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ぞれ以下ですと，かえー，て"力会‘，..てしまうという

園です。 ζれも'"まり，自分@も，てい...大筋力の

バーセYトで表わすというい.方は.ちょうどI 媛大盤• 政実際取量を"ーセントで表わすζ とと同じようです

..~島最大J5.1JQ)~~ーセ ン 砂で褒わすというのは抑穏

に容易です.
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すζとのほう念えはるかにめんどうです旬れども，

理学者は.もしそのζとが有".とはれば.
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働集..取.，主計れるかという悶竃会えすぐ組ζ.わ"

です払 .ζは也ど.と追うととろで 君臨どもの対象

は普い元気"人mですかも.金大...民...司島田2

・・d のテ"で計るζと，~むしろ審易です

..肉の負荷c.・・K関する

Vイツの 'w ト~;;~の BettÎrl r・r と M" ・r のヂ

ータです"れども とれt孟a盛大@富野収掲カを"・Mと

..大"力""以上の負荷.."いと.

グ鋤集が鎗いという園です

園Uは事免"の隠居で.
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効果があるかを示し危も@です筋肉の眠......大.. 
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呼吸の怯司院が加

それを去し引きますと，

ものはなかなかはいというととで

を対a院にとろうとしますと 負荷と必ずしも専行

しません とい勺て，物理的の負縄をとりますと。

調16!1'"・，，"畑dを X&lDl盟国で幽しま し

いまのように

出ま比例して上がりますがa最後に飽和します
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宿ります

め& ζの デ ー 夕 刊 圃 足 国 間 り ま

すと少し下がる傾陶が~.て.略..."，の

健のほう払 1ω%の儲より.大.，忽，て

しま.てい各というζとですそれに反して，

u・rt語"とj.-vO. .'Ul大食荷の方が

鑑が大会いζとを示しています.

うという ζ とが知られて省ります
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できません さ勺会噂し.tげましたように。僅人が奮

えば逮mで.ないし.'Nゴ，ーターが這えば逮用で

舎ないというわ"でありまして.heart n.tIを畑.

に健うというcとほ 大変便利担方法ですげれど‘-

かなりの制約があるというととです
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テス Pしてもa由来b唆らえ包いという乙とです すなわ

ち何でト ν『品 Yグしたかとも、う乙と倉、何でテス'

したかというζとに鹿智を及ぼすという は江はだめ

んどう〈きL噛男属です Fνーユングの特録性という

ζとで.昼道則a置に'"てい.事柄です

図れは."温-ω の"伺修のデタです'"最

大の自転車乙さとトレ?ドミル ， :，; ~畠ングのk土俵で

す トレヲドミル ， ;1'::' ;1グと自伝，1<ぎの悶には.

h陣 rl~，・ tま...・の"常に金れいえな関係があります

。.，...思，~..は点がちょ噌と土がります乳..は

か'よりぽ切っdーがあります 'l'elltilationの砥うも，

街・の線にほの，ていますけれども.かなりぱゆっき

があります ζのようにlllUim“~"姐 uμ... 陪.
ど包切を使うかによーて催が少し度わ，て〈るという

2とでテスト方法によ，ても.間"組"が変わると

いう ζとが問題に抱一，ています

関2で肱， :，;.:.:，;グとしてトレヲドミルを鋼いたも

のでl スイミシグは友 4 ムミル~周いたものです。，

.f ~ tJむというのは.惚れるプールをつ〈りまして，

その場で"'ぞ袋aで，そういうテストのヂータです

ζれも，両者の~白震が平行怨色非常に砂 ， cうです

が，ーだとか，守0， 11水泳が少し低いです

a量~に...のとζろではどうしてい.かという ζと
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4分。 4分で. ，園か貯る

ζとにしています【薗泊}

対象lまわりあい若いAr.nt.，[

ものですから §分になり

ますと大依その b・4に

相当した4F024pu.時四"

になさという観点で ・分

という縄問をか"でいます

その場合.-国加を

見沼がら..初の負荷を，心

拍l'/:J;It却に匂るぞらい
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究率)

..目は1∞ほ忽るぐ bいの個bmu:imal の負荷~

."に選んでや弓てi皆ります あと'"分旬に負荷を

どんどん上げていきます，..~温L/mill から.場舎に

よ，て，，，..匂./臥凶ぐ刷、ずつ毎分ょげてい勺て.

そ れ で ".. 崎山鳴にまで.'てい〈という形です

測定内容11図幻に示してあります

生息学者の立場からいいますと どうも祖理樋飽と

いうのは。-皿必の.. 得でないとわか切ない

細 b皿 z国凪のテ，トとも、うのは，か怨刷、引喝な

制約がありますそとでふつう，われわれの陪うでは，

蜘b_から負荷を漸砲して怠るぺ(-皿dのテ

ストをやりますどうもと""ありがとうございまし

た〈拍手}
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日 111m....， 'M  11M剛一1 1I.， 0' 

(J. $ MPIl， U朗 d岡山崎 Iw '，""， (J.・"'..，時期
日 向山

聞・ ...~ .. 叫，.......，園、 Bro舗・包..rr
および訓健闘，.色法討の最大心伯~

.・d・件叫F・.膏倍。剣即とも還且梼了直前の"
他訟を p加し伝。有""陵ltlCltp&ln‘，，-司.mいた

-
".を畑い .... 町国色と等温還勉強度。7 ‘~I

'c/'副島〉の b 1m辺 8行の条件を計算した 遮度

をBI幅引制法の 3m"と段定すると傾.U1BIomト

.'温色法の値よりわずかに"ぃ11"とfl，た また速

度を B~.包伊豆0:0 J. 5 mpbとすると傾斜'"・

"と計算された.

組 ・

1) Bru舗らの....初句・匂制思ill醐閣網掴a

t左目恋人では-伊豆からWにか貯て.... 調費量の

急上昇を示した厩盤の・包伊豆とWとの聞にその

命閥的温風鐘，.の齢司，zjを欄入した表益で出蟻.. 

m費量iま還動崎聞とともに出雲志織的に楢加した

的独立笈震として体重，温度および傾斜を周いた

t. dmill観樹修行"の・気清""継史認を算幽した

11相関係般は0."で。抱'"飽棺~子と勾えられた

S) Maatll' d創出切ら紙勾圃‘と‘陥選鋤強度

のも"“思出傾斜多行の速度および修紛隠それぞれ

Smpb， 11%または..皿pb， U%と考えられた

Frank誘導運動負荷心電図由意義

村 山

忍どもが昭和...事現象用‘、ている.皿且 E書房通勤

負荷む電四国法につ...床的怠...""慢の広局盤、・g

E時噂との比俵"どについ電のぺる.

')-固区'"導曹:ia"

還働ゅのe&1:.x. ZlIIilJli問団怠噛なれ Y，"

....・し媛‘位湘辺島被払皮5・4シピーダンス.

筋電図の混入怨どを者摩してE電極を右.."下. LE 

電極をお下値舗にS話会 康法に近も嶋穏を得た 重た

RF~1i陪左."下隠さいと

1) TKltの脅え方向'

低温度 100/'闘にて毘録した心電図ゐ Q闘の初

めかもlOO_"位より"'-."にT訟の粛さを

・怠京大学 Sニ内幹

正 博・

玄. Y. Z~島".. よ測定い，防衛a.水平首JヒTO置を
合成した園Eに正常者，名標息における遺蹟による

合成Tl置の変化を示した いずれも温-帽。.... 

掴亀によるもので~るが.lE定例，高血屋倒では T

11の方開，影の度化が乏しい払虚血栓必岐阜"で肱

T理変調院が生ずる.1112. s・‘に豆賀町，高"""I集心

症例の Vm凶白且1arGr叫i組色(.)度化を示した E 

官官側，高血匡"では遭動陪よ..夜化伯方向の変化が

少な〈 大きさは術者でほ鴻少..:者では槽加を示し

た，，~症例では0の方向の変化が著明であ咽たす

忽わち正常者のT夜化は @の方向含勾'"で大きさの

減少する方測に向かい，買血圧倒では..はり@の方向
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I1ORI1.。術品

盟， "才，男也高血圧例

(QO仇M ・2通勤R. QR'..T..G・，0'"

【長覇軍字!I~.!l101!" 

念時麗で大.さの増加する方向に閃

かうと考えられる 0減少には績脹

."院が関与すると考えられる倉九嶋

鈴江絹..効果 (Tト園ピン投与}よ

りも， ....という交感神径の関与す

る綾尿効果はOit少の温度が大であ

，た高血匡例における0'"大傾向

には，心拍捻以外の血行動，，~，本渡

性周子が怠童全体に彫・を及lまして

い.ζとが勾えられる 図みに正常

例でも強い還.，を待ーたり またZ

需と考えられる高隼者で肱，しばし

ば竃動後 T畿の増高，す"わち0

の噌加がみとめられ. したが，て

遭到によるT"化の考え方は，怪い

負荷条件では.製服翁果によるG誠

タKより TIl(ま援1>し，強い負荷条

件では級銀以外の血行動飽(1自由m.

血箆楢加司""体渡性周子(カテヨ

ルアミ y等》によるG楢舗により

T設は増大すると考えられる 高血圧倒で肱.佳い... 

x 荷条件でも血行働鯉固体旋盤厨子の周与によりG増加

が"く喜'bれるものと考えられる

ー方I 虚血性心復息で""遂の心袖歎，血行動車!，

体機性掴乎とい，た全体的な彫審の他<， .. 所虚血と

いうro.1Gnldientが翠動によりさ主じ， Oo方向毛

皮化させるものと忍"れる 府商虚血はT'賓としては

'"惨として表われる すなわち遍鋤食事苦心電図上 T 

援箆化の判定にほ.。夜化の考え方から，Tl置の箆形

rROMTAL 
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。...
明"

認

" 
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〆-F1f 同 "'W柄 引， 

調4 官ヨr.~t乞漢υ(.'.例
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の著明"ものにIま局所因子。鴎与を措定するととがで

きる ζの考え方から例え1INCA..のよう怨逼a聞に
よる町降下例と.鹿血による町降下側との鍵別も

あ.極度司飽であると考えられる すなわ名前者で怯

TIIの変形が善明で江<. STsr.化のみの ζとが多

‘司」

'"に局庁i"'子".. 位とT変化との鴎追を検附した

1m 5 1:主的..n例で....防底追修棒により左m下行畿

の娘宥がみとめられる例で連盟除後.，置は前方に"化し

ている 聞・ほ後下盤...例であるが遷鵬によるT寵

化の方開">O後下方である園'.. の遷到によるT度

化@方掬は後上方であるが本側隊後に後下霊屡・を殉

盆している 乙のように墨鋤によるTiI:化の方掬は局

，. .... が楢却監される.. 位とある極度の関連があり.主

にa血.".の方向への!Ilイヒが強いものと考えbれる

C削孟町変化の方測に測所活動電位の糧植を忽定し

てT司置を保底究するζとによりよく眠皿叫・切される町

局所虚血はその程度により活動竜也の延長または短信

が金ずるとされてい..九 ζ れらを考慮しはがら還動

負荷心電図の TIIの度化を倹針するζとにより虚血.

8il.tlrlCt隠しい"縄がえられるζとが期待さ...従

当医，君"負荷心電図法による"!Il化から姐...される

a血邸位と忽..'"竃影法から僅定される虚血節也との

相周ほ必ずしも良〈ないという何告も多L晴、そのZ眠

時でもT思"化の検討が翠島静""接との針比におい

て怨されるととが今穫の... であろう

')予途伺定よo.. ‘" 
昭和Sト吋8年間の還覇防負荷例のう

ち町変化 1_以上のも@の予~

IIIIを行い.む燭怯の急死例の傍司院

を検E守した 急死澗("例〉にはsr
..化の犬舎さ，方闘に関する物種肱

なか弔危 TII度化をa医大の長さ

(L)とa医大の幅四】との比 (LI

W)の度化で表わした置・例路運

輸によりT思の形"'"ヒの乏しいも

ので逼鋤前11のLfWのIt肱小さい

図'例は選動によるT理のま形が奮

しし遭勤前後の L{Wの比は大iき

いとのようにTII夜形の"'"と予

後との腿.，を険射すると前額面.*
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半面とも.TlI震患の"明江ものがも，とも予後が.. 

〈 食いでいずれかー置でのみ程調臨する‘''''予，...

..しいずれの置も定'"の乏しい‘のの予後がも.と

t.Jlbo..た ζ@ように還"によるTlI度第の温度が

予換を抱定ずるのにおる程度役立ヲCとが予後贋牽か

も証明された しかし. TSCO度調院が予後との風迎に

【歳鏑....3U・第却"

おいてどのよう.，，，.生屠竿釣，.aを有す.かは忽S切

符象の関車でおる

‘〉玄.Y. z¥llItilの"厳司区
::I. Y. Z3".のいずれに町箆化。-，は3

.. 反映されるかを似例につ・検針した 3".とも度

化があるの"・%.:1. Y%4J'f.玄. 214鉱 Y. Z 

U.， :lのみ“，，"Tのみ3，..， Zのみ‘%で~.

た置に鋼ずる限..x周司・の貫録が大軒、仇 Y.

Zの，.ao犬舎い"も少は〈な<.:1. Yφ2のゆ.

盛大度化したもののみをとると，n弘Yl4%.Z13 

%であり，釣""においてTtた他z..・の..，断的，.

.がみとめられた

・〉・....と@比鍍

....."・と8・四11121'.とを岡崎に包錘し危"例

につ・軒度化の大会さを比依した l:. Y. ZIII喝

のう..も令とも度化の大.いものの町民化の事勾

.，主lSD)111.2(*，0.1)_ で ."・から合成し

た霊""'"ベタ争ルの大・さは'6(ま0.3)mmで，

.た..・凋..のうち腹....の..とも大きい麗イ'"

1.1(:1:0.2:同....・・5時事では1.0(:t:o.的-であり，

町.."の*-・さのみかもるれば......略・3・の

うち1ヲをとれば底調場企珂t::， 8ailf:の%の・

震で~.た

文隊

.， .・R，_‘紙.・・・C，，・，..Hn.tt 1.・， IlI， IM‘

1) HdIIEIf' U 医.ftn，n‘'H‘ 
句"山正..・ ，OIl 1， tu， IflI. 

"。自民..・‘・C，，・.'・.，・ E民 IMr.

町村山E‘.'・本.."，1“..-
・))(....，...， 1IL，.t.・l.， 1.... a..K町1.If I lO， trn. 

"橿肘・

闘志 〈袈知飢盛会保健4・>タ-)Y".に関するト

ルソーをタ....，爽酸では."・e・e・のー書'1:.LF 
，.極~他ttl:.IC.tI<のが良』、

戸山《大銀成人痢セ yター);0・によOT温度化の

方向.L虚血・位に肉かうというより反対方到に変化

すると考えた方が良』、.
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Master負荷試験による薬剤也効果判定

戸山 晴ー・鈴木恵子・

.. の判定にI:t.2 ..~食が中心にな，でい省傘、 B良

心涯でほ主として決心痛殉作にZ点が留かれている

方，心‘阻変化は負荷訟震による判定を行う~.で

あり，外闘でほ岡国国lIb<よ〈網いられている し

かし.わがーでは心司園による草刈@鏑累判定也そ

れ...祖されていない

とζる払，プ.7夕刻が多数周指さオ，特a障がい
ろいろといわれてい.弘'"農家としてどういう"

，砂があるのか.どういう点でほかのものに比ぺてよ

いのかというζとがζれまでのとζる区別しに〈か句

たわれわれほ.......の負荷鼠織をlOII.tu..に行，

ている@で.それにより.いろいろな菰刻を検討して

みたのが今回の成績である

との方法で虫ず潤雇になる@は町降下を測定する

d誌でM .ふつう町はJ点でa・.

乙@町J 点~S援から田額分に8る点がシャー

プに忽ヲでいると舎は測りやすい念丸よ〈みると."

に忽ヲていて，どちらをとるか伺嵐がでてくるし，ま

たそζが円〈なラでいて.どζをと，ていいのかわか

ら怨いζ との方。健Zしろ多い .... の効果をみると..

役買前後の'"点をZ園調ら也げれば抱ら怨い鼠測

る楊河町が追うとよくない また'"降下院虚血盈の方

に怠練.. あるとされている@で.""点よりむしる

あとの札例えば"'a.からa・4秒後の町山点で

a・.方法..mいられていたり.Duu制叫のように0.1・

S歩後の"をと令でいる人も~る しかし町S点がき

まら，広げれば， ζれらの点も決められないわ"であ

る

そζでわれわれ低sの谷か.;O. 0・砂降の..，.ト‘.

4抱をとるζとにした" 大体冒‘“点巴遣い'"り.

&jII~rollI1.削として2 、 4週間である

1) c..t向 ..  奪【.1.2) 

意Z定患""11刻を侵略していない叫に2隠...訟届舎
を行弔ている喜良心定患者初例をE臨めた いずれも狭心

箆""があり...荷脱届食で田倉噛下する軍側である

-大... 立民λ到4・Yター

(((( 
園1 町~.の測り方

也醐z負荷鼠戚の負荷". ..荷竃後. .分後の心鏑

肢を.....で測る つ.に負荷...~ v‘V.. V， 

...のうちー番町の下が，た窃揮の.町H ・点で

負荷".負荷直... .分後の町降下度を測定す§

そして20例の平均値と・・・..を'"泊した

1面白@・2・Eと2園自の測定信の率均値を比べる

と."':'-481まも'"陣;'"flt:もともに盆が留めらね'"丸

.々の..伺隠ついてみると，夜勤がみられるが，平坦

値をとると.両者はほとんど一致するe 回 fldber，'l

が出醐rの負荷訟臨時"例を厳卦鈎にみるときは

よいとい勺ている湿りで~る また個々 の."聞でも

@ちKのぺる8Ta.o時間判定着.. ・を発たすものは1

例.'，か弔た

D)重視鳳剣 (.1，2)

LD.(四国関，b温・d.lnitn.te)1111例区すぎないが.

1目3."鍵宛舌下に使用させたただ LD.I1音下

に使用してからの均閣が凋窟にはる払心湘滋俗@や

極少するようにみえる しかし銃計約には俊a目前後で

省怠2去を鋸めていない。田廊下震はa・されている

ようにみえd;6(..11111.が大.いため負荷直後で

肱有怠差はみられず 3分後で'"以下の危昼食事で有

."を留めてい.温度である

Ul)カルシウム槍貌剤〈褒'.，】

NifedipilM肱室伏がよ(;0・され.異SI.!l.(.，i!1C

隠さ鋤を示すとされている しかし. 1 B 130m，を

肉飽させた10Mの成績で除負荷による心拍滋槽加に

"し.隠とんど抑制防局がみられず."'''下の.. ・
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表. "'~・・降下Ilの変動停崎屋唱叫

τ a ヨE 闘 a • 後

| 目 前十直量|草川 .賓館 軍 省隆 S 分 後

口四t四l -.. ・ -.四 -.，司ー乱闘 ー乱時 _0. 78 .. ..u _Lll -.“ +且.. _0.10 -.... 
"u圃111'1... +且" _0. n -.町 +且" _.n -OH 

DllU ... 圃 -... -.官Z _0. 11 +且1唖 -.駒 ー血.. 
"・4・... ィ...・ ー且" -.・a ..~ ー且輔a ー血"・
c......lol -.~ -... -.“ キ且" _0. ~. ー且，~

..-ae"' _.n -... _0. 1-‘ +且u ー且.. ・ ー且".
A皿b司悼同l _0. 01 _0. 13 _.n .." ー且". _0. 11・
-間同凶 ...・ _u・ -.姐 .." 開且，~ 『血u・
冒・.-h岨 _0.01 -.・z -.岨 司令.. ‘ ー且目& ー血.. ・

• '"-】 -.ω _0. .1 _uー +且" _0.11・ ー且'"
-~叫 司令..・ -.・・ ー血" +且" ー且"・ ー且，~

n皿..， -.... -.. -.明 +o.:o .. _o.n .. -.~ 

DII'Trid・-，. -.泊 _OH ー-.・1 .0. 15 _0. 31 -.錫
F岡田71....1田 司令aω -c舗 _c伺 -.ω 由也" -.旬
V回-圃" -.舗 -0.51 -.ω ...・ _.u -"量

.. p<a.・・ ・，~・a

度 bわずかで省2穫はみられない lVlPプロヲタ鍋 〈褒 1，1) 

Diltju "も 1日釦..肉腫させた..例で，<.心
鎗政側倒防用もはく.'"陣"'"・もあまりは勺さり

して‘、"‘、

，プロヲ夕刻の橿思lま多い念丸 今臨陣乏な目的隠そ

の遣いを検討するζ とに~る

Piadolol (1 B lliaoc-H例〉は心倒舷側制作用Ii
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甥(，役1I1J1]~長で有.. 還を留めない ST田下康弘

俊"舗にその程度の少"いものが多い傾向がある飢

負荷直後は'"以下. .分後怯."以下@危2食事で有

Slf:.:/ISllabられた

c.rtω'" ('困 11mr-1I例》も心拍放を少し楓ず

る硯'"で有窓劃ま忽<.町降下軍隊負荷.... .分

後ともに."以下の危.. 司院で有怠..を.. めている

"，m刷胤(1B 150周g・"例".心地.をやや

剣鯛し.片側倹定では負荷重径のみ."以下@危険司院

で有...がみられる町廊下皮ほ負荷.... .分後

で有志..を11めている (p<o.Ol)

A・M句胤(1園仮淘周，-11例》硲心鎗.，孟負荷

直後のみ1"，o;下の危険司院で有...をみ町降下健

槍負荷震後. .分後ともに有，..監をみている (P<

0.01) 

脇町民国iol(1 S 60111，-18附ゆ心鈎敵."，，，

m陪負荷倒直後. 3分後ともにみられ (P<o.舗).

官降下度も負荷直後. .分後で有1ll量をみている

【P<D.01)

1""明則S副院1目.，.，投，."と 1日鱒.，役軍

"とを検討した 1目.，.，設at"(16例》で肱心

拍2誌はや~抑制され S分後では."以下の危験車で

有思2患を私ー方町降下度のuは... で'"以下，

s分後で."以下の危険事で有怠畿を凪冶ている i 

.90..役ilUf(12例】では心他放の術創作用t主砲

し負荷附. .分後は."以下，直後は."以下の危

験割障で。また ST降下度の方は虚像が I%a"下. .分

後は."以下の危険司院で有怠績をみている.

，プ"夕刻の....と忽ラている P.訓，.... “(1 

.60皿，-18倶》も4二拘置抑制限周腿，1(.負荷倒 (P

<0冊，直後(p<o.01). 3分後♂<00・}とも

表S

本 .. ~.踊"
家庭 lω.嗣 E

.~.・

制

俊11mζ比べ事均値では有湾温をa 重た ST..-下，.. 

直後 S分lt(P<o.Ol)ともに有忠"を留めてい..

h 刷('日旭町4 例}隠とれらの，プ園，

夕刻のなかで£嶋滋初制"'"怯も。とも強力であり，

心他政援少率低.負荷飢F直後. .分後でそれぞれ

1・98%.Z1.19%. 19..fS%と2O% Ot.心鐙震を.. 

，.させる 乙の点 p，句......，玄虫 e%.H.鮒".
12.116%にすぎ括い もちろん録賞闘後での心位"の

事均値怯，負荷例.a1A. 3分後ともに."臥下の危

険事で有志盆をみている 冒筒下皮の如&負荷腕，

..制定・%以下 S分後ほ'"臥下の危険事で有志.. 

を包めている

乙うしてみて〈ると.Iプ"夕刻によ，て心錨震

に対する...がそれぞれ通うζとがわかると思う.

T)いわゆ奇想盤強綱《褒1，2) 

Di~布市......(1目 115 "，，-15例). Preayll暗.... 

(1 S 9011/.，-12例}は他の賓網と異ほり. 2_4泡

月の長期後損"について検討した 心鎗2まには商網と

も...を与えず.ST降下穫も俊粛附に比ぺて.，.均

値としてみると少し改・されたよう.~われる払有

....を思めてい恕ぃ v・m抑'""【1目...皿..-18例}

は2_・還畿の眼鏡でみでいる払心帽訟には彫・を

与えず.ST降下0:もほとんど".され忽い

以上の院舗をもとに.~伯懲の戚lÞ~院によ，で日)

心伯放不審~. (2) ~~掴世させo. (3)減少させ..

(f)著し〈揖，.させる@‘段階にわ貯，町向下度応

対い《り本民【町や'P;:t.. (3) a普のS段

階にわげると.各窓綱は".のように分刻される

Il<.8々の."，についてみると，俊JI前.比べて!

役..後に@町民下院弘直哲也 S分11と.に o.
..臥上a・した‘の.<J)TIIl也 T二組後がよ"'.

• 少 .し，."

号室 • 円山

'"'皿胸目

j.lp..-Iol 

定zrJ品凋町 恥.""凶~-~同町調官圃M....-胤
'" 



忽'"

OT援に"，たもの..治量生U放の[捕失をも，てa・

例とすると， Coatrol欝ほ1例t，fl<.NifedipiDeは

"例中 1例. DUt・-~いわゆる窓箆笥鋼tませいぜ

い''''までのa・'"隠す嘗ず. ，プ盲ヲタ鴛でも冒

moIol の鉱 7n~.高に."，台からω"程度であ令た

明=，.低"はー番高い払鳳指して踊子がよ(，負

荷且験でかえ叩て ST降下が姐'"勺た例.~る ζ 

れは.. 荷時のスピ-l'tlS.速く包，たためと考えられる

したが，て個々の盆例についてみると，負荷厳島でも

なお...がのζる払"低いし初例lIlJ:の事局健でみ

ると，大俸の傾闘が幽.と脅えられる

.た，プ.，夕刻でも，心品自11.'せする彫書は賓刻

.よ，て貝"，ているζ と悼すでに途ぺ".九個々の

盤側についてみ否と. ，プ.，夕刻陪対して心鎗2設が

...されやすい鍵例と 受げに〈いと思われ.....が

ある 例えば負荷車復の心街律援少率をみると，どの

，プロ，タa聞を与えでもほとんど心街放が減少し信

い重例もあれば-I!I:ICIプ.，夕刻に敏慮とい，てよ

いのカ、との，プ.，タ舗を与えても心鏑放が銅剣さ

れてい.盆例もある均

さらに情-A.例でみると 俊触に負荷車訟の心街震

を..柚に負荷車恨の町降下度をとる すると心崎

訟の誠少と町降下座の滋少とがよ〈相関するものも

あれば，栢慣のほとんどみられ忽いものもあるn

また .iolo胤 .... 例で，~心~>l81tの減少と ST ，.

下度の号k・とが平行し伝いものが多いのに.百=101

に"ると，心飽11と ST降下度とがか忽りよ〈掴腐し

ている・'.

とのように. ，プ固，夕刻でも，心鏑般に対してg

.の遭いもの弱いものがあり また・..によ，て敏

皐江もの.そうでないもの，心姐aまと町廊下度との

聞に緬闘をみるらのとそうでも忽いものがMζとが，

今回国威篇からわかり， ζれをもとにして どの，プ

司，タ掃をどういうと金広使えばよいかとい，たζと

か考えられ容のではないかと思う

" • "剛情-..帽子1園 田 帽 に山町民
腐と心 U，IU.ltT5..…C-IL， 5>_.. =，."，..<1同町一
.~.昭 4山畑.~調・伽刊同齢噛旬 B・

町田一四岡山・・ 1開，，~

.・水車子戸山情-.換心no員の遺ぴフザ

【是衛医学!lQ.!l101t 

…. .… 句戸山ト・相手 t岡 崎 恩 師 と 阻 舗 z

E凪 m，

.， .討 a・
高鍾〈心渇殴1'IWiF)岡"'プ.，タ鋼を..令ていて

も，吟既によ，て有効であ。たり 俵紛で.，たりす.ζとがある会え

戸山〈大飯成人見町セYタ 〉時期によ，て生活..件，

自律神経の.... が奥山るととが考えられるので効いた

り婚かfS，tJ>.，たりするととがあ.と恩う したが勺て

ある程度の.. の定例についてみる必要があろう

..，本【金沢大〉温周防負荷鯛すでに町が低下してい

る場合...荷復の砲射Ilでみ吾べきか，去をとるべき

か

戸山その点については悶周がある しかし戸崎

先生ら捻ド、ピ'テーシ.>の'"l!をと，ているし，

g監をとる方がよいと恩う

高幡負荷役 E が上昇した濁..もあれ低町が

'fがラたE略奪もあるとさほどちらをとる倉、

戸山今自は ST上昇した例すなわち心筋... 例lま

含まれてい低い

奮照明属医拍町 ~J から 0."秒後で測勺たの

と比叡しているa、
宵山町'J.0#.を会めにい、ので.8T日も測定しに

〈いが~測，て. ST.‘・・と比ぺている

，.. ，プ雷ヲタ網の既ほ帽があり.Afl..た，プ

ー，タ舗で閲ーの，...，勿を帰つ民というものはな

か怨か酬に〈仇もし岡田'1tlSA fLると!成"

e幽方‘;J，て〈ると思う... 

戸山 Pl'OpraωMについても附..と".・eと

いう量で検討すべきでおろう しかしー々涯を震えで

するまでに到，てい怨いー広各蕩剤でのS単摩区よ

。た'""略国胤怯，.伺1IIi'.AJpreaololは'"

..で比べてみると，心他n止に対する彰.に患がみら

れた Pl.-.も J8 16mcでは心抱2設に隠とんど

影・しない しかしとれを.，..隠したもどうかと

い。たζと陪ζれから検討する必要があろう.IIId". 

~'"で怯 1 a 30 "'1'と 00国賓とで比べている含丸

心拍盤に対し盤をみている

聞置屋大)STが水平型隠下..，ているのと J掴砂



咽和'"・10.11】

出...のと4・とペタ争ル心電眉で..があるか

，.山s'l'の永事.，，.下のと・11T!USはー，.りと

度調修して〈る

厳"【周却J"'.Iま也帥切か昆勾泊か

戸山原則として......である

.時.."均値でみて町鱒下が少忽いグループがあ

ーたと思うし，負荷畿の心伯録企ゆfよいものもおるが

戸山 いわゆる竃健司置議ではあまり sr跨l'のは，

きりした盤側に隠与えに〈いので平坦健はmより小さ

い。心嶋."丞負荷..，左大体平崎1伺/分程度である

tUr8T 鱒下鑑の分市I'UH.程度下がヲた"'"を集b

たためiE.II分布としてよいようである

戸崎仇留*拍還...，町民.. の制定に色関係する

が.0.5_ Wヒ下...た定例をと qているの念、

F山0.5_aょの定例と. T複念肴性化した盤

叡凶S

"を集。ている

断" 虚血栓の'"化ほ"m皿をとる念丸 1_ぐ

らいをと否方がよい

傘'"凧夫盆失:}=-~固-，νでの"""と. ，プ固ヲ

タ剣での反応と..."遭うので他忽いか愈たむ泊費む

町廊下のミ..というととを.....崎容歯包の噌細とみて

いいふ負荷鼠..，ま1つの反応をみているζとは確か

である紙冠爾置の具合をみてい6の仇負荷に鯖す

る反応だ砂をとらえているのかとい令たζ とが問題だ

と思う.

戸山たしかに何をみているかは間風がある ただ

ふつう症状を中心にしてみていると客・也あるいは

亙電盤に関Eがあり.より...性の~る‘のとして心

電思の負荷砥a換を..た

速動負荷試験の負荷量由定量化K関する研究

冨 )11 政久・ E 麗美智子・

羽車 I1 11・南谷和利.北村和夫・

a近わが幅広省いても心....... 置に錯する還動負荷

低...遺骨負荷康雄及び明ハピqテーも'・シについて

腐心がもたれて衆ている しかし.運動負荷による心

腹憶の評価は狙々の方絵により符われている弘定量

負脅のS訟はどで多〈の周置が含まれ.来だ兎分険制さ

れていえ巳いのが実情である ー方修カ医診の分l!K"
..健宿署管針&とする心...の停舗の研究"多〈み

られ昌弘""'..掌的見島からみ.と若干録湿得点が

M ように脅えるそζでわれわれは匁令健民疾

患の... 置をu，ζ入れ.より通電'よる負荷毘を決定す

るととを"みた ζれらの方言舎により種々の盆例に"

する室温負荷JIが決定されるはら...臨康"断。'

，、ピリテーシ.....予防医司院の薗に大いに有周であ.

と息われる

-風夫盆*M!It_内M..8 

1.・〉値引R者及。高血E盆患者の温E自負荷

によ奇心血管系@反応

選費助負荷の方桂に隠その線三去により・々 のものがあ

....負荷量の腿凪を解決するに'"負荷の定量化が

必要であり.'^ターの .. ，僧鉱.."どで陪負荷墨の

.. で関思があると者ぇ.ト レヲド ， ~~復刻い拠"

にガス代測のMlIを行.~

"'.及びヨ守主食2

初才から胸才までの本学.. ・R及。学生の随調書者で，

男子伺名.女子'24名合肘'"包である 負荷の方援は

...・2理のiI.助負荷さ金応分.した す"わち，罰負

荷隠退皮.. 向...マイル，傾斜tO.1'S.tl負荷ほ速度毎

"，"マイル.傾斜I・1'$..>111臨時閣』まと'K'分間と

したまず現良荷を行い終了復担分冊の休息の橡に
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味では， Maatll~ の B比"法の運動の強さは. 7.8ea1l 

minとするべ舎であろう また従来行弔て来た-

舗の vo，計算の僚の0，白a山_0.debt flる翠明

砿成立せず.0. d8btの算出@臨床的，.味ほ.負荷に

対する身体の適合a. II.tuesaの野備にZ也事法留置かれ

るぺきである

.Rを目安にした国情特区比銭的足時間の負荷

の場合体内での.. 業利用I 供給のメカニズムに至る

完全"..が'"置し週勤による休邑上昇の""忽ど

もあり，純生理学的レベルでの検問に俗画え縄"い貸

のものといわぎるを得ない

鎗 省

L D四，..回ωr'aStep Testと心勉歓等価"荷

の VOd玄・加凶，，~旬広て'""法2'U. Sicycle 

E， .. 園出r益処3， Treadmill隆弘守田ljklt/l周聞

であり，説"主主と..二審の鳴に有"の.を思槍た (P

<0-(5) 

2. Haad Grip出玄 vo"心街設に安伊唱とltぺ

有，.の増大をみ江いが.BP.は dJlWllie""と悶レベ

ルの噌大反応司告示し BP，の上界反応がみられu
でも d"，岨"負荷と興奮であ.

a. PRPと +osの噌'"反応の絹針仰は関係は

d，祖国抱負荷廊の中では Bie)'cleE宙開田.，法が

.，，， 

"'"叫 Grip法隠も，とも遣い

4. Tf"Admjt¥法は VO.の増加量に比し.PRP特

に BP.の反応が低値で，金書い策緊奮を伴わない平沼

"負荷訟であるζとを示唆した

臥 o， d・'"ま0.dellcitと必ずしも等しく fi<， 

サO.による労作強度の比伎は山岨ystateで行うの

が舎寝泊1 その窓聴では-~，践の強さは 1..・J/

血且である

& 醐 4'副 y闘泊労作の vo，の界伍は，負荷

象停を充分考慮すべきでおる

文 .. 
。 WB。憎.~刷....N... 醐 ， .皿哩湖町由 5・..，.

向旭町回目Ia:rh"o.ioa. G・叫岨

句麗M悔"~皐唱。P戸園旬岡崎忠皐司r. ， J. Slml'la 810...;' 
T・h 四 T...!o.α.."L....1酷泊町・l他
山anITabloo fOl" NOI'1II.&l I山凶叫

J.... J. o..s. S.L 110， n3. l~19. 

旬 M.崎町 A.M.， Oppo・~，町民.恒 ，"園p ・ Bu同組.

T・l町 田 ， .，加白開町一山y

......1"...... Mod.. 11，叫雌

。芝山秀太鼠江同博 74-"'''ヲータにおげる呼気
..分既.置のを貧射体力跨!lt t'I， U. IfT'-

町 P・a・'"‘B.，.・..1..J. 1'. G..... ， anm... E .. 噌.

8."""1...... Phro胸LBn.II，醐，.，

・》調氏側Ia， 11.~督当主，、"プ，タ .・栴学研究所，
Jl[Jj{. 411. I“a 

ηP'cmI. A. a.富山..，圃~H.It. ， E町可.0調，，'山

~-，…p T..t. JJ..且山 ，18d8， 1951 
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復ゑ体育零の思=的'ti;UIは。少な〈とも賓12次

世界大限ゆぐらいまで...隼属学の立場か切 殆んど

や切れてい包か，たと思います体育学舗は旗争申

までは大学q)~-~に怨かーたわげです・.~大司院

になりまして.当..~"掌'"学阻的な裏づ"が必要に

"り，弘などがそれを令るようにほヲ危と思います

墨がやヲております対象は.縫いまして，正常忽人

聞の這動という Cとで.ζζに~加の皆さんのように.

m人とはだいぶ立場が治います.のみ江bず，正常"

還"とい，てもI 串噌盆を対象に"究する調会.."

需に多いものですから ーーさんとは立樋が遭い乏して.

あ.い他.....い遭うかもしれ信いと."ており注す。

しかし忽がふ這員選手と，亘書人と少し罰い者

とはある隼鎗では-l・KlI.ぷぺきものであ，て，そ

の追い.. 質的"温いでは忽〈て.量釣忽途いであろう

と邑は".ております

3人の続究者がそれらをー織に並べられれば弗請に

仕合わせですけれどもそれぞれの人周にはそれぞれ

の栓事があるものですから はかずよか.隣人と.n 
人ι這則通手というsつの乙とも 1人の人で俗研

究で金也いという@が混然です

昆が内相におりまし危僅か江崎期に11.iE.lIt.l人周

がはかぽかっか掌ら"いという鑑みを殉叩て.りまし

た '巨大の生JI掌敏.1C:tiりま したときU...働a手

がつかまもはいわ"で，現在のように翠掲ilI手がつか

まり..す〈也り重すと とんどは腐人がつかまらない

というととになーて.ζれも仕方がえ古い乙ととあ舎ら

めて当ります従，ていろいろは立墳の人が寄り集

ま，て.己ういうととろでいろいろな知畠を...寄，

て. -t"'~tすているとCろを担。合わせ.cと隠."

，容に火事は巴とだろうと思，て伺，たわけです

舎ょう...ししtすζとは，忍のとιろの窃究室@

研究をど紹介しようとL叶わ砂で陪~りまぜん ζの

研究金倉重宝だ第2固ですから.と〈総lt的tl:til蓄をい

たします

It"陶えな舗は ごくあたりまえ忽匁，.に怨りまして，

‘ーさんのよ'に噂円の方ですか切，弘がお置するとと

は縛別"ζとで..ありまぜんが ごくあたり掌えのζ

とをも今-叫ん週勤負荷という隈られたテー?に勺

いてお醤をしてみたいと思うわげです

忍}払連局負荷を専門に研究しているわげでtまあり

間

ませんので，むしろ智さんのほうが専門的に@られて

いるのです.というζ.1:.11..史上，ーーさんのほうが

は.かに孟-，，，斎〈でI 研究をされているので隠は

いかと思うわ"ですー

沼周負荷の.要性という乙と'"11う虫で‘ない乙

とでありまして， ζ れほ. ζと人mに鋼するととです

から・人盆がありますし.どういう負荷をかげ.かと

いう ζとで.いろいろ""み合わせがありまして。大

，.むずかしいζ とです

ただ。あるa的があれば.そのE的に合唱た負荷が

か砂られればよろしいというζとにJUるわ"です

'ずれども. ..，窃的に合，た負槽t志向かという ζとは，

携寝Kむずかしい...ですー昼ー短があるものです

から それをどういうふうにするかというζとになり

傘す

.衡の程調買

負荷というものを-.".として考えてみますと い

るいろ伝立場から分附るζとがで含ます 1つほ，皆

さんが主としてや，ていら唱し・るよう伝爽険室内の

テストと7<ールド デス砂に分Wられ.わけです

.さんのよう忽立場ですと，実帳室内のテ，トの低

うが作活置にやりやす〈て ヲ.f-......... . .，. ~ t 11.1I!需

にやりに〈いというζとに宿ります しかし忽がゆ・

突破室内のテス Hまかえーて"りに<<て. '7.(-'" 

， .テスト忽旬やりやすいというζともありますた

とえば. . ... 室内で 1 略MJ!:~らせ昼という ζ と...か

官りむずかしい己とですaι フィ ールVで グヲヲ Y

Vをt均..，.勺ぜるととは それほど困震で..ありま

信ん というζとで.内容によ，て実施上の繍畠がい

るいる追うわ"です

也l主体育学.. におりますかb グ，.ン Yと体育鎗

がおりまして. 7<ールド テス砂を..<のも作粛に

容易です しかし岡崎に研究"もありまずから ， 

~，ト ' ー テストを..るのも搾調書に容易でありまし

て，もし.忍の現在鋤@ているとCろに何らかの縛径

があるとすれば両方が.どち切.比観的容易にで4・

る2・K'ちるととだろうと思，τ.りますそれだか

ら.也が窮乏のとζるで設えているのだという ζとに

も."るかもしれません

r.11.Jt宵雪...に.ります命、 -11の体育@関係容に



剛

とー，てほ.むしろ，.ール1-"'1"~~のほうがず吻と

~りやす< .研究者にと，てn. ，ポ"，ー テス

争のほうがやり~すいというζとで. .，.それによ唱

で，負荷のかげ方が途勺で〈るのではないかと患いま

す

..，奮<. ζζでほ循環墨の負荷が夜売の対象であ

ります砂れども，負荷-"を考え注すと，必ずしも鍾

環50負荷ばかりではな〈 ほかのいろいろ屯怠喋の

負荷"~ðだろう というととには9ます

大宮かにいえば値"'io-圃~-'"の負荷とそれ

に対するものは，醐=皿-叫..0負荷であろうと

いう乙とに忽ります

たとえば多かせて・U墨Yを自べるのは 歩〈とい

う負荷を伺えて町dio-閉伊嶋崎旬ではくで-

-""""'.の現.. をaぺdζとにtl<obl1ですから.

必ずしも負荷というときには・nlio-ropi.. ω貯 の

ものばかりで1;1:r，μ、だろうと息い奮す

perlor胃相関と n.，・E・-
負荷をかザるというζ とは，その繍昆人周の反応

を調ぺるという ζとに盆db"です その反応を周ぺ

る場舎に 生還学的"立場からいいますと，つのも

のがあり注す lつは間，....でありますれ 1つは

perfou皿m淘であります

たとえば '00.を10.2秒で怠るというのは ，.. 
garm-uR1r包わ包作業の成織であり撃す 多〈の

フ4--"" '1';1.トは たとえば院ぷと念、かげると

念、制とかいラのほ閉ま附加国帽を見てB

H して"出国醐困‘岨するものです.

".."内でも， ptdonaa圃困‘をするとともあ

ります たとえば 砂ν，，ミルを何分習をれるかとい

う@はi勺の開rfo"".....です砂れど色，そればか

りでな《で岡崎に体の掴慎祖"を見るというとと

も必要で.で.制ま ，.rl~盆糊と咽似旭"と両

方見て.いて。調方の閣の鋼債を分解で傘れば 抑書官

にいいので隠忽いかと患います.

Z清人でlま p..form昼間期と r・・-と両方見る

ζ とが。われわれの盆理学的手段としでほ むしろふ

つうの方法でおりましで 両方見ないと本当のζとが

なかはかbからfよいのです払畠廃の嶋倉.それがう

ま〈い〈かどうかというとと，..また"は周旭です

ua.. .Q..5~ 

しかし盆息孝司包立場からいい事すと 両方見たほう

が留ましいというcと企t， -.&:tとして冨えると思い.... 
ただい伊d。国岨淘というのは鯖跡的内要素

がからみやすL、たとえばlIIOtivallonによ令て変わ

るというのが欠点ですから，との欠点を替え"いとい

"'.よいのでは忽いかと患います

ち..と余..です払還... 還手の血援をとりまして

何回か蓄えて2置きますそして閉じ血旗を同じ入院注

射したら ptrlormao閣が冨重るかというI-'li砲があ

り.す自分".. 綾ですから.必ずしも dopiocとは

省い舎れ忽いし また ζ れをチ品ヲタできないし.

自分の血被だ，たら それほどι引聞にはならはいとい

うζとですそういうζとをや，てみますと._.トn._が非*に調隠し重して.ふつうのテスト脅し

ますと，血披を入れた人の陪うが包"がよく忽弔てし

まい.すとζ ろ弘前哨t・ b1i固d 国邑で~.てみ

事すとI どうも盆が也ないという ζと巴なります

乙の"..を阜の研究室で~.てみたのです弘運動

選手ですと..測，~ ぐらいの血歳をとるのは何でもは

いζ とで，そのあとで.... が少しも下がりません

d個b1・ bliad で~りますと 血..がとられた念、とら

れ低いか.わからえない 倹"者情 調方ともとられた

と".てますがp あdグループで" 鈴だげ剥してと

争怨いし あるグループは叙~"と，てしまいます

""'b1・ bw.dで忽砂れば perfor温-広明らかに

盆が幽.す とられれば.z< t，よるし，入れればよ〈な

る しかし一般に d細 b・b1iodでp・rfOMQl畝却を11

べるのは怨か抱かかはか匂ずかしい 後一，て 戸rfOf.

-ω テストの沼銅盤を高める ζ とZ左大"-むずかし

いと思いますげれども， しかし perfor.凶邸調をa
ぺて-<ζとは 1つの僧..として.11.臨忽ζとだろ

うと!!.ています

それでB玄関・戸祖"を濁べれば正晴かといいますと，

必ずし.そうで色Uい緬舎 も~りますたとえば

b・rt~個略自によ，て..わりますし.環境の温度に

よ，ても度わりますからe 園川剖酬に陪関係し"

いげれども，そのと舎のtl:I!!ICよ，て"わりまずから

それがa舗でき.情"であるというわげにもいかはい

わ"で1.11p・rfor_'"凋と 時..，...の両方をと

宅て><の命令ー奮いいのでは抱いかと肴えています
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エルゴメーターとダイナモメーター

傾倒院の籍軍の立場からいいますと，よくいわれるζ

と1:，xルゴメーターとダイナモメーターという 2つ

の後置がありますダイナモメ タ-"い筋力 E計る

..置で，循環琶の栂舎にはお使いに忽ら怨いと"いま

すが，%Nゴメーターはーとれも皆さんよくや令てい

ら唱し・いますように 自転奪三政ゴメーターが代.. 

的ならのです

トレ.ドミルはエルゴメーターであるかどうかとい

う乙と肱，多少倒閣があります.といいますのはe 孟

ルゴ，ーターというØl~ 位取思が計れるという ζと

払 1つの重要えまζとには.わげです. トレ.，ミル

では物理的忽仕事畳が計れ"いという磁歯があるわげ

です

しかしはがら.もしとれを傾斜をつ砂τ定切せれ

低高まりとして位取量をItれるという乙ともあるの

で.やはりZルゴメーターに入れてもいいのではない

かと思います

パイシタル %ル，'，ータ -I~ 多少神経質怨人に

なりますと.それは'"愉が2っ，よいではずよいかという

ととからザイタル エルゴメーターという人もありま

すまた自伝恵Z ルゴメーターに取手を付附まして，

アーム 孟ルゴ' ターに'"，てい省人らいます.

8伝寧.，νゴメーターの車輸は， -司副 8r，，~雌l

であ.ととが必要条件でありまして そういう閥単信

装置払白旗で健か怨り覇雌までつ〈らねてι、信かー

たようです.後ーでa本にl志自伝恵Zルゴ，-ター

のいいらの"殆んどありません

エルゴメーターに隠zνタ~.. . ...グネチ..タの

もの，電気的なもの，もし"ま〆カニカルなもの.い

ろいろあります砂れども 盆恩学の立場からいいます

と.なるぺ〈明a1ibl'lltioaが正確にで会るζ とが望ま

しいものですから弘のと乙るでI~ 電気'"な，のよ

りも〆カユカルはものを使弔ております

トレヲドミルI~ .. の憎う怯若い人で適齢'i!1'-.d1多

いものですから.リハピ'テーシ.，のトレ.，ミル

に比ぺでか抱り大型化せぎるをf・"いわげですの

み"らず. .，;';'=':.'グのスピードがはや〈江ります

毎分...尼L上のか'より陪令市、スピー Vが必要です

それのみはらず，い〈らはや〈してもパテはい。パテ

... 

はいうちに，はやすぎて建れ主〈な.ものですから

長庖躯追手をテストずる場舎には 傾斜をつげざるを

得はいので，候併とスピーVが衰えられ§ょう隠して

おりますただいそういうはやい，ν品 νグを倉ら

せますと 慣れ忽い箪険者では非常にやりに〈いもの

ですから，喰高年を調べると舎にほ，翠のほうでは，

a修行で角度をだんだんよげていくようなテストをや，

て泊ります

それか性別あとでまた...するかもしれません飢

餓舗の事手は 自伝車エルゴメーター怯い〈らもζぐ

のです貯れども. トν.，さ NはなかflfJ>.lI!..，てくれ

"いというととがあります燭じCとで， ，ュ"γグ

の選手は， .ν.，ミル惨い〈らでも""て〈れるげ

れども 自伝皐隠すぐい~に訟，て~めてしまうとい

う乙とがありまして.そういう慣れというものa凶弾

需に重要だと患います後一，て，中高年を対象とす.

場舎には，慣れという怠礁からい，ても，多かすほう

がよろしいのではないかと思，でいます

.丸から， I量台をよがり下がりするというζ とも，

1つの%ルゴ:J.-~-. すなわち.テ，ピング % N  

ゴメーターですいろいろなものがありまして高さ

が変えられるものもあります

温 w.・11oad.と・，'m・%izaall・... 

負荷を苛える渇舎に簡扇になりますのはe・=.... 

の負荷と加b皿.....は@負荷のととです

実は ζの~~叫の負荷というときには.必ず

しも定穫がはq 舎りしfょいとζるがありまして たと

えば辰夫量産嘉自略取置に繍当す否』時が皿血副の負

荷で.それ以上は凪戸l'mnima! O).~ーだというa

賓が，なきにしもおらずです

そうでは，，(て，母犬..u略取量.，...院にしないで

ubo明山aに踊るよう".宵が ou_そうでな

い負荷.別のζとほでいえば'.n・'"句"が''''-''す

るよう抱負荷11.IlUb皿.imolであるという冨い方

，あると恩いますa九そのへんのとζろは.どうもt孟

令.りし屯いとζ ろがありますというのは 長大厳

禁彼取血のレベルで，実際 2掴凶， ~lI勤がで.るか

というと，そうで怯~りません

たとえばマ，ソンを2時間，..というとき払も

し積泊的広いえば.反大厳禁"取量のνペルで2陶，.
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，.るのがー暑いいのです念えそんなζとは実81C1!で

..ぜんち..とS パーペース隠はれほ引，

〈り還，てし掌い重ずー

"，て。長大a・3民.....の切%であ.と念、 .. 婦

のレペルで畿砂て酒量るというとと傘、爽障の掲舎の

_im副@負荷であるという宥え方..か低成り立

ちまして.そのへんの-旭OJ.制 b _国副とい

う勾え方弘 1:"> *りし恥、ととるがあります

しかし目・加国7st.t. ~Uするよう'Z，定Sとい

いますのほ 少忽〈ともa庫銀原理民呈-.. の...で.

銅隈に丞《畿〈ような...というζとを考えざるを9・

ないので そのへんのととるが. 1・2の隈リ揮にえなると

と依周辺いないζとです。そん"ζとそ考えはがら，

負荷をか砂."舎の.いろいろ異体的"銅庖がありま

すので少しデー，を見てみます

負荷におtIる種々@指宿

図1崎大政窯仮，.置です砂れども.刷 tinの還a・
a目別の.大蔵禽仮取a止を示したものです

....誌の負荷の場合隼書学的に見まして a最も4・

mのお砂<õ;I~.ー肱a医大...取量であるというの

"" ，ポーフ種目...，住者の経大.~侃取量【男子〉
山・h凪 叫叫P.-0.， llful....・.，-時一一一日民一聞

..・府軍司隣町包・..5~

払集膚掌者のー脅した考え方です

その・大a・..侵思量1:'，島総選易糧自測に遺，て

おり怠すーしかし''''ら，・の'・E障がありまして...

iを見ますと a隆夫温度..民nll.ol多いの" スキーの

タ..カ;.;~ 9ーでありtす乙れ"ス..ーヂYで

すから...ーヂンの縛緩が幽ております E本です

と..そら<....，..，:.r選手がー書大・‘叶車が也るb"
です.分 lif-i fぐゆいというの".か"'大金"

.です

体..りにしますと..'"ぐ刷、払まずトヲプ

・レベルです少忽〈と色....濁り 100ml/1<c!1IUD. 

.いう・I:UI*されておりま信んから，もしそういう

鍾が幽れ".ζんどは計算が怠かしいのでは低いかと

いうCとを苛えぎ.を喝ないわ"です

tた011"らスピード '.ートの媛大虚累叡""

"多い愈免島本@タロスカント，ーのスキ "スピ

y.，ケー争肱ζ んはに多〈ありません，0<由E“
が 'レヲドミルで計りますと ωー初回fkg/min

ぐらいで憶かに持久性の還a・m・固の還手は...大

圏直:t:lRna.が大会いととがわかります

とのζと1:'逆にいうと媛大虚実際取量が。持久住

@僧"としてか tJ:~..な.'橡を.，ているというl

-つの間接的えな箆甥にも忽ります

図2:11 Saltiaの女子の"です女子@調合も タ

aス.ν トリ ーのスφーの"手がa医大値集係"....'多
いというζとです女子の郷台にほ，体重当り島-40

..ぐらいの値がふつうです 徐..りに.しますと.

日窓人も欧米人も大..同じようnに依ります

園Ht.誕の研究室の"です"l医大....際取H
a舗にとりまして， 依貨当切のa院大蔵禽~".を"舗

にとりますそういたしますと.l医大厳累仮眠量が犬

舎いの1<1.，，:.-，::. :.-グの週手でほ忽〈て没績の還手で

す

....りにしますと 胴突"の鍵.. 厩通手は'"温i

eもいで麟偉大台〈忽りましてa 俊樹の還手は...1
で.昼食り大命〈ないわげです

そういうζ ともありまして.現穫では，絶対値を見

沼いで.体..りでa医大働集m".を持備するという

のがI 生理学的は判官狙です .し絶対値を見ますと，

子供より大入のほう念唱ず犬舎は健が幽ます

園..:.伽凶 "眠@実・4長仰，て.ました ""  
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