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安定型労作性狭心症患者由連動負荷Ir対する

ウ才一ミングアップ効果について

情活団信11&負荷研究会a瑚師8，ij7a)

竹図 賢・畏崎文 E・ 山 口 洋・

労作性後心定患者の発"'''午前恥..に皐"におζ

りやす〈 その色目常生活で体を動かしてい〈ζ と

により健作の甥民湿度が減少するζとはよ〈知られ

ている ζれは一般に曹ぽ祖国.'p劾果巴もとづ

〈ものdとされているが。その臨床的待撤および院因に

ついてほ+分明らかにされているわ砂でほない

われわれは安定した労作雄隷心霊患者を対象に短崎

闘の間隔をおいて.朗". 午後2凪 rt.固の連動

負荷民"を行い.区状。負荷耐容崎町臥血犀心岨栓

<."図 ST低下位どの晦術・をJt殴し "'Ilrm.l~ ¥lp 

効果について検E守したので縄告する

Z 対象

対象"安定した労作色Mt(.-f盟者"名(全例男性l

年齢31-61.，平均等働52.7..) 冠状動震途.倹蓋

により左冠動阪または左冠動震と右冠動脈に15が以上

の.. 事術~を有するものと した心EUの既信のあ

るものほ5名であるが 左必室遺能検牽で心筋障害は

径，.であ，た '"島申11~は左心カテーテル検査申に

もヱルゴメーターによる蓮動負荷を行も、狭£定発作

出現時に鑓状動脈溢彫を範行したがスバスムによる桟

零度の週行陪'"めりれえなか勺た

E 方 法

遺動負荷lま坐位自転車エルコメ タ を凋も九初期

量 0，75 W att!kgあるいは LOWatt!kgより開始し

3分どとに O.2s Wattlkgずつ増加する多段婚阪増負

荷さきによ。た 患者は早朝""時にm分伺の安.のの

ち虜1園田の負荷位i下 E:r.，)を行い，畿地曜蹴犬の消

失とぎT低下の図穫を碕'"した時点で第2阻聞の負荷

αA下 E:r..)を行，たその銑白血行動ののち午前

中と岡織の象件ずに".回目，第4回目仁以下...勘

E:r.，}を行ーた咽"
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周E 遂動負荷方法

ぐ多... ，調瞬.負荷盤による盆位1111;:.""，:f Jーター》

遺動負荷の終点Iま4固の負荷ともKauu分.'度

のE良心室伏が出現しかっ CM.司監ユタ 虜奪にて

.50血以上の ST低下を沼めた時点Gした血a.

&岨訟は負荷".負荷~.負荷智長信 1 分ごとに求め

乙れより Pl'enunRate Pr叫凶t(PRP)を算出し

た心電図.'"，分の測定は負荷附I 負荷ゅは CM.

2再調専により 負荷後低 V.訴織によりS技より0."ゅ

の点で1分ごとに5心、婚の平勾と して求めた そして

負荷llT'農の回復期， -・10分までの ST低下の総淘を

"="として舞幽いまた負荷終了後から低下した

STが負荷院に臨復するまでの時間を苛T低下持畿崎

M-として求めた負荷により出現した狭心箆状.'

負荷終7後より靖5慢するまでの時間を“盆羽民俗..吟咽"

とした

なお 金例負荷低酸の錫崎綱fljn.;.I;l1断絢辱『左中

止し。歪現政綱は12珂間的から使用し包か，た また

今回の負荷民.. の即と金例と...低2回のエルゴメー

ター検査を行い方接と;0畿を+分納得してもら令た

z ・. .畏

短時間内の W釘泡."凶p'的集につ、てli，E:r.，と

E"，.および E.，と E:r..~比叡検針したJt.史的長崎

胞の .u四時時効民すなわ急午前と午後@圏内"

化については E..と E.，の聞で倹附した各負荷"
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""の比叡lま阿，，'も~，を用い有恵袋包.'"を行令

た

"負網棚始前の比"

負荷捌始前の心箔'"【HR'は E.，より b E:I， 

E出 よりも Z孟駒"，よりも E..で多か噌た収a
m血圧 (BP.)は各負荷低額聞で有...:まt.;::<. PRP 

は 志向 よりも E..で7か令た

"負羽町縫0:における比"

• 
.， 

t幽

EJ. U:. O. 14 O. 且a

寸 l霊

" " " 
且育館煮において4毘の負荷低駿とも金例 ... ω， 

分'"度の敏心霊決が.，ニーに ・園の負荷鼠2貨の終

点での sr低下院I孟統計的に有".がなく ‘箇の負

荷髭教と b問湿度の心筋虚血が生じたちのと管えた

U1l!2-1) 負荷書館容崎町陪 Ez，.Ex，で陪差はなか

園..， 湿勤負荷終点のsr降下の比奴 (C14.)

剛

勺た念丸".より E..で E..より E..で.司自陣

容均閣の延~~Imめられた 咽 2 - 2 ). 't!:負荷終点 t 

におげる PRP，主 E..は E.，より EJ:， l'! Ex.よ

り高値を示した ，，""

"負荷縫7富良の園.. 婦の沈"

臨ll"におけ~~<<t実待.. 均掴"は‘園の負荷低駿の

聞で有"差はほか勺たが。 [l!!!J.MのR 変化には差が

，，~られたすなわち. Hl; ST"は ZX，-EI，.E:.:，-E:l" 

EJ:，-Z:r， のいずれの比綬でもとk暑が包め切れた""

・叫 また守T低下持続崎町・は E..より E..でe

E..より E.，で短か，た 〈国4-Z)
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...および家とめ

褒11::.留の負荷滋畿での..，・側の有怠..を示した

短陶聞の間隔を継いて行司た，.，聞の負荷低駿に褒れ

る効~は@負荷耐容瑚間延長と PRP 上昇に見，れ

る負荷喝容量の綱島⑧回復期における sr憧?皮の

櫨少に見，れる負荷~g.. のa&であり 特に午前~

の..".... で・..であーた 重た午-ーと.. 穫の白内定

化についで桔土居③の負荷剛容..は不変であるものの，

@の司自IIIST底下'rrは午後の負荷氏厳で改魯を包め

IV 
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d ，dF  
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た

遭闘の持rr，または反復による負荷田町容能の"・1ま

、例醐d lII' iod~，“ 1f'alkiq tllro暗包署llt~obðいは

現象"と して路軍により帽告されてい

る白山 そのE庭園について，~ ③忍...の"・ ... 心

筋磁調R判費量滋少，..~厳."肉..援少， @...~に

対する慣れ広ど"考えられている金涯で位向ー負

荷崎協同ー負荷量の象件下で@心筋.，賢消費軍機少

に注目する帽告が匹、 われわれ@検討で!i.. ar-

miq叩鋤果がaめられた.."では.PRP増加を伴

う負荷耐n.・加にもかかわるす生じた心筋虚血t玄

関湿度でありJ 心11i1lt=_袈増lln:見合，たr"allt模

侠給制・匁が示唆された ζれ位。われわれの症例から

は求い窓動震の・"・aが.u凶 "rIIP現象に関与し

ている Cと"否定的でおり. 金~の短編118ø..が

..動ずるCと!こより。 より効率よ'a，ようにな。た

回復11110分伺のZ習 の比綬.<-1 

'P M..aroa.inr 

回復.QSTOf.下@縛健局閃の比叡
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WPW症候群におけるトレッドミル運動負荷

一-QRS渡 形の変化をゆ心に一一

〈第暗冨循環墨負荷研究会， 1982.SJj 1 a) 

賀来 俊 . 深 谷Jt .. ・ 宿場邦武・

信じめに

WPW I!削除腐応お貯る"伝導路の佐賀を検鈴する

一方さきとして.....負荷。賓働..荷を行‘、デルタ

【4凶"を含む<，書""の度化を・震するζとがある

翠動負荷に伴う.，実を含む心室捜'"の変化に12.'隠伝

.J3 .~';I'æ:.砲の繍互の位z.末広鰐 伝場迫田の

変化包どが蝿与す.と思われる われわれは，柵董の

ために入厳した WPWIl候爵患者"対し トレ"

ミル..動負司令待吻ているが，今回信ζ の QRS捜月障

の変化'"主匿して検討を組えた

Z 鮒象および方途

対.. は入E建司"にトレ， ，ミル..膏を行，た WPW

Z鍵髭の'月後U側I 女性8例。."か切"..平理"

.，の合計''''である 民嶋伺b.UCll"の分..にした

がうと '111がu，町 .I!が.. 略で.?た ...自負樗

は .. 績を役与しはい~"で. 米沼?ルヶ ， ，社製ト

レヲ nルc..eをmい原則として."皿 p阿 b

"肉・2

， . 
・開

113 

副， ..... ‘ .. 以上は M叫ifiodBr晒 P剛醐1にし

たが，て互是大負荷を行勺た

後室中吻心"密主主形の・Z健Iま。主として V"V .. 

.V，で汚い，組曹を徐 くため霊"""の事均波形とし

て""C.必要に'"じて岨Jtl皿の包舗を符，た

n " • 
ほとんどの症例が!予測長大<倒訟の関劣まで通し

週間寵比相劃孟平司118/分であ。た

" 心繍."加に伴うω霊遺影の"化

園Sに示すように 還動負荷による.(.48:聖t・'"に陣

う心.".'"の盛時的変化11.s"に分舗された 'p 

〈‘倒)11，心他"・a聞につれて QRS金依の幅は多

少.1'~示すが &量生の節分にういτI孟ほとんと度化

がみるれはか.た窪!It IIIJ (13侠}陪I 心鎗放の均.

'"ととらに PJ ..糧.ずるために 徐々 に.訟が構

失C，11‘覆度にまでは令たIJ:ftma: (2例》信

Jt駿的少信い心健散で:l.ICA援が綱失し QRS ... 修

が大き 〈度化した忽係 各p咽の重成心的飲1':::.'まえ込

• • U 例

，.2 'ア8 5' 

• • E 例

+ 

115 

岨聞とんと暗 徐，.IC ~‘ ..械少 都 品.州.

.1 ，("伯""加"伴う心室波形の夜化の分銅

. ..大手a"..~M 
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<. ...n::盆!;:r;いと考え句れる

2) "".温，."化@分軍と， "'"・9・竃混生還掌釣

". 
.'に来すように I. D. mの魯虜と!民ω句与

.' 心宣陸軍由度化の盟と置床的背量

• |可r|眠、e

' z 2 2 

2 • • • z ， . • • 2 

"例 B • s • • 冨 d‘ a • 。 • 2例 • 1 • g 

PI'M" R作骨ト冒佳圃抽

P.U， .f下位b贋掴勘

刷 m 分姻のA，B!I:!に分布の盤拠隠忽<， JIIeょの

発f慢性u性績柏 (PSV'I')や健作佳4幌担動 (PA.C) 

@有働。き，に P阻 DI'Itud，.中の PSVT"鐙の省

銀"も-，.~傾向ほ庖められず必か，た 聞2ほ副伝噂

胞の本."，を示し。。は副伝.J容の不"..侭RP..)

が豆調官伝.僚の不"..但ltP..叫よりも.. い症例を

来吹 各"で，不応刻の"さ..，酎伝.tIJJ&.jf官官e"
絡の"'"..の長短周係lζ分布の盤124与，れはか，た

的 rQ2tjの出現

掴"三DltA!I:!の察側を示1".v，の QRS..形に

主主周ずると，~、総微増加とともに PJ が鰻・し

..の占める.. 分が少f~< tlる さるに."に..いて

品 l ト\......~. ~ル 11 箱
刷 lエlL J!I 

V， 護醤醤霊童

v， 軍 司
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A BIA BIA B 

I 群 E 野 m :平
回2 酪伝.. 路の不:Z，M

(...， B隠 B圃・.._~畑。

小さな a唱曲ncldleeti舗が衷弘次第巴増大し，つ

いに..嘗湿度"'.後ιa<rQlt.J.の震い阻句砕

“"“neetiooとえなる

回‘ I孟 DJ草B盤のßlat.よ例の実例で~. いずれの

場合もとの rQ援Jは負荷隆7・隠すみやかに情失し

ている 負荷岨大中の~勉..と QRS 健形とを比限す

.と 負荷終nはまだ銀鎗が縫いている崎期に rQ
・c隠すでに綱失してい.

鹿"孟B=の盆例であるが，上."例と異なり

rQ...，が幽寝しない実例である &哉の誠少は十分

にみるれるにもかかわりず。 E申 tinddl回酬の出

現はわずかは Doteh程度にとど重令ている

‘" ・'"幽覆と""'事舗の也.

ζ のように，連動負荷により rQ綾J，・の疲れが出

，. 1吐凶 3母2* 41テ
EEtC12、一三士ニニニニ:ー.

，.. ..， '01 

" • 
YH 2'" .A型

-・ rQ設」出現例 【4・盈〉
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HC 28F B笠

回. rQ議1出現例('摺》

トI....Y!ル.荷
1 • lIL 2~ 4分

V， 

v，可τ

~ .. ，..・2・..， ". 1ω..， ，.， lU 

州 S38FB!J!..

園， rQ波H創出現例('型〉

現ずるものと!全く生じはいかわずかは notah程

度しか示さ写いものは A盈B型の両者にそれぞれみ

りれた

営の分d"にしたが令て.副伝....の位置と， rQ 
援J.曳の関係について検討した(表')

A~の渇会怠''"可"と怠室。聞墜に副伝....の位11

が推定され奇盆例では rQ穆Uの幽哀がみるれるがI

怠室後去の場舎にはみられないー方B盈ではe 有室

""と測怨に翻伝場趨が償定され.例で信 rQruが

出現せず右室後墜にあるものでは出現がみられた

rQ出血現の膏無 ζついて位。達成心鎗mに~は

はく!副伝惨絡と正常伝事路の不""同僚互関係につ

いてむ検討した治久 定のほ閉日三更L 、だ しj~f，:か勺た

E 肴綾

Wf'W，医師.. 撃の心ヨ"，Wは.設と疋常 QRS霞の融

合法形であり。その覆度は縮条件で変化しうる" 運

動負荷を"うと!交盛神経の奥膏により正常陸揚路の

伝事速度が速く芯払 p，が短鋪し&設の節分tJ!~;第

に減少す.0.~れりの--..の変化に影曹を与える.，，，

としで!副陸揚鎗の解釘学的位11，正常伝場趨と副伝

噂路の不応鰯の催。，その棺互の星組関僚が考え切れ

る 例えば宜野のように (，鏑象増加 ζより突然&設

が刑失し侠い QRS設形に変化する場合"捌伝啄
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議Z 劃伝.."の包也と rQ狼Jo幽現

型 g ~ ま車掌 gE輔@ 42車」
経@". .u l，o.n' ー
VH •• 出 I.-n' 神w. 'OF L・1 10-."， • XH 2・F 舗 2 ~.‘ 守• .. ". ... ~.・E 4ゅ

一一一…"'…一

" ". ... ~醐‘
4‘・ 鎗 F '" ~問 2 

" 2・F ." ~問

"区 舗M z・5 ~U， 

" "紙 ." ~.・E

B •• 'OF '" 
R.I.< = .. 1・u ." JL-I.. 主

..........・・・ー
_c 舗 F m .同 • 

跨例末広織がAい可優佳が考えられた また隆康的な

PSvrのeζり0すきやペーシνグでの PSVTの

鰐売のきれやすさなどとも関係;nl子息された しかし，

褒1 図"，示され.ように。ζれらの因子と各鮮に

はー定の楼員'Jを豹宅愛する所見'"・切れなかーた

選動負荷時@左側胸忽窃場における僻が.JQ肢の

変化が... .極性心安息の..~率向ょに有用であ各と し

て注目されている“ 令自のわれわれの後舗において

.，突の竃復に生じる小さな a常山vedefltcti姐陪

本来の筑波の直前に位置するところかもQ援と考えら

れるものである われわれの症例低ほとんどが若年

者であり， A血栓£疾患の金e帥 宥え震い

乙の rQ狼」の幽裂の有鍍俗.ROHDba.um D)分2震

によー，て"分舞され泣いため きゅに場』踏の分績にし

たが令た捌伝辱路の位置との関係について倹討を試み

た結果，よ毘の所見を得たものである .波のペタト

ル方向怯当然劃伝場路の位置に規定され各が 中磁ベ

'" 
タ砂ルも運動負荷によ弔て浪高と方肉が震化すると思

われる“運動負荷時iまさ"1:.心房内伝.速区正

常伝.路の伝湯速度の度化が加わり ゅ痛の興奮.. 式

に射する割伝副夢路の隠与の湿度も震化すると"われる

己のようにして，関径海路の均M凶私笠間出S膨，.の夜

化か rQ渡」の血事"・5えに関与していると息われるが

合理的芯援明にはいた。てい包い

今乱 7ξ 守，.'J ::I~アジマ リンによー，て.設を瀬タた

きぜた場舎の語L彰変<t. T 砂ロピ，~イソプロテレノ

ール"'4"の楼~![.fi;との比般により さらに検討を

加えてみたい
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スの運動負荷時循環動態に及ぼす昨響健常成人におけるジギタリ

'" 

循環曇負荷研究会， ""年，"'毘〉〈第"'"

明・憧本杉輔・実木金

夫・忠岡繍S建・茂野萩置・111 余

した有"釜の..定山主戸"・d，回Eを用いた

果.. E 

クギタリス長期役与の鍾常成人に怠ける還動負荷.. 

の宿電動鰻に対する影・を知るためその役与問ilで'"

JIj蓮覇防負荷を行い検討した

対象iま健果忽男性11例とした 年自信は...-“剤使

平均.0¥6.9般であ勺た 全例にジギタリス篤としてジゴ

キシン (D)0.25皿.ffB.4i1Mの役与を行司た

設与前後Iとおけ否定量翠E自負荷としで， トレ ?ドミル

を用い 多段婚方式 B~ の変''''各ステークの速

度を，.さきの62.5%とした}にしたがい 12分間(ステ

ーク.)の負荷を与えたp 運動負荷前!中を通じて E

分どとに心捻1'1:(HR1，収...血豆 (SBP).分椅.".

消費量E作0，)，分姥換気.. "'E)を測定した 'R 

は心電図モエユターにより SBP IまCuft接により，

*0.と VEはモーガy縫製*キシログを用いて測定

箇ZにD投与前後におげる4柏設と収...血疋の夜

化を示した心拍裁隠D役与により安俸時 76.0土!.. 

(SE) beats/mlllから 69.9土.''''"細lmic

o ∞~，運動負荷碕 130.9会 4.1 be&ta/mil1から 123.1

土3.8beatlfmil1 (P<O.I)めと共民有意の低下告示し

た 庇周期血圧は安.時にはD役与により132.8:%:2.2

血 mH，から 128.8::2.2mIl1811'(NS)へと有"の夜

c，< 

D 

対象と方濠z 

化iまなか。たが還動負荷碕に陪 1位 5土5.3mmHg 

かる 113.5土5.1mmHg (pく:0.(5)へと有望Eの低下

を示した..'に doublepr叫世etDP (SBpxRRl 

と..索清.量のD設与前後における民化を示した

Double pr・d関 tのヨ".均Dti4-前後の値はそれぞれ

問網走醐，ωω剖∞ c，くO剛)，運動負荷崎それ
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クギタ ')，役与前後における.. 震保'"累舗.AI.c，弛舷H よぴ..気.tの"化
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."土O.18 øu'~'1I1旭(NS).速動負荷・・2D."土0.75

rrJ/'q.min， 2L 43:0. 78 mI/kg'IDID 1)聞と安.崎.

運動負荷"ともD後与による度化まみられなか勺た

ぞれ'"∞土1400.2出>>土1200(P<O.05)と共にDに

より有窓の低下を示した 園陸察情..のD役a事前後に

おげる僅は，それぞれ家修時."念。.12l111lkr'lI1ill.



'" 
園SにD投与前後におげる'"属探岨=f凋U /祉

鎗激〉指よぴ換気量の箆イヒを示した E腹案震のD投与

回復にお砂る..は安.殉それぞれ 0凪8土0.003mJ/ 

切除III.tlI. min. O. Os.土O醐 mJfq'be&ta皿 (p

<0崎).ill防負荷均それぞれ0.151:!:: 0.鍵)6mJ/ka-

beau. mi.D， 0.171土O聞 ."k. 回 t..mill句〈

0.02)と共に有.. の増加をみとめた 侠気量のD投与

前後の健ば安"崎それぞれ9.9=0.31!mil1.9.6土0.'

1/，副 D(NS)，還動負荷均それぞれ 11.9金 1.21/rsUD.

11.'企LO/;1I1羽と安惨崎 選周抱負荷埼災にDによる

有望Eの変化まみられ忽か叩た

関‘低金"について還動負荷侃運動負荷S分&

t~ 

..由
醐

醐

圃
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~，・山X-m，I(Il'・.，.
0:1-U.IX一山CO<-O.ω

E毎Z

駒 欄

c 
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阻‘ クギタリス没与m後に省ける逼勧負荷均俊来~

uと~嶋~の関係

e分... 9分乱 12分後の BRと守O置をプロ， ， 

し織輸に令Oぉ棚績に BR をとり回帰寵線を求め

た.のである D没与後でE織の勾E~w.. 2かり1<1

へと増加しており.-=:育費量噌舗に伴い酸累尿の増

加するζとがみとめられた

D役与による還動の主筆的強度の".化をみるため.

図Eに示したように，主""強度。 "'tioll'岡崎と

して'"織に分げたものを用いた" D没与により2・m強度は<03土0.18かる'.82土0.19(p<O.1l5)へ

と有.の低下を示した.
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ジギタリヌばぱ〉不全を脅しない例で隠心筋融緩糟費

量を細大させるといわれている齢お またー方で陪

ジギタリスを長期使用した翁合。安傍椅，墨勧負荷砲

とも.<.嶋銑叙.，.血互に'曙はみられず品川たと

いう線告"副もある また心鎗舷は安傍島幸"動負荷"

とも 有患の減少をみたが白血圧に対する~・ l主なか

勺たという繍告訓もある 今回の表々の成績では。ジ

ギタリスにより心拍歓l孟安野均...動負荷時とも有怠

の低下を示し，思..~血豆低温動負荷青春に有望訟の僅下

をみとめた

連動負荷に対する凪<1M・量はジギタリス俊与畿で

ほとんど度化f';'< (11・ t fQo)，心岨散と叡・.~血圧

のS置の増加の程度は;;~ドタリス役与後低下した@困e

中ml ζのζとは定盆遷動負荷時，心こ鍵ぜ切れる

負荷がジギタリスにより程減したζ とを示竣する ま

た連動負荷の増大に体ラて届監察援の増加するζとがみ

とめられた咽・'T.il週間@主領的強度のジギタ

リス銀与後の径援は 乙のよう忽;;.....タリスによる還

働時心負猪量@健福...園陸，院選鑑にお砂る徳湿系の効

司院の君主・にもとづ〈ものと恩われた

四

文 隊

幻小野考孝 傘身持久性蓮動乙おbずる主・的強度

と客.的強度の対応包L体育学研究 z1; 191_ 

203，1976 

2) t.luos D. T.， et al.; D叩凶泊阻d~民u

P皿 ml.cb飽 t1M: u5-416，1913 

3) Coftll J. W.，et乱 s""国側 D叩Wl，玄vl

Effeeta 011 myocard凶 0:':1r旬倒mlumpuon.

J. CJiD. IIITt!lt.“ 1935_1鈍え""

4) V句静1!1.，民・1: sbぽ包""1細"，termeff.蜘 d

Diait&lil個:re.tll1iIII:ld問 thaad(rip

hemod:y'M副首皿 F・U阻，~仙切阿国'7~包司

di_民Aa.J. Cardiol40 : 171_175，1977 

の主主rthB.O~“&l : Elfeo瑚"""岨i・血姐

D階。:riD.therap1細 V包出c:ul&r funeti旬 a

~・t ・.d p舗.ken団 HloP副担色、叫h副会-

'-rt di.舗18.A.m.. J. C釘.ゆ，l“信，....90，

19銅 1

6)豪蕗和人，他 ジゴキシンの正常心、応対する情性

..カ動果 Ië ltll; fJ:らびに翠勘・・2心、織'障の心~

ヨー悶ならびに<<・能周による検...J戸，t>=

J勾25-u.l979.

運動酎容能評価法として白 AnaerobicThreshold 

一一血中カテコールアミン測定の意畿についてー一

児島俊一・ 鈴村

橋本文書長・ F街

ばじめ広

揃槽式運動負荷民般において悼息申乳酪健が上昇

そ削始する時dもつまり好気的代劇に隊気性の代紺が

おわZS時点，それ隠その"の休随員提潤...で示され割眠

気性代謝醐僅，.... 雌 robieThreahold..A.T)という

.北梅値大関E霊学・5・3鹿島内符

(t{;) 循環邑負荷研究金.l9!抱年8)Jle)

尚議・ 西

."安

島 宏 隆 ・

図 寿 一 ・

そしてそれが還動酎容能を僻修するのに非常1<良い知

.となるといわれている"" われわれは先にそ@健

を非鋼血約方自在により求。'心使息患者では鍵'信者に

くらべその僅'"低下するζとを縄告した" 今回信ζ

の ATの生理的ならびに臨床的11織を明らかにする

B町で血猿カテコールアミン (CA) 量度との拠遣を



'" 
検討したので純金ずる

Z 対 .. 
健常者e名〈年齢.....，.，平均29.2..)..c.~ 

患者U名......，・.，伺 7・t肉眼はF 弁製盆e名，

陳慣性心筋使盆.'"~ 心筋盤u パルザルバ調破

裂 1名〉 また沿疾患患者の NYHA嶋能分婦ではE

度3名， .度S名 E度2名であ雪た

E 方 途

トレ.，I" !~νを用い..分漸増式選..負荷鼠畿を行

令たが，健常者8 各会員，~、疾患患者 NYHA 1!J:3 

名については Bru~ 康法を!他の心疾患患者 8 名に

ついては以前鰻告したわれわれの範段でのよりゆるや

か伝 B国語家主告"を用いた遷鋤の終点は鰻大の温動

で自覚塞が白現し還E榊...図鑑とはヲた時点(Symp・

旬目 白紙U，)とした心電図は CM.で混線モニ

ターし。 1分ととの紀辰から心判廷を求めた また血

fE健治7溢により 1分どとZ求めた血中異議11と血

" CA温度測定@た歳。o..血を各 .u伊 '-3分の

閣と汚ヲた経時的に..血号待うた治 .俵餅をあら

かじめ留僅し安.碕の.，本立位s分居とした血中

"，u，ま R倶凶社製乳厳分併設置を周いて測定し

今回 ATは乳滋催の変動かる'"'際法で求めた 血貌

同町0• ー.. . !_tI 
7 

日 叫 "町， t-u 

H 岨 H・
町民・~-.I• 

' 
4・
a 

2 

，，~医学 .38.. .録

CA漫度iま，高速液体 ebromatogl'1lphyを用いた TH1

g隆光さきにより劃定した

E 鎗 a県
安.崎心J自殺肱鍵常者。心4定患患者でそれぞれ“土

..."土23，A.T時1騎士19.1M土3T， ，医大;0島崎... 

::!: 17， 155土38/分，.~土SD) であり AT 時 a医大

還勤時とも健常者胤岐阜患者にくらべ治加の傾向が

大で~，たが有，.の"倍程かヲた奴.."血豆はそれ

ぞれヨE・..u.土16.117土24.A.T 11¥'162土27，152土

鈎，"大.勘略 199:1'-173土MIIIlIIHgであり健常

者は4岨設と"'.. 増留の領周が大であーた

図Zに予測分略目障策調費量作0，)を横伯区とり'"

"に血吻乳酸IlO援助を示した心疾患患者でほ""

鑑の上昇欄始(す"わち ATうも翠動の榎S草色健常者

のそれにくらべ低いレベル@分縛磁実際浦安霊でみられ

たつまり AT"， (健常者W，.全a弘心療.t.20. 1ま

'"回l/lI;f/uoin.p<臥∞-1)Ll大雌."消費'"健常者

63，3主H 心庚息 33，'土1O.lml!kr/m岨 .p<O. 0(1) 

と.<~祖患者l増常者以.:，""'.し〈低く そ町a
に有"SID.を庖めた しかし館がもa医大起動均の血申

乳，.値にほ商.. で有.. の謹がほか一，た 〈健調書者5，1

企1.T， .c.疾患"ま2.2 mMf，の怨お今留金員のa腹案
i両..止は実渇してい江いので白図中".る各"'"での
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園， 111・例での遂'闘による"'''ノルエピ.フリン..度の変動

~.で各甥@平均を示した

目度第消費量tまわれわれが以前実測した儲から予測し用

いた

園'"'"じ〈運動唱の血..'ルエピ牟ヲリン(NEp)

湿度の変動を金例について示した N'Ep .度は安.

時 AT時金大運動縛"健常者心疾患患者でそれ

ぞれ. .謁土91，518玄鍔‘ "，1m!.719ま，，，.銑掲土'"

"，，/叫 ，UGすま919.1883=総'"他d で~り各均点と

も各霊場.. で有"の釜を旭めなか勺た しかしむ.'~墨患

者で"安静崎および径量負荷ではわずかのよ昇にすさ

ないがある時点から急訟に上鼻した鍵常者ではや

はり AT以下の運動でほほとんど変化がずよいが，そ

の後，.. 険法上昇を示し 金大崎ではむしろι嘆息患者

より高値を京す傾向がみられた。つまり健常者でほ血

IJ!: NEp 信容易に上昇せず，しかしある程度以上の遁

動強度によ，て著明に上昇するζ とが分か弔た 血虫食

エピネヲリ:.-(Ep)極度ほ安"時 AT略。媛大..動

向に健常者。心疾患皐者でそれぞれ“ま純I騎士31"

ImI.143:U1.1Sま113ptI/mJ， 525土3S3，'"士会07pel

'"であり 各均点とも各町aで有盆の差を鼠めなか

ーた しかしその夜尉ば NE，の夜働と同様の傾向が

あ勺た

週四島強度と血J::NEp温度との関遣をみるため国 Z

A 1:: AT lItilでのJIIIItNEp 援度を個々の例につ、

て示し比慢した図に示すごとく ATの高い健常者

ほど，との時点での血JJI:NEp温度は..分低めであ令

たが有"ではずZか令た 悶IBH:::安"時 NEp温度"

対するJ.T時点での NEp.置の，.化皐を示した

問簡に運動内温度と変化率の聞には金〈相闘がないつ

まり AT，ζ封建するまでほ血眼 NEp温度の宥定の

上昇巳ないと考えてよい

園・ Aに..大..'"消..量とその時のm=NEp.度

を倍々の例で示した 健省官者でa医大破窯消...の高い

ものほど!最大還勤時の NEp~・度健司臨めの傾向があ

勺た 図‘ 2に開織に震大遷動姥の政策綱質量と血積

NEp arrの箆化寧を示した 最大..'"消費震の高い

ものほど血mNEpの変化$が大であーた

".に以上の成綾をまとめ平勾鐘で示した すはわ

ち繍槍1::.度実消費量ι.. 舶に血JlNEp湿度のそれぞ

れの寧均を示した''''喧患者では.，長.時経量負

荷および AT時点での血JJI:NEp温度に〈らベ高砂で

あるが ATをζえ香運動塗度で信血2 NEp温度低

急援に上昇した健常者では ATまでほゆるやかな

上鼻でおるが。 a隆夫運動"でほ<疾患患者にくらぺ.

常者で絡にその上興が大であーた
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ネルギー需要増加に対応するa・.. ヨE徴"の楓箆が不充

分とは，て"勘筋鷲，、のa・窯倹槍が不足し惚気釣鱒纏

通廻によ.Q.:. j事ルギー盆生'"綱婚される点とされてい
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M ・J刷
園‘ B 安野叫に却する是大道働時の血

'"ノルエピ，フ~ ".度変化$

o"・血中....値が上昇を..婚するζの4障は a臨調
消費量と像気温の鍵係から求俗られ心療患でその重

霊..そ反"して重量E者ほど鑑~~I・..諸費盆で幽.. する

と乙るかり われわれ低志盆により~幌u者の逼動

耐$飽を".血的に客観的に縛値するととができ，有

1fI fl 1J~きで~るとして富康的に応用してeた" 一方
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安冊立位， ... 負荷時代0，釣 17l111fk;}mi1l
細書" ・...佳代謝鶴鑑 (A町時， a大運動防

の血"ノルエピネフリン轟鹿

刊 _...1'"・h・/.同

われわれは £嘆息患者に者砂る....による血・..  

2 ールアミン温度の著明江主興怯 ;r働坊の血.. 分布

の変化を伴う交感縛経系の風館組序を示すものとしで

きた"・ しかし今回むしろ健常者でも強度の選動で

は血膿カテヨールアミン援度の上昇『左大であ令た .. 

動筋への好集約.，ドルギー供給が不充分となる段階を

こえ愚大.. 動を"う廠に怯運動笥への血穫を屋大震

に維持するため4幌阜患者以上に健常者においても交

峰神屋京を介する爾理園町偲序の働〈 ζとが示唆され

たつまり生体の.，.反応のっと考えもれた した

が吻て今回蓮動申の"'*乳園陸信 .テコールアミン慢

度を岡崎に濁定するととにより健信者.(;嘆息患者の

E胃

いずれにおいても交感神経系を介する強度の畑町健序

を受げる以閉に ATが出現するニとを磁湿したので!

最大;r働以γのより少ない遁動温度でみられる AT~

u樹容能判定の治領として厩いるζとは翠勘負荷に

おいて安全伎を守る点か。も錐む毒されるべき方法と患

われた

ま と め

館組佳代.. 闇値(.AT) 品先に縄告したように. 

.. 応答から非.血的 z・的"湿勤酎容範唱。判定が可

蜂である 加えて今園カテコールすま'.度を麹"す

るζとにより安全性においても臨床的".畿があり

有用でおる ζとを確mした

"・a
1) W .... er臨uK喝.・l.: ...... erobil:也n泊。d岨 d

"時irau附.....也-'嘘n，唱ruen白色

J. Appl. Pby.iol.l5 : 236，四，.

Z) Wuur官邸玄 箇dWhipp B.J.: E豆町四e

"，.泊句yiD.h副白幽ddiu旭a A也."'" 

Resp. DiJ.1U : 1976. 

め峰村尚書長， ，史図膏 ， 他 <<電車患者のヨE勧耐容

能-*キシログによる検討-.a衝徳学 '"
，"" ，鎗，

の児島俊ーI 安aJf-.他心不全患者の運動耐容

能を僻偏するための》レヲドミル負荷民駿の検鈴

帽 U 即 1阻

$) Ni.biji幽 呂 、 YuudaH.，eI乱 u・d山酬。r
切符~事ratllf"l!也官=.回 〈・blt.) 

Cinlul.auo乱pe.nn 6O，Nwnb町 ‘，....'釘9

的児島俊-，~図痔 ， 他(.そ果息患者の.. 動負荷

"の手".. 温度変4己最続医学 18:189，1思&



主河 ..車両軍学.".摘録

運動負荷試験1(より周期的ST上昇を示した異型狭心症の 1例

〈即興車循環魯負荷研究会.1見ε隼，"7日〉

佐藤貧富男・

絵久茸久雄・

下村克朗・

鎌倉史郎・

大江 透・

他国正男・

具室銚心"にS話砂る喪心鳴発作。心電図の sr上鼻

が量動援の啄.によーて生じる ζ と怯よく知勺れてい

る 近年ζの典型裳<... でも還動負荷により捜，，-!暗~

町上鼻が集じる乙とが知ら札 ζ れも定勘繰... 留

によ。て主じ.ζとが冠動震連第で確かめるれてい

る."しかしとの"..，康彦掲の発生楓序については不

明主M 多〈 また翠動脈.. ・と窓勧累硬化住宅可愛と

の宙船甥係"につ肉、でも+分は解明に至，ていない

今国宅建々陪定動脈事舗によ.と考えられる連動負荷"

のSTよ鼻発作が周期的に縫り返す特異は"'''略を経

験し，定厳探翠・の鍾生.1I.'PiU助活際軍化也測震との

鹿速を考.する上で倉わ~で興味のある"例と考えら

れたので鰻告する

Z 盤 例

“血障の男也奮庖童三 E。年前から‘尿病があり，経

口梅原切..".投与でヨント冨ールされていた 2目ω
本判明聞の喫煙毘がある 父，纏飯綱

昭和総寧7'遺鋤多行中に突然強凶崎臨衡を生じ

約1時げ間協騰した 竃ちに返厚を受診し。心....検査

によ勺て猿心症と陰訴され 以後温良治鍍を受けてい

た その後叔む婦を自覚する ζとは江か，たが@和"

年..午刷中I 鹿の芝刈り中に$""の町胸陣痛があ

り」ユトログリセリ ν宮下後S分で笹倹した その頃よ

り歩行中に...に~度の不快感を盛じたり，早朝筒.. 

不快舗で目を覚書すととがしばしばあーた 昭和お写

8月栴蓋のため当センター受陰，午前中に行われた?

スター負荷 ，，，.で司炉等度知袋心婦とといこE 皿

.V， I時揮に省ける計上昇副墨めたため，昭和岬苧8

1.12i8ス践した

λ島崎理学的所見では地袋.. にLnin・n/¥lの収

.蹴脇出色泌奮を聴取するのみで他に異常"鱒"B
産所見も正常であ勺た 血認定隼ヒ学検査でも G1"1'で

・置u.・...・Yター肉縄

.黒鯛箆を示したが他"異'"玄包めず。笠鰻均"・.

正常で~，た 胸侮レ線写..も程度のま室鐙大を留め

るのみであ，た

入反絢の安静勾心電図では皿が""盈で・，V，にq

艶.. 見切れ院阪信左下量提.，.疑われた入院後に行

令たトレヲl'~ k遭動'晴氏検 咽叫では負荷前"

.婚にはR 上鼻は忽め.，か。たが会わめて経い"湾

の S姐.re0 (2. S km/h. 0 %Jの..動開始後1分目よ

りII.m， .V. a.で約 L5_2.0白血の R 上昇を

鑓め V.. V，の =pn認刻化込 ST低下が見bれた

胸痛がないためそのまま運動を鍵けると2分自にはST

は忌織に腐り正倉化し その後膏び ST... 主S隠すると

いう周期的 STよ鼻を示した遺動竃を噌'"させるに

もかかわらずその現象は鱒厳し 鋭喝を 8仏H也Ih.

10:")の事動負荷で ST土鼻が固定化したかに見えた

ため逼動そ中止したが その間会〈機む舗は鋳え誌か

，た図1の下&(B)に V，.V...V，の ST信也度

と傾斜のトν"を示したが.還動測始とともに鈎2

分間の周期でほぼ潤置度の Rょ~を繰り翠している

ζとが明らかに留められた ζの遺動負荷低厳による

周m的町上昇は再現住が良好で，別の自に行われた

トレヲドミ ル検査でも会〈間織の際見がる・られた咽

" 入反復自覚的には後も偏見作iま怨め切れ誌か，たが

回。，.，心.. 置で"鋤方測の双極...・で自".. 択を体

わはい ST.t界5著作が鋼周に見切れ俸に早酬に集中

していた骸発的に生ずる比個情舗の長い発作とと

もに 持電車の糧い小さ怨発作併比依的周期的に生じて

いるのがUめ切れた周時期に行われたColdP開筒"

低験では"砂咽冶氷に手をつげるだげで STよ鼻と騒

い絢婦を主じ ζの許上昇も約2分のM"でS窃11
り返すのが・2書された ート邑 ル舌下自負には岡訟殺

で R 上界ば局宛されはか弔た
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園， ，νヲドミル遺鋤負荷鼠験

...，......ゲヲト並製 CAS1!，による"ピ，""-T-t色・した・.V.ø‘i".園....周期的信'"上昇~見られる

.釘伺目.前勾駒山川内ゐ .V.での醐的'"，~と胸間前州民的R町時切れる

Diltiu岨 ω..'時咽どとの役与を陳始すると H.1

，~ 心電図よで金， STよ昇発作依梢失した Dilti 

創腺m GO mg服用 2時間後に行，たトレヲドミル運動

負荷試験でほ制定.. 周期的 ST上昇は毘られずかな

りの高負荷の s，申 E【5.5km/h，H聞の連動にな

。て初めて ST上昇を生じ ...胸中"'"も周期的s:.崎

は示さず約5分冊 STよ昇の縛.が見切れた

翠動家造彫検牽でほ町よ鼻自震発作時事よぴ130{

分の右虜ページングで甥発された町上昇発作時には

右怠動脈の di.t.alP剛rtion(A.HAのsの歯車位)に家

檎倒の造修遅延そ伴う鈎"の議帯が見られた券発作

時およびι ，ログリセ， ，雪下畿で路間"に刻，..縄返

"遅延を伴わない90%の狭窄が留められた ι'0グ

リセ 'J...畿の右虜ペーシングでほ町家化も抱〈量動

脈翠褐色見切れ忽か噌た また.t;;回復叡の di.ta1

pon咽 (13の節也〉に''''の曇質的狭窄を.."た

以上より右冠動擦にa質的.".，実情置があり，それが'Ii

."，窓植によりω%臥上の襲布と芯。て STょ"を生

じたものと考えりれた 玄室造影では後下塗の盛運動

がやや不良で S管官制t ‘のー甑が，~.であーた。

左室毘幽"'1ま42'"であ句た白，ldP間町胤併用

の T1-C1心街シ ，.グ，フ 4ーでは像藍~後申隔の

阿 fu.iOllde!.叫があり同阻ま坤咽.にわず，.な

算分布を阻めた

Diltiu皿 18，伺..分4役与により STよ昇発

作』孟槽失し.返館後も金'0覚症状もなく，違反5ヵ

R自には Dillinem役与を中止しても HoJter心電窟

よ ST変化は見られず トレヲ Vミル置動員衛隊駿で

も全'ST上昇宛作は生じず s，叩 1(5. 5 tmJh， 22 

'"の還励で下肢疲労のた働中止した ζの閣支・.. 

心電図に変化ほ留めず再... の種倹は包めなか，た

n.. • 
乙の鑑例"見りれた周期的 ST上昇は思動保途彫

で"明された右冠動脈のき質的換気置に重信令て生じた

冠動豚窓"によ，て奪組されたものと雄測される 翠
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川盲目，九V，tII!Jの実混乱...v.に酒期的計上昇と九九に酒期的抗告患下〈栂反鈎〉が見られる

') ~樋位Zと~勾阜のトν"グ，. ・V，で. ..，的 'T低下.見る札る
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動負荷時の STよ昇の他の原因として..."の盤還勘

異常に伴うものや器質釣冠動'"実窄による高度忽貧聖

位〉鰐.."が考えられる合えとれるの原因健"では遮

動畳と無鴻係官嶋陽性を良明す.ζとはできない 二

の約2分というー定の周期的 ST 上昇 I~.æ動の持忠実に

もかかわらず5-61e111り返すととからいわゆる

W叫臥hroUfh現象"伽と"異なり.震動脈平滑筋本

来の'"趨の佐寛を反験しているものと縫測され.

PrIo開成.aI .;"nの原著の"・E同どと〈 異星狭心

霊の僅例では発作が夜間や皐朋の，，&時に比般的周期

的に繰り返す現象がしばしば銅剣障されている併 しか

し遭動負荷によ司て周期的 ST土餌を示す覆.隠きわ

めて脅なものと考えられる

iI'庄 内因ら・1や Foluら2・IIUI主動物実験r:!n、て

"分鈎な後穆を作製すると"血8慢の周期的夜勤が見ら

れると・...している Folt. ';'"川玄白が巾でζ

の現象が剤失することから その原置として定働庶の

寧健よりも血小板礎鱗能の変化によ吾可能性そ重鎮し

でいる

ー方。 Oinlburrら仰や Rωstb聞は人工移砲の際

に取り出した君島援の締切り匁本で鉛‘ω砂の周期を

持つ平滑痛の自発的低周期的収縮を包め ζの周期的

問は..""聞allDt1> fl'I'ODO山で母宅金または再開

強し， vtra拠四日ゃ dil~岨で消失すると帽告して

いる .た人の震動繁平副冊!ljt;l;極々 の緒。1115t rこ

対して収植し 初期の急速な待畿の短い収11とやや遅

れて出現する11鎗で強力伝伶畿性の収飽かる慮るヱ格

性@反応があるζ とを示している '"定例の STよ鼻

発作"周期もほ"一致し，自然亮作時にも 2種錫存夜

するととかり Ginlbur官らや R相聞らによ，て・.. 

された人の冠動脈に見られ.平，."固有の収縮と共湿

の位慣を示している可儀佐が考えられる

近侍定鋤展途膨 患者..の'"強まさ Cが指銑剤の

開発恕どによ，て"'"植の臨床的，.機"闘して多大の

関心が寄せ，れて‘、る 憲'"舗を生じる原因や病図的

"."ま来だ明らかでないが.選r::M鋪 u.ら円ま窓'"

鎗佳狭心症の，著作そのものが島根遷化の促温図乎であ

.可艦栓を述べている ζの点本症例"高度の曇質的

援窄と定事舗の関係を示唆するきわめて貧.な症例と

いえよう.
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Syndrome X における交感神経機能

(第15国循環Z負荷爵究会. 1鎚2~8 J! 1信〉

孝・ 自 井 芳 4総・

得

西

原 啓 文・ 河合 忠 一.
Syndrome Xについて隠様々な痢歯1・が指定され

てきたが現夜まだ稽定す.<歪qていたない今回L

唆々 lまs"""幽玄にお砂る受"縛径複能を検討す

るため労作性食心径を対照として SyodromeXの

運動負荷~の血祭ノルエピ牟ヲリンを測定した江

省 f路舗を有し，."図上 sr低下を伴うが軍需定動

脈造修を量ずる僅9町Jを SyndromeX とした

Z 針象および方法

対象は勘也dro町， ，例〈男2例.女‘例)でi

労作性決4盆8例{男)を対照とした患者は安静鉱

床穐. 0(-相批血匡皆よび心電閣の監111'で臥位zル

ゴメ ターにて 150KP~ で s 分M. ..いて 300

K，.で3刑宙開."刑明動を負荷しI 運動附とZ

動1>7賓胴の 2也前聴こ留置した1I伏沸から'"血し

d注目民ノル.ピネフ リンを剥定した 血殺ノルエピネフ

リンの測定は宅建々が創建した粛渇援体タ冒マトグ，フ

ィ 筆先法制により行q た はお!患者に隠検蓋，瞬間

中掬痛岬の，トログリセザンの宮下位 h、し以下に蕊ぺ

る""賞以外の俊与はせず..俊議時と oi(edipine10 

...大手'医学..三月"

...長与叫分~.または，ro"..・ 01 20 11111投与"

分包をめいすれかを"，. 他刻を'"目と針s圏の藩

動負荷を行q た

E 脳集

血鋸ノルヱピネヲリン霞 Eに示すごと<.Syn 

drome Xの6例中2例で隠運動負荷中め血破ノルz

ピネ 7'1ン".鴛役挺喝容明に高鍋〈平均例"'"ノmf)

と屯り lIiledipine投与後にはさらに薯甥1'':高値 〈平

均岨""，1皿"を示したが. propl'll.ll山』役与後'01ま

鱒役買均より縫a(事勾 17.・阿/臥乃となり， 間碍

<"動岬の胸痛.鐘倹した Syndro皿eX 6t問中の

他の . ，崎{主，労作性!túÆ鶴岡とほl~.IS!ーの血耳障ノル

エピネフ '1ン舗であーた

""期血E 園2に示すどとし遭動中の血甥ノル

エピ*ヲ lJYが著明な高値を来した s，.官。m.Xの

2例では運動中の叙..，血匡が無設費時に高<.

nifedipioe !t:与後に低下した治久 p...，praoolol綾与で

は低下し"か勺たーフザ Syod同 m.玄の偽の 5例

"収倍期血圧が労作性狭心症欝とほ2ぎ同ーの"で.勺
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ダブルプロダク ト:tTJ還の s"む=.玄 の2例の

うちl'略では，回‘に来したように遭動中のダプルプ

ログタトが舞役買時に箸明に高健であるが.nitedipiD~ 

投，，，.経度低下し.propranolol役与後さ切に僅僅と

な勺た

心鎗・a歯s巴示したように，創造の s，巴むomtX 

の2例のうち1例で捻還動命の£拍::bI.役a慮"に著

明に多< Difedip咽陣後与後ではほぼ岡じ湿度である

W句 P租 0101役与後には強〈銅閉された。他の1

例で1:(.4台数はその倦の.，時間 SJ'lIdrome玄

た

倉宮

.役."舎の遅a防負荷による血..ノルエピネフリンの

地'"とダプルプgダタトの憎舗の縄開を図U::示すと

とlま"

等しか・2た
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ζ れは縄じ湿度のダプルプaダタトの嶋却に対L

て己の"聞は....ノルエピ傘フリ νの相却が著しかーョ

た三とを来しでいる

たA保鑓は待罵である労作種主実地盤ヨ院の-1l<窃層蓋鎗であs_・ 幽玄の6例のうち血.IJI，o%ピネフ

リYが高健で包か令た4例ほ労作住民<...，障とほ!ま周

る".

ーの分布を示す念、"動向血集ノルZピ.フ リンが著

明よ高値であ，た2例位.ζの点.の右下方に存窪し
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..と忽弔たまた.プロヲカで$<iprop .... 島0¥0¥

によ.運動ゅの叡""血"".下は笹度であ叩たが 血

..ノルエピネフリ:.-， bj晴敏およびグプルプロダクト

の抵少は"明であり，箆択も改・した ー方そ@他o.例同 s，罰金0" 玄略労作性狭心症欝と出ま関じ

変化を示し，運動情の血..ノル.ピネフリンも高鑑で
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以上より， 6例喰の.. 略でi志ある砂れどSyudrome

Zとして.. 回転されている集聞の申には交感神経系の餅

.異常が測鰭と官僚に関遣した箆例が含まれて、.ζ
とが示唆された入
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により運動中血..ノルエピネヲ 9;.;がさらに著吸いる商
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性'"宅建患の診断勉を肉よさせるSまみが叡多〈検討され

ている 最盛 M位叫舗-&11.おら"は冠動眼疾患の検

也に瞬，凶 Q 波カ哨凋であるζ とを領告し丸

本跨3管7:'1;ぁ".JillI.c岨1;D/:::J>ゲaæa盆~夜!/!

の...肝にこの..，凶 Q 散が有用であるか否かを験針

運動... 'む電庖ロおげる心.".. ，の陰断は，従来主

に虚血性'"低下により芯されて会た。しかし ST低

下着噂に盆づ〈と偽居住例必るいは偽除後例も少r.:< 
な(.I会・，.. 昆上".も多れそのためR捜買の変化

あ6いは"民鎗患にも注目して ..・0負荷民験の虚血
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崩

するためI 虚血君主心疾患の疑われた患者を針a院に連続

的多盆地位... 且iU運動負荷民厳を行い震動尿道修務

見と対比分続した

Z 討.と方議

対象怯....を主焼とし虚血佳<<uの疑われたu例

で 年a院は".. から"・Rまでであ勺た心筋...の鹿

往の~る者特発性心筋症患者，心室内'"・，.容を有

する者は除外した

金例に.湿侠鈎冠潟市保迫修検まおよび修正 ."綱
法"によ各紙・dmi1!運動負荷抵却を，.，予した患動

脈内陸の15%.以上の狭窄を有忍術変とし震動束通修

理野見より Z常窓勤黒鷲(男子お側女子"町の計包

侭"均年a・"'" および震動際疾患務(男子18例I

女子1例抑針19開，平均年齢騎隼}の .. 障に分繍した

連盟防負荷の姐d~刊以降書箱の幽乱心電図上虚血栓

ST 低下. . .. 心街敏到逮L下積倦怠感包どとした

運動負官官む定置におげる V，，有事吻事句川1Q ，史観緬

(QV，)の連鍵ずる'"いし10心4自の平均値について

検討した。館お.l閥均の心，...裁による QV，の度化

を険討するため。値膚浪人男子包例(平均年齢27Jj)

を燭いた

書動負荷心"置の..定基当憶は.ST低下に調しては

J.~より.，血闘以上畿( O.lmV a上の水平型また

Iさず行傾斜型 ST 低下を示す場合~.そしてQ援に闘

しでは安鈴鈎l 運動.荷後ともに QV，を欠如する b

のおよ，，~.. 怖に比し事動負荷後に QV，が不変ほ

いし減少するものを いずれも.."性反応機佐とした

?健制同学的倹定には四r叫およσ師陣，."園、

ならびにが国巴を用いた

E 鎗呆

a ョ....o心鎗..による-凶@穫の震{I;

橿"ま 億常浪人男子U例におけ...島崎の心細放

の増加による QV.の度化告示したものである QV， 

怯実鯵立位時(oC.-latt平坦旬/分)の平均 O.036mVIζ 

比ぺ <....ま 1001分で平均 0.051IDVと有怠に (P

<0.01)増大した その後も QVーは心岨激の増血固と

ともに増大し..妙心鎗歎 1"1分"盆げる QV，，ま

平申 U.Vで，安... 替の約日舗に遣した

..析医学賞".構録

刊
日

3
 

-拘 u，. ..四
日山山 ...・・・

• 
同

一個

Uo' liKI 1ω "0 120 1鈎，..，伺 1・0....“・ 問問 一困1 還島崎の心繍~の槽加とよる V，鴫事QJ<棺の
変化

圏中@僅" 鎗帯広人男子".問。事均隼齢釘・3にお
砂る QV，on諸島・2区H を表す

. ，.，，，窓......と定刻展.......の QV，の倹討

掴，.は，軍司問屋動屍o(NCA. JII)と窓島原8電車

欝 (CAD.1の安.崎および運動負荷直後の QV，

そ示T.安静勾の QV.IまNCAI障の平均 0.061血V

に比べ CAD，障では事勾O.1H8mVと恋鑑を示し.ま

たQ波欠釦崎聞は NCA.I撃の5例('"''に対し CdO

Z揮で陪g例 (36%)とやや多か今たが!いずれも有. .， 

釜を忽めFよか令た 蓮動負荷により NCd軍事では負荷

後の QV，I玄平均<0"温Vで，安絡殉に比ぺ有.，

に (Pく0ω1)増大したまた.，.... にQ'棄を欠如す

るS例のうちS例は負荷後にQ波"出現したー方

CA.D I撃でほ~.. 靖に比べ負荷後の QV，は平均o.()(~ 

幽 Vと.. 少傾向を示したが有窓で依"かラた負荷

後の QV，は NCA"1<:比し CdO，専では低値であ令

たが両者団乙宵思ヨ墜をm~f.i:か今た負荷後にQ援

を欠如する例は NCd偉の"略 (9%) IC~ずし CdO

g揮では10例 (53%)と有患に (P<O.(5)多か勺た

込，凶 Q放が心室中輔の起電力を皮換するζとよ

り 心室中痛を主として支配す.左前下汗伐 (LAD)

近位侮の病変治可也技より舗い寄 (LAD鮮)Ht!I!と，

左国民健 (LC玄}またほ右足動..(RCA.)の病変が

LdOより臨、欝俳LA.DO)聞に分げて QV，

を検討したの泊包囲，.で~る LdO ，障の QV，I孟

1例を恐怖きすべて負荷役に不""いし歳少した " 

LAD t専の QV，は症例放がs例と少だ"ー定の傾

向をEめ怠か弔た
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." 
.. .iE.ø.勤尿廊と遺a・・..~・..週E働負荷による V. 町・・..婦の.化
.左前下"俊遂位修の偶置が他律より.ぃ"(W.D Tl および左但.，主草花f章者怠働眠の町医が

左前下行後より姐い廊〈採 ....D罰》のil.IU.1・による V..・"医帽の.化

4‘ 

-句凶 Qali:a:需欝では'"''・零.o.lOSmVから"

勤勉ft後平均o.lT9...Vへ有..に増大ー方冠.. 脹

疾患"では安・崎平均 0.046阻v，iIIl防負荷直後平均

aω8mVでほとんど夜化し忽か勺た そしてQ被援

帽の木箆ないし減少を..，.住民応層建とするQ援基織

を提唱し その届度.".度事よぴ・性紙裁の予調僅

fま各々 82.0弘前"を示し.sr僅下益岡障の各々 の.. 

...，.加がに比べいずれも粛し絡に町低下着...

にQ波昼皐を2副えるιとにより慮11(92"，，， f玄有."

..低下・寧と."・..の盟到底....‘'震の

比.. 

書動負荷<."図の虚血性<-也...断篇..sr低下

"..で陪感度681;>(13/19例l...奥皮切n(15/22例l.

踊位認"の予.，.. “% (13.βS例〉 陰性民肢の予測値

111.. (15/21例}および摘度飽1..(23/41例} ー方Q

S度益惨では各々7911l(1$/19例).82，. (18m例).79 

必(lM 9例).821.. (13 m例).80"， (S3/U例》で

いずれhQU!Iの方がsr"下"..より優れ

• 

高<f.t..，たと鰻告した

本研究では.V，1II喝の..，瓜 Q援を分析したが

QV，硲 NCA.I揮で""・・・平均臥館主.vから遭励，.

a事勾aω6.Vへと有.に増大し CAD I障では安

・・・平均aω8阻v."・E・翠喝o伽 5園vで笹度

組少告示したのみで...た 掌た sr低下'"・の畢度，

... 度事よぴ陽性鼠般の予.at:.それぞれ...‘."

U， QU!Iの各々 の鑑ほ19，82， 19 Uであり.sr
'"下."・にQ穣.... を加えた..，.は..第で STflf.T.i降

皐のそれ巴比し有怠こ高〈。役"と担問織の民S置であ。

"り.
ていた

町低下‘..鍋陽笹倒.，・m・健倒の‘:lillMに

よる闘す

低下"噂による偽陽性例?例(男子S例。女子

4例》および偽幡盤側6例(金例男子〉にQ設....を

適用したとζろ.I障者で'"例 《・輸のが虚血盤底Z

信佳とuされ.Ii者では 51町《ω""がa血栓反応

.笹とu された

E 寓.. 

4 

sr 

た

以明より， 遭勘.. 荷に対す§心，.図反応は~嶋監と

国時 Mor&l"~Ball句。 '; "1:" IU医大位制mil1

良育館MI:.i>げる CM.1II.の 時，...Q践を検討 C.
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組関するとされ..波兎 S波宮震緬についてlま鉾錨也

管告"“がみおれる しかしQ設費鍋広ついて信電常

人で運動により増大することが."田品"， waithu

切り剖により縄告されているが.Q技場揮が...高や

S議第舗に比ぺきわめて庭電位..であるためか、遺勤

中の心拾寄生によるQ按授舗の変化 ζ倒する銀管"みら

れない事実々の成繊では.蓮勤中の QV，:左心拾双の

鴇'"とともに増大し"安鈴却に比ぺ心拾'"∞/分以上

ではすべて有uをEめ.1601:分ではヨ'"崎の約"

傍に還した したが弔て還動負荷心電IZUC事けるQ'支

基調"之進勤中止の心徐散とは無関係に 織に遺隈しう

ると考えるれた

鎗常人において'"自によりQ波復舗が準大ずる1M

として， Bruct!ら"は，.鳴の位置の変化あ晶、は心

室拡習期の血唆支a聞の増大による心筋の'，，".Wなどを事

げているが，甥詣ではない山国切.1玄人周依襖霊

肉に犬却または鏑模型を入れると，人工寝極子により

生じた電旋織が"毛ヂルを避けて分布するた~. ~リ規

定交甥場の""ペタトル玄成分が"少し Y成分およ

びZ成分が増大するζとを...した ζの段漏を雪;&

すると 還島による駒内空気含有量の増加により初伝

筑の地大が起ζり.心包電力ベクトルの前方"分が増

大したため ・句曲1Q波探鍋の増大を示したとも考

えられる また運動によ"慣の位置なると阻図転の

度化により，心室中婿左室置に始まり心室。稲を右方

へ向かう興奮網萄応対して V.1'I.が漫.立体角;(l1大

会く伝令た可能性も考えられる 更に逐動による交.. 

神経活性の先週 カテョールアミン分泌噌大による彫

..あるいは運動によ ~ù慣の血行動鰻や町内の血誕

分権の変化とよ.彫・"ども考えられ否

要交々 "1孟別に NCA9例および CAD16例を対象

に事動負荷iU富民健電位図 (MAP)を箆汲し，府p

"'Q設を反換しうると考えられる V.か切 V，.で

阜勺第4駒市明から1<.. 合同までの16鶴湾最についてQ

畿"ヨ院による血血也心疾患診断能を検討した 感度は

V.. V.. :0i88~臨と..も宵<.次いで V.. V，・.V.... 

V.. hi81%を示し...奥皮は V.の88%. V.... V'L 

の75，.の慣に。そして繍皮掠V.の83%.V.... V，の

79，.の順応量れていた したが今て瞬μ41Qa~ζよ

る虚瓜性心疾患の診断には左前胸.. 踊場のうちでは

v‘続語専を用いるのが妥当と宥えられた。

..，荷量掌 0"巻補D

飴が"Q波{左心室中高の，，，.カをE定義し この心

室。殖を支."夏場とする冠動操1主主lこ LADである

そこで宅建々 は CAD欝を更JこLAD還位宮市街哀が他

筏よ り強L吻窃かにより LAD~とすド LAD 群に分

けて QV.を検針したニころ，前審ではI測を除さす

べて QV.は安鯵崎に比べ負荷後に不変ないし議少し

た更に前還した運動負荷 MAPの16窃....のQ注

視福の総和(l:Q)の検討"で NCA習場"例)およ

び~J! LAD 欝付例}でほ !QI孟君主荷後に増大風句

を示したのに対し.L企D~i辺倒)では 'Q は安置，

姥平~ L16凪V かる負荷俊平均 O.1~ mV へ有~に

(Pく0.005):c少した したが，て運動負荷砲の u，.

"'Q誌の変化にほ LAD退位"明変ζ の関係が強〈

示唆された この..""， Q設の変化の戚固として。

心室中識のa血により窃発される局河野の4室内."，陣

容あるいは心室中岡町心筋のe1iカの禄少などが考える

れた

本研究で.Q皇室'"障の方'!)lST 低下基強より優れた

成績を示したの1:1，対集1:: t..AD Jf変興が多か勺た

ためと考えられた

女性でほ明らかに健曾者と考えられるにもかかわら

ず運動負荷巴より....佐官変化を示すものが少忽

〈怨いζ とが以前より抱衡されている 本窃究で偽陽

性壱示した7例のうち4例 (57%)が女畿であ，た

ζれるの備絹儀例にQ麓""をヨ菌剤すると. ，例 (86

%lが虚血栓反応治性と疋怨された 方，忠勤探1綾

..".時では偽陰性寧が商いといわれる 本続完め偽陰

性列"聞はすべて1俊現変であり， うちs例が LAD

l臨病変で..た ζ れらの偽信法例にQ渡島'を着

用すると S例'"箔)が虚血鍾戎応燭住とmされ

た したが勺て ST 低下基調臨にQt$:1i~障を a闘えるζと

により.還動負荷h心電図の偽陽性例!偽鎗性例は球少

すoものと考えりれた

以上のとと<. Q波""は虚血匙心疾患の鈴断，物

に LAD志位仮病変の惨断に有用であると勾えるれ

たがその適用に悔し，次の点にii!Iすべきである

Jlll:' stptIU Q援の成函を考卑すると その変

化は LAD遅位郷.るいは左冠動泉三鉾留に特異例

と考えられ， RCA， LCXまたは LAD来檎邸に有

忽病変を有する場合.Q浪"..では虚血栓反応陰色c

判定され忍可倍性が強いζ とで.. 但し，心室中限
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後下方の領犠 I:-tl:~: RCAにより支配されていると

いわ九したが勺て RCAK有窓な病変を有する場合

にも・"，<01Q援に影署を及ぼす可驚怯があるであろ

う 本遅発究で鼻 LAD隣5例のうち 1例が QV，の援

少を示したが1 とれほ RCAにより強い狭唱を有する

2伎町変例であり，適齢により RCA支配を受けてい

る心筆中痛に皐血を生じたためかもしれない

~ 2 1::;主権者の s.....14j"Jではベクトル心竜也 QRS

理の起鎗郡三水事面で左前方に向かうといわれへ ζ

れらの盆例では安僻時運動負荷直後ともに v，~iIJ 

の."，凶 Q波を欠如L何度血性反応陽性と判定され

る可能性がある乙とである

鎗 信

ヨ.. 防負荷心電図にお砂る虚血性心療患の齢衝に..，.

<oIQ波.."は有用であり 特11:LA.D逗位邸調夜

に待典的であると宥えられた

文 .氏

国
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運動負荷 RI心?ンギオによる心機能評価

一一虚血性心疾患を中心にー一

栗原 正・

村野諮ー・

丞働叫に心筋酸"筒給の不均衡を生じ，左ι4・維の
低下をきたすS血性心疾患 (IHD)においてほ運動

向左心栂能の毎震は。惨断のみt;"，ず槍寮上の有罵

な情慢を盛儀す否と匂えられる 現j%， O:も11獄絵の

高い左心M能検歪信長である左心逮彫!ま 技術ム安全

ょの問題か弘主cして安静吻に鎗汗され.-.t隆に培

蓮動均にほ"われてい低いわれおれは。非・..... 左

心伺能険査法である R'心アンギオにより 'BO 患

者の遺働時左心闘能を回調隠し その診断ょの有馬怯と

ともに 'BOにおける温動均左心臓能の応答機序を

検E守した

Z 対象および方濠

針..，孟健常成人IO例，写均年M3:iaα，-"腹)

右よぴ IHD33例。平均年齢お.(<‘...，.，の計.. 

例でJ)o.IHDの内訳ほ労作佐渡心症 (EA)11例。

"，目性心筋梗:a(Ml)包例で，金例で冠動震の.，.以

上に75旬以上月後窄をるとめ。 ，後疾患"関. 2 t支疾

患e例， ，俊Z黒星 S例であ。た不安定娘心霊休心

不全例 (NYHA3，4度〉は対象より除外 もザ加も

定伏間安定した均期の包帯である

RI.むアン'"は....，ーによる生体内雰血"様"

を行勺た後。臥"".叫ilifdLAOω・の体位で!I

a修した使用包慨はpar.ulelho ・ all.purpo凶・~，

U副 ω"表情の Pbo/G阻..V霊シンチカメ，と

miDie<:lmplltor (Scilltip・e出聞であるまず麦粉

陶に心電Il1IR援を出...'とし 30又は{l)mseel 

，~血・のlQulti切・絢詮を m'む S分側心プールイ，

-;)を2lーしたのち .. 動負荷を行令た

"動負荷は.自転車エルゴメーター (Monark栓"

Re加 b.tr'llill耐によO2s!摺逮緩負荷を!臥位にで

・住友男RI句"

〈第四冨循11雲負荷研究会， .拠Z年..，目)

成関支署・

字佐美鍋久・

行一，たお叉ほ ωWatt3分間の'"負荷 (E三1)，

縫いで 25Wllttの負荷畳を追加し 8分慣の第，.

荷(温三 2'をffぃ，各"'"の侵終2分慣に還動負荷

心プルイメー~を箆録した遭働"よる心錨滋省加

に伴う R-Ri副官守叫の短噌を脅..し Ez-lでは

30 nU<<lltram~ E::<-2でほ 20..関:/rram.の multi

，，-践を用いた "'"中は CM，I略報にて心拍歎

心電盛岡モユタ司を行ーた

111修した心プールイメークば。 ω.P此。r処理を行

‘、左室駆出$: (LVE町を.~"するとともに左

2臨..終期容積 (LVEDV).収......容費(LVESV)，

1固心鎗1:11.(SV)を求めた" とれらの値は体表面

曹で Dormalizeした

宜成 積

金例で繍足すぺ.安傍吟および運動負荷心プ N イ

メ ジが楊られた健常およびa血性心疾患の成務を

表1に示す

.. ... 倒〈園')

高"智E撃でほ Z鳥時計乙r..VEDVは不変であり，

LVESV Iま有窓に減少 (Pく:0.01)， LVEFの有.. の

よ昇を示した安鯵偽，，.働時ともに左奮の崎等収舗

を示した

L 虚血鍾ば~'I喪.!I (園"

'BOば安....に健常習草にItし LVEFの低

下 LVEDV，LVESVの増大をみとめた 運動均K

LVEDV， LVESVの有患の場加， (p<O.01) LVEF 

の低下告示した

'BOを EAと MIq:; ~ 1J1I:分けそれぞれの.. 

動同左室容曹の変化を倹射した
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LVEF {~ん}

" 苛 旦

歪

LVEDVI (n叫，.ザ}

i
 
i
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E
 Ev-a-官官

苅回 忌1 &， 

。N町rnal{n.l0)

・CA. 0 (n.:m 

同筒t Exl Ex2 

・同"
師同"

2・a
l VESVI (ml/m') 

"“  一一
E E 担

!
 

τB
I-
-tよ

E
 

一.. .. 
同信t ~1 Ex2 

." 健常怠よぴ虚血性£嘆息 (CAD)におげる道動略の左心像能緒箔舗の変化

必l

• 

lVEF(・叫

戸 ..  

LVEOVI (耐1.".. . 

• iii • .両

角館， E足1 &， 

... p<(lO路

神炉開

lVESVI{m1/nr) 

..白血、

拘置t &.1 &.2 

• EA【"_11)
AMI(n.22) 

• " .官

内陸鋭 E災1 &， 

." "作注良心療律的および":'，!J'j榎薦団1)の岨勤時の左utlUIUI術様の変化

""作監~心ll'園 I )

u例の安o・e左<..能" 健常"と同等であ令た

〈褒 1)，E豆 2にて2例， Ex-2 にて e例"胸編~dI

" 心電ur低宇""起き更した 蓮司助暗に.LVEDV， 

LVESVはともに省加， LVEF 1ま鑑Tした Ex-~ 

で騎腐 心電図箆化をみた"聞で" ζれのみとめ切

れはか令た Eま 1においても LVEFの低下，左JII

".""..動異常をみた

n)心筋復竃咽I.闘的

MI22例で，~安修時 LVEF.LVEDV， LVESVは

いずれも健常t1-. EA øとの聞と有~を示した(袈1)

週動均 LVEDV，LVESV11増加したが LVEFに

は変化をみとめなか，た 各室例の遭働時 LVEFの

反応の方向治』定しないため遭働"に LVEF1Jf 

"'"以ょの上界を示したS例 (Group 1) 低下を示

した6例 (GroupD). ::!: 4来測の変化にとどま今た

8例 (Groupm)の "専に分げ，各E撃の遷鶴崎怠JII

呑官の変化を検討した

安.暗に Offl川， m で他の"厚に比し LVEDV，

LVESVが大台<.LVEFが低い傾町尚北方Z



.. ・再逮学 o..欄録'" 
遍鍛"にほ。客間間 ζ宵"'"坊とめるれなか弔た

.陶

• -・
↓

R
j

・

-Z
2
・

-・=4・
LVESV は"少の

傾向を示した

師宅忽.Gro且.mでは LVEDV，LVESVとH

... 専の僅と有，.の変化を宗さなか，た《園川 各隠

の... 路線...'"の重盆'"を匝‘に示す Gro肱p

中7例 Group11 8例会9聞が1畿庚.. でお宅危のに

対し.Gl'OIIp D 閉会。聞が多段集墨で;I5..t:

ている"“

.. 開

RI心アンギオは.，..佐の高い搾・a院虚心細・.. 

..牽詮であるζとが左車速彰との対比により朱され

本接1:，1腐の.注にてくり還し心プール

イメ ークが縄切才L また， 主重注包φ(.，:r.:2ー図法で

とEでは LVEDV，LVESV 
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LVEFの変化がみと治もれ.1欝では忌勤によ.

細切抽'. の鑑τ
を示した G.凶.nにおいては金例が多俊袋阜で

あり LNEDV， ltVESVの医Cは EAIIと間織であ

竃馬"にか......心筋の'"血を生じたた

LVEF での.."では"か，r-
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めと考える九Dぬ且uら"の成績ともよ〈ー致してい

陪"金側が1後疾患であラた GrouprとGI'OUp

mの聞にはi 有怠で低いものの.G.ω.mで..o.. 
LVEずが健{. LVEDV.LVESVが大都、傾剛吟
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や左章容積の測定が行え.点に待自障がおる

還勤"に LVECVに変化をみず日田V，拙少.

LVEFの上界各み。心較纏性の冗温を示LIヒ縄有権側

IBDでは LVEDV.LVESVの堵f.IJ，LVEF 

の低下を示した ζれlιIBDで俗遷働時にLVEF

の上昇皮Zをみ記いとしたa・2震の.. ・困・にー脅する
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回4 心』自慢審る鮮の窓動脈迫昆3所見の対比

， .. 便z ・，~ が犬舎いため， LVEDV による代~.. 

，.が安.."にa盛大限に働いて怠り "働時に玄室叙健

範の催7をさ主じfl，いものの。 LVEDVQ代~による

LVEFの上昇が不能な挟鰭にあるものと樋定された

このように IHD rcおげる遭動"の左心腹飽iO)t(

巴"多割慢であり ...防負荷 RJ.(.，、ア>.オ1ま ζれ勺

の患者における心予備飽の時備に有用であ.と考えり

れた

. .階玄隊
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運動負荷 radionuclide multigated ventriculography 

による虚血性心疾患の心慢能評価

金 谷 透・

R 岡 郎・

隠 じ め lζ 

虚血性心庚患の心腹絶縛.""としては俊民的忽方援

として心a.デーテル検査定きがあげゆれ.が.年齢や

手投」ヒの問a....荷の方桧"についてかえなりの銅

釣をう砂.ζとは免れ広い ー方雅俊質的は方接とし

て心zコー益があるが心カテ テル畿と.，a.多〈の

問題そ含んでい.若年間di，削elideIIUUt唱a嶋d

'幡trieulorraphyによ.，，<の，f，~ーターによる

心峨築界値が簡便で弗授盛"で再寝佐も~る ζと等よ

り広〈符われdようにだ令て.た沼市隼 A血a

られ p，・nu ・a訟のー吹項のみで .ohUlle側~.を

逗思して"う位相甥併を発表回して以朱 厳しい ~

diac tww:ti側副 i凪樗'..として， 心樋健を時国聞か

っ重"'"に杷.す6ζとが可隆と忽令た今E著者ら

は従来の左2・E幽$;(LVEF) .の;f'~ーターに加

え， FOllri.r au誌の一次項のみの退甑によdpb醐

組組"帽で院はしき院で細砲した .. ，開放道館に

よる収..."の"僧解訴法"を畠岬"'''し.本援の有

用量生につ・検，守したので縄告する

z 対象'Wに方途

T，制皿u.a:J岨荷心電図。定勘順'lJ(CAG)。左

U I! (LvG) .にて2摘 した後<寸1:(AP)事尊師名

心E害復.(MO 1fT t;， MIにAむ...(AN)を合併

した MI...u;O13t. .iE:I'IP名の針‘...平均年

舗おaの成人を対象と した "お...プ"タ .'" 

弁"霊"開1急輸"した

~臥位:z..JI;~~ーターによる亙金大負荷を抱仔し

負荷除10:嗣に-r"cDTPA 20 111'αをお肘""より

急追.往し ・I.alIthole副 U皿"，を聾・したシyチ

カメ， 011.10-11凶 OIU%UOSにて RA03O".fint p&“ 

-山e大零lUt..ー内容易

〈第"'" 傭環墨負荷傍究会a 198'単HI1a) 

波 辺 佳 彦・

安 井 昭 ー・

盆にてd也，，~咽1iD・で堕後したま品"ピ~-，

DEC縫 POPll/UにIi.tID.'ゆ"で収集した約1

・・M'量の安.婚に-r"eHSA 20 mCiを局じ〈急速

"~L ， IIUIに"凶を収集した得るれた也uょ

，.左盆の吋岨.ee¥lrT1lを求め.負荷語。安.拘の

LVEPを求硲たまた左室内各伊豆d どとの .01

U幽細円・を作..し園Zに示すととも.，，，.歓

".認を用いた忽組終繍の鰭相解僻法 (E~接うによ.

，bA純阻plit叫由 i... 悶を作製した PbA騎国崎・

.' 
ト

4 ・'01聞 I

v・1圃

oolnt 

聞 膚 r" ー貴
闘剛町岡田

側用

f，叫 陶

.'，、'"法を用いた2次""還恩による"'"終
期の崎陶解析法

Y 

‘ .--宅r
P ι..白b田

・..1>.. ，山山岡 by..... "'.... mo._ 
，，"-pli叫 i山山畑山醐

-.O.J<' -.O.J<皿， .山・川町一.i.， o.l:(p)'..bX句).. 
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t孟左II内相対的思幽崎間gをとして..~で表示 C，

岨 plit¥ldeiro略奪 ，，~所属也分国として""示した

左翼内，h闘 eの最も早い観位と..も遅い舗也との"

であるJpbaaedel.ayをlM.1imalphue delay(MPD) 

とし 左.. 不均.収傭@指・とした岡崎に玄室内崎

担分布の histofrramを作製し， .・・..，回〉を求

"たま修時負荷喝の MPDを ECGの..間隔

の手方自民で補正した AN "診断ば LVGにて行令

た

CAGの検討I主主憲動際s本につき 当"で待勺て

いる P~“舗の停‘面接副に従い，おのおの 0_' ま

で.'姐i""し.その健相を e・r細釘y腕mnとして

冠動脈綱，.の重症度の箔舗とした統計処置は .00

陣剖‘倹定を行い ー郡の"..については酔"

・d‘倹定を行い危検$5%.以下そ有.とした

以上皿di阻叫泌 . .凶tipted... 四回ωS喝澗，.，

により得切れた LVEF，MPD.SD のSつの".メー

ターを負荷..，安"時で比殴し. CAG の ~ro泊符

醐"と検討した

E 鎗果

Pb.ue an剥y聞による闘・itivityにつき倹射し

た 怠お興需の有鱒ばバターン....にで2人の倹者に

て行，た AP.障に腐して俗負衛をか砂ることにより

.m刷 U町 'y，ま高くなり (100%).MI I撃でほ安傍怖

にすでに高い・旬・.tJ1'.tyαω対〉を有し， ANを合

併した MI算に晶、てほ会例， .(.4<111:2.却皿開以

上の凶舗・ ddayを示した負荷時の ampli凶，d.

i.樗ーからの岨・iti"ityIまAP民 MI"ともに

低温を示した

LVEFの負荷時の異常反応と七て。"静時に比L

+5%臥上@増加をみないものと定緩した場合"'"

"では金例n反応を示し， AP"に腐して依"例中

.. 略 MI+AN I撃で"""略ゆ13例で異常反応を示し

た"") 詑お AP..で負荷均 EFの判・2回した症

例"~息定島鷹の怪い""のものが多<. MI， MI+ 

AN.曜のゆには""時にすで1:::LVEFの低下してい

る盤側が多か，た

AP"で負荷略拠律パターン告示したZ定例に関して

安惨均問..位比叡 p也aede:凶?を検討した結果I 負

荷玲 pbaaedelay I主有.に噌加した〈図書)， .た

2・5
一川'一

蜘同f

~.M・3 • • ..01. .， MI(.‘' 内・.倒a
同

，~， 

要望

首z-訪石 話. .... 古F可』

園 2 LVEF.t r飽 taad po・=・"冒‘

AngirMI P・ctorls
(End-s~・"

P宅..，
g
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ε
Z
E
-
-
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欄

• 市T 詰面

回. ""'"舗ofpbase delaマ..劃同.'国peetOrit

MI 民~ MI+A.N I揮で"a荷均 MPD他省.に"

<0.01)増加した -1J"常震は有窓な噌加を示さえ区

か令た

SDn:視して怯 APJJ. MI t揮では象衛崎有."の増

加を示さず， MI+AN I障でのみ有'SIC.II加した

..に定心、.111::1膨・を凹ますと考えりれる網岡凶"

_nと負荷喝の LVEFとの廃e撃について MI，lU

+AN I撃において倹討した結集戸 r__O.91， P< 

。ω2の有寧の負の相闘を褐た ー方 AP，障に閉して

は有志の鱈聞は示さなか令た 臥上より....揮におい

て砿程動脈."'"と左II叙緬能を"す LVEFと"調

濯があると考えられた

以上の鎗果に"づき ..."においてIωrOn&J"y



&.骨量司jt.!l3Se. :;・a1鮒

ま.待により授... で荷量に上昇したよ〈偲隠しt駒..，.. ・・""
同噌・k 以上を示す"位は金例

SD による虚血心の心細能縛信

しかし後

LVG MPDが"'..伺
にで心"箔を腿めた

について依すでに玉木r'も鰻告してい各

f、z

'"・"陶・.，

Z-ze をいかに適用する

今回の著者会の検

pb幽 delayが

心建に関しでは

かは未だ充分に検E守されていない

討では方官制雀を2罰味した閉館位Jt依

SDよりも有用であることが示唆された 今留は ti"t

m駒法についてのみ検討した泊先本法はな来.，ン

ト散が少芯く 処理によりノイズも入りやすも吻ζ梶を

有する しかし趨康的には充分応用しうると考えるれ

今後怯僅例を重ね 収纏婚のみならず，鉱復期の

飽'"・..の倹討ち行いたいと考えてい.

'''''・2・，b醐• 
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“ 
遺動負荷

radIolluelide lIIultlgated Ye!ltrieuJographyを鎗行い

LVEF，phase aaalysIsより求めた MPD.SD

虚血絵心疾患の心随能停舗を量的として.・
• 

の2
，. 加，"】

山町 ，.剛“" --刊陶• つのパラ〆 ーターと C'Gからの ω"，.，.，民。"と
MPD を比叡検針した前還のバ，〆 ーターのうち

が虚血加におげ否む樋熊低下を最も良く反映した

.. 文.. • 
恥 凶ioa.ahipabe¥w皿日四 回世D

."旬"..別思孟杭ress.n双1and Ml"ド
AN JrOIIpa 

国4

Ad4m W. &，et aL ; Equilibrium pted 

ndio刷 elide YeDCMeul句 rapby.C釘dio・uω，，，
R&dio!ogy 2: 161.1919 

2)高崎拘栄他 2次関=近似による収.. 絡期の均

栂勝訴法 ."薗8'民放射線伎術学会総会，予自由

集 401，1鈍，

め Pllj:>das，et &1. : Curo個 ry4nfl句rap~y

MeGrow-Hill. eap~r 13: 223-263， 1980 

約金谷透運動負 荷 Rt.(.. 、血管.. 影絵による虚血

性£、疾患の検針 Fourier解併による，hu・

an.aJyaiaと収緬終期均相解柄主主の趨床町有m性

について-， New旬曹司"“白鶴網縄文集。

1) 'PD 

国‘に示すととく..荷埼に

LVEFほより高い纏贋を渇た また.eorolUlry seore 

も問機に負荷碍により良い相聞を得た

Fourier級"のー次

長い担彊刻を有する場合，

旬"田開円・の近似がうま〈いかず"ph&ll・が実際

よりも小さく算出される樋周にある著者告は制国

~olUllle cu円@の中で8貧血しやすいer.d-.，.・ωl純 point

との関係を倹お

とMPD 

" 
pha$e analysi，では

と

須のみで近似していたたゆ

.. 

LVEF 

E 

MPD， と

した結果

MPD 

従来の

醐 n

と

p. 21.1錫2

"玉木良"他 P....ω"，.切による左'""所

盛運動の定量的手信 ー也箱分布包ストグ，ムに

よる検針一 院医掌 t:November，I!!41， 198L 

に詮Eし "彊刻の彫・をさ E丞ど受げない近似a置

.. 小2乗迭を用いた2次調紋近似によ奇方議を砲

尿応用し. l星野江結果を得た“。左室内 'PD は

と…一asYllerr1に関与すると息われる

で.
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断層心エコー図法による運動負荷中也左心機能の評価

〈第"'"循環息負荷研究会， 19飽年8A 7 B) 

絞家守夫"弁纏正保・l 戸健裕徳・1

高織啓J!・2 古賀農民11・2 字.;冬彦"

運動樹容能ほ..も有周怨ι"能Z平;0舎をのーつで 心

疾患患者の治棟方針の決定や栓会復処を考える際には

是非これをZ諸に杷橿ずる必要がある ζのうち虚血

性£疾患患者の還動樹容能l左心筋虚血閣発現で甥定さ

れ 乙れは心電図での ST降下"どで適確に杷錯しう

る一方非虚血性心吸患患者でほ還動"の心提絶が

遷動樹容能を規定するものと考えられるが その客"

的持軍接俗備立されでt、江pLlP そこで本続ヲ慢で怯，

断層心;>;::>-l!!I桧を用いで運動時の左心動懇の経略

的変化を検討し 心筋疾患選"性安膜疾患患者の遭

動耐容能の客樋的降留置を低みた

Z 針.."よぴ方昼食

対象は~、E疾患1・例{往復聖心筋"‘例収.. 不全

を偉う高血匡性心、慣例s例，その他5例〉平勾隼備はC

土"・E および弁膜田明快."保弗筒値不全""例，

僧帽弁Ma木全盛4例)平均写齢"土11愈である こ

れらのうち心不全刊の箆盆のなも¥心筋疾患 6例弁膜

症9例を経症民心不会の既筏を有する心筋疾息8例.

弁膜盆g例を.壁"とした 紅ぉa血性:.t-a実患は今回

の対象かゆほ除外した 対照として鍵常者12人(年齢

飽土10/1.)をmいた

自在車' Nゴ〆田タ 負荷怠験は左半側臥，.で行い，

.. 荷量は却ヲ，トかりS分ごとに..ワヲトずつ高噌し

副問。怯症状幽要時またほ..岨~とした負

荷。ほ1分ごとに心電図毘録!カフ法による収緬期血

圧 (SBP)蘭定と岡崎に 断燭心エョー阻さ舎にて贋

索レベルの左室電馳像を記織し 鉱鍾末期面積aOA)

と般信業繍面讃 (ESA)を計測した そして回A，

ESム臨幽分置に組当する fraeti。踊1- 也~恨

【FAC_(EDA-ESA)!EDA3.収縮末期Sla-容

積関係に対応する田町ESJ，の経判的箆化を妄.. 

陶の'"を..~にして心拍~，関分，."分!優大負

・ I 久留米大学医学..三内容4 ・1 商・..術研究~

荷"のpe変化事で求めた

n.. .匹

健常者の舷聾末期および収縮束期左盆短鋤断面積

(EDA. ESA). fr・.etioぬ瓜回調.. h組伊(FAC).SBP/ 

ESJ，の憲司防中の"化を'"および図，-.に m=
土色Dで示す EDAは心拍舷100/:分の鈴点で1:6.8土

14.9%と健度位彊したが心鎗舷12"分では安静持のレ

ベルに纏し その後"桶損した ESA 1ま運動開始iI

後より漸減しa・w・大負荷時には-33.，会12.O%I:iI 

した その箱熟思幽分置に相当す畠 FAC1孟心拍~

1201分では18.1土8.9，.~まで増加し その後もわずか

ながら増加し縫げた ω凶 raetilityの憎aの っと

して臨床よ用い切れている SBP/ESA低速畿的に

土鼻し畿~ ・犬負荷時にt孟，"-9土“ 4矧まで遣し

た

4、疾患症例の ED.の経過，.'および.，，，位

置症度にかかわらず弁膜程E障では運動初期より援少

し始め. 方.t-I寄l!i!a.uでも広大俗包めず健常者と

はやや異 r~ .，た経過を示した ESAの"働時の変化

【表Zおよび国2)1-:， .1(1障では商疾患群とも心泊

費自100"勿の運動でも..小せず更に運動量が増えると.

健官官者と依遂にU広大C，..大負荷苛11:1:弁"".障では

7.0 :i::lG. 8，.~，心筋疾患2揮では"土2.2，.~とは?~

一方催促鮮はほぼ健常者と".，こ変化した均九弁膜"

aでほ心鏑~1201分を狙えてからの ES."・小憾み

られなか，た その結果 F'Cの度化{褒lおよび

個別は軍軍震では筒疾.f.'写とも心拍数100/:分の..動

レベルかる健常aと依遣に低下し始め。 a医大負荷時に

怯弁膜症髭では-20.H9. 5，~.心筋疾患欝で同 -36.1

土13.8~';:と著明な怪下を示した 嵯... 撃で陪む特徴，.. 

/分の週動レペルまでは弁膜症鶴は幡常鮮と比叡する

と~~a量値をとりながるも上昇し，心筋疾患は健常膨
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国ヨ 運動時の左室直積"化寧のn均値に対する変化寧

と問織の変化であ。たカ祷疾患欝とも銀大負荷埼にlま

低下告示した ω'"前tilityの術..のーつでおる

SBPIESA の変化〈褒1および園叫ほ!いずれの重

症tでもι崎叡1ω/分の負荷崎よ@すでに健需習障の

抱蜘lSDより低舗であり 弁~."揮では盛大負荷

時にも"。土13.8，.6とその後の上昇が健常者に比鮫し

て有窓に僅僅で心郡疾患髭では心鈎放1∞/分以後l!

上昇せず母犬負荷時にはむしろ逆C低下した ー

方篭空尽のうち弁膜室欝では心舗数回。'"までは鍵常

Z曜と闘機に上昇したが それ以後の増加はみるれず.

~街疾患E揮で'"医大負荷崎重で直線的に上'略したが

その噌加温は健常温厚の盟組n-}SDより低値であーた

m ..禽
窪島町には宋"の厳禁湾纂増大に対応して心循出量

を増大させる必襲がある ζのためには心..，孟心繍散

と1回抽出量を増大させ心循出量を増加するaι 後

者には'"語末期容積の勾却による Frank-Sta.rJiIlIr効
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国4 運動時の収"'~血æ-左j! i.c.繍末期高球比の安珍崎健に対ずる変化問F

県土 collt~tility の増大治関与していると脅えるれ

. 今回同検針でlま広告書求甥面磁の変化ば 健常者で

は心拍滋zω/分の運動レベルでわずかに拡大したがそ

の後は議滋した ー芳心筋疾患聴でも箆週末期面積の

増大はほとんど，.~るれず逆に弁E廃虚欝は:0忽度に

かかわるずi 担広護末期面積は連動負荷早期から~少し!

この傾司は待に犬動操弁".不全定例で著明であ，た

RIを周いた検討でち同爆の結果-""告されておりへ

これは心街訟の噌加のた拾の拡盛期の垣趨による是認

量の謙少を反換した所見と解された いずれにしてb

令E用いた臥位還動負荷で!ま一-，段に低温末期容積の変

化は4U4.いとされている“ が 健常心と間隙不全心で

も運動均に F同時 StIlrlillll効果はそれr:!e強く作動

してい屯いbのと苛え勺れた ー方。 心街象。“"

t~tility の指揮のーっと考えられる SBPiESA""

は健常幹では遷動"7均まで0:..的に増加し。連動坊

のι、抱~量の増加は芝として交感神陸間作動により

心拍 ~と ωIll~tility が増大し 1圏倒出量が増加

する三とによるものと管えるれた その結果!髄宮前

では運動路7・ーまで田Aは直線的に謙少し 思幽分

画に鯛当する f~liolllLl・_ .b佃..は退後鈎に漕

大したものと者えられる 心筋安息弁嘆笹酵のうち

心不全の"径を有する..，欝では SBP.'F可5.の上昇

が乏しし 特に心筋疾患では最大Z艶砲に陪退に阪下

した また ESA も逮捕旨例とは遣に繍増し。 froetio~

・1・rea~hl!.ll併は心循鼓 1ωf分の時点よりすでに低

下していた心不全の暖復のはい径怨鶴でも 5B?，'

ESAのよ鼻t左足相官例にととし隆盛で，心筋疾患鮮では

，=山叫町鴫 .b同gerU'袖血 ω，分刊の時点を陣k

にA のを是lま鑑下した 以上のように斗疾患患者ではiI

勤時に心筋の鴫ntnetility;bi充分増加しえず! ζの

ために b叫旧~I~句 ~hnnge .の左心ポンプ栂能

が運動途中で 健常例とta遣に僅下し治めるbのと管

えるれた 心抱幽竃ほ:0窓側も低いながるも酒槽する

が これは心街放の場舗で捕われている ものと考えヲ

れ週有権u心療''''でみヲれる運動均の急訟は.c.'tB

"の噌加は eootra脱出"が上昇しえ信いための代慣

機転c採択された

ζれ。の~、疾患患者の還動樹容能をどのよう低基遣

で際信ずるかは臨康上軍要伝問題で今漫更に検針して

い〈必要があるが.少は〈とも froetiolllLlar惜 eblltlge

"どの左心オl:'-プ樽後がもほ令上昇しえロいか、逮に
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低下する強度の遭動そ続けれまやがて心不全を招来し

心筋障害そ更に増大させ悪循1Iに陥令てい〈ものζ

考えられる 停にu例では心、箔数100/:分の.. 点です

でに fract.io!l/lla:r明ぬM"が低下し始めたにもか

かわらず目覚的こl左大阜の例で心ザ台数U副./分を飽える

蓮動が可能であ勺た点，;01注目され. したが勺てとれ

きの例ではや~もすれば}心ポンプ後能向限界を鐘え

る同省主主ゴ活を行も、がちで このた治に心不全に陥令た

ものと解され畠

以上のように“r....tio旭川官幅ぬ釦併の p飽孟時"

が運動Jlfli:，c，岐能の..界を示すーっの街"にすよりう.

ものと考え .;t".. 運動員荷断・心エコ ー函さ告は努..~

佳<疾患患者の;a動酎容径の坪舗に場町周:.:;智接とす・り

うるものと考え。れた
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心機能評価における運動時 1回心抽出量の経時的変化の意義

(M15@) 街m農民負荷研究会，旭82年8JPB) 

古瀬 O足立・

黒図 聡・

笠原 尚・

策本業文・

安裕正則・

真集裕人・

はじめに

運動による血行動態変化を倹討する場合。数値その

ものを停告するよりも運動量の相知に伴う各種血行動

勉指舗の反応愈度がより重要な窓味をもっζとが多い

各省血行動態指"のうち心袷幽霊“お〉および1居

心抽出自民俗町 I叫..金体の儀後を反映す6ものと

して舗めて軍要"指唄である 今Eわれわれ陪還働時

に SV を屋宅約"求治 その反応鰻度を他の.."デ

ーターと比綬し運動時 SV 測定の臨床A"'J~穫につ.

検針した

・鳥取夫学E学・'"町内栴

1 ，時 象

運動負荷民験(運動負荷〉を施行し関崎1:∞を

"定した虚血心巳 1112名でIζのうち"の条件を祷た

すものを鱈象とした@男色③鈎 w..tt(W)以上

の蓮動が冒r...⑥運動中 1血回以上の虚血盟 'N

下降を包める ③実際崎に心才会産状を隠め江い以

上より心筋使容"名!労作性換心霊10名。針切名'"

土11・R】司'"血鶴とした 忽お 臨床的に明らかえ2必

勝疾息を有せず，安"均および遭勧鞠心電図で警~を

包めない男盤25名《位土H愈)を""血訴とした
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立方 法

仰臥位安".、1旬寺弘仰臥位.，νゴ〆 ターを沼

い 15Wから始め，以後S分どとに 15Wずつ負荷

量を増した CO陪色祭場製桧(イアピース径)で，

血圧は忠彦左舎で認定した <'.圏111勾拷啄を箆鰻しζ

れから<指数 (BR)を求めた ζ れらはいずれも各

.""の絡了句に'"怠 E録し血行動怨傷穏として手

筒血a(mBP)，dω川bleproduet (DP)，"'"系%1:(CI)， 

'01心満也係:%1:(SVI)， :;f::/!I'血宮廷，.. 軍"作VRI)

を求めた包d，.量"'怯非..""低金例ωWとし，

一方虚血Z撃は安'砲に比ぺ STが 'm幽以よ..血型

下海老来した均三まとした 虚血群の ~d 関Îo.t は金

1/ 
a 

E ー

E 

a 

u量管1!!381!.oi眠録

/¥ 
b e 

一「¥

例ωW以下であーたな払運動負荷の前後1週明 N 
以内に虚血""名に震動ぽ遺影 (CAG)，意書遺影

(LVG)壱行令た CAGほおa舗の1J援で左震動

脈は 'AOω・，LAO成人-ゆ也，dOIのs方向，

右忽動2震は LAOω・，RAO30・の2方向で樋修し

主要定a陸海慢の筒形以」包の狭窄"有寧襲窄とした LVG 

は"0智 .LAO60"で是.，し ABA分婚に徒い

左"'"を7つの s曙包伺もに区分し uyntrlfYの湿度

を b""盲問。 dyl.，個側"・m&の4段勉で持衝し

た

軍鎗 集

個々の盆例について支.崎から図dpoio.tまで..，

をさ差均的にプ固ヲトすると<liiI.1) 4 ~陸に大別された

E盟は遭島ゆ増加乙伴い相加す昼もの"・，)，途中か

ら変化しはいもの(Jb) 途命から援少するもの(Je) 

のsつの阻btype応分かれるがいずれ，，，.. 待に

比べて組dpoilltで噌加するものでjちる E型は安

鯵S奪還勤中ともに不変凪型信途中から湘少するも

の W型は還勤に~，喝‘必ずる色のす江わら阻a

N:U:t安酬に比べ副阿"'で誠少するbのであ

る 金盆例を霊訪問に分賞すると (.1)，.Ilml'撃はI

霊21名 n盈15名，1II:t 1名， IV!l:tW名で，搾虚血容

は【型"名 E型13名で... ~盈を示す定例I孟なか

ー，た 以上の結果よりI 以後【盆. n盈を五官官民忽盈

(N type)， m型， ~ .. を異常反応型 (AtTJl陪Jとす

る 虚血a障を N，，，.と"'"に分げ支'崎心電

図〈心修復事の有録。領事節也 QSI巨の有無E異常

a b 

回， ，記b=・otSVl ehani句 duri~α・~，・-

'" .伺炉鴻setypo飢 dthe lIumber of p・"阻凶
m品。，~抱卵tIBD
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Q. Rili滋賓がみ切れる.Asn脅， ST低下の..."の

.異についてきりに安.姥血行動!! (m8P，HR， 

DP，CI， SVI， TVRI)の霊異を検討したが，いずれ.

裳は昭治信か勺た運動負荷の 48.foJかる区"当8'

で， 閉じa菌剤を鰻周していた包例について 6覆繍の

'"時 (ISDN カルシワム指銃剣， .プロヲ.-，ジ

ピリダモール"いしト，ピジル ワーファ I):，;ないし

アスピリン〉に測し筒 typ・閣でその鳳路事に差があ

るかどうか検討したが，いずれにも袋を辺めほか令た
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の関係をみると"" ，右)， 1mで依多t食事長帯側l主

ー方N霊は金例1ttP.lょの狭句憶を有していた

LVG で u"，..，が冨~;れた・句1IIent の"と各

ずよ 〈

ヨ慢の関係をみると咽 1;5;:).mrl.. IV霊を示す定例

健全例2 つ以上の・~m..，t r::細 ynt'1l'Yがみ切れた

ー怠 I rI.， D盈 16名中7名に2つ以上の

に uyuerv:ri)1s!められたすf.わ包

申出

2つ以上の

虚血書撃で蓮司降"STが 2m.以上下降したN<，.，.

"名企 type11名について ST僅下の温度を比叙し

た個 別 STIli下の程度を示す抱楓と して， ST伝

下を怨めた爵毒殺に ST低下の総和を鰻じ それを蓮

動時閣で織し昼間隣化 したものをmいた その鎗""

"'"は Ntypeに比べ ST低下の温度が有愈に

大舎か令た(pく0伺地). CAG による~窄後段と型

-常冨椙山に幽'"官官7 を..~ても運動すると N type 

を示す"-例と..".を示す症例とがあラた A

.，，.を示した8名に 3_10日rolllSO/<;'を内".. 与し

16 

開8慢の遷動負荷訟験を行，たとζろ， .名が N <".

となーた ζのS名の u，..時， "いずれも

ldn四2・ないし r~ 11011 で，"りの 1 名のそれは~却e
'"降

1‘ 
12 

η.moIであ。た
• 

• " w • 10 

虚血E障の17'"に，...カテーテルやほぽ同砲に然希釈

盤とイアピース法でcoを測定した結県商践による

凹隠良好な絹闘い・0.92，p<O聞)を認め

イアピース法による 00は信連軍省tlIlあると考えた

しかし，倶肴収益および罰遺言書でも釣10%11度の測

定銀釜ほ免れないといわれており。今@SVlの型分

.. を行うと舎は土109... 以ょの登を有'.として糧援を判

定したまた初回蓮動負荷かり1_'週優，"虚血

宮障の5名に間鎗の検査を行い型の蒋覆性を検射した

2園Eも金例 Ntypeを示し再現性は良好と宅えた
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a血心で陰湿動に伴い盆"鉱週末期庄が上昇し， ，免

権綾a段"多いほどそのよ鼻"著しい<いう縄舎があ

畠同友..，坦末甥圧のよ鼻E培室伺剛岨闘の低

下に""Lム鎗果的ほ CO，SVの.. 少をもたらす.-"

しかし.今盟の験討では袋窄が悠められなι、めに左室

径の動きが葱い霊S聞があり，したがqて玄室岡mp!i

組"に直接虜..するのは後穫ををよりも左....遭動と

考え，反応霊と o"，官憲yの欄適性を検官すした そし

て冨~およびw盈を示すÆ~刊すなわち Atypel孟 2

つ'"-上の S智也阻tにu"町.，.を箆諮るという鎗乗

を得たー方。 2つ以上の S句冨館時に“''"''''を

留めても連動すると N '"・を示す窪9聞がある N 

"'"を示す症例は夜帯後が0_1伎と少包く かっ

術創血行路の発達がみられ“oyaervの1mも b"，

，.，まとんどで&DeIIryamalで示され.."の ""yne-

，.，はみるれ苫か，た ζのζと!孟""に穫し定血"

量はあまり"少せず，したが勺て副!?l.c，~斉ほ十分に血

液供給を受け.ので還動吟に代償する。もし〈は続た

に o，首官.，.'"主じる可能笠泊三少之いと思われる ま

た o1"噌7の湿度も・Hいのでその飯田鋤舎が運動中

変わり怨いとすれば血行動智上ほとんと彫'をおよぼ

さないとも考え勺れ答 u，.佃ら刷巴よれば1後後窄

例に遷動を行うと騎".ζ新たに“ylle噌アが生ずる

今盟の~射では la&ムの，.窄例で異常反応型を示す

ものは飽%でその比率が似ていることから異常反応型

の震，明主運動"に続たな o1"噌"量生じでh、る可鍵

盤もおる 若年 ISDNにより表鯵時および遷勤"

の o戸.trvy~.されるとc、う絡告が多く・-.・ ζ 

のよう径/lSy!!e噌"孟.ベ7バイパス僻によりとk・さ

れる可能後が大きいといわれているω また 心電図

のQ訟に個当ずる都位の uyllerli1凶あるい信 d"

は ISUNによ勺て改笹しに， ，、fllbypoはよく己".

するといわれている'"D''' 今置の結集ち関峨でISDN

役与後 N typ&を示したZ定例はいずれも b"，はい

し怯温0・と笹盆の o"曾.，.で，ー方。 ISDN投与

後も Atypeを示した"例信組四.. ，.，11141で示され

る重KE3 嗣1 !1fr電y~有しでいた

ま と め

;r.均のl因む錨幽係=を剥定す45乙と<より鋪，-

"噌アの程度が僧測で舎 さらに ISDN投与前後で

..箭限，._!ll"3S著書錫

lt依すれば郎町.erlf，)'の状!!"ょっ開館ζ分肝でき毛

可能性が示唆された

支 被
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p阿 pn.llolol，llIlr・.1陣営...佃dUd蝿泊&

αR叫凶細胞鉛包.""

18) Raaka V. s..飢a1.:Deurm.泊.&.IIUof rnenible 

“!'fIVIJ". Effect 01 pe.曲。噌"Q W"'o， 
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等尺性負荷試験による心懐能評価

〈東諸国循環昼間研究会b 四時'"固〉

丹羽明博・.白井隆 RII・

同ド村 温室・ 辻綜 隆・ 谷口 興 一・

.....・調度で"み勺れる・尺盆負荷鼠..陥マスタ ー

2槽段。a・;;*.1k:f...ーター屯どの動的負荷以.."

比して，心筋倣."肉質盤は小であるため，駒衡の屍現

。心電図.tの..血性変化か出現し橿<.虚血性心8患

のe・fi11: J吉宗適といわれている しかし包が切0 ・尺

佳負荷で"..しい血圧よ鼻が細め切れ健漢に後負荷の

増しが得られる"ため負荷に伴う心".系の反Zを

倹討するととにより£犠飽持領が宵飯であると者えら

れている'。

今Eまa血性心!!':!患をゆ心に負荷ゅの・lIlff・s・を
測定して，健常人の血産省よぴ心鎗訟の割...と比殴し

・尺佳負荷ロよる<根能舞備の有用性について検討し

た

Z 針..および方建

剣'1.1111縄問。鱒棄を量的と Lτ当科に入践した明書7

例."‘例の，，<1侭年舗は53.'土‘."である疾

患のうちわげはE権問怯地"・E奮 《以下 OMnz5例と

玖他国S例でおる対思ほ飢3主:4..2.の... 手健常男

・凍庫en・鴨大r-~15 .ニ内精

子8備である 負荷の方法は当...考震の定滑.. 重量

負荷詮で・0，臥位にてa医大鑑カ@ω"1:縄当する定量

e・をS分周左手にて保持する方法であ昼 夜息震に

"Lて低左宕4カチーテル句に定滑車..負荷を纏符

し 心内震と<鎗叡は.."..負荷中および負膏...

分室でZ分ごとに包録し，心鎗幽量は伺..uによる

色集積.. "金にて測定した鍾宿"で"負荷..分まで

"橿血鈎に，.，.と心鎗般を1分ごとに指定した疾患

'婦に対しては負荷前と負荷8分"に第11略位町にて

玄室調監修を纏行した ABAの方言寄巴したがい左"を

5分置にわげてプ， =-...ーターにより各区置の軍曹を

併掴し. (鉱百匹終期面殴ー叙.絡m百冊/I!聾終期面

・を""組組 f.眠 S咽 (aTRF)と して ""偶誼1

・.，歯肉個を...すした 8・町例『ま賜外股・および

..障の不明.'，例を険外した。思動... 恒例.. 例存

建..... 阿"例4例の泌例である

統計学的処理は戸...色検定を用い思動淑病震

に関する....は ・m・P'"・d‘検定により行。た



国

E 結果

①心槍敏健常聴について広負荷1分で有"な増

加を示し，その後ほほ1ま 定となり，負荷車後に球速

やかに負荷附鑑に復した 乙れに対して倹<白星寄では

.宵 3分まで徐々に増加レ 図復過否についでは負荷

役S分ではじめて負荷駒僅に復した OMI携に省い

ては鎗常務¢筒様にa荷 1分で増加し その後負荷車

後まで負荷納障に比してー定の得議した高い量を示し

た咽1A) 

っさに虚血性心疾患君事を左霊"・6により求めた左2

駆出"(以下 EF)SO%以下の EF~下電撃とお%以

ょの EFiE~!障にわけで険討した EF低下司障では

負荷¥_3分にかげて徐々に増加し.しかも，包復遜

J叫 (u.-_.t HIl 

瑚

1.・

舗

>--~I.HÇ----! 

w.. " l' 印刷

。畑一t・・'"
銅 山一 (--1)圃....-(.-則

r S 加

【判。地価炉民間制憾におげるも特.の帥

，.包

1ω 

別

銅

-回同・'岡

。!則 IEF"駒%ト-(.・"

.......10':>50同協-(・・"

ト'"→

.... l' r iI")oo血V r ，. -
〈的<岨飽.iE#o(EF>伺.，降下11(BF;:>掬紛

白色剛窃にS也砂る心繍践の側..

.明隊本文2・..グ， 71i・・・::5.J: 

国 1

象額医司I!'.111'38"，繍録

湿"きわめてZ起し 負荷後5分昼過しても高値を示

していた EF正常Z揮では負荷 1-3分i出走"プ，ト

ーであり 負荷直後の値陪 EF低下露と趨常鐸の中

聞こ位置しており，負荷1分後に前憶に復した〈図a
B) 

③早縄血亙櫨樗群では負宵l分からS分に至a
.でよ界し..げるが負荷直~には負荷n.に奮した

これに対して QMIt障で依.，号1分で有怠屯」ヒ"を示

すS丸 1-3分の簡では血豆の上昇は偲めなか令た

巴復過aについて俗 負荷直後"負荷附僅にltし有"

"高<.負荷~1分で負荷腕健に復した稜￡嵯震に

おいては 健常篤と QMII障のゆ聞のパター yを示し

回復過"，ま OMItf:とm織であづた〈園U)

EF低下2障では負荷 1_3分の血亙よ界は包められ

ず負荷後1分 Eおいて良衛m盤に固復した EF正

常Z撃では鍵滑降と冨F低下群のゆ聞のパターンを示

した(国，.】

⑨ 11111自惣勝鋤探鉱号霊峰1;I!EE(P Ad)とι崎出

係数 (Cl)の負荷附鑑c貧荷3分宝寺の変化について倹

，守した OMi I障においては PAdはlO，9より 15.9

lIlmB&，. CI巳，.か.;3.2fl阻 111m'といずれも有意

な場却を留めた放心盆欝においても司様に PAdIま

'.1より 15.1mro.Bg. CI l!t S~，ら2..9 flmiDfm' 

と増加を示し両髭のパターンには2堅実俗みられなか勺

た(図 SA)

つぎに翠F 正常欝と低下務とに鳴して左室拡顎"

m匡 (LVEDP)と CIの動惣を検討した LVEDP 

については EF正常軍事では18.6から 23.:1mmBg， 

EF低下E揮では"ーから 27.3mmHgと商爵と..

膏 3分崎に有窓な上昇を包めたが，変化の程度につい

て1;1:， EF低下宮障が大と立る紙旬がみられた Clに

調しては EF~調，，，.では"より 3.2 I1miø/m' と有

怠な増加を示したが EF低下E撃で砿tl!'lllfol2.111 

mil1/m'，負荷s分僑 2.7 l/lIlIu/m'と変化i玄みられ立

か。た <alSB) 

③ R・6・n・1W.U M・d，岡支静鴎において定

動尿病変(+)欝が(-)島にどたして有"屯琢下を示

した..位は Api出釘勉のみであ勺た とれに対し

てa荷s分時にほ A..同胞惚.-al.， Apiealおよび p，・い

総何品"“のS区置に RFの低下を包めた-後明変"

と多践例定例の聞には2華民俗認め切れなか勺た(図‘}
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m ，暗感

君主~車.量負荷主主弘通禽の・尺盤負荷のも勺欠... 

す"わち負荷量の恒常盤が褐られ鍵<， ValNl司

効果が幽現しやすいという点を改易した方法であり，

負荷中の血行勘愈緒量の劃定が容易であるため 目指

幽保広用している方法である""

殻に等尺性負荷では心錨滋のム鼻より血鹿の上昇

が著しく また負荷終了後は傘還に負荷前自主に復する

といわれている"" 健常民におげる心袷滋と血屡の

繕移をみると 心街誌の省舗は負荷2分ゆみであるが

血E'孟負荷を湿して噌'"し後け。負荷直後I すなわち

lG-201歩後巴l三負荷前値"復した とれに対してO.'

欝でl三血震の増加l主負荷 1_3分ではみられ誌か9た

-
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'B) 

園， "負荷と£咽也係数(目〉の後穆

〈川 O抱..-岨罵での比良〈町心.隆u
o (EF>$095)と僅下習慣'..場〉に.. ずる比俊

&明隠本文...

EF低下側にお‘、ても負荷中の血匡上昇依包めず，心

拍訟は徐々に増加して健常群とほ対照的な権移を示し

た EFlE常E揮では健常星野と EF低下ヨ障との中閣の

動舎を示した したが勺て，心憎鑑低下電車では負荷に

対して血屋上界で反応するのでほな〈 心街数の楢'"

で剣応ずる乙とが示された 固班期の動同揮をみると，

<'M能低下電揮では血E 心鋪~ともに固蜜遅延が留め

られた

EF'"下髭と豆諸官.. について PAd flいしLVEDP

と CIの関係をみると 前負荷の増し1孟EF低下野



醐

ロCAD{-)・4
圏 SVD .，10 

h抑 制 h 抽姐 白 紙咽 ・5

"1 d B伺 色

" 

・CAD(ー)<SVD&!(VD
(，<・，5)

動 向2

l'.uteno叫
2，.ut師.旬叫

医‘ 負荷刷と負寓φに担げる r旬、M'w吋i勘"ωn
.荷中に省いて定刻震〈ー〉鵬 (C.l.D(ー))と翠劇祭

〈り.との悶の差異を量ず.・電mulIま相掴する
，.，ー伎鋼9:.MVO;多俊男詑

で大となる傾向を沼め， cr IまEF正常鮮で増大した

心拍歎の変化ば EFiEAl撃で小であるζ とを考え.

と ζの CI増釦は心眼褐鰻の増しが大会 〈腐与して

いる乙とが示唆される 温育館。等尺佳.，奇に対して礎

調...で俗芸として心忽相カの増大で。心腹能抵下司障で

t主主として Frau.t-6ta.rlior!4J果で付必ずるといわれ

ている.." *Iilf究においても疾患別の整案はみるれ

はか叩たが E で分刻した£伺能亘書官"，c僅7欝で

優領軍司tt.M38.摘録

ば反応gl!:に補遺がみられた

主筆"縮動曹に現して'LEFtま縫常鮮では増大，

定疾患容でほ不変どいし低下刷"といわれており.ま

た 鉱告筆筆'勤E恕も，舞‘芯るζとが?錨督a衝‘されている"白 著審

り.程g疾是患欝では鉱彊'勧防鰭がB異‘f認sるζ とを.縄‘告した附

左室 r智申"。臥叫l.“副t悶σ“叫電"ω に贋す..縄竃g告H陪ま少

玄~，伺b"岨hl ;るb"tばま司噂，尺佐'負‘荷t怯"異‘，鱒省叙盾をg窃略鐙しφ

すいζミ途霊べており 4今ヤ留の主樋危E肘守守も RFの低下が2濁酒

司蕃，と，伝ζ9 左霊 Asyuergyの時衝に有用であるここ

が示された

，. と め

強常..ζ虚血也記疾患おに付し 定滑"重量負荷を

権行し，心根能持鍾に対する有用性を検討レた l) 

血医と心柑."罰事撃で即よる推移を示した 2)等尺

性亀有に対し檀常欝では主として心収縮能の増大で

害定患裂では納負荷の増しで対応する 3)~事。MI

."'，問。lio包の興需が窃発されやす司、 ‘〉以上より，

定掃車重量負荷では。スグ 'J-~ユングから waU mo-

liooの秤錨まで。ある程度の心憎能界情が可能であ

ると苛えもれる
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心筋梗塞急性期の低レベル運動試験の有用性

ー一心品能との対比一一

宗 像一雄・

畑 奥食・ 岸図

む甥u例におげる~レペル運動鼠畿の臨床的有用

柱。待"左心機能評価に寄贈であるかとうかを険制し

た

Z 対象と方途

対象は 心筋...発作"て自本屋大田Uに収容さ

れ健作1:9:1-2ヵ月の脇点"て"νペル還動隊殺を

実..し かっその前後2週以内に建動疎通影，左嚢辺監

修も含む心腹治テーテル検牽を受けた初例(男お例

女"略 33、.，・...，土10.1.)である心‘掴よ

り判定した使S節也也前量(ゆ隔) ，例!前倒."

例.tI!~ 1例。 τ側壁2例.下'J!12例....:'、内膜，1例

である

低νペ持率動"放は すピオユ γタ京社製 E"20B

J盟を使飼νたトレッドミル詰によりJI!:.. n .V，-V， 

2脅喝の心電図を還後包思し 血圧を 1_3分ごとにヲ

ンシs ヲト援にて測定した 遭島氏..のプロトコ ール

r!. .-(ルト速度を時退 >7，血とー定とし.角度のみ

をs分ごとに6段階 (0%， 29.i. S .!'.;， 7.5%. 11 

.0 14%〕に震化させる金沢らの方診に講じた 連動

銃身aの中止理由俗③心箔放の過度のよ昇。'Jj分以

上九@胸鼠⑨全身倦怠...⑥下肢倦怠感，⑨息切

れ ⑥早期.，寝の 2.0 mlll 以上の ST 健三τ，~血E

低下または急搬なよ昇⑥重盛不窓際⑥めまいであ

る

低レベル忍助隊貌'"平衝は! 耐容時間.~舗 2致活。変

化。<定掴支払血匡変fじ自覚症~よ り..合的に判

定し 1 _pOOr o. D _fair fi， m-good !f. 1¥' 

."儒u伺， 1障の‘段階tこかずf-

低レベル選勧ほ.Ql!.患者が "'m以上の平地タ

丹が可能にな，た時点で実施さ九鋳作後4週畠 5 

・U:!!H日大学 館ー内罰

〈筒諸国循，.".. 荷研究会， 1処a与 8~ 7 B) 

金沢正邦・

浩・.阜川弘一.

週昌， ，還目，7週.， 8週Eに行われたa塁側はそ

れぞれ .. 払 s例， .例， 2例， 8例で. 8週以後の

ものも4例あ勺た 怨お 低レベル蓮司防総峨実旗.. " 

l志 総合判定じ耐容均倒はとの運動鼠昼食の結果には大

.な彫・を与えなか勺た

費支I!IQ t:.左.. 遺影心内匡測定などを含む'!C'.

カテ テル検蓋ほ。遍常のヲ甘さ告"より'bた治え今E

".左室遺~所見より.，包した駆出"と左室舷彊末期

.a (LVEDP)を使用した

n ，. 果

{川 中止理虚 心、治2設が""以ょにはりφ止した

のがM例で約半数あ令たが うちs例で ST箆化を周

崎に包めた 硲婦にて中止したのがS例。全身倦怠正当

にて中止したの'"例だ.，t:.:IJ! ζ の例では岡崎に血

圧氏応も興需であ。た 下伎倦怠感にて中止したのが

6例 うち 3例が周時に血圧 STに興需を'"めた

息切れにで中止したの俗今圏同症例では 1 例も t~i)>.. 

t 金プロト ヨ ルを完7したのは..，例中わずかに

2例であ勺た また著明t;~ 低下が皐澱に出覆した

ため中止したのがS例あ勺た

，. ) 還動置暗雲時間 同P止理畠のいかんにかかわる

ず忍島氏駿中止までの翠動酎事時閣をみると， 0-、， 3 

分の M勾曾 1にて同'"'したのがー書多く .. も，-・

6分の・t匂 .2が7侭 '_9分の・也..'が1外

g、"分の ltage4が5侭 12_15分の "tar5 111 

3 !I'!~. I~ 6 1:でい噌たものむ"榊 6例個別

あ，た

【l) 総合符a:1 (pω，)震は 15例でa辞書段差占

めた D (fair) IJ.回匂ωd).弘前 (u~理，u旬。宮障

はそれぞれ4， 6， 5例で EおよびRの良好な反



DO 

応を示した例!:11例で.約~で.'た

{川中止した .. ・g・と鎌倉評俸との楓係局者

ほほ!ま一致するが 2例で・泊省をより絡会評sで患

< lIJ'をされた その理由1:. 1 e聞では血匡低下 sr
低下を示したため，他の 11聞では，心抱fl:J)ll00前後

の得点で心室色県外叡舗が多発したためである

(同 居也事 ω%以上のZ常例が""で約%を占

め白銭貿信正下"ト4姐タ話)1写9例。中等度低下《“~

50，朗幹"叱 著明揮下 (40%以下)".例で.，た

{・〉 中止翠..と思歯車との踊撮 おの訟のの~止

~tt(/)I撃の霊例訟が少なく!明園駅な関原は寛いだせな

属出事(~)
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• .合伺"z • E • 問団放，~ ζ 叫叫した.

国 1 縫合判定=事由寧

a陸続医学 .".繍録

か。たが，.(;.電罰上srよ鼻を呈したs例はいずれ

も鹿出事が"%以下の著明低下ま撃であ勺た

(7) .倉野舗と思歯車〈罰 1(A)) 総合伴信の

各群の廃幽$は 'Tでぬ4土14.9%，nz爆で騎 4主

1..実~. moで....主9.3%.rvoで62.6=12.9%で

『欝と."との間 ζ有.1豊(pく:0.0:;)が包めるれた

また 11厚"例中震也事-%以下の慨は.. 阿〈紛必}

であり白待にも0%以下の霊例悼すべて 『欝に含まれた

ー方" "会野告がEかもWまでのもの15例でほ鰹也

事が~%以下のものは 2 例 ( 13%) のみであ今た Cχ，

_5.167， p<O.Oめ

(') 逮E防省，.~聞と富也事 (図 11 (A)， (8)) 

思幽事と遜動車耐容埼聞との関係ι ベルトに魚ーた竃後

で運動規緒的にすでゆ心拍散が増加した2例を鎗<2S

例で倹討すると 耐容均聞と"也$との聞に，<，有"

..・"‘'湖

"、 主

• •• • • • ♂ 
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'"心措置l却盟主にで中止した騨

国2 運動酎害時間と冨出事
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3関

m 

m-FE.."帽・ m・・・ l制'*・・・帽澗 .綱...1欄 聞

EF・"，" EF・41-5D" EF・51-en" EF-SO" t 

回sιイ.~反応￠駆æ皐 (EF)

のZの締罰(，・0.61，p <0. (5)があ，た なお 2

例を加えてむ相鴎係数倍O..と~下するがまだえなお有

意であ今た

特に(，f台数~llZ旬/分以上になり@止したM例。前進

の2例を防(12例で運動酎容均聞と".'"との関係

をみると 酎容持聞と毘.事との聞にほ。 R・O.11で

有霊法 (p<O.~) 豆の相闘志官め切れ 耐傘島春闘が

~げれば長いほど毘幽寧S伊良好であ勺た またとの12

問でほ総合秤倍と銀出思とのM.圏1(B))にも有

pの互の網開(R・0.81. l' <0. 05)があり 総合評

僅か良好なl三ど."担率は大であ勺た

(' ) 心拍数反応と'"包寧〈周， )慶也率著甥低

下"および中等度信下書写でほI 心鈎訟の上~fJ!"峨で

あ?品のに会堂Lη 経度t底下週早およこF正常震でほ 緩徐

であ。た

(10) 量動E陣容崎閣に及』ますg幽ヨ僚と左11鉱護家湖

底との修.(園・) 駆出~151，..;:以ょのもので"

左.. "，張末期乏の~・巴明砲ではなか，たが。I!也事

が50%未提のもので厄1ilIl<週末期亙が 13也 凪"

以上の例において，来測の例に比し運動樹容均r.'"
短い傾向か毘め切れた

鎗 値

心筋複竃急性期に実鈍した~レペル運動鉱織の中止

理由 総合3率低間同事局間と左蜜縄能特に寵幽'"との

関係を検問した縞挽①中止理.と麗也事と¢市首 cI'!. 

あまり明車芯関係はるか勺たが蓮動隊験中 ST上昇

を呈したものの駆幽寧位。会例で紛%臥τで著明1ζ低

τしていた ⑤縫合判定と駆也gとM.~I!ごは有患の関

係があり 縫合判定が悪い例で出駆幽調院が低下して

いた⑨樹容時間と罷出国民との間ζは有'SftA係がUめ

られ。耐容象者聞が"砂れほ"い医ど毘也事ほJ侵略であ

勺た @連動誌験中の心街肢は.C!幽~，.;以下のゆ

等度低下欝及uω%以下の著明"'"揮で.織であり

519語以上のものでは虚像であ弔た ⑤左彊箆彊束期庄

は廃品&lf.lI51%以上の例では連動耐客崎聞とあま

り~.を与えなか勺たが， 56M以下の例では左霊位彊

束期匡上昇例で路 運動樹容時閣が短縮していた

ζれらの鎗巣は心感使.思穆において急性'閣の

~レペル運動区".哩盆慢能界信の土で非鰻血釣".

B量可能な測定法に包るζ とを示峻して事り。趨床上有

用であるζとが判明した
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各種心疾患における運動時心機能白評価

〈第15面軍属署員荷研究会， ""年s月7日〉

彰 下 S脅 向3・，訟 図 光 生・ι

脇坂瞳ー帆 飯図

総本龍馬・l 伊麗

従来信道動負荷碍の....，崎惣心機能の検査は血屋

"虫歯量竃度で~，たが近年左心機能そのものに

関する検ヨE色行、、得るように'i，.，た 運動負荷鉱脈簡

の定心機能自身歪の巨釣l'!，左心栂能の予備力の梓信に

~る

Z 左心鎗館予備力の際価方着陸

左シ乙峨能t孟心筋程調E力的負荷l 後負荷の総合で

あるポンプ，.，量として現れる そのよう江属医械的(，

h ユ忠ル〉現象とその予繍カ~"鋪ずるものとして，

とくに遺動均巴は神経体後佳盟子があ..

心開院能検査法問B原理は鹿史的には カデーテル法

による底調怠 FickIi長崎駅訟による誕Ilの測怠

と来て.4撃は.X・..，彰盆，.，菅波むエコー図。心

プールシYチなど酒自民による"布告が盆んになり.I!幽

期の左書全体町曽aととらに主主周所の'"包b知られ

るようにな，た

これら心機能".. 訟を運動負荷碕に適mずるのにほ

条件がある" それには I I再現住がある ζと iり

測定者聞の測定鑑の変動が小さいζと.iii)負荷によ

る錨の変動がその8想定法の.uより大会いζ と iv) 

負荷術後の摺憎同対比が可範であること はど".. ヴ

もれる その傘当事では附途の"検ま法か応繍可飽であ

るが非侵型的方法が温まれるのは当然である

"縫f*~定住園子の時価にほ血~ノルエピネヲリン

(NE) iI!!などが用いられみ

以下のわれわれの"..は 各彊凶疾患患者につLて

仰臥位SEAt;::ルゴメ ータ運動負荷持'o心.，ー図仰

心プールシ'/l' (狭心"例〉“を纏汚した結果である

心エヨー留では心抱."∞_110姐/分の極量負荷にて!

ポンプ繍能の錨欄として Giblo固法"による 1園鎗出

2 (SV) 窓也期借慣として主筆湿楢."皿tiQ凶

.， l;t設大手.庶医学累肉硲 刷 ~議定企~，寵

啓治相.飯田 要・8

巌・¥小関 迫.. 

IhorteDino'(回)(・(Dd-D・)/Dd，Dd.OI:!rl:議終飢

紋摘鍵規定2陣内径)，左"平均月周短"違反.vcr(・
問VF:T， ET・雁幽礼町 網負荷の福相として0'
後.荷の指腸として左盆銭高収縮期応力(<1')(¥V闘が

の式によりエ， -"と，.，.血圧より求ゆた，相対鼠... 

く24%) 2をmいた'ー" 心プーA-~::t"チで隠駆也分

胃 (EF)を求泌た

E 左賓重篤単一般の，.心機.. 予備力

.)ポンプ伺凶置の予備カ ヨ.. ，均には，V は健常

者心疾患患者鑑底中..1:.tAぐ総合的判定に

よ.a;) G!提例を愉<l各OMIC有S.l:lまなか弔だ

選鋤時l!:SVは重症例で低下I 他t本不変であラた

' )心街収縮カの予備カ安@勾に..If~揮で .VC••

同仇 e大L以外に各瞬閣に袋はtLか令た運動向に，

恒星騰で .vc• t省凪. .不1t:4>~盤跨で .Vc， . <T 

ともに裏献少は<.重症務で .VC• .少..増加

したす伝わち。逗勤"の .V"の変化は後負荷

の変化そ反捕した上で.<筒収舗カ予司自力問権a賓とな
り簿る，-，刷

吋前負荷の予備力 削Ii.越諸事習で，交野崎に

正晴萄圏内にあり 這勤時に不変~減少傾向にお弔た

健''''揮で，安静時に正明信組圏内 運勧降に不変~鑑度

増加した 中海軍の多〈は運動埼増加した重富震の多

〈陪..".崎大脅し遁動崎程度増加した"極集"

にて通勤負荷をさらに雪量くすると... v ""とともに

odも増加した

d)盤強湖担躯 鎗常者にて pVd，丞...防時~'"し.

連動中止後3分にb鱒鍵した"'， pVd/pV・4孟遺動均

a・"し，挺復刻槍!l遺，..・"のより鐘い乙とを示し

た'" 大勤銀弁悶・・不全はどでほ遷勘時，V，の増加

!tli!i.Jか。た
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表1 左室疾患の震短度の表現

。..隊"運動時〉

..，岡
島包向同

P 

ー〉左心相風俗およびその予備力の野宿 ・議現

表 Eに左室疾患の重症度の主鰻的および，."的表裂

をまと16る "霊度を便宜上 I-I¥'度に区分すJ5 113 

，."高度"症で蓮動.'"不可髭包例とす6 自覚症を突

による表現陪従来広く用いりれる NewYork Heart 

A .. 嶋 atJoo問視豊能分忽に楓当する 客図的指標も吏

得時速働時{笹毘負荷)について裂す ζれよりみ

ると ポンプ機能は昼後に際書され。他帰国子がそれ

の代償をLてい. 駆出期借...町負荷指視はより敏

..に震化する 各?笹原においてほi 安静均よりも蓮動

悼の方が1民指.<変化する 自覚霊唯よりも阜く度

化する 遮勘負荷震を増すε.Vc.l!図aのごと 〈

変化する いずれも .Vc• の増加に限度がめるが!

そのレベルに差が~る ζれを的負荷が補うか丸軍症

でt左前避のごと<Ddの;0:勤時増加は少だ<.sv 1::: 

低下する{白川，~拙ular drHt 仲間，)"， 

E 各覆心理院患の左心徳能予備力の....

.Jr.大心と，，，.心 容積負荷(鉱復)心(大動駅

弁閉館不全鉱~~心筋鐙)では度負荷【E芝大J<.

(高血E)に比C.，医傍均I 運動烏ともに駆幽."旨隠

は怒い傾向にあり."負荷の反応性悪〈 堺ンプ権能

予畑力が伝t、'"(周， ) 

b)僧・野間箇不全 (MR) 左男への逮援のため

駆出期伝統が伝<. i<'&時毘白期借al三高舗を示す

しかし予惰力のほい例では 還勤時に舗が低下する

. )傭細野後窄 (MS) 乏箪ほ般に賜書されず拠

出期指t壊の反応性ばよい 左東淀>障害のため;r勤時

主
主 画 H

...白色• 

一…

'" 

." 各自虻状態における運動負荷量と駆lf.MI闘の

関~

AIUf.(.-

嘗網険負腐心

、
~ 、

"' 

"・

;c 

"思
副 … 一 一

国2 匡負荷4二、"椅負荷.....r:illtる運動負荷時左室

拠催2者指楊の度化

間¥
! 1'1.1"宣言ヨ

グ
両日一 区霊E

，〆・、、
IPREl.OA:II ; 1 ..... 宣亘E

Z由 3L情

……… 
一一一刷

図S 各罷心疾患に事"る，逮動負脅かるみた特復

Dd 1ま誠少ιポンプ機能ま低下する

d )毘大型心倍程 (HCM) 運動時に拠出路閉塞の

幽要~増強例があるl“ 運動時l 賓して限局刻機能の

反応性iまよい(問怠型を除く);/)l'ωi鉱自慢銅像鑑の反

応性"悪ι、"， HCMのうちι活昆砿肥大型!高血豆合

併心不全9唱を除〈と 偉い簿動負荷時血中 NE健
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倉"互理組聞にjSl).~伝径の民箇に'受容捻"晦佳先進

の首T修盤告示す

・)~作自主夜心.. 本号室の遷勘奇心機庖慢定2子に

1:. ~・.窪伏島豪校... I阿血行届I 虚血心窃鑓週など

があるm凶 "'"殉の鑑還動異常Iま心.".よ0・...と

墨われる湖

1)各種心袋患の..，障のまとめ 蘭Sに示す

'" と め

左盆ポンプ.. 能の予嫡カは心筋眠a・カ，前負荷は

どの各掴予の予繍カに鰻定される それらを用いてz
u:を表現すれば N，.. Ya~セ E・".・U陶咽u・・

樋鑑分簿よりも~・的に.. 漢で.る 軍動句の軍幽m
t奮S.前負荷1ISが敏舗でおる ~疾患の竃頬により

僧慣の変化tζ痩がおる 連動街容室との国係について

は さらに宋附包子b:llllがあるう.
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虚血性心疾患のエルゴメーター負荷訟験Ir

対する血行動態的反応性

''''攻亘循環DA荷研究会。 1後.零8月7a， 

斉 康俊弘・ 糟 氷正比古・

善事国置伸・ 水野 厳・ 稲垣裳明・

隠じめに

去年。 a血性心疾患の運動銀法および '1'、ピリテー

シ・ Yが盛んに行われるように包，た ζの院各人

の身依活動鐙を遁諸に野信し江砂ればなるない払そ

れには安際時および還概略の心血行動鰭を知る乙とが

大切である そこで.われわれは~Nゴ〆ーターをm

いた多段強連動負荷鼠織に対する虚血盤心疾患の心血

行動曾的皮'"伎について続針した

Z 鮒象およびヲヲ.. 

虚血栓抽疾患の血行動智信年齢也定血管の信書

留包など1::より多種多S畿であ..したが今て 本疾患

の運動負荷に対する血行動虫的反応性を縫じるにはー

定の語調障にもとづいて症例を遍決する必要がある わ

れわれ怯虚血性心嘆患の症例週製革衝を..のように

後げ。 ζれを測たす定例のみを対"とした このよう

にして選んだ対象は健常割例〈年飴47.7.=8.3&，血

圧121.T会1生5/81.0土10.0IQIIlHII') 労作性~(.-!ま"

例 f年齢鑓 e土色 7・L血a151.1士舘l.6/初..全13.0

II>mHIj:). IIJ e梗."例(年信昭.8土9.1.. 血圧

1鈎.0会19.0沼化1全8.，掴凶B" でそれぞれ"多段

階遭動負荷鼠験を鎗行した蓮動負荷陪定量負荷""

'"自転調.~ルゴメーターをm. 、 1. OW /kilより棚婚

し0 ・分ごとにO.Z5W /ka:ずつ増量し原則として

目覚釣金大まで行，た しかい虚血性心疲患では

進行性血犀底下，狭吟痛や O.2mV臥上の虚血佐官

低下著u、血区上昇{収鎗矧血匡醐mmB，QLl:， 

""..血a130m図 B， l1J.上J を示した場合にほ~止

した 運動耐容均間により労作盤袋心箆ば‘分しかで

きえ:;J)，勺た忽例そ AP-II私 8分までできた症例を

AP-D Tとした tた前室梗ZEについては4分し

.子.史学!!.1s11三内栴

... 雀例翠択"・

1. "' ... 105-“健の.色
， I仙 11:1:労作醐<..，叫崎四t左前壁"で阻.惨2・月以上...しているζと

，耐として国同軒恥てあるζと
.. 遥働負荷(.'.団防'1鹿よりa舗を，の均点でO.l...V阻止

咽時計町時 引と

ー 遍E町負荷掲始直前'.~的.よぴ他宜的，~(.~:会..の
"いとと

・ 這働'‘首f(o)， <t後で.の測定をすべて行。てあるζ.
り匝

"心省軍国

"心絶叫
‘】... 叙緬期時細分続値

7 ・目隠として連動前 中後で傭船際屋を測定して.る
ζ と

かできなか勺た定例を MI-II私自分までできた症

例そ MI-U弘"分まで可能であ令た盤側を MI

m.撃とした蓮動m中畿で血巴£鎗tt，心徳出

量および1<室寂....時相分続健 ST1を簡略にもとめ

た心摘出."色調賢待釈法を用い 4分ごとに.，"'.

ST'は£唱Z図心音冒頭動脈髭践の簡略包録より

1分Cとにもとめたまたー却の定例について俗

上E検蓋と岡崎に運動fij. <t， !貨に RIさをによる乏;;

I!a分彊 EFおよtJSwao-G阻..テテルによる

腕動脈匡を掴定した EF}孟 BiQI社製.. 聴診器を周

い.・・-Te20mCi を・2主総 vmtrielUal' fr.mωω 

"'"泊でもとbたまた大毎分吻"は怠動脈;0影を

行令た翠動脈趨修所見比 75%以上の狭窄を有.P.5Ii

，.とした

E 繍 a民

A. ，"..1ft血行動観および翠勘民遺修所見

連動負荷区験に先立弔て ま惨時血行動望書をしりぺ

た <a:t) 健常野に比し 虚血告も<.疾患Z障で血Eが
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..' 透動.の B'および芭Rの館情的変化

且岡崎叫下勘定心開

や宇高いζ と省よぴ心保"と.I!U ET IIIIS= M 

'E'がや.小さいCと£叫にi三明きか也.呉をn・0

"か叩た a血性鮎嘆息'揮を憲動家.."による磁奮血

管Z誌で分'"すると 遅ヨ晴樹容喝聞の思い.AP-IfJlま

9例中e例 t凶 6t'Sl，MI-I1専は8例。s例 (62.， 
f.o)が多段，，，.であるのに対し 還勤置付容拘閣の長い

AP-Dt(まu例.3例。7.2)'S)， !lfI-' JJfi8例中

。"に.健，.患を包めるにす~tiか弓た す芯わち還

動耐1û-"tr.llの電い扉では'!U寄"， aも、IJ!: O~I 、し

1M.!.が多かqた

2 適温歯負荷"よる心血aJ:lJ.S:f!::
，. ..豆 BP(園E左3

健常郎も虜血栓<疾患，...防量の増加につれて収縮

期....."彊"'.. 互いずれも上昇し白労印鑑決心煙

のう;， AP-U鱒でそのよ昇傾向が奮しいのに討し.

AP-n ff-で埠1分以降ほとんど上昇し江か。たむ
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.，. 連動中の αむよぴ SIの笹崎的変化

'害復調Eも MI-lIl障では健常欝とほとんど盆がなか，

たが MI-II尊でほA.P-1 I'f.と同線 そのよ異質が小

さかーた

a 心鮪敏..""有〉

健常群に比し 虚血性心疾患震でその増加度が大き

か勺たが，と〈に蓋動樹容吟閣の短い AP-I群，MT-

11撃で著しか勺た

S 心根稼αα.."，

健常群に比し 虚血性心疾患鴛では労作性換£唱。

む筋...いずれもその増加使命川、さく と〈に.. 動樹

容時閣の短い AP-II野および Ml-1 I揮でその傾向.'

著しか。たすなわt，.A.p. 1訴および MI-l震で

は翠動負荷に対する CIの皮応性がZ堅いといえる

< ，闇値崩係敏"'(園2右)

健常窃では4分まで増加し，以後横ばい傾向をとり.

"分以後援少傾向を示したー方!労作佳狭心窪に省

いてA.P-1 I障では4分ですでに誠少し.AP-lI!障

も4分以後極少傾向を示した心筋...でも筒織に

MI-It揮で SI の増加度がも，とも .þ~ <. MI-n写I

MI-mrf:で4分以後減少傾向を示したす主わち.虚

血性心疾患では偲常習場に比し，ヨE動による前半温厚の Sl

の噌匁度が小さし蓮動後半に怠げる減少傾向が大き

かーた

. 友重収縮...同分析値s-n咽')

労作性渓c.~では蓮動のb・lDとともに ET および

PEP 1:寝泊するか PEPは遷'防衛客時聞の短いo
ほど恩.>>]:1:樋"ぃ傾向をと，た ET/PEP I孟健司信号

で己'-8分に最高値をとり!立分後低下傾向を示し，

労作性狭心、症でほ， -.分で陵高値をとり それ以後

低下した また E'l'/PEP は運動耐容埼聞の短い鱒

ほどその優高舗が小さ〈 その後の樽少度が大舎かラ

た ζ@傾向信心8梗.においても同僚でl 酎袋持聞

の短い MI-T I呼で PEPの早期網ぱLゆ翼向およびET

/PEPの皐期低下が蕃レか勺た

・2重駆出分福田咽.) 

ET r:t取I!ltSを用いて劃定した .常a障では負荷

量の増しとともに上昇し，n分以後lま."まも、低いし低

下傾向を示したが前健より高く僚たれていた 一方

虚血栓£疾患震で厄負荷量の増しとともに誠少する傾

向を示した ζ の傾凋低遭動蚕.goo閣の短い AP-，

爵および MI-I)障でと〈に箸しかうた すなわちふ

運動耐容時間の短い震ほど EF の低下1!r~1犬舎かヲ
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園s退勤ゅの snの緩鱒的皮化

~，~労作栓"心邑省 1:.(.，115榎.

fヒ

7 鵬首鼠亙 PAP(JU) 

UPほ遭鋤の増しととも広上昇した払狭む哩で

低遭勘尉容"M<短い AP-("でその噌加皮が著し

かー，たまた!心筋梗調Eの場合も附鎗で MI-I鮮で

その楢包皮が大であ勺た

I! .考 '健

.... 佳<<巴患の-に2日'ずる血行渇舗について怯

多〈の鰻舎があるにもかかわらず， -0:の見解をみな

い ζれは"動虫剤古盤および対象の年銑也忌血

管の備蓄節也が多11多織で，続トされてい低いζとも

--I!lである そζで盆償還製革司障を."し〈し はる

ぺ〈対象を均ー化ずる必要が生じる しかし， ζの場

.には"例設が少怨<f";.6 われわれは遺書9年掲 こ

.ルゴメ ーター負荷斌..を符，た約笈鵬伺の専から-

'"の".障を繍たす."，のみをお側温んだまた館常露

ほほJ霊樹隼代の男子組側を健作為に温んだ

事動.. 割.~.血行動'"亭笹山孟血"-心勉放心鎗

幽・"π.EF ~旨よぴ P" を用いた濁鋤~吻也

a，玄本来竃E書法を即、るぺ.であるが種々の園短さ

を有するた~，関獲量《聴'"舎〉を用い 伝彊"æ，孟

s.~ の".点でもとめた 色京'"''告による心，...幽

量1M'"には，理蛤的に1左側.. 包泊盆舎周いるぺきであ

るが会例区可後でははい そCでわれわれほあらかじ

めその四位と再現住を検討したよで -~醐縫

を用いが Ear-pi醐盤f堆思漂〈用いるほ勺ぱ安

.および週動筒いずれにおいても N'瞬飽詮とよ〈栂
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，.. 運動中の EFの変化

，ff・円飼d.

=二tEtzt=9l

壬

'" 
闘しよい膏要性がえられる また EFの測定法と

してはマルチゲー トさき (MUG~弘法〉による RI 法お

よび左寵造修詮などが用いられている念、運動負荷中

の経略的変化をみるにほ，いずれも電々の園建さを伴

う そ乙でわれわれほリアルタイムで簡便t乙く りか

えし測定でき喜被母島aを用いて EFを測定した

骸.. ，，，，，こよo EF怯玄室途彫益によりチ ..テ

マンきでほぼ問碍にもとめた EFとT・o.，・(P<O.01)

の網開を示したまた RI法を渇いた1alOGA盤と

安M r.o.89 (P<O.ω1) . 霊園防時 r..0.91(P< 

。∞1)といずれも極めてよい繍闘を示した さ刷乙

5分郡日用で2園調定した倹.."sによる EFほ T司

0.91 (PくO刷〉と筆めてよL、再現性が.t..， 1':" 

われわれはζれらの測定濯を周いて虚血性心疾患に

おける遭動中の血行動態をしらべた

ま と め

運動中の血行動2撃をしらペた繍弘安'時血行動態

にほとんど差臭を毘めない虚血佳4日実患でも運動負荷

鼠駿により差異を生じ本出世血管室心夢J患の心予備

依存衝に編めて有用であ.乙とが明りかに盆吻た

-向 山 .. ， 陪 山一・"'1 (._.) 
- ..1-1 (・・E・2
- 01... (・・・3

，.. 運動中吻 PAPのa化
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安定lr!労作性狭心症患者@運動負荷応対する令・ーミングアヲプ

効果について

氏の'"町院

竹園

..S-t!ンター内騎

11， <1鯖文房，山口

WPW症候群におけるトレヲドミル運動負荷

-QRS畿形の度化を中心 ζー

<1筒大学星学I! "三内絹

賀来 俊.深谷真;1，繍渇

洋 〈国〉

，客室主 0・ 0 。“〉
健常成人にお砂るジギタリ 3誌の運動負荷時循環動態に及ぼす彫・

富山医椅a医科大学医学郵第二内特

金木英紙彰本健明。余川 毘 荻 野 髭 継

補間忠夫 0・(17め

逮動耐容能停儲訟としてoA.lIaerobie Th抽出ld

一血ゆカテョール?ミン測定の怠畿についてー

北海温大学医.. ・5循環E内容毛

児島俊ー，経村尚a富島宏隆積本文敏

F何 勝!安国脅_."・ 0 ・ (173) 

ヨu防負荷鼠験により周期的 ST上昇を示した典型狭心窓の1例

限立循環a..セシター 内科

'"蔵書91，下村克朗，大江 透，訟久茂久11
鎌倉史"，地図正男 (178) 

SJ'Ddrome 玄にさげる交感縛極限~ I 
京11大学医学錫第三内科 l 

小酉 急白井芳枇神..啓文。河合忠一 (1明 i 
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1 運動負荷心電図試験における "P岨 1Q畿の有用性

ー冠動原通凶彰との対比

; 名古屋"'"併生大学涯学銀内市

; 間島智志舘 啓二I 横 井宏志，中川立ー

i 勅使河原敬明，大橋 進，愛国 仁水野 康。(溜め

νンポジウム(第15回)立

「心擁終評価のための運動負荷民雄」

運動負荷 RIri主ア ンギオによる心機能停価

ー虚血色心疾患を中心にー

1 

字佐美信久 (190) 鍵，充瞥村野

内将

jE，成周
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栗原

運動負街 radIoDuetidemultigated ventriculographyによる

虚血性心疾患の心慢能評価

~ 

昭二 出始〉ー郎，安井

山形大学"浮忽第ー内科

金谷 道.渡辺佳彦，殿岡

断膚心エョー図法による運動負荷中の左心機能の野信3 

裕歯車

典彦 (197) 

心機能野価における運動均1回心錨出量の経時的変化の愈事長• 
尚。安指定則，黒国 聡

絡人 (2(1) 
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乗本業文!莫柴

戸嶋

義則，字副院

久留米大学医学館第三内科

板家守丸井福正"，

悶 循環"剰研究所

高幡 啓免古賀

等尺溢負荷鼠験による心機能評価s 

東京医科繍科大学医学徳第二肉料
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各種心疾患!と右砂る速勤時心機飽の野価

筑並大学窓昨医学系内科

杉下旬凪訟国光生，鯵坂

飯国 要，怯本館馬，伊麗

筑波記念病院
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虚血性心疾患のエルゴメーター免衛隊験陀対する血行動態的反応性8 
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