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Z 隠じめに

債の温性，.(I!，') It.・理事疾患において.

2心不会~示穫する... な後俣のひとつとされて金た

忍遣は各盆浸息において体位墜に."奮を錫発で.

..・舎がu乙とを発見し，その発生"，.とa序を検

附して翁た"位性に虜鈍される...審が包笠@左心

不全を忠諌する場合と!屋盆の左心不全をIt峰しない

場舎があるよう怨ので， ζれにづいて領.する

Z 対象および方途

各掴隈息患者切"きについて，合併...，晶体位性に

...遣される凶..o有"を調べた

怠，..~て.後箆罵.. lIUItJ~りを降、吸.. 

@終りに鋼 ζえる..，.憧の小味泡銭..o有規司島俊

樹した Awri怠ず生也次いで仰臥也次いで他

劇的に買下室棄を鈎鈎・の角度~.. ょした偉位をそれ

ぞれS分伺ずっとらせ各体位においてよEの".

菅@有規を掴ぺたー喝の息省で倍。 r唱刷胞を用

いた RI.姐 ci噛 d喝....，により仰臥位にお妙る

""波.(PBV)を綾"の方詮により求払飾磨から

のア4 ソトープの1!1" :- ~が町下啓司院ょによー，でどれ

だ"増すかをaぺるζとにより目後室の方法にて."

穫量の増節分 (4PBV)を"幽した町"に S...aa.

G皿 2・由附により'岨位にお'ずる平均o.....入

a (P苫膏ヲと罵下車健司..>.によるその増加分 .. 下A'fI)

を求めた

"，曹が体自主性に虜売されるとは."のsつの場合

をいうすなわち《日腕，奮が.坐位(-)司"臥

位【ー》句"傭下2聖司院土佐 (+)の場合 〈町....

...大学u...二""

が坐位 【-)...，臥位 (+r噌盆位(-)ctl・.. (3) 

"，.税金位 (ー〉→侭臥位 (+)司爾..下韓穆上位

〈件)ø場合で~るー方，坐..にτすでに."曹

が存在するものは袴;0'.白血由国，，'"・)とし

て....ー"とは考えなか噌た

E 縮局

(1) 奥盟約忽.. 忽£ゅ".，町をallC釆1'.本霊

表， "気心、@盆例
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例には・齢、左(..::t':金が存在するものと恩われるにもか

かわらず (PAW...17血血豆ω.....園..まな 〈 ま

た坐位。"臥位にて."奮は""きれなか，た しか

ι他島鈎宵下車$上により腸..倉喧"~，，録された

ζれ隠0・~佳に曾突きれð"" が隆盛の怠￡不全を

"・eすると舞え.ぺ金 1例で~. しかしとのよう忽

場合は多いものではなく，弁護安寧省よ"先実性心俣

患にて体位性に鶴舞されo.".をEめるa限度は22%

と緩か，た〈後叫

(2) 左心不全が存在するとは考え鑓い患者におい

て."奮が体位性にか包りの高'躍で...書された卸
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疾患書で"持U>J'音【大文

字.で示す}が多か令たが，体

位迭に，脅がE時発される績度も

51!援とかえなり賓かーた (.2)

状忽が安定した時聞こ判る心

筋....障で隠77%と高率に{表

的.また本忽佐高血圧を伴う

狭心症で路比放的責l¥ll(58%) 

に。体位性巴"ラ菅が'"'をされ

た(.") なお53，4におい

て1孟 陣吸困纏に罰する身体

的能力〈神戸血l~戸凶討を

悶 NewYork Beart .!UOO・
tion (NYHA)分鰭で示した

持んどa症例が， NYBA elaa・
2 (i:'''時には盤状が"いが普

還の身体活動にて呼畿図鑑を自

覚する).-し既往左£不全

は精である。

-;包弁襲盤 P幌患および先

天性ι嘆息欝で@瞬発司院は."，

と低値を示した{匙省略〉

*1/17_71% 

疾患"の虜宛腕，音の発現"

度健康5に示されるとと〈であ
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(3) .~句脚勘探検λ.æ<'玄\v) ø岡下司度他局的

調障上による度化をまとして心.....と夜£位。患者に

ついて・ぺ揚鍵."音踊盤調'n・11).陰性湾'n
-')において.P.A:wはそれぞれ '.1会.‘mmJla'

，-岨.50)と..T土%.S 1ILIII:a.のごと 〈筆を11め

ず" <>1'玄"も UまL3_Bcと LS:O.~ mmHr 
のごと<a憾僅少であ勺た脚血狼.(PBV)もお8

土.，・11M'【民劇阻ま50)と'"走路且I/M'のどと

(.f.: <， aPBVも泊L8土T.3出/訟と 18.9:1.3

mJl即 ocと(.'"tZllOtfか令た

IV考積

.. 位盆に続発される腕，曹の.・，...気川むの症例

{袋叫にみられるように・Eい怠心不金→....o.:

入亙のよ外すなわち10Mぅ.，._-11，菅 C下E定歩

」ヒ"に竃佳と'd)という.... が考えられる ζ れに

毘し卿茨阜《袋町.心筋榎JII'袋町，調，.. 性貧血豆

を"ぅg良心I!<!I: 4) 更に1<野u.腎不全，.，，)

t孟.. 位量生に窃発される'"奮の嗣量生率が 55_100%と

高寧であるが.とれらに虚心不金が存在するとは看守え

皐か.た そのE気のひとつとしτ《主としてゐ..使
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.，ヒ狭心哩Eの場合)， p:玉烹haFZ駕r.PBV， .d.PBV 

に隠して鶴鍵."菅直性者 (u_11)と除後者 (n_

"との間応援はほとんど.. めなかーた従弔て!

虚血鮭~嘆患の場合，体位包主に蹄，奮が鰐発される@

は鍬温翁膜下の量小.... 量の遭遇性の先週〈または透

過面積の鉱大Jが寄与しているζとが示唆される

V 要旨

体位性に欝渇される腕ラ曹の創貧乏を鈎"包についてI

針“'包行・2た

(1) 爵発テスト陽性'"は.m定患55%...盆甥を

過ぎて状悠の安定している心鰐痩."%本."臨高血

乏を併う羨心..... SS%と高率であ，た また少鼓例なが

ら野連夜(l却~O. 費不全("'"においても商事で

あ?'1:. 

(2)鹿血盤£疾患を主とす..，例において釣.，.

の角度に他動胡に買下肢を事よさせるとき..d.P A.W 

-1. 5-3 mm8r. .o.PBV _19_22 m1/M.'で，腕'音

E肩書をテ，ト陽色事 (n・1l)と陰性者 (n・"との

間 ζ有'"監はなか，た

(8) 心筋便.，長@実定期の建例およびおそら〈本

態栓商血豆を併う狭心症の息者にあ，てe..体位盤に

鰐挺され.腕'官発生のメカ品ズ.，主，浴室性左心不

全に益づ〈ものでなし気道貼鏡下の微小血管の選通

E • 1M 

住の先途(または選通.. 障の楢会3によるも@と示唆

される
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l)栗山逸子.木図恵抗日江升志氏平:/1陣... 

彰山豊久宵下政省首上による腕'音院長接夢'"

による特訟とその楓序の櫨'"について 目怠宿署
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高血圧症における運動員荷時由血圧変動〈予報〕

平 祐 ニ・ 今 泉 勉・

中垣 修・ 竹下

1 ，孟じめに

後巴忘常'"人に省いて".遷鋤負荷後，収泊鰍血

圧怯よ界し.位還期血圧は不審ないし.. 下するといわ

れてい各

また最近連動負荷役に拡彊湖血Eが有，.に上昇す

る調会!思動保硬化性d二嘆息である可能怯が高<.従

-九州大牢雷学ヨ"'・..内科

彰・ 中村元 E・

勺てその診断の指砲になるという報告がなされた“

しかし高血圧盆に必砂る....負荷憎の血E蕊動こ

ついて除窓外に縄告b沙なしー留に負荷径の取組

m血Eのよ.Jl.t1jE'智容にtとして より大きいと信じら

れているにすぎ認も、。

そζ で，震々隠外来及びλE駐車者陀勺いて行われた

運動負荷鳴の血豆変動を符館-ospeetiveに樋牽後針し
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てみた停ほ"覆期血互の変化につ小で後討を釦え，

高血圧者で砿，負荷後鉱翠.，""が鼻高血亙者tζ比

e交して司."に上界す.という舗"を得たので， ζ乙に

予..はから発表する

E 対象広らびに方塗

対象はm.年よりm~芋までの九大循環器内軒の外

来及。入民恵倉で翠勘負荷テストを行噌た高血"'"

(境界域高血圧も含む，，，名と...血互の'""もなく

血庄の異常寓鍾をー度も包め"か勺た非高血反者包名

を用いた ζれも砿障に~酎叫羨患を持たない症例

である 認さ.，.探金のあ.もの.，筒匡剰を使用して

い..~怯aま@勉忽から除訴した

轟動負荷前向血圧舗により WHOID進$に箪じて，

.'に示したCとし対象例を."応分げたさらに
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第"撃を心電図上皐盆箆大形見を有す<;例と有しはい

例に分砂た

遷動負荷としては.Bro舗法とよ."酋d且i墨田芭

または M，.. ぜ.dOllble t1'l'O Ikp testを使用した

負荷前，負荷司'"に仰臥位で血犀をよ島治ヲ霊血JD守
により非・..，にまた心姶訟を心電掴からそれぞ

..，際医学."巻篇 1~

れ測定した 本領究で陪拡覆刻血Eとして.‘惨さ走で

5点を用いた

z繍 a匹
各曹の産例...平均隼令..樗純血E己負荷後の凪

匡土鼻C収纏期血庄の上昇削除と"還期血監の上昇

M. p.)， .医大心嶋"をaZlC示した 限纏期血圧は負

荷li.各欝とも巴 30思m""畿の上昇を示した

鉱彊剣血AI:..負荷乱高血.".境界高血圧'"のいず

れにおいてもよ昇を宋したが，，~高血医者(.側句切り

で肱遂に僅下を示した

..'は，負荷後の広司咽血底の上昇度をグ.，に褒
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わしたものである.高血"""縫界繊高血Eも含む〉

と非禽血亙者との聞には，縫齢学的に有S湿を毘調。た

【色困Eで，<0.ω" また心電図上玄室毘大のお

る刊.. 唖盆と，左翼毘大をEめない盲dnA#や境界域

高血尿症との聞にも それぞれ有窓盆を庖めた (，<

0.01) 

各欝においで 連覇防負荷役に'"彊""，aが土臭した

"'.悼占める割合 《却を園.<示したすなわち，

." 
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左室E大を伴う高"'"..では1∞"左室恩大を伴わ

低い高血皇室で~"%境界厳粛""では"%非高

血匡宥では..5%に負術後鉱張.. 血亙が土J障した

1V .. 覇権

今回の段位情"蛇包"な鴎牽に詣いて，墨2防負荷.. 

@鉱延期血犀は，境界根震血墨も含めた高血圧a置で隊.
明らかに寄鍋，.に有1<のよ昇を4きたすが，非高血圧者

では辺"下欝す.という結集を得た

負荷5の鉱廻期"'"上昇の懐序について払 B_  
らは虚血性心備費時，心不全で払連動負荷時I(.~筋

の信鹿血"定食が不足に傾..その代償として@反射棟

続によ，て交S神経を介して血Eをよ昇させる1M'

が"..そのために拡蜜凋血圧が上S略すると髭閣して

いる.. 本研究で隠.対象とした症例には虚血性心

"""ゃ，，(.，;不全I主含まれてい郎、

JWi切によると遭周抽梅"に払 4姐幽.I;¥:勾却

し!金a'l't!Etえほ歳少するといわれている叱』守ら

は， 1967隼運動負荷喝の心岨出量の度化1':. lAbile 

b，，.雪国飢細と."信者との聞に有忽.. を..~.いと

鍵捜しているB 従，て.;1;血亙.. において這動負荷

復t.I:!:型'"血豆が上昇する織).，~重助負夜間@傘血

管忽筑の歳少が宵血豆患者で小さいためであると考え

られる 高血If.O月置で翠鋤負荷.."全血管鑑説。D減少

が起とりに〈いa序隠不明であるが.血管の麗質的変

化の存在.，屋変容体反射匁鑑の低下径との関与カ唱え

られる

E • S鎚

V まとめ

司馬血豆盆及び非高血豆盆についてf 蓮... 荷院と負

荷後の血圧とo嶋数を持俊明開申・ .11丞...すした.

運動負荷後の鉱環期血，<1ま高血圧'"では有怠に上昇し

たが，存高血圧霊でt窓辺κτ膏を示した斎血圧，.に

きいて運動負得後に拡萄閣血-.よ冥する機，.につい

て若手@考畿を'"え払

文献

1) Shepl， D. s.， et・l:A=J.O留diol.U : 7咽 J

1抑9

2) BMla，R..A.，et al. αm凶凶'"・・ 696， 191(. 

3)抵舗OII，D.T..飢此 p，・g白岨例制e.D;.

"“5，l.971. 
ol) Juliua，s.，et・Lαn叫岨咽 U : 882， 1971. 

~ ，..，.ムMん低・1.: cire山山D15: 1鴎'."" 

覧車討 .. 

，1<徳島却左""大見閉そ伴う高血医で..問主

h即 'm"がかなり少ないという結果..幽てい*すが.

~"〆倉，ズム怯どのようにお考えですか

率 〈夜番〉結果としては.ζのように盆りましたが.

〆カーズふの考自信拡してBりません

復箇〈大窓却盆先生と向調医の質問です鼠君愛々も

S等位11)1:よ"日た研究をして歯文にしておりますが，

E医翁訟の勾加と血Eのよ鼻の綱蘭関係肱如何でし占う

会λ

中村界泣 h風 rtm.と血Eとの担闘について，

鎗計学的検討をまだや令ておりません

省国署是々の研究でほ d.畑、.""・d留 2はほとんど

震わりませんでした

中村銀関liaているように思い愈す先ほどのa
先生の質問にも関連しますが1M'について陪，まだ

会表をき貯たいのです...何らかの反射を考えていま

す

官撞摺本〉遅動温度との関係怯招待でしaうか

寧今回の竃蓋では続討してきりません

司会予報というζとです弘今後"どのような計

画をお持ちですか

中村富血豆盤の運動負荷穐の血圧変化という乙と

に罰しては酬に曾出世包いので，今回の蝿棄を
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符b、111::者が.しましたようは結果を得たわけです

今後上皮o"耐と下設の遭高崎の釜..血管径誌上鼻

'"賢官室争第36.f!.m: 1宅

の緩序!神経反射との関係毎を見てい@たいと忽，て

います

仰臥位安静時の心係数ー肘静脈圧ープロットと，下肢

血悼運動時にみられる同プロット白シフトについて

一 右心犠能よりするま心機能の推定一

木掌彦・F
 

和江

国

谷

楓

安

熊 宰

千

角

鈴

大
司紘麗後

洋'. I藤原英

八木宝正彦・

I 隠じめに

童儀費におげる Bin.b....切の研究により，仰臥

位におザる肘'探亙(VP)とむ.(st:(CI)を同時に

測定し，かつ吻臥位下....伸蓋動中o，.定調官状"

“阻i-.色eady..tII叫にてもζれらe測定し， CI-VP 

pω と運動によるその p"ほの .hlれかり右心J草案

技館のー笥を凶島町血刊に停値するζとが(第ー

観的に左心をl!す茨皐にで〉行われてきた。 しかし.

""の白血勾 P国.~である... 眠鍵入犀 (P.AW)

などば測定されでおbず玄Aむのポンプ繍笹 ζついて秤

価するに歪令てい"か，たそζで今聞は，傭ー畿的

に左心をl!す岬唖息w.割、て..噌録医(Vl').

寧均扇動脈議入庫 (hW)，(.，鳴出量〈∞〉及び心

係数 (CI)t-. /IIl-.人でi三iま岡崎に掲定い縦"に

CI.tJ:.に F互W をと?た plotとそれの遺蹟 ωc率

仰臥位下監2仲運動}中の .hlれから左4むの作家紋鎗

の-aを准，.し...柚に CI，IIf1!uc VPをと勺た

μ" とぞれの運動~ø ・b.iftから右心@防舟掛t智@

ー面を勉定し.CI-P玉W plotと CI-VPplotの関

係を検討したので報告する

rr ，吋 ，. 

弁調理畏墨(/1帽弁及び大易保弁疾患)(0・11).

'U大牢雪量..第二内腎

3/' 男・

星・生・.平川

虚血色及び高血圧性心嘆息 (0・9)ならびに心筋症

など (0・')の鰐ー値的に左Aむを侵す.~岐阜患者，

."，例を検討した とれとIお腐に心機能が陪ぼ率需と

恩われ.‘度の不盤震~審など (0・')を対象震と

した

E 方 法

水平仰臥位にてよ滋より.いわゆる Swaa-G包z

a組出宮を婦入し申心・5是正 (CVP)，'p"宏W を測定

し.也a由OdlI，鍾ODmethodにより coを測定し

た掌た他方の肘''''より 区。riu-Ta，恥同法を"

表した方法制で安督時の肘'際，.(vl')を濁定した

ついで 〆トロノームに合わせてお国J分の速度で

，It屈伸翠動日国Z側とし. ，・理下肢を段及び割高

値でまげ.つ引でζれを伸ばす澗は他掲下放は伸厩

'止の状".保ち.次いで岡じ遷胎を他"に行わしめ

穫を.， ，レ3えから浮かすととをa興じた》を豹全~

5分間おとない，鋼測され. VPの上昇が止り，プ

，トーに入雪た胸鳥すなわちn・，.，.状曾に VPが

入ョョたと'"われ...点で，翠..を".ずながら VP.

CVP， pAW， Clを測定し安.姥よりの増加分をそ

れぞれ企vp，d.CVP. lol巧l'W'， loCIとしたe 江B

p!Wの単位は1II111H，.VPの噂位Iま=H.Oで示

し.~ <1 A?f.!J.面i左胸..中点 (midぬro.制色喝し
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て血叫 に11いた.VPmt と隊 ~L点にゼロ""

g冒を量いた場合吻肘"I<Aである

予備実般にて事動負荷時に.白留mocljJlltiOlI_ 

"""により α3を樋定ずるζとの妥当盆を後"した

図は省略するが:， !t:々が負荷~.α3 及び他@パ，

〆ータを測定している時点Lす唯わ，.. 働阻食会後‘~

5分では，.，にて...."血量度は.O.l'C凪下@餓"

を..て大体ー足Eで.......はほ1雲水平である ζ 

の写実より，後々が用いた温度の‘労作でかつ$定

需をた，障を翠，た測定でほ .......肱碓ぽ水平であ

ラて，_.鍾α......... により温劃~.α3

が+分測定可能と考えられる と@ζとを女"する他

@医提としては，也=“h鍾血血抽..による

∞と.同砲に行われた心象MI!(R四〉による田

• tb，Jミ刷

• • 
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調世 α叫."怠小さい《土'"''..を..て良〈

--fj:Cτ‘、.
lV .. a匹

""に CI-VP-p1otとそれの這鵬鱒@・bil<を矢

閉で赤....とζでMJIj.VP・0.023(L.min-L.14-o 

(mmH.oγつにてニ"に分貯.0.0匁より大の種f志

省心.. ‘良好 《・】 ~'"あるいはそれ以下のものは

右£伺鑑劣化{叫 allした

・2巴 CI-pAW-μ"とそれの返却申@・binを

示;-.411医院 .d.CI/.d.pIW_o.18 (L.副Il-t.!(..... 

(mmB'，)ーつにで=-区分妙図.(叫のごと〈勾

Eが...で乱却を..ぇaもの払左<・隼良好.図2

( b】のCと 〈勾~水草区遣しtM;I/4'苫.， ... 

'.a または0.180:宇@も""主主4・・E劣化と，.信し

た

..々 の聞いかげへの庄省宅復， <<<<す稜々 が対象

表 1

甲r・，.軸b由副aEah・en 

" "'.LI-Icz"1o.J.r 
u B柏崎山 -，ー白血，duoi・z • ， M 』

W.II_I ••• ù..L•,r • 国』

h町 17E・S何".回曲E帽・拍a車 2・
2・

町 h岡 崎・岡山富山 I

I:lCI/J:J. VP>f.帽山..)(.'・"，0-'
F刷内_.... ・raip' H-n， 

ACJf.企可a闇 L..i・4 温・.......

w，ー…l

t:.c:J/t:.fi脊;>o.IIOL・E・・ )(......o..... 

!Wtl，.…… 
企CJ/.o.hwS:;G.l網 L・"ー・温..... aJlc"崎

...医学解36...1.

とした.傭ー也的民主ooC..>E-tlす心喪皐皐看で払右心

臓範が11い"例 【その定."上に還ぺた〉で..会例

左心..~.<. 乙れに隠傍外tまま，...た また，右

心11飽.. 良い盟明のう;， 2.可申.. 闘でほ左心機

能が11い(その定観隠上に鑓べた〉 ζ とを宛見したがa

Ilりの1・"で怯"'<機能t志良...たe

V 楢 .. 

<<1盤がほぼ豆調官と思われる.い不釜JlotlliElj可"ど

(a・叫を錨11として..-tt!J1ζ左心を"す心嘆

息息..(n・'"につ・仰臥位下.....伸量動から，

ι"'".決舗に属する右心ー左心相闘を悶ぺた

L CI-VP-plot及r.JCI-pIW-pl侃とそれぞれ

の這島"の・極1<からa 倉心"ぴ左:.(..4)41;1プ11鑑も

ー乏の定値のもとに判定した。

& 右4・笹か句，竃ちに左~.・能を措定する省合，

禽心11飽.. 劣化している"例 (a・"，は，金伊直心

11能@劣化を油乏して. ζれ拡乏しか令た 倉，.. 鑑

が良い盤側 (a・"，で，左心11縫が良いと鑑定する

と豹.."においてのみ銀りを生ず.ζとを見出した

文 調院

l) ~ ... ・、"，Xioo偏....肱aadBayoe，fi

Nw咽_.. ・u_・-‘。f也・ puform&ll<調

。e山 時btheart d間.，匂11&IIIleU:er<:Ule，・・t凶lyof Idwided h....t cliuue. J.p. C..... J 

40 : U.l9'I5. 

Z) lf-ti・眼亙測定誌・・... 肱 zo:936， 

an. 
~L抑旬。 B. H...，:K;出荷。 J. .!. ud Bl1MI'ell， C. 

思:TIa 1lll!U1ll'I!DI個tof "II!IOa. p同 lureby 

也・'"・，=也mι.....・rtJ.18 : 6'lS，19S8 
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運動負荷による抗世心症車白効果判定(第2報〉

一速動負荷賦験による再現性について

宮 図鍵信句長谷川 昭・

岡 克*・ 0 土谷正雀 ・

梶本 書・ ，~沼淑夫・ 細菌理一・

Z 隠じめに

労作性"'~坦患者では， o佐官隊下と必冨酸素

精密a..目安とな..'首純ft....'"叫也氏。豆町

との聞には-，...民保があるとされてい. しかしな

がら長MNU~わた，た・康で広岡じレベルø PRP 

でも血血盤ST鱒下@程度に.. が生ずる乙とも.. めら

れている 同町陽「同夜鋤眼鏡劃唱団@効県判

定'κ・Lも，と.詮Jtすぺ金問屋.でおる そζで

労作性決G<担者句遮働負荷民.K.t<oST IItTIIO 

算要性~.・"し.若干@知見骨量得た@で領告する

E 対象及5方途

対象怯'..定1/.'-"'"栓重良心""男11'息女8例の針"

併で.零均隼4・tま58，7才であ事 選動負荷I!-C'SE 

U泊.dmill・を用‘、午前cpomlf“分返LrのヨE・
を保噌た後行，r.，還勘負荷による鑑崎間内@再現住

K引 、て除 .. 旬園出"帽を，，~\. ~支出、で時唱

の負荷でお分後a更に.，分.."に"分畿の旗で行

弔た墨島負荷の'"抵~Br岨省色 m“lfied Br閣

議怠たほ E組凶1eurci.Jeにより.-以上@虚血

色町降下，またほ b 刷・ら..，度以上@狭心痛

@幽現し允時点とした ST侮."..泌定路 J.. 岨<.. 

E 祷下寓と町山"から第幽 した 也B"""ら・

の窓口同留を用い化iIlA(BP)，心鎗lt(Rll.)， 

PRPはn・"".遷""'''を還して1分11<組定し

た .たー都..It例では依取=M"量(VCゅについ

ても'*.守した.sr _~の再現性ø.. 討でI~ それぞ

れの附間で晴，た崎oST"下賓@定....創巴が創"，

mi遭.. 負荷と比べ."，を‘えてま出した場合，再現

'"・.，時'"司幹.竃事内鴨 t ..・a酒・・事実零肉続

笹木Jlと判定した

E 繍 a民

L ，抱月以内の... 憧

園，-・隊医沼健・3負荷ttlB. 7冒 "日，"

14 3ODalO 

.-・

• 1 ..... CIW!PS iD ST凶""・.DdPllP d¥l1l 

ω山岡

..に聞ー量の翠動負荷を符ーた"の ST凶.dexと

PRP o震動である震舗は8TiDduら PRPO) 

ωa貨叫に対するそれぞれのltを愛わし， 11ま・，"，叫

と比ぺ方""， .以上怯M また隊創・... .以下位a・

または歳少を示す srIDdell: Q)鹿島の竃盟健銅山・3

3民曹の盟国で""の範圏内で良修館再要性を窃めた

ーヌ，.， 1 B. 14園初日固では STiDdexのB:I!.II!

いずれも""以上と大台も再現量生隠忍か令た .~ 

PRP ()震監の箆周怯いずれの時絹でも""以内で再

現性松良停であ叩た
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Beprodw:ibUity of ER， BP阻o.PRP 
m 飽4hperiod 

個，.. 

• -

動を来す例tま9例市‘例で，応分後とω分後遺励負荷

の中高値壱示した

園，.，はζ@謄の HR， BP. PRP o箆動であ45

""の夜:J!IOIll窪I!-15分，総分.60分後の負荷で1

例を険金いずれもω."叫負担軍に比し"%以内であq

た BP"ぴ PRPはともに同じように沼"防抱診し.

10%J.説明の夜劃を示す例隠15分後でu例中9例で。

分後ではII例中"例と増加した

c..回l負荷と 15分後に行令た STI.odn: I1)S閣

の筒理は回分後に行勺た遷働負荷と比ぺ大舎<.

現象隠'‘='p効果による髭・と考えられた ST

inderが“泡位。tに比し鈎%込土"普した例を wum

句効果(+).20%以内の例を wum叩効果(-)

とすると 労作性質<""・例申 wum・p効泉(+)

W官 司. 'p 効燥(-)は‘例で~oた "，' 

tま~."叫還勤負湾と 15分後の負荷におげる HR，

BP，PRPの遷鋤負荷eの増加皐を W釘 m 'p効果の

有無別に検討したものである BRは wu現時効

男同有鎗で差を...ず BP及び PRP，ま'II'&nII.up 

a防果(+)侭で歳少傾向~示した 方 wum'p 

効果(-)例で怯 BP2t.CF PRPの'".少を冨めなか

同附

c. "由畑町岨 STI.odu: &ZId PRP 
T.W. t.5，院‘込征咽皿曲.-t...~~ .. 

1鈎

• 
ム

2淘

• 
no 

• 
9・• 

..'ー‘

ω 

ζの

国 .. も

回H 陪労作性差是心還にさ砂る 01.防負荷巴よる

ST降下E巴 PRPとき亀心膚の宜霊友@関係を表わし

た--fIで~る ST I.odu: ，本 PRPHO前後で-L9か

ら-<0と著明法度婚を示しまた ST祖d鋸の禽T

ν'ぜんが陶じでも喜良心情の重症度に.が包められた

題舟箭内@再覆盤

国2・・F玄u官聞・ proぬ岨，，"い ω"ro泊負荷

及びその'"予想弘"'分乱総分後の関ー負荷量"対す

る STI.oduらBR.BP，PBPの再現性の'*.すである.

15分後の町凶..の変動訊1O::!:0.2仕掛<." 

%I1l肉の舗園""血"'"比1土0.20)の鹿島を示す

例は‘例にすぎず蒋要性隠不良であ令た しかし 60 

分後の STI.odn:の震動の値圏は金例凶'"邸内で奥野

"再現監を示したー方初分後における"%以内の.. 

-・・0・~・岨"・，.

園‘-・"問団 'p効果を忽めた労作E金残位、症の

ー例で. eontrol 負荷及びそ~15分智弘関分後の還E的

負荷による心電図 V，及び V，町智四ιBR，即.

VO，で忘る C佃 u・1負荷ではKattusらの

".~胸留置を伴い. V，の R は !.~mm o水平傍

下を示したが.15分後に行oた負荷では狭£婦はlまと

んど包<v，の町降下震は L2mmで目覚室状"

しかしω分の附

，た

• • • -• 

L 

PRP， 

ぴに心電毘土甥bか""・を留めた

• 
Rop叫.eibilityot ST indu i.D.叫

W討'"

• ..・

..'-・
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隔をおいて負荷を行令た鳴のれの E 降下度は

銭祖師1と比べて裳を毘めず，掌た襲必痛の幽現も岡

温度に館。。乙@湾点でほ w&rmUJl 効果による修響

はEめられなか，た岡崎に測定した PRP及びvo.
@醐刷と15分後負荷制比伎で怯.PRPは田

から198，VO.は""から 530mJ/mm.とそれぞれ低

下した しかしω分後の負荷ゅの PRP及び VO.信

ωntrolと比べて筆を.. めなかーた

図4・bIま W智司巴p，密集を窓調。えない労作陸後む盆

@一例で，伺1I1rol負荷では b 刷・らの2震の脆粛

を停い.V.の STは2.!lnIII 0)水平降下を示した
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a・-b Etfort an~1UI wi山側t岡田噌p1ft，似捻

15分後の負荷では V.<<>STJit下1t112.4m血で

関"""と比叡して釜をmめなか，た寓時に劃定し

た ωa回 1と15分後の負穏やにお附oPRPは2儲

から 187.VO.陪聡0から 724ml/mlnと15分後で径

度上昇領向を示した

lV "後

銑放心症IIの鋤畏を運動負荷を周いて判定する恥

運動負荷による裳心'"えの幽現の豆島心電図 ST"

下院血æ.~品設・の寓要性の倹討は不可決である

奥霊的畑作並想定心豊を魁IIとし。関E怯 d負荷"'，



"。 E 毎

" 14， 308!::1に間量の遷鋤負荷を行ーた喝の sr
也d"の度動の... "ま16"を偽いていずれも""以

上と大き〈再現住ば忍か，た しかし PBPの震動は

いずれ@時織でも''''以内で再現佐iま良野であ。た

また潤じレベルo，史£痛の出現を.，闘に負荷を行，て

もsr廊下度の箆E自の11置は大きか噌た ζのζとは

ω亀岡11間後1回目を倹けば問ーレベルの運動負荷

量または PBPあるいは狭£怖を毘舗に負荷を行，て

もsr"下度の再'"色が乏しい乙とを息療し 連動負

担'法による涜効判定には個々の霊例毎にそれ§の再現

盤を+分吟味した上で行われる4盗事がある

-1f.銀関問問に練り返し運動負荷を行い.. 効判定

する場合 守町m 'p効果によるa帽を考趨する必要

があ弓 労作佳!!<.心症で WU由貿p現象すなわち還動

の絵..またi主，.，返しにより温節商容量を増すζとは

よく知られてい者が，まとま。た報告側・・"少なし

その庭園はlまとんど検針されていない wu也旬表

，，-.の理主因""として(1)定温旋~準加による......

循還の"普>(2)心."".滑.m:， t，..t}J寧の""・，

〈町'*磁素晴費量の"・〈川神経体被盤扇子の修

W. (町運動負荷芳盛の慣れ.池田等があ..--

Alpinら・ 6まWt.nllup現象の"図として決窄冠動

"の湿梶A院の血悦量が蓬動により増加すると遺ぺてい

る蓑々の検討で除問団 'p現象は心筋酸素摘費

量の減少と現係し W町m'p効果抽有錫と守0，の

関係でほ場0.1:まWぽ包叩効果(+)例で低下し，

W町官町効果〈ー〉例で有量の低下を毘め誌か吻た

w留司町劾果Eま，1-1，の遷'抱負荷に対し宋，""，'1窓

百置による血匡低下4ptfoh a三下など金身の代樹の'"・

7よどによ.刷新窓彊ヨ置の改善の鎗果忽45と考えられ

た

V 結 11 

安定忍労作性a.c.-!ll4t聞に損り遣し問ー墨の還勤勉

是厳震学M"36I1."1号

'"を待い...床底抗心.. 誼 ST降干'd， HR. BP， 

PBPの再現佳を検針した

L C。且"'"負荷後，.1弘'"目置に問ー量の運動

負荷を行ーた贈の STjudn:の震動の範冨i品、ずれも

鈎%1Z1土と大きく再現性は悪か勺た

• C伺 'rol負荷，..自民総分後に行勺た sr緯

下度の.. 覇防の値圏陪いずれも""以内で良汗f..:iIf要性

を毘めたが 1'*.鎗分の間''''をおいて符ヲた ST揮

下度の再現住は製(.ζれほ ..armup効果による修

ーと考えられた

" 
調氏
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関係最続医学" “ 時 19問。
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心筋梗審患者田急性期および退院時の定量的運動負荷試験

丸岡隆芳'. I露関良範・

桑車敏樹・ 内図宏子・

長谷川賞志・

新 村与平・

新 谷湾ー・林 正博・ 内島

I 11 t:，め lζ

急性心筋慢.のリハビリテー-"'.ン C以下，-、〉ほ

早期健康退院を目指す芳明にある しかしその入，.

*の運動耐容量@経過についての報告はまだ少拡い

今.. 受々 はλE慮中リハ道行の1つの階層として，また

ス".."喝施摘の可能畿を求める冒釣で.入E在中比般的

早期と;0院時..泡凋に定霊的遺動負荷を行い心..能

のH について検討した

宜対象怒らびに方建

対象は盗事寺田u，ζ入践した急性心筋慢.息者"例

で金e帽子.平均年令指叶鋼需世'.私書受掴2

例心筋!!SoV-"度を示す P叫@予後指."主平均

10.9である 負荷時期は""のリハプログ，ム舗で

"ル"""'m歩行時と退廃婚で 坐位自""早川ν"〆

-ターを使用し負荷を行，た 負荷は昼初旬W 負荷

を5分間行い，後遺@負荷中止畠..巴遣し郎、例にほ

75W.l00W，125Wと潤歌的".量し鵬W 負荷中

止4聞には 26W負荷を行。た負荷前申復にわた

り有線テν〆ーターを使用して心電周を聖徳鹿島し，

岡崎に血巳 ι崎弘休lt=MlIιVjn-eIIota1m. 

開danae 姐品i噌~pb により￡嶋幽量を測定し，心.. 

'量を倹'守した 負荷中止革$は②騎宿高度の呼"

..'"動弘倦怠"など@ため運動の虜行が不可富島Fょ

楊合，⑥安....に比へ E のD.2mV以上の信也

期"収凋の頗発進発 u不整脈@樹事などとした

ただしλ，.中の負荷では車決心婚敏が130/~分に達した

樋舎も負荷申止とし払入"*0負荷で最大還動酎容

量(田玄 PW匂 1∞W 以上の例をE縛， 100W .. 

荷途中中止例をn..75W 建中~止例をm...ωw

S分以内*上併を1¥'" SOW 3分以内中止例をV欝

-昭制大学s掌..Jl"E1'31崎

宏・

とした

E 結 果

λ2帥負荷は発作後"躍7固で行.，ヒ。 λ2在中負荷

では 1∞W 弘」己負荷問衝である 11厚陪なし..陣

%O.5%， m務20.5%.lVJf25.1%. v容お."で.噌

た 各'障の平均等+r~n簿3l.'才.m欝"..才.IV型車

"・才.V欝...・才と国玄 PWCの大金い例陪ど若

い傾向を示した F岨の予後鎗敏もnal0.1，m務

9. O. 1¥'1障10.9，V欝11..と.，厚ほ少し偉いが.~

PWCの大きい例に低い傭旬を示した

久島中逗OJt， h J!0回玄 PWCを図llt:示

入院喰

退院同

先作後

6カ月

退院旬

e ヵ月後

温勤酎容量の握進

n m w v 

事動E信容量の変化
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Z据 毘 • 
した λE車中怯IIItmoおわせて仏0%であ各紙

逮畿湾にi主 PWC11増111(... IWも12.8%.みら払

1. U:， moあわせて69.8%となる発作，..ヵ月で

はさらに1S.0%，と増加し経過とともに~ PWC 

肱増加する しかし発作後6ヵ月には宗室民狭心室

などの也事思したため負荷木健と，，.例，".開みられた

払 ζ~.例はいすれも入E悼の負荷で!VII. V.障の
心機能の置い例であーた 入，，~の負荷に比べ遠鏡閣

に ~PWC の槽'"例怯64.11醤不夜例は3s.9%. 

..月では67.9)時6でmu:PWC iI!lI却しでいる 1 

例のみが国.PWCが低下し. ，例が週院後木監尿，

狭心底などの幽裂のため負術不能と忽，ている〈図l

下否。 各担(，1'Iーターの経過を園'.，に示す払

・大心袷."国主 aR.，陪入院中119ノタ弘這篠崎

射惜.
}町山
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". 各a，f'メータ の経過(.，

a量級医学~総程第 1号

l.32/~， 6 J・)!1361分と座過とともに増加し特に入

院中から返民"にか砂場忽が著しい 問織に収縮.."

X心憎震である p，包IILnRaw Produeu (P.R.P.) 
も入B眠中17.9叫..返援Jt20.5xlO'， 6η月包"

，.と省卸する 最大農家煉双量〈国主1tod-a医大負

荷絡7直後の£係数(皿xC. J.) t.有望Eに増加し，心

，.飽#Vi!とともに改笹す§乙とを示している 心筋

慢塞の範囲を心.11図上よりを突い侭広い例にわけ~

PWCを比敬すると.心調箆のよい.. 弘田町ま寝，.

値圏の型船、例が多(， IVW， VI障は広い例が多い傾向

を示した久S聞の心不全の有無6日， m. IVI障では

明らかえな釜がないが，心，.鎗の置いV碑削$心守之金"

が多くみられでいる 入民司TIIIO PWCと入.."閣

について弘 39例のλE定期閣は平均"'8 発霊から

鍾床匂修行開始》までの旋回"平均払""'8.lIli震から

退廃までの広明隠<<'8でu 各曾でみ.とnJ尊

.aOB. m癖忌<‘8. lV!厚 59.3回 vo 66.1冒と

PWC~少な巴咽ほど入"J胴は長くな.傾向を示し，

...とV町では有'.0:>1去がみられた しかし健室から

鰻床瞳符縄劃定での期閣はいずれの癖もほとんど

きがなし λ民期間@釜は主"・5震後の甥聞の釜であ

. スE慮中，，"'.ペ逗艶"に PWCが増加した例は不

夜例に'"ぺ年....'i若<.寝室範囲柑』咽肉を示した

.たλ，.~から退院"にかけ PWC はいずれの震に

も治加例低みられ石弘入院中負荷で心視飽の.. ぃE

m.撃は.患いIV.VI障に比べ PWCの物加する例が

多い傾向を示してい省

1V "，.忽らびに繍2・
急性心"梗奮の還民....退廃径の還.. 耐容量の経

過について田 信すでに報告してきた また以前使用し

ていた8週のリρ プーグ，ム“と現在使用している‘

週のリハプ冨グ，ふを比S受験討した鎗果でも早期鰻床

ー退院が可能であ令た例棺祉会復勉事もよか弔た今

E盟々はλ陵中日。比般的早"と返S尾崎に翠動負荷を行

い£惚能の経過を検討した 副主 PWCは昼過と

ともに省大し.入E帥の魚河電で陪硲w.分命止例以

下の心暢箆の例t玄59.0%であるが!混民"に信30.1 

%に減少し逆に".，健向よい例が治加い I，n. 
皿欝あわせて69.3%とえなる しかし..局でほし

冨 m...わせて守5.0%であり，久島中から退院"の
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地'"ほ比べてゆるやかでおるまた温4X H.R司

P.ItP.. mu: C. 1. m:U:守'0.などの，<，〆ーターも

問僚の包還を示している 現在入腕中は系脚令怒りハ

プログラムでリハを行，ているが退院後にほ穆包的な

リハを行，でいる例lま少ない鐘磁的には退院.....量

的に遷島等を行qた併で同心..，の'"・"よい例が多

い 今後退院後にも積極的な運動家主主を行う"ど還後

後のリハ~.."コ.'必要と恩われる

入E在中のma.J:PWCに彰密をおよlますと息われる

因乎として，年4・，心不全" e!il.圏などにつ中て検

僻した皿.PWCは年.. が若いほど犬舎も幅暗

示している ζ@淘例間負荷。止理歯として 自覚"

状暁4也出現のため<P.li:1: Ie聞のみであり。臨ま

心電:2UI{{!:.絡に町度化で.止した例が多か，た

久島夜中負荷の負荷重度を Robim但の年令別の~

H.R ・でみると各野とも約初"程度の中等量抱負荷

であ勺た ST・位によ.中止象車は隼町とより種々

いわれており，続ーされたものlまない弘 F 寝耳々隠

O.2mV o..土の夜化があれば中止している比般的早繍

であるた惨との程度の心電図'"凶jmu H.R.O10 

，.;:a度ででる ζ とが多いためかも知れない入E尾崎の

心不全はv.写35おいてのみ多い償問を示した。今回の

症例の p"，の予後指数は10.9と比叡間経."，であー

たというζともあるがl 指僚に封する反応など検討が

必要と思われ毒梗.e"についてみると， IIIU PWC 

の大きい倒はUE範囲@象日い例が多い傾向を示してい

o. Jtい.，箇の，..がおれば，それによる~筋陣寄拡
大会{(;峨箆の低下も大きいものと思われる 定た寝

室範囲が大会い樋舎は心不全.，の合併獲の也表する可

E 録 '" 
能性も粛し入E車中から退院崎の負荷を比般しても

PWC<>治加は率、院町三あり 今後Ul健の鉱大助

止など治療置で積極的な方言去が温まれoス2在中国Z

PWCの大きい例はや、進行を区奮する心不動狭心

弘司ド霊民リハプEグ，ムで遭動量を増泊する毎に

行う径... 行による負荷心電盟異常の出現するζ とも

少なし健康禄のり，、道行かスムーズなためλP点前閣

が定か〈な・2たと宥えられる 俊作.611~に負荷を

行も嶋fよか令た例は入E在中負荷で!VII.v.障に属する

例で"り，いずれもλ民申から退院時にかげ幽Z

PWC<>省釦@みられなか令た例である λE慮中早期

<> PWCを知率ζと硲ド、週府@ーつの指・として

また逗験後の社金復鋪@ための指4固としても有周と恩

われる
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ペ ー スメーカー患者Kおける運動負荷

蔵 原 秀臣・

谷口興ー・

1 ，まじめに

ー根底翠勧銀荷によ õ oC..fèlb・~.・'"ま心噌撞お

よびー国鎗~.の槽加によ弔てもたら$れ事 しかし

自宛ゐ舗同みられ.，.い，...瞳信組込み患者におい

て..負荷に対応したむ組出ao勾大払ー罰錨幽量

@調・2置のみによ，で怨されるため心収縮也 心ポン

プ.鑑より..  釣忽鐸-可鐙でuと考えられ..ζで"・a些信組込みuに還局負荷捻を実3・し.
心エコー薗ささを用いて左重量蛤趨にヲいての検針を"

みたので・a・す.

Z 対象および方盗

1ial:U1ffで.年..隠21.a:tT';16.t(.写均“.，.

易盤'処女色S併でM 度劃胡師会運震E制民

案全身aプ， ヲタ，，，，徐慶色心房駆動2例...性後

.'仇高度廃虚プロ，タ"..先天性"怠プ包?タ

'"である 〈署長".遷胎負荷の方言告は..."鉦vc
S分冊I!.50，. MVC a~争閣の 2陵鱒怠清志怠畳負荷

栓を眉いf:1J.UI田.，.，玄 ... 也 51""。または110

... 盆例
..1>)00・

寸三ごロオ D'一勧岡崎

g 訓t 舗 醐

。"・.， '.K u C岨μ」<&.~V blo叫

r. S. 

“ 
醐

1:. 1. " 白圃同岨・.l.TI>¥e岨

，. . T. 

“ 
Aι且伊国777rd '•

E‘ E 市 -."時・ ... 伽..
'.L ~ A止. 岨同町司"・

. . ~ ‘s 耳旭国 h叫 y唖 M'・
。剛.. 

T. N. 錨 .1.，19 .... 圃岨 ... ・M・凪

:1:. I. " 幽

T. E. " 醐

-東..，豆腐・鱒.司tt.:n'ー

家家事長人・

11: 内 量五郎・

を 郎、.".郎、し第‘晶唱・4・盆..よりtmを袋

入し，心，a'*'II..α'VSEl.....植(PWE).U: 

E終期li但.，.院.絡期得。.)目'食墨収・温度

【PWv)，鑑.事慣 Dd-D・周.，だとの槍術舗を測

定した

J[. .. 

1) Eur‘'・泊4幽""u，.官軍，.:pac寓...kao・る

み息者は"磁夜患として虚血色心療患を有してい...

....多いζとを考虚し，われわれ@鑓唱した還勤負荷

b孟 2 ー図のグ，フょにプ司ヲトした・aα盟叫.す

"''' • 調

" 

1・

， 

• 

R • 

" 
./ぷプ

'‘ 
-四a
・出 血

" " IVSE _ 

園. En~回国叫叩・唱 のノ.グヲム…1・4叫…時制い叩，.
，....， ，図. 白丸.). ~れ以外の・例を R~ ((ト')

'"恥 鳳丸3とし危
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なわきお縦績を pws...時四国とい蓮動負荷

PWE 13血mJ2U:.， IVSE 1 m血J?J.上になるものを

毘

z特許L

.. 
.町一

回 g

出

正明信それ以下のものを=四・....~“ u，.留.， . 

とみなすものである その結集 21・の若年宥を含む

.，町が主権バターンを昼C..じ暢能良好と考え1欝
(G-nとし uemae温d.詞 U"""，，を量したa
e時を .. 尊((喜一n)とした。

的血圧、血Eは遷動負荷向指批収組期拡彊期

ともに金併でよ"しており，安'嶋との間 ζ明らかな

有.""悼包められた咽町

BP 
同同H，

2・・

... 

，" 

.. 
… … 園2 血圧の鎗移

.， .....t・'"

. .胸 ton:

一
濁勘負荷により金側で収.鯛血'"協よぴ.復期血屡の

明切か官三よ昇が留められた

的短縮率慣田/Do/Dd)左ヨ阻..盤の指尽の

ひとつと考えられてい.短舗隼の度化をみると.Gド1

の3例では安・..".も大会〈 還動負荷による相大

も明らかであ令たー方.， G-nでは安修崎の値がま7

3・
2句

1・

• 

主宅三三.
: ' 

。 山 E

・町田

魁 T 開 問

." 忽..率(""組 hメ国〉

。-1oD'!聞では安.略"嶋崎健も大金〈 翠'自負荷
による増大も明らかで.，先払 G_'でIま安.略。富
田市肝で山.により防相叩られた

')盆:a後家収絹速度(l'W司令Eの2例で隠

pwv Iま噌却しており，左昆収縮性'"良好であるとと

が君唱され"'tたやZの自発4端。幽還した1例

を胎(1例は墨動負相官とよqて pwv Iま有SIC低下

しており.左車収縮位の陣警が示唆された咽叫

附

-ν雌

関

• 
ヨ

潤

" 

一一醐"

。叩 1

.町 E

"以下と小さ〈連動負荷の結氏自畏む婚の発現が ・

みられた2例を含む4例はその11が上昇した払他@

‘例}お怠に鑑l'を示し左盆収纏盤の低下傾掬が示唆

された仁図')

町 田川

国‘ 左室後盛収縮速度

0・， "・例で倍増大傾向がみ，れた払
"で信明らかずE単少傾向~.められた

。_DOD 1 
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変化を..にDo.，闘に加を&り験"し危その

舗集会側で右上;&1<肉吻ており， P'. ・"'.込

み患者では這勤負槽において.，国ωdo...が犬舎

いζ とが"唆された"'''

•• 
• 
舗

働

/三重ン
〆-- -四・・四・

. .ト • " 輔副島

.，. 玄室内径 〈血 ._0・〉

会側省』巳方自Z禽ー・てお切翠・...ζl;d Dd. 0;1)増大都
邑ぬ;'tLPM・u・E檀込息・.;00・a・..いて.. 
.~・‘@固与が大.いCと bf~'寄書偽危

W 者 10 

p.. iJ也~.るみ患者，<.ペーシシグ罵惨であ.

ため宿区-，.の心崎盟院を呈しており.多<~舞台...

.負荷によ唱て.. 安心舗の也事tまみられない しか

し.，.不全室長虜@ー侮@患者では.竃.負荷によ，

てI!IR.(.'、舗が罰酎抽るいは温畿的制巴畠現しで〈る場

合もある p胸岨岨岡町 患者に遷勤貧衡を庖行する ζ

との2・ほ.(.婚が夜E防し低い細金@忍a陣負荷に錯す

."""ほ.心徳.. 幽量の増加泊先必の.，プ.峰をよ

り.. 掴聞に民験すると考えられるζとより 心楓隻の

博信倉唱aとはるととにある そζ で...，.陣館副b

M ・込み息竃の<<0笹が実臨ゐ孟2 ー園益を用い

てど@湿原型・M可能であ.かについて倹耐を低み

た

心三'-01盤を用いた連盟崎負荷低2・で，虚血性心嘆

患にお砂る“，，..，.，.の凶覆11..であり，狭心盛の

多〈の併では・5智也持...~姐舗R舵u'担II~られ

o~ われわれは出血鈴... 闘姐町瞳W を後

...陸軍 OJI..l・，

幽す.芳雄と して，心~"-SI盆によるIVSE， PWE

@ニ...~度鼠を用いたノモグ，ιを!I唱していo・祖

P'. E・....込み!.'省暗_sとして虚血性心珊

患を有していoζとが多いζとより，とのノ毛グ，ム

を用いて-""'曹7が認<<..飽JJ.J予な11障とそうで

ない富到底分砂てゐエョー園の槍術繍を検附した.血

震は金刑叙:aM.~彊郷血豆ともに省大して怠り負

荷が有効でM <とが示竣されo組織寧 【jlDd.[n

/D4】払 GトEでは安・・胸絶対・.大で負荷によ

る噌大傾測もII~ られた ... 思・逮皮伊WVH

0-，で防僧加傾旬があり.，トE では値下伺闘が飽

められたιPWvは測定..1:.<<>".も大倉<.左室原纏

佳，d)iI.としての1110性に乏しいともされている念丸

短・司障の陣俸と併せて0-，の4・'"主良好であると

考えoζとがで舎. また左11djm....凶， Dd， Do 

の健省@鹿島...~捻り-，.官官7~""餓毎回ひと

つ~II.と勾えられ o・ 4制密検討した"僻包A齢g

祖込み患者では0-，も含めて会側書上方に向。でお

り，遷勤負荷によ00<1"増大は，nI縄dの増大を

釆喰していふす包わ..... 岨......込み患者で

陰ゐ鎗鼠@制胞が郎、ため(.岨幽.. の増大"対する

，~I綱~"関与が大会いと考えもれる

v • • 
，..擁... ・e健込み患者に塞胎負砲を爽却し，心<'

-111穫により左盆霊動，障を.附した.... 1) E:z:e宏、

...iDd““-，..，.，.がu例~.例に包めるれ- " 

a皿..としての盆血栓制 廃阜の穆撃が宥噌された.的

..綿棒切d刷剖_7<栂喝7を"した.，聞はjlDd.DI'

副 t主催健司~， PW Vは低下組測を呈した 町 P-

a脇官極込み患者院選動負荷において p出““の唄

与が大会いと者えられた

ヨミ ヨ誌

1)庫原発..."ロ奥「隼.W!I..丹羽明略語源

隆一，思...ん額"""'''内霊""・R塗

負荷による・... ・f・II~保信一定tt..呈"調法
によ<o..(..渇. .・ 191.19'i8.

~飾援lIl-.軍厚3・Z 丹羽明~.館.Il.~，谷口

"-， J:病室五郎労作決心室の湿E助負荷にお貯

奇心重量還局、心<'-阻詮による検隊 J

"""，，唱..，匂.;:ill，l許9
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3) .~医完'"応援滋トー.谷口興，0:肉.五郎

虚血邑£嘆患の左"動態 <岐..お2，'"則

的 McLaUlI'hliD，P. R.， Doherty， P. W.， 1d&rti!l， 

R. P.， Goris， K. L..， Harri.相 .D.C.:Myoce.rdial 

'...凶E皿・戸語eot_iぬHproduei.ble
'阻叫回~且企且 J. Cardl・t19 : l.26.19'π 

5) MeT4UI'hliII.， P. R.噌Martill，R. P.， Dobuty， p， 

E 

" '" 
Dupit.s'.Gcri置、M...Buhll，W吻Lewis，S.，

Krill. J. P.， Barillon， D.C. : R句"'"出:ibiUlj

of th叫.lium201 m抑留1iiaI. im崎~唱尽掬叫a

畑脇師，1977

め宅急宇晴弘小関造新宮芳明還鋤....と心エ

2 園陰周宿舎膨 U(SIIPP叫 88.1918.

起立および過換気試験を運動負荷施行前に行う必要性について

鈴木 健. 久保困ー輝・ 岸国 浩・

Z ほじめに

運動負構成織の判定が，町の'f降を巴律としてな

され.ζとほいうまでも広い.しかしはがふ体位2.

過呼喰"，紐昆外カリワム温箆夜.{I;"".般民交感縛

経緊F などによ弔ても町@下降を舎たすζ."あ

り。そのよう"場合に棺判定が定ぎらわしくなる そ

ζ で，遷鋤負荷民放の廃 "動開始前に立位や遇"'啄

によoST!{化を鶴ペてお〈 ζとほ，薯勘処了後の負

荷成績の判定に役立つといえる かか高見維に立勺て.

著者り砿運動銀験にて ST下障を示した症例で体位指

よぴ過呼吸との拠係を度、さbに建動脈造修所見と

も対比した

E 対象と方法

対象は胸痛を主訴として衆院した患者初例〈男包例。

0'例〉で年令はlj-69才， ，事均年令弱.9才である

かカ喝例陪トレヲドミル運動隊畿にて... 血栓町"化

を示し 金例に窓.....迭彰会当毎侍された

運動負荷隊織の手履t急事E由開鎗前にて臥'"包立

5分後・，さらにその扶""て過呼吸をao秒間・行わ

せそれぞれのむ育""を包録した ついで.還動中主よ

ぴ終了後〈起立位または坐位〉にで心竃図を遠鏡包録

した江払属部方法として M叫 jliedD， V，怠よ

び V.の双Ii'3"尋を用いた

運動負荷方自立 B~. の方法Pにおげる・M官官 1

. ，本主将大学努-n';

の前に速度 lmpb 傾斜角田帽をもうけ.以後 B~.

.のプg トヨル"て鑑行し.おのお0)0)stageの事

動筒閉ま 2分とした 量動髭般の mdpoint!まいずれ

かの霞場でa点よりaω砂の点でo. llllV 拡~の虚

血性."，下鴨を示し.蹟膚，不盤底幽現および霊長

大4崎放に遣した場合とした え弘お。町レベルは盛

大下院時の也で齢刻された

窓辺勧贋辺倒膨は Jl1dkills法により，左足動脈をs方
向より，右足a動脈は2刻肉から録a修された窓動.. に

51%以上@後窄を有した場舎を"'窄ありと判定した

そのうち.忽動脈正常ないし"巴正常，，'2例， !夜零を

有するもの1:U9例 ("1障害7例， ，後陣."思 s
t支障害?例}である

なお既往に心筋梗.，径.....岨時限霊~*

発性心筋包および喪心症治憲JiUi4cpOも@は本研

究から除外された

E 鎗"
園"ま，定島原民患のな叶売におげる鼠也包立位且

遺呼吸困ド還動燃7畿の...爾.と v.a.での町

価低を'"、す".. 有毒では， 0"上.. のどとし起立

位には弘位に比し，また，過岬‘夜中にiま包立位に比し

有"の隻をも，て STの下曹がみられ (p<O.02， p 

<ll05)，さ切に還働経7後の ST備位は過呼吸中"

比し有2患の盤をも令で下鴨した (p<'l刷〉 なお，

..'には示してないが.V， I寄場での ST個位棺いず
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L!;ll .....:~ l1 .....1:11 -l.!:lI (..1 
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町_ 1:1
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【・ー・31_121 
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l
l-

吋

4

4
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-，・"調-.快 叫償制削...

刷会1.1 -1.1:ω .....1~"1 -U=U(・叫

LI' '0.侍--.-__1'''''01"'

日岬
曲山山中山…-u=1.I -u=t.I ・L:~;Ll (..i 

L..o...，...JLー.......... H .. f'-:O.C・"

一"
震勤原正常Z専の"11位

lUlrtST個t忠実..

01' 
( ) 

国2 窓里町'"突事E撃のST個位

( ) 1"旬置を承T.;捜11:11S T!lI也実掲.
〈平勾土鍋・・.)

0. 01) しかし，図8中灸きょぴ右側"示すごとく，

a立位と週呼吸申および過呼吸中と運動終T1lの

備位の袋払怠豆諸'"と裟帯電障の聞で有怠の..は包め

られfよか勺た

園4!1.V.miIJにて.，...比肢をした家績を来す

箇‘の定値およσ~央に来すととく，町備位は臥位

とWL也組立位と退呼吸中で憲正常混と検'"障の聞

に有怠の盆はみられずSか司た弘罰金右側に示すごと

〈過呼畿と温踊終.Tao閣では，窓辺良穆鮮は正曾Z障に
比し有"'の筆を.?τ運動.. で"''''下寓した(，<

sr 

れの聞にも有志の..低包められなか，た

図'11.窓......sを有す.例にお砂る臥'"""  

'"過呼吸申!選動終T'量の"'.位の倒量移を示す

国2ょa更に示すととし!lJnaiIJで}色紙"'''立'"
迅呼吸中の間，，"有-が鎗められ忽か。た念え遷鋤

終了後には有"0.をも咽て'"が下降した(，<

a ∞'1). V. s毒でも，園2下Rのどとし臥'"起

立!ItiAl予畿中@側隠は有志Jlがなし這動鈴了後に

て司智恵の筆をも，て町の下降が包副bられた (，<

0.001) 包お， v， II!・にお砂る"'.位はいすれの

聞にも省a障の墾iまみもれ忽かー，た

乱腿3

v. I書棚にきける "'11位の盆，1.いずれの

聞にも窓""'"とB提唱寄で有"の袋路館。られはか?

た

江お，

回Sのどとし第n...に右砂る'"価位を忽現実窃

@有鋸により比S棄した 悶S左0・に家すととし臥位

と起立e立にお砂る ST・位O.I1.憲議窄曹に比し正

常却において宥恕の盆をも。て著明に下寓した(，<



" . • 包"") 闘相56年 1月(1，

方，第E虜古事にて起立並民験に

お+する宮T優位か喫震実穆震に比しヨE

A1lo，cて有窓の.. をも勺てγ..し

た 遺呼吸テストにても間樽の傾向

があ，た忽立位の "'-T夜化怯

h_"白色阻の夜化.，，，感神霊

祭事面などにより。遇呼吸テストの

それ怯 ~ø;後アルカ冒ーシス。 憲

動，"ヌパスムスベ再分極相の不街

ーな包省。怠どによー，て民明されて

.:.. .. s: J!JrI情通時睡

{炉問

• • 
一

(.・'"

思表患の有無."そのtft'!I'は

運動鉱験K怠げる防衛の有処'"

下薦の湿度 J'flY 幽現崎町，終

了時心拍敵，不整"の出現などによ

り予潤できるとされている夜々の

底緩から。忽立民感および週呼吸テ

，ーによる'"下鴨也現の省婦によ

ラても運動擁鎗前に忽動農疾患の

有無を推測しうる可鑑佐も示寄食され

た

いる。
.省
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S足立ー臥陀
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掴聞
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.た!定正.'Uf:でもヨE動経了後

町は選呼吸lこ比し有怠の去をも唱

で下降したが窓狭窄欝で"ζの下

l・・'"t ・・ 1~'{・ -I~I

降がZ官事よりも有怠の盆をも勺て

さらに著明であー，た とのとと払

負荷鼠届貨の判定 ζは第E焼却写よりも

v. ..専が有利である ζとを来した

• • U=1.l U=l.l -'-
ー.-1.1=ω-0.3=1 一..-

程鉄事の有無と ST優位 (V.鴎君事〉園4

め

運動区験開始mに飽立位きょぴ事呼吸中の心電図包

録の必要望主を冠動脈途彫所見と対比して迩ぺた
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1)木村俊_..'心色永井寄16.19'1 .. 

2) Hol皿<'包，A句S位。m，G.:Aeta!民........ι

醐 113.1'蜘

3) ThOll>p8on， W. P. : Am. Bear亀 J."加え，，<3

4) Yu，P.N‘Starafie.!d. C. 1.. : Arcll. In除MI.Ided. 

'"初え""

中村祐久:冒医大Ii 3$:33.，国，.

Biberm&ll， 1... Sur.，.'iez， B. : A.m. B飽 rtJ飢

とまv 

文

ヨ医

著者らの威厳をまとめると.!lUI寄場の'"下.. の

推移は，憲正常鮮でほ臥位魁出位b過呼夜中運動

終了後にかげ，それぞれ有S訟の差をも，て帯底的"下

湾した@に対し， E融窄震では運動経T後初めて下寓

した v .. 署導についても岡織の関係がみられたが

震正常務@起立位と過呼吸中の閣で砿有窓の差は思め

られ江か，た 従ラて，窓正常震でも運動負荷により

の下両をきたすととがあるが。かかる例で信組立

ないし着苛震によりすでに""咋寓している場合が

多いので霊勤負荷試験既婚前広臥位のみならず起立

位で心電図を記録し。さらに過呼吸テストを行う ζと

がすすめられる

.. JV 

'" 



田 毘 鐸

，.丸1m

ηBMICr，R. .... 句 Ho~tt=.T. R. ; Prc均11'.Cudicド

帽"'Dia. U : 371， 1鍵.

S) ou .. ，、P.B.:N.~Ll.Med.2!鎗 7ω. 1'"

9) E:llnt叫弘Z 也捕・ T伺 eilll'''F. A... Daris 

c..静岡.Pllu.d.e!ph.ia， 1併す

.厄前 2・
図付 〈斬3・大〉 との院2脅かもは包立心電Eにと危ぺて

過写畿の必3・"包いので依忽いか

鈴木但窓密封 Z例会ψu、たゆ明!;t;.，.t償制2

幽なか，たものと思われる

鯵園 {白本豆大J還呼吸@冒釣は還....了時への彫

，をみるたbでr.t(.m史窄省 ，.ooにてそれぞれ

の炭"'''興t!dかいなかをみるた硲に符，た

処罰軍司，.~総退軍，.

毘*匂E知県総会係強センター，""乙 .4含黛の"

化はどう念、'In'軍事を用いた"'.. 隼立による ST

下胃"遷動il:a:判官化した念、

鎗気候 忽立中!過呼設中の血1i:!:ZIべていなL九'"
立。￡岨歎ほ風位に比ぺ是正権"で釣1'~当窓決窄軍事

で釣旬"増1留した JJn~.1孟申村@酋文"従ーた
ST~明言化例はだかーた

伊穆 〈三議蔚友lJI位R 下膏例Eま当住で>ST下

障をみたか立位11>';1抗位何分復で srがZ常化した

か

鱒本 4今回坐位は検討していずよい訂 正常化隊中

村の・・によると4分閣内であ.

村山 〈司会〉 進呼".，ゅの.. 鍵lま

n* 包n~留の.. 舎を'"暗1Zした

トレッドミル負荷試験におけるR誌の検討

大江

江尻成昭・

透・鎌倉J!c !S' 

松久茂久雄・ 下村克朗・

1 ，孟じめに

最'"遅刻.膏喝のR訟の度化...fl血性岬盟患

者と豆常者とで異怠るζとを酋じた・e・."散見され..

しかしζれまでの発袋の多〈は，遭動負荷畿のR放

の度化であり.;0動負荷申の度化について・じたもの

怯少包い

そζで..々 " 定量脹Z常者と窓Z時限異常者罵開E

'レ 7r~""翠扇雀荷テストを"い. 還島中及び蓮勤

穫のR援の度化をlt後検'守した

立対 象

3医&崎心電図がE需で."" .. 事'.から B裕年7

Rまでに 髭.... 撮S惨とトレ，，，ル還鋤負荷テスト

を塗持した'"島で その肉銭信震 ，.来す

. :!iI!t ~・ヨ 11''''. ;1， 内"心3・.門

表 1

週 間 制呈曹2同吋."

2・~ 四ハz

• 鎚 ." 
T Sす '/' 
" " 

，，~ 

E フ; ，長

選助負荷方法1:.ft21ζ来すとと《各・祖..'分間

の縫歳前多摩摺トレ 7 ド，~還勤負荷接でa 各....・

の負荷tは，ートル益を使用した宅R・..闘のプ固トヨ

ールによ?た〈褒"

心電.，閉そ品タ ーにiま米IIM~雌..社製館"

..::" ー番電量を使用した 乙の箆銀賞置は V"v..・V，
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子レヲ ドミル退勧負荷主会

:2雨 対ifヰ:Rash-

"三~"を毛晶タ 誘，.とし， ，刷-お H 電位を

鈍心嶋の寧均値で心電掴浪影として打ち出すが 褒々

はζの幽カを岡崎Ii:!のE録".IC_"，・5分...

の低速で""させるζ とによ。て蓮車"の QRSO後

竃の変化を心暗圃の匡梱包鰻@彩で.... できるように

した その奥ZM2fdZ需人パタ ンを!国主に示す

.援の"化について拡今回I孟皐%のみを....した

署長2

果鎗1v N..1ocT .r s拘削除同町畑町

忽動脈@個a・d.と還動竃後の."の変化
と@関係

図2運動負荷官後Q)BV. o変化を。定浪路帳正常思

l!"""草..，支障害..."支障害震に分砂て，比怨

した"，'の僻篠宮客分は負荷畿の Bれで安...に

比して寓川息宥の比広島鶴分ば信くは，た息者"比

寧を釆す正常嘗では釣."，が .V，で~It殉に比し

て商〈な，た とれに反して。 S故障.者でt:.70% 

が賀町くなり"%が信<r" .，た (p<，'O.Olで有窓}

しかし Z館野と1筏障害弱との凪またZ枝隊奮

と.. ，障書E障との閣では，有""陪なかーた

"'<，蓮齢負荷，.の RV，01l1略的"箆化を園ぺた

程根羽骨頂臼Z曾E障と 1箆m・2障を鳳丸 2後..毒事とs
援陣箸携を白丸としてまと"でみると，園Sのどと(，

R援の奮さ@度化~負荷後S分まで

".1， 2U". 

I百百万:布石"oo"mll，，，

245 

，.， 

“国L

官ι

爾者@聞で比

.o(1l.偲で有.であー，た

連易負荷中の RV，1llB.化を!正常訴と S筏m・2障

で比忽してみ.と，"，・に示すととも眠樗・‘まで

両省に有怠盆なしまた B故障省軍隊では.防省.ST

d..化...のために，・同を 5以上の負荷ほか'ずられなか

ー

，た

そとで.iE'M1障の'名について.3 t支障書患者と開

u・..，.，までの負荷をか貯，負荷径の BV，o高

さの度化を調べた 園'"示すごと(，眠崎を 4まで

の正需省でほ"支障書問患者と陽線に.負荷後の RV，

はi 安'殉に比して貰いカd，.tare 7まで符勺たま調書運動負荷防におげる正常者の."の変化

」
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連動負荷崎o.，史の高さ鼠安普却に比ぺて夜化す.ζとは，今回まで多〈の人によ噌て実宣されて4きた

B設@高さ I~

考v 
• ~.....l <:0...." "抽...'叩，-凪
h胸"珂b・\"~ DiM山-. 

』・.‘

十g

.， :・;
1
:
:

心債の位置の夜化

心霊肉伝舗の夜化

超電カの変化

し倉‘し

(1) 

(2) 

• 

ヘマ トタリヲト僅の""

.. の舎気量の夜化

(3) 

〈‘)

(" 

..積々の図司Fが関与してい.と思われ.

fliii. Bonoria・が墨勤負荷後のR援の高さは，安

....に比べ正常者で怯低下し，虚血量生~嘆息患者では

増加す.と遂べてとれを遷鵬時@定重機能の ~afW1e

に緬し虚血性心疾患の.. 阪の衛..として用いる

ζとを縄ーした 今包の事是々@結集..勘110nl等の

鰻告と罰織に トレ"ミル還爵負荷磁のR訟の粛さ

..・-s -， ，・
h ・."h帽

脱明本文阻3
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一
。

-拘叩I..fOU!'l' 

.TtI，.. "四1DiM .... 同

.~ ll 、、

定.. 畏疋調官曾では低下!異完m-では増加した し

かし運動負荷中のR哉の変化lま.高鮮に有怠!H1f.l:く，

さらに，蓮魁負荷量をS綾障害震と'"常君障とで間ーに

すると Z禽'障の負荷後の思議の高さ怯 S後1O'"専

問.. 増加した とのgかるトレ"ミル遷鋤.荷後に

盆じる，胃者のR訟の'"化の'"ま両者の心室機能の

"によ.ものではな<.単に;u防負荷量の盤をみてい

.冒号館佐が示される 運動中または蓮島後のR設の箆

!::.. 
-・"『

7 言-
3 ‘ 
E.lon:iH・叩

ーム

' z 

•• 
.， 

• 

今後な化.虚血性心療患の徹楓にはりえるか否かは

お検討を要する問題と思われる

"明本文図‘
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運動負荷婚にみられる RV.の増高・減高は窓島目黒

疾患の指栂であ.よりも負稽量の塞が"図とgわれる

泊荷揚寓の機序については今後の検討に俊ちたい

鯨文

。

1)&回ns，P. E.， Greeaberg， P. s.， CastellaDet. 

M.ム盟I伺 tad，M. H. : Significo.o.ee of ehange!l 
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G，岨 E.E.;Q腿 ntitati。包 ofQRS岨 dST
晴山間阿倍~"国民且E回 J

n ; 4応イ路'.1鋭諸

ー)Simo"，oll， E. ; E!fec氏。， ....怠旬信組H"

.. ， "鈍仕切揖rdiogramin healthy ::roung and 

midd1~ men.J.A.pゆ也Ph，山LI;584-認す，

1953 

5) E.:K，白川.laand O. Luarila. ; Reaponse ol R 

山岨pli叫 旬開岡山 開副匂

".司..-αin.Res. '1 ; 258-お3.1915

質量肘踊

竹内遷動量の差急河'"に問題に'よると思います払

それ'"速してI 連動中に・.....、4にな，た均に，

R放の厳置があラた盆例がありましたが，遷動量が増

すとR援が高〈なるのではなしむしろ.，てく.の

でしaうか?

毘 • 開

大;r.Itaee 1-3 i:で怯.. 愛は高〈なり..包.. 

-‘.より 徐々 に"..してきます 2綾鱒警務で払

ほとんどの"傍が民樗，.以下で.eo.d-pointとなり

B後が買い...・m・マ p回"'<スると考えてい

ます

竹内在どもは..-匂5年前に QBSo高さを，マ

スターテストで毘ぺました と@方法で弘安嘗時に

比してR'霊は伝〈な，ていました B設の高低t主連動

量が大0<関与していると患いますそれから，選動

を立位で行うか臥位で行うかでR穫の高さが異なると

いうζとが'-6年前にフ4シランドから報告されて

いま した払 R程度の高さにつもては，いるいろと問題

があると墨います。

約山〈座長)R畿の箆化と進動.の「山C介在す毒.. 

，.につ削て何をお考えですかゆ

大Jl: R畿の度化を心盆容悪質の.. 化ゃ B"'，効鼻

で隠明す.考えがありますが，それだ砂では解甥でき

忽いようです心室内伝噂の夜イt.，.舗の位置の皮4じ

"の含気呈の.. 化等いろいろな因子が復維に関与して

い.と恩われ志す.

長時間心電図記録からみた運動負荷心電図

内山 殿緩・川軍 貧・

村山正樽・

1 ，.じめに

血血栓心居患の.. 断には 霊動負荷仙司闘が重要で

ある払唆々は.I診断をより橿突にするために，トレ

ヲドミル葦動負荷賦...事よぴ，.. ".心電図を併用し

ている今回ほ胃者@結果の比e交を"..それぞれ

の特低および有用性の検尉を釦えた

立 対象および方着陸

対象は退去1年司聞に当栴外来志防策，白鶴不快感

.東京大学医学習S第三内"

村尾 覚・

-を主張として受鎗C.虚血絵心宅提患を提われた患者

のうち..時間心電図と.温動負荷鼠臓の両者を実施

した男子氾名女子8名で，年令は男子制。_n才.
女子ほ2ド"才である 瞳底意義亀診断は.労作教心症

"名.，・悶性心a商標JI<労作狭£、症を伴う者6名 (. 

名@安・2発心症を含む).院旧錐心筋視察2名他疾

患9名で， ζの中にl私心&!l.C;慶，..弁膜震が含

まれている

ζの"名に....宅周心電隠とトレ，ドミル田園初

鼠届換をで.る鰻.同じ呂に辺環発しで行，た '"脅しで



.. ‘ 毘 • 
いた禽t!.at震の件す慣り中止して!中止後..'""

に鉱織を行，r.. トレヲ Vミルは各人@選働能力に合

わせ'，30m!:分または伺可分. .度傾斜から鎗~.

S分ごとの多優働法~主に和、症状mlL霊笠木型車

保@也事巴£伯..予捜瞳覇道島町の週聞はぽ下によ

り中止し.lmm a土@町鑑l'を沼健とした U時

間心電厨でI~ 舞停の自覚盆設があり.sr が，

Qt上降下したものを・佳とした M.I;. 2鋪噌間心電

図の樋合低原則としてCH.または SM.E号事で聞い，

運動負荷は V."尋で比駁した.

軍縮 羅

'"に示すととし .. 例のうち."嶋掴心電酒置で陽

'" 
" -u .... 

F皿叫胃 司 .. T・
同 向 舗 " • 11.'1 d守. 1・ ‘ " 
旬凶 >> n. u 

盤側は怨例で， ζのうちトレ"雪ルで陽性であー，た

のが忽...，・佳であ，たのが2，略留めもれた "崎細

心電掴で槍盤@もの'.. 略のうち. トレヲドミルで属性

@もの4例，陰性;>，.例であーた 買検豆島告で.また

はどちら1>-方で箇位。。象者包例を外来入反測にみ

ると， λ農患者iま8例で."時間心電置で格性の‘例

隠いずれもλE車中の患者で.行動が居常富島津より餅限

されており， ζ @た調，.陰性にでたものと息われる

ー方トレ 7ft..... で槍栓の"聞は，舛来通B眠中の患者

で。，例とも労作書展<霊であり，心拍&血圧ともに

+分に負荷応よりよ鼻させ得たが，鎗果は.. 佳であ司

た しかし，両者の組み合わせにより，虚血佳'"嘆患

のほほ金側..融房副鴇-"診断@確実後が相

したと息われa
".発作曙宛嶋の，.白銀を比叡すると〈関ー人で発

信が何園も，.ζ 令でいる渇舎に払そ"... 小@心粕歎

で比絞'.... M心旬固で見bれる発作@省舎の'"組.. 

が.量動負荷による発作調発"の心檎..と.しい払

また~多い症例115例で.しかも.. 衝で狙心崎多い程

度にとどまるー方そ@他。11例でI~ いずれもトレ

.. 腕医学.第36...1~

"ミル週間食費で甥発した場合の方念"'.白書院は多<.

m拍から舗網種田L嵯衡がいとも多く....聞であ

O. ..鎗以よ多い聞は.いずれも2叫間心電図では

電車R中広実作がおζ，ている例で，その僧の"嶋君院が

非常に低かーた例であるので，隠とんどの例が秀作の

虜鎗は却鎗から姐鏑... 巴還動負荷の方がι崎敏が多

いとい勺てよい

ζ の筆を，.ずo.函の1っとしてJ 健作る嶋訟のピ

ークに還するまでの崎間を!tl愛すると〈表的."崎

ヨ提Z 発作心、拍敵〈ピーク， "遣する崎間

eR a圃 m

〈旬銅色 。

く""'且 ‘ 
。

< ! "，10.. • T 

~.且i且 ' u 

間心電.，でtま.網秒以内に上鼻す.ものが‘例. ，分

Z乱肉."例あり.ζの時@働"として位継段昇降.

E砂忌復m・眼目tt.i:どおあり，縛犠な倒でi急 処II

に"いたもので，嶋崎に心州政が増加し，発作をおと

しているー方bレヲ Vミルでは，会例2分から3分

にな勺て，著作4咽散のピータに還してS切り，同四時

効果もM ものと息われる。

1><に集作均および負荷中止後の2分からS分後まで

貝Jヒ不登震の陶覆続度を比叡してみると."防関心電

置でIi.よ皐錫外収...も心建刻タ叩a・"忠商容

の合併....略にみ-れる念、 ζのうち"聞は安.脅に

も心室即叩掴があり。心嶋践が1∞以下の比脚色遣

い心噛歎の繕作のときに出現している。ー方重助負荷

で払よ量包心温鴎'"収舗払おの怠の1例ずつみら

れたのみであ，た

"時旭心電図におげる発作の2時国動作は平他歩行

がも，とも多く...ぺ包圏1.... .使が8鳳階段

昇偉時 71iil.at1l.忽床均5也会司....禽後が4固

と畿〈紙勉時関心電図で見る....周常勿作で"し

む満'院はl2O-130.(;剥がa隆司Eであ.

，語体時調路，朝方厄床崎前後τ""...の労作"が

“IlJ.夜間の"帯。，が10固であ，た ζのうち笹原中

および夜間の"探".またtさら組尿"のみに発作.. ，. 

ζーた定例が3例あり， ζの息者はトレヲドミルでは，
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直然発作と岡1;.(.-州政ではま。たく盆措および STO

町巳がなく 跨叶噛臥上多い負荷をかηると，経度

の室伏が出現する乙とが注目された

"に"時間心電扇の霊例を示す

個"ま61才の女後で，不安定2安心症と考えるれる塁

側であるが発作£浦敏に遣するまでの瑚簡をみると，

非讐になだらかに£伺数が上昇して金て!ピータに速

す墨場合と 急厳に発作の心瑚訟にまでよ昇するIA舎

がみられる 勘作め積婦にもよるが発作をお三す心

鎗致も多少異怒り，慣ト人でもζ@ょうは現a院がみり

れ..

帽 M ・・・ ・ -
u・ 4 包予
. -，令守

包 • 旗掲

悶"主 恩靭喝にしか舞作をおζ さ往い定例で...

'抱負荷を権当量得，ても発作を甥発するζ主がで舎な

か..t:.1:is， 24崎高心電図をつηて，阜眠"春初分"ジ

・4ドrグを行うと...右側に示すように，司野明t乙 ST

僅.，-がみられ.しかもとの'舎の<特設は運動負荷崎よ

り少ないζとがわかる

lV肴 家

連動負荷鼠験隠I 虚血性心疾患の診断.<.，.能の回

復程度の.. 震に使用される払・iDa"!etwo IUp回 t

健診断事が"し血叫tilu，ebiザ由官官掴怠出e回 t
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皿 箆 .. 
低血嶋関心電2と周じ..肝寧で.&，，".重た，U・d
E且iと".. 都心竃"".ほ巴.... で.&oD

，tた昼9・m
心電図にBげ.有居住を示したも"'.多い剛警を々

も買.... 接を忽合わせるζとにより， ..賢司区を苛め

るζ とがで倉た 健作"の心満敏は。大多司院の定例で

蓮胎負荷の方侃 UlltM心電淘より.... ・ω錨多いζと

が1I~もれた... ，併でt沼‘"，，"心電'"の留保発作の

方"多..ーた， <'"軍国と して，昌明官盆活~の方弘

鵬・"....に遣する時閣が短いCとか多<，翠踊負荷

@場合は-宮司p効果があるζと愈』つ"'...とし

て考え切れよう また遂に ...障に<，白銀出土S与す.

墨.. をした"に除菌総発仰のヨザ""個取が多<t..... 
てし衷うιと‘考えられ.

軍動負荷"にお砂る不草原の幽賓とその危.. 事t色

村山・'"・...がある払長....心電m"，;&'~. 8:1' 

aむを，.ょ""作前後の不・.. '"岡，.にtま.温島負荷

より優れているとと怯帳倍されており只今留の結集

も'"帳で.&.，fヒ。早寝のみの労作狭心tL夜""毒束"

に"ζ."心~"I!.その心訓白書室よりも 静 4抱広上

の孟助負荷を符わ低いと・佐薮見S鳴られず，興.，..，

U労作竣心症とは異怠る..じを受貯る鼠今慢の後m
"必.. で~る

V まとめ

翼鵬負荷心電掴能は.A:殉旭(，、電密桧からみたg常

...医学.弱者第a

生活の労作"の健作をよ《再現し，その".. ・NeJH!.
~~高い者が多か司化

E常生湾中@労作"には.発作@ピータ<噛ItK遣

する"Mが皐いも@が多(， 8調官労作に応急撤宿運

動"含まれているζ とが示穫された

皐綱隠語.<る労作挨<....夜周の律家"の発作£岨

敏弘還-.. 覧験時""著作線信(，特敏よりお~伯心

鎗11いζとがS認め切れた

文 '眠

1) Woll.E..TziYO'町、D司 Skn，S. : Br. Heart J 

舗銅，1974

2) TalII1U'a， K.， et a1.唱 World白暗闇.，1 

c・...，明0'，1釘Ubo佐 町u1 G:ぉe
~S世-:. 5..Tzit'o瓜 D.:Br.a.即 t.1.:st:.al. 

"" .. 
・)加n，s.，T目。血，D、StenI， Z. αR由国崎

az: 10嶋5，1975

""町・.yama，H..Shimomu.ra.K.: Ja~込 Ciru. J 

‘.s : N03.草~ 247，1979 
旬。‘wtord，M→011<>巴.ke，R. A匂 a阻止m.... 

凡 E聞凪時:.B.，Ro・uα間凶綱初旬"
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ストレスゐIiシンテ@・・面的価.. 

運動負荷心筋タリウムシンチにおける定量的評価の検討

吉賞 金脅・.鈴本槽光"

益梅 慣- J l・・.春見建ー・

は U め に

心.".I'!I亨ムシYチ，.， .t..11現宵竜崎負荷時@

o箇血樟を竃檀的にR映すると宥えられ昌方法として

ます宜す箇車的"利用されて量ていι 己の融董"非

置聾的であり，重症例や小見広島民軍司睡である払

"・田1D持つ物理掌ι昆置や. ~~手書"の佐島

あ刷、は£咽e・ーによる騨偉力の僅下等がいりま U

り，覧車@判E庫区拡充分な陸軍を聾す畠"."柑襲b

.."おげる負荷到の 8陣 ilieity1i84"から瑚第

といわれているものの，飴!l.liu.ltyfま."，から弱"，

di.MM P"司.... 掲は''''から16%といまだに笥足の

い〈鎗鑑に渇していえ包い@は.ょJeD轟停によるもの

と考えられる・・・" 方" --J!に寮々 が心筋タ，。

ふ ~ ;I~を司開腹するのは フィルムに.，修された自障を

肉雌で見て作うのであるがその輔副乙何らかの歎盤

的鰐価の寝付げがあれば，より客慢的"所見が得られ

るでaちろう 今回署是々は虚血倍以c.-oc:.a， (.，、筋疾患を含

む19例DI!例区つ.心筋シンチグ，ムを符いn.. ， 

負荷崎の左.".'の細遣を皐定髭鈎に碍笛し.鑑賞に

よる判定との縛比を"み，とので・E・する

1 .. 例

対象症例"狭心...... 衡を街え，思動脈"正需で~

，た 1 仇後~...'民心筋....風物売値，(，，&11

"もそのIまか."の針拘宣例で~.，

Z 方 温島

.(..6 T唱 !，Þ ;I~は前置主左卵白色対・，盆側面で磁られ

たものを使用ι"....及び凪荷"の !，Þ;I ~グ，ムと

対比した 噂定量化に陪“x“...~~.，.タスで篠取さ

れた"ージを.'のごと〈ま・碍，負荷"ともに閉

じ位巴周じ大・さで3分割した.リγを段定し.更

に，.・・負荷司とも心に対して同じ位置調係，..じ

-・m犬家.fI.!iJIIa a.tt・"“関内情

思.G.，

reost .Xf'rc.i5e' 

MPEI:A 

園主 血卵圃ldialperf1凶硲111..h' : W回""，u

【MPEI)

大・さを鱒ヲパヲタグ，ゥνvを.!If'"いし厳痛に"

，.した '"・情。負荷時ともにパヲタグ~~ ~ l'が夜

化してい"いと仮日愈して<'"おのSののzリァを".

タグ ~"~JIで僧正い.，・・・l 負荷喝の比をとり

MPEIとした MP置 は各方鴨..四時及。金左.. の

‘・をS方商で合計"... 幽した。

. .. a民

tず定例を忌示する 聞21168才男也不安定2良心

症の筆例で，土.. に""拘の.同'"に負荷時の !，þ~~

グ，ムを.下段4ζ各..位の KPEIを示した その下

の~即時方向に制.金・聞の MPEI を来して

いる負荷クシチグ，.t..11_“t.r Z IWp・... '加を

鎌符直後"・，...らにZ分憎の負"を飢え， <D 
.'崎冊以内に栂修した ""  .. でほ.，・・警のνンチ

グ，.はゆ慣に小さな欠.がu倉え負荷シンチグ，

ムでは左筒斜位目障で広.'''1町。腐のa隆欠舗と 左

側面~守備下KÐ小纏匿の血健欠"'11められる

・oIP&It怠Llか;Utでに分痛い..~備の欠a・

の KPEI捻Llで.C.001I例・::O!joO)(P&I 00ぅ
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ち-.低い数値で... 聞$に1"，例にお'するMPEI 金体の ..01の平盤輔・はJlII!I$l舗::1:0.38.不変却

の分省決"を示す上."，例の MPEIの分布袋!Uot 1但土a“であ吻た両者の周にほ統計約包有怠筆陣

左から"島自に示されてい. 白丸信各方衝にお防る みられ抵か勺た褒2はシyチグ，ム上で負荷により

金・閣の MPEI で~ø. cれより窓必思g定患で健 局済的信心筋血S制緩下がみ切れたE障を〈吋 低下

..01 の~依"が大舎も、M肉がおり.心筋使皐その がみられなか今たE揮を〈ー，........，を怯}とし
ほかで陪小さい鋤旬凱あー允 しかし抱が切 MPEI それと ..01の."高値と..僅.0釜の大.，撃を剣比

の平均.は."疾患鷲で犬小さまざまでoI).，f，:..1 したものであるaι{刊鷲の写陶盤t払舗.(ー，，，

Sま~:-チグ'"を畿..し.怠案全体@血塊....加して の平島健t飢舗で， ζの2欝の閣には'"以下の"突

い.盆例《同国由ゆと不."嗣@組.. ， 0露"に 皐で有..盤が寵副bられた

S奇妙. MPEI 0平崎鑑と比駁してみた'0である
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赤羽憶に根奴が大会〈目

水中に省いては 5帽でω1.1:.10咽で怯mhに誠

と比"L.‘、ゅI¥oTc.gg悶

a・a
=‘“ 

1.21 主..
少してしまう" また通宿毛堂々 がレyチグ'Lでみて

いる11.11.心筋血泌を2次元銅像としてみているにす

tf~ T1舗"ま肺， 例縦断胸2にもとり込.

レンチグ，ム上での判定はζれらの副院h
'" .. W 

• 
i
i

引
い
引
仁川
L
U

一則
一

•• 
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1. 11 
=.Q.n 

そこで

容量的

.也い

れるた硲，

に犬舎な膨奮をおよfまずζとにはる

心筋イ〆 -'.lの判定そlllI:による判定に2悶え

，~，‘・4

現箆 :'!!illhiU".使に掠隆盛岡"..偏するにt三官

...心筋イメージが..もすぐれてい.といわれている

しかしTl・"1の働環待佳俗衝窓掌イ〆ージに通常用
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に梓笛す.鉱みが密々なされているaω 今図書是々が

低みた芳註怯遍常値覚で割注してい毒安鯵崎負荷略

の比伎を.パヲタグ，.， YI'を摘正して各"位のカウ

y 争訟の比に指舎かえたものである 本俸の長男時と

しては，方盤が比般的問震である ζ と，決めもれた

a皿内でのT1ー加のカウント散の比叡は，.，.よりZ

健に算出で.るととである したが唱で表1の視賞揚

見とM:PEIとの聞に有意釜がみられ誌か令たという

ととは。..覚巳よる"，.の治加の判定がイメータの111

彫条件や注入された'"止のちがいによりa興事令てい

る可能性があるととを示している 一方今回同ょうfよ

大きな・摘の段定では血峨欠樋の健週が、さ〈なれ

ば征るほど MPEJ を測定した~泡の方が正常心筋

を多〈含み MPEIの度化か幽にく〈なる さらに

銅か< MPEIの・植を"定するとカヴ Y ト散の

統計".崎 支俗均-A宵喝の位置の再現性等により

MPEI の~.. 怯は底下する MPEIをどの湿度まで

績か〈段定したら良いかは今後の倹針を要す.と考え

られる しかし表2で示したどとく乙のよう屯犬舎な

a閣のa定でら有....がみられたというととは 担

覚判国主降局所の搾箇に喝して肱かt...りfJliltl.$;けそう

に思われる 以上後々が今国検Eすした MPEI隠それ

のみでは心筋T1の商売毘を充分こ皮換fましないものの。

通常肉眼的に見てい6自慢と MPEIを駆らしあわせて

考え.ことにより.よりE稽f"A街目、筋T1シンテグ

，.の判定が可能に怠るう

ストレス心怒シンチの量診断的価値

IlU 雪解.".綿織

文 献

1) Budin~r. T. F噌 et.l : Pby，i飽 andinscrum 
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冠動脈iS器所見詰よび負荷心電図所見との対比

業鹿 正'.成凶充啓・ 字佐美慢久・

はじめに

敏射性カリウムの同肢体が心筋掴抱こ燐留するζ

と"念示されて以来，心.9im暗;ng治‘心筋梗塞問主会

慨に刊周されるように怨，た さらに ζれらの同位

・住友鋳旋門何

元忍のうち a・K・IR 1>，潤'11.丸心筋向凡酋'"状Sに

応じて."注後温やかに心筋肉に'"駁されるととによ

り iI動員筒怨どにより生じたー過位の虚血そも2会話

しう.ζとが明りかと江り' 虚血性心疾患の診断に

有用である ζとがすでに多〈の研究者により示され



‘&fQ36.11!JI (l2， 1981) 

ている' 怖に・明 r:..(.'s'へのS買収率が高〈ω."
koVという僅孟ネルギーであるcと 司島根期以編

時閣であ.ζと・怨どの亭'lII.を有し..もよく利用さ

れている との・'T!を用‘、震動黒通影を行令た"

盤側巴つ・，運動負荷心筋シシチグ，フィ を行、、

その有用蟻と限界也選a抱負稽ι、司IS 窓動脈遭影所

見と剣比検針した

E 対象および方ま

対象は竃鋤尿.aIHCて少'"とも 1*の主要窓動

脈に."，以ょの狼穆を包めた量動B医療患..侭冠'"沼震

に~帯~æめない"例の針"例で男子調関女手3

例匁4・{三位、7・才写勾.. 才である 11M脹疾阜の

内ftl1. 院関色心底便.'侭健但色~筋梗.霊~~

" "同心内Z下使.2例.，集'('-':14例で，ー後.. 皐

11例。ニ腹E廃車7例三院院皐e例である右"動家

包

命日叉115mST 低下 1mm  aL  J lI:I. ! DI園以

よかっ QXI前~!iO':. l.IId/or負荷u 又11S lI:I. 

ST'医下 0.5mm 以上 1= 朱a・~町凶m叫それ

以外を a常‘tiveと判定した包お不盤累，使書部

m・での ST上昇.T波の変化のみのものは判定の考

慮より険外した

...防負荷心筋~"/.，.ほ. ""0イ Y& 婦問訟によ

る回旬......od>>*心.!lill:".$;;よぴ各.... ，街区峨にs
.， τ'1 OUUl録匂を用いて判危嚢僻崎正常国併

を呈する場合Iま連動負荷lとより..r，闘の出現をみ

た窃舎に.また.，.静均に dd~t を有する例では

...助a笥により der~阜の'"大をみるか ζれと別の

歯車位に続たえ込 def..，tの..現をみた場合にのみ'"栓と

判定した

E 鎗 a民

に後窄を有しe かつ左'"動脈主."にも橡窄.有する ')翠E白川曜疾患例

例".三後漢患に分刻した 竃動脈疾患30'時中運動負荷心電図'"佳信"例【.. 

シンチグ，ム他陣:ra""nhoJe hl，h .......llllio歯切叫 %〉，問凶，拠" .狙えても..例 (53%)，蓬"負荷心

園町を事書置した Pho/G阻園田JI!:.-"/子治" 窃シ"/'1-liltr玄関側(61却であり.有..豊はみられ

そ。1I.11lltでまよユヨンピ晶-，に纏..して包録した 鉱か吻たが心筋シンチの'"九ー退色心筋盆血の陰

安o的.(.'Bi:'-"/"11.・守12勘α をD主主役"分よ 斬にすぐれていた また.両者のうちいずれかb噂 健

り..iE.lIi.左前働位“度。左側面の2方肉にて .， を摂したものは創例《鈎mで向者の併用によりa
E イドヲ，..ιにω万カウン.~鎌首自民.樋a修すると 血也"'l定患の惨盟野率ば向上すると脅えられた(図"

岡持に.l:llilt.tr.!lコ Yピsータにも紀録した

運a助a得心筋シYチ"，自転車u ，〆ーターを履

い!坐位にて"又は!iOW&Uの負膏量より限胎. ， 

分Ii!'C!5叉"..・...づっ負荷量を唱す.""'，臨増

益にて待，た 負筒~，ま. I師範濃極".(CM，)にて

心"園.，‘ターを行い，各箆青島織の縄長路E州問に血

圧を3陪定 u-ー皿，.の侠，，，..... ~佳品ター心電図にお貯

る 2mm以上の ST低 水 年令別予測..大£的nの

8S!"... ts不健康 夜労などの中止轟舗院に温した時点

で，tlTlをD也き切に2分間関レペ府句還島を..η

た峰， n荷.. " 竃後 S分後に，，~‘心電図を定

館し a罰処710分復より， :Rft'!fと同僚にシンテグ

，ムを像彫した

..動負荷心電図の判定は問 ill~.，伺山醐， .ト

pliveの3康勉に分刻したω 負荷~. Jl荷後ともに

区又l孟S=57盟 1..臥土あるいは"'ST低

下...以上かつ QXIQT孟SOP-を"・itin，負荷

R・30
園， -岨

ー"

&. ECG Eo. n 由。.，

." 窓S踊'医療阜のn婦にたいする翠鋤良資心電閣と

道勤負荷ι』白'./"/1"の陥a.. の比観

-"，足息11例中忍動負荷心電図耐性'"例 (~1 !，，;)

<<julw句.1を加えて'例 (53!:>.ilJ胎a荷心筋シy

."，伎は11例 (6S!，:のでおーた多釦廃車"例では

負荷~匂図同時は。予患に反L 伺'"岨I そ飼えて

も7例 (54!":)と 一段疾患に省砂§踊性事と同等で



2・
.，たー方.良市£筋シ y刊針。例 (17%)が鴎盆

で.，た@罰2)

安俗時心電2置に異常Q渡を有するM例中.運動負荷

国2

国'"'曙>1

1 WSS~ Dis. 
"・"

m雌胃盟副 D包
.. .1~ 

-CiIR，仏多法喫1院におげる辺鋤負仰心"閣と

温効負何心筋νンチの陥肱$の比後

....本勘悦>1

r~Ol寸 r-ns---， 

n • 14 

個2 氏自予防心電圏提常Q被のイ'fMlによる週動負荷心

電凶と湿動n~むÐi;.. ;/チの甥tl;:司区の比校

E<. ECG El. TI 
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園4 逮動臼荷怖のR，c，術."の宵鮒こよる還鋤負荷

心電溜と運動n何心筋;;;，チの削位$の比後

量箭医学....補埠

心電図扇怯はわずかに .. 向。1'"であるのに対し。

事動負荷心筋シシチ属性は11例 (69%)と.有怠に高

い診断事を示したー方， Q誌をEめはいl'例では，

jt青む.II!I.A宵心Z防シンチ悶盤1<，それぞれ， 9例
(56!.>)， 11例〈岡%)と 臨ま関等であqた〈図的

運動員有低験的に換£鳴‘の出現をみた12例では，"，

.，負荷心;;zm.iIf動員荷川、筋シ yチ1< いずれも10例

(83!..)が脇佳を示した治九狭心衡の出裂をみ俗か。

た18例で憾。負荷''':，電萄感性"同 (ll.!'，ρ，むおシ y

チ層住11例 (61.¥'';:)ι 有患に心筋 :/;1テがすぐれて

も、た"".) 
')正常鬼胎鳳倒

定動保盗a仰とて... 携を腿めなか令た12例は ~typ. 

・.'"四， p白血‘例安静時狭心盆4例，正常冠動脈

を示す心筋梗.2例.肥大型心筋症Z例。運動負荷む

電，，~栓であ，た.~陵の 1例であり，いずれも男性

であ。た

ζ のうち4例'"見切に這動員荷心霊園 flJseP制

iti.eがみとめられたが，遭動....心.a，;.< ;.-テは金例

陰性であり その・9悶ficit)'Q)高いζとが示された

][ ，陸軍

起動'"電車を対象とした遺動員荷心電図と遷勤負荷

心筋シンチの比叡陪Bai1~y ら". Ritebieら，.によ

り縄告されており，われわれの成繊払負荷心篭"'"

%，運動負荷心筋，;.<"チ"%の診断率を示し。...の

底究続とほぼ一致する しかし われわれの成績でほ.

ー肢~~と多俊疾患の綱ム負荷心電図の陥位$に差

をみず，負担.'心"図は多段g定患においですぐれてい.

との-"の開告と異託。ている とればe 多疾患では

心筋医定例が多舷そ占。でいたためであろうと考えら

れた心筋便事例ではI 負荷£筋シンチ怯負荷心25

箇と比敏して，有怠に高い踊盆"'~示した ζれは

安炉与の<古車図異常が.慮血色変化の也覆をとらえに

くくするためと宥えられた 方"1J:~砲事例で"，心

電図心筋シンチの聞に釜をみTよか勺た

また，~動負荷中に狭心制の幽裂をみた例で" 両

者の閣に鈴断a院に還をみ認か，たが.後£婦幽"の伝

か，た例で"，陽性Iま負荷心電図1I!..に絡し負荷心筋

，;.< :-.，.61!Sと.有患に"む筋シ，.がすぐれていた

このように忍動負荷心筋シ yチ"，心筋使"例
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あるい低速鋤.荷11m::.衡の出現tJlf..<.定た礼、"園

町~{ヒがみられず.い念、もしく f志向."圃，1 eha.D明

を示す例にお貯るー造性a血の"衡に有鋤であると考

え切れる さらに，その・開>eillcilYの高!、ζとから，

左蜜肥大志掬プロヲタなどにより負荷心電尽の判定

が園爆抱寝台，あるいは.負荷心電SlJt鴎性であり江

がら陰断に疑問のある場合に!ー過性虚aの存否の

櫨1!1:も宥鏑忽方法と奪えられる

しかし.f.lse勘句同，.，が般咽'"存在する ~;;'" 

でとらえられる虚血県の大きさの限界，運動負荷が+

分に加えられたか否か。遺訓自負荷終了後の適やかな窓

，歯車の回復により，血中を繍11する引の虚血心筋へ

の取り込みが煙筒町内に生ずる可能性紅どが考えられ

るb久その算編の解明ば今後に建された閑.であろう

ストレス心筋νンチ@量診断的優佳

m 
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運動 負荷心電図及び冠 動 脈 造 影 か ら み た ス ト レ ス心筋シンチ由意義

神原魯文・.吉田 章・

JII 下憲 ー・- .河 A 
ロ 忠 • 

阿国和記・米倉畿晴"右井 清"

1 G 的

."，，，心疾患において。"還"噌1 心筋~;.-テグ，

グラフイーが普及して舎だが州 従来より待われて

いる謹鋤民'R.t.f:!l(1)，し B曲}と震動膿寄 (CAO)と

の対比を検討した

z対象

蜘鏑又Itu1;図異常の術互のため Ex.ECO. CAG 

及~運動負荷"マ，<筋シシチグ，フィー (E::<. .'T1 
心筋シン刊を信行した 冠動虜疾患，CA町筋肉

〈うち院旧陸心筋l!!a19例. 1安心虚弱冊。 at;rp岨 2

ellest pain H肉(JlI2.女別..，大型心筋底 思CM)

20例《男 7 女町 及びう勺血型!.(;筋...αヨCM)1 

・..大零Il~. .三月刊 "京.文学霊学眠厳密学"

例(男〉を含む CAO以外の"例の合わせて..例で

あーた CAD rま金例男慢で平均年令はお才.，事CAO

Rは心筋定を除〈と平崎年~Iま..才であ吻た《芯お

CAD 35例は. ，践術変16例 2 tt13(J!， 3 tt 6例で

~oた〉

" ，智
組長

M価 uk祉観 bioydee暗。.m，による藩動負荷

を諸行C.E四 ItII.VF. V，及び%の...・で.

a忌ターし 遮IU，s.・を範行した sr低下降恥叩i

ZOlIt.:u I mm以上 J.岡田al2 mlll以上を珊佳と

した ECO r:て虚血色変化を生じた崎ああるいは

狭:'<''li省ないし疲"を街えた時点で，.α の"可1を

D注C.更に1分間"勤を鍵貯させ シシ..〆，に



組

て Po¥a.told...tに彼自食した 刺定"・凶幽lu_

・回臥で符令た健彫欠5の硯度低"・.0を巴噌b

tive， 1を ・ql1iyoeal(同局角0・"・)..そ・ma11(l5

-"・)..を mediu也 (45_銭円， ‘~ .~問，90'以

上}として，，，，.に分賀した CAO tま&川崎法又

は Judkilll儀にて行い， CAQと左室温彫 (LVQ)

の判倉ほ AmorieanH~t Ànぽ~，ぬ. o分繍町=

したが。た

1) IlI!ISU良市側室の程度と LVOとの<l>tで 筒

%以下の割色調置の繍舎は，鳳uludl，.red胤....副聞"

及こ1d.jlkloHi.を合わせて111，.，;で.16f_以上の狭窄

の吻合にr:LVQの叙簡集智か非常"高専にみられた

〈夜り したが刊ζ 乙で陪.-，町間%以上の後零を

も吻てuな包勤扱襲撃とした

.1 CAG l: LVG 111 CAO 

野 s...輔E・ d由_.・円~

二と掬 '1-1$ "ド"2ω 

x..f $掴~相岬j叫畠'7.01.....，. 
“ " " 1・《‘・m hMI g- • • ‘・ • ."・-岨 • • D1"'k.副詞・ • • ‘ 

一一 一
ドZ描μ帽】 taBTa叫 !(，!哨s】

..・冊目医学.36...鰻

1・).守司心筋シンチにお・ずる;7..~ .，..!: CADの診

断司院について・，.筋症を像〈伺"において~"した伺E

l.l). ;7.. ~1' S と‘を・盤，ス =1' 0 _1を信後と

朝寝した樋合， sealiti・''''陪63~. ・W細目eilY は10・

9留で.勺た スコアを2_'を脇佳とすると縛o，iti

yit，.はお".盆戸則自eityfまEω%とえなる ス=1'1_

‘を・位とすると回出由y削 ω".'pI ~:fi聞"

1:86%とえ，.た心筋盆を含"'"-会.. 偶働側で険討す

ると ;7..~1' 2 臥土を陽性と し化相・.. CAD Jl:U:o竜
じはので鍵...itiyit，.，ま制第と不変だが.Ip:cificil，. 

は76，_..:a.:J" 1以上を・佳とした場合棋倒it;yit，.

"上がるが・開ifieit，.酬必とか帥下がる結果と

<，令た〈・1(211) したが勺て攻々は"明心窃"""

.の判..，ま足コア2

ゐ"川叫，，'箔】

S同 r

w繍.

齢制Iti則"につ山、て EE.ECG 2量ぴ EL"'Tl心

筋シ，.で比叡すると ECO，ま行%。心筋V:-チ信何

%でIJ..t:. n: CAD JJ25側について削鍵伊・iti.. 

と1;， ..た 4訟のは.Ð四でIna~. E.， (.，鏑;;.-:-~は

討おで..た (I5!IIA)，CAD309略ゆ心筋複箪 (MI)

を除いた16例の Ana:i...例についてみると.sea.iti 

yity 1:1: ECG 69f'; 心筋シシ~81%で.有..差はな

震 2 剛 1;11111剖 1酎 .inr同 CAO

E...TI竺主」 C...D (叶舗

鎗

" 
ー一
.-， 

C.oI.D (_) 11 

B時

阿川y -同制.. 

uタ6 a崎
1・

(') ， ，一・
2唱。-， "

s
-
u

・
， ，ー‘
~ 0 

-・負師

1崎 “剤師

CA 0 (り u "・.，ー》舗

【')

P 1.4 

N ・-，

. .-・
~ 0 

掴--"。
“男6 U~‘ 

-匂省

C.oI.D，田町内山

p ， I'<ooitift ~， :;....OI.. 
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lAO 30 lAO 45 

"H'国

.ゅ 、色 ~ 

掴 Z Co.se 1 

いが 2・'T'心窃シyチ@方."・'"'IllltiV.t)'が高い傾向

を示した ft:CAD I専のうち心..鹿を除凶、た症例でt孟，

ECG の t，，~ 伊山ife:0136%と怠るのに対して，心

筋シンチではOMで~，たCLlII l.)

C.D のうち寵息血嘗般によ.舵1I1iuvityにつ、

て.."した E~ ECGと Ex.'''T1心筋"'...チの

aellliuvity tま1践例で (ECQ68%;心筋シン予"

%)， 2 tlで《舎2.9，，;1ω%J. 3t震で(83%; 10帖の



ω a提訴審学 M'"陸..n

弘、d

♂号、

園， c.槌 Z

と信り.心筋νyチの方が買い傾向を示した

LVGの収鎗異需と E%.ECGあ.いほ Ex.'・引

心筋シンテの陽性化との合致$を検討してみると

Ex. ECG とは6O~... Ex 心筋クンチとは18%.で~.

た

Ca... 1: Y. K. (triple ，蝕鵠，¥d悶舗.. ) 

Ex. ECG は陰性だが:， E玄 "~I 心筋シンチで陰影

欠績が明らかには，た

c .. ・ 2:F.Y.(~慎 CAD t} 

E:<. ECGでは・VF，V，及び V.で ST低下を'"

め悶性だ治<.E玄"マ1心筋シ>.でl本符に除草欠侃

Iま包められない CAGでも特に異常所見は"か，た

V 宥後

1tt明変で Ex."'1丸心筋シンチ陰性の定例では

LVO， EFともに正常で，心筋シ>.のスヨアが!左

室の，... をよ〈反映すると考えられる 左前下行怯志

位OlO高度決窄例では Ex.ECG栂性にもかかわら

ず 心筋シンチは陰性であ勺た 本例にお貯る"'1'1

の役与量刑巴対する心筋際取事の選勤負荷変動寧"は

-30%であ。たlζの IlIdeJ: IまE常2障では増加する

のに対L何 回oI揮で怯歳少叉肱不変とはり，ある程

'"心筋鎗血~.-t'，反映す.櫛慣として使えると思われ

.o. 2tt及びs続軍可愛における Ez.ECGの・阻liti

引<，の'"ま s伎利賓の定例散が少往いため.更に

定例そ増やして検討する必要がある 非 C.ADI揮で

E.心筋タンチが f叫....・itinとは令たのは HCM

例であり，その原因はその書舗悔el.ricconfigura白血

によるものであろう

繍 E 

り運動負荷"引心."シンチは蓮勤負荷む."図に

比べ zωlitifily.lpecificityともに高い傾向を示した

Ii) E認心筋シンチriEJ:. ECG 1I::1tぺ心筋血捷

あ.いは心担能をより道確に反映する借惚と考えられ

• ui)心筋血援が r10balに僅下した場合に隠陰修

欠慣を生じ怠い犠合，<あり 金心筋血"を反映す.僧

..~検討するととは有用である
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1) BaiI.，九 I.K.， et aL : Cireul以""..・7・'.1911
"""削i.Iliek.E. H~ et乱。....，白.rdlol・1: 43. 

"'. 
"'間隔，W.O崎氏aL: A Reportioa 8y・~側

P創出u"'.叫 forCoronary Artert 

ストレス心筋シンチ"'..断的価値

" 
Di劇風se:Rep・H.1位JeAd Boe 0。隠鳳憎.

for Or叫 ioaof co開 mwaneryDi--mL 

白巴臨場l 岨"""回~血，..，官官'1. Americ岨

R値比担刷出白血α剛山側副('.勧ppl)

1975. 

。宕井町R他帽学四:787闇‘

運動負荷心筋シンチグラム由民艇における問題お申検討

宜 E事態

小体

ニ・ 宮 本

村

寓・

裁・e' 訟 尚

伊扇動司e・安回 III -・古館正従"

隠じめに

タリウム2011;1;， ~体内に役与されると，窓血涜複

を艮換して心筋に分布する後心症では忍動負荷Iとよ

り狭心発，."震発されてい.時点での心錆;..:.--foグ，

.で隠虚血俸が C。岨 a閣として俗幽されてく否

とう した負荷心筋νyチグ'"ーでは排便密約に心

筋鹿血を映像として視覚化で会るため虚血の蛤断が速

かにまた容易に行える，..特憶がある ー方; シンチ

グ，ムの'"時は-，史的に.~ø..を見分貯る作1&で~

り，調a障の2 ント，スト及ぴ..修者の径.. が彫.し.

情'ーとしての客優位が袋三下する観釣をも，ている

今鳳宅建々は負荷4商会，:'--foグ，フ， -o情報とし

ての客個民性""'''断o精度を高めるa的で， (1) Il 

a彰者によ...断のばらつ.， (2) JUIJ(..J.1j.ft:のg

・ft， (町白dorim.昭"'"の応用のS点につ会検討

を加えた

倹肘(.)

心筋画自民のc.w幽噂の判定において健彦容の遣

いによ...・時間ぱらつ@について.."す.ため.判定

すぺd陸軍側広岡して予備匁舗を持た:t，tいS名の医衡に

・傘淘温大学医学...・内特・・関 a尉.骨

(.ゆ} (+ ， {ー}

明..~鍋. 不均・9有 a .. 鋤・9布

箇 1 =&織の岡11"値

よる.. 断錨"を比e愛した
置自民の界値Ji!Oを便宜的に園1のCと"屍婚に分

銅した {怜)隠明らかな欠鍋を昼す.・fl， (+) Iま

"副主でいかず五いが不"・分布のある困tl.(-)は

惜"均噂と"えられる置僚とした 恕払検討は.. 

画像で行。た

結果ほ袋Sのととし S名@判定鎗集がー量したの

は.. 画像中1鉱8ft:でその割合は:64%で~.た. . 

~のみが異包る判定をしたøn全体@包:%， J =tがす

べて奥".判定をしたのn金体の.. ，であ，九.~

のみが異信.判定をした...も.I=tDl <+りで2名

が(-)， Z~誌が〈ー》で1 名が(*，舘ど判定の筆が

大会な場合もみられた



長続医学 M"・ a・・‘= 

。倒心鋼磁の陸定.齢腫鐘""提示

• 副-m 

C<よる判定S温泉

，
 
.. 
“
 ..ント接陀よる心筋シンチグ，.の民倉.位

の判定

周2a. 
心筋シンテグ，ふにおゆるタ'ヲム集積.の不

均一位•• 

S
S
E
a
-
'
M
M
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 '''m舗
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B. 

* • 
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。
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骨

骨

骨

骨
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且
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• 
• 同情》

事淘僅.・D【.)不淘司膨分布<*)明・.~.・
《ー》隠Iil'!司・分布 ..・:'-T~略..宮IOYI'''''，8冒 @

"・会'.1$

ロ・日明議'-"侭o.・<'.圃僅

健曾省10..".15匝.
ζのζと.. 心筋冒愈o:Y.T1i(とも."ぎについては

鍵髭者@追いにより.. 援がfぎらつ〈可鑑佳のあるζと

を来してい. .岨'岡 崎配扇町

肘 (2) 検

署長S

.(.-lIi!l.t.時蜘開6O!fu..t.Dua 
夜明'

" 
80..1<1・1<" TSf‘ 
8poelfl.l'1 ，鋪鯵

伽凶・~.同 ， 15$

t.Looo ，...;'1..，附

..吋~"叫凶 3 ・1鮪

れる""症例の負荷礼筋....心筋...例の"".心筋

冒険で.. ω%前後@大企 fl.t-~じていS

Cのζとより，健常者の心筋園a訟に見もれ."の上

院でl>d%2-"以上の叙抑制の.. がある樋舎に依，有

2障の度化 (P，thol曙 h・l)と考え.ζとがで.る

ζ う した"・，r，t f..判定方普を周いて袋~直に抱いて

血尿的に飼.と怠る定島民鋼交の.. 援を行，た

... 防集局R・E及"負荷心".ンチグ，フィーを泊肝し

た舗網毛針.に.5Of..12U:.の窓蛤!I!t'帯同S診断寧を倹

'守した。結果は表8のごとく 俊也$1'173% 特異色

1196% 偽感性:J1$j払偽幅値t~9%であーた偽脇

佳と"，た多〈の例tiS tiJf変であり全体的な心衡の

ζうした健常的評領の倒的を繍い.情慢を客.化す

る目的でc..，唾w を用いるデータ処理を反るた

心."島.位11)， 'J.， J._.量を実a・If)eoWlt訟で

忽示するコ...，ま."で，".隆.... の繍川的""伎が容

易であり.. 値的であ. 間"ま"'.位.. 'の負荷心

筋n であd.Gtap市icDisplayの.-γル織を周

A.8，CO3j・n野省よぴbo<k，同.'"として総

院.に関心傭峨を後定す. 園2省t主計測した平均

脚凶.，を示しているが飼~~属.に相当する関心優

緩Aの舗也叫がほかのB.Cに"観して億鐘をとり，

岡・位の館漕認を反忠実しているものと勾えられa
ζうした民岨必さまを用いて低調il甑 島.. 断ずる樋

舎にほ。どの忍度。 eouatの盆が有"の震化である

かを決めて.，必要がある

..川ま， ζ の園町のために，健常者の""及び.. 奇

心覇酋国L有S訟の思..，眠後窄を有し 負荷a・栓の喪心

屋倒の嚢.及び負荷心筋彊IL心‘趨で奥富Q波を昼

し....的<It訴された心筋..竃例の，，~筋冨限に

つ倉， t ~タム分布@不llH盆を"'"したも@である。

健常~の""及び負荷心筋圃・で...それぞれu..

:1:5.1"， 14.6念1.1"ぎのタリヲム策指定の.位による

..をCI~ている -，低調・，.鑑下のお.ていると息わ

.. 4酔

~ 

‘ 
“ 
" バヨ

‘、.
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低温慌がおとる場舎にはi 相対的"タリウム集積変化

より低調時する本法では銀盤を生じやすいものと考えら

れた また偽活性例の多〈は白震動震に的%以下では

あるが後帯性病変が慰められた

ζれりの結果より， ，。凶t法を用いる窓動'"可愛の

'"断ほ臨床!r.J1I::+分使用可能と恩われた本法の利

点は各心筋郎の相対的4タリ..集積の変化が数僅で

表示できるので，判定が，.値的で容易であるζと ま

たタリウムの投与量とか a臥agillgIT.J僚の伺ntl"Ut

の遅い伝どには彫.をうげはいζとである

検 討(') 

心筋シンチグ，フィー俗本来映像"断を行うもので

あり 映像自体が判定しやす〈客観候を待つ，よるぱI

より望ましいといえる

己うした目的で，1<自の処理方法を鰐い負荷心筋シ

Yテグ，ムの'b， -~.を民みた

ヵ.， -s:~院は. Ai*Jtシンテ"ヲタl筑10:>:.-'ピs

-，ーを使用し ''''砂閣の収録雇像を繍周法による

b間 Klrl"Oundの除去を庁、九つ川いで 9.~スムークング

をかけ その後薗俸を2陪に箆大ずる 画像表示は

cut le~el を1∞ _30'留にし ω 。~ Ievelを4段階"

E安定し，ヵ，ーポ，ロイド7<ル.に担監修した

個 Sは運動負荷により喪心婦の局発される検心盆例

であ.."荷心電図で11ST 低下が見られる 負荷心

筋画像で怯."斜位"・で前霊中関節=欠損が包めら

れる 本僅例の冠動脈写では左定員防緊縮下行伎に誕Wd

の後穆が積怨された

こうした倉，ー画像は従来より行われているポラ o

イドフィルふもしく r:xaフィルムに栂修する白鳳;0

像と比叙すると異常節位の判定が容易であ勺た 乙の

ζとは心筋薗憾の飢質的惨新において 段到底的 Z色分

けされるヵ H Ii俸は 実僚の綾射活性の差を明砲に

‘8 

園3 S. K t Anll'i陥 P信託()ria

鎗出しI 際'医者の違いによる惨国時四ぱらつきを少な〈

するものと考え勺れた

鎗 .. 
(1) 心筋画像の筏貸出包診断においては筏修者によ

り.判定のばらつきが大金い

(2) 負荷心筋シンチグヲフィーのコ Y ピ鼻ーター

処理による ω""棒ば客""に有患の冠動脈狭窄

を宮高率に診断す.うえで有用であ勺た

(3) 負荷心筋シンチグ，ムそのラー表示する方法

で比従来の白馬表示に比綬し，より客観的で民得力

のある情事容が得られた

文 自民

1)宮本.. /e!.:.(.Jl: lG(7) 防7，1918.

2)安屋島二他呼吸と徳II 28(8): 773， 1918. 

3) ，庭園痔ー，他臨床成人m8(8): 216， 1978 

.，宮本篇他" 斬医学 制(S): 1125，1979 
3)玄:obayuhi.T.，tt al.: JpnαI'<!ul. J “ 割羽，

"釦



“ .，崎医学.".繍毎

心電図以外の輔指徳〈血行動"怠と〉の..踊釣憲章書およびその劃定塗

Upright Treadmi1l Exerciseによる畳大，最小血圧，

心拍数 Indexの変動推事について

長谷川

荒井

フZ

観

治"川

雄"柏

崎

倉

健"

a島 弘"

岸 良奥“江蘇

l孟 U めに

"動負荷命ならびに前後のa医大， 00小血E 心鎗数，

左室収縮時晴等 b四“:yndmie戸皿m..の変動継

移"続優寝間心樋能持信の上で重要必要因と江る 今

回 2 ロトヨフ膏によら広い運動中でも血圧測定を

可能とする装置を開発し 非心侠u撃を対象として

upria"bt包咽admilln:tn:i.e ~告による

1 勾也速度等条件を変えた治合

a 条件を一定にした場合

の屋大.1M'唱a.，二崎獄の変化から算出される=

rui:le ...or~ 陀包P刷H (CWR). mill. b 側副dp~制問

問pClD.U (MBPK) o鋼随分布特性に興味ある知

見を得たので纏告す.

Z 剣象

対象Aほ"才男l例I 対象8，ま隼，."才から15才ま

で針"例!いずれも3同夜息例である 絹..には!

.. 勤ゑ停を膏々"化させ対象Bにほ一定条件で負荷

を実鎗した

E 方 ま長

L 血豆刻定原理及び方議(国.，

測定原理ば"膏注変位針から立Eされた動脈口径百E

d混位法調院がカフ匡滋少に伴ラて鋭いノ?チを発生し，

さらに.. 医するとノ，テが消失する念丸 ζ@ノヲチの

出要がa医大血豆に "チの摘失が"小血圧にー致す

るととを実験的に立...かつ理2命的に裏付貯た四

各ノヲチに同調してカフ屋に寵鎗した血圧植が閉字さ

九個の民み取りを容易にした又心鏑滋怯Jヲチ.. 

男".吉村正蔵・・

Ma:l!imum Pressure at rest 

Maximum険・$sur・mex・悶l詞

聞1 動S百歳影による血圧のmlll

隅から換算す.

& 負荷担隆

志勤負荷ば巴prigbttre“mill uercin ~告であ.

川対象Aに対し勾ælO~i， l~，.:. 20%. 25J' .. の4

段錨条件を各2分毎に規次速審議し，計8分の負荷法令

速度 2tm~. 3k~.4k~. 5孟阻/h.611:岡!bの

5留について実纏いそれぞれ負荷IFJ.<t， .術.UW:

'"ま宅頃大血a，"小血巴<""，.を測定した

2)対象Bにまサし， -!・勾E1496 適度 3kmfb

時間‘分の負荷象停を"定し 対象A同様各園子を蘭

刷京事大学医学15:11*生息畑歯学研究室“幅制.""R・..利・・社会銀""冨総合調院内n
•. a:az軍事毛大学，圏内騎
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定した

L 界僑因子
~ T T‘， 

1 ，還勤負荷疎始直前の.. 大血包心拍滋を基盤臨と

し，企四回した醐噌悼の輔断固咽 E 
tζ対応して求め...舗を変化事相康信...舗を時間

〈分}として楢かれた煩域@面積を ~ni鵬.，時静

.pon.e (CWR)と'"定して名，与した運鋤負荷ゅの

çw. を凶 1，叫負荷復調，.~縄までを after l00d， 

その事砲をu>ulとした

図"孟勾配の..化によりa際大血圧が.. 化する状怨を

-・HaT 
回 l T T 
m 
"陥

主Eω

a tω 
"・，. 

… ー・"
国z 負荷~件によるa医大血庄の推移

各'"度mに比似した色のである勾也逃，.の増加己

対広して最大血医は増卸する 速度 11luu!bの絹合

勾毘が"がから."，まで省卸した8分.に怯a最大血豆

!;I: l:!OmmHrから怨OmmHgにi!し...宵前に比

し lOOmmHgIaと江，た 定勾庭'5，援の場合，速度

2kn.，1Iと6k風/hを比依すると a最大"庄は 1駒

田nIllH8'.乞掬 mlllHIfであり・荷前に比し拘置.H，

憎とな，た速度.勾包審問わず負荷象停の加重

加軍事によ，て持値される忍..止に+分対也ずる金大"

E主化であるζとが継定される

z. cwaの賓彊S彼自書

国Sは前包1の成舗を CWRtotal IC..しその畑

惨を比舷したらのである CWR ~内容をさらに分府

自， ，亀術後件による CWRの雀"

してみると.iD load， .rter I蝿~ú>凶兆速度増加に

より増量した ちはみに CWR各信を Zkm/hと e
km/hで比・愛してみると削匡の順に3.7_11.4((. 7fl)， 

0.6-6.0 (10倍)， '-8_鉱‘【M 船であるー方

d色町/ω叫につ削てみると，各条件で-uを示.

ず，速度が Z肱m/hから相加するのに対応してそれ

ぞれ0.18，0.20. 0.24， 0.26と議噌の限闘をみた ζ 

れは開ー人でも.週鋤量が2悶草され CWR旬凶がそ

れに体。て噌加するものの.内容的には."町"""

の占。る割合が次第に泊却する ζ とを示すものである

1. CWB， MBPl患の分布

川..“_dlま CWR各位の年令分布をみたら

のである CWR 04因子夫容令傾向健明らかで忽く

今国対象とした非4疾患司障の成続では CWR旬凶

2_7. 111 1000 1‘....s. afur I姐 d0.2時-4.0，・fterl

胸凶 0.15-町心..の同位内分布籍金をみとめた

Z，園S&_e 1まC'WR21ぴ minblo凶 p-'
re mponse (ItIBPR)の in10IId. aIur !(岨~旬凶

をそれぞれ組合せその分布符色をみたものである .. 

b. ，ともEの綿測を示しそのa;"ti1"1孟a・O.619(p
くo∞1) b =0..a9.印<0.ω11，・0磁調。 旬〈

0.0・1)であ令た MBPRを*"伝統に関与する因

子とみはすと CWRは.xtenl&lelfici""Q'として

MBPR の~・を+づを受げるととが予忽される
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B陥~ p，醤制問"'-と CWRの関係Ml聞L

•• 
園S

去の・...."・的研究結集@考E憶を省ζな，た

-・..で遍a白星の.111..!田oにより

応して・却するが。とれは<唯.，・却の忠実は皮験と

みるべ.であろう但しζれら b回od7_Îc匹~

IDttft 1'1 eudiae .0崎の u総nal.rf自由"とみ

ζの点来網開1<"の因子を解'守するととは

聞

は十分対CWR 
.. 考w 

はその車勢でMlIPR 

はすべ.で，

a..でt.ld..小a匡変化量

ら".‘回旋風によりa医大"

著者';t主旬d

aht lr・dmillUU'eI1tでの白箆測定を可総とし.

心他民句街泊国 魁図・等のh_“，-・.'" 
岨""から""されoiade:.:は心筋目隆司民洞費量と関

係のあるζとを帽告している今凪

従

加lIoff"ω.Mon........ 

IE. 
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'"倫鋼医院に遅い軍需を持管>.CWRに十分関与するζ

とが考えられる 司匹免今国防威厳でみられるように

MBPR鑑の泊加とより CWR・も増卸しており.

胃値は密慢な関係にあるζとがわか，た.したが令て

CWRを坪復する犠合 MBPR劃与，.の... が象件

と怨るわげである ・t~ ，ω凶のS畿については，

種訴の局長を院し怠いが JI動負荷&曾怒脱帽まで .. 

m“，.間縄問四.m，が迫る....，ま心及び'"相箆織

の政策宵.に対すd!2ll1のs使と見てよいかも知れな

も丸 ζの場舎の CWRも M8PRD>R与があるとと

iま"うまでもな島、

文 " 
1)中山鼠他値音漫による血管昼夜位検出の-1;

法第10固B本 ME.鳩71

め 八木菅ー。他 .. 菅波裂位計による源調防縁側健特
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性のa暗鬼....回日本ME.1lI7<
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S伊国aIRere時-旬 theTeP.ion-1同国

Iruiez， Am.. J. Pby・ioL1112 : 148，1958 

$) MOlIrw， et al : Left VeatriculM Pres叫同ド

Volum・RelationabipωdMyoeardial 0可.... 

CouumptiOD ;11 the lsolated Heart， Circ. 

.....総'"喝1
め MOllroe，et al. : Myoc泡rdiaI.OSYf包白!llomp-

tiOIl d.uriDj' V刷ricula:r0011山間同

"'ou出血.α~R館 14: 盟'.1鋳<

心電図以外の指摘1IC1血行...忽ど)IDItIi的窓稽およびその剥定法

連動負荷時oSystolic Time Intervals 1lび心エョー図よりみた

左心機能の評価と s-blocker0)影響

福図 純・.針谷吉人・

多 島 信 E・早川l弘}・木村 栄一・

ほじめに

誕動崎のd足£嶋能号絹ぺることは.要でおり ζ れ

をlE害事"知るには盆心カテーテル越を行うの会慎重と

されている しかし1I動をし忽がら左 bカテーテル法

を鎗行するととは"健である上，鏡検者に苦術を与え

.ため縫り返し実擁するととは非常に図鑑でめる

とれにMし.<嶋崎.特に孤動脈波幽織をもとに計

測される w・凶ieti_ ItItervall (以下町l)や心

エ2 国主告で怯.，下憧血Bちかっ撮り返し検査できると

いう利点があり ζれより得られた健は室川c..テーテ

ル桂で計測された各，..メータと高い格調を示すζ と

.園本塁"大字爾ー内将

が縄告されている，.. 今回，署是々は逼動負荷防の左

心視鏡変化を心慢園及び心エヨ 園告をより求め，さら

に t-bloelr.erのn を倹S守した。

Z 対象及び方.. 

対象竃例tま竿令".. からお才の健常男子.，0例運動

"曹はヨ専属小川ら刷により開発された電気銅動式

定虫食衛型仰臥位期自程調匡エル:f;l-'を周いた 負

荷量は 1W.ttlkg. ペダル園経歎ω-SO/~，翠鋤負

荷時間7分とし.'-b1，院."俊与的自良につきζれをし

もぺた t-bl関旬r1;1; pe・butololを釦.......1図

鑑ロ設与した'"の'"最低日本先電社製 RM--5JI 
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を， ....，震波怠aにほ向社製 TFWSを用い， 100 

..ノ珍の忽送り速度で行.た 心..ー設置は東芝

躯 SSL5lUで， .11 10 mm， !. 25 MH，の平復

縁組予をm'、伝送り途lf:50 mm/ttで・ulpeh且"
r咽 rder~用いて。駒4・左録制-"弘1聞から記局

した

計測項目!i.(.，崎弘血匡及び doublepr・duet(.(.. 

鎗放X収aJOOiIDの他冒I として."咽tri~.

.)~匂制lon t.ime {以下 LVET).p持 e開 .. ωperi 

。d(以下 PEP)，PEP!LVf:rを針捌，.幽した

ST1 のうち LVET は心物放の彰・.~強〈受砂るの

で.本研究では LVETe_LVET/.ノ富士宮の福田"

を鑓周した さbに心エコー国より第幽した."メ

ータは lett"師同開)..凶d必aωlic拘=.以下

LV怠DV}， le仇・皿刷側Iare:IId .，..凶路町l四 .a沈
下 LVESV).，tfOke刊)，醐叫下 SV)である

とれらの..)まT副 chhollの"，'・にしたが，た 江

主測定観怯造線する"二舶の平均鉱とした

各，(， :1ータ憾。.ず静的叫.，凶原諸前に翠助制

蓮""7直後遺動終了後8分の銀を計調し， ... 

R・bo凶厩.".時咽，.より 鳳.."と岡僚の運動

負荷にて開館@計測を行勺た

.. 術援司jt..~幡.樋.

z ・・ '匹

(1 )遭魁Iζよ奇心拍紘血圧および“時1・ ~Þ

...念@蜜化之対する隣泊・tololの... 

〈図。

遷鋤前の心嶋散は息鎖倒69，1土121:分.~.たが盟

..後51.'土5.6/:9-と有."減少し，;a鋤絡T直後， ， 

分後も駆....では医輝前に〈らぺ"宮訟の布..r.tる9・
9がみられた〈直後見1土18.5/分司....企11.8/分，

S分後.... 土16.51分→".9土色 71:分】 乙れに錯し"

監俗眼都調峰間選勤前"よび連盟防畿の健に有U"み
られなか，ため仙・ P問d，瓜はほぼ£崎放の変化と

関aの観胸を示し厳粛後では有"信減少がみられた

(')逮動負荷巴よ.STI"度化に討すdp'1lt.1I 

旬Zφ1のe:.(112) 

運動的および週動a分後の LVETe低限費削包震で

有窓盤を.. めなか令たが，連luna設で路".!lに

有怠の延長がみもれた(312::1:17刷骨噌al:1;13m同〉

PEP I志蓬動的.還島崎7竃後，連動，.，分のいずれ

においても鳳&1!fI92.3:l:lO.2m開， 69仕 12.1

幽S句 79.2土'"温鍵・で~.たのに対し，康調直後で

はそれぞれ皿H 12.6幽叫81.6::1:10.0=凧別。

ま1.0恩田と，いずれも有寧の延長がみられた

PBP/LVETは運動前の値がlIJ1fJO. 818土0.031か

8P 

司
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園S 逮動聞による心エヨー出帽悼の変化に対する Pmbut酬の悶

ら眼鏡俊0.'"ま0.039と荷"に増大した泊先1I.島崎了

・区役には~がな〈なり運動絵T3 分後に再び忍婚前と

伺惚有怠cがみbれた

(' )還国負荷によるuエ，-園計調値震Itに対す

d ""....・ぬ1・2のe・(図')

必エ2 ー聞を""した5，略"っき険討した凪.後

LVEDVと SVは.盟諸舗に比し.忍.""監のみ有

，."越少がみられた 山田v，端麗削後に有怠差

をみとめなか，た SV ，ま本刻展覧磁の値"思議前よ

り小さか，た

〈・〉 置動負荷による ST1と LVEDVの同保に

射する"・b・旬1.1の髭畢〈園・〉

.71と LVEDVの関係につき検討した 悶皇隊

PEPと LVEDVの関係そ p開.，凶.1駆車刷後で

みたもので.遅刻前..~ともに A 例を鎗含思議後の

LVEDV陪緩少し， PEPが&aするため 盤は'"
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調‘ 沼鋤.憶による''''と LVEDVø関係に対する P四....~凶のn

上1;-、鎗砂した PEPjLVETと LVEDVの踊院は

国中のごとく "動前には限蝿網復でー定の傾向はみ

切れtltJ>.，化紙ヨ量動終了直後で"厳罰後に LVEDV

の槍少とともに PEP!LVETが場大した LV町吋

LVBDV 1)関係r:lI!I右のどと〈で.LVEDV tま遭鋤

前で"膿罰..にI増 少するとと もに I.v&Teが短健

する'"鳴をみ化が "動車後にIiLVETc ほかえ。

て延長するのがみられた

m " " 
以上のごと<PEP怠よr.JPBP戸LVETr:.a:m. 

，事前後ともに思薦制に比べ'"鹿慢には有."遁突

する傾向がみられた 従来の健@でr:t.PEP ~包よとF

PEP/LVET r:心限値佐と道幅閣するとされるζと

から考えると 以上の段級ほ prl1b¥ll・I・1による心収

縮蜘制作用によ事ものとみ怨される ーヨ抗日町@

Iま w凶，~，・1 思=闘で砿還鋤負荷倒と像で俗"化が

みられ留か司たが 盟司直後には。".崎重穫に橿IIする

ζとがみとめられた LVETe It s...と"細目置す.と

いわれd'''，しかし 寝々の心.， -固かるの辰MIで

r:. $V rま眼蝿穫に極少し従来の成総と.."令た -

jj， LVETe rt心筋"綱除用も反映す.といわれる

以上の根から考えると LVET，・が延長し SVが減少

した@怯，..b，旬叫が心鎗幽.増加事用よりも心筋

抑制伶mを，0<待つ I-bl俊量w でおるとも考えられ

るし，もし〈俗本鋼がo震ヨ""の."をもたらし，

その結果 SVを減少させた結集とも勉a接される さ

らに$TI3-'~， Jータと LVEDVの関係から.I!

'"前像ともに"動直後の PEPゃ PEP!LVETは

LVBDVが誠少す.とともに罵長したのも 窓剣に

より~筋叙.性が低下したり...最温i:tR.6IM少した

ためかもしれはい

.. 切の研究の鰭aと包 9たのは健常者であり。 ζの

J-bloeketが徐被心室JIlとして.検心定例にどのよう

に作用持制ま不明であり また印縮刷1，f-b!oe-

...傘般に"'"され.とほ隈ら低いいずれにしても.

a・"の・/1'・Sをと@ように"・""に毘ぺるζと

はB良心..の先生禄序ψ心不'"の鴎u.量を知る土に役

立つばかりでts.<. I-bloeknを』まじめとする各種心

錠阜池袋掲の奏効惚，.を解明するのに有用と考えられ

る.
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心電I!I以外の.ttS(J血行副館忽ど)"'.断閣窓穫およびその測定法

運動負荷猷験における左心カテーテル所見および

冠血液量白変化とそ由意義

五十崎一成.遣蕗孝雄・

清野精彦・高山守正・

畑 奥武・金源正邦.宗像鈍司"

，.じめに

後む."発作ゅの左心機内陸と竃血浪量の変1<'省よぴ

ζれらの関係についての... 的研究ば‘、まだ少は〈

その成畿の採備もー定しているわげでは忽t、 ぞとで

謙心症をt再発したE壊の左心腹佳と窓血'"量を心カテ

テル白色により樋"した

Z 対象および方途

.. 型的信労作時繰心症を有する縄開を対象とした

《隼令釘才....才 易.，例，女・例} ‘吋・れも..・殉

の心電図こ異常忽<. .スターのニ調隆俊銭Q (d凶b.，

~るいはトレ"ル箆験にて刷費憶とともに虚血性'"

降下告示した例である a血性 ST降下の判即ま?ス

ターの益噂伊医したが，た 争レドミル桂信盟国""

の交法'を刻L、巡度S よ~"斜角度を l 分.，砂ごと

に段階的こ増加させた

・〉磁(.-111.，糧法

り退勤負荷造

心.テ テルを婦人したまま連動綱発発作中の庄心

憎能を調べるために 爽必 INI1ら川によ勺て聞措さ

れた電気銅賞抱式の定翠負荷思仰臥湖自伝車エルゴメ-

Hmいた

負荷量は斉"らにしたがも、 50...attもしくは 1

"'"ltjklfに4包7トL.出血性 ST隠nるい俗駒耐

"1揚鬼されるまで是正勤.行伝わせた

11)右房ペーシングヨー

1Fの 問Hペーシング周カテーテルを右野高申=

婦入 L.安恨時の心拍tiより .. 固/分阜、鎖'"で右M

， シングを始め鋼需あるいは聡血色町r降下をき

・園本謹，.x学簿ーl句"・・駒込劇院娼..内何

たすまで。 7分どとに..恩/分ずつペーシングレ ト

を辱めるという方桧を用いた

b) "..ヵテーテル溌

右上鍵動脈を切繍して 1Fまたは 8FLehmanヵ

デーテルをレントゲy辺自E下に左室まで"入し，左心

内庄，左室 ma:tdp/dl， ~抽出量{凹L 平均E治療

底 (BE'.)を測危 v.....心係激 (CI)目 1固他出量。SV)，1臨抽出量係l2:(SVI)，左室佐司lJa(LVW)， 

左室1固仕事係11(LVSWI)， I飽 sioati皿 iDdu:

行TI)， doub・'''''"舗を募也 した

.) "血走.国BFの到定塗

Gant-Web・'"の CS <t--E;〆 4 ~ ... シ.ンカ

テーテルを用い 沼・~・"'.ンプによりお℃の生理

"温水を2分間.，'"の迎度で注入し.Gans .;“の

の1M:にしたが令て"81原謙幽量を露出した

. .. • 
.)温勘E量発担ヲ事会における左"'.. ・-・の""

..路上E運動風情により ST降τもしくは後心

衡が鴎発された""の負荷的役の左<.. 則峰の徒化であ

る だお。会側奥型的白銀<.!lをa発したわけではな

いので，遜不全局良時と表現した

通勤により定不全がt湾施された時には負荷前広比し.

LV品川を恰も、た'''，，1-'すべてが有.. の増加担い

し.t，事を示した

ー〉心房ペーシング鶴舞息不盆1ζS騒げる"刊p健篇の

震"
・2は右"ペーシング怯により窓不金を濁発した8

例における左河じゃa蜂の変化で.TTI. LV制軍 dp/dl，

V_.の有窓の増加がみもれたが. LVSPに"盤が
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.' 遷動による憲不全窃目先崎の怠弘、.能

間 |置lIailflllI罰金問時 軍仕事個，1 ' 値

<.拍監 (Ha.1・・1・〉 T皐~II '"主" +‘T.' 〈札制1

平均勘眠庇 (BP-.".Hs) n "品." 1I':t12 +11.11 〈且伺1

左J!<<副剛fE(L'明 P..mHs> n 1I':tU n・.n +11.1 く乱闘

在室拡罰事馴鹿 (LVEDP..圃.. ， n 10.14 U:tー +111.1 〈且個1

心~ . 【，C1.1.1叫..1..') • '.h主，.‘s 也舗.，" +U.I 〈目。1

左童仕事量(t.vw，同岨/圃"1・" • 且‘富士..‘s 且"土色 .. +59.1 く四回E

左宝，g仕事極量(1.VBWL1"'圃/皿・} • n.'主.... ".主n.. +臥. 也・k

日。畑円~.町"'liI"/mi・》 n lNOo::f" ."‘"串4 +10.0 く'00'

LV圃udp/'" (園田"1'崎時 n 1属国主・" 盟副主抽岨 +~. <0.001 

V血・.(.哩圃1・ u也事~b/l困吋 • '"主... 且叫主，.町 +“.， 〈凪由E

表2 ペーシγグ訟による窓不全鶴見時の左心随筆

画J<-，示J""..酬 定間同i' 値

冨. • 1.V8P • L¥'EDP a 
，...， • LVII，udp/dl • 可r酬'‘ • ...・ ー

'" 5 

印刷 a 
1.VS¥'l'10 ー

T置:11 I!S: 1500 +71. : 

1掴 .n E‘ー:U +7.8 

T主‘ hτ 【U:叫・H +且.+，刷"

n宝由土.. M剖.，甜 =‘7.0 
ー血..，盟国 目"主"珂 +41.1 

'同士凪軒 '.h主凪'‘ +・且E

舗
'"' +1. ~ 

.・ .・ ー私ー

S関 LD  ." 
a， ." ー‘止。

リ例@拍輔制吋A".'U!' 1t l' 
"胴.. 阻貨を.す
M'ぺ-!l，グ'I>ll:iilit.

〈叩E

.‘ 
.・.('価3
〈血岨1

<.ω 
〈且伺1

表S 連動語花冠不全とベーシン".琵冠不全におけ畠講司時の左心同胞の~ft司~ (~約四比率

|四間程不全 |倒位 | ベ-!l，?'J商売軍事全 |附 | F ‘院

•• 守‘，.・主11.1 n 

". +15.申:t5. 5 n + .‘土 ... s <0.01 
L四 p + 18.事:1.量 n + ，・:tl0.1 • .. 1.¥'EDP +1".1土τ.. • c， .・，1.1主置1・ ' | -M主制A ー く0舗

1.¥'W +51.1土"' • _2.1:1l.‘ 
‘ <(1， 01 

日割引 +6.5:11.' ー -‘...土却.. • <0.01 
廿 g +τ且'主主且1 日 +47.咽主"“ • 冒L・h

L¥' .. udp;d' j +担.6=却.・ 11 I +U.7:‘，. . • .・L

V回忌 +，私官主割" 11 I +‘且"‘u • .・L

-ぺ-!l，グ，'，止.，.の度化思

回

みるれ伝か令た LVEDPの定本金調発"の銭信.

'"発前と有思..がえ弘か令たが .-c_!l;'-グφ止直後の

健とくらぺて有志の土界を示すのがみられた

.)ヨ."，房調"不全企心耳ペーシング鶴発電不全の

比厳【褒.)

負荷前後の各，.，メ タの."，司院を運動負荷告をとペ

-;..-;.-グ白色で比叡した

重ず窓不全がZ略発されたときの<拍数倍 速動負荷



“ 
の+仰'"に〈りぺ，ペーシング白舎では+12.2%であ

り有慮に高かーた ζれに反い平均血匡は運動負荷

の方が+15%とペーシング法+3.4.%より有'.It:高い

のがみられた LVEDPで.運動負荷法で11;ト126.1

%と著甥山上昇を示したのに対し，ペーシyグ者会で11

窟不全震発均には上界を禾さず，したが，て砲の，"

〆ータとくるべ両方議閣で緑色大量な2盛会吟切れた

はおペーシy グ8きでは LVEOPは<j>止nにな，て

~ーシング前とくらべ有'"の上昇を示した ζの僅1ま

.. 動負荷盛のそれと〈らぺ.と 盆がないという敏果

がえられた

また c，についても翠勤負荷量告では+侃 1%と噌，.

がみられたのに対し.ペーシ yグ拳では-4.9%とほ

とんど不安であり，両省の"'''有'"の盆がみられた

LVW，LV言、.，について&岡織は傾向がみられた一

方Iπ1，LV.... clp/clt， V....では商問とも有窓の槽

大を示し，選ヨ的弱発とぺ-;.-:<'グB再発の聞に鍵が信か

勺た

') ST降下の有鋸と思血'"量

図"まぺ "'....グにより定不全刊のE揮発を"みた2・例

を関発時町が降下した欝咽左13例〉と，"下し

なか令た爵《蘭書11例〉に分砂た際の遊血"量の.. 化

を示したものである .，玄ペーシング，"， Pι はペー

.W.lllII竃
t・u・1・3
以捌

B 

前降下回

円 画 耐官

R :.._~l'~1if 

".時a医学第"通網緑

!I:-グのや'.盟... で，紛-Illlのレートの崎餓の値，

P.I意志不全却号発防，あるいはペーシング中止直前の

の健.ort Iま申止S分後の僅を示す

町 陽τE揮でI玄白'Fは仇でh蝕したの包， P. 

ではかえ，て滋少するのがみられた とれに対し，

町雰月下E撃では， P.後もひ金つづき増大を示す傾

向にあり P.で盛大に速す.例が多くみられた間

際τRと罪防下型車の網こは P.と p，の聞の変化率に

闘し.俗計学的ご有'"の盤がみられた

" .暗 '民

〈叫慮不傘，.，."の左心樋飽

震不全開の心峨.." 遷劃1::より'"達された楊舎で

も，ペーシングによりS揮発された絹舎にでもほとんと

関鎗な'"化を示すのでは広いかと期待されたが，以上

の検討により必ずしもそうではいという成績がえられ

た ζれは墨動負荷婚には交感神経系の著明 S克趨が

~るのに.ペー!i，グ盤で隠それほどでは低いという

援が欄保してい.のかも知れない"

(:) S T陽下の有賓と軍血..量の"化@怠穫

阻1怠のZ障でみられ.窓Oil提出鑑の歳少傾向から

これが sr降下の"現を助長してい暑と忽0・され.

しかし 動物実草食では定血議震が約%に極少し"付れ

ヨZF25E
前輔胃

舗刷 .-¥1 

締刷

剛

• R " 。"
円.._\0':-畑-1I01~
向田柑刷肘ーシげ喰耐舗
阿←:.:..岬創刊

園 1 ST降下降と非同下E撃における'11'"演出量の変化



昭和"年UJ!(12， 1981) 

I!。智T降下をきたさ'ぷいとされる矢そう怠ると

以上の成績で示された温度のa".il幽量の歳少で怯

町は廊下し刷、e考えら札その原因"他@何らかの

E叫舵に求.(lf.附ればな切はい ζ@附属に闘して

は将来定"".拙量の制定とともに L四 P，LVEDP. 

...dp/dt， 'l"I'I.乳... 取専はと@夜勤をくわし〈分

訴し とれと関遮づ砂て考粛を行う4陸軍があろう
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心司E園以外の暗僧.c血行鳳忽忽ど， "..断的怠.およびその劃定塗

左心機能(局所および全体〕白運動反応性白骨量断的章義

彰下車資郎・. 'J、開 通・

経図光生・ 伊麗

『まじめに

本研究の目的信"の2点である

川従来，左心根能"ついて歎多〈の細か信JJtIlが

幽されている そのζとは，ー置では左心，.笹の優念

そのものが理盤的にも未だ+分稽立されたものがは〈

で."磁的続完の."佳を表わしているのであるう

ー方そのよう俗僧...'目需の患者の...震に;0結して

い抱い傷合が多く 例えばそのように信多くの惜楓を

算出する-，習で，値々 の患者につ巾て，'-自覚症状を

，."とする NewYork H酎色白闘 凶個展u績

が広〈用いられている 今回俗，いわゆる左4峨笹の

指標"個々 の患者に，.......させ得る情慢となり

得るか否恥と〈に運動員荷による心臓様子園カの倹

震が儒々の息審に役立つ方、を検討する

2)左重機能を5・2時楓縫と全体.. 能に分けて考える

虚血性心嘆息!111~野的 r.nm8.!i1異常@疾患と考える

局所栂能の予鍵カにより『憲司ド金@予知」を行t九左

..~体機能の予備カにより r.c..;不全の予知Jを行う

-鉱ま大学.，医.~.内容争"開銀M・.

厳・ー大島銃 男 ・ ・

1 ，吋象および方濠

(A' 局所心銀閣血

労作性狭心Z鵠例を対象とした

り目的事動負荷心エコー血塗:1976年われわれが

発表した方自島でおり 僻細は"恨のため"av省竃す

e. II~号機能は。主筆後霊およU心室中隔のaの鋤.

より見左窓会体峨能依，左室"廻終期内径(Dd).c. 
，考にした 遭鋤負荷は卸臥位Zル.〆】ターにより

相、運動中止.. ~11~('信発現リ噌とした

町選動負..aI7;'<4!"すグ，ヲ.(-: B副rdAtc 

mic U製 A，副首胴脚，， 71により "・叫慢出...

-，・を用いて，運動舗畿の玄室JJtを得た OI動員

有は1)と同じである

111)遺鋤負荷ゐ..スキ.ン S阻，1松J!.dntill4. 

U個 個mera1=て，よ避と周じ負荷のJJtを得た

(8) 左賞金体纏飽

対象は弁膜処 置‘血a..(.'IlHl俗どの盆£嘆息例

10'例を鱈いた

R・仰に心エヨー園を11.院した その智弘土述の



.u学.".健錫m 

来す図 IAIま健常人であ勺て，安静縛...働"とも

に左書信均等に収縮している

園 1Bは. ，，~性食.(./l， 43才，男(~鈎31) であ

' .. 院制.い荷物を恵んだと金調鉱忽範~.

o是還医"楢加怠ると・胸術M.血a:J221 

80 mmH~. 心電12U-:，ヨ'"符軍需!負荷~I'::後心発作

とともに ST....r降心筋ス牟...;.;，ま安P殉n
週間"JI1~， .OC.'袋眠中隔....舞鑓.. に漕...町出寝

ア"ドオはI 岡機に...動向に心尖...~繍a

S食聖Ilr:霊運動異常を示L.運動"の心筋a血幽現を

来唆ずる

聞 211，n蜘~ilJ防負荷心 zョー図J の"鋤~.. 過

の代表例2例を示す

左"才， 'U初23i$)
1年前より..い物を持ち上げると&急いで歩〈

と金倹心彊作あり 心"園i玄.，.. 碍 ST....健皮下

降負荷崎増量昼食荷心Zコー閣では運動早期より

心室中限 (IVS)の鋤舎が低下し始め.後援 (PW)

では動舎の先週が見られ駆出分覇 (EF)は倉嶋を

保ち。血医 (SP)低上昇した す伝わち.，依例で"運

動によりー毎I:1I:11llが生じたれ他が代償した例であ

る

「鋤的Z動員資心.， 罰法Jを行。たが， ζ のとき

の遭働中止点は。£岨滋 10・J分とした Dd.平均心

筋窟繍速度 (.Vc.)，定書応力(.)を求めた本検ま

諸行~. 1年半以上〈平陶2年当事》内終的巳経過値君臨

した時点で。心不傘の治"としてジギタリス事よZF利

尿賓がともに不要な例(1f/:l.それが必要包関又は

死亡例 (DIf:)に分げた

'匹鎗E 
RI 

局所心8・篇ー定不全の予知

アンギオによる運動時の変化の察側を

(A) 

園2に RI

その後増益

る

右"才女 (~t6錯9)

e 隼~.・作集中に胸..佼鋸感あり.

(I>>1l'~ト恨...磁

RI7ンギオグラ7<ーにより見た安静時針よ

ぴ理動的の皐ヨ'M"
')健治人 .，勿作唯倹• .t.fl 
各。上t!t，~D!' 下民連処川

t川健曾人

回1
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金返到修行砲に蜘諸島株息切れあり，軍碕.".有幼白

血a110/50皿1118..心司""ま.，医・縛
に異常Q.'"・-・下両 負荷..'"下鴨はむしろ・

..心筋ス+.:.-で1:l7i:MIC欠11;"1).蓮働時広大

負荷心.，ー園では ，vsが与期より著明に低下，

PWの動."先週Iまと〈わずかであり.EF鑑下...

底上昇せず本側は。金体の影寄が強〈現われた例で

ある
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.・他の例でも."動~の局所墜車治"監が見切れた

"動負荷 RI .， :.-...*と遷周抱負荷心温巴コー園の局

所望逼鋤異常節也1まよく-f:Iい 両方法の妥当盤が示

唆された益還鋤異積・5位と...荷心筋ス牟.，の沼

B復興需修盆に'要して--f<したが m者の方か広いもの

があ，た

自民位、発作均Dd"医して大会<fi...た。

負荷心電図隈栓で，室伏鋤医..・6よ拠調置のない例で

は...勤負荷崎盆遭動集需は震して見切れ誌か勺九

(8) 1i.傘...幡ー心不全の予知

"''''暗中射例".字句2年挙前向段差崎にも. ，台

'眠不要であ，た D ，，~5例中，"例，"年半前の..，.

陶t台集不毘 T例Iま理署Eと肉じ治家.lS例肱"蓋崎よ

りも漫'Enn・力也市舗を墜し.9例は死亡した《墨It
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箇..は 検酬 の NYHA削船閣を示すれ

度に大金鉱司Rはりが見られる ....のx織心胸偲保

政bilf..りを男r，"t.

園・ 1#.~嶋崎の .VC，とDdの関係を示す
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.. 
腐の右下に位置する-!Ilを除..とくに逆涜例で.t~

りが多い頚"速度調係C.Ve，りも筒制限であ勺た

周 50)..Vnの還働時変化織は.ま'"を不適震と

すると. ..撃で肱選S定例も含み.すべて様少した E 

Z障のDd隊司Pや増加した強力速度関係の変化も欝

踊"明らかな盆が見られた

..・の~帽弁挨穆.. では .. 撃でも Dd様少， .. V，ω 

・'"傾肉を示し 左"は偉大した

J[ .. .. 
従来定不全の予知".多〈負荷‘c‘箇が用いられ

...軍司'.1136・a・n
たがI 特異性に聞庖があ令た従来われわれは左室... 

E野<.，... を心筋虚血@指腐として用い只今回も窓.

11予備力持値に用いた

左"全体現鑑予備力停留により，予後の僧定が可.. 

となり 客情的価憾の有用性~知。た

まとめ

連動負荷喝の，玄室..，野概獲により怠循理予・カを，

金依織後により左翼制限穫の予・カをみ，各々足不全，

£探全の予知を個々の患者につ舎剛、.，時的h診断に

役立令た

心電図以外@指摘.c.血行勧銀忽ど〉の..断的傘縫およびその劃定議

心疾患患者四運動負荷試験における ExerciseFactor由意義広ついて

高橋長海・，.古荘腸三.~

板家研一・.戸嶋裕徳・

ほじめに

遭動負荷畿の心省軍団 ST低下位.一段に心筋a血

の表現と考えられていd.tll，心債の.ンプ槻・ーとして

の客息長野信のためには その他の術aがJ!:'l畏で~る

Z 針 象

当大学第s内科λ占走中で憎鋼弁史遺切防衛10例，個

帽弁交連切開術+三尖弁弁輸舗楢術.. 思信網弁，大

働.. 弁，人工弁.，.術6例。"の 'JfJ"?'f佳£樹S時前

後患者 (RHD)22例〈男綾11例!女性11例)， 1i・時

<.，.図にて ST-Tに異常を忽め左盆..，膨にて信銀

し得た'"電位肥大型心筋症 (aCM)16例【男性"例，

女子2例}と，窓疾患I 弁膜症高血圧等を有しない

蕊術者，.ωcrol)8例〈金例男性〉を対象とした江

お年令はそれぞれ38.9:1:9.3才"88. 1企1<8才.29・

...才でおる 又 RHDでは金例にジ"タ 9ス剣の

役与がはされている

E 方 岩盤

utml& fa.::tor (軍三めは.安鯵姥νベルかるー定

運動状況にお砂る破棄E買取盤 1ω血J勾加 =射する心

抱幽畳の比をも、い.Ferrer"らにより復唱された隻念

で H.岡田町"らにより<調のポンプ.... 抽 1借栂と

して周い切れたものである払 E岡田"らのように

中等度までの遭動では正常腐と£嘆息欝との聞に"重

複が見られ絶対値の管局性に否定的な見解もある 今

箇ζの E孟Fを応用い坐位自伝車エルゴ〆ーターを

用い負荷強伎を婚す多優鎌負荷民駿を行い各，テージ

，，'包げる luFの鎗移からその脊m佳を倹2守したので

相告する 坐位."ヨ，.ルゴメ ターを用い， RBDでは初側

負荷量度 20.・"より S分館1:20 ..att槽しの負荷

を BCW.<<旭 'ro1で陪初期負荷tllI:20 ....tt t.. Qぃ

・久留米大1t1!'.J'1!I第三拘将?現也立"留米a情聴・santt積極立"BB禽暢..拘
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は 60....It l:りS分毎に.鈴....，同"唱しの多度

開監護局員調髭厳を行はいa 血行."険牽"臥位にて上

値・..より s.包喝租Z カテーテル 【側孔t盆"舗よ

り 10-.)を掃入し 心電園ほ週明慣の閉鹿m・を爾肩

及び間働骨に園定し.圃毎m・JV，.，・のS電極を.

週の位置につ妙，.，・定と賀町に.""屈した <岨叡

は心1111115秒咽'"量より求16.t，嶋幽量tま直穫 F抽

t!!Cτ制定し，血圧1志水銀.亙'すと r，プ，白血亙Jt

を組み合わせ.....  に付・した ~， ;.<;‘ " .ーφー

により隼初に得られる奮で叡・，，，，，.を測定した

な~-.では竃律上.....より..It大助緑，，'回m

カテーテル各陣入し勧銀圧を定録した 坐位運動中の

，.0レペルま鰐‘勘聞とし心‘.，.，.・8の計測はS設

後飴問問節句町・"予の Q-Q・よりの極干を

"儀寧勾で求めた

運動命止.会身あるいは下厳重労皐 息苦しき"0
自覚.. の.現を網11とし高度の不"'0出覆あるい

は隼令別予捌£崎般の."脳で得bれる自. .c..嶋敬広遣

した均点とした
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町 Cllaar-1..鴫叫・・・4・・・ I・e・.hri時四-，.

5・
I 結果およ"".

l:xF (l)&崎的変化巳お砂..高健を....... 

としてそ@時点にお砂る名僧.を見ると。 ... 箆""
~O.). ー回心鏑t担原Ji: (S. I.11!I勘際検入亙(PCp也〉

との簡に"縛に栂鑓が見切れ怠か勺住 当後震の片

山町，，..心につき遭島"の ST，T反応と EJ:FI!) 

m濁を倹"し.ー定温度の遭鋤負荷眠..にて，選E除終

7・・に8Tの有'..r.t鑑下を...，た定疾患虜でlun
"の EJ:F1<1:平均より鑑下をJL思及。.. 循環ともに

岡町京金が:gc...，ているζ とを反映してい.と領告し

ている いたが，て EzF0絶対値のみではずよく， .. 

.."".・'"に伴う各ステージに必げるその健診を検討

してみた

園Zに家すようにω..叫で陪....度婚舗に‘

かかわらず， 舗をま 1~1. 901企131，.. 大負荷..，鎗'

.，舗と大企抱変化を見信いが.RHD.HCIIIでは

負荷初期"網土2鉱 n“土1鍵より・大負荷時'"土

219，閉ま18.とそれぞれ p<0. 02S. P<乱剛と有

."，低下をEめる偲と S舗土2τ6，8!褐土

'"から各a・11)11土'..鍵褐ま'"と値下を

みない"に分"得るようである いずれに

おいても EJ:'M.T欝では負荷初期に明ら

か立高値を示してい8 連動負荷に伴い有

，.は E豆Fの低下各見るA. 及ぴ不変B

鱒にわげ更に後射してみ危 (.1)

風"

• &>r_ 
~" 

"''' 

<<事.. で見ると.RHDで'.，まい a・

，*，0. $ljl!lUl ぜからa医大負荷・"6.8土..

U劃 11'111'，BI障で u念也 1111臥 aぜ か

ら T.1，H.51/mIA'III'，RCM:で.1"3.1

=0.7//111;"'111'から 5.8:1:2. 0 1/JriliJ.."，' 

から..で・ 2土0.81/111;11'111・から '.1

土1.51/m;II'III'といずれも有患は上昇を

Eめているが，商事EともAJ撃にては。"稼

•• 1分よりa医大負荷にかttl:ll霊lllIい訣

況が見られる〈陸'")• 
--子 T 厄王瓦.. J' l' 1Iu..， "一子 山

"" 

令0，でみ.と RROでは.".弱ま釘

mlfmiD. (5.0土0.'血J/l，'IIUII)か色村u

:U18 mllmin (1・8まt.1 mI/kr血白L)IC:. 

..では'"ま‘5mJf'劇・ (U土0.9mJl 

k，'1I>泊〉かも 18.土2・1・J/_iD.(11.5土
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表Z 負荷"及び"=負荷時の借慌の変化 MSII:!:SD

I N E，. U.n o.. .. 。唱mJlrlJ.iD 。.-'/1中園I.GC I '1m;.. IPCPmll".H. 

.' 8112'" 157 -、 畠~::17 醐傘" ι."且a 乱・士。'.. '::1 
印刷 • ..， H'主'" ""邑 1刷3士事 "帽-，" n.1土血1 U.・-.. . -. 

' 1"01::担
加 回." ..士軒 6.0::0.' 且・:，0.5 ." • T 

..， "量主u量 " .. In土口 "'主u. 14.8::!.1 '.'''''.2 u土畠
'BD • 制串z釘4 h T-Il ー‘."，，，$ ιー-.. 乱事:0.7 ..土ー

B " ..， 回目主la M・z 1“主1・ T唖.士宮u 11.1.='" 7.7::I.S "士.. 

• 日開主同軍 脚色 "$::0.8 乱1:3:0.1 ...‘ • • ..， 脚 2醐 .・z u.士1曲 目由主2岨 ，..主u ιE主乱。 首主.. 

BC'‘ .“.- .. ・・

l. 6 m1~.1II.羽.). BCMでは，.欝針。主19mllmill 

(4.5土O.8l111;q則的，から"。主総8m1fllliD(14.9

土3.8m1;q'mio)に， 'JJで"民主S土飴皿1/凶 白(U

=O.9m1!kr凶 0)から""主制 Illi/mIII(21. 8土

8. 8 mI/kr.1IIi叫とそれぞれ有.. ，な勾加が見られた

，.宮a誌で見.と奇書門副主少し反応が民俗り RHD

ではAI専は 93企，，>凹より・大負荷時 m土11bl聞

と.ooでは 83念13bp置より凶土16bpmと'JJ

にて著明信猶却をみるが。 HCMでI玄逮に'JJで 10

ま16bpmから'"土16bpm， B IJ 76:1:11 bpmか

ら 1・1念19bp固と"障に楢加が多いようでおる

心4司tiと'0，との関係で見ると .. 写でほ縫来よ

り縄告されているがごとく正禽者と同鎌に. RHD， 

BC~[ ともに肩書聞に蔽織的山相闘を見.が 'IJ 

では負荷" 1分より畿大負荷"にかげ£嶋訟の増加

の捌には守O置の増加倉幼P起し償還い傾向が見られ.

..に RHDでほ負荷8分より急調民俗心拍tioJt加が

おるに‘かかわらず'0，の噌舗はほとんとみられは

‘、
PCP..の変化でみると.RHDではAI$Bnとも

に， 9土3mmHrかゆ 23会5血mH，.10土..皿H.

かる"土lOmmHre商腐とも関g慢の唱加を見てい

るー方 HCMで怯胃"にて反応が貝怠るようで

あり， "揮で 8玄4mmHaからお土10111mB" B 

If. 5:l::2阻.R，かる 12土l'rlJ.IIIsrと.Jl;1t...及

び是火負荷均いずれにてもAI揮では'JJより高畿をg

"ている -"に虚血心においてU;PCPm陪左盆砿

-日... -・ 4 同. .・ ι 晶・

援末期医を反映すると考えゅれており.PCPmの上

界はヨンプ，イアンスの低下M ぃ俗異常により左室

盛運動が陣奮されそれに伴い左室鐙頚末期容量が増加

し， 81俗語少すると轡えられ.いわゆる負荷に伴う

不全心と考えられている" ζのζ とほ AI障にて息切

n.呼吸図鑑等の包覚症の幽現を見たζととー脅しで

いる

負荷に伴う sl の"化でみると，~咽廿.1 でt孟，~

t時処 2土8.4mJパ四I-m'から 88.2= 14. 5 mlf回 t

111.'， 61.3土16.3mJf除・I-m'長大負荷持 71.8ま17.1

mI/bta.t.rlJ.'と負荷初期脊Z宣伝上界をみその後はほぼ

不変である RHO，HCr.Iで"爆は，負荷2分I ‘分

をピータとし以後負荷強度増加に伴い. EJ:Fの低下

とともに 81の低下を見ている ζ の乙とは RHD

では心筋にも陣容があると考えbれペ RCMで隠更

に鎗鎗化。£筋配列のaれがあるζとかも限値カの低

下あるい肱 ロyプ'"ンスの異常によりもたらさ

れでいるので怯広いかと考えられる"“ 更に興味深

か勺たのは負荷に伴う心電図 STの変化である A 

nでは RHDで.-1.6111111， HCMで-1.8白血と

'JJにJtし有]!t.;低下を包めてい.ζとである a血

心においては負荷畿の ST低下は心筋虚血の民鉄と考

えられ広〈毘めるれているが RHD， HCMにおい

ても負荷により開憾の心電図変化を示すζとがあるが，

その"銭信不明でありしばしば偽情性とも勾えられて

いる しかし信がる E.P低下騰に有'.t'':ST低下

~..めたζとは B 腿Ir.benr らが選べているような心
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園2 負荷~の ST 低下と Z友F

筋の心内膜下脂への血流を.. 少させる血行勧鎗包子江

よるもので~るかもしれ怨いとする考えを支持す6ょ

うである

ま と め

連.... 荷賦験に停い遷鋤温度の2・"'，こつれ. ExF 

の低下するA，，'では.RHO. BCMと.に負荷初期@

E.Fはl(嗣以ょの蔵盆を示いその時点での g は

すでにピータに違しており， EzFの低下とともに

81の低下をみている したがーて E三Fの絶対健よ

りはむしろ 遷動負荷巴伴う箆化により大$f.&.Jt味を

待つようである なお閑居はある泊丸 E.Fが低下す

るAOに明らかな ST低下を..めたζとより 負荷後

の STが有意に低下するもので陪ポンプとしての<<・

鑑は異常であり 遺負荷で~ると判断してよいように

思われる

11 
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