.__.鳩山
-"喝，-叩加山町山

(11.... .刷・・3

2・l

崎
脱
届・0
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〈
〈
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I :. 3"・IZ 34 5i..w
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.4. MNtCr d加b泊 .. ・....'・耐と BI'1ICI'tap
E の・鴛摘貴金

…..01…….~ 
1.1::. 

湘質量の平均値を示す .... 町国色情劇では温

勤岡地後2_'分にかザて怨おE・=1IIJ."O'J!t銭的急
上昇がみられる払 Bn畑・....，でIiそ@上'"まJI

..かである 遷助欄鎗，..分事よぴ還鎗終了後1分，

Z分で隠 ... 眠u_，まB国語....立に比し宵'"

に高い農事情..を示した£ぬ設反応もa・."育費量
とよ〈偲た.....示した とれらの.. 績より9*.人で
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