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中高年者の aerobicpowerと

冠動脈疾患危険因子との関連

市原..雄・ 安野尚史・ 大依攻・繍弁正史・

水野嘉子・ 岩縁徹・ 太悶梅線・・ 川村孝・・・

虚血性心疾皐の予防上，運動不足を含む危隙図:r.の
週援は4居酒でるる。運動待浪帰閣でみた体力がいく

つかの危険因子と関遣するこ左川、また運動習慣の有

無によって死亡率に盤が出たとの線舎がある加 とζ

ろが.選動不足.定，量的に野偏することは*だ椴立き

れていな，"体均の循掃としてのエアロピッタパワ

".スポ ツ医字の鋼械で陪よ〈使われているが“こ

れを危険図1'>と関連づ砂た報告陪少伝.，1' 芳。 Was

鎗 rmanらはいわゆる領政調隊代町関値(AT)の観念を

紹介し・九日本循環鶴学会からも得噂値が呈示されたれ

稜々は 般の線使候の中高年金対.に体力備練と

しての VO.開凶x，Vo， ATについて，動脈鋭化の危鱒

図子との関連を鯛ぺた

5 方途

無症状で外見上健厳~ 40-69 t.I!の般成人で...知

帰総合保健センタ の"ットネスデ"ツク.受訟し

た 457名{男'"名，平均51.9全u 歳女'"名，平

均 53.1:t6.5o:)を針.とした{決 1)，Ramp.t:l簡で

褒 1 対.の人.. 

40-49 ~院

副."・
ω-69 o; 

合計一丁

男一

:
一じ

女一
m
即
位
一
川
町

。.知閉館合優憧センター

内醐問屋市ゆ区三の丸 ]'2-1)

阻剛畑研酬

向山・W宿区内11-23-1) 

名古腿大ゲ~1'!1:!y.1J予防l!I<:!y.fI";!!

('1'.66 1河合illli慨""・n.町 6日

のサイクエルゴメ タにより愚大温勘まで負荷し。呼

気ガス分析を行ヲて vo，max， VO， A T )，皆測定した

VO， max. VO， ATと向日に刻定しまた探臥して

得られた緒危険因子ヂ←タとの闘避を，性男止年齢脳

"に simpleregrl!SSIonによヮて調ぺた

S結"

儲危険因子との相関を鯛ぺた儲身障が後2である 体

.2 VO.mlXと一一
40 49l倒薗 s。nZ臼90a 曲』曲"面白
，= ，= 

Body ma晶..担瓦 -0.27・ O. 19 0.45・

惇脂肪車{%I -0.49・ -0.45' -0.41・

安静時平均血圧 -0.22・ 0.35' 。加
認ヨ Vスチロール 0.07 。" 。師
HDLコレ"ロール 0.34 ' 0.23' 0.26 

空臨時血惰 -0.19 -0.01 .， 曲

中世脂釦 0.32・ 0.25・ 0.25 

~"貨 -0.23・ -0. 18 0.21 

l日出たりさb敵 0.27・ 0.24・ ， . ~ 

VO， AT t砲勧銀危肩貧困予との網開{男健〉

4n0=4骨I曲量 却n拘帥置 ωm39 aR 
n一

Ilody ma唖 inMX 0.20' -1).37・ '0.37' 

体脂肪串(%I -0.37・ 0.45・ 0.31' 

安静時平明血圧 ー骨 " -0.35・ 0.04 

能コ'"予ロール 0.00 D.U 0.01 

HDLヨレステ口一作 。" 。IB Q.Zl 

空値時血檀 0.01 1). O~ -U.22 

中性脂肪 晶 0.21・ -0.22・ -0.2目

阪自関 1).26・ 0.:12' イ1.10

l日当たり事監 0.21 0.22 0.25 

，，"師
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外見上健康人における運動誘発 ST上昇

川久保情・ 郡司終発・ 中村文陵・・ 野縄彩・・・続本#f!!1l'

連働問I.... Jt-$-却する外見上値，.な無症恨の男色に温

動負荷ゐ・..償却益を行うHu;.1ft在住の思働厳重廃息

袋発見し. 選働ゅの突然死を朱~に防止することであ

る 中高俸の温働ゅの実無死..多<...有志...のめ

る脳動脈復息によると思われるが。 -l1li1;1;冠動脈"繍

の可能鍾も考えられている"しかし その実箇他不明

であワ，外見よ健康人の遭.負荷心電聞については

ST下降についてのみ倹附されているにす.ない本

研究回。外見上健康信興住にお防る遺跡負荷鱒ST上

.. の綴11について検討し ST下降例と舞，..比厳す

ることを目的kした

5方，.

対象。，.. 内の裳健康セン夕日区て，湿動4陸自省慢とし
たメデイカル，品ヲタとして湿鋤負荷以昼食.，，"た.. 

健男性2.2叫闘を対a院としたー検董期間 11. 5年3カ

月で-t>..， t~ この4ヒンタ}は運動摘噂を行う施俊であ

り，適働指却事柑"宥全員にa駆動負荷以臓を含む医学的

償援が'"'づりられている 問診から循環"後息の既

往がある例ゃ.".嶋心・阻で明らかな興需がめる飢

温動の渇応外と思われる例は除外し， 2，IM7入金今聞

の様rm触とした。陣外例.内訳は，倹心症"人，心

筋使"10人，郎副曹終息加入その他S人でおヲた.

f./~ 運動負荷鼠債の適応外>思われる 6人{身体的m

..，人"盆高血圧症3人}他除外した対象 2.181人

の年副分布では.J.j%I;I:・0・泰樹白 33%IJ.ω鹿代

33%脇田段以上であ勺た

'質事大司ド関零細保健司旨“...理写

“ 閥解2肉“
("113 ，・m・.. 智単調.，.1-3-1) 

"'I'UI中央病鴫

{守 158 11151:・僧側符区上周費 50:!!;.!)

'順次3隆夫"J'!.~樹礎
(，. 2i'9尚~jf;.闘 1- 1-1)

安併略。"""検ヨ..腕'"''検禽.問惨の畿に通勤

負荷依厳を行ヮた 週動負荷紙験...蜘闘を訟の11'
m隔を省略した修正也問調e訟による争 νッドミル副

か。毎分2(1wattのランプ負仰による自伝耳障エルプメ

ータを使い，負荷終点を自覚的喰大点とする.."制約

覆の負縛隊験.行った''''・む‘図'"分ごとに，.

録し.MJI!.専門医師U適齢負荷臥刷終7後に運動瞬

発 STQ・伎の有無を判定し。"'It:"'.~僧示した。鋼管

検進.繍示するかどうかは，適動負荷"の ST価低め

有無だ"でなし ST価低の負荷終了後 l分以上伸鍵

するかどうか，負荷拠7径 ST下，..'下鶴傾斜E慢に度

化'るかどうかを...に判定した".'" lIf倹糞は...

m専門院議に依"し その錨果ほ依頒.関からの綿難.i忌にて"値した

s繍.

潟働紙発ST冊位にて.納岳検査を循示された者.. 

29人<I.33%}であヲた<!Ml).ST価低の内'm.ST

干高 21人.ST上昇2人'38・ 51.)であづた.運動

負荷紙蛾時に狭む症を思わせる腕部窓生党が出現したの

はそのうち 3例だ"でhフた STよ概2人のう..

1 例は無症状で~，た ST 欄 m..の乎幼匁併は

57.2土9.1.(謁 -76成)でめった ST価位の出現率

は。高等代製高<.50"~快調の I ，441人のうち. 5入

(0.3 %).岡信以上の 24'人のうち.24人【3.2%>で

.ヮた.

医..聞に依繍した負仰心筋シンザグラヲ4ーや沼

動脈遭彫批rの精密検査の"嫌が偲組でdきたのU.29 

人中.23人であった ST 10昇例の 1例(51")1;1.，そ
の後の経過が不明であヲた。負何心筋シンチグ，フィ

は"人に篤行きれ 5人に拠常所見がみられた沼

'動脈遭彫は負荷心筋シ〆ヂグラ7<ー興需の3人.含

めて ?人に継行され. ，人で有望"発司怖がみられた 越



{年a・}
15-Zi 
泊四錨

40-49 

50-59 

60-晶畠

7日~自邑

lOt 

o 1 3 4 2 

ST昼欄検.. 

国， 隼代別ST.位製繍機.
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'‘'・"
負膏鵬7同 1分後 ，~陳

E ず~ "寸"r ， -v-年-"イ'-<'- 1- 」 v・十寸九-"11 

'll "ff '，J"ん 'JJ句 h 千千 -七J，."十r
-よ.L'ψ斗人 温，u，.'仲 ' J j、 h 十れ -い h刊

山 什 '.ll山仲 h札 -岡'1'.，"'v・u 吋 1'-'"1-l
-叶.-"ll 此什 v刈 ，'，汁 "u

此 -r-r-"~し
山 Lし ，...LL ..v.~υ 叫ι ，，，Jj、 v・LL曲七J，.，，1.-し

~M 

国 2 量倒的週勘負荷心電掴所見

動脈遭膨で有.!実帯のめった 4人で..“ずれも B枝

被噌例であった(左鮪下行俊 l入省認動脈 2人，左閏

簾筏 1人).ST上鼻例の 1例は。省冠動脈l後狭窄例

であった比般的高・の3人(58.10.16.)では。すぐ

に治衝が開始された【うち 2人.遁動負荷闘に胸a眠症
状がるヲ剖 5人でI!， I'rlf符われた負荷S惜の錨果

興需認しの判定で.0た

使例 '81健男性。トヲックの遺伝手"伎鑑や自覚

症状は縛犯すぺe{jO)IJ:1Xい 阿岬に検査した血権償

資でU 高指自信を示ずだ"であった 遭動負荷民蛾

はト νッドミルプル ス擦の笥12除隊から捌納し，宙開

4股同情 I分，自覚使紋が'"・I)IST下院のため中止し

た倫荷焼了後1分に1J:.II.m.ーV，.VI， VIで ST上

界が磁調廃1きれた{闘21.この"も自覚位状はなかった

1年後に範行した冠動脈遺膨で..宿ti動脈に有.!実

噌が隠ぬられた

もう E例のちT上界例1.151 a郷位で.濁動崎6こ胸.. 

m場で STよ界がみられ。胸舗不快を示したが，その後

の級過は不明であった!

， .... 
外見よ健胤&成人"予の策然死の原爾として省勤続
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.舗が考え ら "ている が。. ~.‘・・"不明である
Myerbu唱 ら・"U~弱人の畿外心停止からの讃生例の

うち.s人にMいて集室慣で亙曾6."8・眠・・，

..".盤不鍾a院が竃明8払食忽，，~原因と して鍋・E・虫
色沼附録.舗があるこ，.織網した "."・.....

容にm，る...・R性週耐闘婚ST土界"の症例..，

げ，実偲売のハイリスク"として・ーーした“外見土.

.人にM"る湿働....思勧銀・・4陸末備に舟見するに

""動負荷心‘聞でST.t界発作会宛寛するζkと"

bれる 窓研究で" 舛見上健康~男性 2.1目7 人の沼

周抱負荷心電E倹肇の節織， ST1'.';# :z7人.STょ""
2人でb?た。 ST土"例の1例，，，.. 症例)1:.'監備
であり，有事".があるものの遭働鱒鍵銀盤鎖性'"・

験・・も否定で"旨い"でb?'と 選a・中実....のリ

スクが鳴い~.btt.・週働"鍵 ST土興例炉。 ST下

情"の問分の 1以下旬楓..でみら札る実舗が明らか

と~ヲた 外見.t健康人にM"る"・負荷(，.. 園隙牽

IJ; ST下降I!ltに桟回しが，でbるが.ST上昇も見

過さ~ぃ処方が"屡と"われた

S玄鼠

t】村山E憾。m.. :&動中の急売の実・t・，.

ゐ・・1製"・ :n:1015-1021 

2l川久・精..IU!子，青木和，..ほか外見上

.康成人のメヂ，.ルチ.ヲタとしての"働負荷

心電副所見とその方S告について jtltJ Ekctm 

umliol 眼視o: l'・4ω.68
3) MYerOOTf RJ. K観姐IerKM. M.11側 SM.et .1 

Llfe-threatenlng ventrk:ul.r・IThythml..in 

..'陶御制血凶馴， m，侃.rdl.J慨 homl・d‘堤防

eoronary a由旬捌肌 N E-vIJ MtJ I問 。

Z諸 1~51- 1 ~騎

的野鼠隆司心.契'"己医'ジ・ーナル位。

出..1幻 162
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心筋コントラストエコー法(MCElと

ドプタミン負荷心エコー(DSElによる

残余心筋の評価

和久幸子・細川洋・ 図本，.，略・高問調匹・

石原正・大海仲昭・足立至・・ 制町神男・・

近年..温動興需を示す硬2・に対しても.PTCA 
や DCA等の血行再建衡が積極的に行われるように留

り白これに伴い心筋引avilityの野備が軍事な..・.持

つようにな勺て"と

本研究でUジピリダそール負荷 TI心筋シンチグラ

7.f -(SPECT)に加えて白.近その有用性が縛告され

始めた工手篠'm'す伝わち低周盆ドプタミン鐙与下で

霊遭動的変化老健廊ずる包周.fプタミン負荷4ンェコ
注(05回 t.心鱗内.. 小循環の存在を心筋換膨蝕で

判定する心筋ヨント，ストエコ」訟(MCElを追加す

ることにより心筋 vlabi1ityをより縛細に界備しうる

か否かを検，守した

I .時.および口町溢

対・，."旧性心筋使盗患者引例 l明性 11例。女性

・例，平陶年噂61封劇

血行同建前に断・心エコ . OSE. SP以:T， MCEを

鑓行.血行"'.・後，->方向闘に潤，.断層心~::r-i:

施行し，術'..遥鋤が"・した網島台 via凶 ilyがhヮた

と判定した 断1M心エコーによる昼過臨働問W価1:，& 
覚的に 3~(w.1I m(前回、score: 3""附 m剖.2=mild

hyooki憎色ls，1 =severc hl'POklne剖s.O=.klnesislと
スコアー化し膚緬した

DSEI:ドプタミンを>.噌Ikll:!min{y)で3分..与

開始Sらに 10，で3分自佐与し.断届心エコーで.."働

の改.岬有終.肉じ〈視覚的にR・した

SPECT 11ジピリダ<ール0."町，.Jk，役与後3

mCi の T 釧."益し寵後の earl~ 剛'..と 3-' 時
間後の delay国，m判官の TI"凶.k.を徽覚的に 3向。
tTt up凶e館。re:l=nonnal. 2=mildly red凶凶，

.大甑健斜大"!9'MI肉・4
同 組制鳳例

， ..  裕資拠市大雲町 ，.n

1=智 V四 elyr唱姐U田d，O=alll詑官，)とスコア 化し僻備

した

MCEで11.5 % human albumln i:組音量ksonlca 

tor(Bra隔酬栓躯Sonifier11 幽カ 20W.20KIIlで
"砂同組音盤慢縛して.右滋働鼠に 2m/.在宿動院に

113ml会 1mllrw:cの翠"で周手的に注入し.漕11域
の心筋験・E伎の有無.・gした

断酒むエコー後.SPECT.D田川CEの4倹盆kも

..，刷筋レペル在意題舗で前..側...下.を各々 2分
網，計6分鯛しW偏した

8敏感

"症例.It l'l6t隠岐のうち.血行再建前に高度償還

動詞倉(wallmolIon scure I or 0)を示す 20・・li"Tt 

uptakeの..，.から 2酵に分付網"の対象とし，これら

2縛 20・踊制限の MCEとI3SE所見を対比した{袋 11

高度量運動拠常""るが TIuptake 11良好q"
(TI uptake 6Core 3 or 2 : grωpAlに"'舗織が倒当

し，これら，.峻はすべて MCEで".膨§れ SPE<.i

で凋分布を認めたaにDSEで壁趨働改"を示したのU

4鋼援のみでるった{表 21 卑た gωpAの9幅緩M

すべて.血行再麹副長週開期の..週量動は"嘗傾向.示し

た{袋 21

衡問..週動異常があ 9.かつ引 uptake不良信勝

{引 llptake""".... I or 0 : gro則，81には 11鎖峻が綱

当し，このう ちMCEで像彫を包めかっ田Eでも壁

温織改鶴を示す領域'"鯛峨移住し{捜 11.この偏厩

は血行再鐙後遺嫡慨に..週量動""普鯛肉.示した(袋

21.刷、 MCEで後a聞な〈田Eでむ盛週働"'8を

示~~かヲた観刻院は 5 舗網a存在し{事後 11. これらの鮒

駿"すべて聖恩院ひ11< ltしているか".ωticIhick 
制 ingt-1Itlめず また血行再麹畿の息遣動改.b鴛め

盆かっ企{表2).MCEで鎗'惨されたがnSEで"'"湿
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. . 鮒.綱"とその MCE，DSEM見

3 a 。 (group A) MCE W州 問制民間

1内剛 山

氏 開。刷.，..，

3
2
-
1
0
 

105 9 

+ 

• + 4 

Eコ
05E 

5 o 

(group B) MCE 

¥ 
+ 

MCE + 心臨揖膨.，
+1 

心暗E世艇なし
5 o 

ns， + 居直働司聖書あり 05E 
軍軍働喧'なL 5 

表 2 鮒・ 2・慣鑓依温蓋馳 MCF~ 11例内 8・>，ι~.. 見

IFd剛~in echo 
e a r 117引品7目2五e1m 戸時No 

inr."，1 waU m01 1剖'"~ MCE 田 EIr<!l ， .. .，. 
" l 2 + 4ト 2 3 

2 " 
。 2 + + 1 2 

3 2 + + 2 3 

4 AS 2 + + z 3 
IrOtlp 

5 2 + 3 
A 

ー
A 。 l + l 2 

7 

" 
。 司令 。 z 

8 AS 。 1 + 2 

' A 。 寸令 l 2 

'" " 1 2 + + 

" A 。 1 + + 。
" " 2 + + 。
" " z + + 3 

" A l 2 司令 + 3 
.'岬

" 
。 1 4砂 e o B 

" AS 。 。 e 。
" A 。 。 o 。
" A 。 。 @ 。
" " 

。 。 。 。
m A 。 。 。 。

;nl.市 H・ IAS 加"" 岬I~ I . A 酬~dor. ^ l: .nt~ ro- I .tenl l . 11.: infero-1;lteral， 

1: inferior. 15: Infero-ee例・"
μ.in echo (pTe 血行再砲剛 院刻血行何処陵)

MCE {+ 心S署員像彫あり。 ーー むe織修"し}

DSE (+ ドプタ ミン負荷同提翠・，.. ・.t> ~ . -ドプタミン負荷嶋監ヨ..地・4誌し〉



動.. ・.，，~信い領属医が 1 慣蟻停をし SPDごTでb

胃分布告'2D<<かヲたが，血行'JliMIl!息遣.，の....

S包めた"艶"

I '1" 
a行阿健衡の僑漫に伴い。心筋便2・慢性"でも.，‘ 

11量遁動員鎗を掲示す術属医の支配酒働眼に血行，，，.衡を

..みると録湿..が.. ーする例が毘められるように信ヲ

て8た.このJ:'fl.vl5" RahImlOl:lla 1;1: hibcヲN'げ唱
m，悦ardlum1:呼び叫霊遭働興需が必ずしむ不可避

的でu(，( <. .11mの...によ。.>1.，が回復する.舎

があること各家した.このようI.!..還動のみで俗心

筋 vilbl1il~ t-過小評価する可健盤があり. .た負荷

T<心眼シン少で両分布が宅い剣峨でも血行"'..後に

.週働が滋.ずる噂舎があると縄告されτいる"

悲研究で肱より"・聞にω筒叫abillty'l';平価するた

め. ，，~ コーや SPECT (，( ~従来の倹実に MCE や

田 E'温脇.. 射し以下のζとが今えられた.

u .‘"・e・動員'"著"な TIUt時.k.低下.示す

が.MCEで除修されかっ DSEで録遺跡"・.示す.

'".血行列.後霊辺助'"・.Il~て.， .心筋 vIllbil
ity 1;1.移在レ lnterventìon の適応.~えられた

2) MCEで..修されない領域".血行阿・白色遣嫡期

に，.選働改."な<.0(.-1膨"・制lityl;l;Il<.・E運動

の敵"を鰍得したint.enentlor内の働集"少ない...

えられた

J)心筋肉・小編鳳はあるが心筋・血が"'心筋収

舗が高度に陣.された.いわゆる hibermtlonの挟・

む.，剖"以JPPL.S (19酎"
に.，.・・aに対しでは， DSF.I1心筋 viabllityt過小

野偏する可後伎があると思われた

s ・・・
高度健運動拠調憶がありかつ布明'"Tl uptake低下

が認められる症例でも.MCEやDSEt追加検'"る

ことによ勿心筋肉園.bilityの健康が可能止なり.Inler 

..附仰の適応を決定するにあたりー手段広盆りうる

k考えられた

' 文献
11 Silnjiv K: Cl肌岨1applic肌伺帽。rmyocard・..

conlrast echocardi唱n.phy. Am J C也捕"

199Z : ‘'“ H-S.~ H "附e旭川 LA.DeLar>d曲使嶋CM，Benlle C. et・l
1削 ific・I;on of ψiable myocardium by 

echoc:.f叫岨raphydurin・dobutami鴨川『凶00

.. ，.“C'rIts with myぽ .rdialInfuction after 

"' ...... 刷ic ther・py.J A.. CoII 白"'''''
l訴抑:U; 1021-1ω』

3) Rahlmloola SHτ、ehlbtrnatlnll' myocardium， 

Am HtJl>1. J 1989: 117: 211 

ωCloninger KG， DeF¥槍yE'む G.陀 1，EY， el ，1 
"官。mpleteredistribtulon in dela>'ed血凶仙m-
201 single肘 削船創ml則。向。創..嗣 ω，JnOaf，
，h蜘c(SPECTJ加、aj(ea: an O¥lef蝿til1Ultion01 
m，幽rdial副 rrina.J A"， CoII白 rdi{)/1醐

12 : fi!>-963 
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ジピリダモール TI-201心筋 SPECTの

固定性漕流欠損と心筋便饗との関連性

Pereent TI-201 uptakeと嗣検也咽lt・a
'1' IU雅文・ 永島稼ー・ 綱本

山図英夫日 大川真ー郎・・・

ー般的に.負荷心筋シンチグヲ7<での倒定住漕.. 

欠繍M鞭車。 -;0性会:繍は虚血心筋，不兎金，湾略分布は

4そeの潟夜，.轡'えら，れ、て4き-た しかし..返でB隊"溺‘動s負均
術シ"チ，グヲ 7.にa必切別aりJlる島倒定色3欠R綱のか4省訟9の‘.. 例

で川a拘b'川1ityがaゐbると.級匝."き"札もている

ピリダ司毛ε ルs負‘街sシ/;....，チ俳グラフイ <D副P-Tllでの闘定

性漕B潰眠欠a横簡k剤倹月所府児e対比しt..，I!I障のみられる頗贋

vt/lbility"舗の妥当性4佐野畑寧的に倹釘レた

S 方議a
".，ま血血盤心疾".た..その嫌いで OP-Tl金

箱行し1 慢に剖検の悔られた 27例(郷 12.女，5)で.

68-91.(平匂85)。検査から死亡までの鋼時間1$12-

\211 日(平均 ~28)であ勺た DP-TI 績査問。"例に陳

悶性心筋8!W(O刷りが，心電図質調'Q'度'"例にolめ
られた 餅検による死因は，うヲ血盤心不全6例.A
t主心筋lII!aCAMJ)'2例...性・117例脳血管隙曹3
例。大動飯綱破裂 2 例~どであ て〉た

OI'-Tl ~礎施主主...臥飽にでジピリグモFル@総8

町、g/kg{-4分間で静注し 2分の安"後続11の下肢

遮動.，分間加えた 週動終71分前に極化Tl-201

{-148MBq静穫し。国伝!!d:--マカ.1.， (5;""，，，，，s， 

Zt.C-j500 Oigitra.ol80度収集にて初期像.. .時間

後に遡鍾像を・・した.コンピュ ター処珊《‘滅。

Sdntl凶c訓剛にて SPECT.t.-再構成し.iI.‘欠捌

.""的区判定した 怠た.遅延像の'"匝糧備制障にて

欄浪欠細民館左心筋.大カウント節目;:ROI t-.e.その

カウン ト比.欠釧..の関rcent Tl-201 u臥ake(%

…・ 岨 帽酬叫

何"'.岡市'鴨居..丘 Hの〉
'医師場人醐センター酬酬

開 閉・.同

{司r173 .‘'''''・区隼町 35-2)

過・ 奥島三郎・ 丹野家屋ま・・

首"凶 茂・・・ 千図'"問・・・

τU)として裂した

.. 検むはホルマリ ン闘定後に約 '<m間繍の水車断

で院療し，便事の有無{tem以上}局在，広がり.み

た 各冠動脈は 5m酌聞闘の桐膏で走行，内腔.・県東

し。 75%以土の倹当初.有志例'"した得られた所見

とDPー引 を対比し，泊施欠鍋簡での...の.11:.% 
7Uによる比敏伝どを行ヲた %TUの比較"，，.定

.附い.，，<0.05 {-有."した

s鎗.. 

樹君...民自主 OM'が"例(鍾ぺ"・闘域).AMI 3例
(J慣埠).心筋炎z例，アミロイド シス 2例で，

OM118.峨のうち鍵盛色使・がS領媛i 稗.11理性艇

z・が"・囲網院であった 有憲狭'¥lI'I$.s6本(回%)の冠動

僚にあり. 3筏"増l.l12例(44%). 2枝被9.例ω8

9ω. "支線噌は 4例(15%)で.3例(11%HtiE1償還
鋤際であ，た

初期SPECTにて.12例で..・..のu欠 機 . "

め.荷分布'"例.IJ慣域にみられ。完全再分布'"

領緩不完全荷分布l.t811岡崎院であった.!lる 12領媛で

は別分;j);'11みられず. !M)i!色調...欠俄であった

DP-Tll::鍋理.比駿した結集。橿損失慣は線市沼動

脈 56 本中 28鋼織に.正常怒動脈 75本~2 鏑厳にみら

れた 役者の 2鍋域防正常沼鋤隙の 010.11と心筋炎に

よるものであうた OMIのう毎 2創峨は DP-TIj・Ii

後に，電鍍したもので.AMI.心筋炎による檀機欠鍋，

夜明債の"かった OMItとゐに防除外し，種施欠損と制限

..の関係.示したものが禽 1でるる OMI1，1固定住欠

綱"制緩'T8・域 (53%)に， ，可分布のあヲた IJ傾峨

'1' 4僚級'"弘 うちz領制度"不完全再分布}にみられ

たすなわら.凶定住欠釧舗の""に寝室...め告か

うた 彦た。固定性欠損"'での領..の有線について

漢市の髄，.. S}穐2・5位との明らかな関連伎は認めな
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o. 冠動脈験布告停う"鍋1111:おける譜ま欠舗と<簡便・の

健適包

桓.b!l[非質量怯1・・ 贋躍なし 合計

固定性k踊・ 8 [J]/日完“ 1/4a; " 再升布畠P 4 [21/11 % ./，ω%  " 完全開舟$ 2 [01/40% vω%  5 
平完全阿弥布 2 [21/路指 ，/布施 8 

掴鹿"劃なし 3 [ll/U先日 お/締施 姐

窓働....の令い2領蟻.除〈

・正常ø.胸腺.‘の担憲と DP'Tl 後に発盆した..洞位候~.IJ

6¥ It ¥‘“ 
4・ 剛

'" 

同鵬

調".縄
0・'" .‘"".0・

《同

山 1

19.Hl・・
日

嗣剖縄

問

" 
ω".縄

問

1011(.) 1011(+) 一 回1011 T_1oI1 叫附 。"'
国 2選騒..にH'ずる温"欠割院のpercealn-201 up1.&ke (Tj比・

かヲた

遅延像での橿滅欠""・aで%TUが計調でき，

その平均U‘9.7%であ。た OMIII徽峨と便事のな

い 10舗網院で.各々38.7.61.8%で有E!!H!めた

(p<O.O(岡田箇 tL%TU<駒%を鋭"はよる.."を

予濁する誕取とした‘舎の鯵断..，置は 82%符異."，

80%であヲた 手事買!I往信便自民6舗峨1146.4%で買遺

骸'"*'領‘の 29.5%よ9高かった(p:::tOω1). % 
TUが得られた OM1のうち 6領域で興需Q麓.停

い，その%TUは 33.1%.J・常Q援の盆い Ml(o'"

5)の 4・ 8 %より"..であヲたが有..は~かった

s考.

今闘の..，院によると。 DP-TIにJ:l1J.f>闘定住欠銅の

約半敏では網現学的に便績が令かった Bulkleyら・'.

例検所..から。安"問T1-201$'ンチグラフィで領審

.過大野価する例があると鰻告した 鰻近辺働負荷

での困定性欠鍋のかなりの節分に判abilityがあるこ

とが知られている.Gib船伺ら川ま通勤偽術 TI-201シ

ンチグラフィでの固定綾欠鍋の<5%低 CABG後に欠

鍋が闘復したこと~.Kiatら"は 61%で 18-1沼崎間後

像に再分布がみられ，血行袴謹後の心・・，..・を予見

できると報告した Bruoke伺ら"は岡定住欠鋼の<7%

に PETにて.肩代劇の存在を留めた 良両方法が"な

るが.総々の結集U術開E学的にこ九らの織衛u:仰す

るむのと思われるまた.Gib!鞠らが銅鍋するように.

%TU憾む篇viab・lityの指援になりうることが示喰

された

S 文献

l) Gibω11 RS， WalSO白 DD.Taylor GJ. ct al 

p，晴嵐tlv竃醐圃melltof r叩 ooalmy闘 rdial

阿 山 belorea咽 aflercoron岬町民，1.

ri~a lJo四割Tgery by quantIlalIve thallium-2(J] 

9Clntigrap師 JAm  C(J/I CnrditJI I鈍3: I : 8ω 

." 
2) Klal H. RermHn DS， 1¥1aωahi J儒 al;Late 

reversibility of tom<>gra肉， m，町ardialth叫
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川町 defe.::tII: An oe<:ur叫岡山er of 

同"陀;ordi温1.目的il;I)'.'A"， Cdlf C辺rdiof1製樋

12 : 1・56-1.“
J) Bru時制 R.Schwaijlel" M， GroVff~MeK的 M..

.1: Posilron開国側岡田ロ凶ydete::ts I陪

恥Joemetalx>lie aellvity In my∞ardial segn惟訓 S

with隙 伺J胤制 thal)lumperf凶卵白f伺><，

A"， UJII 白M刷 ω87:10:5渇7-567
心 sulkleyBH， Silverm棚 K，Weiafeldt ML， eI al 

Pathologie b岨..，向Ilium初 l曲 川町，.. 凶c

""，<<旬inpatknts with fatal myoc:ardial injury 
Cir.:ufQ!の剣 1979 ω 785-792 
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運動負荷誘発性の Sagging型 ST-T変化の解噺

定盤的凶Nlh...I'凹 を用いた局所心筋血流.による検討

護衛琢也・ 附崎傍・・・ 阿久神崎・ Ill<P英之・

久米織人， ，芝崎俊隆e辺倒踊皆，"' 附"利秀・・・

原敏彦"桜山崎ー・ 片桐敬・ 樽見建 ・・

S 目的

虚血性 ST下慢のMとさ れる horiwntal型と ... 

"噂E置のAllt.i量動負荷による ST下降鎗現時のむ

筋血溜の分布の遅いから被射した さらに送動脈辺修

所見t負荷心.国同 IIR'ST鹿屋組鎗 STIHRsloDe 

k対比H '貧附した

， '"院
対*"舗常殉包s例〈平均 3!>.Z:t5.9蛾).よぴ虚

血性心療組関例(~.v錐2s例，心筋梗.2渇例刻

女=‘1: 9平崎 61.9念8.Ia)である ただし陶プロ

ッタ例UJ.tf'B血行棒建嗣範行測は院外した

， 1町議

RMBF I:>J(~トロン CT(PF.T)を飼い左心室に))

の関心網.IIIi'8:I'・1・NH，f-血.トν φーとし.鍵来

"々がw.ーした tJf IJ ，，..，，に定量劃定し，安.".>運

動負荷後.比院した

仇荷阪は仰臥俄 Erll伽削"による2SWの場一"'"

負荷とし引，~関I l\t U胸鰍"の鋭候限界が往ければ

時間6.5分とした心・胴上ST婦はJ点よ "'m田

でO.05mV以ょの降下>ST下降左し.J点から 0.0・
町 田c聞の ST釧"にてみ￥Itt horirontal JI匝，下向

型~ KBMII¥II !I!と した

""学的にIl，(.舗法. .検定 t1fI~'た

問問酬明"一…の拘 1-5-1)
・・ 列 島が厄・m・z・a・内側

('I'm .，耐市..“・.. えB制
回 醐醐，吋白嗣.明

『 悶 <当也且.外純

" 問 地生・1.縄

(. ，‘2 *~...野附K戸山 1 -2 1-1 1

， .... 
B症例健示

症例 I~ ， 67. 現住の開l阿佐下盟使3・である対動

脈車修土 segl:75%， 2:15%. 4:1∞% ‘" 
%.1:75%.11:75%の後申.修めた 3敏嗣賓の征

例でめるt陶， ) 

負荷 PRTでは。 む電凪上。負荷 5.imに1.aV， 

V，-v，で...に Y，でa院大 2.5mmの姐1111;1¥11~の

園 ， "臥民..包・a
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11抽車，的MI，HOLヨレステロ ルなどが，多〈の線

"鵬でvo目町・翼と街窓な網開を示した体脂肪皐M

m伎で"・2ての年.11でVO，max. VO， ATと有窓

伝道網開告示した(r=-O.37-r=-O.~9).1隠して. Vo， 
m闘のカが.VO， ATより多〈の因子と姐い側聞を示

した -11. j(也で".男性憾ど良川信網開U得られ

なかった(.3)怖に"'.以上の女性で凶 Vo， AT

"いず仇の幽予と.".な網開院示さ@かヲた

S考 .

写・.佳により変化はあるものの多〈の凶予が VO，

~，と逆網"を示し.VO， AT も. Vo， m岨x卿ではな

いが沼袋息危険因子の....と銀ね逆相闘を昼すること

合判明した 男飽にMいて網"が強かうたこと館。男

性であるこ kがひとつの危険附子であることと関遣す

るs、むし'"旨‘、
Vo，m岨x.Vo， AT U，.体力t~11で会〈危険制予の

吠..を総合的に野偏する術"として有周であると考え

られた これらの僧・11;1:，遭・.，盆.待ヲた陣の効.. 

判定区も使mきれうるものであり 今後の瞭究が期仰

きれる.

' 文・a
)) COOPeT KH， Pol1(κk ML， M町 tinKP， el .1 

ph問 c・1flt醐 S除、rel5VB ~耐震led co師、ary rlsk 

f挺 wも IA.MA1976: 23・1“1伺
2) GibbOi鴎 LW，81air SN， coo関rKH， et .1 

同町'"叩…ryheart diaeue 
n・11;r.cton.nd pbywkal fitneu in hulthy.仇"

W酬1c'f¥.Ci陀..ω.1鈍3:&'1:977一徳 3

3) Paffer，ber$er RS， Hyd也RT，Wi喝 AL， et .1 

TI< 四世 凶蜘 ofch.nges in凶V脱届I-aaivily

I~叫 and other Ilfe slyle charac文相馴ω 叫Ih

morlalilyaTrlOf司g~肌 NewE噌II Mtd 1993 

3'"お8-545
4) '1嚇禽週日本人のエアロピヲクパワ--n揖に

よる体力像鯵と トレーユングの彰.-.i!t紳.院

19・2

11 3 VO.珊回と掴阻縄民危織園予との舗網《女色}

'"・497B• 
，. 田n-zselOa7 R 冊-692• 

，.， 

Body m.回1同陪， .，.拘' -0.53・ ー@飽
体副肋串{指} -臥~・ -骨邸・ -0.11 
安静崎平均血圧 ー0.21' -0.14 ~.~ 
.コv.，ロール 4 祖・ 。.3>・ -o.I{O 
HDL :1 1.-' ;;0. .，.世_N O. 15 ，，，・ ，.，・
~J匝同血崎 -0.2-4・ .， .申l -0.33' 
.，・世風前 -0. 16 -<1.15 目。。‘
原. -<1.37" -<1.16 ~. ro 

1日当たり9・ 。初 0.32' 。制・

ψ0， ATと思..  危険冒予との細則{食恰。

40n・497h・o 蜘n・S81U・7 ωω2 • 
，-， 

脂"".・輔 I叫柑 -0.23 -0.45・ '.ro 
体圃鵬串，~) ーO.16 -0. ~8・ .，‘" 
安静崎平.. 血圧 -0. 15 .. .. ，." 
凪コレ"口-N -0.31・ 0.17 -0.2-4 
IIDLコレステロール 。" 。‘却・ ~.，・
宣臨時血櫨 目." 。." -0.16 
ゆ性繍防 。。‘ ...伺 ι" 
尿酸 -0.27・ -<1.10 '.0・
1日出た，n O. 13 O.~6・ 。~

pく0・6
5) Tanaka H， Ma問 lomoR.日回daK， ct .1 

-，切時erate of hyperl四国間同時1.ti酬 to
凶同副日tness.In Henna聞刷 101')， 5仰巾I

Medidne .1吋 H伺 Ith.Ebevir Sclence I'ub 

li!lhe内B.V. 1使抱 1059-1(}64

6) Wl5!ll相manK: New回 目 問 m.輯組.，.ωr

dio嶋田凶Jar lunct加も Cim.ltJ陶飽 .. 倒。"
1怖か1071

"村山"'，.. 陸員処 日本循環留学会・遷働に関する

鯵.~"'.JI:. 19鈎lJ!1It1&一一日本人の遺働・e呼

吸繍・m柵の・・・ 11mCin: I 199宮鍋(釦.. ， 

V) 1 51~ - 1 523 
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図 B 負荷~・:111 (51.. M 下皇制度属}

S可下降."め.JI鍾後，幽IlM8H...:ST-T変化U完

に御した{図2l 心筋・10上 IJ.$:"時で"~尖.と
自降下露に血抱負:欄・ ~.lI') f.:: 先進のごと 〈 心当置に 11

の関心領‘l'l'ftl1RMBF tJ!:a測定すると ほとん

ピの鋼.で1110m/lmin!1∞cm'(髄常人の平均19.4

企13.1ml)であったが!む尖俸は62mlで後下艶は

18mll:低かった 阜た適齢負荷後の RMBF踏む尖

僚のみ国民擁火銅像.露。た 岡織に RMBFを定.測

定するじ 隠とんどの領以IJ.80 mlに槽加したが心尖

IIIn 6J mlで後下.t.J9mlと億かヲた【健禽人の平

陶 1Z1.3企20.2ml)， *-に"・...に比し II働畿の

RMBFの増加率を攻めると， 憾とんどの慣峨と後下援

で"増加良好であヲたがむ仇院のみ，%と柵加不良

(以前に critic.lpoint IJ 10 " *測色..，ーした"")t: 
示した(園J)

..に.，ド健例でのST-T変化".心尖衝に tlI1d 

RMBFの明細不良に"引...こ4きれたと考えらn
t~. 

備宵心電図に幻いて HR・ST・.".. ・4長作成する

と時計方向閉伝の奥術館塑@示し。 dST/HRslopeの値

...める t15.3pV/bpmであヮた(悶.) 

国 I PET.(.，... 
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2全盛例での倹討

(1)勉.. 民所見

、、

• .• '" H岡山

金例E勘楓週惨を施行し.AHA分鎮の15%以上の

a提唱を有還としたその内訳It，LMT 2例を含む多筏

絹奮が 31例，一段繍賓が 12Ot.75%朱測の非有，...

ST棋聖化野

hofi;ronl・"盟
STτ.... 

s?fぽ

N-' 31.5偽

N.-IS 

唯J鰻 vω" SUPPL.S (1995) 21 

市が"砲でるった

負荷心電閣の ST優位と窓動脈所見の関係拡.関紙

即時塑の ST下降.示した"で"会例冠動脈綱渡.

省し， horj，o倒'"璽の ST下"を宗した鮮と ST揚が

変化し4旨かった幹に比し.多伎繍賓が87%で...に3

枝病変が 1~ %1ヒ有志に多かった{闘5l

(2)心筋血塊昆

以前続々が縁台した， .り"。九 RMsFが 11の関心

領調院において狭窄越動脈支配鋼蟻'1'の傾属でも 安静

悶に比し湿動後に 10%朱測の制加しか示きなかった

もの.相続再良とした。

①健常番勝【n=5)でIj，RMBF 1J.3i'1・時79・主

13.7m/.連動後 127.3土鈎 2ml !と金例で選動後に良

好~.. 加告示した{図"

③ ST非変化静(>>=27)で憾。 RMsfは安.. 防10.9
企18.7ml.温厚動後 101.9コt29.9mlであ り.27例中

2c例 (1‘1%1に金腐心領緩で 10%以」ヒの綱初...

め.1例(25.9%)に 10%朱欄の槽加不良を偲めた{闘

" ③ ST下情僻 (n=23例}で陪， RMBF U安 ..時

69.5:t16.5m/，週働後....ま初 'mlでる 1). 23例

中15'崎(65.2%)で"噌扇動脈 .".領域に 10%米機

E二二二コ
有a・~" (-J

ST下則島パタ シと窓髄服用見

W7AYA 
，.・a

~~~ 
2・噛働.

仁二==ご1
3姐..

(1l..... 
i:: 

!: 

... 
，.， 

ー-

(ll ST.主化"

一‘" .圃

調• 

制・"

，. ，姐
..r 1m 

醐.，.，叫 剛.，."剛
園 sa筒前..にお付f>RMIIF~η敵布園

'"刷z叫且
8γτ.. 附・・

同剛・'"陥"
舗

N・"

M・1鍋-a同州，'.t...， 
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111 1 .dST/U“"-STIHA Ilop・ω"b"ml

の網加不良・~Illf) . ・例 (34.8%'に""以上の柵加
."めた ..に ST下."I.lST抑定化"に比し.，‘ 

術後の RM8F・S眠不良併有..に多か.，t.: (p<O.OI) 
⑥ Horbonl・1翠のST下梅線IN・"で11..RMsF 

..，館""'74.3会れ 7m/，道動後 ".0傘24.9mlでb

，. .例~ .例(50.0'" に""以上の柵加を認めた

が.・例{調。'"に槽忽抗"砲を..めた .たその噌加

不良告示した."，で""の関心鋼‘の各 RMBFiJ:， 

Uぽー定の・.'"・で・加していた《聞"

(J) Salsir唱賓の ST下 ."(N・15)では RMBF

は安....“'全日 1ml 運動後".1企18.7mlでめ

り. H'11(26.7 %1に""以上の噌加金留めたが."

例 (73.3'"に幡加不良.. 包めたが，その嶋加不良例

のほぼ傘"で狼9ft・属支配鯛織の刷所的な釧鳳舗に

RMsFの綱初不.."ゆたが，その周囲の健常・Bでu
RMB"-Uむしろ奥野に轡加していた{悶"

【J)・大ST下降のm・e位

ST下降"のn例rtr，11が3例U3.1"'， 111が4例

111・%1.V，611例 (4.3%1.v，が 2例 (0%'
V.が4例'"・%，.v，が8例(:J.j，S%)，v，が2例
18.1%lcn.1Uと v.-v.に多い鋼向があヲた

WIIR・ST恩箆曲・

4同倒心‘園土田HR・ST・AIIII.It.hori切 nc..t.11置
の・"と鳳ggi...mの 15例の金例で時計方向自伝の

".Ilt朱したまたdST/HRslopeU 掴 nina:!l
では・ 7-lo..，V/'bpmで.h俳句刷・".での 0.73-
7.5t1V/bpmに比し有志に大$い健 (p<O.()t)t示

し，細胞iTli11でIHi...Vlbpm以上が有..に多か。た

(p<O郎)(闘円

S勾.. 

従来. ..血色 ST 下降の形とされるho;>ri~剛 al .!l'H:
個鴎itlJl:Jlの箇節約窓機の迎い"釈だにUつ@りして

いない

197'年にGokllK:hl.g町らU 蜘 同e術省惨で ST

下降のパターン.忍動脈術0:.... 比さ..h“ '"更

でu・色調院が高<.90"iJ多岐術変でbると"'5して

・・.'附
しかし..網らの..・・・や日傭符ヲている運動食前

での陸"によると。開腹例に幻いても ST 下湾の~U.

たとえばJlIIから水平型 さらに下院盟へのように録

時的に変化し得る よヲてST下降の形の遣い.泡動

脈筒変から.... ずるのu闘眼である."われる

Il々 は過去に PETtmいST鋪位と RMBFにつ

いて研究してiきたが川，今闘....色ST下降の形と

される!oori.加t・1"鎚腐1噂盛の..f""働負荷

による ST・-信実現時の RMS'"分布の遣いから検射

した

車た.19・9年に KligfieldらIl.ST!HR sl句~ ".  

a助隊繍賓の関係Eついて研究し 1.61'V/bpoT、Lよ上が

抱剛風前変の・色調匡が高いと・".している"

今圃.H腿'ST0 l1li依1:...4ST/HR slo関を戒め

倹討.加えたが銅線ifljfA'.!でiJ:horiZ(ln(・'"に比し

拙い館開し.糟に6，11V /bpm tI土tll~ tI，.，た

， ". 
遍動負荷瞬発性の ST下"の鰍耐として狼'罵動

脈支"'..に."る RMsFの増加不良合唱関与してい



ることが示喰きれた

血血銭 ST下降の形kされる horizonlall盟と u，
，;川a塑 ST下降の遣い<ST偏位発現"の RMllI'分

布告倹討し意義づげた

目。rizontal!l!ST下鱒仇ItMBFが婚加不良を示

す領域も含め 各制民‘と bにほぼ一定の繍郎事で増加

する‘倉に幽鳴するのに比し.抽.l(lfillir盛 ST下慢の

メカユズム11.RMRFの局所闘に網目加不良金示す綱操

舘と網目加奥野な街嫌刷閣の聞に血施の調書2をが駒大した

嶋台記."るこkが新唆された

! :0:献
1l滋，.琢也，関鱒修i 阿久'" .. ltI舷lJ，片

例敏!瞥見・，-ーほか虚血色 ST下降パタ ン

と勉血涜.の関係鰻~選動負荷 "NH. ポジト

ロン CTによる倹肘心腹"" 舗(SuJ>P13) 
5-10 

2) Hara T. Michihata T. Yokoi F， et 81: QuantIla 
live 汀抱~.γlef\t of regi棚 almyocardial blood 

Aow i凶剛山叫附酬ryart間耐欄

b，白川向、明側.吋低回目。f13-N ammo伯iain 

positron e剛路側 tomography.t.ur } Nuc/ 

Mtd 1990 : 16: 231-235 

む.VoI.27 筑JPPL5 (19'酎 23

抑制国 Y.lIara T. Wllt削除 T.Harumi K 

Katagiri T，日"'"叫8tlollof附 ;onal

myo日 rdial bl<l<)(! flow with .・N-，π川、。""
m山田創m，~ωIOm<lØTaphy d如げ ng10w-

grade exerc四加 evaluating附醐ryartery 

，，~帽 i s. }j向 ClrcJ 1994 :鴎 303-3lt

ωOkaz.ki O. Michihatl T， WalanabeT， Harumi 

K.etal:Lowgτ雄山崎川町Iiocbernic 

ST dep陀 笥 ionand R日MBFdetermilled by t>ET 

using N-13 amπ栂 nia.&tlldi.. IJ/ flre PHU 

2鈎3 図 !H8

5) Goldschlager N， ~]zer A， Cotm K， ct al; Tread. 

mill曲師陣!ItJi:a ~ indicatora of p宮田町叫

腿 V町 ityof coronary anery diseue. Ann J;削，rn
MuI 1916: 85: 277-286 

6) TlI.kah固由iH， lwat細 kaT， Oha5t吋 Iand HOlta 

S:S相官 observ凶'"笥 ofthe 5T d陥"6細αnin 

"理"肘'cigeelectrocardi叩四仇 JpnHoIOrI J 
i9ω. : I備

1)旧la1ietdP. A開明例 o.叫 OkinPM: H凶 同

rate adj雌 mentof ST It箸門徒側 depr民泊。11for 

improved d剛健tionof coronary artery dise.・~.

C;rculsiWn 1989 : 79: ~45~255 
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肥大型心筋症における

運動負荷試験と長期予後との関係

特に突然死に聞して

野凶武彦・ 楓阜商・ 平野治ニ・ 音羽典子・

西山安浩・ 古賀義"リ・ 戸働総徳・ f1Jt1功次H

思大想心筋t忌飢A下 HCM)'t'lt安御崎の心収縮能や

恕動報i1i~19i見に拠需を"めないにもかかわらず史
実論死する例制多いことで知られているが，その1M'に

摘して"宋だ不明な点が多い そこで本研究でほR"
予後との関係より突鱗死の予後規定因子の解明を係み

た

s対象方法

忍動燃趨膨検裂をにて有意狭窄病変がな<，さらに溜

動負荷飢餓金緒行し得た HCM335例のうちむ腺死例

は36例で約日%を占めたむ""の内明は後"死が

26例で心崎鯵6の，，%を占めた 今回IJ:..:，.不全死と"
総先例の 10例を除いた 325例を対象とした侍初陣平

均“織であヲた解物項目は入院時の.. 暗所見および

運動負荷所見t'm~' ， Man凶 a吋 Ilael略，，'訟によっ

て解訴した 長期予後は劃送アンケートまたは・..で

欄重量し，追跡調巨は 100%.追跡期日間は平鈎8.3年であ

った

s結集

突然死に対する 5年生存率は 95.1% 均年生存率

は!H.5%であ弔た表 1"突然死に対する予金創建国

子で. Ma叫eland Hacnszcl法によって relativeri~lc 

を示した 安静時所見としてきヒ室掲出路庄銀盤 50

mmHII以よ， ""鍵盤，心胸郭比.0%以上，左怠後思厚

20 mmllg以上 主た麹動負荷所見として温働樹容能

5MIIT米測 量強大心的数 1401:分未"" ，険大収縮刷血

圧 1関巾nH~ 来満，"大収縮朔血圧とヨ安静....医淘盤

である 4SBP30mmHg未満が笑"死を予測する凶子

で忌った しかし裂鈴死例には比綬的圃山運動中に死

久鱒米大学関""/I!1I'I3内"

同 館館体Wセシター

〈平醐久 留 山間

亡する例と安縛時に孔亡する例がみら"る 比襲。帥長

い運動中に突然減した 10例の死亡状"は大半が麟段

や鍍"を盈っている途中や怠たいものを刻んでいる磁

中に見られた ー方。当時併時に死亡したと場えられる

16例の死亡状況は種眠中が5例で銭Pは自宅で安静

左準拠出路E般差

<50mmHg 

ー露関mm'均
衡型分m
.糊審R

M"型
"駒郭沈

〈関%

E量制%

左食後援厚

〈初m

趨動耐容能

ol5 MET 

<5MET 

.大心劫敷

..・"分<uom 
般大~.前期血圧

孟 150mmHg

<1旬mmHg
d取繍鯛血医

山 mmHg

〈初mmlll<

8.11な ~<O.OO I 

-ω6 p<O.05 

5.7唱。 p<O.oo， 

，<0開

""η p<O.OI 

2.161 p<O.OI 

J.no ，<0剛

， .lω ，><0附



退園周腕関 且6士..， 

"'曽同年融 45:1:: I~ 
初障同年'Il<20・ ..，‘ 

""".比 S自主晶
車重抵聾末則正 "唱。主'.8
産宣F山喝匝健量 8.'土問唱す閉.. ，，% 

心軍中岡厚 IH:6 

週動員削所見

置圃酎曹睡 "士，.， 

.文心捕監 '"士"
t<収腫剛血E '"土"
d吸血期血圧 ~ .. ， 

."陣細血圧，.働耐曹雌 3.3主唱..

ST下降 ". 
'p<O隠 .. 

"p<O.05 VI 勿伸也梨繍~例 (Ancv・}

の俊民にb.た 褒'"労作憧区奥餓死した例u ぴ

葬勿作盤伝費岱売した例主生存例との‘床所見.よぴ

遭a・.... 見.. 包隠した色ので勿作性に死亡した例

1:20"様"の嘗隼容が有憲に多し左盆鉱葎末期圧が

高舗を示した 傘た連動負荷再開見として.. 動耐容優に

怯.がないにもかかわらず.1SsPが億鱒e宗し d 

SBP/MET也有怠に低値でbヲた .た ST下降例.'

有耳障区多し 負荷ゅのV陀の趨知b司"'...:多〈幽現

していた ー方.持労作性に実a商売Lた例1100蜘現比

が大.<.聞・...多し左..出崎E・E・aも有I!に
高健で.b.， ，~ 起動負荷所見としてU遭・圃省飯が低

債であて，たbtST下降の8111'.d5BP{MET U:金ず事例

と'"が伝か9た

I .. 被
M .. 加らは 18入の費....例を解析し.30・*演の

若年省が7綱&多<. ，網他安僻...た"比・際的温剥

宅:tttNで死亡した t・・告し...慣らは'"人のHCM
.解析し.30.~転視の若年脅肱遺跡"に.家た 30 ・R以
.10 "比般的資ø..に死亡していることを~，脅してい
る M.川 elandHaenszel訟による費納死の予測昭子

''''労作住に輿餓死した制度例の縛民金反映していた

4υ蹴 V凶 27 SUPPL.S (1鈎5) 25 

安Z~，略

1・J
，.昔%3.3 5.2:t4.l 

~士" "宜"
..誕・ 。覧・・

~ .. S7:t6' 
担 骨量" ・ 11.4宜事'
昌司6:1:41.5 調 2宜盟，.

銅'‘ 鎗%・

"土且 21 :土畠

"士z 16:16' 

..世012.2 5.8%1.5・
Uhl9 12h19' 
140:131' 1却宜包'

泊土". 拍車2l'

2.8=3.3・ 5.0:U.6 

7・9‘ 目指H

これItMaronらも越ぺているよ'"週..と‘'関係

しむい実""例が多かった...でめるEヒ考えられる

しかしこの "，，.に隊"集約信網遣がみられた 労作

後に死亡した例凶運動能力の低下はなし安.."の取

締能に援がない区もかかわらず温働ゅの血亙の反応性

が不良で.tL重量鉱袈米期健が高値であヲた.皐た遺働

.衡"の ST下健司.v円2の連発.有$に多〈みられ

た c.則w、ら"50人の HCMにT'心筋 シンナ.. ‘ 

行し.14'‘区 ".. 割mtdefecl. 73"にぺ シ，グ負

荷による.... 変..認め.11血.'禽.に関与している

こ..伝来した これらのこ'"選働ゅの突厳死の・

，..して遣隊闘の心街....~心温置の鉱領陣嘗が関与し

ている可能性が考えられた旗た 20・*測の若年例で

は"にζの傾向が強〈みられた.-11， ~!11作性の興

銀提唱開院遭験樹容艇が低<. .たm・型が"・Rをa・9

，ヒ ・11"としてU週撞樽峰の興需ゃ不賞展信ど・々の

現職が・えられ，今後の検"鳳掴でbH考えられた

8・・

u・岡崎負何係厳.よぴ窓.. 線適膨倹査を鑑行しえた

魁大a臨む筋"''''例のう1!>1l9fIが心血死でI心臓売の

'"‘が突z死であゥた
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2兜然死による5年。'"手死亡率はそれぞれ '.9

%. 8.;'%であった

3 .~旬然死の予後続定因子の検討では心胸郭比! 左室

流出路圧鮫霊堂に加え。運動耐容街Eh血圧の反応性など

の週動負荷所見も盤要であった

4突然死のうち選動中に死亡した 10例陪運動中の

血圧の反応性が不良で ST低下や VPCの逮発を鹿

め，LVEDPも高値で.，宅係死の繊'"として運動中の心

室拡畳間容やむ筋虚血の関与が考えられた

5一方，比般町安静状箇か睡眠中に死亡した例は運

動耐容絡が低<.<A並大があり，開運毒性.'多かったがp

突然死の機容としては今後の検討課題である

s 文献

1) Maron BJ. et al: Sudden dcath in hypertrophic 

"吋Lomyopa由y:Apro制Cof 71.¥ patien也 αr

mla/.ωn 1982 : 65: 1:>88-1394 

2) Koga Y. et al: Sudden death in hypertrophic 

and dilat"，d cardiom)'opa山y.Jpnα町 J1939 

53: 1546-155f 

3) Canr刊 n RO， et al: My侃 ardial 町健tabolic，
h<m吋Iynamic，and electrocan:liographic副g同一

fJCance of rev町吉川eThal1ium-Z01 abnorrnal. 

"四 inhypertrophic cardiomyopathyα='" 

tion 1991 : 83 : 1“0-'“7 
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冠動脈二枝問塞症例にお貯る

残存健常一枝の意畿

上嶋健治・ 平感勝彦・ Victorド Froelicher・-

三伎の冠動脈のうあご伎が完全閉禽し，左心領経"

m望書が明らか.症例に"いてt 機得した有"銀唱のな

い慣堅調R 枝tl1，jf1;聞にいか仕る修瞥を"ぽしているか

..運動負荷民厳脳燥を含めて検討した

S対象と方滋

198<年から 1987年までに，建動脈適量膨.，包主選修

トレッドミル適動負荷賦載を施行した退役軍人則子連

続 611例のうちニ筏完全関怠で残存枝に有"後増

が盆(.臨床的に後u盆を"めない 20例を対&とし

た鍵存健常ー畿の分到により，左前下行伎(LAO)

g例，定自錠依(LCX)6例，省忽勘繰(RCA)6例を

得た これらの盆例から年齢(AGF.)，安働時心伯

敏<RHR)，安静時収錨捌血圧(RSBP)。運動負荷隙

.大心拍敏(MXHR)，運動負荷時a医大収納期血圧

(MXSsP).迫観崎a医大 ST(V.R場}価低(STDEP)，
"-宣鉱裂宋蹴疋(LVEDPl.左禽枢幽分画【EF1を"散

として摘出した またトレクドミル負荷畝般は，各ス

テ ジのs."，摘散を評価し《誌がら salke-WlIrcの

プロトコールで行い，到途し得た録股ステ}ジから偽

算した当館METsを辺動耐容能を御銀の 1っとして

"徹 METSとした .た残存側傘ー伎を.LAD~1
LCXを2九RCAを3とスョア化することにより.変敵

LXRを得た

全症例をJヒ述の 10舗の"敏!とて主成分分析を行い，

撚積寄与撃が初%以よとなる成分をいわゆる案成分

左評価したなお T タは平均値左側概観望で示し，

e必学的処理l'主喫分分析の他に一元配置分散分析を

mい，危険事5%を省愈水槻とした

岬醐問酔 脚2内特

1T刷 胡刷丸 19-1)
印刷冊目恒例同町川 1叫 VAM町田Ic.，.，1 .... 

5 結身障
1主成分分析による怨例の解折

AGE， RHR， RSBP， MXHR， MXSBI'， STDEP， 

LVEDI'， EF， METS， LXRにより 症例を主成分分析

した 第ー主1成分。第二主成分...三主成分の寄与率

は各々39.8%，23.0%，15.5%"{'あり，何回に累積寄

与惑が70%を魁えたため，この三成分をいわゆる主成

分k考えたI

次に.これらの主成分の係鰍を倹約した{袋J). ~自

主成分には，年働，安僻時心鈎敏などの越働負荷前

に鱒られる変般に 第二主成分に陪 濯動魚体1時般大

収節朗血圧， METsqどの湿劇画材容能に関わる変微

に 煎三主成分には残存健常伎の節位，怠溜鉱煩未

納座。安静略血圧などAv織微に関bると考えられる

変散に商い値の錨調肢を得た 残存健省首ー伎の.刻。郎

位も第三主成分に属し 鑑例.縦定する上でlIl'警な囚

子と考えられた

2残存健常校則にみた遺動樹容能の解析

残符僧官"愛別に先の糧管微について検討を加えた 表

2に示すごとし LAD鍵傭鮮では特に LCX健常鮮に

比 ぺ て 安 勝 時ω鈎....左盆"緩末期圧が低<(p< 

0.05). tた左盆極幽分画む高い傾向にあり，左心様飽

が比般的良〈僚たれていると考えられた しかし運動

時修大 5T個移は大き<(p<O.05)，到逮 METs数も

"い傾向にあった

5 考微

従来の週動負荷扱鵬".心筋虚血の検出に主眼カ置

かれてM9.健常伎よりも術変伎に省闘した報告が多

( ，喝i 各伎が病裂を有する己とにより.いかなる陣曹

を5ーするか.倹討する ζとで.その畿能 a要健全野

偏するむのであて矛た 今回の検討1'.逆にニ伎が完全
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'" 1 M-.Mニ0・R主主"分Mの各突然の係ft

2 3 

.働 0.448 a.Z49 0.085 
安静岡<‘拍世 -0.473 -0.115 -0.120 

安静時限晴朗血圧 。..， 0.291 札51'
左宣艦彊末期E 0.221 -0.380 e描

左宣匝出分画 0.2&!! 0.314 -0.106 

負荷時最大心拍世 -0.42宮 0.176 0.124 
負荷時最大限値聞血E -0.021 0.57冒 0.258 
負荷時V..大幅替 -0.268 -O.Hl 。m
負荷時量大 MET. --0.369 o. .開 -0.023 
病変後 0.164 0.0伺 0.641 

.'健常』続別にみた&術庫

LAD LCX I RCA 
作a晦 "土 4咽 7 ~土. . "士..， 
-世帥時心拍敵 "士 ..， 邑5士 '.0 "士"
安静時取嗣周血圧 '"主 ，.， 1師士..， '"土12.9
-左重量規*嗣E 8.3:1 2.3 19.5土 ，.. 14.5士 2.9
在室E出分画 59:!: 9.6 "士 .. "士 '.0
負荷時最大心拍敵 '"士13.5 1却士16.6 '"士..，
負荷時最大胆周期血圧 ，..士15.1 l却土14.8 '"土19.0

ー曲荷崎V..大幅n -1.8土 0.' 乱。土 0.' 0.'土..，
負荷崎蝿大 MET. ..，士 u ...士" 自且士 ... 

': p<O.05 

閉..し。他の残された一夜に有."鳥取のない症例.横

町ずることにより I 鍵常筏から各枝の働塑 4を僻価する

ことを綜みた

まず症例全体を鍾'"ずる因子を倹討する主成分分析

で， 第三主成分ではあるが，を心犠燃を反映する図予

と考えられる成分.得た。 そのむやで残存健常ー伎の鶴

鋼は..も高い係数値を得たことから...された健常枝

の部位は。症例を規定する主因子の， ?と考えられた

これをbとに残存鍾曾枝別に先の".取について験酎

を加えた LAD健常務は他群に比ぺて，左<..，胞が比

観的良〈係たれていると考えられた しかし運動時般

大 ST偏移11有意に大き〈到達 METsr.:も低‘'傾向

にあり。左心機能が傑たれているにもかかわらず。見

か付上運動耐容能が十分でないように考えられた こ

れ記聞して以下のように考療した まず，病歴ゃa駆動
負荷心筋シンチグラムなどから1 残存虚血のない症例

を選択しでMり，ごとで生じた鰻大運動時の ST偏移

11.む舗虚血の表われというよりも，むしろ他の領機

の使易僚の ST変化に伴う rec.ipmcalJ位変化と考え

た "に LADが鍵鴛であれば。①V."場の R波高は

傑だれ ST変化が比!度的表れやすし③合併する他の

二校が責任冠動燃となる下.側壁8聖書の rec.iprocalな

ST変化が同窓樽に表われやすい可能性が考えられ

た避に LCXまた総 RCAが健常な静では， V.lltiJ 

に相当する節位は概ね梗塞，.位で.R波lま低<.ST変

化も経衝であヲたと考えられた さらに LAD健館群

では.このST変化カ非虚血性でlまあるが，運動ゆ止'"

想に合致したため，本来の運動路点より b早測闘に運動

負術鼠般企中止し，みかげよのヨ聖断耐宅霊能の低下して

いることも考えられた 実際運動負荷依願締に併せ

て際価した B.>c，指数において.運動終点時の間銅散

が 11~以下の症例が LCX. RCA鮮では各々 16.7% 
(lf6Jであったが， LAD群では，37.5%(3/8)左商い傾

向にあり，LAD群では.大tH.Y量到達以前陸運動を中

止した可能性が示唆された

s縮緬

運動負荷紙験，冠動脈道修.左賞、s・援を緒待した連

銀拘子'"例から，冠動脈ニ綬閉弘残存一枝に有憲

狭摺のない初例.対象に倹肘を加え以下の結果.得

た

①主成分分折の箇，..残存鎗常一枝の檀類は。:lL":"



後鍵に関bd.'陸信主成分のも つであ令た

@羽生前下行後健''''健他"に比べて"心Il"u比般

的保たれていたが，みか".10の麺働耐容・'""い傾向

にh?た しかし ζの野置に"".でbるべきと考え

られた

I 1定猷
1) Mdl~nry PL， Morris SM・""J釘 也tn JW 

む・.Vol.27 釦υPPL.5 (J伺う) " 

5<.圃叫ngin cor，叩 .，回目指臨 Hm.

II"J LJ，P16 1974: 3: 83-92 
2) Ribi&l PM， Morris CK ・吋 Kow&gぽ 'hi T 

l̂IJ!iOl(n附 cpatleTnl 回nd>>evere c...-ω~" 
d剛健。E，=・鶴岡tcorr~llte'J. A帥 InlulI

Mtd 1991 : 152: 1618-1624 
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過激な運動にお付る心筋陣害の推定

武者容樹・ 長嶋源三・ 岡島友之・ 援屋J!'. 

..日弁啓恨・・ 大宮ー人.. ...力也・・ 高山英臣・・ 村山正隠・・

今ルト，マ "\1:'- 'P~ ラ ィ アスロンなどの過・な濁

.胸像に心・'"低下.，，~ることがあり， 一造住のζ 主
から心橿鍍勿と場えられている"しかし，従来よ，.・

a・"遭働による"".. ・'"街mされて.，.過・な

遭a防後の心・健低下が.心筋の優劣現象か，心筋陣.. 

に..づ〈ものか"明らかで伝ぃ a々はウルト，.，

νyにお".心筋違飽鵬績の権移により"脇陣曹につ

いてtIlIH.行ヲた

S 鮒Il~よぴ方議

"""1: .，.ロマ楓 100kmマ '¥1:'-・2阪のJO・唱であ
1)， ，(，，8泡・Q..t:して CPK.CK-MB，ミH ン包.. 

(My・LCl，11よぴ心筋トロポユン T(TnT)-l'測定し

た 測定"マラソン前後"金"で.，ーらに'例で"マ

CIH148 (nal川) My-lC T，T 

600 

500 

‘" 伺

" 
20 

。
ν却 3/30 

国 1 マ，ソンm・のむ・E造雌..・

-伊 川 明畑仰向山内純

《守2・a慣例欄旭凶鍵掴剛 n・H)

闘相2内"

《守"・ 111.1釘..・“tI'!!.t-l‘n 

3.0 

2.0 

1.0 

。
即刻
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左室肥大と冠動脈疾患が

運動時左心機能に及ぽす影響

祖父江俊柑. RD眠障志・ 治積三紀・ 織飼雅彦・

石原鈎・画中康人・ 繍聞克弘・・

1977年 Thadaniら".鑑動脈相健息息者において起

動的脚即興側ス底が著し〈増大することを姐告した"

ー方。1甥4年 Dacl!eら".怒..事の'<いを凡肥大の

イヌにa省いて。 p・d噌 lac.hyeard・aにより心筋虚血

制手う左君臨盆彊宋蹴圧の上昇を示し ζれはω<"阻"
""w re岨唱の低下とむ内績下包..1.:よると飯告し

た" それらの紺告から。冠動脈疾患にADl!:左ヨ値観

大(LVH)が合併しtとと翁に1;1:， '1i心倶健隊曹がよワ

大密〈なる'"定されてiきた しかし告がら，ヒトに

.いて LVHがCAO.者の遭働時左心鍋健に"ぽす

".について実際民網ぺた稼働陪今.でに敏い今回

後々信心筋梗盆を合併してい敏い息者に勉いて LVH

1: CADの修，を検肘したので。ことに'"ーする

g 対・8ヲ.ぴ方，.

隙悶ω筋便Sや心筋症し弁....などを有し伝い39

"雌{平均M蛾}の捌色'"巴女性9名.対緑色し.

スワンガンツカデーテル留置下に. ，分ご』ヒに 25W

ずつ柵網"する症候制約多段階臥位エルゴメーター運働

負荷威厳を施符した，道働負荷鼠験終了後白金例区有国

状動脈遺彫.施行し，主題動脈の，，%以上の.. 噌を有

窓後増<1'断した

o."~制X らのアJ誌に鍵い.心エコー M-mωe法に

よって測定したゆ繍と左進後盛の惨さ。およ!T!i軍内

僅から LdeVC1luic山 rMasslr時以LVMf)i-lR&'J

男性の舗合1;1:LVMI>13I，!m'女性の鳩舎は LVMI

> l08g/m'の・舎に LVHと惨断した剖

， ... 
対象."ーを CADの有無と LVHの街".とより 1欝

聞大開酬l棚

開 鮒眠術.. ・a・.
， ....品向山間箇I

{正常九 11rll<LVII単姐九日1勝 (CAD単組).IV静

化VH嫌 CAD)の...に分刻した〈表， ) 各併の年

働色"に省.，警告留め仕か9た .た LVH(-)鮮

に比し LVH(+)Tに高血圧"."っ省が多かっ"

1111写とIV酵の病変続微に".有窓重量を総めなかヲた

安停時左盆脱出司院には，有志"...めなかヲた J&' 
に比し目I./V"の運動耐容艇の有怠位低下を鴎めた。

削I-IV"の庖者服すべて遁動負荷"に胸痛を停い O.， 

mV以ょのST"下を示した

安，，，，心鈎敏に".有"理費...ぬなか 3た 選動

""k崎心繍徹IJ:. 11平よりも 11・111"蛤偉い傾向を示

し， IVTIJ:有窓に低値であった 安"時取組問血圧".

111厚が他より高い傾向を示したが有憲ではなかヲた

運動開.k時取締捌血圧は。 CAD群が惨い傾向を示し

たが宵憲ではなかった{図 1) 

'!i飾時心係数は，各書学問に荷窓遺産を傷め信かうたが

11停に比し日1・IVI'fU，週働時のむ係億槽加が有窓に

抑制.れていた.LVHの，，，.による心保鍬の遭いU

Ilかであヲた.

安静時の".動脈幌入堕¥PAWP)は.各静捕に有窓盤

...めなかった連動 ""k時平均腕動脈侵入E陥."
均 10.15.2U7nu叶 1，であった ".に比し他の酔"

嵯度の趨動負荷量で鈍7しているにもかかわらず.選

剛院.k聞の鵬働""入匡峨 11容に比L111障の方が

高い傾向を最し， III'JV群は有怠に高値であった こ

の傾向怯.25W!:いう比般的魁負荷の時点からみら

れた

各"の安静縛から遁動，..k時への心係散と脚動脈

侵入医の関係の変化を示す(臨2).J"からIVIJへ順

次飾動脈慣入亙の噌加が大e< t，cるにbかかわらず心

保般の鳩加が小さ〈なヲているこ&がわかる。ずなb

ち 産宣充満庄の峨大にもかかわらず充分な心給自S障
を縛られな〈な勺てM'J..働時心・能値下が強いこ
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s 考鯵

これまでの研究により，肥大むで...安静時から罵

血成金雄狩するために沼'"管が舷奇隠しており そのた

めに忽予備院が低下しており，叶t-)'{lilD闘に対ずる感受

とを示している

湿動"'，，"時節動脈喫入墜を従属変数とし 病変筏

J/'(， L V III総 S白川...安静時収総則血置。安静時在.. 

・区山皐.独立宮定数とするm回帰分併で陪 病変伎.. 

(F三41.6)，LV mass index(F=4.3)(I)周に重要でる

り{賞相関係徴。 68)白他の2つ"有望まではなかった
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性老高めていると考えられている きらに.cakium 

岡 崎 ienlの益集や.collag聞 の珊凪“民智織突の変化

省 どb 肥大ゐの鉱賓能.低下さぜると勾えられてい

る

ヨド‘."の節調院‘とよると，沼.. 際自民.."量"'"大Uそ

仇ぞれ峨績でむ蓋動樹容飽を包下寺僧た "に 冠動

脈後M ぞれ... でも濁陵町左む割良市，.. 磨し〈層化き

せた ま".友愈民大聞に"比 l費約包度の運動負荷時

から怠湯舟機墜が増加する傾向がみられ，冠・凪M'色
合併"に"さらに高，.の噌大がみられた しかし盆が

ら..困畑分断によると，本鶴男の対象となヲたおよ

そ50%のさI:::t:r.大では，ヨ，..開・k耐の左宣充捕時庄陪

主に宿動脈傍息によって決めら札 友重り肥大の彫.隠

それに比ぺでめや限度であ勺た

I "献。Th白 niU， W巴!I.RO， Malh吃w TM. "" ..1 

"吋.ynam.旬以岨川町制pine.md 

g調ttingbicyζ随 e覧erdaein p.・tlen¥.swith coro. 

"'"・rl.eryd;se~ i!Ie. 1'1.... J O:mJiol ]977: 39 
776-7制

2) Bache RJ. Arentlen CE. Slmon As. et 1I 

Ab吟ormalitiesin myo咽 rdialperf凶 011during 

tach)'(:ar叫ain d略 事wlthleft ven出 ularh)'per 

Irophy : Metabolic evid剛 健 'ormy民 Z叫 ialis. 

dIemia. Cimdll働指 1穂~ : 69 ‘(19-(¥1 

3) Devereux RB. Lulas EM. ca姐""PN. ，，' 111 

Star}(!ardizatio倒 ofM-m附deechocard暗"怖"巴

恰ftventricular anato同程町、easurements.J A '" 

Coli 白 rdio/19唱4:4:12四一1230
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心筋梗塞患者の運動負荷時の

心狛出量増加について

認強機能繍書例における検討

縄悶万舟"・ 後腹紘珂・ 八ホー安生・ 飯凶"，.. 凶口富美子-

<';，論寧・長島情司・国中務仁・ 安限継!t.

友宝収納g飽陣留が伝<. r;~提 111艦隊指のみ6こより

心不全金宛催ずる dias拘IiclIeart failureが注目きれ

ている Polakら"は安静碕に RN-angiocardiogra

phy fi団関錨法会随行して虚血性乙""..継省に低犠

"'能低下が詑められ.ーれらの'"障には収縮際能隙省

が，，(舷袈織能隊衝のみが存君主ずる ζ ，.鰭告した

今回総々はむ筋ItlUt者を全とした虚血性心疾血血

宥を対aに温'抱負荷による心抽出置の綱加について検

"するために。ヨ段....と負荷中に RN-vcntriculogra

，h，会施行し， I!i; ¥1i; 11能の 自繍帽である安飾的友"

W叫印lingra惚 (PFRlの関与についτ検討した

g 対，.

B構図性心筋艇"，.例165問。然心鐙9肌および心

機能夜常例9例計 52 例(字・，~ ・土10.7歳。性刃 m
"例.女'9.9内}を対象とした

S 方漉

場者を仰臥位とし。その内顕静脈より倒。~unJ!' ca山

ctcr i' /111入して血行働組を毛ユターし伝がら自転'"

Zルゴメーターにて 25-50WのZ出動臼砲を施行し唆

仰時および巡回胸れ何中に心的故山RJ.平均tt11f

(mBP).ぉ1JHf(RA)，亭均肺動脈庄hnPA) 飾働鰍

倹入庇(!'CW) 也、係敏(CI)の奇術繍会測定した同時

に"静時と迎動負街中の平衡時仰に -T，赤血禄体

内繍"法により齢N-¥'cntriculographyi'随行した

安.. 防"よぴ血行動1IIt11'R'足した....，ミ術'1'にそれぞ

れ3分間リストモ←ドでグータを収集し，コンピaー

タシステム{島樽社製シンナパック 2・ω)に収録した

次に。京盆に ROIa-と，.心電悶駅間判訟で "'m密 C

榊*.，.11:帽飢2内"
4守抽候。胴間側

ごとのま草野欄曲線念総会白 この訓練よりIi.:tlll!/U車

(LVEFJ. PFRを戒めたまた.HRHよぴ CIよりー

固鏑幽盆係敏(SI)を求めた これらの結集をも kに対

1I.'i LVEF 55%以上:，PFR 280%1銘記以上の""

"例.lVEFSS%以上で PFR280 %ISIX来拠の"鍋

蛾能のみが細降下した on13例 J.VEF 55%未調

1'f'R 2澗 %/~米耐の"袈恨能Mよぴ収脇信胞が低

下した SO8f. 23 OIfにわげた 3野間で年...安"時の

mBP， IIR. RA， CIに有."監を包めなかった まf立

安静"のmPA.I'CWI:tNrt-tDt撃の問では省窓登

を総め告か9 た【表 'M このよう訟'"聞で運動負

荷による心納出怠の周回加について検討した

s鉱!OI袋 1m
LVEF I主q信仰向.選動負荷中ともに D群"， N ElJlllに

有恕盟を示さなかった I'FRU安"時ヨ駆動負側中主も

3瞬間にそれぞれ有怠震があり Ntl>DC下>snrt-の

刷であヮた αは得鮮とも負荷附に比し.負街中で千V

"に峨加しており.~街中の CI および趨動負荷ばよ
るU の綱初帥である.dCIli N D> 0 ">50"の‘n

"訟った m院P1l3tf:聞でtil!llはなかったが。ml'A

u*n時白組働負荷。れとも N叫に比して 50rt-....I引窓

に衡<，PCW 1;1; SO 群が N'字。D'容に比し商錨告示し

た
安締時 PFRとぷ:<は r=0.61，p<O.OIの有窓会誌

の制闘を示した(箇 IA) 安締附 PFRl;l sSIと正の

側関告示し{図， s)たが..dHRとは側関関係金示tHt

かった

， .隆俊

Oiastolic hean failurc l:t主に度調区鉱事回復障の興需

B際図となっても不全伍状を生ずる状惨であり.その

収縮腹健U正常かやや低下している制度である これ
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a!I I i1静時I 置動負荷中~..行動舗

.̂ 'i包際的の血汗動峨

N 

mBP(mmHIf) 97.9土10.5

HItVmin) 昭島I士10.53

RA(mmHg) 5.~9土1. 61

mi'A(mmlllf) 】7.48土..時

E吃 W(mmHg) 10. !>晶士3.:¥.1 

口(f.m'/nunl 3.12土札32
LVEF(%) 65.26土.."

]'PR(%I皿 1 338.20士"回

S1(mllmη 49， 71士8.57

EDV!(ml/m') 77.N土16臼

臼遍動負荷中の血行動簡

N 

n，s)'(mmllg) 113.7士15.2
IlR(fmin) 自由主HUJ

RA(mmHg) 8.67士3.85

ml'A(mmHIr) ~"'土 12.n 
F口，V(mmHg) 17.89土9."
cI</. m'/mi，，} 5.23土札"
.1CI(I. m1/mln) 2.11士乱闘

l.VEド(%1 開 81:1:10.34

PFR(克1=) 4回“土12'.56 
S((同f.m') 時 . ~土 5.22

ASl{mflm勺 ....士5.6t

EOV!(ml!m') 回同土16.日

D 

開 4土15.2
田昌士..，

5.39土2.17

19.1l土6.94

10.86士CI2

""土骨...
60.92土4由4

234.08士32.82

47.93:1:5.0 

78.94土9.93

D 

100.8士16.0
87.1土11.8

7.75:1:3.32 

'"刷士"開

17.82:1:1.18 
. ...土..~

1.67士D田

64.73主6.73

持8.09土的'"

日.13土ι.. 
ι90士t.81

制 .13土15.20

SO SDV5 D 5D ¥'5 N D ¥'5 N 

I凹...土1¥1.97 NS NS NS 

69.26士13.59 NS NS NS 

6.26土1.伺 NS NS NS 

2'2.31土5.55 N5 pく.os NS 

".24=5.21 p<O.05 p<0.05 NS 

， .宮4土.." NS NS NS 
41.5官土11. 311 p<O.OI " 自 由1 NS 

191.65=56.78 p<0，05 p<O.OI p<O，OI 

40.57土10.80 .<.明 p<O.OI NS 

105.10土4U6 p<O.05 p<O.()i NS 

回 SDvsD 回目N Dvs N 

"早"士12.18 NS N5 N5 
9l.57土13.62 NS NS NS 
9.7]土2.75 NS N5 NS 

31.07土12.82 NS .<.附 NS 

"羽土12.23 p<O.OS p<O.05 NS 

4唱申告主0.63 p<O，05 p<O.OI p<O.05 
... 昔士0.53 .<乱部 p<O.OI p<O.05 

H.30士13.54 p<O.Ol p<O.OI NS 

'"的土S5.20 p<O.05 p<O.OI p<O.OI 

43.01土H.開 p<O.冊 p<O.OI NS 

2. t5士5.67 NS "畳間 NS 

103.84土31ふ2 p<O.防 p<O.町 NS 
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図 1 A 喰働時 ，，.とdC)の関係.8 寝静崎"，Rと，，)の関係

らの患者の中には収縮傷能が正常にもかかわらず臨床

上明らかな左宣不全を起ζ して〈るものから。週動員

初により LVEDPが埼加して腕静脈圧が上界し週動

が伽限きれる程度のものまでるり.その頻度は左，'"司t

全"脅の 2()-30%左報告おされている

心筋a陸自は左蜜鉱自民娘慌を低下さ脅さるー闘である



急性のむ筋虚血の~. ~冊.早鵬に見られる変化が

active rela鳩 山nのB健常であり，収総後能の低下は舷

宮高慢拘曜日E下に巡れるとされている 盆た，虚血性心疾

也忠司障に削."(111突，i:...sO姥作等の虚血の状鎗に伝くて

も ellrly 伽Ji n~ や目!日1111 rateが低下している Fl!ing 

の拠常11PTCA時の沼閉"による虚血絡にもみられ.

:ti~はより鍵 ; ff に仕り左重圧容繍幽線が上方ヘシ 7

トし，剤師llRpre製鋼".は上鼻ずる 細胞レベルでは虚

血により心筋内向エネルギーリ :.-MII置が低下しカル

シウムのU別 .k.が .，与えられるこ とにより rclaxa

lio伺がゆヲ〈り治ヲ守吻勺不完全に'"'心筋Uより

闘〈借ると"われている..~岬の fi1lîngpressurcの

上昇は.，.血僚の不完全t.trelaxati側および正常衝と

峰山舗の"哨e噌Vによると.れている

左ヨ'"盛期術標に U.i銭。volemic phaseのp..k

nellat;ve dp/ dt. ¥ime eo醐 副 r/lpidtilling I'ha鎗の

PFR. slow fil1ing ph/lscのvolumeelas町 四 回 a川

(comψ1;1111ほc19o1， atrialωntraction pha配の AC/SV

などがあるがI今回我々は non-mva創刊 な倹射として

RN vcntriculollraphyの左盤容積幽線より求めた"

仰dtillingの錨婦である PFRz周いた Rapid創“""
に修・4を与える凶予として左貨の"護符位以外に左!11

a心舗数大動脈圧等があるが今回の症例では包使紛

時のζ れらの館に N"とD'干の聞でfi'll鐙は生かっ
た

心 臓 Vol.27 SUF円_.5 09ゆ5) " 

今回同検討で.1ClliN>D>SDUの刷危なり.か

つdα はヨ'"時 rFRと正の相闘を示した 虫た'"

".，静時 PFH1:: iEのふ'"'告示した このことより安

紳o.1PFRは遁働負荷附の心姉出血m加を決必ずる日

附子であり。これ1;151の.."".介するものと考えられ

た 運動負荷によりP'却の低い狭む症例では虚血の

ため制lingが減少してむ納出島が峨加し震 しかった

こと および PFRの低い隙日性心筋限措症例で".心

筋の rertωelingと 虚血による fi l1 in~ の減少のため

に心拍出盆が別加し機しかうたと勾えられた Noo 
IIIv四日間仕方訟で，.められる俊勝地.，pト下さにより週動

ぬ術時の・u予備能ーの 3つである"'"をめる勉度予

知しうるニとが示されたi

S 文献

1) Polak JF， Ken開 rA]. F封'"略。JA.ctal:R岡崎

carly p山 kdiaslolic fi山ngrale: a sc崎 tive

抽 xof my剛 rdialdydunction in paticnts 

with coronary 11川."副総司民 J N，“c/ Med 
19田 23:41H78 

2) So..fer R. Wottlg'悶crnterD. Vita NA. et /11 

Int3cl systn!ie left、Icntric円UIHf"!lCtiol1 in c1ini 
cal conge創刊eheart failu陀 Am J Cm/io/ 

19凶5:SS: 1032-1036 
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心不全における運動時心拍出反応と

昇圧機序の検討

尾崎就ー・ 荻野和秀・ 北村秀之・ 総本辰彦・ 加藤務彦・

野口盗保・ 凶谷陣紀・ 8車問裕之・ 小竹寛・ "勝裕人・

下の式で京めた

sv民"'mUPfCO

5・."

心怖週働負荷以蛾より何られる最大殿様炭取星

(peak VO，)と録保佳代謝聞値(Anは運動耐著書飽の

有用令指儒として用いられている '性心不全厳密の

運動耐容範".大連質問の心摘出反応と曾穆信関係が

麗められるI船今回同時々は程度から中等度の運動時に

お"る血行動・.検射し。この僚の界医後'"κついて

遊干の考療を加えた またこの際のむ納出反応と健気

性代劇闘値の関連について倹討を加えた

安併暗からlItagt1.安併時から謝tage2への学金句血

圧 1mB刊の変化.(.:fmBPJ112 IJ/IIIに有意2査がなか

I .時.，ヲ.ぴ方途

対a風俗 NYHAゐ働能分銅dass1 聞の安定した

心不全患者問例で~り....心疾""鉱..良心筋俵 5
悦陳日住む筋使.，例。進.. 位弁麟鑑 1例ι 高血圧

性ω臨病 3例であった この"倒をa医大.度調信銀取量
(pel.k Vo，)に0;づl!18mlfmin/ktl*測の An(n=

5)， 18 ml/min/kg以上の s"(n=5)に分銅した猷

般に先立ヲて・偲 1暦同軍鋤負荷民験の厳習を符ヲた

後呼気ガス分析下に錨分 10watt&または 20watts 

の依恨澗界性 ramp負荷依.金臥位自庄司区エルゴメー

タ にて行い.peak wor匙rate.鋼降気性代鮒関係

(AT).閃 3kVO，を決定した 日.変えて右肘鯵恨ま

たUお鎖骨下俗脈より*プチカテーテ~を糊入。肺働

"に留置し呼気ガス分析下に二段階運動負荷院験を行

ヲた Sta~ ]は鰻(f温動として peakwor除 rateの

"'%の workrateで 12分間1.atagを2は中専償還動と

して peakwork rateの切%の workr3teで3分間

以上の運動負荷安行った オプテカテーテルで混合"

剛̂・P

悶 1

( ， 

• 
.. 血限集飽和債を.パルスオキシメーターで動脈血" ' 

*飽斜度毎週S史的に測定し，れc匙棒で心鈎尚昆(CO)，

心係微(CIJを計算した卑た全身血管"銑(5VR)u以

鳥取人相帽 第 1内向

{山 軒岡町 制〉 国 2

"・{ 

-・・・・1

"・{ 

"・."

"' [ 

"・a・2

，..・5-

"・g・2

口A

園・

D' 
幽固
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4・'"・
D' 
圃・

1000 
] 

聞.

'・・・ 一，<・・
関 2

った(周" 皆鯵崎から瓜...1へのαの変化.

(.dCll 1;1: Z If聞で併.鐙を包め.かったが51age2に

おりでは日併で''''に高値伝来した{凶 21安.."か

? Ilqe Iへの SVRの変化tl.dSVR)112瞬間で有

.，匿を魁めなかq たがsta.ge'2において".併で大佐

る傾向金示した{陶叫 AT t.d口Uiuge 1.2のい

ずれにnいてb有志智正""闘を示したU14) 

'‘・今岡の償制で.血行動・u・tage1とalage'2で益保

"11められたすなわら鍵J.geIにおいては遭鋤耐*

能不良'1>良好勝"血行馴-<有..~Eめなかヲ
た Slage2において.運動樹嘗値不良勝と良好""

血圧反応に有n.是認め会かったがその~IE・，.に"

遣いがIl~られた 還動耐宥・眠不良"に"いてU心抱

幽反応が低下してMり，これ.細い'"庖.・"するた

め遮働"の金a・血管'抵抗減少が鯛飼されている'"

えられた

.たゐ組曲係般の定化盆tATの聞に正の側関."・0たことよ，.心不全血省に.いで純度から中等，.

のー定負荷.行9た慣の心術幽反応u:OIm~ 負荷6ニて

.."た ATより予測し得る可佐盤が示喰された

む臓 ν。(27 SU押 L.5 (!鈴5) 37 
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I】 Melr.M. eI a!: A，，-ttment of peak oxnetl 

'""副m別C測n， lact剖，，'"智船tiMorythre由。Id.
and currelatic削 withr飽 tirlguerci館 岡市b

d川耐 datain chronic c叫醐iveheart fail 

町 e.Am Cllrd陶f1990 ;舗 L121 

2) Francio舗 JA.et al: W~lytion 1淀川健唱1h.emn. 

dynamic and叩日・t問 問 … 川 副em，，"ト

叫...俗世…'"町reconxestive heart 
fail...re. A剛 J白 nJioJ1984 ; $3 ; 1'l1 
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Il中高与者の aerobic凹 werl::.H動脈疾患危険因子との関連

.知保健命保健智y タ

2l過疎な遁動にお付る心筋隊警の権定

聾マリアンナ医<<大学

市原裳... 隠か 1 

武者帯側，ほか 3 

3l ドッタ受怠患者にお"る凶'Y91伺 1fitnessと血圧，脂質，耐繍艇に関する倹討

度..11，*学石図橋之.ほか 7 

"外見よ健康人における運動銀発ST上昇

車京大学 川久保 清，ほか 10 

5)心筋コ ントラストエコー法(MCE)とドプタミン負荷むエコー(【沼田による

残余心筋のW価

穴原医斜大学 和久司慣予. "か 13 

6l ジピリグモールTI-201心筋SPECTの園定住溜塊欠鍋と心筋.11との鵬適性

Pcr_。開1Tl-201 uptake l::剖倹心の比較

昭細大司F

71選動負荷際舞性のSaaiina:M ST -T変化の解析

定底的 IJNH.-PETt'周いた局所心筋血"量による後酎

'"和大学

ω肥大型心餅佐にお妙る運動負荷以麟と炭期予後との関繍

一特に突然死に関してー

久留朱大学

91窓動脈ニ筏関2・症例におりる残存健常 伎の窓，.

轡乎g医科大学

1ω左宣肥大と冠動脈集息が，.，動時左心犠能に及ぽす彫曹

中山雅文，ほか l' 

11111琢也，ほか 19 

Jf図重量B.1Iか " 

上・・・拍.ほか 27 

名古屋大学 組父江俊和， ほか 30 

11)心筋優遇E血者の遭動負術時のむ銅出量噌加について

-1臨調E・R・E陣事例における検肘{

.度.大学 縄岡芳野美， ほかお

12)心不全にお"る週動崎心鈎出反応とlJfEa序の1*1寸
島理町大寧 尾崎It-.ほか 36 

13)週働φの，."量と国際費a略取.の関係に注目した厳しい運動耐容能の禍根(OIRS)

名古血大司解縄場礼三。ほか '-.38 

1・}倹気at-&.と した週動耐性解舗の以み

心不全例に"1'る検討
鍵畿大， 外山昌弘，

ほか " 

15)忽動脈パイパス術後症例の退院時運動鱒カに&1ます関心街の彫・

安勝時..よぴ遺動"呼吸・簡を僧楓としてー

自輪駆縄大学 仲闘郁子， ほか 43 

161ランダム濁勘負荷後による遍働時酸10'聴取相加反応の過積応答の変化の評価

経皮的僧帽弁."適切開衝(PTMC)前後での倹肘ー

医"・E・...旬n ター町究所 高木 樽.ほか " 

l7) H曲d-upTiltにより幌発された Va50vagalTypeとV幽嘩宵白銅rTypeの

失神郷仰に2白砂る自繍神経橘動の比般

'"・..研究原剛・・・e

18)僧・・弁iUIにS皆妙る溜勘負荷時の心鏑夜動スベク トルの検討

.，・大掌

19)遷働甥鳴心筋Il1l1にお砂る自修得極活動の奥曾応答について

国本.. 綱大，

初)Maze手術後息者の還島崎心拍反応と選動耐容能に倒する績肘

阿111七郎，ほか " 

野村昌弘，ほか -" 

哲翁弥生，ほか " 

周n・・・a町4匡ンター玉井 ..ほか 57 
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運動中の換気量と酸素摂取量の関係に注目した

新しい運動樹容能の指標(OIES)

馬場礼三・後腹務彦・長野美子・炎筒lE'"

繍凶克弘・. IB内.金・・・ 砂川樽史'

12.3..平均体温 36.0kg)，桜治乎網野緒行前の Fa!1ot

図微'"定例6例{平均写・・6.5. 平均体a17.5ka)

問..醐，・-100.縄...・IM)'LOG(:調。

"一
-・

" 
調

.) 

2
4
-
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図 1a 1:1.1る復航者に幻"る溜働負荷ゅの直医薬製聴取

置と働集Jlの関係金保したものである VO，t-VEの

対微風般として近似さぜたとI!!， r' 1: 0観論Oとなる

回 lbのように片付敏グラアで禦示すると爾宥11..

測係と伝.~.この直鎗の傾舎が大曾"れば，ある

定の倹気畳の瑚加で.より犬舎t......取置の槽加が

得られる後々はこの鋼.. 近似式のk唱の賓の係般に

綱当する)t..1!陣取動車勾配 (oxyg朋 intakeeffid 

創 院ysl&関;01日)t名付11.遭動樹容艇の銅線kし
て用いている 本研究の目的1:， 01由 の縛つ生理学

的な窓味とーその臨床応刷への可能性を検討するとと

におる

2圃

'醐

醐

¥1 E (m 1/"，.，/ k.) 

'醐

ー醐" • 

t・・

b)闘

網

" 

" 

" 

8対・R
対.U.1991写 1円から 1992ff 12月の聞にき当利に

釘いて呼気ガ3処分析.，昨刈したトレッドミル避勧負荷

鼠織を施行した小児のうち.以下の 21.に験当ずる小

児である。

""..は.，.実性心"."の益..駐.l.b1f，(<， 111・
負担e記よって車化し盆い不皇民a児，心合併症を留め

ない川崎繍康食弘胸剰を室前として受惨したが...

..査により例制信敏し."断された児などー正常の週働

耐'"駐を有すると場えられる"名である "子1.:49

名，女子 I~ 32名であり，平均年.は 11.5.%3.1"平

均体.11~1.6主 13. !iki である

心療a解除。Fontan手術術後症例lJ名{平絢年働

Vを(ml/rninIk.)

01回の伺傘

週剛負荷同T..a思.("¥<0，)は自陣気t(VE)の対

.. 閑散で良〈近似し得る(.)これを片対徴グラ

フ表示する k直.鴎係 k仕るが， ζの鰻".犬

であればー症の倹uの噌加に対し，より多 〈

の園陸棄債取量の柵加が冒J純である(b)

燭 1
.名古屋大J:1!!~iIJj、.騎

" 開 中央...
岬 4縄 各省 剛山町制

・・・岬艮即岡山

作 間 畑醐婿町叫

'‘周到官立ζEも網・・ ・..センタ ・・・内科
(司'"・・岡市申央区繍人町 2-5-])



の計'"包である

ある

‘ コ智2食

うち.郷子U I1名.女子は"白で

負.."訟".プル】ス郎接による トレッドミル負荷

紙織で，自覚的a陸大A何までとした 呼気ガス分析餐

置は， Sensorn官ilic・祉It.MMCH∞TCで各呼吸

侮に鱒られた測定値を'"・勿に平陶して用いた

負荷司併の.0バmllmin/kglをVE(ml!min/kg)の
対.....肢として近似し.このと@の"留の羽の係徴金

O[E$とした ζれ".ψO，=aXぬ留守E+bとして表し

たと gの係散aに相当する

"，..の愛の倹定には t倹定.後"多"リ聞の湿の倹

定にはー元配際分散分続.，t.，メータ 聞の柑闘の検

定には lilM:arreo;ression analysis t-JIlいた。

' ・・.. vo.t' VEの鈎敏陶磁として織した時のr値の平均

松定"...む穫"..でそれぞれ0.986.1:0ω8および

0鈍4土0.010あった 闘"のr儲附に宵ZI!I:l:Olめ訟
かつまに

性.ょぴ3歳徳の年齢.".の0'出綱想値を褒 1に

示"正明U'81名のヂーータ.. 度111)男子では思春期以

後に噌加する傾向が.った

" 

~ 

銅

舗

.. 

• ・ω

，~ ，.・top12m'抑
制日・・・5

1醐

"加t川W附

も峨 '101.27 SUPPL5 11領事"'

a， m闘の倹"trJ輔 柵 ，畑・.

年梅野{曾》

，-， 
!I-Il 

12-14 

，...η 

ooES 

男子

41.2:t9.2 
n=13 

・2.3玄，.，
1陥=10・5.3:1:6.1
"‘" "・"】n'" 10 

女子

43.5;!:6.1 

." ， ‘0.0:1:4.9 ." . ，，..企5.'
自."

~・:1O. 7 
n= 5 

39 

"'-*"IJよぴ心袋思"に象'"る OIESfl!Uそれぞれ

彬均 lOO.U:tH.7%Nおよび65.S企初"旨 Nであ

り む疾風鮮に紛いて有"に低舗で.ヲた(p<O.OIl

{群欄に億総よぴ守姻の偏りが存在するため褒 11: '.' 

した.噂値に対する百分.各局いて比敏したl. .た。

む~息"のう p ぜ Yタン術後症例ほ SQ.2jヒ 16.0 % 
N. Fallot四a・a症例は U.O:t15.8%Nで .った〈い

ずれ bp<O.05で正鴛勝より低鋪}

ooES色peakVO.(mllmin/kg)I~良好訟相関側係

告示し，その繍簡保敏l.t0 .8S8(p <: 0.001)であったま

た，体.繍寵を行わない Vo.{m/!min)とψE(mlf

1叩

TOF pre句。IESa21.e

4・.".・b、1101個 ..UUNに

制 ，.倒風情後の比綬

術仇 αHS1~4隆明 1; ~段"
してL、"とがb.・.
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泊

l' ' IJ 
E '" oa 。
前
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削
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園 Z 心崎宣園切竃柿櫓棺

ラソンヨ盟朋に.測定.行った

'縄県

マラソン銅像の CK-MIl， My-LC， TnT劃定結集を

図 1に示す. CK~MB 払マラソン"でほ B 例のみE

常健闘を鍾えていたが.29例陪正常....であり，マラ

ソン後でほ 29例が変調R・e期以上に噌加した My-Uニ

もマラソン前は 3例が正常飽閉.鍾えていたが.後低

金側正傭鎗捌以上に楢加したー方 TnTI:マラソン

"は金例0.25喝 Iml以下のn..密でおり。後1:15 

例がlE曾・E周を健える柵加を毘め，・大IJ.3.3~ na/ml 
と正需の約 M備に吻加した 9例に.砂.塑日までの

権移.関2に示す.CK-MB平陶の捻移O.マラソ y

前"企l71U1I， 249念 183，J鈎i;111と"に比ぺ，直後

Mよぴ翌日o有"の漕加を"めた.My-LC IUIJ 2:t 1 

rlj(/ml，後"主"翌日 38土"と耐に比ぺ直後と翌日

o有2置に高かヲた 方 ToT怯p 摘。 Ing/mfであ

り。衝後は O.89:tO胸と有"の増加を認めたが，翌日

でほ O. 16企0.091:.マラソ J闘と有志釜をS認めず。正常

範囲であヲた.""区マラソ〉直後の ToTとCPKの

綱関.よぴ ToTとCK-MBとの欄闘を示す ToTと

C門《との傾関{凶3上段}は R=O.78と相関関係を留

めたが， 95 %情績隈界を..えて TnTbf高値となヲた

例・I2例鹿められた TnT1:. CK~MH tの納開{園3

下段)1;1 CPK阿僚に.R=O.771:.高い網開老健めた

が. 2例が95%信綱.界を鍾える ToTの増加を認め

My-LC (n&I，"I) ToT 

2.5 

2.0 

"' 
n'll 

T 1.5 
lII'll 

4 LO 
自園町田駒

0.5 

g 産後9 9翌日19 

02。5tl一+回一目1晶回目 .崎E10帽

目的/9 5-健f53 1m 闘19 

た図4にマラソン"に対する直後の T，TとCK

MBの増加率の対比を示す 30例中 28例では僧加調H

b!TnT<CK-MBであったが. 2例のみ T，Tの糟加

継が CK-MBの噌組事を上回フた。

5 場制度
過敏な運岡崎区"".心筋障害を心筋違B包囲降素である

CK-MB， My-LCや心節"異色が高いとされる心筋

T，Tにおいて検射した近隼， ":'-11絹膏叢検査を用い

て， トライアスロンや鱈畏..，.マラソンなどの過厳な

.，動後に 過性の心峰能低下を臨めることが領告さ

れ.短期間で閉復することからむ自疲労kordiac

(atig~") 1:.の考えが慢唱されている 一方，心篇ミ才

シンシンチグラ~tJ!Iいた検討では.10 例中 3例に陽

性像を寵め，心筋陣省の発生"も否定できない本検討

に開いた心筋トロポニン Tは.CK-MBや My-l.Cに

比ぺ心筋特異色が高(，骨格"隊曹との邑測に有別で

あるとされている 運動に伴う各種の"薫変動1>.骨

格筋幽乗と心筋幽宗とが混在するために，従来は遭勤

"の醇謝変動による心筋隙曹の抱定は不可飽とされて

きた しかし，近年心筋複窟惨厳に用いられる T凶T
は 霊山やゴルフ伝どの還動による湖加が寵められな

い制ζkか仏軍働時の心筋際書の判定に周いるこ&

が可能と考えられる CK~MB や My-LC が骨梅筋幽

来の"粛と交盆反応.11め.ほほ金例で槽加したのに

対し T，Tの噌加は単微に留まった T，TとCPKや
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minlの関係から*めた OIESt.同.kψO.(mllminl

との伺相関係1m0.975でおった

OIESU闘制式の係放によって求められるので。理

..的にはその際出に巌犬負荷を必贋としない jf徹静

に幻いて運動樹容時聞の9O%a?~ま での呼気ガス分

析ヂ タを用いて O'ESを算出し，白覚的..大負荷で

傍られたそれと比厳した附奮の聞の図婦式は.QIES 

(ft大負荷)=0鈴8XQIES(何%負倒)+1.952，繍関

係敏1:0.977であり，実用よu."医大負荷で十分正確

伝OIESが僻られた

! ，管機

ψ0置を VEについての対敵開放であらbすt.
vo.=11 X¥ogVE+b 
これをψEで微分すると，

dψO./dVE=a x O/Iog. IO)!VE 

t仕る.したがゥて目ζの式の.(すなわち OIES)u. 
VEに対する 00.の"..*を鵬定ずる係敏といえる

心不全息宥では，.."のえ進』が"'められることが知

られているが，..."本側慨もとの現象の@度を別の角

度からみているものと曾えよう

凶2は.bる Fal10t図像縫症例において恨拍手術前

後の O(回を比厳したものである 術前および術後の

，，，kψ0.隠それぞれ 19ml/min/kg， H ml!minlkg 
であヲた しかし.との症例の衡問で他鎗度の負荷が

..酸務先作を瞬，をする危備があるために。+分.，負荷

が得られてい敏かった"札がある このよう伝場合。

peakVO，による比敏U船盤が大8くなるが OIESを

mいる k伐筒強度に左治されるこ とのをい在確信評価

が可能k伝る

JLのように.OIES It必ずしも般大負荷を獲するこ

kな〈容観的ご運動耐容飽を評価で8る抱慣として有

用であるk思われる

! :0:隊。KoikeA. Hiroe M副，dMarumo F: R個別ratory

control duri昭郎町田 jllpatients with car曲

、!8sculard腿旧民.11m Re~ Rt:ゆirDis 1993 

，<7‘25-429 
2l砂川附*.at崎直樹，石川明餓Lほか OIE(VO，1

VE'は腕血，...反映するか'一短錨術前後の先

天性心民患の連動負前例の解断ー 臼本臨隊生理

学会腿鶴 1990:2O(白ppll: 1ω 

3) Sul1ivan MJ. Hig餌 nbotharnれ.fBand Cobb FR 

(oc町出向"健叩ilal回 m阿 ienlswi山

chronic heart rallure: intact ve州latoryconlrol 

d四 ，ilehcmodynamic凋吋卯l町四国"的'"

malitie‘αrculalion 19随 77: 552-559 
4) Rubln SA.nd Brown HV: VαIltitat町 nalld ga5 

cxchan収 during制僻"C1reIn肥..陀 chronic

heart faHure. Am Rgv R"，ψι治"鴻‘ '29
(SUDP1) : 563-564 
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換気量を基準とした運動耐性評価の試み

心不全例における検肘

外山倍弘・鯵坂陵 ・渡辺"行・組薬 武“

坂本和彦・“ 高麟 巧・・・ 山内孝緯・・. ..開館怠' 修下鏑郎・

優怜心不全m宥の安静附呼吸S健闘Eについては個々の

緑告がある叫叫 Kelteyらは，心4広大に伴う肺気量の

減少や肺のコンブライアンスの低下。呼吸に必要伝エ

ネルギーの1f9~I， 呼吸筋の使""どの機序が， 心不全

例の還動制限尉子となると線告した怜 Kraemerらは，

Il商 (Peak) i'tU~1ft制限盆 (\'0，)とー抄量(FßV 1l 努力

劇活量IFVC)が相関すると柑告した制収ubinら・'.

Koikeら"は.慢性心不全患者の週働時の検気反応に

ついて検討し 同 運動強度に""る銭気量が犬で.

り，相対的に健気の孔首~t.l11!められると緩告した こ

のこ kから機性む不全では~-.1i'I.昼に"りる VO.

が低下することが予劃されるが，このような肝偏にU

その前拠として倹気水"'.相対的に肉 とすることが

必要と考えられる

そこで，本研究で位。 FEV1で，...化した橡気温..

相倒的な倹気ホ績の倒標とし問換気水別院にu砂る

市0，が週.，剛健卸価上有陶か密かについて織附した

5 対象と方言復

対~"各省心疾患患者"例{男性 19例. "伎S例〉
であり NYHA心彼自巨分銅 1， ll，山，.それぞれ8例

平均lJ!Ml!61 ~日艇であり.各Z相聞で年働に躍を"め

なかヲた綴"の肉~I! ， 11血佐心事集血"例鉱袈型

む筋症 I例胸縛値観客写4例でおった 溜.. 負荷は，

坐位自転車エルプメ タ.fflいた症候殿界性の ramD

.盛大群艦艇医学幕内総

(T305 ?(ぱ市 出 H -Il
.融柑嗣醐醐

'"'' つ 〈ばiIl:.o<久保 2-l-!J
-・・闘世 柑州

内四舗つ'"市博."・，.閉】

'.悶嗣能同"・…I22-2) 

同 E

(1III /~11似

3。 NYHA [ 

z。 附 机 ' "

" 

， ， ，・ 567a91。、lU1l1415

V宅(ICFEV1.6) 

図， F円!l:V，.. で‘事化した検気畳-vo，関憾の実例

負荷を随行し，呼気ガス分針。ζより目¥10，回分時組員処a
(VE)，炭隊ガス続融緩{ψco，'を測定し V-slope法

による織気位代制関健(AT)を岡安定した 食街臥蹴直

前にスパイロメーター巳より安併時略取御飽を測定し

た

， .." 
防活.a(VC)， 砂.はともに， NYHA 10.1/. I度

の麟に小であり.IUtfI:と"貨の間に有愈"を認めたが，

%肺栃a(%VC).ー抄却炉(FEV1 %J (:.金例E需でる

ョた。

虫ず. FEV 1で2盛期化した倹気aIYE')-YO，関係

Eついて倹射した NYIlA 1度例と制度例の実例札

図 iによ示す iiE'-YO，関係のスロープは NYHAI皮

例区比し， NYHA nr皮例で.急鎗で.ることカ明瞭に

示されている NYIIAの得鮮側κついて機討すると

各m附に有竃"を認め， IIIlf1':"l:' I 段"に比し~明に
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t叩 '

" 
，.州日日

• 20 

• 
" 

同・...-， ・2・
• 

s 
5 10 15 20 25 )。

切.旧""'>
，.，旬r・3

1111 fltV凶の IO.~III.II ..するヨ測岨<<
で吻vo.t:AT t:の帽.

スロープが傘だらかであヲた"度鱒2.2玄0.6.11 質

勝 1・盆0.3，11111:" 1.1企0.3)

*~ . -8阜の 10 備のIIUを費する遭勧強度での

YO，(lO FEVりにういて検討した.Vo， (10 FEV 1) t: 
AHの剛にl.l， ， -0 刊の良好~'"の網開...めた

t幽 2l.NYHA;¥縛凋でも I.n，m.の周に省窓に

大であり，繊針的情一般気水・に".6ψ0..心不全

の2・".の備.と して有用である ことが示'陣容れた

{闘J)

S 得制度

-・・κ.側対的な倹然水'"'"縄・・kして.VEの.大

.~.(MVV)に判ずる割合併周いられている しか

し.MVV Il・省の鰐カの極度に左右.れ.. ・a戸大暑

いことが知られてお，.この方陰淘‘床応用U密.で

あると噌えられる 当事研究でl.l.MVV t)t FEV 1の

35-<0俗であることを制問しψEtFEVIで経劇陣化

し相対的信繍"の繍 'とした

心不金属使例陣ど""の究温...めるため.VEzl 
Vo，"大でめるこ主位卸え.FEV 1白紘 NYHA3" 

聞に盆がbるため ψ02tyF: U心不全の・雀度を反

綾ずるもの&轡えられた しかし.ψFJψ仏関係のス

ロ プU.AT付近で変化するため AT以前での民援

が~.揮でbる。

I •• 
ー秒量でa‘.化した相対"肉-"気刻"障に."る副院

剥'"・HV，，)
t・tI""iH

30 

F-ZEL-「

戸叫月三、

z5 。

20 

15 

干
&
，
ム

。
@
噌

T

・ム
健
闘
司
。

，。
5 

I D • 

~悦'‘
111 a f'BV ... ・"・備の.......ずるヨm・..にa刷，.守.. 

" .. 取a..心不全の=盤度に，‘.....め.心不全

"にお"る週動耐性の鰐舗に 従来の...にJtc.よ

ワ有川でるると考えられた

S文献

II Kel~ MA 制 dOamlde RP : Exm::i!le testine: In 

1nter叫山''''噌d観現・e.CI;.. Cltal MtJ 1984 

，: 145-156 

21 110<・"酬..JO 号tiboltTA. A，.".唱lK， etal

Abnorm.tl開 l叩印 刷""叩cal1y

陀 la，edto 00官 官園川 helrlfailure: Com開討酬

。''''“細胞 ""..，・"" ・，，~伺 rdi齢C Iu地 vlan
凶 ion.，4... J MtJ田裕:0.・93-'96

3) Kra制官 MD.Kubo SH. Rector TS， et・1
""'m剛、.. ，・M 開 n凶w・，"・cullTfactor"l.re 

1m岡市川 detcnnlnan畑 。 pe.kuerc鰭0.，

"刊U剛 ke;nlJlI耐'"叫thhelrt f.l1u問 JACC
1993: 21 : 641・“思

() Ru似nSA Ind Brown IIV: V制 tlllltl釧 '00.踊
開 h，喝eωrino:um::I!Ie 1n 8eVeN: chroo低

'"・rtf.ilure. ，4"， Rw R，樹'/JOrDis I鱒， : 121 

(SUPl刈 563-5“ 
5) Koike A. Himo: M， T~nl ll\lεhl K 候・1:R開制

Tltory control durlnll uerdx in…w抽

cl，dio"a9(:utar di・ca!le. A術 R"'R，錨-';"Dぬ
1993:14':4お.'"
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冠動脈パイパス術後症例の退院時運動能力に

及ぽす関心術の影響

安静椅および遺殿時呼吸健飽令指領として

仲悶綿子・ 大村延樽・ 久保典史. .，隆則・

緒付文彦. ..木'"明・ 蔵弁併久. .，直接鋼・ S電野'''f<子・・

， "'" a々"こ'"で冠動脈パイパス術後症例の退院町選

動能力が，急性む節制a盆例のそれと比敏して帯場"に

低下しI ぞの原因としてl孟手術による貧血，長い狭v
復例腹のたのの保，~城山田''''が網与している ζ と
...，きして倉た川吹 しかし，脚脅正中旬J開企いう手術

像作".貧血だ"でを〈呼吸様慢に01'・.及ぼし叱

騒動脈，吋パス術後鐙例の必睡>lil鋤雌カを自降下させ

ている可能性があるへ

羽ド冊突でほ思副助川眼バイパス術後骨盤側の過Z定時運動鍵

力低下""ぽす関心衝のIi・..呼吸慢...術欄と し

て検討した

'"・M ぴ方途
語働踊tバイパス衡を白的，して当飽にA院した安定

快晴勝者"例(cA回 舶 を 対 織とし 術蛸巡B胴
{術俊蛸 1カ月九退院 1カ丹後{遍動縦模 lカ問後}に

庫銀限界性心筋温勘負荷厳司自(CPX)1:1よぴ呼吸検帰

倹査を純作したきら位 CPXIt.退院3抱月"よぴ6
.問後にも織り返し行ヲた .，.::対問主して同時期位

入院した左宣.能不全や残存心筋a血のをい急性心筋

便...省関例(AMlltlの温E老後{知也市13還後九退

院 IT月後.3カ月後， '"丹後ゆヂータ.mいた。呼

吸繊能倹査から肺活量. I紗...鎗巳倹MI(MVV).

DLCO i'. CPXから凶.大...，提取量恥akVo.) 
....による峰気佳代制略値【AT)繍!1I.(!!ttfvE/Vo..

VE/やCQ，J.死陸側降気車(VO!VTl.t・大分時.気.

加u，ψE>."木呼吸圏'院を求めた

進S定時に弊墨書抱型選動銀法として.AT崎心'"散を

強度と した 15-30分/[~. 1闘/日，.低4困/週〉の歩

削…醐七月 叫管制

向 笠厘蝿.....
内閣大宮市天個町，-.η

行運動を処方した

5・"民
今国対象とした CABGIJ38例と AMIIf.Z()例の

退廃時背景を比叡すると.CABGtfでは侠"'"寄肢が

A< (CA以"博中央値130臼'"町-(205).AMI齢中央

信 7日(0-2825): p<0.05)。へそグロビン温度が依

< (CABG" 10.5企1.3.AMI D 13.1:1: 1.8 g/d/， p< 

0.00.退院時運動能力(peakψ0.'が低下 しでいた

(CABGDI6.8全3.2.AMI"21.8:t5.9mf/kg/ 

m;n: p<O.OUが. ..・ (CAsGI事ω玄".白 AMlt字

伺ゴ"践陥}や"受阪出分副首(CAllGD57コtI4.AM!

."，土12%:nslには差がセかった

闘 1に.CABGTとAMIDの%肺活量とa医大検気

."変化を示す CAsGrFでは%前括.，術前 104.I土

16.8.泡続的舗 1ゴtl7.5.退路lT月後96.1:1:15.8

%，必よv..大機銃皐{術前 100.1玄初 ，.退院時

81.8主25.4.巡!<，カ月後91.h2U IImin) 1:とも

に必剛みにー過伎の低下を示したまた CA匹温厚の退

院"のこれら 2鍋"は.AMIIfの巡続的，%腕括"-

112 .2企19.5%. lI::T.:aM.105‘土30.611刷。)と比

鮫しでも有怠に低舗であヮた {tllCARG 鮮の 1紗

率.DLCO It全期間を通じ有'"な変化.示され AMl
鮮のそれと比験しでも還をIdi!められなかった

陶 2に.連動能力{開akVo.)の権移告示す CAsG

Z撃の還"'..ヵ".選鵬..法により退院3カR後まで有

"に"'，・し その時点で納めて AM'鮮 との有志援が

な〈なヮた伝お CAsG酵の遷蜘股d誌は全例。衡測は

狭心繍.術後肱下'.o:w労または息切れであヮと

決 lに.CPX'"の・大呼機敏運動時.大 I四."
•. a~当』障 (VE!VCO. ). 進国防悶.低花魁銚気事の割能
移を示す。 C'島G'草でほ経過とともに peak"'-0，が峨

加しているにもかかbらず。録大呼吸散U減少傾向を
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'j b) 

‘飾渇量 1制 .大機!{Iu勿制 • 
•• • 

衝前 退院時 退院1カ月慢 術前 温閣時 退院1免町長

• CASGA拘置制

固 AMIn: ωー制

• p < o.O~ 
•• p<O.OI 

周 ' 安.崎勾唱a・・!011.穆
.)%締繍.の訓18，b)鰻大M'・の権移

'騒動様パイパス術後勝(CAsGIf)で低%“婿・および・大仰気a監がと もに退院"に 渇性

のg下.号した またじA以'"の辺健鱒苅隣諸，.および最大jllf'!..':.心筋梗*"IAMlt) 

の通院'"比般しτ 也前.'ニ~舗でめった

μ"Vo・
剛山

局 、 AMIII静

a 

岡.(~-:胡

CA8GT 
，~測〉

-・園2 遭勘筒カの値"

• p<O切

... ，<0.0附

冠動脈川."術後間叫酪

舶 の剛健カ"遇制叫心
筋n.躍懐IHAMIt.)と比厳

し有.に依細であヲたが。遡動

a診により遜雌3，・.. ーまで有

虫記改oc.退院，.月憶には
AMl 騰と有..が匂 <'.ヮた‘・ 剛週 間 曲 吋 同輯lfJ.IIM 醐付制

示し，ヨ"'"事.大 1@)IlJl.al;l;退院3カ向後に伝って

"じめて増加した また倹気当盤は経過とと もに有意

に改・したが.運動椅・低完陵繍銀事"退.."ょ'iE

，.....内にあり週首位6カ月後にはじめてわずかに低下

した .大呼領殿， . "白星は退廃 1カ月後に1 遭島

崎般大 1図像n ，ま道院6の月後に AMI"との有g

S豊がな〈 な勺た

' 考娘
%"話.，訟どの唆鯵冊呼吸極陸検禽の‘直接.CAHG

"では衝後ー過伎に狗議後呼吸障轡が"こったので"

信いかと考えられたが，;r勤時の死盤検"寧が退院聞

にも霊視憶だったこ色から狗束性呼吸障嘗が否定的で刷

その原図&して胸骨疋命切開色いう乎術楊作による刷

01'"助制限が考えられた.

運動防の呼吸'飽..m.の変化U胸，四日助制限から

"明できる すなわら， I聞検気舗の綱加が妨げられ
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表 1

最文'"唖艶t自/分}
制面a前 28. I士" “
巡院鱒 38.7::1:6.& 担 U:6.1 p<O.OI 

退院"骨月笹 37.2:1:6.6 ， ... 士5.1" 陥

温院3舟"偉 36.~ :t 6 . 6 ..，主5.5" 附

温院6舟月極 37.8宜轟 5 3晶7土4.6" 削

最大 I圏由民量'"舟}

術鯛 1.51主唖 u
温民略 1. SI士品 u 1師走.... p<O.OI 
迫観 I舟円笹 L帥土骨羽 L~士自" ，<曲師

地民3虫月極 L脇士(1.43'" 2.11士，." ，<曲目E

坦院，.月撞

揖"当量(VE!VCO，J
術関 33.H5.Z" 
進庇鱒 38.9:tS.4 羽 島土7.' p<O，OI 

退院l舟月極 35.5:t晶'" ~咽S土，.， 間

週院，.月極 33.6:l:5.1' 31.8主7.，・・ 情

同

愉1胸 ，."主0.05

退院滑 ..，喧土.." 0.25士。師 陶

埠院l岩舟峰 。2唱士O侃 (1.25:1:骨制 凶

週院2市月極 0.25士，... 。 2ü: O . O~ 崎

0.24土O凶・ 11.25土'.ro 凶

"p<O.OI VI迫臨時.. p<目崎四退院崎 I:llH笹

るため運動時分時機気温の・却は呼吸般の欄加で綱わ

れる また呼吸散の明細"翠働時過倹気をもたらし

ニ園陸化炭素に対する..気噂...闘加させていると考え

られた

CAI湖G務に."る呼略拠蜘鰻椅術e・M 退院後 ，- ，

カ月で対照でめる AMIIH:の有志援が信〈生り。胸

'思湿働制限'"手衝により 過牲に"こる現.と"bれ

た

a結橿

冠動脹バイパス術後."聞の退腕時週動能力の低下原

凶として iJ.1をい狭心盛綱脱.符婦とした'健闘鰯

'''''伽凶針。nll¥i)。術後の貧自による自由禽.送能の低

下以外に，胸骨1frll切隣という乎術像作による胸羽目重

齢制限の存裂が考えられた

s文.. 

u大付 託 鱒 仲 悶侃子晴嵐宗鋼ほ か総動脈パ

イパス術後.よぴ心筋標‘症例に.砂&遍勧銀絡

にお6ずる運動観訟の遺'"と動操-1Uil!l型遭動.. 

注，O)制仙台 1'''1 Cjrr; J 1鈴S:58(S剖側刈 IV):1351 
.，担

"仲悶侮子大村極憎陶磁期の遷動..量ー非監視

盟組動鍵訟の場合的arlNun;i1lll 1991 ; ， : 719 

n. 
3) Tulla H， Takala 1 and Alh.ave E:. Respiralury 

ehange!l aft町 open -hean 釧rlfer~' . InJe附関

白 陪 M..，鈎 1:17:36包指9。M"剥b<lraM and Tω加 taN: Chang同 mcar 

川町ryf叩剛即時.，回向抑

制時erya製珠舗剖 bytreadmil1 te$l.日本蜘徳..'"
学会緒It1991 ; 29: 814-823 

5) Wa.sserman K. Haru健相 lE.50時 DY.同dWhipp 

町 PけM ゆleof Exerc出 Testinguruj 1川erpre

tation. 1st“:1. Lea & Febiger Philadelphia， 1981， 

2746L7286 
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ランダム運動負荷法による運動時酸素摂取増加反応の

過渡応答の変化の評価

程度的僧帽弁交連切開術 (PTMC)前後での検肘

高木洋・ 砂川賢二・ 杉町...

省岡公夫・・ 玉井 厚・・ 永岡E・.. 

経皮釣僧帽弁"..切開傷山A下 PTMC)により弁口

の陶犬に成功し.自覚使状が改鱒しても。術後早期の

iI鋤負荷では その効接合最商・*綾取民 (P，開匙

VO.)噌大として繍自できないこ，は少な<~い\111

"々は，週働時の・*".託銀(vo.)噌'm阪応の過E貿
信警に注目した新たな負荷法として.ランダム渥動負

荷訟を開発し...動を入力.VO， t-幽カとして求めた

伝迎将位より仮想的なステップ応答を.. 幽することよ

り。む血管系... の評・を行ってーたa

今回.，.泌を PTCMの衡後早期に纏行し， PTMC 

効療が VO，.i!慶応容の変化として倹幽しうるか奇か

を繍酎した

B対・と方溢

円 MCにより俗鯛弁口の聞大に成功し，自覚症状が

改脅した M例.対象， LIと{男6.女"略，年働回全

8・L術摘の NYHA分銅 ".，例.ほか1:z!l) 
PTMCによ，.弁口困層績協1.1含0.2から1.7:t:O・

<m'に聞大し.j・帽弁匡厳重畳陪 9.0土3.0から 5人7企

2.3mmHgに低下した(ともに p<o.o幻 術前に心m
..，であった H例中 9例に対し.PTMC直後カデー

テル貨で電気的倫.噛を行い. 3例で調粛惨区復帰し

た

ζれらに対し，ランダム遷働負荷樹齢Jヒ週明憶の症候

限界性ランプ負荷鼠厳(鐙位自転車エルゴメーター.15

W/mlnl断舶をそれぞれ崎町MC前と後3-'日に錨

行した.

ランダム週・負街並 里民位自奪三恵Z ルゴメ タ . 

用、、.，ワットー定強度の運動とまヮた〈運動しない

安"を轟纏5砂，伺隔で，不調幅削に初分間像り返し.

..訓間耐けー柄欄

開 内側<個目陣門

{ 山町 剛山

その聞のー呼吸俸の VO，金配録した(悶J)遷動を入

力。 VO.t-幽カkしてその同省をフーリェ変換し，そ

の比から伝遁欄微を求めた さらにこの伝遁欄散を逆

フーリ<"，険しで，インパルス応答を家めた後。これ

を時間償分したステップ応答を賞幽した 再現役のあ

るグ タを得るため. 2分患でのステップ陪河野として

評価した。

s・.. 
I最大負荷鼠尉 {ramp法悶"

金M例の PVO，U. PTMC耐の事絢 19.6:t3.6か

ら21.4:t'.9mflm、/k，と有，.に鳩加した (p<

o ω} しかし，この結集..3例の網...復帰例を含

むため。.. 網島効果も桓疎きれている可能性があヲた

そこで，リズム不度 11例で比綾すると.Peak VO.が

増加しなかヲた 5例は，すべてこの】1偶位含忘れてい

たため，上昇傾向を示したのみであヲたゆま0.13; 

19.0会3.5-20.4会4.9ml/min/kg).

2ランダム運動負荷畝厳(圏3)

金M例にお"る PTMCa:のステップ応答は，鵬に

Jtぺ，廻動開鈎'"秒より 70秒までの初期臨容が有g
に綾・した(p<O.OS) ζの初期... の改81:，Petlk 

VO，が場加し告かったリズム不度 11例のみでみでも

陪ぽ問機であ.."t..:， st即応答の崎定散も， PTMC前

の"企23から ω企10"に短備した (p<O.Q5)

S考槍

筏々は.従業の負荷訟では.運動を型民的に"11た
と舎の定常的 また.ぞれに近い遅い応容のみが..

きれ崎温駆的旨早い副包容がR・されていないこ kを注

目L.ランダム負荷.行うて倉た"事研究は.互依訟が

心血管系"ーをの度化を鋭敏に検樹しうるか杏かを検討

したものである
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国 2 PTMC嗣像の PukVO，の変化
実・It!t.調爾憾に徹婚し式 3例会複線U
リズム不~))例.示す (Af心房嗣動，

SR : I関陣槍}

PTMC後の慢性期に白道動耐啓胞が縄問加することは

知られていたが-h近年.術後単捌には PeakVO， 1.1改
茜しない&した紺告が~されている !n'. 1影検制でもリ

ズム不変の "例では同練会結集が得られたこの原闘

として。沿線前のdeconditioning(未納徴艇の低下}が

すぐに"'"脅しないことが轡えられる このように狛

<IIUをのPeakVO，噌加に時間的な握れがあること陪

慢性心不全息者に血管鉱孤剤密綬与し，運動耐習能の

変化を倹射した結集と矧似する制

PTMC直後に11.Peak VO，が峨加しなかったにも

かかわらず，vo，依ゆ応答の初期応答が峨欝した本

研究からその原習を明らかとすること怯でき盆いが

量駆動早酬の vo.増加...主に心摘出厳峨加によるbの

であることが知られていることからω 越働早期の急

迫な心納出...加が PTMCにより滋嘗したことを反

映する可能性が考えられる

ラrダムヨ自動食締法は.軍大負荷t，e.J要とすること

なし PTMC後の選働時の vo，応答の限微な変化{改

種事，.織自白することが白J艇であヲた。本訟は勧rt~ t\

街組度で行え、主陵的な"闘記膨智きれないという利

点も有することから.臨床刈に有."詰心巾符観絡の評

価Eえとなりうると脅えられた
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Head-up Tiltにより誘発された

Vasovagal TypeとVasodepressorTypeの

失神発作における自律神経活動の比較

阿部七郎・佐藤膚・，'，本真千子・阪泊宏之・

縛隆泰・ 樹海忠範・加勝利三・

5 自的 繍筆筒的の HUTにより失怖が官房掬されるジソピラ

現夜。臼鯵神経性失仰鳴作<NMS)の誘発にtilIead マイド 300cng/day投与は無効白

""出 t符 t(HUT)が行われているり NMSには

VasovagalType (VA) t Vasc時 p時$叩rType(VO) 

があると考えられている1).'II納変動スベクトル解析

(PSA) t.:よるこれら失神鋳作の三者側の釜興を比鮫

した報告"見られておらず. HUTにより揖宛された

典型的'"例に対し PSAtlllいで HUT中の自律樽

経格動(ANA)について検討した

5 方途および満.

HUTは，被値貧者."分間安鯵仰臥位とした後ω
."0分測の顕他省首上位，その後再び10分間安静仰臥

位とし。その側血圧をカア携にて連続的に測定しなが

らPSAを纏行した PSAほU電図省号を ADコンパ

ータを介し rc甥制 RXに鍛観して。山本らによる

CCSA解析により。 2分聞ずつの RR間隔から鱒られ

た調和銀勘成分のうちoから o.15ヘルツまでのパワ

ーを低周波成分 (L~') . 0.15から 0.5ヘルツまでのパ

ワ .商周様f，1(ftUlFJとして求め.LflHFを交錯神

経活動の禍傾 HF ti!走"経楢動の街欄とした

歯車傍 l ω鰻捌也主腕失怖E ホルタ一心電図で

務持雌陸沿宣銅織 運動負荷以厳で有意佐 ST変化あ

り 旬u，生埋学的および冠動脈繍査にて興需な <. 

HUT 必て失怖が既婚され，プロプラノロール 30mほ/

day~与が無効でジソピヲマイド 3ωn可g/da岐にて予

防:きれた

盤側2: 23耐震安佐若年時，朝礼時信ピに失神発作

M 恩曹悶を過.ても畏鰍の立位負荷により気分不

快と伝り毘闘を余儀会〈されるがI 典常l孟術備されず

・硝回 開醐酬酬科

(T 106 II/r，(lIIi1¥… 1ト" 帥

5繍撮

症例 Eでは.HUT開始後より鉱袈期血圧とむ循"

M包底上昇し。開始から"分頃よ 9気分不快を耐え血

圧低下が始まり!それに続いて心鎗散が低下し.失御

前総..となり。耐えむ強かったため倹蓋を中止その

後住状および血圧は速やかに幽御した{図 1左上) 症

例 2でほ. HUT開鈎より心拍a憶が上県し開始4分K

125/85 mmHgであった自圧が5分すぎより気分不快

と眼前曜紙脇を訴え 6分に 65/32mmHgまで低下L

"'U伺失したため繍査を中止。その後約5分で血医院

回復した その間心街散は変化せず HUT中止により

遮やかに前舗に腐った(燭 lを下) ジソピラマイド役

与下で".症例， "血圧ι劫徴tもに有建立"動4是認
めず失神""をされるこ左往〈通常のを翼々のプロトコ

ル老舗行し得た〈図 1右上}徒側Eでは.HUT開始

6分'" 気分不快."め9分に肱駅前略紙感あり失神

的状姻となったため HUTを中止したが。この際.(，納

歎は HUT開始後より上昇し失神前状勉の際も特に変

化を認めなかった{図1右下}

これらに於ける ANAは，症例 1では 繰役頚時

HUT開始後日Fが減少し その像 LF/IIFお よび

HFは変動したが，概抽 20分明より LF!HFがスパイ

キーに上易し その高まりが下降するとともに HFが

上昇しそれと同時に失神前状舗となった{翻2上段)

ゾソピラマイド役与下で1:.HUT関崎俊やはり LFI

HF~よぴ HFの変動を飽的。開鈎"分閣にやはり

LF/HF のスパイキ な上界を旬めるが無役寮防のよ

うなI 引 Ut<HFの上野位協めなかった{岡 2下

段)佐例2でlム HUl倒的より LF/HFのj界およ

び HF の低下を膨め。失怖~請 で tF/HF のピークを
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むかえたが."例 1のような HFの上昇防毘めないま

ま失怖が務発された〈図3上段〉 グソピラマイ ド役与

下では.Jヒ室性不""が HUT!liJ多発したたの HVT

中のみの解析としたが この際t.I.F!HFの漸憎して

更に失神捕状閣と伝る聞も IIFIま低下したままだっ

た(図3下段7

， .とめと轡織

yゾピラマイドが NMSに対し有効であるというこ

とほ慨に報告されている"鑑例 1でU.無投9臨時1 失

仰前状軍直前の LF/HFの噌加とこれに引き続<IIF 

の珊加から，交慮"拶務動克"の後引きS聖書選定神践

活動の丸也があり きらにジソピヲマイ Fが有効であ

ヮたことより VAでるヮたと考えられた症例 2で

".鯖役寮"でも LF/HF欄加の後の HFのtftrou:認

めず1 さらにνソピラマイドも無効であり VDである

と考えられた

5 緒冨

HDTに際し心勉変動スペクトル解析会連続的に行

うことはANAの推移を知りさらκNMSの峨序の解

明に有周でるると忽われた

， Jt献

1) Lipsilz，..1 Bl: SpeclrBl Caracl .. ristics of H~Brl 

Rat.. V3riability &>for..川 Ouri曙J>ostural

Tilt: Relat剛鳩 tQAge and Risk of Syneo院

C;陀ulo/ioll1m; 81: 1803-1810 

Z) Bendil. e! al: S}"ncope: Di昭n05ticCOT羽泊m

tions and Rnle nf Tilt Tahle T岡崎印刷

Rev 1鈎3;1:146-156

3) Rubin，..1 31: Th.. H .. ad_up Tilt Table T凶 tand 

Cardiova剛 18T Neur.句伺ic Syncnpe. A"， 

Hωrl J ¥99J : ¥2!i : (i6-482 
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{骨帽弁逸脱にお付る運動負荷時の心拍変動

スベク トルの検討

野村昌弘・ 大木鍵・ 斎飯鐙・ 中堅畳・・

岸史子・ 三好'"利・凶畑智繊・井内駅・

佐々木袋和・ 福岡信失・ 伊東進・

側首相弁逸観怯白梅神経機能異常を高率に合併するこ

とが知られているが，その内容および両者の関連性に

ついてM必ずしも統ーされた見解が得られていない

R釧凶dou l a~ ら"は実感"'''の緊張克也Coghlan "，'唯

副交感神経の喫m1t進 Pasternacら川主交感副交感

伸緩の緊張先週臨椋悠を指嫡しており。さらに口倫神経

陣容k僧幅弁絢度の関係を笑験的に追求した報告もみ

らnるi

近年，心銅変動の心的数解析を行うこ tにより，自

仰神経観能の野舗が可能と会った“本併究で"，僧.問

弁泡脱区』巴"る運動負荷時の剖検神経揺働の変動につ

いて R-R間隔変動スペクトル解析を周いて倹射した

5 対..~よぴ方途
健常 20(JI(N JI!)および僧剛弁遺脱"例(MVPIl)

に B"偲 proto<コ"でトレッドミル運動負荷E実験を権

行し， 0・"拍敬遠慮(220年齢)xO.9 .tで遭動負荷

金行った フクグ竃乎祉関ソフト.用い.負荷前安僻

崎から負荷終76分後まで2分鯵のむ鈎変動解析.行

った時系.解併として CVRRsよぴ RRtiOを，スペ

ク トル解析として高側捜敏鎖域(HF;O . 1 5-0. 40 H~) 

と低周濠叡領制度(LF:O.04-0.15UZ)のパワー...よ

ぴ LF/HFを求め，それぞれの経時変化を健策した

. .." 
11時系現解腕(CVRRおよび RR伺}の変動

CVRRについては 連動負術前安僻時では NIMI

MVP"より有愈な商値を示したが，負問中期から後

期におていは附'宇佐値に逆転がみられた

方。 RR50に3いては運動負荷によヲて岡鮮とも

… 2酬
" 周 開時

内刑制市酔町， . 刷 〉

に幅下したが。 MVI'"で肱負荷燥大ぜ ク時におい

てo値を示さず，結果として岡静に有怠差がみられた

ZIスベタトル解析(図Jl

N酵の LFおよび HFパワー値は運動負荷ととも

に減少し食荷役回復した -"}J， MVP Dにおいて肱

負荷にて週動負荷簡単に低下したが，翠動負荷後半で

は湾上昇金示したまた。 MVPI手では HFパワー姐の

分触が大であヲたが 負荷後期よ りa馬術幼加を示した

例が3例(21.4%1にみられた

LF/HFについでU，岡"ともに運動負何左ともに

低下を示し，負荷終了後6分で"食荷前健に阜で閥復

しだが，同瞬間で負荷による経時変化<有恵差はみら

れなかった

圏2はI 負荷""負荷鰐了直後nよぴが7'分後の

a宮殿盤ド パミン。ア ドレナリン，ノルアドレナリ J

の短時変化を示す 道旭カテコールアミン陪週動負荷

にて''''ともに増加を示し.怖に MVPB滞で高値でる

った

8 噌司慢
心鈎変動の周波紋解析を行うことにより l 心血管系

の自悼神経.. 能評価を行う蹴みがされるようになった

が"自信仰組関宿を高耳慣に合併する僧綱弁渇艇につ

いての検酎Uほとんどなされていない

すでに筏々陪 僧剛弁逸脱にホルタ一心電図所見検

査を行い.臼倹神鑑活動岬ザーカヂィアンリズムの倹

討から。 LFパワー値の日中夜間健臨時のパタ ム〆の

逆転必よぴ夜間観眠中の HFバワー舗の憎加.棚隠

し，本症に自得神経の imbalanceが寓められたことを

報告した紛

今回の検討では僧帽弁当.. ，におηる還動負荷ゅの

自傍怖鎧活動について心他愛勘解析を行，"以下の結

擦を御た ー般に，運勧"には呼吸の膨.によっても
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淘 2量動員膏曹の適踊盟カテコールアミン的経崎量化

HFパワ 値が変動するしかしタがら.献受..樽鋭活

動の指楓である HFパワー舗が，健常例に比し例制弁

泡観測で響町聞に増加する例がみられ 本経と捌安感仰

経費優先進との腿連性が示唆された また，今聞の検

"でU 変調臨御...白色.反映するとき九る LF/HFは!

運動中に関"で有窓会度化を示さなかったが.道鰻E回
カテコールアミン俗信網弁途脱例で高舗を示し，変届

神経繁."，過の可能性も示唆された

， .. 踊

m側弁泡騰でほ遭動貧富市"に割安..伸"の常根元避

を施める例が存在した

‘ 文献
11 B叩 dωlasH. Reynold霊1C.MaZl.aferi E.飢叫

m・..土'0

Mctabolic studi飽 inmitral valve pr山陣刷

.. ，~α町_.ωn 闘訓0:61 :12ω-1205

2) Coihlan HC. Phares f>. Cowley 0， et al 

'"鋪Ulon。耐ain milnl valve prola凶e.Am j 

Mtd 19何百出-244

3) Pasternac A. T1，Ibu JF. [>udd1，l PE. et al: In-

C陀"総dpla駒113c3techolaminc Icvcls in I胤川淵"

with S~川院側natic mitral valve prola凶 e.Amj

Mtd 1982 : 71: 183-790 

ω Saycrs s. McA: Analysis of除岡市tevanabil 
ity. li:ro..omics 1913: 16: 11-32 

日野村民."重賞..降史子.IJか僧帽弁泡

鋭日..する白梅伸a・艇のB内変動ーむ拍スペク

トル榔析記よる検討ー jtn C;rc j 1993: 56 

(5uppl Il : 34。
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運動誘発心筋虚血における自律神経活動の

異常応答について

宵翁弥生・ 多凶結美子・ 宮武佳子・ 佐野純子・ 櫛間長知・

斉藤勉・草間芳樹・際図治・ 早川!弘 ・

近年，自律神経傷能の心他愛勘周波散分続(PSA)に

よる定量的解簡が以みられている これは，安併時の

病簡抱塵のみならず.還動負荷セど動的状館での自修

符径'"容に も応用されている 近年，これらの乎法を

mいて 沼動脈銭胞の病.や予後との関連伎が線告さ

仇ている しかし，日常臨床上事過する動耐川氏纏にお

"る心筋a血発作と自..神経繊艇との関連について鮮

側に績射した卵管U少ない今回。筏々陰湿動腕姥

心筋..血が，負荷自負の自衛伸佳応嘗に及ぽ，彰・を調

べるために.自修神経.. 脆の動簡を PSAにより，また

虚血の程度を脳T応1温..負荷心筋シンチグヲプ ィー

(J::X-TLJによって定星野催し。両容の関連性について

繍討した

s対.および方議

対111;ま仰TlCliI動負荷心筋シンチグラフイ にτ
過性心筋.."が葡隠きれた冠動脈疾"息者〈問。

静)】2例(J時間伊机女 1例 5'l:!:10.>であり健常成

人 10例(C静男5例，女S低年齢56>'般)を対照

とした全例に Holcer心電附を獲宥し.10分間の安静

臥E僚の後 '''Tl負荷心臨シンチグラ"ーを鎗行したe

"動負荷肱厳刀法は多段階桶噌臥位エルゴメーターに

で行い'・'T10静注後"時H町役に SPECT婦像金箱

行した 得られた負荷時.問分布時および調者の盤で

ある締'Ttのお匙い幽し(wash倒防}の結援について.，，<11

領場の.，閣を似Centocore(トよ5)で，血，.低下の繊度.

~時Tity 9Core(日}として篠山，心筋虚血の.盆度の

掬欄とした PSA I;l: Holter心電図配録より得られた

負荷開飴晴6分胤負荷終了後 60分間の"位安静崎の

2分毎の心拍変動を・大エントロピー法により 周滋

.，.院事潟大手陣 1肉胸

内 113 .~酎開手駄木 H剖

'食肉Iilt1iし， 0.04-0.15Hzの低周波成分(L刊と O.15 

0.4 Hzの高周波成分(HF)に分雌定"した 負荷後の

>'SAの経時的変化を網べるため。各周波敏成分の時系

列データよ".初の極大時凋.測定.peak timcとし

た各都5例について叩何時抽出ne(E)-norepineph巾 e

(NE)を!負荷開始前負荷務了直後 15分・30分 60

分にて測定した 虚血η.IIß':~賓と負荷終了後にお付る

自律神陸自酎置の反応との陳述金属べるために EX~TL

より得られた SS"よぴESと各周旋敏成分各々につ

いて 闘婦分析を行い検討しk

s 結果

運動負荷開始揃終了時の限値期血11'.心情歎および

"~剖陀 rate proouc匂は両日野聞に盤をmめず(図"

また，負何前・負街併了直後の LF.HFにも有窓釜を

..めなかゥたが，負荷前の LF/lIFI:CTに兇しlHD

IIf l~ て高舗を示した 負荷終了後の心指数の反応は，

両事事とも負荷終了後から指数閑散別に減衰し釣'"分

後に怯負荷附健に復し。阿群聞に墜を包め"かヮた

負荷終了後の LFの書官動は負荷終了後漸綱し，その

後罰""約回分後κ附僚に復したが. lHDHでは

負荷終了後 10分以内にー過慢の上界を陽めた 方。

HFの変動も LFtjll]僚にI 負荷終了後漸唱したが.c
mでは約 15分で負荷前値巴復したのに対し。 IHD欝

では"均納分と遅延傾向を示した〈図引 LF/HFの

推移も伺糟で.IllDtfで終了芭後にー過性の上昇...

めた 周波敏否定勘の peBktime U， LFでuc"，に沈

しIHD酔にて有志に煙筒し (CIf.17.G:t.8.0ほ分"

IHD僻 8.25企6.88分 p<O.OS).flFでは c..に比

し。IlID訴にて延長した

負荷開陽自前I 終了時および綬了直後の配"'の推移

は闘鮮聞に明らかな2告を..めなカった(圏3l

虚血.を.と負荷終了後の."符鍾系の反応との開
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段程.PSA 1;1:日錦伸佳..能の禍根として広〈周いら

れている HFの周波敏は呼吸のゆらぎとー敏し，アト

ロビン記よりピ←クが前失することより r信 仰"

tory-paTasymp猷 h凶 cloneと考えられている LFに
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園 3 週曲負荷"7<1の耐Inephrln~' J¥'o，rplneph.lneの定住

闘して"'.いまだその様序は明らかで1;1:t.rいが.e取

で1;1.card“封書咽"，....耐"同そのものより.それ。

含めた，，~冊。tor-sympathetic tone t されている

本研究では。 HF1;1;負荷記より'"儲を示したが.負何

鈴了後 IHDTでは，負荷削餓への回復が逓話した

HF 11慢性心筋虚血や心筋..，・などEより低下すると

W'"されて幻り.負荷続了後の回復過呂の遅延は.一

通慢の心筋虚血に着づ〈心鱒麟交錯御盤蛾鱒の陣容を

示唆すると勾えられる

ープ¥i.I..FI;I..IHD Dで週動負荷梼了後の回復過俊民

て負荷後"'.，の-;A伎の上弊を示し，この反応"'.心

筋虚血の"'，..示TR'の錦繍と相倒した 負荷終了

後早捌に舞現するI.Fの一過性上昇の..凶として，む

"..血のcllrdiacsym同凶、clic附T¥tccndへの竃....

な膨'と心筋a血によるむ由行動自信の変化を介した全

身のvasomotor町mp8thelictoncの彫"itfl!l'えられ

る Pomid咽叫，心筋幌酬の同らず一過性

の心筋.. 血時""いても動脈匡受容体反射の陣轡があ

る'01告して"り，続々の結集も心風変峰神経の反応

に伴う金身の欄場編節系の興需.反映している bのと

考える
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Maze手術後患者の迎動時心拍反応と

運動耐容能に関する検討

玉井 ..・ 吉岡公夫・ 小袋井嘉夫・・ 大函御子・・・

高木 洋・ 陶野部明・ 下村克朗・ 川島剤師生・・

s 省銀

Maze手術は 1991年記米置の外劇医 "mωc"ら

が鍵2をした~制約なむ"..勘 (A() の敏治編で ~ôは

本法会難剤Ilt'"位のLo，槍 AI に対して施行し磁~て

高献に禍綱領の闘復が得られたことを細管してい

る"“ 一ー力。貌々 の施敏の，'''''井らは世搾に先躍り

てこの M'a傍安心'"忠広伴うAfに対して応州し目

やはり奥野な制使舗を報告している"

そこで本研究では.A'を合併した心疾噂の側.[..!Iiに

搬して Maze ~長会併閉した患者の適動崎心鱗反応 k

還御耐容艇につき俊樹した 対象"よぴ方法対象u
AIを伴う心鋭思患者 9例(男性‘例.女性5例，平勾

年・57封 劇で基礎銚"は自問弁篠".例。ぺ:，.DI中附

欠鍋症 1例である

違動耐容飽の倹討のために自征雄エルゴメ タ を

飼いてお W/minのラyプ負荷による6症候俄鼻往還

動負術依鵬を行ヲた e健在中1;1l:l緩潟心細闘および血

反の監鏡下に AE-280(ミナト医科，.用いて呼気ガス

分析金行い 錨商.. 謝"取倉止を針刺した

¥ .... 
Ma~e 法の併用により 9 例..例で嗣網仰がmられ

たが鰻る 1例ではむ房細動が符観した

繍後湖周惨に復錨した 8例の平均値では週働時般商

v鈎敏は術後..月で 107x21/minに対して術後6

""では 137x20/mintで憎加し，それにともを9 て

鰻高健様後取鑑も術後'カRの 930会340mllmin/kg 

かち術後6カ月では 1170主430mllmin/kg :t:で有意

に網目加した{図 11 さらに，術後 1カ月から..月に

岡山術-t:;-'一内一

陶 心鈍血脈外斜… 開 明 醐柚.

仰描刷lIi1I"目的 51 1) 

おげるa隆司町民復調"陣取量の櫛加..は.高4し相暗肢の"'.度

とlE相閣を示した{図 21

s勾俊

Af金作う<凝血感者の関心衡に際して Mazt:訟を

併川することで高箪に輔調停が得られたが。術後早期

車

関
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Mm治問僻隔に"'1澗綱相.に復した8例の倒時前樋

における"町時".震a;と目白窓際耳障畳の隊惨



(995) SUPPL5 Vol.27 心咽・58 

…I trcatml'111 of atrial fibrillHtion. 1. Sum 

m.τyofthcc町内ntconcepts of the mcてh.山明m.

01 atrial伺utter8nd atrial偽吋lIatioll.J Thuow: 
白 rdiUMSCSurg 1991 ; 101 : 402-405 

21 C田 JL，Canavan TE. Sch回 sslerRU. et al: The 

surgi<:al treatm刷 tof atrlal仙 ri1latio礼 11.ln 

".。関rativeelectrophy冨iologicmapping and 

descript畑 n01 tI理 electrophy念 ololl:icba創，，'
atrial f1uttcr and atrial fibrillatioo. J Thomc 
CaTdwvasc Su.-g 1991 ; 101 : 406-426 

3) CIIX JL， Schuessler R仏 U'Agos山noHJ， ct al 

Th，飢rgkaltre81ment of atrial fi耐1I8lillll.m 

M 山 ntof a definitiveωrgical向山

J ThIJIVC C担M初''lISCS;噌 1991: 101 : 569-58.1 

心CoxJl: The surgkal treatment of 81r;81 fibril 

lat!on.IV.Surg回 !lechniQue.J r，仰附C白 roio
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日。悶kaiy， Kawaguchi灯.，時 F，et al 
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'0<剛，.鶴ociatedwith mitral valve d田 ase.J 
Thomc Caro;OIl(J$C Surg 1994 : 108 】049-1055

6) Ehrman ]， Keteylan S. Fec:制 F，Rhoads K 

Levine TB and Sheparo R 臼吋lova副，，，
陀""'"俊Sof hearl trallsplalll陀口仰enl!;to grad. 

ed exercise tesling. J AJゆfPhysjIJ! 1992: T.I 
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7) Pei弱 CN，Cooper T 則lImanVL and Randal! 
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の心絡反応は不良でt 慣惟鯛には心鈎反応の回復度に

依存して望動耐容能の改善がみられた

術後早期の4必也反応が不良である原闘として手術手

伎による洞館節団除神経企にまたその閥復に陪問節位

への抑経胃分布が.も考えられた.その理由として衝

後 1.月の心拍反応が心惨植後脱者に近似しているこ

と例必よぴ外斜a晴象神経後の心鳳交感神経幻よぴ副交

慰神経の河分布は術後'-3カ局で生じるζe"が準

げられる しかしながら，症例により心拍反応の回復

E貨に盤があるごとについては。今後さらに検耐を要す

ると場えられる

8 文隙

]) Cox JL. Schu醐 erRB and Boineau JP: The 
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CK-M8と伺聞に高い網開院係を"副，.が.95 "11・制

限界t-.A-TnT tII，ctll t Ilヲた盆"が2例留められ

た この2例に.いてIt， TnT t CK-MD tの・加当償

金比般した・合，他の"..がCK-M8・銅司慣が優位

であるの"'唱し.T岡T噌組事がCK-MB珊随筆4陸上

回? TnT僧加の・，.が."量ると轡えられ，過....

.による心筋・・・が生じたと巻えられた

5 文献

!)D験 則 伺 PS.et.al: C.ardl・ef，・lilue・fterprokx竃

elCerel・e.Cim.1o品開 1蝿 7: 7‘ '"ル1213
2) Ca(Tぬ l，etal:Tra剛 entallera'附nin eardiae 

間耐剛健2・fter• sill-hour race. 04... J白，

JiDl 1醐 65:1411-1414

3l高木岡弘亙鎌符実衡しい心筋，...断倫・rrト

ロポユン TJの野舗鴎床術嘱 1991: 3tI : 11“ 
1171 
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ドック受診患者にお付る physicalfjtne田と

血圧，脂質，耐精能に関する検討

石岡浩之・山尚充・・中村ヲ....

' 目的
問問c:alac:tivilyや，h四 calfilne留と・脈硬化位

候.およびその危険因子との関速については過去に敏

多〈の研究がなされて.た・~i4で 11 Blai r ら" i.lI•術

者を".に. >νヲドミルにより績調宣した physic:al

filnl!:舗色金死闘‘ごついての'"勾~"帽 $IOOy'"行
い.1I .. 樹容儀が低い陪ど死亡."商〈訟り...に窓

動保模"と繍でその傾向が強いと報告した. 方.ィ

〆スリ>.母'"位とそれに伴う高<>スリン臨催.共必

の背.とした m山 iplerisk f阿 orsyndromeの観念

が近年Reavent'.Kaplan"らにより相次いで発表きれ

た“このイ ンス リン.. ，貫性， ，恥ysicalfit附潟健常鐸

に関週するため. fitr鎗舗 の"下がインスリ ~iUJi性
の出現主ぞれに停う賓インスリ r血症を介して動脈硬

化を鍵遺する"可僑位がある。しかし...に鎗常人にお

いて.イ y スリ ン也統色動順園様化亀易貧困子 そして

凶yskalfit憎舗の関舗を横討した研究"少ないそこ

で。今回a々は人捕ドック."..した 民健常な中高

."笹に必いて，温風耐容雌の壁"が，血圧目制代耐，

脂質代樹。インスリン.. 疏慢に及ぽす修.について検

fH， 1~ので厳命する

I ...・方量産
対象。1.~.・相麗センター{人間ドック)t-~.し

た..痘恨の揚後'"削平均51.3:t6.9・L年齢分布

~o--70 a) で...物摘..は受吋ていない者であった

会例区 12..心電図監健下でトνッドミルによる症

候限界雀多殿"選島崎荷総局..行ー、置勘継続可能勝

"をbっτ遍動耐容艇の僧聞とした そして，その平

均値を.，ヒに"・者i-poorJyωnditioned{P. C If) 

....犬家健司P・E・..
関 ~II!- '"酔萌!Jtt: ，， ' -

t守旧師酬宿聞闘訓

well c:ondit・m理d{W.C")の".に分"。閥解聞で血

圧，阜綱盆鹿嶋錫血で捌定した脂質，必よぴ".

OGTTの血繍インスリン組組から*めた血..，概!

イrスリン蘭績について比後検討を行った な必 今

圃の運動負荷脈織の主旨tiよぴ実施に当たヮて1100峨

.行い篠繊賓の了承を得た.'た.1Sg-(X;TTで舗尿

病援の者，選..負荷紙・aで.性を示した者"対a院に含

まれていなかった 温働負荷院政プロトコール憾表 1

の当桝で作成した中高働者mトνヲドミルプロトコー

ル{金 '"テー"で各ステージ'"分間}を用いた統

制円学的処J!l11.2瞬間平均舗の検定f'unpairωl検定

で行い.危険.，%来繍舎もって有'"をありとした

s・最

適齢可・臨時間の平均11911.5砂でこれはプロトコー

ルのステージ8終7に欄当し a砲事個略取量で吸わすと

約 3]mflmin/kgで必った その分布をヒストグラム

で示したのが図 1でるる ステージ 8tiよぴ9で終了

. .今舗網いたトレッドミルプロトヨール

. 申 S .... "". Meu 
山m/'" (%】

u 。 ... 
2 3. ， 3 "， 

3 "， 6 3. ， 

• 3. ， 9 ‘7 

s 3.2 " 
，. . 

6 • .0 12 6. ， 

? ‘a " ， .6 

' 5.6 " ••• ー 6・ " 10.9 
，。

'" 12 12. ~ 

"，凪ageU2分間}
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国 1 温'胴・則帽の分布

111 Z Pllroical ntn園・，.. パラメタ-(mun:l:SIl)

I'oorlr叩叫ilioned Well co叫 11101下回

N="" B " 8Ml(k車1m') ~ .，士2 且 ~.，士"
S8P(mmH耐 '"士M 1羽土"
Dl3I'(mm[lg) 白土H ~土.. 

TC(mgfdl) 割殖士" 2IJ .8主"

T百，.耳'"】 '"士l凶 1騎士"
HDL-C(IItlI!dl) "士置 51主"
TClIIDL ..5%1.2 ..，土由 9
BSaru(mg/dl. min) 却 .1土5，{>[X]0') 同 3士U(X]O')

"1・r固いU/mf.min) ..，士4引 xto>) u主2.0(X]0')・

'p<O・5
した者が多〈ステージ 10に遺した宥怯‘名で内 1名
が完定した !，t :1;，適齢可飽.. 悶と。年銅および BMI

の聞に有志伝欄IIIU:l1!められなかヲた

っeに w. Co， P. Coの岡..'"で.各省バラメ

タ .此厳倹射した・"院を袋2に示す.血反，脂質

についてほ胃....で統刷同伊有...を..めた項目隠なか

ったが，健じて P.C"に比し W.C "で好彦しい傾向

~..められたO(;TI、の血相誕織に有"差Uな< . 

方インスリン割償I:lP.C"で有窓に地加して釘り。

w. c 目撃に比ぺ高イ ンスリ ン状鍾になうていた

E まとめ ・勾.. 

1) - Jf.健省"旨ドヲタ"惨輔の凶'"ω1(倫理回に

ついて ー餓に ph，副ω 11・b理舗の僧細で~る.大酸

模個略取量1<.中高.轡でほo・ml/刷nlkg/)'e8Tの捌

合で低下する kされるa九対・例で陪遺働術審・，>年

・・の網に網開院な<.-lt中高.者の".. 耐容能1<日

常の身体訴動度など瑚境周子により修.される bのと

考えられた

z)危険凶子と ph)'8icalfilr田 ι危険因子はw.c 
mで鎗じて良好な傾向を示1-.これは働11..化役割長息

予防の上でph，.四Ifit問調向上の..色....ず

る.主た，その背'医図子&して高インスリン血症の関

与も考えられる

，)高インスリン血症と ph)'sical自，."喝 ー般にイ

ンス リy面積は肥湖10と相関する 今回の対."では

W. C I略。 P.CIfで BMIに有，，，.はな<."調目置とは

無関係に濁働耐容嶋の思い"は高インスリ ン伏鏑にあ

ヲた これ陪ー見健需な中高働者においても ph，配:al

t往時舗の低下腿イ ンスリン感受性の低下を伸，こ k

を示唆するらのであり.ph問 自1fitne舗の低下t動脈

硬化性候風の発生の調達...える上で興味糠い

S 文献。BlairSN， et.1町四calfit時 筒 andall-c副陸d

morlillit)'. jAMA 1989 : 2Q : 2J95-2'01 

2) Reave宮、 GM:Role of lnsu1in resistance in 

hlJtnan disea風 Diab<陶 1甥8:S7:1595-1伺7



3)，・，1.・， NM; The deadJy quartet-岬隊， .凶y

。岡山l吋 ston!Jemce，hypertrlglycer 

，_，・.nd hYl'l"刊明噌併も A~，品 Jn/ MN  I姐9:

14':]51・1520

ωDe Fro刷， RA 民・1:11'11刈mn掛川ance.A 

m山 jf;・".叩世相"'喫脚帽bi<1M問。DM，

む・vω" 割UPPL.S (lI裕告J ， 
"'"凶Iy.hyprrli!f晦叫.y創i例血miaand ・<I，，，~

ε附"Oticca岨 Qvascular術館.肱 D胞.. 胞白"

1991 : ，，: 173-)例

5) JafT制tRJ:bin規Jlinother(判genic?L抱卵lolotifia

19ω; 31: 71-75 
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