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受動的立位負荷時の心拍変動解析を聞いた，

結尿病患者における心臓自樟神経機能異常の検出

京剛金縛経脂容との比鮫

谷川隆久・ 安節治彦" 同国洋右・ 構図見区"予・ 中'"騰秀・. æ中良.~.

! "じめに

..尿街による 3大合併鑑(神医.. 笹網膜陣嘗腎盛}

の'Pで伸飽鱒W隠生命予後に多大な・..を及lますと考

えられている特にも。‘自律神綾陣省I;l.t!:!るくらみー

舷鑑失縛発作の.. 凶となり.QOLを繍主うのみ.ら

ずむ隊突錦死との凋遣も注目されている附 ー方 "

尿病患者には漕在位。..自覚性の白保抑後隊容を有す

る省が多敏ザ声をしていると権測されるが。続尿病性*

m自律神経陣省の健"と心臓色白倫神経隊轡の般aと

の純醐性関連についての検射の報告陪極めて少佐い

したがって。'拠出綱息者に剖ずる心4腹自僚側削除轡を

早期に宛見し 盤密度や突然死のリスタ金野価するこ

と隠幽w謝Jに組めて窓畿深いと考えられる 本研究の

目的...繍以銅息物に head-uptilt猷験.行い'"白

変動解釈により心嶋白徳神経根鰭倉野偏して末柄神経

隙轡との関連伎について検射することでるる

a対・および方塗

対象は 2型組尿病継者 23名"よぴ鎗常者コント o

ル鮮例5名{平幼年働"企，，.列性n 女性2

名}である繍尿病息轡の内I 神俊学的理学的所見なら

びに神経伝途透度検査(NCS; Ner¥"l' wndUCtiQn 

Study)を用いて.いずれも正徐伝患者を Group1 (未

納働経隊容なし勝平地年鵬5>土611.男性6名 女

性2名)， IW動免触".温術1t.深僚健反射等の神経

学的理学的所見に拠常を寵めるが NCSIJ:JE微な患者

t-Group 2 (未納州後陣曹笹佐野平幼年前"土"

蔵，卵性7名。女性 1名)， NCS のA"Jit~R!1Oる息者.

G，ω，3<家愉神経隙省銀症群平'"年・'62玄..娘。

砲開制大時1内岬

" 岡 爾 2内約学
{字削臨， .九州八幡同開b 丘H)

別性"色。女俊2名}の'"に分領した(茨" それぞ

れの患者併に必いて.安僻臥床..分後と hcad-ul>tilt 

臥厳にお妙る"創刊 tilt(ll(l!r，2()分}をホルターむ

電函崎隆積下で行った ホルタ "，.阻より，安静臥床

時と head叩 tilt時のむ鎗変動をパワースペタ トル解

併した 0.05Hz-O.15 Hzの低瑚滋敏衡厳(LF)と

0.1511z-1.0Hzの商刷波紋領場(HF)t-求め。HFt-
町安懸神経柄動のffiS，LF/HFを交感神経話勧の抱

視とした また， ti11 負荷降..自動血匡肘を磁精し，血

圧変動を 1分館に測定した

S鎗集

制尿病息物"3MntI(Grou!)S卜31では"..コント

ロ ル， BMIには有意釜を認め.かったが宋術樽経繍

省が鼠症な暢稽術創闘が鎌〈 合併症も多かった〈捜

1). Ti1t 負荷後，忽立候低血圧を"した患者が4名い

たが全て未納伸緩陣省民飯野(Group3)であった

安僻臥床時の HF値で'"図" 繍尿病各昨とも健常

者コントロ ."より低観であり.そのI'.!!r1;1.宋倫神

経蛾容のR佐野でより廟初であった また 健常剥コ

ントロ ル"で...受動的皇位負荷5分後には HF舗

は:U:<<に抑制され伺負荷中において低健が持陵してい

たが。 .. 尿桐患者鮮では臥版"と受動的立位負荷中に

必いて，いずれも低値の車まで変動は殆ど生かった

ヨ野勝臥床喝の LF/HF比健常者コントロール鮮と繍

"州各鮮とUif.lolR!め密かったが，立位負荷..分後の

健術者コントロールa撃でほ LFIHFltの綱加が..めら

れ。その後漸減した{図 2).-方。繍尿病患者群では

米相側艦隊嘗のない G，ω"，で"コントロ ル鮮と

同線に立位負荷5分後に1;1.LF/HF比の網目加が"めら

れたものの，他の2群(Gr，ω，2結よぴGroup3)では

立位負荷直後の LFIHF比の綱加t主総められず。立位

中の変動もほとんど伝〈経過した(図2)
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として周いたが.Ankerら泊のように..一定期間中

の体蹟減少盆例において同僚の節調院が梅ら仇るかは不

明でるる 今後1;t.1i;:例般のさら徹る書"と経過中の体

.変動の眼際金野砲に行うぺ曾でるると轡えられた

5繍.

νプチン11CHF l!者の体2・減少に関遣し，筋力.

よぴ....耐啓雄低下俊序に虫夏佐役柄.集たしている

ことが示・された
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慢性心不全患者にお砂る

血中エン ドセ リンーI濃度の検討

衣川徹・ 荻野和秀・ 尾崎it-. 加藤雄彦・

富会陽子・ 芥 川 修・ 久留一郎 ・ 重政千枚

Endothelin-] (hi -1)は，強い血管収鎗作用を有する

内皮由来のペプチドでむ不全患者で陪血中狼度のよ

9革命."められる，>-，，_ET-]はまた.，心不全患者の予後

規定図子であることが報告されている州連動負荷

".各省神経体液性図子を賦活化させるが，血中 ET-

..，.に関しても鰻つかの健告がなされている しか

し倹肘鮪男医院 放してS切らず運動負荷M心不金患者

健常者の血中 ET-li1n置を変化きせない，とする検

制作・1がるるー方。随常者ほ滑加を虫ずるが心不全患

者ではその柵加が欠知している・hさらに心不全息宥，

健常者kもに翠働時 ET-l湿度は有窓に上昇するとの

報告i・.，見られる

本研究でほ.1)慢性心不全笹川針にお付る運動耐の血

中 ET- ] 横度の反~ 2) ET-lと運動舵 神緩体様性

園子の関理性，につき検針金行った

s 対象と方途

対象は慢性心不全患者lω例男性..例，女性"

例.平均年齢60贈!.NYHAd簡易 138例.cla騎 1145 

例。'"鎚 11117例であった 麓礎疾患は.n製心筋

症5<)例，信曜日性心筋便準21例。弁膜症"例。高血E
性心磁病3例，その他3例で.平勾の左箪駆幽事は"

%であった む不全袷齢被は継服役与したま虫検射を

行、また 21例の健常容を対熊野とした

3的分聞の安併臥床後。肘飾脈留置針より採血し.ET 

-1. norepine叩hrine.ANP. BNP温度を曹定した毎

分 10-:初 wattsで揃槽する ramp負荷を諸行し..大

運動車後にも神経4客様性因子の湖定を行った 盛候限

界性心勝越動負荷訟験陪，ミナト社製呼気ガス分析器

-鳥取大相隼醐掴術館内側

帥州大柑酔3医研究隣醐融制，

t守醐酬軒市i!:1l136-1) 

(Z8() E Aeromonitor)にて行い9 ・"性代繍闘値

(AT). peak VO，. VE/VCO， slopeを求めた

s結集

心不全患者i'.NYHA functional cal舗で分銅し

''''凶子.. "に示す男女差。年齢.body mass 
indexに有志窪を留めず。心不全患者にS省いて，良市内

径. ，二1胸算比の位大と左宣駆出率の低下を鹿めた 鍍

気佳代劇闘M.peak VO， li.心不全が2血症併に信るに

従い有"に低下し VElVCO，slope 1;1.. J眠症度毎に高

値を昼した Norepineprhineは。NYHAclass 111の心

不全患者にて有窓に高<.ANP. BNP iI!tはより位盆

勝に.いても有窓に高値とな勺た

悶 I左に9信仰時の血省官ET-liI院を示した NYHA

c!ass 11 Hよぴ".哨川のむ不全息者において ET-l 

橡度の有望置の土"が"められた 閤 l省に運動による

ET-]の変化."ωを示した運動負荷は鱒常者，心不

全単省の倒れの"においても。ET-l温度を変化させ

なかヲた

図2に to剛名のむ不全患者について 安防喝~ET-l 

制限度k呼気ガス銅欄との相関告示す.安併時の ET-I

1;1.， peak VO，と粗な辺倒関〈図 2t;:J i'， :tた VEI

VCO， slopeと組信正相関{図2省}を示した また安

飾時hi-ll険度は.0"陀'"昭phrine.ANP. 8NP!: 
ET-lilllの聞に有奮の正欄測がS認められた{データ

陪示していない}

s勾鯵

心不全a愚者の血中 ET-I温度につき倹肘し 以下の

結集を樽た

1) NYHAc!a鏑 日一111の能候性む不全血者では。安

静時 ET-]illlの上昇が認められた

21運動負荷により ET-]漫度には有窓の変化が毘
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寝， <不u者約よぴ値術者の瞳床背..還酎醐Sヲ .t V~1産体温性周予

..需省 心不全

(n=27) 
N {Yn HA I 

=38) 
N〈YnHA}11 

=45 
N{YnIIA } Hl 

=17 

年同(年} 57.5土10.6 ~，土 11.3 59.1:1:12.1 ".7土岨6

郷/女 WI7 抱" 総17 1011 

IIMI(kg/m') 21. 7土... 24. I主'" n.'土'" 23.5土..， 

Echo data 

J.VIJd(mm) ..土5 "士n・ "土"・ 同士"・
J.VD!i(mm) "土4 ..宜n・ "土"・ 副主n・

J.VEF(%) 曲 2土7.' 31. t士7.6' ~..土'.9・ J)ι土9.9・

心腕朝比{掲) 46.2土..， ".9士...・ ".7士5宮・ 位 6士7.5'碍

心師通勤負荷院副

ATlml!m;n!kg) 16.2土... 12.1士2.l' 10.9土U ' 8.6:1:1.6鶴

J>eak Vo.(ml/min/kg) U.9土7.， W..宜..，・ 18.2主4.2"# 11.9土2.6'栂

VE!VCO，剖"~ 27.4土" 却 2土5.7' 32.9:1:4.5'事 45.0土7.9'蜘

開催悼植性闘子

NE(開1m/) 2・7土ω ".土'" ".主'" 白骨士制・

ANI'(開1m/} 国土n "土J)・ "主"・s ，~主回'栴

IINP(開!m/) "主" '"士'" ".土'"叩 437:1:311'1$ 

平均雌土楓軍師畳"'p<O.05vl ConlTols.. '1><骨0;帽 NYIIA1. $p<O.05v. NYHA 11 

11M! : b<泊，m.由 ;ndex.NYIIA: New York Hear'¥ A園 OCl8tl0凧 lVDd:)eft vcmrkular 

刷、d-dia曲。licd川市¥5;on.L¥'D5: left ventrkul町町姐 -sy.且 01;，d;n四n割on.LVEF: lef¥ 

ventn印 lareiection Iraction， AT: anaerobic thn国101d.VO， : oxyg四 uptake，NE : no時

，，~耐1… a山 natr;山開idc. BNI': brain剛山阿世

められなかヲた

3)安僻時ET-I温度の上昇".週動耐務艇低下t運

動時畿銀応答の完進神経体散性図乎の冗迦と関連し

た

症候性心不全血宥において血中区T-'・度の上昇が

認められたが，これはこれまでの綴包括と一致する咽附

心不全患者の安静時ET-'上#の機序については必ず

しも明らかでSまないが。心内庄の上界による血管の伸

展，カテコラミ J，アンジ.テンシ;，-11などの神経体

厳因子刺a院がET-'の車賃金に関与すると考えられてい

る'"心不全にm，る上持した ET-lの'"生刷所とし

ては腕の血管床が盆要であり山。さ らに心不全にお"

るET-'温度のよ鼻と飾血管怒銃の関連が報告されて

いる鈴 本研究でほ，ET-I・aと運動防の ¥'E/VCO，

slOI>e OJIIllに省怠のE相闘が臨められた。齢血管狙底抗

の先進が..'"血流不均衡をWI~'tることを考えると .

ET-I温度の上昇は，肺血管鑑銃密上昇させ運動耐の

換気応答の柵惑に関与しているかも銅lれ.い また

ET-l iR~置と畳高僧業銀取""負側聞を示したが ET

-11:1，適切J時の来怖の血管盆揮を制限することで。運

働耐容能低下に関与するとむ考えられる .近の

McEnIeryら..，による，エ〆ドセリ〆受容体鈎飢灘

BQ-123b 高血圧患者の運動時血管a忠誠反応を改善'

したとする線告は ET-Iが越動規事の骨格筋血機削節

と溜鵬能に寄与している可能性を示唆するものとして

輿鎌深い

本研究では，運動に対する反応む検討したカドら・し人

運動1:1ET-]横度に有窓の変化>&ぽさ盆かった こ

れ，での償肘には，本研究の結集とー放するもの"_0)

と，拠なるもの・川合唱署められる これらの相避には，

運動負荷プロトコールの差異 血磁サンプルの縁取タ

イミ y グ， 1o"T-1のアヲセイ刀法の筆興が関与してい

るものと考えられた

s鎗箇

優位心不全盛省にお砂る 安傍時1o"T-I.1II:は。 症

候性心不全にてm加が認められ，運動でほ変化~ず，

運動能倹気効率樽経体液位凶予と凋遣した
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C剖噛甲陣
剖 F

国 E左 心 不全庖者針w健常者に釘"る安静崎釧doth.1in-1( ET- Il ~阻
NYHA cla.. II-JIl心不全血者に幻いて安鯵崎の ET-¥iI!Iの上昇.mめ

た

右事働ニよる""，.度の度化度
.大連蜘心 不 全 腕 酬 省 の 脚 貯ー1温度を帽に変化さ叫h

た

平崎飢土割前準製m..p <(1.('5 vs Comrols.句<0.0施 vsNYIIA!.$p<O.05 
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• 
¥ 

1 2 3 4 5 ・
e"，α..削除1<pwm~ 

7 

寝
室
@
災
vo
ミ
ω
、，

， ， . 
e"，凶t1e1In-1(pWmり

図 2 ~:ndoth . lln - J(I:.'T-!)"a置と・・・耐震得.. ，左図， .よ t1 VE/VCO， ・，.~
{右箇)の相関

心不全血特に""τ.1:.，-1・trl:.~ak ¥'0. Jiよぴ vl>/v.む0，slopeと有
.の棚凶した
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chronic heart failure. J Am ColI Ca .. du，t 
l鱒4:23:1421】，<3

13) McEniery C机 etal : Endoo問。usendolhe1in-1 

limil$ exerc鎗 inducedvasωila同nin hyper 

tensive humans. Hyperl.mswn 2002 : 40 : 2<12 

'" 
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VE-VC02 slopeが高値なほど Bi-Ventricular pacingによる

心拍出量増加効果は大きい

.，途仁・ 平辻知也・ 高野弘..・ 新保備制・ gjlA¥健太".

宮崎晶久・ 伊藤準子. ..谷英樹 河口腹・ 関亮太郎・

上附希彦・ 倒的健司・ 磁部直樹・ 多岡郡市・ 外山以ニ・

内藤選人'!i!崎洋・大，"茂・ 谷口興ー・

近年.I眠症心不全に cardiac r四，yrぽhron印刷'"

therapy(CRT)が行われるようになり良好信む働能改

欝効果が報告されている2刷。 coミT"心室中目同と左ι
箆白幽髭の'"限hronω""四mcntを改轡させて心

伺IHlIを槽加させる紛術提であるが運動耐容能b改

ーさせるとされている.しかし，般近法目されている

パラメータである YE-Yoo，slo院に及ぽす膨・につ

いての倹"は伝〈。また CRT泊桜前の¥lE-VCO，

slooeの依と抱.幼集についての検，..ない枝々は

YE-YCU， slopeが CRT後のv納:JlJ量榊加a予淘凶

子に伝りうるか否かについて検討した

5 方途

対象は~磁掴む筋鑑組i者 6人{平陶11'.防 63土 11 .， 
EF2?S士11.6%僧 剛弁逆司程度 2.2企1.3度}通常法

により左前例絡に DDDMベスメ カ .概え込

み心室リード周ポートに Yコネタターを議事，む蛍

リ ドを右童心話国訓iと窓静脈調後01'変則に 2本に分

敏したペーシングそ ド11DDDR平鈎べシング

レート 68.3土4，IIWl¥1.DJ室時間 122.0土17.9m総 C

とした

CRT 範行約2週間後に抑剛Z習を。，nJJよぴ。Hの

状態にして心腕運動負荷S実験(CPET)金行い VEー

ψCO， 510pe t-測定するとともに安僻時に色調降希釈践

にて心細幽盆を湖定したぺーシング。nと，ffの順調S
"ラ y グムとし.CrETを呼吸佳代償開始点にて中止

して"分削凶隔をおいて連続して纏行しf

α屯Tには¥0ワヲトランプ負荷プロトコールを附

い 自転車エルゴメータにて行った ミナト社m"，"

ガス分斬ZlAE280Sを周い吃 breath-by-b陀，，"に

問団即ンター
('1' 311剛剛刊開山

呼気ガスをサンプリ yグして.."した ATは V-

slope訟にて求め。 ψE-¥loo，slopeは般小三景訟にて

網開関係各求め，傾容を YE-VCO，slopeとした

5鎗黒

図'^に示すごと〈臼j-Vcntricular paCIng (Bi-V) 

d時に比して。m時には心伯尚録が省窓句<0.05)に

増加した(2.93凶3.4必L/m川また，図に陪示してい

ないが。 strokevolume (， m-vがOnq;時に"，干の

時に比して有窓(p<O.05)に糟加した

VE-Vco. slope (， 0何時3凶 8，on時 32.8とCRT

によって有窟(p<0.05)に改暢した(図】 BI

関2に VEψα)，slopeとQRS“および安飾時の

心摘出盤との射i関告示した ¥lE-{loo， S 。関 "Q民S

鯛と互の側関を示し，心銅山盤とは"の縄問.示した

このことより VE-VCO，slopeはQRS帽であらわさ

れる a問問hronyの魁度や心慨鰭と関連がある術様で

あることが示された

悶3に Hi-Voff時の VE-YO仇針。訓eと心的自援

の，..事との相関関係を示した む伯尚般の別加撤

(%)は{町一V(+)時のむ給自11:)x 1ω/(也i-Y(-)時

のむ伯尚.tJで計算した 心拍幽録制加率との恥~11

r"'O.656の良好盆相関が寵めらIL，CRT施行前の VE

VαO. ，ぬ""が高値.，まど心拍出掛祉の改替の度合い

が大宮いことが示された

s考積

今臨我々は CR1'の効身障予測に必ける¥lE-Vco.
slo~ の省川住e初めて示した

YE-Yι:0， ~lope 11tQSi(血涜不均衝分和制 と化学g変
容体穆受性"とが大曾な組定i羽子である 心不全患者

にお"る健気，，~不均衡分布陪，労作時低換気による

ものより b 主にむ畿能低下および血管内皮細胞償惟
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ま

-a
a
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60 " .. 30 ε。
'VE->ytro，凶句"・

VF，-VCQ， elopeとCRT1: t-f>心愉幽量調.
過.，曲..t，o)との相関剛健

園 g

VE-Vco， SI句理IiiIS)'I'芭h附.，迎行度合い.示喰し

ていると轡えられる CRTの仰IsIlWI:as)'舵，，，.，，

の"..でめることから.箇》守、chronyの駆使'"の網

開m・~.有する VE-VCO. 副句xが商儲信"ど CI隠T

が効製的であヲたものと恩われる

ところでCRTの効期限予測闘子として 3synchrOny

低下."凶ずる血機綱初不全によるものでめる す信

.，遍働中のむ知幽震が槽加不良だと VE-VCO.

錫句x"高値を示す

今聞の倹射で.図 2'より.v";-Vco目剖ope11 QRS 
脳と伺附.することが示された.QRS舗が広いというと

とIJ;.asy応hronyが週行しているζ..示しており。



の段四置を見るだけならばQRS舗や tiSS¥迎 。oppler
舵 ho回 rdiographyによる pltasediffer理問:e"の検射

でも可能である しかし， VE-VCO， slope 1;1.，心不全

の量雄，.の術舗である“ H もに予後を予測する倍卿

でもある'州ため問時にこれらを評価できる VE-

vco. slopeを測定ずる窓味は大宰いものと考えられ

る

今幽の検討は CRT施行後に 町一Vを'"と 0'にし

て行ゥた倹"である CRT練入を考慮するのU日本で

は朱だ非代償捌から脱却でき信い心不全盛例であるこ

とが多(.運動負荷猷験を行、い得ない時期である し

たがヮて いかに VE-VCO，針。"が ATレペル〈ら

いまで運動を行えば求められる簡便で正確な術栂であ

る'"いえ.このような症例でCRT諸行前に VE

ψCO. slope f"測定するのは闘・であるかもしれ信

いしかし，米時間ではすでに NYHAIII!Iからの改替を

目指す場合掌ど，やや医健例にも CRTの適応はa広大
している.医術賓の無肢をな〈すためにも。そのよ う

な症例でこそ本訟が幼黒川Jでおるか否かを事前に判定

する必要がある VE-VCO. slope 1.1そのような症例

では十分測定可能なパラメ タである また.YE 

VCo，山~"安静時の VE/V∞a どもよ〈相関する
ので このパラメ日夕を用いればぺッドサイドでも

CRTの効果判定は可鑑であると考えられ。，.症例にも

適応可能であると場えられる。

S結・

以よ，聞 Vt-offにした"の VE-VCo.slopeが高

値なほどCRTによる心拍，，-改鶴反応M犬舎かヲ

た CRT施行前に VE-VCO， slopeを測定できれば

CRT 0)効架を予剖できる可能性がある
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低左心犠能患者に対する Ca円 edilol投与後の

運動時換気応害の変化

民，""俊・ 武闘."定・・

三..彦・ 浅野竃太・

山内正熔・

櫛村純・

大拘隆美ニ・

往古微後・

続臼反省也・

細回旋ー・

'宵'医
低左心・R・E・B者に討するc.~噌dilol のさ足室根艇や

予後に対する効果" 出褐年の Packerら"が・"ーし

た1.09・例での険制で藍明き払その後も多〈の町制限

データが緩告されているその・~として Gi lbert ら"

1~.Carvω01 1:1;従来の，，，断織にない .1I断作用，

g静.持っているばかりで怯信"，受容体に対する仰

mゃ心愛媛陣慢話怯告側糊する力が他の灘網と拠伝る

ためと場践している ー・3町，選働耐容能についての報

告では 改脅するという鰍告や変化会なかったという

報告盆ど微々であるが.G凶 zzI"や[)j')らUTや温

動中の働集.. 曹に，，~化".かったと傭告している

その原因として民年の心不全に伴う肺慢鍵そのものの

異曾が取り@れ.いζ ともー闘である t宅街してい

るCarvedilolの雌康鋤難民ついてU非常に多〈の.. 

gーがあるが。週働.の検気応膏についてのW@;I.t少信

い慢性む不全血宥へのc.附傑訓，"・入前慢に.. げる

週殿"の検M....について検討した

， ，時aおよび方言a
対象1;1:c.刊 'edi1olの場入前後でむ腕運動負術以献

が可艇であった低左心鍋嶋患管制例，剣31例，女3
例。隼島57.U:IO.lilで.疾患の内訳はa血性心疾息

9例鉱蛋型心筋盛.ピ....血佳のものが25例であヲ

た Carv吋ilolの場入U2.5n程より開始し.. 容笹，

.かのた俊樹帽し 鰻大初町司"で湖町a止した
C.内村ilolの場入院後(.2.8企羽 a日}に姐球同時鬼，

ゐ鳳細膏披倹輩。血.BNP浪度。症候限界陸<嚇，.1胸

.，・f)l1$iAUIlf.'"刷会問問問剛内側
{字削 醐 醐 胸間代々木 1-5")
測Jô(J，;~医学.附欄.内 れ

内'"醐帥融 事脚 鱒 1-3-])

白剤鉱・H'直行した

， ...民
銅像のCarvedilolj殴与"は 16.0:i:5.2mAでb?

た Carvedilolの司ス前後での NYIIA分11.よぴ趨

床検到底値の変化をftlに示す.in. UNPatr左室抵

鶴来捌使，左箪収縮末期径，左樽川区IU分離"いずれも

引窓に改脅した Cmωilolの鳴入前後での録"時お

よび趨勤時の心m.民俗，mlの変化1;1:.~ l1fi 8HZ. 6玄
14.5から鈎 4:1:16.6，AT時 Ual7.6から錫 7玄

19.3. .大遁勤時 133.2土26.2から m.6ま26.5とい

ずれむ"fiaに減少した(p<O.OI).llI!調.m取AU:，AT 

.. tll.U:2.0から IU企'.1と111:f，旨<..大週動的

14.4ま3・から 15.2企3.5{p<・0"と健度の改鶴，

".た これ，.."別に償問すると.虚血性心.."で

はc.同edilolの場入前後で遭胸の各時制で峻様録取

"に変化"なし非虚血醇でのみ関akVo.κ遣を，膨

めた{国 11 呼吸食代償開始点での呼気終*二両院化炭

縦横度(%)1:. Carvedilolの場入前自民で5.04%0.76

から 5.51全。 “と噌加傾向(p<O凶)で.削nVEI 
vαO.(ml!ml)は 39.7全7.0から 34.9::4.7と有愈な

減少舎飽めた(，・0.02) 図2I.:Ca円edilolの虜入前

後1.:lH1 d ETCO，の変化..!::min VElVCQ，の変化

"の相関金示す T'"-0民話，衝@て良'子.逆相関金

留め【，<0似剛】.運動防の.."鋤車の故..，週働ゅ

の心拍脳虚の繕却に.....園緑があることが示喰され

た.た.ETCO.の変化量1:Carvedilolの薦入前後で

のを盆思幽分衝の変化剤"と ，."'0.624.!::有..，.網開

e・e・0た(p<O.OS)

S 考司院
本研究で"低左心慢能息者に対するc.円edi10l役

与削後での運動時像気応答について検制した 白 r
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事提 1 隆成績"値の俊化

縄入前 導入後 P "31世

NYHA l.7 :!: o. ~ ...主，.， <0.05 

BNP(r噌'" "自ι士4帥 .3 26M士E槌 7 〈骨."

LVDd{mm) 61.4宜" 臼 7士'.3 〈骨 "

LVo..(mm) 59.6主，.. 日 1主..， <0.01 

EF<%) 23.9:t8.3 却 5土u <0.01 

ischcmic 

8

6

4

2

0

 間 t AT μ'" 

図 1 VO./kr 

non-也chemic

陀 SI AT peak 

口 調軍人前 田 場入後

.・

。

附

" . ，・

• • 

..I O .lII..l 12..1 

.dETC02 
y・1岬$酬 吋 蜘同醐1

国 2 Corr由 tion….4RC.:1'00. and 
min VE/VCO， 

vedilol役与によ').NYliA ~r:飢血!I! BNP機度l 心

エコ 抱a・"ど。臨床所見はいずれも省愈に改ーした

が ATVO.には改替がみられず，peak VO. libJ:!置

の改著書に締まったまた，選働時の娩気効率を示す rnm

VElVCo. li有意に減少しω その変化."運動中の心

納w.の柵加分を反映する RCF.:TCu，の変化盆と布

愈に逆相関した。以よより c.抑制ilol彼らにより"，.

能は明らかに改脅し，運動中の心鈎幽鎌の綱加から運

動向，..気効率が改'ーすることにより 自覚症状の改替が

御られ。最大運動能力が矯加したことが考えられる
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ホ率低にa事砂る_.，ントロール虜

_.ヨンbロール"における水平&..

図 1 慣れ院鎗中の "'値禽動

む擁自律神経陣嘗."価および.tiElI分銅として

従業から Ewing首長刷が1引いられているが.本法で肱複

散の倹査を鈍行し"<てrHcらず簡便で肱生い む術

変動解析陪心縁自修神値観能の評価法として広〈臨床

応用され，スペタトル解析により変緩神経活動と劃愛

媛樽綬絹動.定録的に僻舗できる有"な検資法であ

る別従来から繍尿病色白悌怖昆~~・書風物では副交感

神経視能勝啓が交患神経複眼腺曹に先行すると彼測さ

れる 方 Ueharaらの心狛変動解析と"'[一M'BG心

筋シンチグラフィの倹射において。副交辱神経陣曹と

交感州経陣曹はほぼ同時に巡行する可能性を指摘する

..ーもある 更に。副院曙伸佳様艦隊省は綱初筋から

白oup3: "1'<0.01 

幽明し。徐々に懇化してい〈のに対し，交感樽‘車線能

障瞥は病初期には徐々に発症し敏地化~ずi 後剣で加

適すると場策している刷 本研究に幻いて明らかとな

ったζ と...倒尿病息者に"いて.>1副交感神経活動

は暢尿病往来精神鏡陣轡のない息翁併でもすでに低下

していたこと。引受動的立位負荷によるヨ芝居伸緩の

反応性向ム*柄御縦陣曹の盆い2揮では保たれていたも

のの来相樽艦隊省佐佐野ではすでに低下していたこ

と，また.3>宋繍神経陣曹をEめ信い繍尿病勉者E揮で
も 健常者コントロール静に比綬し受動的♀位負荷

時の受慰神綬活動の反応性が鍵なヲていた こ と.~が

判門関した しかしー方で..官尿病患者の痢初期に..変

調8神経活動充過があるとの傭告"も4注されている

本研究に必いては宋倫樽経樽曹の"い相阪病忠者僻



20 .¥)1臨 VoI.35 SUPPl.2 (2003) 

しかし信がら運動能力の臼聖書M僅かでhり.AT の~

鱒""められなかった涼研究に"ける Carvcdilol揚

入"の身体様岡崎!rI.lt.'に条件.定め者旨かったが 場入

時にu.p.il眠婦の陰性変力作mによる心不全毒化. 

. "..ため区.居眠宥に4島'匹以上の安"を強いる傾向が

あるこ&が考えられる.これによる""'"凶山骨喝の

修・が週働続力"よぴ."動"の倹.".舗に彰標した可

能伎が高い。後麗ら仰は優位心不全也轡へのβ温断援

を喝入"に。遺動If!!U同時に行う"と行bをい"に

分"て検討しているが運働篠綾併m..でほ有Sに

ATや-"選動能力が波ーしてお9これ..付砂る，

本研究では遠隔制でのむ複能および..動能力の鎗移を

みる必要がおる

'文獄。PackerM. Bristow M. et副Theeff.民， .， 

，，~酬。1 on morb刷 y and 叩 ality in 

'"剛旬刷Ihchronk 除 artfailure. N EIIIlI J 
Mtd 1鋭訓S:3:UUll : 1349一山路

2) Gilbert F:， Abraham W， et al: c側、paral，ve

同 modynam陀 Idtventricular func山 al，and 

川町ceffectt of chronic…刷出

別 刷oprolol 時 rsuscarved品。1in the faili噌

恥an.Cimtl4tioo 1鋭褐 倒(11): 2817噴出

3) Guuli M， A酔録制 iP，Clal:Puπ剛町， "ほ
tion， c・rdiacfunction， and exerci鍵 αpacityin 

a foll脚 upof凶 剛旭 川 hω略国間f<，rr

failure lreated wi山 cal"\~剖101. A... Htorl J 
m湘 138(3pt !)・ω・67

4) Di LA， Sabbadini G， ct al : 1訓唱 ，~.仔民旬。f

carvedilωin idiopathic dilated cardiomyopathy 

with persistent ldt venlricular dylfunction 

d飽がlechrc同 krr槍toprololτ、lelIeart-M回...
防官・.5<凶yGroop. J A.... α，ff白"''''
E笥19:33(7) : 1926-193・

5)後:Ml町ー。財悶滋a陪か 低左，.'"傭網島曹に対

ずるiI動fIf法 心筋使務後と鑑夜Z巴心筋国産との比

・'-(，・1999: 3H$uppl 2) : 54-38 
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左室犠能不全例におりる運動耐容能と圧反射経路の検討

味付 純・ 楊洩文雄・ 削除山令嗣・ 河村晃弘・

岩錆"佳 杉漏智則1・ 制緩.. ニ・

自微細""院の典明，，，遺風潮容範低下のー樹子でるる

』ヒ考えられているが その鮮細は明らかで従い左"

.，雌不全例では犀受容体反射峰峰が低下しており，こ

の低下回復愈砲健不全例に""る自律伸経系の鋤，.に

関与していると維告きれている"本研究で11.&>>:・
a眠不全例にJ.!l1{，遍働樹容能と動脈圧反射系の関与に

つ"て般討した。

".・および方，.

対.I.i..~旨合併症を有 IH旨い左箪8廃絶不全例 17

例{平均等・ 58:t10.. JII性..18性心筋梗鹿島区17例}

でめ る"銀全例に心眼組音盤倹査にお"る

Modi6ed 5ym関栂n践により心取締能の街，1>して進

室駆幽*U.VEF)の測定色 ミナ ト社製 AE28・呼気

ガス分析.金制いて...依エルゴメ タによる KAMP

負荷区て陸棚磁界伎の<附週日肋負荷鉱...・‘行し遍鵬

耐g飽の銅梅&して.大厳司障刷費量止(PeakVO，lの劃

定告行ラた 安僻時む姶倣に対する運動負荷時の・火

心鈎.. の柵加準~ t.IIR 1:して静鏑し式 ま た "ニ

レフリン(Ph)!Jよぴニトロプルシド (NI')法による働

腺庄受容体反射織鰭の測定金以下のように行った 車

ず仰臥位にて安o"の血圧，心僧敵微小電磁器によ

る下腹筋受絹柿包括動(MSNA)金約"分適量産的に配

‘ーした後 t、および NI' 岡修法法にて動IliEil'l写

体反射楓縫.測定した安即時 MSNA1;1:， tr.M'ft，.縫
にa・小電磁.掃入し.話勤電位4陸連線的に'"通ずる ζ

色に.，tl)，¥分間岡勘ぽ.，院で野信した受信仰鍾活動

の変化事"安o"の 3分間の司".活動電位Am凶

聞a匪岡大..，内"

内 田蜘守川.岡町¥0凶

".Ml!ln大e・.・t.雌.闘車

t守抽醐刷 醐.刷、竃》

"...のtlfll..:討する動厳正受容体反・3・健闘定的の

内 およびNP"，民司直後より 1分間の輔副.電位Ampl・

"刈巳の健相の比般による変化$ωMSNA)として野

偏した

! ." 
傘"微にJJ!1る心..脅滋検車による LVEFは'"

~51 :t 8 % ， ~駆動耐容能の銅憾である平幼 E也'lIk ¥'0， 

1:1; 1 8 . 8企 I.~ ml/rnin/kllであった "訟による動繰

応受 啓体峰受性(ßRS) は平幼 7.7土 1 .9 ms~1

mmHg. 'Ii働時 MSNA1<1:平均32:1:8 bul'lit$/mi凶であ

ヲt，
1. lVEF l: BR5. dMSNAとの網鎌

BRS， l'h J;iよぴNPI・注"の t.MSNAU.いずれも

lVEFと街..関係を箆め主主かった

2. aHR l: BRSんd.MSNAとの欄係

BR5.1司h必よぴ NP静往時のtr.MANA1;1:いずれも

t.HRと有患な関係を"め伝かヮた。

3. UHSとt.MSNA1:.の関係{図。

I~ 飾詮時の.ð.MSNA は IIRS 1:仇の 何1間関 係

{r--O.l1， p<O.OIl~， NP働法的の企MSNAfj 

sRS l: iEの樹関'"'保(.=0刷。p<O.OLll'示した

‘ Peak VO，とBRS.6MSNAとの問自民{園2l

邸宅SIi Peak VO. 1:: 1Eの網開欄係Cr-O.ss.p< 

O.05)i-. l'hlt注略の 企MSNAl.t I'eak Vo. 1:.負の

側関関係(r=-0“. p<O.OI) t. NI'働法"の

6MSNA IJ: Peak VO， Iヒ正の網網開IIfT-O・6・，<

0.05)を示した

! ，時銀

本研究に結いて働腺圧受容体~受性 ';1'助耐*胞が

有事な関係."めたこと"以前の鰍告"と-"してい

る しかし。動脈庄受零体反射楓隠とZ駆動制蒋飽の関
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国， I肺野圧隻書体感受他とフxニレフリン釘よぴニ トロプルシド法による
MSNAの度化事との間保
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図 2 ・大厳農滴貧畳と動開反受書体感受性フzニレヲリンおよびニ F ロプルシド~による
MSNAの費ゴヒ皐との関係

係は明りかではない本研究に必いて血lE~fIJ闘の庄

受容体を介する交感神経活動の反応は運動耐智能と有

窓信関係."めたことよ り。 遡動耐蒋艇に彫"を及"

す因子として伍受柊体反射傷能の関与が示唆された

選動ゆ 自"'神凝視燃は運動初期に陪刷愛媛怖伎の

減胸により交換S樽経活動が限凶目され その後週動中期

より副交感神経が削失し炎縮紳緩優位となる それゆ

えに。週動崎の交感神経訴動はむ個数およびむ梅能に

修鳴を及"し予被血"の柵加をもたらし。~動耐容能

のー凶子であると錐策される 本研究では 運動向の

む拍数の変化率IJ;!I受容体反射槻院と関係を有さ伝か

ヲた ζのζとよ り還働時のむ柄数の網加には伍受容

体を介する槻檎はあまり関与して必らず。中似性およ

び米前性の凶予の関与lll:ke:いと思われた

心密集息例では箆受存体反射感受性は低下して幻り，

これがむ疾邸側の交感伸縦揺動克道の一因子でるると

稼働"されている しかし，Dibncr-Dunlapらは心不

全例では圧受符体反射鎗安佐"低下しているが，膏交



感神経稀動はjf.微に保たれており，心不念例記おりる

IE受容体反射偉能は保持されていたと報告・lしてい

る本研究でほ健常人との比般は伝いため本症例に

""る圧受容体反射感受性が低下しているかどうかU

不明であるが，医受容体反射慾受性と医受務体.介す

る交感神経補助の反泌が良好な関係...めたことよ

り.IE受君臨体反射複能U交躯樽侵活動の充過に関与し

ていることが示唆された

運動耐 l写能にはさまざま伝悶子が膨・しているが。

安併時の心機能 神経体様性因子陪運動耐容能と関係

ないと報告されている・l 今回"々肱運動樹容院と庇

受容体反射，.能の測係を般討する ζとにより。医受容

体反射峻能の良少子生例ほど運動耐容儀は良好であると

宅えられた む侠息例において匡受容体反射畿能は予

後にも関係を有して.り ACF.阻轡凝ーp遮断離は圧

受容体反射担能を改骨すると絡告されているか・i 今

後置受容体反射.，維と運動耐有能に及ぽす離の膨.

4旨どさらなる検射が必'更である
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筋力トレーニングは低体力水準者において

酸紫摂取能力を改普する

後幽怠錫・ 神体 剛・・ 神図'" ・・・ 朱濁一也・・・ 花飽.. 精子・・・ 水邦健機・・・

飯型車健始・ 酋島 宏 隆 ・ 村 上 猛・ '"口需明・ 北畠甑 ・

I .・冨
餓的10:.'fillt紫色運動鰻怯待久住{荷般家性}ト v

sングによ，て改.される 一方，筋力の湖加に省

"である筋力ト ν』エyグ" 立ち上が9・h作.容易

にする等のQOLの向上をもたらすしかし.狗園陸家性

運島健へのe・についてM絶対JI{m/!minJでヨ慢した

.大隊..際取JI{VO.max)の噌加は揚〈ものの体盆

で補正した鍬(ml/kg/min)では変化しぽかったこと

が鰍告書れている川町そのためω筋力トレーユyグ陪

筋力櫛加に有効でめるが，有..ヨ脚色..動艇の陶土にU

有鋤で.い，...されている.

しかし い〈つかの研究において峨筋力ト νーニン

グによる選・mの毛細血管~~，回J.: '/J Type ll..iI庫銀

の期加が敏告されてH9"，筋力ト νーユyグtいえ

ども有.無色沼動能を改穆する可能性が~ると考えら

れる .た.これまでに筋力ト νーユングで有偉業性

運動蜘向よしU ザ』研究での制度暗横山 VO.max 

老議.にした体力水筆で分翼民する と中慢~の体力水掴

と盆る・l このFヒめ.，建々 6主体力ホ織がより..い対象省

に幻いてM筋力 Fνーエング.衡..家後"1'!1II!t-~監.

すると考え.連創を行ラてい伝い苦年女性.対象とし

て筋力砂 νーニングの有霞議後遺働能への彫・につい

て検討を符ヲ企

I ，哲治
省度・a宥運動を行ってい伝い女子大学生"名U9:t

，.】が本研究に・加した複眼宥M筋力トνーニング

1STけと縛久性ト V ニy グ{ETrlt-遺恨した(STr

a・.大司'*乍院厚字情.偶痢曾健制字分野
【守醐醐岨相臨時適，γ目}

t.lI・~lIt':kご字・ur~e札..
...蝉榊閥司F研究欄珊剛内榊分野

札幌中央値雌づ〈り智yター

解 7:1'， : ETr 1J7 sJ 
トνーニングプログラム 金値蛾宥怯週3回 a週

聞のトνー=ング.行ヲ1:.STrに免"..後厳宥u
bレーユング運動の動作術8・..."た ST，の・""

.t7・日とした体解2・日，よ厳3・日，下後 3.

日 STru; 8-12 RMの強度で3セヲト。セヲト聞の休

息2分とした.ETrは各優勝者のω%HRmaxで"

分聞の自伝車運動kした

.高峨紫綬取S量(関akVO.J 関akVO.は自転S
.ルプメータによるランプ負荷滋(25W!min)での.

大連動ゅに劃定した Breath-bγ 耐館山塗による呼

気ガス分析.行い Vo" VCO，. VEそして巧喝際交倹

比似ER)t-.幽した I'eak VO， IJ RERが u 以上

の運動中の・大観色した牽た.."後代町側値(VT)

t-V-~句"訟から決定した

胸筋力脚筋力"等巡回筋力測定魁t-llh>.30dI当.1
田で行叫等温性腺伸廃園幽動作中のピークトル

クから野値した

身体組11.: LB~IIj:ホ中体AtI<J:: 9求めた身体沓~

.-“"の実に代入し算出した.伸展筋".よぴ

.u・S首"の筋慣断面alu医駿輔のお大島fIIMRI醐

..よ 9諌めた各館鮮の.大筋網・房副慢によって野・ーし

た

I .." 
身体鍵崎.よぴ筋力 金被服場が8週周のトレーェ

ング.完遂した ST，後.，..・LBMど.らも約 lk，

の鴫加u，_:$4 .5ゴt~.9- $S・念 4. 1kg(p<O 鴎}

L包M:~2. 1剖 9 司 43.0土2.5 kll (p .・ 06))がみら

れtとが LBMの増加ほ有志で"微かヲた 厳仲腹筋m
.ょu..風館筋却の筒償断両横Uいずれも明加"みら

れ生かったが。康伸展・回..動作ゅのピーク トルタ"

千'ft!:l.:I・加した.lITrTは体温 LllMどちらむ変化レ
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A: STrl"l'. B: hirl揮。 0:~ν←よユングM. ・ トν ニyグ後

なかった

省償却帳盤運動能 トレーニング前の金鍾験者の

peak VO. I~ ~fair" {，し〈は回low"に分領される備

でるった (STr:29.0土2.6.h.r: 25.9土3.3ml/kgl

w山、 4)，i'eakVO，. VT とも STr.I:..r ¥‘ずれの

トレーニユング後にも有志に附加した{関ak VO.・

STr: +29%. ETr: +67%. VT. STr: +17% 

ETr: +“%) 漸構負荷運動時の VO.は ETrDで

U運臨調始穫後からトレーニング後の値が高値を示す

が{図 1).STr併では VTの平均値と相応する運動開

始後約4ω 秒付近以降でトレ ニy グ後の鎖が前舗を

示した

S 考明院

本研究の主麺盆S自身保陪 低体力の健畿省にS省いて

ST，が筋力だけでなく荷調捜索性運動飽".脅したこ

と ST，による干す偉業性選働艇の槽加がm と".

り，低い運動強度で現れず VTを紐える運動強度で毘

められたことである

般的に 有殿様性運動向患の改轡陪呼吸循環器観能

および運動筋での同捜索個IJl!JfIEという二つの悶予が関与

している ET，は開方の限予を故轡し有機期地主週動嶋

を向上させるとされて必り，本研究，同信組主変化があ

ったと恩われる しかし.STrでは呼吸鱗環密機能の

政善はほとんど生じないとされて怨り。今回の ST，に

よる有a捜索盤運動向監の改善!tI~，運動筋の酸業.，.飽の

改轡特に筋線維の動員様式の也容が裕与したと推測

される STr"にまSける LBM・筋慣断面債の地加を伴

わ生い筋力綱加iム動員筋館総数の綱加伝ど神経筋系

の....によると考えられる ζれが自転車通勤時にも

生じていると。動員筋線雄被の増加は同一負荷での筋

線維1本るたりの負荷を嵯減し，岡 負荷の運動を好

気的に行えることになる また。ST，により運動筋の

毛細血管密度や TypeIla鎗織が増加したとする報告

もあることからへ運動筋の般化系による儀費時剰j刷能

が向上した可健性もある

本研究の鮪酋として， 体力水~<低い1411.にお付る
有椴素性週動向巨の改普には ETOだけで1:.;< STrも有

効である可能性が示唆された
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運動開始時酸素摂取量応答と血管機能との関連

務本陽見!' I買辺並行・ ヒ料"鍛・ ""貌候・ 斌安法之-

E闘-.. 1警厳巧 外山口弘・ 緩本".. 石山実側

有持wtf予 続弁"'聴 "板臆ー ・山口 a・-

~調"ll的膚始時の慨粛，，"'.仲0， 1 が定儒"..に
途す..での院a鍵 ))の附定鍬(Ton)li. .医大運動負

荷.行bず"梅られる微傾で.，.ぞれ.製定ずる

凶子"lI働関鮮楓きの話勧筋への峨調R・'"再の繊錐であ

ると報告されている"

-1J.訴働筋への陵.・・迭系の楓向車".心"健の隠

か，血.....反応にも製定される。しかし&がら血管

連動反応と TOI1l:の関連"明らかにされていをい

ft'を陥以前に.血菅エコー.州‘~大腿動脈の内皮

".健称性血嘗区張緩IH飢との聞は有It，旨負の納ば刻

告示すこ..報告した す傘わち，大胆働脈の内a非

依存笹・"'l';t医監.'Aぃ"どTooが調刷、" これに

よる色 Tooは大..... の内皮依存食血n習慣能とは

凋遅し信いが。内a..依存性血管'"健艇と関連してい

ると考えられた

しかしながら，家例鑑抗血腎にMげる内皮依存性血

管鉱強健および内皮非依存性血管・"飯能と 了。"との

関連"明らかではない

本研究の闘的" 定常"動負荷"のψ0，の時定敏

T.伺，.米附依銃血"のa切旬k助副A.h】.mいて

測定した内度依存性血嘗修習院・...刈 um mtropr‘b 

side(SN P) HIIいて劃定した内度当惨依存住..""彊

低.よぴ反応性充血血，..，の開遣を.ストレイ y

ゲージ プνチスモグラフィ.川いて明らかにするこ

とであ，た

I ~.，ヲよ，"ち溢
対敏"心..""翁27例{男性26院 女色1飢平陶

年・，，.，・}であった嘆息の内・'"いずれb沼'"

.偉大傘.広R医学員網"

問 外""民軍 .
"剖酬 つ(Ilili;l<.:EtI1-1-1) 

行の，，，.が伝されている際日惟心筋慣繊"例...心鑑

7臥そ して上盆糊外収鮪例1例であった 対象の心

エコ 図法による左'"取出分画幅(EF)U隊阻食心筋梗

訓"においては"主 8%.他の8例にMいて"ω企9

%でI，.，f:

圏直位白紙調駆エルゴメ タによる心挑週動負荷民肢を

行い 極観月限界佐多聞降段厳噌負荷臥届自により 線気佳

代制闘倣(AT)を決定した 次に AT時点の仕事耳障の

関%に側当する負荷風による 6分間の定常負荷.躯

行した定常遁動負荷時の呼気ガスl'brea山一" .

防四'"去により制定し.・小自.，告により鼻綱彪届.

し{SijpTlllPlO{Ver羽加 ( .16， Jane刷"得制師ιUSA)

T加.決定した

スト νインゲージ プレチス.グラフィ "考古術院に

おいて測定した他C5Rplethy倒防禽rapll.lIok飢敏汎

USA)乎関節.プを 200mmHgにセットし.乎の血

認を劃定から除外し 上島に轡いた僻聴問機ffl'フを

50 mmHgにゼ フトして肘測した 内a依移住血管鉱

観Uよ鱒動脈より Achi" 0・5.(.5九 15岨 11ωml

，.陀，annti甑Je1minと4分ご，区漸柵して役与し.俊

"前，..ぴ各賞与.の3分目から・分自において前嶋

血法..指定し wーした。内æ..依杯住血管~UU:

SNI'f:. 1. 2. 3~g/1∞ ml {ornrml岡県h叫 nと4

分ごとに編"して役与し。A，hのa・合主問機に前腕血

拠血管測定し，野価した 糊腕血聴鑑は才ンラインで

組んだパーソナルコンビ昆ータ(Windows XP， Mi 

，ro銅 ft.USA)よで・mソフ 砂ヲaア附 IV同 v.管

制切l5.28a.Hok制限抱札 USA)により鱒杭劃定した

.t:測定中1<1分ご邑に対"の主却に"いてカフ法に

よ9血lH測定し.血管"""ぺースラインからの血

，....加司障を算出した 反応性充血Mよ肢の'帽四割陣

U!;lJ7f:，収縮朗血圧+50mmlll(でs分間限血後.匹

.附憎し，阻風刺および阻臨解除後の臨.M網目加率.
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血嘗橿醜 血埠量増加車{拘}

1'1_21 N・~

~目"
『置>0.14

p-o.19 ~.S2 

国 1 Ach 15J1g/瑚 mlrortarm 1;剛，/m四智駐与喝の血管，.銚ー 血混濁槽加司院と".との周辺

血管伝統叫叩山 '00，の附に間信仰向日叫明記よりデ

タの得られなかヲた例を槍外した

T on (tt) '00 (⑮) 

" " .. • " • • .. 
同 • • 
" • " 

• • "・. • .・， . . • • " :， .. a‘ •• 
，
 

•• 
・ • " • .. • • " 
.. • " 

2・ • • • • • .. • .. -
. ，.備制剛帽".輔!・ 日 M ...依 血..鋼・，.車，.，

日出
叫
叫
山
一

図 2 SNI'2J1g/咽 111rortarm t酬 ut/min役与喝の血.."血這盆噌飢箪とお胴との贋温

血..筑血疏飯綱2直撃と，に '00，の問に有志位相閥.示き伝かヲた 測定上旬陽書によ

9ヂ タの.ら仇なかヲた例.愉外した
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漉

国 3SNP11'1t/lOOlllj fort.岡山山聞の阻叩とTonl::11l阻

心，.絹奥 m記釘いて0 ・...加訓"と Toとの聞に有怠なoの綱311f" ijl L. ~と 測定上の
陣嘗伝よりヂ タの得られ省かヲた例を怖外した

ょ(1=1'.鎌をストνイング ジ プνチスモグ>7

4により観血解験後 15砂ごとに3分間測定した

5・..
反応健充血に.げる血管銀統Mよぴ血旋盤湖加調障は

いずれの劃定時点に."る値b.Tonとの聞に宵怠な

側聞金調Riきなかった

A，h 負荷による血管紙銑血塊盆槽，.，僚も.いずれ

の倣与量に結いても To凶色の聞に有意信"'関.示き

伝かヲた{闘 11

さらに SNP負循による血管MIι 血施量噌加事も

Tooとの有怠な相関告示H かった{闘2) 針a険金
[}";us"の心...奥野鮮と.EF<・5%のゐ楓鍵不良

併に分。3ると，心楓健良好併に幻いて 1#SNP 1μ.1 

Iωml forearm ti醐噌Imin俊与崎の血涯... 加箪と

TonI1r::O.79， p=Oω"の有窓の負の仰闘を示し

た，しかしながら心.鰻不良"において以岡轡の附 ζ

利恵信術開."め信かヲた(儲J)

5 ・・・R
前提の慶応性充血.よぴ前倒抵祝血管の内皮依存性

血管鉱傷能1:，Tonとの附に有意な相関関係告示きな

かラた一方，心... 良好e聞に.いてI;t.，TOII U.J1院

採銑血"の内皮穿依存性血..，.胞と負の附閣を示し

た

これ庫で"々は，む8信網島例に.いて.自・"修皐ルゴ

メータ運動による γ。mと."'l1li1'である大圏動脈の

内皮券依存佳血管区醤鹿が衡の帽闘を示すこと.. ， . 

よぴ NO'健全.元通させ内政依存性血n・艇を改

...ぜると考えら，、 6"'~ " ヒドロピ ヨf プテリン

(BII~) q)役与が健常例において AT，peakVO， Hk 

脅きせる bのの.Tonを改鳴きせ.いことω."，ーし

た

す訟b色To同""内皮依存性.".lIlft関連し信

いものの。内....依存性血管健司医健&関連ずるものと

考えられた.

今回の険tt-tでも.Ton t;~収納血管である前前動恨の

内皮依"往"管鉱裂飽 "よぴ反比性充血!:.UJMo:は

網開...めず，心崎隆良嗣測にUいて T加 と内皮捗依

存色att.tUlCの聞に関連...めた 心....不良例

でT仰と内皮非依存性血腎"・・Eとが関越し伝かヲ

たこと""これらの例にill1dT側 tt!，Ill"・R貨でな

〈心観健信ピ他の璽闘に大嘗 〈依存するためかもしれ

ない



以上より， To~ は，内皮依存笹血管舷裂には関連せ

ず内皮非依存性血管鉱犠に少佐くとも 観測定され

る，と考えられた

， .. 鋪

下骸運動におげる運動開始時の単期限欝炭取動.. 

""前"の内&依存性血管鉱後能との聞に"'関連.示

さなか9 たが。内総非依存性血管鑑議院との問にU関

連を包めた
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ロ C銅山川・G拘..，
ロGroup2 
・Group3 

Vprtalll開，，，
.!Ir:J;'"トロ ル"におゆるホ司Ilto:YJ.l1位"分後・1'<0.05.Gmup I における水平位 ~n位，..
"分後、泊分後 fl'<O.05

図 2 Till闘 中 の LF/HF四

でもすでに副交感神経稀動および交感神経活動は，共

に健常者コ y トロ ル鮮とは奥なる反応をSたしてい

るものの未納神酎樽省の寓催度と<..自律伸鑑陣曹と

は比般的側関していることが判附した 繍尿病息者の

多〈払f<'状がない病初期から院に自衛神銀隙轡含有

しているk 般的に考えられているへ槍尿病息者に

おける心厳自鎗樽続優瀧陣轡の静鏑において受動的立

位負荷依駒(h開 d叩 tiltt醐}時のむ柏変動スペクト

ル解析は。心拠自得神経限M舵陣轡の早期発見や''''~
W舗を行うよで有用な方法であると考えられる
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急性心筋使塞症例と開，L術後症例の運動耐容能の経時的変化

定畳負荷"vo， 立~上が‘" .lt被告用いた倹肘

千家"..・ 上嶋健治・ 体岡賢担・ 佐厳門・

"厳忠彦・ "嚇昇・ 平，...，..

8 ・・冨
富岡自民疾患a障者や開ι編後"者への運動償法は 選

動剛容能の改償金むたらすkされている'"'一般的記

は 呼気ガス分針金捌いたむ・u，・nJU式験Ccar

d・0開1m加.aryexen:i鱒 t園町司iI: CPX) 'i刷い，そこ

から縄られる各術棚で避勧耐宥雌.鰐艦している 峰

"食代劇開館(AT)やa隆司‘園陸薫割買取量(peakVO.11: 

その代g礎的指僚であり・"'.'3に院akVO， 1;，1;，心不全
島併の予後継定凶予としてや心服修舗の適応績割陣のひ

とつとしても刷いら札ている・0

-1;， 定"負荷耐の股..，際取n.定'量化した時

定ItCt;mecOl国ant: 1" on)もCI'Xから格られる側憾

のひとつである 週動への祭忌が信い限り，ほぼすべ

ての"轡で劃定可能でめるという利点があり 側艇で

a・性も低い本..・...健常物色比依して心不全息

4防で鍾Zをするこ kや叫窓勘腺".. 術俊民改脅する-2
2ヒ&ピが知ら仇ている可そこで，心防".Ii!息者

(AM])と凋c衡智隆盛物鑑例(OPE)に民糊の運動観法

.行ot.、際の週.，剛容鰻の権移t-..on'imぃ比敏倹

附する

S 対象と方員長

間褐年から 2制調。年までに当院を"..した 急性心

筋梗晴盆S包帯(AMIT)J9例{捌 28例.'kll例.'1'陶

"全凶俊}と側心街.行ラ，~.e1¥"(OPE ")76例(甥

31例。女.5"" ~t句"企 12al 'i対.，した

溜働制限法纏行前.，.月後".同僚に坐位白紙調R
"ルゴメータと呼気ガス分折~.，ミナト社側

AE280J HlIいて.IOWで3分聞のー定"負荷H予ヲ

た。ニの"の'0，の変化..陀lIth-by-breathで調縫

間抑制内川町げ-

t守岡醐盛岡市川 1州

し.その".るよがり応智治ープから Ton f:1I<めた こ

の定昼食前に引き腺@ 時WI分の ramp負荷プロ

トコ ルによる症候限界性の仇荷を行い.AT ~よぴ

peak VO. f:測定した
運動1M滋...入院中区U.AT値のω.....".目倒

の週日嗣釦.に霞定し.心‘閉と血庄の霊風下に砂 ν'l

ドミルまた..自伝耳障エルゴメータを附いた"，・a法を

開鈎した入院中"原則として.運動制使法.毎日行い，

道院後M通院政健...た陪在宅コ非監m.置により。遁動

a防法..カ月間.，棄した

5・."AMITでの運動S院議前の ，。罰 ATUよぴ"，.，

'0.は そ れ ぞ れ"土21sc<:. 10.3企1.9.]5.8企... 

ml/kg/minでめった ， .円後にj;!.31:!:27智也

10.7企2.3， 17.9土3.8ml/kjr:fmin， 6 1J 11後区陪それ

ぞれ"傘"製品附8%2.2， 15.3土3.9.18.0ま'.88
mllkg!min(p<O.05. N. S. p<O.OSI t T側と，..，
'0.は布"般に改脅した(闘"

OI"E"での術捕の ぎ仰と ATおよび開'akVO. U 

"土Use(:，1I.2ま2.3， 17.a‘1 m//kf(fm内で 3カ

月後にUそ，乱ぞ仇31:::1711<<. 11.8:t2ふ 18.6:U，5

ml/kldminと.00のみが有"に故ーした【，<

0.05). t I~ 6 11丹後の ATとp刷 kVO. U. 12.2企

2.3， 19.5企4.Smflkg/rninでいずれも餅前に比べて

初志lo:i5r:fIした，.の"の，<0僕弘図"

以上から，遭・，.法.行うことで ..on 1;，1;， AMI群で

1;，1; peak VQ，と悶僚に故脅し OP!;;..で1;，1;ATや

peak VO，より早期にU露骨ずることが号された

， ... 
AMI"でほ.選働割際法.行うことにより AMI息容

のpeakVO.と管制 陥有志にaーした しかし.傷後

症例と..拠 t') .急性自聞からの SVの網加幼燥が少信
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図 1 AM'患者向温動酎曹躍の撒轄

エラーパー.橿串田重.事 1><0.05 
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舗

.. 
調
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同
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'" 
園 2 O I'E"者の量動耐曾・.~~移

エラーパ-:".偏差 ・ 1><0.05

いためか.<舶の改脅がpeakVO，の改鋳に先行する

現段陥みられなかった 慢性期にはト ν ユyグによ

る宋綿血管a底抗の低下などが 1回£始時..の柵加を

もた らしたと考えられる OI'EI揮でも経過の中に

!)eak VO，や ATt向憾に V加も改善'することが示

された す'"の成澗は，運動開鮪直後の 1自心術幽健

(SV)の噌加の程度と末柄血智伝統の減少速度が大曾

〈彫・している す伝わち，術後の血権循環の改善と

SVの漕加。 a巳よぴ下E交筋鑑u・のミトコンドリア静現時

AT P姐肱V02

活性のよ界と毛.. 血W際の綱加による酸化健力の改曹

が勤"聾唖.依".~加させ。 r on Q)a!r:普に関与した

と考えられる・3 さらに r仰 が μakva，や ATよ

り早期に改普した理由IJ.関心衡による SVの増加効

果が トレーニングによる未納効..こ比べてよ り早慨

に幽現したためと勿えられる

す。nlJ:IOW，3分間という低滋度かつ短い時間で

も行えることから。高齢者や心霊安勉態省を対.とする

場合には.より適当信検査姐慢と今えられる
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I ..矯
"・度のー旋盤負荷による vo，立H が切崎定司院

は週 働磁訟に"改著し心後也也宥め遭観劇稼鑑

.反険した 運動銀穫の対u.心問時也の縫いによる

"動両容飽の己批得峨，.の迎いを機測する"..としても

有"'であった

S文献。。ωrid$(e Ns. et al: Cardi眠時habilitati加

after myoca曲 1infarct凧…"""
ence of r.m(¥on叫zed dinical trials. jAMA 

19&1 : 260 : 945-9鴻

2) Oldridge N 臥，1白 川 attaillll剛 '1is a ras 

do川 ~ed CQIllrollcd Irial or reh.abililaliQn aftcr 

町 民 ardialinfarctio札 j 白 rdio抑 1mRehabil 

¥999 : 19: 29-34 

3) Wa錨.m温nK. et al: l'hyaiof切 yof eJCerci民

l'ri剛凶倍。fexercise testing and叫 ... 鴫 a

.. ，仇 '州 .d陰l凶ia.I..ea a川 Febiller回.

ω W蜘 KT，山I: OXYKeR ulilizati加 制 叩

加 a川町"町田m阿同 州 市 町

四~;前 faîlu~. CimdQfIQ何時 3鈎2:65:1213-

1223 

日 ManciniDM : Vah.1C 01問 kexom;問問酬

""刷mplionfor optimal liming of cardiac 

IransplantalIon in ambulalOT)' patienl~ 刷>h

he~ rl faÎlu~. Cirn巾 II<m 1991: 83(3) 押8-186

6) seLard間 11iR. et al : ̂  fO¥lT-minute submax 

Imll co閣 制 岡市 叫 eexerci5e te5t to assess 

"川 ovIISCularfuぽ lionald.. in chr加 齢cheart 

lailure. Am j Qm/.仰"使褐:81: 1210-12¥4 

7) lIiroma組 A，et al : Percuta憎O¥ISIrans凶 ninal

W 町山叫 impro"舗 oXYKen剛，k，
kinetics dur加gthe酬 selQf“"叩関'"開1剛"
with COT，刷、aryanerγdisea総乙'Hf:ST200剛

118: 329-335 

8) W岨聡nnanK:C佃 p1i""01 extemallo intemal 

時包仰泊t蜘 1.Am 仇..Hesti， L治 1錫.: 129 

s，ト2‘
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労作性狭心症にお付る頻度依存性心筋弛緩特性の二相性変化

心筋虚血の新しいマーカー

梅園久視・ 組欄三紀・・ 芥漕英夫・

永図孝三 笠原宣明・ 償問光弘・・・

心知数〈以下 HR'の僧加 こ作一い心筋収縮および弛緩

特性は綱錯する"また.む筋虚血時にIUf.室弛緩が陣

望墜されることが過去の研究で示されている" しかし

信がら.安定型労作性狭む症{以下API症例において。

心筋..血下での左宣楢飯能の麹鋭的危変化{績度依存

性心筋穐銀特性}はいまだ t分に険制されていない本

研究の臼的IJ:.AP症例においてペーシング前売性心

筋虚血岬に必Wる鱗度依存性心筋婚級将役舎検制し，

その臨床眠有用性を明らかにすることである

e 対a院と1;主主
対触は A"震例"例，'!'鈎隼・'"土7俊} および

健鴛対照 IQ例(平幼隼齢 55:!:8鍵)で.全例で左盤内

にマイタロマノメ タ 付きヵデーテルを看，.して右

111ぺーシング負荷脱酸を行い 仰られた左当医滋椴よ

り"鑑働大佐 (tVPSpl.左盆悠ヨ民健Ma(LVEDP)。

寝室収"'隠の揃惚kして左室医幽..の時微分の.大

繍(LVdP!dtmax).そして左説猶緩能の銅僚としτ
，，~釦re - half法"および derivativ~ 法例に よる 等容

".量販時定政{以下T明およびT.)~連続的ニ測定し
た ま?と.T川が短調院の後延長するニ網鐙変化を星し

た症例において T"，が録小筒を示した HRをCriti

cal HRと定捜した 負荷紙験結行中""尊心電闘を

1分勉に記録した ぺーシング刺'"志 向 b，mより開

始し 2分毎に 10bpmずつ胸痛または腕蛍プロッ タ

が生じる去で制加きせた ペ シシグ負荷鉱厳終7後，

趣動脈ilI修および左心室遺彫安値行した。負荷髭酸2

自前に，金例に運動負荷タリウムシyチグラムを施行

..宵屋大学大学院隠字J民‘両党側個曽制初内将司F
・0名抑制相

名古風大学大伊院雄司"験研究側線網術・.断学

内岨醐 4島崎市…銅山

した SP屯eT醐雌を初セグメントで5段暢 (O.oor

mal: 1.叩 l叩 1:2. moderate: 3. scvere 

r山 tionof rad向。peuptake: 4. a臨 時 。f

氏t関tabletracer uptake)のスコアでW偏し，その飽

和開運動負荷後と安鯵埼の殺 ~$um四d differ~町~

score(以下 SOS'とし心筋虚血の温位置の術縛とし

た''''・I~ mC3n士SDで褒し，各楢恨の平幼倒の2

Z下関比鮫陪'"阿iredI t筒tを HRの変化に対しては

One-way factorial ANOVA ~1Ilいた p<O.05をも

って有志護るりと した

g結果

図 lに対網野(mean企SEM).APD(代表例}にお

げるべーシングE債の HRt T"，との関係を示す

対照野の応符ペーシング中胸繍および有意盆

ST変化""め生かった HRの綱加に伴い T"， は符

般的に短縮した(-19土6%). HRとT川の問には"

の相関関係が(r=-0.97:1:0.02).LVdl'!dtmaxとの

聞には立の.，関関係が"められた(r=0.97土0.02)

AP"の応答 ぺーシング中金例で鞠檎および街

窓な ST変化(0.16企0.05mV)が"められた また。

AP全例で. HRの柵加に伴い T"， は煙筒(-12:1:5 
%，の後鍾処(-3:1:7%)するニ似性変化を坐した。

Critical HRnoo企 12bpm) I~心電図上の O.I - mVST

低下Ui5企10bpm)，駒摘出現持の HlHl2S企12bpm) 

よりも有意に低かった(p<0.05) また.critical HR 

とO.I-mVST低下時の"'との附には布憲なiEの倒

闘が留められた(r=O.80)，HRとLVdP!dtm3Kとの

聞には.iF.の制間関係が"められた(r=O.96土0.03)

~血行動鋪{決 11 敏医学検炎 .よび冠動脈泡修

所見の比鮫 HR， LVPSP， LVEDP. LVdP!dlmax 

は両隣に複は認めなかゥた しかし4訟がら.o大ぺ』

シング時のT川 .よぴT"は AP"，で省軍軍に延長し
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Z調

国， ，増照. ，左側)， AI'I障の代.例{右側}におけるべ-，ング中の ".と弛観縛栓の指・であるT明

との関係@示す

褒，~僧崎.・大ペ シyグ"にS町付.血行動懇の二""沈殿

G~， Peak Heart Rale 

He~n rate， bpm 

白川叫

A<' 

LVPSP， mmlll! 

C酬叫

'̂ 
..，脚， mmlls 

c。制，，'
'̂ 

LV dP/dt-" mmlll[/s 

C側 trol

A<' 

T ".. "'" 
刷叫

A<' 

T.πm 

Control 

'̂ 

Baseli，.，... 

~.， ，u主'"帥土"誕}

61%5 "喧土12'(闘士18%)

'"土" '"主8(-6土15mmHg)

，w土凶 '"土19(-5土11mmHg) 

7企2 4土2(-3土2mmllg) 

8主3 6土4'(-2土3mmHgI

1159土'" 担"土'"・ ，~士路%)

げ"主n唱 ，，~土却S'{24土，%，

""' "士3'(-20土.%)

おま4 "士5'(-3:1:7掲ド

~H 31:1:3'(-19土0%'

~主6 "主7・H 土，.. ド

Ap: ang;na… LVPSP: le(¥叩 山 岡 山…

"凹""叫向蜘licpr町 e・p<0.1I5vs.ba総 li，.，...， 'p<0.05v急

叩 rolg剛 p

ていた APf事の5D5は'.6企..0であり.SOSと

critical IIRの聞に U負の側関が寵めら"た(r""-

O.7l)進修検変よ APf撃で5例が三伎， 8例が=枝.

"例が一校病変であり.左盆駆也事M対照野，，，土)0

%). AP'J(65:t 8%)聞に省寧霊は留め4旨かった

S考.

も嶋a血により 左室姐鹿能"陣書されることはよ

〈知られているがへその遮般的な変化は明らかにさ

れていなかった今回筏々 I;t.， AP盆例に結いてぺーシ

ング負荷によりこ相性の朔度依率性心筋他緩符性を示

すことをはじめて細管した 過去にむ筋..血を生じる

と左室弛銀は取織に先んじて陣啓されるとする暢告"



がみられるが，本研究にMいてもベ シング負荷によ

り問機の値採が紛られ.砲鰻飽"収縮能と比敏して虚

血に対してより鋭敏であると考えられた。さらに crit

ical HRは心‘図変化..旬悠症状出現時の HRよりも

有志に低〈 また有志伝 ST低下を示した HR>良好

右側関関係を飽めた したがヮて，critical HR lJ: AP 

症例において収縮健の変化。心情図変化胸.. 症状復

どと比 l突しより鋭怯でかつ信頼性が高い心筋虚血の術

栂であると考えられた

また criticalHRは敏隆司F倹ヨをより憎られた心筋虚

血の虚盤aと強い逆欄測告示した つまり，虚血が広

嶋闘でE篤，，，.例ほど。criticalHRがより低値であっ

たt 以上より， critical.IR 1:左心筋虚血の盆盆度の指網

となり得る可能佐も示穫された

5鎗舗

ペーシング負荷により AP金例でニ縮性の頻度依存

盤む競輪.. 特性を示した CrilicalHRはベ シy グ

によりS揮発される心筋虚血の.，鋭敏な楢欄である可

~麗 Vol.35 $UP凡 2 (2ω陥) l5 

能性が示唆された

s文.. 

1) Bowditch IIP 帥 rdie E駒山山田

d除rReizbarkeit. wekhe die Mu地点elfa!閉 m'"

lIen:ens zeigen. Aゆ F清川'01A柑 L，抑留

1871 ; 6; 139-176 

21 McLaurin U'， Rolette EL and GrOl民m3nW 

[mゅairedleft ventrIcu!ar relaxation dur時'"
川g加，，"泥disdamia. A例 JC冶，d，ω1913: 32 

75¥-157 

3) Mi時 kyI : A誕樗鶴町 entQf diastolic function 

叫辺倒'"罰則hodsam! future co凶 derat同臨

αrculnlion 1鱒4:69: 836-841 

4) RaffGLandGlantzSA:Volun官 loadi!lj!sJows 

left vC'l1trIcular isovolurnic陀[.鳩山n rate. 

Evide町 eof load-dependent relaxation in the 

intact dog heart. c，同 R母 1981:48: 813-824 
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SPECTを用いたJegE叩 alpost-stre田 stunningの検出

Subtraction m叩による'll'allthicktningめ変化

M局側浩網・ 箪間芳樹 鑓繍和代・ 木村緒子・ 及川恵子・ 二色悶貨也・

徳間集知・ 持倒 語・ 高野照夫・ 激闘伸ー郎・・ m 圭ー・・ 隈崎途失・・

S 目的

Myocardial stuon;ng l.t短時間の心筋虚血後に"め

られる一過性の刷所霊運動拠需である 運動負荷後の

ゐ...心‘悶悶鯛SPECTにで静価すると..飽a
瞬時省臥wtnine(PSS)のIIIUl!bf可能で，t， 1). PSS u.心

筋a血緩症度の....と等えられると組告されてい

る'.九ゐ・図珂JCIISPECT により得られた~・5本削除
と収繍来期像のカウントから算幽される wall thick 

~"唱 m.p の変化."偏するため剖削raCli側 map i佐

川い"。負荷前および趨動.術後'5-20分後区収銀し

たSPECTデータから....側緩に観発される 1もSの

続出.，武み その・床的1111.検制した

S 対..よび方議

対."週動負荷後のSPECTイメージにMいて心筋

漕捷低下金示していた“例{年働66土8・."性35

人，女像9人，.“例中32例"隙脳性む筋梗a例で

める Galed SPECT 11 -Tc-telrofosmin t' mぃ
I'RI隠;M3000( 3方向検出腿，.俊民jし，.，度収織にて

硲悔 し.R一院を8分欄し野値した 296MllQの

tetrof，岨羽 n傍注40分後より[stepにつき鈎む鈎の

ヂータ眼鏡.行った その後.<kゴメータ-lI動負

荷髭・H 伸、開抗償問騰の 1分前に7ωMBqの
t制的(.馴，int-It注し陪-20分の後， .民句につ03'
心納のデータ収集密行ヲた{図 1】.

N。、 11&100imageの榔値mは。イメ ジを"分割

した後 各俊gmentにおいて ¥ctrofosminの鍋観賞金

S 段mに~化し.負荷崎に M 付る K.~の合併

~伺slress 5定。時(SSS) 安静碕にお砂る・，~の

-日 柑附糊2酬

" 向.・，.斜
内'"醐師IJ::t"WH帥 1-1-5)

合併蜘mmed rest $Corc(SRSl金計算した ついで

SSSとSRSの"釦mo松ddiffcr町花怠覧ore(50S) t' 
算出した.Galed imageで".全体を 16分割し各分副

の ''8'側.，w叫<h耐ckeningcha噌宅.解偏し.由時ぜて

，101羽 ILVEF t'計算した w・""・"伺l喝怯収縮*

""民.k.と鉱湿束期。例.k.の鐙.・"帳末期.，随時e

で愉し算幽した"併時負荷嶋巨各 wallthickcnir以
rnap(WT map) t'作成し.安"時イメージから白剤"

イメー!l fo~1 いた ものが WT 創btU.ctiQJl mapでめ

る 以上の納感情られたデータ告以下のように償問し

た N伺伊ttdimageにより鱒られた ssst SRSの

援でめる S田が支配遜動様領誠に.いて 2より大.

かゥた bのを'K同州aC+H:した また肌畑m"
( +'の傾岐に.いて wallthickcning challJ!cがOよ

り大倉かヮた場合!'SS(+)とした ζれらの創製によ

り剣.を以下の3Ih:分鎖した G，加pl:i$(畑m.. 

(+'時制刊の日飢 Group2 : ;schem;a(+). 

PSS(ー}防風 Group3 : i副官側同{ー'15例

I MIl 
悶2I.:6l明告示す この例 I~ WT mapで院前健咋l

隔において心筋取鰍彪低 FがE認められる 安"的。負

荷Wイメージから個以r誕 a刷、""p'作成すると前'慮

中罵から心弘、備にか付ての 円絡が..められる Cated

image i"HIぃτ測定した LVEFに'"鮮問に安"時。

負荷時ともに省窓差が認められ留かヮた(Group1 

60企¥0%. Group 2 : 62ま 8%. Group 3 : 58玄10

%1. N加帥ttdimage から鱒られたss!込 SRS， 50s 
の比般でほ。安.，，'"削減eの錨帽である SRSに凶省

n が伝いのに併し..省略uptakcの網"でめる

SSS. .よぴsss1:: SRSのmで.る 50s11. i .. 
chemia(+)， pss(+)である G.. 岬 l で有志に K.~

が高〈 このa揮ではむ筋iI血縄酬が広優樹であると場
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一40 min 
悶 1 倹蓋プロトコル

図 2 Wall thl.k~向山radioft mapの実例
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TF 740MBq 

叩 8ter， . 
15-伽附

印刷蜘101;0，出吋刷。l;c，¥¥'1': Wall川 町 山町、 m"

えりれた〈国 31溜動静病変伎散の検討で1;1.Gr側， 1 

で多技術変息者が拘%，1>日，-)の G，伽"'2では2。
%であり 1'55のbるa揮で陥多値病変例が有意に多か

った(p<O侭}

5考.
Subtraction mapにより負荷倍、20分後の1'SSが

検出でき。経時的信局所収縮能の僻偏に有川と..われ

た SI'ECT にで心筋~血会示した 29 例中"例'<5
%)で仇荷後に WTSu向tract附 11mapにより PSSo! 

倹幽された PSS陽性例では陰性例とltl岐して広範閥

の心筋11血.示し，多岐病変例，~虜"であった WT

ω，blraClion mavにより LVEFの低下.伴わ信い値

目置の局所心筋収縮能低下が検出され 冠動脈鯛変およ

び心筋虚血鼠鑑，..袷僚効果伝ど僻画に有JI)と考えら

れた

S 文献

!) john鈎 nLL， e¥ al : l'os出chern;c割tunn;nl(can 

affect left ventric山， "相刷 fractionand 

噌 1011al、，'all岡山1提出掛"m臥 m
grarr思 / Am Co/l 白岬011997: 30 時 "
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SSS SRS 

図 s相周に削る醐， SRS. S聞の蝿

バ 「

SDS 

• :P<O. 01 

目。向。UPO

ロG肉OUP2 ・GROUP3 

四…."圃・，-，蜘…….，
m 

踊…diffeotncc

1“8 
2ls.町内oJF. et 1I : Tra聞 m "副首相lestunn唱

。fthe myoea刷 m m一山llium-201gated 

SPECT myoeardial隊'rf，叫 2加 wall町、ouo伺 扇町d

哨 H帥 keninjjch叫僧

3) 滋悶伸-~， IU、・・Te-MIBlou姶同期心筋シ

Yチグ'7 ~~mぃ t~ oú・・，~，開発 三倹幽
綱同盟ガンマカメラシス，ムによる・a医応m 彼医

学 1m: 31 : 43-52 
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冠血流の心筋徴小循環に及ぼす彰響

心筋コ y トラストエコ 迭と笹崎畳ドプラ遠からの... 浪齢刻

川又朋貫主・ 茅野切符・ 土翌 四 勉・ 平野雄 ・

上回'"間 小樽優樹・ 片 桐 敬・

i ..Hよぴ目的

'"血...心筋の隊小....組定すると考えられてい

るが。窓血棟適度''''血....どのように心筋の健小

"11にe・しているのか..知られていない本研究u
心筋微小稲開111・.評価することが可健..ーの方滋

でM む筋ヨy ト，ス トエ2 法を周いて。心筋億A、
繍環動館の定化が ドプラエコーさ告から*・6た泡..漉

予備能k相関するか苔かHU!;~際費鹿{ジピリグモ ル}

創世与附倹で比・契機闘した

S 対.および方溢

対象''''動脈泡彰.範行し亙調官窓動脈と飽めた 7例

と左爾下行岐に荷.，実噌(>鉛，，)HBめた'"であ

る 窓血旗，伺IltO.よりaラードプラ量産により左

前下行伎の血.，量緬幽し，パルスドプラ"'"より.高

aU!r(VmuJ，平均血浪適度【V，憎.an)，問団適度

積分組(TVJ) 時lIIIitll'!間分値に.(Aell:i: I!岬た分時

窓血纏a(TV(><tlR) i:併測した 心筋微小網環野舗

にほ心筋コント，スト エコー法〈般定条件は Ml=

L5訓もd-IY瞬oli.:ph.鎗 triggerinterval=1 1-1 

8Jを胤いた忽脅厳選膨鯛陥民vovist3ωmg/mlの

2術希~.貨を周い . ml bol備の後60mflhにて縛

線"訟を行い."筆中隔に ROIを般注し毎度舗を測定

した u創度値が定割前"・に遣した値，.また定常

吠..での_"'Mの上昇il!lIlt，それぞれ鱒度園u
a・(Y.A(I-exp'吋】から京のた局所心筋自腹JI<A

.】 .(..l!ltIa沼"'''健}に相当し，双方に隠し解併し

た怠島民心筋微小舗環からまめられた各信舗のジ

ピリグそール(0.1.-0.21.l'g/kg/min】俊与前後の比

.比依した "脅厳惨断"置に陪GE佐観の VividV 

酬 畑.柑術開"

(" 142-86“ 縦割前・品 区酬の台1-5-8)

.使mした。

， M'降
ジピりグ.ール"与前後のu巡動脈例での金理的

反応..窓血"νペルで..'"血模温度(Vm山 l

V町、eanJ，分時窓血旋盤(TVlxllR)I;l有.，訟上昇."

めたが微小循環νペルでほ心筋"根遺度{β 値}にの

み有意な上昇を"めた〈図]J. Vmu比と A倒防払 β

倒比との比般ではβ値比と錨い網開傘"のた(R'.

0.7ω7)が。 A値比と陪相11lIIi:R!j/Jf..:かラた Vmean 

lt，の比般で..，値比と司闘い側聞を"めた(R'=
O泌総)1!1，A値沈，..納闘を包め&かヲヨた{固目。

TVI J吃と の比畿で..，値比色のみ網開...めた

( 11:' - 0.6518)払 V~，比ほど強いもので 1t1，旨かっ

た TVIXHR比との比淑でIt，fI依比に.いて V岡崎 X

比以土の強い側闘をEめ(R'-O制闘1)，A値比"倒

閣を，，~た (R'=O..拙)(園目。

， "綾
忽."償請匝侵与による沼血提適度.よぴ沼血'鹿島のm

m聞ItaU.it血腎の鉱害震によると轡えられている Weiら

..動物実酸でE鍬冠動脈例でIt.Htr..羽町役与により心

筋血混辺<1切偏}陪省盆に檎加するが局四時心筋血厳

""値".変化し盆い&鰻告して必り，本舗附でも同

憾の...降.膨めたまた Wω らは銭噌沼動脈"で陪

a1I(例と比して，値の・2闘の"'"の磁調.宗し.A M  

U不:.:bし'"極下すると考えて.り.その0111医
蹴鳳の狭命a置に土色必列するとも・"ーしている。 E・胸腺"

'の存在が沼予.能を低下さぜるζ とは知られている

が ....らは包胸墜ドプラ援をmいた恕予備艇醇緩か

ら思動脈S提唱u確に.. 断できると暢告している .. 

S貧"で陪ジピリグモ ルに対する反応性舎前提とした

鰻胸11ドプラ法.mいた窓予備線と心筋コントラスト
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連続2回 Treadmill運動負荷試験中の Wavelet法を

用いた心拍変動解析による偽陽性例の判別

平均展望事・ 笠懇話ニ・ 4噌ト俊・ 槽.. 将 ・ 勝沼伸英・ 伊蔵省・

線本一義 斎藤 願・ 総本紘一・ 上依頼勝男・小沢友紀.. 

s背'冊目的

$作位決心嵯例において 運動負荷臥臓を直後して

行うと段血潮見の改善'が"められる ζ の現象は

..，階、"'現織として知られているがその鱒綱な楓

序について他十分明らかではない我をほ以前に。遵

後 Treadmilli運動負荷量武酸(TMET)中の Wavelet法

を用いた心敏変動解析の結果から，労作性星発心S例で

S認められる特徴的な~臼徐伸佳荷動の変化が，快円，~

"'，.織と関連している可能性について報告した川

方。 TMETに..，るぬ鵬性例.いかに判別するかは。

飽U床よ"要である 禽々は以前に，選働負荷以験全運

脱して行う， 偽陽性例でliwann-up現象が存在し

ないことを縦告した そこで，偽岡崎伎例で"心自得伸

級活動の変化が労作性~む症例とは拠生るので li'..:い

かと仮授を立て。今I!!J.速後 TMETの心相変動解衡の

館員院から，偽略性例を判別し織るか否かについて検討

した

5 方途

冠動'噛膨検査にて有志越駒市眠術変含有し.TMET 

にて陽性と判定された労作性狭心症6例真耐性例

(平均年働62全 6援).およびTMETにて陽性を示

し負荷M心筋シンチグラム(99m-Tc-tetorofosminlで

正常と判定された高血圧銭4例倫陽性例{平均年齢

59:t 7 t.!t)を対象とし.B代劇"訟による症候限界性

TMETを連続2困範行した TMET直前から運動負

荷ゆ， 回復期に必けるむ電図波形をザンプリ y グ周箆

散]Klbでコンピaーターに取り込み Wa"elet法

を周いた閥滋数解析により心憎変動解斬をfiった 得

目. ，時間内畑山2開

岡総合側学研兜珊

内'"刷輔副舗肘阻止冒"・"

られた刊は lowf叩附 comPO叩刷

。倍、0.15Ht. high frequency ωrn"，問ndHFI

O.15-2.01h. LF/lIFとしてa提示した

s舗果

正常例に関して，連続 TMETにより，運動負荷前。

負荷中閉復航において.R-R間隔，変峨神経の街栂

である LF-HF.副変調B神経のm僚である"'につい

て 1回目t2回目では明らかな有窓謹は薦められ留

かった 運動中の解釈については今後の検討8必要と

思われるが.今幽は運動の回復期において。隣住例と

偽踊'"例に"いて謹が"められたので.以 Fの比肢を

行った

まず."陽性例において心電閣の変化に関して 以

前に報告したと必り.)π凶 ST低下するまでの時間，

心総監.UよぴmaxST低下伝どにおいて。実階俊例

についてほ warm-uD現象。鴫められ. ，同固と 2回

目には有盟主差が認められた{閲 I-I)'-'li.偽陪佳例

に関して")回自主 2回闘には明らかな有窓釜""め

られ伝かヲた {図 1-2 ) 血行働"に関してほ，運動

負荷によヮて取調腕細血圧と心倒敵怯上昇し，鉱袈期血

圧依不変で"り. ，回目と 2回目では明らかな有志望豊

は"められなかったまた。doubleproduct (心鈎叡X

収縮刷血圧)li ] 回目と 2 回目で問..~であラ同様の

負荷がかかっていたことが確隠された 偽間性例につ

いても.収縮期血圧.む循~.鉱袈期血圧。必よぴ

double pr伺凶は同僚の結集であった

刷滋a度解析のM*.真脳性例では.遡観TMETの鴎

復期における llFのバワ-liI闘自に比べて 2回目

に必いて大，すなわ色刷目安躯神経系が優位であり.LFI 

HF li 1回目に比ぺて 2由自に必いて小。すなわち実

感紳経系が卵制されているニとが示唆された{図 2-

"一方.偽陽性例では.連銀 TMETの闘復期に必
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園 1 ジピ'Jダモール負荷前後のパラメー1-GE常淘闘助隊側

刷"-ぺ川崎血醐lI(Vmax，V，""，叫醐抽..(TV!" 11 R)叫..仕上併

.包めた .，網棚 νペルでは心筋血浪温度ゆ側}にのゐ省.'"上界HIl，.， t~

Coronary Dow max vel町 ityratio 

主2 aぬ 副院..， 

a ， 0.，1 
-ィずず

〆て/• 11 
R'.O.1741 R'.O.7脚 7。I E 3削除
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臼.....".血岡田租n.. 陥'(y抽出

1‘ 3 
O...l世間""

• • -』
， 

RI.O.Oω4 RI.O.J6S6 

• 1 2 3 n'ぬ • z 3 ~.陶

園 2怠血塊進0;"・R・ヨIV開嶋田】と局同時心筋ailA(A包)，.(;・s・速道鹿

''''Jの・4・
VmuJtt fI値比に舗ぃ制欄."のた '"を・n比"鑓比に.い側l
n・..めた
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τime vel，配 u，加総g叫πvI)ll.I組。

..，l 

A ~alue ralio 

E霊 0・

ーー・・ ./ 
民'=0.0181 R'..0.6518 

。 同 u， 。 a 2 3 同 u，

lVIXHR 1l.I'世。
A value .，.Iio 

1.4 3 

pィ.;-
〆 /。司

E 

R'=凪4JJ3 R'=O.81胞

。 1 2 3 4 nl附 o 1 2 3 四 u，

図， -間遠慮積分値(TVIl.D・・忽血注量(TVIXIIH)と崎商売H心筋血漉畳"・0 心筋凪混逮"'''舗)の関係
T"比"値比に縮問聞，認めた TV[XIIR比"値比に鍋い併闘をE
め.，値比と も特欄'Mめた

エコ←法制IJ~，たι，'i1l血流"皮切側)および刷所心筋

血液."偏}の変化との測には有"律相'"'が"めら

れた特に分時溜血機.の変化l志β値やA鑑の夜化と

強い相闘を寵めた これほ分時窓血誕盈の柵加が心筋

血流越度."加さぜるだ"でな<， capi1la円 ，h如、.，

".やすことで毛細血管低銑を槽大させること詑〈局

所の心筋血被盆を噌加さぜるものと考えられた

， ，依研究の問.点

本研究では沼動脈俊市例が少なし軍需冠動蝋例と

の比燃が十分にできなかったことがあげられる今後

対敏例微を増やし宣伝る験討が必慢である

s結.

分時沼血沈鐘の倒防加は心筋血施温度Mよぴ刷所心筋

血被S訟の鳩町に修，した 心筋コントラストエコー法

U冠動脈侠吻の倹簡や冠予側白'"舗に応周でSる可健

性がある。

S 文献
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虚血性心疾患症例にお砂る

T wave alternans(TWA)voltage， QTdと

Principal Component Analysis ratio 

(PCA ratio)の検討

訟芥岳E・ .. 崎鍋之・ 篠沢.介・ 5君臨俊品・

高瀬凡平・・ 里村公!t.. 頭陳図 明・

I "'.と"''''対象1:m.u ~含む心縦.，..省 25例，.均年齢は

“コtIO.l.銅色"例。女性((例である心室盆期外

収縮"""明、aturtV個別印刷，c網開剛畑、PVC)が

''''以ょ.，ーするS定例..・プロヲタ院側，心肥大症例

およびペースメーカー使用症例"隊外した 全例t 本

鉱脈の2・."明してWiiJを得た後にエルゴメーター

による溜動負荷民政.行いT岡崎allema聞(TWA)
を針測した な..・3佐2目前より 即効性の憂覇酸鶏

告除〈筑後心症療は中止したが.ACE臥轡鯛..，尿剤

.ど"その..・alB(Iと した

ωTWAの齢制

TWAの測定..:U: Cambridge H田町 CH2(嗣 を用

い 3週明柏市.，.らの方法"にのヲ色り続m・Rで皮膚袋

面処l!IIH予ヲたの色TWAJll電極.，産省し，自転車エ

ルゴメーターによ り運動負荷.. 予ラた 週動負荷"e
輔の運動耐刷能に~bぜて 20 Wal t!W)から 70Wの

健闘で乎働にて 2分毎に約 10WずつL界きせて.む

伯憶を>0'旬~以Lに陵鱒し".旬抑制以上のデータ
.コンピ> タ に取りるみ自動的に隣柄した

(2) QTd t PCA Ra同 の計測

QTd 1JlI:ルター"・E肘仏¥.. ，凶tetle)t-聞い駒舗に

" "・.髄・し.QTdと陀Arali。の劃定.安傍仰

臥位で"分崎行うた すなbtMarq胤胞を土製のν

コ グにより QT時閣の.大鍬主・小値の穫を阿

レコーダーに内臆されている QTガー ドシステムに

より自動的に配録した 実際の""法113M・のホル

ター心“極(MarQlleue) t:~・a副区駒省し，安鯵時

に幻"る QTdi旬開ヨont PCA ralio t-自動計測ソ

問問I!!if!ltt:;.-ター
“ 岡 .，内騎
，.回・'"鵬釈'"並木3-2)

ヲトヲsア>n'いて"'"した。す会わ'.¥司CAratio 11 
T環I.:.tHtd短剣&長"の比に相当する街僚であり.

1司CAralioが大きい陣ど再分優遇備がより復織でめる

こ&告示喰している4闘()

z 

x 
PCAr ~事"""陀 AxiaJl..oRgA沼s

圃 1

統計".すべての劃定値"平均玄細筆煙量でa更し.

2手間のめ燃はT検定t対応往し}によ り行ョた伺咽係

微に測しては FisherのrのaMにより p・..求め

p<O.05 t-有奮とした

5・..
nYA・性瞬tTWA陰性tl.:ifいて年臥性重量

血圧..MIII.血娘脂質・の組成...に.いて省窓霊

U:RIOられなかヲた TWA繍盤解のTWAvo]tage 
は45:t:31μVに討し.TWA陰笹野田 TWAvoltage 

は0.'ま0.7μVであヲたまた QTd1: T、YA脳性"

が仰玄36..でるるのに対して TWA険性幹で"



表 '

TWIAHV咽]1a伊 1吃[A%r] aho iQmT喝d】

TWA陽性肺 ..，宜u・ n，同・ "士"・
(n=13) 

TWA酪性群 '.5土..， 25土10 25士20
(n=12) 

{】¥Iean宜SD，01><0.05】

おま20m.であり。 TWA燭性鮮の方が陰性鮮に比べ

て有意(p<O.05)に高値を示した すなわち TWA燭

性Z揮で I~ ， QTdによって示きれる荷分雄過魁の空間的

不均一位に"いても商値を示すことが確隠された

FCA ralioに関 しては TWA腸性鮮で32土19% 

TWA陰性"で"土10%とTWA燭性E揮で有窓に高

値を示した(p<O.OS).TWA vollageとf苅CAratioの

聞には r-0.34，p<0.1仕る傾向が包められた TWA

心細 '0'お SUPPL.2 (2関3) 43 

vollageとQTdの聞には有".関係''''められなか

った(r=O.13，NS)以上のまとめを褒 lに示す同裂

に示すように TWA働色鮮は陰性鮮に比べて QTdと

PCA ratioはいずれも有志に高舗を示した

S 文猷

1) Okin PM. Oevereux RB， Fabsil:t RR， Lee ET 
Gal1oW3Y 1M and Howard BV : Pri問 palC~恥

ponent analysi君。t仕IeT wave and predic回， 01 

cardiova叫 r mortality in American 恥

dia陥 theSlrong IIearl Sludy. Circulatu"， 

2∞2 : I・": 114 
2) Zabel M， Acar B， Klingenhe.同nT. Franz MR …SH and Malik i¥I : Analysis of 12-

lead T-wave morpho略 γforrisk strat焔cation

.r.汀 myocardialinfa陀 tion.Ci町.. dalIon 2慌時

102 : 1252 
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低用量ドプタミン ・ATP同時負荷

心筋コントラストエコーを用いた心筋虚血診断

金子ー嘗・ 鹿 野 被・ カニズ ファテマ・ 袈歯周世・

個弁昭男 竹右越知・ 久保闘功

心筋ヨン，ラストエヨー(Myぽ ardial Conlrast 
EchocardiOgraphy : MCE) ~附いた溜微小鮒繍""
..~の艦隊約附則性が盛んに鰍告されている". ATP 

U曲..噌 T両院晴材、ate)やジピリグ.ール負荷に

よる~'"血管への血複利分布作J((制金利"した心筋
a血の・・断M・康的にmいられてu')"，-1iで砥ド

プタミ :'-(OOs)のbつ.往"'n効幾HIJmした虚血

性......陳轡の検出(Oobuta剛時s"回路 Ed訓cardio
伊raphy: OS闘が広〈刷いられている・ MCE区低m
.ドプタ ミ y負荷笹川~"~Mi.的実畿で"，限遺'脚質
調，.ζ先行しMCEによる心..食彫が低下することが鋼

管されている・が臨床的街周性を険制した・~"少伝

い本研究の目的隠 低周鍾 OOB'ATP問時負荷援

が MCF.にお付る心筋前回概拠'"''析のIl!!.ft m崎度会

高めるζkがOJ憎かピうか.，術射することに必る

5対.
'雪作性.. 心症として竃・由民遺修.峰行された週E・"

鑑例 平絢~.・"土 1 1 ..邦住6例，女性2例.尿

病腎不全心筋症.大動脈発餓症傘"っ舘例"険外

したおICEIJ: 3日以内に滋動"'"膨を範行した。内駅

U荷窓俊市なし"・Jl，左前下行伎近位樹Jt(n=

目 ，，-対角後病変(n"'2)左四.. 綬術習r(n-1 )で

bヮた

5方途

心騎鋪脅厳111.1;1:pt叫i.墨絵"SONOS5射訓..m
いた。

〈 ドプタミ〆負荷むs. ~-t長{田E)>

安修時 ATPO.18"可o:lkg/m ト負荷時 Mよぴ ATP

山…字開 1酬

i.醐醐岬剛山形市川 2.1-21

と00610 ~fl:/kg/m;n 問時負倒的の史遺動得価e心

尖四肢像ω心尖二段像のヱ断副で行い。正常l 過収鮪，

収縮低下.無収備の悶箆に分見回し'箇.行った{闘i"
〈む鰯~ ;..-~ ラストエコー陰 (MCE1)

" .. 側 ATI'0.18mg/kg/min 負荷旬 S叫ぴ ATP

t岡山o~K/kl/min 闘"負荷怖に同刊日醐
η唱Imlを 毎秒0.5ml の，，~で ・砂簡で値段与 し。 心

筋像彫性."価した :tI!)i!ほ心.，旬医像.心尖ニ笹憾

のこ断闘で行った ..彫，."良H，不均ー.欠制。 W
値不a障の四恩に分銅し定但野価した{庖 11.1I:i!U: 
送個"隻儒陶磁 rO.313.9MHz.助namlC r.nge 

〈切何'"棚伺}蹴シイ訓od臥PuJse r~îlゆ"fre均時限y

(PRF1・0-4.5KHz，VeLoclty raηge 40-.6 cm/ 
sec， I'acket size 8 -12(medium). Frame 

rate 10-12Ib. OolllllcrCωlor1gain 70%. ~'OCUI 
隣羽川 左倉中央.トリガ 時阿I腹繍宋期より8()π習...
前とし .膨司~-I'蛤 Harmonic po・-'"珂刷~ ，島

Multi framt trigger仏tFT1援金mいた 退伺間関M
収縮求鋼再開閉欠送信 1:4-]:2(安鰍時，.ょv，

2-1 1 (1¥情的}にて判定した。

8・..
<L，\O (Left 副'"・~ '"嗣市di na art創γ}領域〉

金..."の安静時の..動.，ゐ臨調長膨性'"もにE

，需であヮたが，2例1;1:ATP 負荷時にむ筋換彫盤のみ

が低下し，()()s負荷防に始めて娘運動の低下4量生じた

{悶" この 2t.H綱はともに左前下行枝"に''''以

上の高度後噌.飽ぬでいた

<RCA(Right coronary・同""償援〉

RCA鍋厳に.いて1;1:111防風心筋像彫倹と.にE鎗

伝，，.例と 安静時に低下している心筋按膨がATi'

...に幻いて改替する鑑例{盟国防鋼"A賢官}の2パタ

ンが隠められた 右冠動脈治修において事i:ai典明金持
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““““ー 皇官運動醇価

• MCE 

MCE，M:炉岨tdial蜘_.. 嶋岡崎咽駅凶'.0融.naminc臨"凶裕信泊吻削司"

ATP，A蜘嚇incTiphos同鳩町 DOB.D臓血minc;? -u fIk&I<山

聞 1MCE+回 E岡崎負荷プロ トコール

•• 
.下
鏑8・

LAD_ 

良俗 平院- j友銀

調...
. 調官

降下

.陣取帽

図 2 左3隆盛量動と心筋検影慢の附録

つ症例拡 l例'"かった

<LιX(!.eft circumftex anery)領域〉

調.取絹

•• 
低 下

a・ 醐

ζ〉 安静時

⑬ ATP 

.・

• ATP+DOB(lOy) 

LAD. t..eft anlerior伝覧宿泊唱曲1)';RCA， Rlibt側-耐η…一….'同町一醐齢 制 幽 同 v・μaJ1<ahnin

ATI'により良好な'"膨と伝')，ATP'OOBで刊ぴ不

均像修と生るものや 買して不均-~.のもの0

E量動容は金例において正傭バターンを示した MCE

では正常パタ y のほかに。安飾的不均一換彫が

・F価不能のもの右どさまざ.で，この領域に関して砿

まった〈判定不健u、う即肢であっk 溜軌鴨抽彫よ
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'"に 99%侠噌...~た B 例は援助姐.'("Ili.li除修慢と

.にa"，のバター>.示していた

S均.
d静岡4是々 は低周.00B'ATP岡崎負荷 MCE法の

値』底的nm性について検問 した LAD鮪援に関しては

ATPによる心筋換修性の低下， 008区よる俊運動

低下舎開"に僻価することが可能で~?た通'"008 

負荷エコーでは， 10...glkg/minという ftm.で"11
血の伺定U囚思でるり 30ゃ・o...a:/kg/min l:いて，1ヒ

商用..さらに陪....アトロピン追加.. 与.必要とす

る 0 ，"合が少~<~いがこの方援でIt ATP l'加え

るζ 色により低".で短時間に.さらに心筋溜涜異常

と，."動拠需を悶"に評価できる可能性があるこkが

示喰き九た本研究にお付る限界点の っとして

健CA.LCX鋼蟻では MCE法κよる心筋a血惨断が

宋だ凶建であることが"げられる RCA，LCX偏峰.. 

LADt岡蟻に<tぺa血領‘の心筋肉・a少血麗がま曾傾

厳に比べ優刷に低下しない限り明・.鍋幽..圏量削で

あることが灘鍵的に明らかにされて"り この領峨に

お"る今後の更なる険制が待たれる また.低倒.

00>>' ATI'同時負荷心筋 MCE訟に""る心筋..血

惨斬に...心術敏の上昇に対応したトリガ一時制の麹

やか盆s:東や抹況に応じた関ω側輔の変更等.習換し

た乎後tt!.f.:Iでるると考えらねた

S傭舗

低周.OOB'ATP岡崎負荷 MCE俸は LAD領厳

に.".心筋虚血.. 断に有川であヮた。

S 文献

1l Kaul S. S制 iorR. Oiltri叩hH， ~val U. Khattar 

民・ndLahiri A : De1:柑ionQf tOf加温ryartery 

di山尚 m問 rdialt細川誠艇岡山

."向 ωm開問n with99mTc一回 amibi

single-pt減 .00enll翻側 Conl¥lUled10m句 m凶y。'mtlotio..I鈎7 謁 1SS-792

2) Tak創出 Y.Chiba J. Abe S. Yamaki M and 

Tomoike Ii : A… 1山......~甲山

隊rl.刷。胴 accomp.副首esmyQぽardial幽d管制凶'"帥…d……… el!!C!. Am Htorl J 1鈎~ : 12ヲ 1262-12s8

3) Take抽 Y.Chlba J. Abe S. Ik剖. K .吋

Tom凶 ikeli:Ad回醐問 echocardi句p'aphyfor 

"理 detectionof c。問問ryartery di聡 ast.J 
CtmJkJl 19制 24:1-1 

4) Wi泊。 RF，Wycbe K. Christer凶飢 BV.ZimmerS

.向CILaQQn DD : Effecu of adm岨 neoohuman

抑制閉 山 rial circulat;on. Ci....loli仰

1銘柄0:82: 1595-1醐

5) Pi可~itore A. Picano E. Va噌aA.etal 針。g

00以icvalue of phann醐 。gicalstr醐 echocar

diog叩 pllyin patienls wi山 knownor創路開d伺

…'"向山".. 甲山町一

scale. multにenter.bead-to-headωm~n綿

同開相袖叫岡山'~M 幽

Echo-per羽附M 10附 哨"伽岨lCo。償rative

(EPIC)and Echo -Dobula剛 ne lnlema岡崎l

Cooperative{ED1C)Study GrωPL J Am白 "

白刷0/¥999: 34 : 1769-¥777 

6) Howard LP. Se-J∞， R. 日i~ab峰山 L. et .1 

Additive同時倫，，1阿川凶l側 imaging馴<h

myoca吋ialc伽U市.~加lCardiography during 

dobutamine stre!樋 CircN/O/l'O館 20ω E・2
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ηMalh;as W 針。ArrudaA. Santos FC. et al 

Safe!)' of dobutamine-at附 P附 stre!掲 echocar

d句jTaphy: A pr制限!Cliveexperience of 4.033 

師団culive叫偽 JAm soc 幽醐rdiogr

I鈴9: 12: 7SS-791 
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A_開nenlof n明白rdialperl'由。胴 b}'har 

~前開W~""がeザ問~ng al re!提 a叫 d"
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T，鐙stamibi SPECT ima"il1g. Ci町1I101iQ~

2“10 : 102 : 55-60 
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急性心筋梗塞症回復期運動療法の運動耐容能改善効果を

開始時運動負荷試験から予測する

後S事業 ・ 内 回 生・ 鈴木符司・ 高木修 . ，宙線明・

寺島正情・ 水谷懇歳・ 桜誓文雌 岡野高明

佐藤徹. .，村良男・ 相原直彦・ 高木洋・・

， "じめに

む筋帳簿~刷復期患者に対する運動銀法を合む包話

的心滋リハピリテーシgン{心リハ同常連動耐容能を別

加さぜ，沼危険因子を減らし.生絹の貿 (QOLlを司上

させ ".，生命予後を改暑させる事笑陪確立されてい

る白，-.)しかし，むリハに必ける運動鋼製訟による運動嗣

容胞の改轡度は左箪収縮自慢能と相関し常いとされてお

り。運動耐容能改智度の規定関子はいまだ十分明らか

にされてい住いたとえば Fio陀uiら駒や防gcnlO

ら刷は運動制使陸後の2駆動耐容能の改符~ほ左室収縮機

能指標の阪自衛とは相同しないζ とを維告している

事実々 の検討でも 急性む筋個陸海症阻"期息宥 162名に

おいて。運動耐容館街栂でるるa最高腹集綾取t(peak

vo.)Jtt加剤匹以むリハ開"1怖の左釜駆出撃とは相関し

会いことが示されている{闘 1， したがって本研究で

ほ，急性心筋梗織催回復期血者に.いて...動制使法に

よる運動耐容能改善度を運動自慢法削除叫のむ蜘運動向

荷以厳ヂ タから予測できるか奇か.検射した

s 方法

薗立循環砲術センタ一位て回復期ンリハプログラム

に，加した急性心筋使ltll.oE射性息者 20例.対象とし

た発症約2週間後から歩行.自転車こ!!， .170ピ

タス体機から伝る悶復期心リハを 3カ月間指行した

{悶2) 心リハに""る運動強度{ト ν ニyグむ約

数'"む')ハ開封掃Sの庫銀限界性心肺運動負衛隊験

(CPX)にお Wる K.円。問nの弐 k=O.4へ-0.6(通常

0.6低在鑑観胞や商働者で1;1.0.4-0.5)のむ拍散とし

た越動時間は 1日4砂叶0分。釧度怯週3-5固とし。

凶立繍.田桐信〆タ-<岨血智内約

問 問岨醐.

'T"，剛山即日"

退院後は通院{監視下)ωリハと在宅遡動銀法を併用し

た。

心リハ開始時"よぴ 3;/.1i!侠f時の CI'X11.:， m位

自転車エルゴメータと呼気ガス分-tfi~iH ミナト社製

AE280)~mい， ]5 WJ分のランプ負何により施行し

た'"'運動樹容能の術槻として。peakVO，金湖定し

た

舞症 3-'週後{心リハ捌tflfoJI週後}にも岐カヲト

テル検査中 こも催候限界性臥位自伝'"エルゴメータ負荷

鼠蛾.範行した町 家禽庇，腕動脈.lf，協合併脈血般業

飽和鹿IS叫却を連製測定しつつランプ負荷(]SwJ 
分)による運動負荷鉱齢.実施した。 f也，akVO.改普段

の予測因子を明らかにするために， ωられた血行動態

術保と 3カ月間のむリハ範行後の peakVO，改替，.と

の側関e険制した刷

S結果

tH院患者の臨床仰は、 ，.，均年・~60 :t IO.，前"極海

12例左室園仮出準(LV民的"企11%(27-62%)であ

った 心リハ開th込?の遜動負荷肱験に必付る負荷附k

a最大負伶岬の血行働8'憶保金茨1に示す いずれの倒

標む級大負荷時には~.砂防に比ぺ有溜伝m加告示し

た

i'eak VQ，はむリハ後に省怠生綱加.示した{関

目 PeakVO.改欝"と各何個別との縄問調.検討したと

ζ ろ。む')ハ開始時にtH，る安勝時のむ相飢左~J(lI

a臨則圧 . "自民未制圧 (LVEDP) 。 平鈎御動脈鉦 LVE~

U狛幽盆(CO)。混合併脈血度調時飽和!j(SvO.)，償費持続

取事(%0， Ext) 11，:いずれも 3カ月間の心リハ純行後

のpeakVO.改轡"と有意な側関を示さ令かった 一

方 掻大負術時の術僚に関して砿般大白剤師8む納:!:Jil
(r=O.45)， SvO，(r=OAS). .tJよぴ% O，Ext(r=-

0.45)が心リハ復関akVO，故轡8置と有怠な縄開を示
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，"， 

鈎".
:-ー.:

..，・0分興週3薗 ..項目}

..固
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エ
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したが.左護医術仰や peakVO， 1:有窓生側関.示.

舎かった

さら".む')，、開脚身運動t通網M調嶋中の安働側から

.大負荷時.での変化II(A)左心リ，、.の peakVo. 
a取・(fとの納闘を検討すると..Il.l V~:DP (r"' -0.5・). 

d.Cu(r=0.45)， t.SvO，(r=Oω} 企%0.Ext{r"-

t由llll...師宅ンター》

O.61l (関叫が関akVO. 包皮轡'"有窓信相聞を示し

た

回復""..リハビリテーシ，〆プログ，ム図 2

S 考到院
本研究の結集に，り 1)心リハに制する岡山 VO，

改tfJJ:U.，心リハ開質"の組動負荷以厳1':1::1りる.，僻
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現，..・jハ岡崎崎の量動員荷鼠踊にお付.血行動聾描梅

安.時 量大曲耐時 p 

'"岨敵(拍/分} "士" ".士" <0.01 
在買取踊剛庄(mmHg) 118+17 151 :宜" <0.01 
左宣拡彊末期庄(mmHg) "土7 n剖 <0.01 
大動陳平均圧(mmll~) 8S:l:12 ".主" <0.01 
肺動厩平均圧(mmHII) 12:1:4 ~土6 <0.01 
心抽出量(um ..，土u 12.3主，.. <0.01 
混合静脈血慣景抱和度(%， 77.0土.. 49.8土" <0.01 

2蜘

2醐

Peak陥

仰 刷 1醐

1醐

醐

。

構事揖取串(%，

n・"

図 s心隊リハビリテーシ"前後の.，‘..繍取.の
間ヒ

急性心筋梗型鑑回復鯛庖宥m各に"いて.3 ;t，~ 
附の心鰻リハピリデ シaン{心リハ}後に峨筒儀

費時鍍取."攻eakVo.) 11有窓に噌加した

的指割高から防予潤函爆であるが。安併時からa医大負荷

までのt.%O，Extまたは t.SvO，から良好に予測し

うる ζ ，.および2)むリハ開始時の t.%O.1i就が

小さい症例で"その後のむリハにおWるpeakVO，改

替度が良好であるが，逆に t.%O.Extが大きい症例

では peakVO，改脅度が不良であることが示された

〈図的

過去の研究において Hammorldらへ開nDixhoom 
ら川 Heldalら'"がむリハ後の運動耐容能改善腹の予

測関子を検附しているが，これらの研究でほ心リハ制

鮮耐の運動負荷中の血行動緩や厳禁飽和度術保'"貧附

されてい伝い ー方W日伺nら'"は心リハ開肱川の運

動負荷鋲蹴にお"る co槽館波応とむリハ後の"..

VO，&欝g置との関係を検討し co増加眠応良好群は

骨繍筋デコンデイ"ニングが主体で選動トレ ニン

グによる運動樹容健改普効操が大き〈 アfiCO欄加

21:1:5 "土品

， .. 

咽

<0.01 

r: 0 ・1
000 ・<0.0' 。。

P..k V02 
a・度 。¥。
(mIJ~) 2~ 

• 制

-250 

.. 。
" e 

。

心リハ開始時d.~O!Ext (poin!.o】

悶 4 心・リハピリテ シ，ν鯛鎗鳴の量動負荷民..に

aヲ"る礎"嗣.皐増加(d.~ 0， EKt)と.貧困臨調瞬間
取.(1'個kVO.li:!t・度の関係
心リハ開閉ぜ撒，..防負倒~験にお付る安静的から鰻
大負荷車での目隆司旨擬取事制ltJ:D(lI.% 0， Ext) i1少 "

いほど3削 1附叫リハ後の pVQ，a同慶州き

い {文猷8よワヲ1m，

反応不良鮮は"'..能低下が主体で運動トレ ニングに

よっても運動耐容健改暑効集会Z乏しいと線告し1

しかし本研究に必いては.心リハ後の peakVo，改

脅，.とむリハ開始時の趨動負荷E戒厳にお紗る acoと

の側関(r=O.4511: t. % O. Ext(r=O.6ilや t.SvO，

(r=O.6(I)に比べ低かった A油"ら削除 p闘 kVO， 

の線経凶予は 恵俊慣を有する心不全患者で陪下肢盛

大血慌であるが，非恵疫貿の心不全患者では下肢.大

血犯ではな〈年歯および骨犠筋筋力であると報告して

いる また Y飴 hiokaら'"は，運動筋以外への運動中

の血8区分布は左室慢能低 Fの'"置により規定されるこ

と告示している す会わち金身のco..加反応は必ず
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Tim.胸 lmmST<kp陀ssioo HR副 lmmSTde~ 句制。 DPRallmmSTdep隠"".

臨

MaxSTd叩田'""・ "" 山 田

om 

図 H ECG chanllo (1'咽il;..o)

圃F凶 1

."∞.d 

• P'巴O.Ql∞mp闘 dlOF可附

T;m山 'mm釘岬聞 剛 HRallmm釘.，，..山 D"・I1 mm ST depressiOll 

Mu釘'"出削 ElI.rcise 1町

柵

図 1-2 ECG ~hango ( Fal..~tiv.) 

"る 11Fのパワ "よぴ LF/HFに. ，闘闘. 2問自

で有'"愛""・bられ仕かうた(闘z-z ) 

s鎗2・
Wavclet法Kよる遠鏡 TM目、 '1'のむ納変齢緋'"の

鮪織から偽脳性例を判酬で.る可儒伎が示喰された

， .場.. 

J) Wavelet解析の利点

a々は以前に。 FFTI高透フ リエ変倹}法で"従来

圃Fi符t・"ω.d

不可艇でるった。短時間にグイナミヲタに変化する非

定常状閣を解省?でき.時閣分解能に後れた Wavclet解

析により J1ead-lJp tilt table t国 (TTT1&，lの血圧

心電闘 RRtl時隔の解~.行った"血圧はトノメトリ

ー法にて省機骨動脈で連続測定した 学制.. 床時俳尿

失怖.御舟とした神縦割節倹失神'"守の TTH経時

的に検附したところ，来治調関崎失神直前に HF(副愛媛

怖鑑稲動}の過大反応を認めた。抗， '1ン作局，.期待し

てdisopyra町 d，を役与開始 し. ，週間後の TTTで

は LF/IIF(交趨伸侵活動)の活動元通が持続して也 2
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阻 5 心リハ周防・.遭動負荷院"による還鋤皐議鋤般の予濁
ω，、酬"の醐f市岡6ζIlltdtl:糊脚蜘"

で".
の方.が岨でめる {トトユング力松 崎 へのアプローチ凶

しb遭鋤筒への血託鳩加反 d'正比例信ず.このこ t

が dCO1:. pUk VO， i!l:ltlfとの刷聞が舗い哩幽と考

えられる -1j Y国 語，..ら，"略。運動"..初期に陪

%Q， E川の変化がco変化に先行ずること告示して

tJ '.1， % 0， EXI 1;1.α3反応に比ぺ。より-a的かつ製

服に骨格筋エネルギ 代謝の変化.反映する街備と場

えられる す伝わち 心リハによる peakVO， i!!r.普皮

の予測記.."υ，、開鮒略の運動負荷時.coよりも a
"0. EXIや企s，o，のフ与が高綱.，曾える

今回の鮪無から.心リハ開飴"の".，当初民厳に"

"る d%Q， Exlが大容いれまた1.1dS、。zが低い

15.見。，の低下が大!~ .)症例で..・大負荷憾の骨梅筋

漕"が不十分で心リハ後の適動耐容健改轡が乏しいと

機測され。 このよう盆鑑例で肱綱簡峨~のさらなる

解明色遣動耐容ll&:tflfi-高めるたのの何らa、の方策

{た&ぇ"νジスタンス》 νーユyグの併則金ど}凶

.l)f，必須'"えられた

S館前

u .レリハ開始時の d"O. Exlが小さい(5..0， の

低下が小さい".例ではその後の心リハにお防る，...

VO，故笹E置が良好であるが，逆に d %Q， Exlが大き

い15‘。aの低下が大I!~.)盛例でI.t ptllk VO， &:普段
が不良でめる 2l心リ，、関鉄時の湿働負荷以織にU

"る.".. ，から畿大負荷までの A%0. Exlまたは

.s、<)，は心リハ後の院IIkVO.改悟度の予測に有m

でめる.
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慢性jL司て全1M者の運動時換気指標による

中枢性炭酸ガス感受性の推定

山岡調1M' 梅野弁楽次・ ，1，格制限敬・ a・m・傘・ 上野槽芯・

城主秀珂・ 亀山"樹・ 能 沢 孝・ "よ憎・

， 11.と自的

.性心不全に対する治副院磁の有効性1;1;10-ω%で

めり後<"'-や高血亙に比べ陥るかに低いのが現4えであ
る したがヲτ心不全に対する桁M!OJ*i'‘@る区U

効娘"M絡できる血者金いかに鈍いだすかが..でh

る

般商..，陣取.(peakVU，)で野偏される..動耐容

能が。心不全凪脅の予後測定閥子であることはよ〈知

られているIl.olf.PonikwOIIkiやCorraら"阿佐'"

の湿・剛容範であヲても.温勤時のIAfII..It 3 (V EI 
VCO官・Iope)t)1克進してい....の予後が悪いζ ..  

明らかにし，運動時の代償儀過IIUI'.:I;I:peak VO置とu
a立した予後処定凶予でhること.縄各した 慎銀応

答U腕胞'""式から死陸移(Vd!Vりが大8いほど ま

た中憾の~..ガスのセヲトポイ y トがaまい"健闘..ス

.."伎が高い}ほど鋼大ずる今自運動両働集応答の

幽から俊後心不全息者の絢.と他.. "'，慢の予測"'b
た

S 対・と方福島

(])Iド階俊民同慣がス揖受性，~..樽経活動

慢性同不全患者'"例にIIいて.民噂.".受伎と

翠胎・""'tr.1t:蓄の関係幻よぴ...ノルエピヨーフリンー-

aとの関係金倹射した平絢年前57障の心不全'"

例。側役曾2例。女性m例早絢在室敵幽分副u:~O" 

平均身体情動向巴U:5.7METsでめった鑑礎心S終息U

~，・5臨心筋症 39 例.心峨ff.刷復 32 例隊日住む筋艇

2・17例 E大型心筋症{舷様相】 8例。その他の心療.. 

が初例であラた ω・.".・負荷臥酸【CPX)による

VElVCO，s句驚から遭働時倹."，，，.豊富事備した 中

制限州市大畑田2内側
内醐剛 *111市制醐

仮住の段織がス感受性は.3分間の安静臥位のの句。

7%CO， t93%O，の泌合然体"分間拘呼吸"'lt， 

終釆呼気倹..ス分医(ETco，lと分時MtI:.<VE)~ 
込睡した 炭・..吸入ゅの ETCO，t-II:"に VH

.. 舗にプロヲトし その繍U:JltIl:b'スS受色のm・

kした ...ノルエピ本アリ y・11'11.I崎聞の安"

臥位の後制o"より探血して調症した

ω時l仮住実感樽鰻速断の修"

心不全息轡 16名に.いて'.'舷健変調自伸経過断でめ

る .2受曾体調温賓事細川K'~ により変慮"‘通話勧
を中魁νペルで遮断し，こSもによる.1I:;b'~.受性と

運動時.."也管の変化.検討した平均等."臼.

平均ti~駆出分画は 33%でh .た guanfacine O.Z5 

mgを夕食後に 1臼1困.，週間内服きぜ。その前後で

血磁ノル，ピネフリン.，t..陸僧ガス楊受性， VE-

VCO.封。開審測定した

。}中艇住民織がス.."住の予測

中網属性...ガス峰受性の測定区陪高温...の..，..ス

H可呼吸さ雀白ばならずt 蔵省震心不全患者にmいる隠

は安全性伝問題がるる p，山 VO，と VE!VCO.8Iope
から/1/...λ感受性の予副."みた積舗に....ス

ー受性と開'akVO，を縦舗に VEfVCQ， s句却をと

9.1Z2llt聞のそれぞれの飢.プロヲトした 3次元の

スプ'イ y網間金行い.この三者の関偏.，次元平副

に展開し 平副から段限ガス場安値の予副."みた

S鎗.. 

(1)1229則前の心不全患者に結いて/1/'"ス峰受性k

VElVCO官剖Ol}l!!j~ よぴ血鍍ノルエピネフ リ ン頑度に

はそれぞれ膏.なEの側関(r-O.U.p<O.Ol. r'" 

0.35. p<O.Qりが包められた すなbち炭..ス錫舞

伎がJt通している極例ほどII勤時の通換気を凪し . ~

峰神経傾動が先遣していた
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図 ， .幽nf.dneιよる渥勤侍換気応寄a回よぴ.・-ガス関車安住の."
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・No
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，聖

ω guanfaciI¥C 0.25 mg俊与により，血扱ノルエピ

ネフリン.111:平均，，%低下(¥.><0.0])し心納数お

よび血圧も低下傾向を示した guanfacine役与により

民館ガス絹告を性..低下したがその騒111;1.guanfacine 
役与前の段目度ガス感受性に依存した(p"-0.69， p< 

O.(}O その結果 guanfa口服役与削に炭駿ガス感受性

が元過している陸別ほど交感神経遮断による感受性の

低下が大きかった 同縫に前anfacine役与前の倹気

応寄と guanfacine役与による倹気応答の変化にも有

""負の締伯母が"められた(r=-0.64， p<(1.05) す

なわち guanfa，関投与附の遁動時..気応容が;iC進し

-図 2 還.帰働集応箸翠動耐
輯および醐ガス軍
安住の関係

ている続例ほど guanfacine役与により運動闘の倹気

応容の改"が大きかった{図"

(3) S健自慢がス怒受性とpeakVO.. VE/VCO. slope 

の3次元平副1:.QI.1同信樹柵幽箇.昼し{図2)，拠僧ガ

ス感受往が商い"ど，また peakVO，が低いほど遡勤

時の侠気'"符が克巡すること金示した 3次元幽簡を

peak Vo. t VE/VCQ， slopeの平面ょにB健闘すると

peak VO，と VE/VCO，slopeとの伐の椛閃直線...炭

殿ガス思受性の柵大に伴いよ1jに平行移動していた

したがってこのそノグラフ金川いて。 peak VO，と

VE/VCO.号h院が家まれば炭酸ガス修受性を予測す
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るζ とがでfJf: 例えば， Pl'ak VO，が 12.2，VF) 
vco， .胎"が国 9である銃例の炭dt#A.受性U

11-:n L1min/mmHgの健闘に"り，務明に光渇して

いることが予刻された{闘3l

， ... 
慢性ω不全息容に』μ ，τ..・ガス"受性が光温して

いる‘例で"'.女慮"健活動.'光渇して1)1)，ζれ.

遮断することにより製健.."受性ゃ運動時過銅気.

越jf.でgた さらにlOM応答と濯動樹容能からある包

1I!1i!"#ス燭受性が予濁でSるζとがわかった 今後

m組側に必いて安全かつ鯛使I.::~健IJtnス暗雲を性.際価

する ζ色がでSれIl.側々の箆例区B省いて効身障的信拍

割目指の..侠tl1iifflt区なる&思われる
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慢性心不全態者に対する薬物療法での也、機能改善と

最大酸素摂取量，運動時換気応答の関係

中村岩刻・ 佐 藤 徹・ 古川勉・ 小 川 聡・

S背最と目的

アンジオチンシン変倶僻現時阻啓斑{ACF.-I)1:慢性

心不金患者の心畿能や生命予後を改備することがE明

されており州アンジオテンシン受答体阻宙誕(ARB>

にも向織の作"があると予怨されている また心不全

患者で".ι例選動負荷以験の術栂である般大殿紫綬

取盆{関ak vo.)やS質問度ガス侠気当 .(VH/Vαh

slope)が生命予後やι働能と関巡することが知られて

いる2川しかし ACE-Iや ARnによる心犠能の改聖書

が躍動負荷の所見にどのように反映されるかについて

の検討"少ない 今回の研究の目的M これらの術僚

が礎物銀法による心領館法轡効果を反映するか査かを

明らかにすることである

s方途

ACE-[またほ ARB舎内服してい伝い.左箪敏也事

fLVEF)40%未視の慢性心不全庖者21人{うも男往

"人}を対厳とした""毎年齢は"全.."で。基健む

密集血，，~血性が 8 人非虚血性が"人であった併m
療の役与屋"検討州問中に変更.行j)~旨かった この

21人中 13人に ARBとしてカンデサルタン 4-8mg/ 

目色 8人に ACE-Iとしてエナラプリルト10mv./日

を役与し，役与開鮒削および'"月後に傑血I むプ

ルシンナによる LV日Fの測定"ょぴむ卿選動負荷鋲

験.. 包行した 傑血は安静時に施行し，ノルエピネフ

リン(NE)io商趨液体タロマ トグラフィー法により

心房伎ナ トリウム利尿ペプチ ド(ANP)。および脳性利

尿ぺプチド(JINP)H政射免"'劃定法により組定した

心肺濁動負荷鼠験は自・i;1Ilエルゴメーターを用い

OW・2分間同ウだ ムアッヂの後.15 W/分のラ〆プ

..  貧血犬学医学軍呼吸観現置内約

{字削醐師輔副~I.'{mìfl町却

負荷を施行し.mixed cham恥7践で呼気ガス分析を行

った 食街1:1i候限界性とし。む筋虚血位状・所見に

よる中止肱生かった 治療捕後の計測値の比般にu
paired t-te包t払変化撃の比般に陥幽得分断.mいた

， .". 
治制使前と拾鱒..丹後で LVEFは26.2土1.3%か

ら34.8:1:11.7%と改締し句=0悦醐).BNP 1:16壮

19 pg/mlから η土61w.lmlへと低下したfp=O.03)

が ANI'1:抵 ド鰍向 を包めたのみで(58:1:46-ω主

z2 pg/II叫. p=O.09). NEは変化が仕かった(0.57土

0.24 -O.60:l:0.24111{/mO.運動負荷の抱栂低限.k

work ra tel: ~駐ーしたが(1 10主 33司 121 企 33 W， p= 

oω4)， peak VO，(初 1 土~ .9 -20 .9土5.3 ml/mill/ 

kj{. p=O.3). fJ.VO，/企、¥'R(8.5土1.9-8.2企1.5，p=

0.2)1:l変化せず， V~:lVoo. slope (，改曹傾向を"めた

のみであった(泊 6土8.4-31.7全6.2.p=O.ll) 

LVEF， BNP， peak VO" VE/VCo. slo関について

治製前後の変化調際金攻めたところ peak Vo.の変化

率1;.LVEF. BNPの変化措との問には伺測を認め信

かうたが〈園川、VE/VC偽 SIOpeの変化率 1:LVEF 

の変化事と負の BNPの変化準とEの相聞を"めた

(図2l

s 考割拠
VE!vcて).s(opeは慢性心不全の予後予測図子の 1

つであると紺告されている句 V~:lVco， slope 1: R/ 

(PaCO， x (1-VO/VT))限 定敏 V，犯盤娩録免

VT ー困繍気鑑}で決わされ，死俊倹気Z医院後気血流

不均断状11.す伝わち腕血涜震を反映する制 すなわ

らこの術"は印，健気層受性と心知山.によナヨて規

定されると考えられている M陸軍~. VF./Vα)， slopcが

心制限緩と相関することは知られている紛が麓物磁器
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6ζ よる心畿能の改轡1:V!i./VCo.針。..の改筈kの関

連の・11&1;1:盆か"と 今闘の績"で この両者が輔醐

するζとが・mされた -1>， ~ak Vo， t.心不全の予

後予欄悶予とされているが".この故.事"心楓..m
aの改.事との伺闘を認めなかヲた。す伝わち ACI:: 
1や ARBによる慢色心不全柏伎の""般向鹿改"の

鎗.として VI'./Vco，副句絶 Upeak Vo，よ 9観臨で

・，.有周であると噂えられた

本研究の限界として.陸例eが少伝いこと.v./ v co• 
s。仰の改暑が生命予首長の改替に縮ぴつ〈か否かが検

riで@ていないことが筆げられる 慮た p-blockerr.;. 
ど飽の楠復路による心楓健改.の3制限に生9うるか否

かについて隠さら借る倹討が必堕で~る
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肥大心における収縮予備能の破綻と分子機序

芥滞茶央・ "付需土・ 山岡品・氷凶桝三・ 酋滞年夫・ 震前段志・

駒田久御・ 磯 部 符・ 野々川僧・ 凶問看高也・ 近藤陵久・

野開明子・・・ 岩瀬三:Ji!'.・ 2医師宣明・ 繍闘充弘・・

5 目的

心筋の収.予・..は主に.1) Frank-Suring恨民

2) Forωf，同開問関係(FFRJ.31 3定峰神包網語障に

よヲて測定されている 従来，各橿"嗣.にMいて

Frank-Sωril'Uf・'"の..妻役についてほ充分繍附き

れて8たが.FFRおよび交峰神経刺a院の.要性につい

て拡充分に償附されてい傘い 1871写に t'FRt-初め

て鰍併したのIJ;Howdilchらでるる，"らは訓，.心筋

細胞に"いて刺搬鍋H宣告榊加すると.盛大裂カが綱大ず

るζ!:HIIfーした 鰻近 FFRの破綻が多〈の寺金心

動物そデルでM!~""#1..細胞内c.' トランジ孟ント

の関与が示唆されている竣々は FFR11鍵智省の心

鹿に."ても軍需に‘"さn.かっ.調厳銀11の憎加

に伴い心筋婚姻む極織することを鰍告しk しかし，

E大心に"妙る FFRI1いまだ不明である したが，

て.本研究の日的U肥大心に必砂る FFRjJよびその

交舗御鍵刺ato梼の附明， c..'・調節蒼白の遺伝子発

現&の関係.，奥闘することである。

， ，智主張

対象は高血i互依む肥大.有する働者(HTIf.)17例

と非開織俊足大'"心筋信仰CMIlJ 14例， ".町線趨膨

土1何窓俊市4陸軍M ず。心眼紹沓浪所見もa調官舎対照.. 

7例である.命テ先..マノメータ-.左室内に附属し

右房ペシング"よぴ仰剛健Zルゴメ タ事動負荷

畝麟中の左盆 ".砂金，...した 記録した左箪lf銭形

から，叙繍特使の個個tして LVdp/dt..轟.，・..特伎

の術.，して時刻信B:T，..i:京めた .た.HCM"と

柚 叩四・風間内側

" 開 火欄間開

同 問時事..鍾~N場

"‘“-.担llit市町耳切区・".IIJ6.>】

対阪.."右1!心筋金倹を行い.Ca".・ヨ民自{心筋小

包'*c. ，. :r. :.-プ(SERCA2>， I'hc・pholamban
fpLω Ca18伺縦割rin.RYIIlOI剖憎 νセプター.Na'l 

ea" eJ<changer)の mRNAW:現ua的 RT-[司CR

協により解析した

8・.. 匹
P下R"脳同医では心錨I!r:(HR)ーLVdp/d!...且関係と

して裂す乙とができる HTT 11例の内，10例Mぺ

シングによる HRの綱加に伴ぃ LVdp/dt..昼が縛鵬

的に噌大し.FFRが単網性."した{闘"鰻"例

"bるIIRlで1;1;LVdp/dr...が柵大したが.事 らに

IIRが噌加する l::LVdp!d制，，，.少したす.M
FFRが二滑す位i"tiI.した{闘"仰臥飽エルゴメ タ

温働負荷以属食中の FFRl:t金症例""側伎を思し

その傾."ペーシy グより，.. 畿でb':":.:lた，金

飯"とも HRの噌加に停いT".院短縮した n心筋

..ほ FFRが劇個性の症例(112ま28"，1m'伽唱'"主

SD)Jに比厳し，三相性の雄例"“会4Sll/m勺は有倉に

大Sく 左出肥大の，，，.が高度で.ヲた定率迎修か

ら*めたさ臣室駆幽$(EFJI;tFFRが..何色の候例

'"玄 6 兇}に比厳し ニ縮性の鑑例(~:t 17%】は有窓
に低下していた{図 3J， 'Mに EFlIf 50"米測の島区例4

例は金て FFRが=個性で'0た
UCM 飾区白いても IIT瞬と向慢に FFRが胤銅色

合起した厳例【7例}とニ欄盤H'した症例(7例}とに

分績された HCM鮮の EF1.1:金"ともω%以上で.

FFR tll•側伎の症例{伺土 6 兎}とこ欄伎の症例'"企

9%)との聞に鐙は4旨かった心ヨ区中耐用1;1;FFRが単

相性の鑑例f1S全 J~)に比較し ニ鮒性の症例'"土

s附附'"有志に高値で1.>.，1:

右~ 'P隅よ 9樽たむ筋，.. 貧欄本の SERCA2 

mRNAνぺ削ま FFRが刷惜の症例<0.72企O.Z7l
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ペーシシグにより心伺依m闘が 110bpm :lで"心筋収館"性.. 慢す
しVdl>/dr..也凶附加した合にさらに'" が附加すると lVdP/dt"酬は減少し
た運動で11lVdl'/dt-， 1，1.凧情性に約2借家で増加した ー方心筋勉緩

符伎を捜す T"，)，1. b.aseli憎から約'"魁鮒し運動により約'"'短縮し

た

に比絞して二個性の症例(0.34全O.15)は有2震に低下し

ていた{国 4)，PLH-mRNAνぺルは蘭Z字削に差"な

かった箪た。PL匂mUNAレベルに対する SERCA2
mRNAレペルの比(SERCA2!PLB)は FFRが単納

性の症例(0.6土0.32)1..:比叙してニ銅性の症例 (0.30土

0.13)は有意に低下していた Calsefluestrin，

Ryanodincレセプタ ..よぴ Na'/Ca"excha噌"

のmRNAνぺルは耐静聞で登は伝かった

s 考副院
今回の結果では 高血圧性心肥大を有する縦例の中

で。 FFR が~相性の鑑例に比厳しニ制伎の徒例陥 EF

が省怠に低僚で特に EFが却%以下の4症例Uすべ

てニ相性.旦した したがゥて.EFが6Q'以上める

症調でも.FFR がニ制性を且する症例，，~相性の催例

よりも 今後 EFの低下が起こりやすい可能性が考え

られた したがって， FFRのヱ制伎は，心肥大から心

不全への移行前子すa臨床上の徴"と生る可能燃が考え
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Z認められたしかも。それぞれの鋼大反応は出現せず，

TTT険性となった以上のように神経性調節性失神

の峨序と泊織効療を，崎間分解能に優れた Wa時"解

析をmいることにより直観的解析が可能であった
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"" ~.四 Mu Recovery 

国

匡;;]

2)週動中の周濠倣解析の限界

Wavelet解併により運動負荷中の自繍伸径の解価

が可能かどうか繊討した運動中に 1:HF 1:卵制さ

れ。貌々が受慰怖径の錨慣と考えている LF/HFは，選

蜘開始直後はー造住によ持したが運動中U仰制されて

いた 運動負得により心鎗散は相加し交婦仲経活動は

綱加していると考えられるが.Wavelel解衡の LFI
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E。F，t則v 
-す，，daH明色調置 SERCA21 GAPDH 

4・凪-且岨恒

.・

O.叫 • -TF1P 4申，輔馴乱闘圃

"'11 
.，. ‘申，帽咽.単帽盤

O.7~ • '.5 

l' 
0.'ト • '" .・u. 

l‘ O.5 ~ 事
0.' • ‘“I':' 0.'十 I • 

0.31 • 対蝿 高血圧
。

且個性ニ個性

a・・笹 =相性 対闘 HCM 

園 z 左書面・ーから求めた&SE岨串(EF) 国 4 右置中岡より得た心値生楠欄寧の心筋小

胞体c."ポンプ(St:RCA2)'"，RN Aレ

ベル

られた .た，安""収..・隆iE需の HCM患者にお

いて生寝的心納般の飽園内でニ銅色FFRf"呈する

盤側がある ζとを今回初めて見出した さらに，ニ相

性 FFRt昆するメカエズムと して SERCA2 mRNA 

νペルの低下の限与が示.さ，げ』

s・a・
当官"時収縮槻飽が亙常盆肥大心の中にゐ収..予備艇

の低下.示す例~.ること が明らか"訟で3た

SI::RCA 2 iI伝子舞演の禄少が FFRの俵錠に鼠要な

役綱..たしている可能性が示・された

5 文献

1) lzaw8 H， Yokota M， Taktic悩 Y，et al 
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ヒト不全心の心収縮性と心筋酸素消費量に対する

内因性一酸化窒紫の役割

新家俊良事・ 高岡秀幸・ 繍山光宏・

-，度化醜業(NU)はむ血管系への多彩名古作m<有す

る生理話怪物質であり.鎗々傘型民庖の病蟻成立に鼠要

な役割を横じると考えられている近年 NOが心筋収

納カや心筋代劇に抑制約に作用するこ とが示され.~

不金の術館との関連が牙再提されているが その役綱陪

明らかではない本研究は鉱被御心筋症患者において，

NOが心障に及ぽす相院械学制。エネルギー学的効様を

解明することを目的とし βアドレナリン受容体制磁

調臨であるドプタミ r役与時の"行動.札エ永ルギ

学餅騎街様変化を NO合成陶轡惑の冠動脈内役与前

後で比鮫検討した

s 対.. 並びに方濃

約発性S広鍵型む筋鑑H患者 15例(Jf.1防"土4歳 左

寧".出分画 33土 2%1を対>>とした 通常の鯵断カテ

ーテル検釜の後，マノメーター付きコングタタンスカ

テーテルを左心室に剤入し友重圧容繍関係を測定し

たパルンヵテ テルにて下大.....閉..させた後，

8-10.(..納の庄容積ループを配錯し，収縮期衆匡容積

関係を得た収縮閥京医穂積関係の傾!E:rnax 1ま負荷

条件に依存し抱い収縮伎の街"である 外的仕草屋

(EW)はー心舶の匡容償敏騰に幽.れる面積であり。

徳観械的エ忠ルギ (PVA)陥収縮期末圧容欄関係."

覆期4庇容積関係と収.期の匡容積航跡に園恵れる耐

8慢である サそグイリ 品 シ，ンカテ テルを沼紛

脈視に"λし。君".明血流Jtと冠動勝...集合鑑鮫

楚を棚定し。 ー分間当たりの心筋目捜索消費員を求め。

これを心鏑散で除してーむ銅当たりの心筋般家訓間関.. 

(VU，)を求めた EWとー心拾当たりの心筋偉業剤費

鎌の比を償械的エネルギ 効皐(F.W!VU，)左して算

持戸大学大学院繍贋呼犠IIOI."
{字削 仙7 神戸市中醐酬1-5-¥) 

出した

プロトコ ル})Control Sludy 心鼠ぺーシング

により心納微を 90岨/分また"自己樹調僚より も15
悶/分割闘加させたむ錨散に幽定した血行動修術惚.1E

容横ループ心筋喰衆消費量の測定を行ヲた 2)DOB 

study : peak p<湖tivedP/dtを鈎%以 k噌加させる

援のドプタミン〈平幼'.8土0.3pg/kg/rnin) t-録鯵脈

的に投与した ドプタミンの役与開鮒から 10分後。コ

y トロ ルと間後の湖定を行ヲた 3)L-NMMA 

study ドプタ ミン役与を中断血行動廻がcontrolに

E突ったところで NO合成隊現時飢轡剤である NG

monorn回hyl-L-a昭inine(L-NMMA)を左忽動脈主

脈僚に留置したジャ ドキンスカ テーテルより 2。
μrnol/rninで役与を附幽.10分後に3ント 0 ルと岡

縫の測定を行った 4) DOB+L-NMMA study: L-

NMMAの役与U儀践し，ドプタミンを2)と同じ適度

で傍線内役与を再開し 10分後にコントロールと向慢

の測定安行った

i MM  (褒 11 

ドプタミン役与により Ernax， EW， VO.は増加

した観械的エネルギ効事(EW/VO.)はわずかなが

ら改脅した ドプタミンの巾止後。 L-NMMAの胤敏

役与により， Ernω;， EW， VU，I;I:変化せず EW/VO，

もControlと同等であった L-NMMAを役与し"が

らドプタミンを再開すると Ernax，EW， Vo， 1;1:増加

し，その相加..はドプタ~:;'-.lIl lllよりも大であった

EW/VO.は L-NMMA.fII.!Rt貸与に比し改曹を飽める

ものの.ドプタミン胤独投与時と同毒事であった また，

PVA 1:各プロトコ ルを通して有窓伝変化を示きな

カヨった
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•• 
勿m'トh唱w個'ml/rrrl 

ι朝llml u土咽4

凹 B 4. l:t岨6

I.-NMMA u土...
OOs+L-NMMA ，..士。ι・

p<O.OI vs ooB 

s考S宮
本研先において心服湿製自民主 NO合成阻轡は"独

では心収脇佳，心筋殿様梢費..左笈エネルギ効事

.変化させ偉いが β受容体制滋下に必いては心収縮

笹を珊大させ，さらに心筋働集消費S止を制加させるこ

とが明らかに伝った しかし.この NO合成"轡によ

るβ受容体網漁に対する収縮反応のm大は友説Z ネ

ルギ効率に"さらなる変化をもたらさ仕かゥた

NQ 1;1:血管内皮縮刷血管平滑筋細胞白血眼マク

ロプアージ.心筋細胞，神経咽砲など鎌々伝細胞で.

Lアルギユンが NO合成邸調情(NOS)により tーシ トル

リンに変検される際に産生きれる NOSは金身の銀，.

に広〈分布 してむり.制型 NUS(NOSI J，畿運".

(N05 11) 内皮s!!(NOSII[)の3鍾須のアイソア，ー

ムに大別される NOS [， NOS!JIIま偶成墨で.その

括性化には Ca"が必要で'" 本隊紫によ り窟生さ

れる低歳，.の NOは中継神経で陥神経伝逮物質とし

て1 血情内皮でほ血管鉱覆や白血昼食の付着時初制伝どに

作刷ずる 1iト回 目は鵠却型でCa'非依存性で

.り，インタロイキン。 TNF-.，.，イ rタ フ三ロy

などの炎佐性サイトカイ :.-I:tどによりその発現が貌噂

き れ大Z置の NO会長崎聞にわたりE民生する

近年，摘出心筋切"をmいた弾力実験に必いてNO

U心筋収鮪開制作"'を有することが示された。さらに。

正衛心には発現治信認められない NOS11が."費型心

筋往生どによる心不全修者 こおいて心院に発現してい

ることが報告きれ不全心の収筋力低下に NOが明与

している可能性が場えられた NOがむ筋収館カ仰制

に働〈槻P:U，cGMPを介した protelnk inase Gの訴

性化による c.'・涜入電施の抑制や troponin1の錫

酸化による c."錨受性の低下cGMP依存性ホスホ

EW 
UJvkoa， 1} 

EW/V白
(J!m') 惜}

O. (3土0.03 3.0:1:0.3 "宜Z
。船主0.05 "土.. " .. 
0.42土O岨4 3.1:1:0.3 "士2
....土0.08' 4.2:1:0.5・ "主S

ジエンテラ ゼ活性化による心筋個M胞内cAMP11. 
の減少 ミトコンドリア呼吸倒のエ本ルギ一代劃の抑

制などが恕起きれて.り。収納即刻と同時にむ筋磁調関

前賢仰制にも作刈すると考えられている

今回の研究によ り。 ヒト不全心に必いて NOが心収

縮カκ及ぽす畿械的な作"'のみ信らず，エネルギー代

町に"ぽす効嫌が初めて明らかと伝った。β受容体刺

灘によるtr:~佐川収縮性の鋼大は.(.'.選侭的信 NO合成

"轡により綱強され それに陪心筋肉度紫消費.のさら

なる榊加が伴い， ，長室エネルギ効率は改暫し信かっ

た む筋備業梢費盤の均四加については左重役m~切の鋼

大を宅，.し"砂札ぱ生ら"いが。後負荷"大が心筋a捜
索術関IfI'OOI.:作川ずる際にはPVAの増加を伴うはず

であるしかし今回 Dobutamine studyと

Dobutamine+ L-NMMA sludyの聞に PVAの有愈

なml.tl!lめられて』切らず，俊*消費の網開加1;1.PVAに

依移し信い縮分，即ち収S首位m大に伴う心筋の興信収

縮連関 こmいられる両院紫前慢のm加によると吻えられ

た以上よ9 内凶性 NOはβ受容体制放による収縮

反応を."闘し， ""梢慌の仰伽Lエネルギ効率の線

"に働いていると考えられた

S館籍

鉱磁型心筋鑑に"付る内閣性t、。はβ受容体制訟

による左賞取締反応と心筋同捜*m費総の網目大を抑制し

ているが， 左~エネルギー効率を感化させる効拠隠持

たないと勾えられた エネルギ←代衝の陣轡されてい

る心不金では NOの俄紫削賛仰制作用は省益に働い

ている可~11bt示さ れ。 む不全検僚に前俄費やアンジ

方テンシン変換静謝JlIW~医.附いることの妥当性が示

された
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慢性心不全患者の予後を診る

Dobutamine負荷 "C-a<<tateP闘を用いた倹肘

細川7平・ 野'"峰句" 北 徹・

S宵.. 

B 心筋のエ4ドル~-代樹

心筋" 通常の好集約条件で隠 そのエネ~.ーの

大学金庫肪般の"・化区よヲて掌かなっている しか

し虚血紋・や心不全..・となると 解繍系が網橡さ

れ，グリコ ゲ yやプドウ繍，また乳酸"生によって

そのエネル~- .補Mうとする しかし...血伏臥

心不全状轡がa院し〈仕る t.この系の纏M'凶雌と伝

り.むA7JI:.x. ~ドル~-納掲故障になると考え られてい

る

2. "C-acelale I'ET 

"C 3(:似.lIteU，a陣織(.僧tate)の治ルポキシル着に.

"C i-"ペルした附m>νーザーで TCA判タ

ルの醤笹"に応じて，す'.rb t:..心筋償費障代車舗の廃合

いに応じて"00.i'II幽する 局所の "Cacet.a恨の

山静・0'哨 ycurveの単"の捻い幽t.1:.般化過"

のAK.""としての"00，の1>.. 過組をみるため。心

筋酸素剤"と網開する よラて dynamicI'ETにより

肘測された僻般の ""槍 Ict!Vllycurveの単.".い幽

し幽織を~~.仰限nti・，，，刊'e fittingする乙とで

鯵られる保倣(kmu問)1:.心筋観衆梢安居告示すζ

ととなるil，ζの係.."食事の膨.，.運動の修.，

."省い便利省側欄で.る"さらにこの僚依6主催容

量Dぬ‘.llm，憎負荷を飢えることで.心筋エネルギ

予・健.，亨笛し侮る検査陰t考えられている・0

3慢性心不全息宥の予後予測

後住心不全"舎の予後.予測すること陪 心不全の

愉健審行う土でJI(穫でるり。医療緩祷上.ro‘ 

"…帽."酬附
， .“弱 &誠7 首K・市l!~1i{・-峰訓l原町.，
国防剣風会..ザ州民個聞，内側

l平副柵細川帥 山町 刊

".民弐判官官鑓にb需がる 心不全"宥の心..エネN<

-紋.U.エネルギ験棒状.に.るとされるが，心

筋エネルギー紋鍾と予後の関係について"不明でめ

る きらに.近の大緩慢...，の厳然から，血症の心

不全息宥に対しても.β b附koの有刷笠が..&され

ているが。 fIblockerの築物."慢の制"を予歯するこ

とは，ー定の見解を見ない

S 目的

4是々 U 心筋のミトコンドリア内の峨務代1("よぴ

代樹予欄能が心不全息者の予後制定闘予のーつであ

ると仮定した そして. PI::Ti'nIいて.. 唱置の心筋働

無代制.定Z量化し心・a食舞生のそF調民荷捌か，

blockerの効果制定に有閣か奇o>HUtt..その仮"

."偏した

S方溢

l 非虚血盤の.性心不全息者 2].f'，(知性'"色女

性"包.平陶年・1154aJに針して "C-acelalePl:.i彼

自散を行い 心筋酸黛"・"の僧棚である kmQno i'tt刻
した さらに低容..の o."butamine負荷時(s附，，1
ka:/m川の kmono L計測し，心筋の園陸矯予備騰も車

た解.した刷。患者の泡鵬剥覧1:PET e・3監よ り・低2

年間発絡し.心事般の'量生の有a・.飼ぺた

2. fI blocked!t与捕の...血性の慢性心不全患者

(OCM 10名， 臥latedが>aseQf HCM 5:s.男性"

名女性3名平均年・"‘餓}に対して."C-acetale 

PET .11:を行い。心筋...代闘のm・である k剛附

.許制した さらに低容量の'"蜘Ilmi限 S強調剛 5

10μg/kg/minJのk_も計測し 心gの厳罰院予備

絡も，た僻偏した そして，βb'<叫 o嶋入で LVEF
が "，，，以上改.した8申告晒仰向der.i!Ir:・しなかヮた

...附凶r旬 開 恥 " tし。償却金行ヲた
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S編集

1. 21名の息者の内。'"色のa風物K心g敏..."た

【"λ""名 .. 腹死2名}心・畿の*t1.UIめた.

飲書干の k~Mの値 1;1. ， ~・敏mよりも官..に低〈

(0.052v.0.075， p<O.OIl，心事館鑑例者の値は 1例

，..いて 0.061以下であった 印刷lamineo.簡を加

える4とで，閥解聞の""より剛替と伝り，閥解聞の

Z監視も伝〈信ラた

2. IS ~島の血者にたいして， ωock~ 場入金行ヲた

とζろ..名が，.時期吋愉で 7~が，刷、 r自制由r

であヲた闘齢欄で年・r;， fJ blocktT IIJ入輸の LVEF.

NYHA claa '"の患者敏&どに有.J!;I，Htかうた k 

~附の倒U βblocker!隊法の"沼間叫"鮮が"，"

"沼阿川"に比ミて有窟に前<(O.069vsO.05l. p< 

0.0])， 0。蜘lamine負荷によって.その!l!l;l:より鱒著

，.った

5施2・
h加t・m'M負荷目白C-acetatePET li 慢性心不全

血者のu・敏捷催予測のみ信らず.fJ blockerの嘉納

効集の予測が可能従負荷"験である ζ とが示唆され

た

s考.

""ミ金u 一合会にそF後不良の~息でめるため。心不
全血宥の予後，予測し.患者のリスタm刻化を行うこ

と隊。心不全の柚..行う上で不可欠で.ると考えら

れる 心不全"稀の心筋エネルギー伏・" エネルギ

給掲状.にめるとされるが，心筋エネルギ代制".

価々の盛例絡に心不全症例に"いて 陶晶に併湖で

きなかヲたζ ともあり，いま.で舗t-tbtl，旨されていな
かった 今闘の検耐により.心不全息物の予後に勾し

て。心筒孟Jトルギー代量弘仰に代泊予.，皇の彫.院大

."予後線定創予のーっ色宅玄り栂ることがわかで2

た他の術梅 LVEFや BNP*との比組倹ht.."
，..えられ，今後の倹討が得たれる さらに心不全患

者のfJblock官僚訟においτ• T bl~巳ker lt ， 心繊"

，，，.ーするが心節の償費医代剛""しろ減少する"と

報告されている しかし，βblockert段与前の心筋エ

ネN'一代附が役与後の<.. 健司政情にいか危る膨.

...ぼすか不明でるった 今回の検射に"いて，

b回 h官僚与附のむ筋エ本ル，-代劇."に代謝予.

能"心・・...替の予測図予と.，栂るζとが示慢さ

れたが.これも.他の銅憾とのJt厳慣例が今後.. 現と

考えられる

5 文献

1l Brown M. et al: Delineali側 ofmy。四，d剖

似 滅 的 uli1izalion州 h "相 官ll-Iabel制限

tate. Ci""，lotio" 1甥7: 76 凶7

21恥'"・nannSR. et 11: Cl;n回， .肉~lîeal;Qn of 

a酪絹町暗唱。fm，官ardi.l，刷b鉱Tate叫叫izati側

刷 出 関 湖 町 加 ..'剥開 tomogra凶y.Mol ~II 

8i<<hem 1959: 88: 201-2()9 

3ω) Hala T. e“， .剖I: Nonin、F
m叫 v闘 r耐訓州副叫市叩a酬凶刷附"抑"b旬y問叩酬鴎醐向l附剛。卵"， 叩叩

"悶"酬hywit山I!C-ll Acetale i川""“e除筒川"、wil山h。ω"

m問 r刷di血削民I;al剖， ;抽d由a町π畑 U陶"阿凶f“f"'凶'同叩“ L蜘。脚r加

.. 抽~，凶a陥叫ine lnfu岨曲。飢"‘ Cα'川~伽，仰防" ，貌訓硲6:" 4 

1飽~ ' 1 841

4) Beanlands RS 伺 al: 1市. .官民lS of fJlー

b民同de00 oJ¥idative m剣山01i!!ffi and lhe 

剛山 c川町剛larwork In patients 

with 1eft v制 riculard抑f"岡剛 αrculolilm
剖>00: 102: 2070-201市



ι雌 VoI.35 SUPPU (2"∞31 65 

.シンポジウム「循環器負荷担触による楕盤解明と治療劫果予測J
韓合討姶

座長後麗議ー 〈国立循環"病センタ-'L'臓血管内終)

岩縄三紀 {名古屋大学医学偲保健学科)

後扇(慶長} 今回のテーマU病懲解明と袷療効果予

湖ということで，これまでの運動負荷心電図

あるいは呼気ガス分析がゆむだった負筒研究

会の摘題と比べると，非常に多彩なモダリテ

イが出現してきているという印象を受げまし

た理忽併に仇痢僚解明U単借る病息制明

で"なし予後の予棚や地調官方針の決定に役

立つよう伝病患幌明。胎割前効果予測，.検査

結果が，テ ラ メイド医舗震にまでつながる

ような治偉効探予湖が得られる負荷賦畿であ

ってほしいと恩うわ"です 掌ず前半3題，

これは比般的オーソドックスな運動負符紙

般にお砂る呼吸生Cl!1Jるいは運動生理学的な

街婦を聞いた成銀ですが。特に2掴固と 31恵
国陪 VEIVCO.slopeが比般的斬しい錦繍と

して注目されていることを反映していると思

いaす このあたりについて8賞者の方同士で

ご質疑がございますか

中村先生のご提褒では。開akVO.に比べ

て VEJVCO.slopeの方が左蜜視能被普循僚

としてより鋭散でおったということ，ぞれか

ら山悶先生のご発表では 中区包説破ガス感

受性が心不全の絢暗にかなり関わっており，

そこに中継性の焚懸怖径の関与があ9て。こ

れをプロヲタすることによって倹気応容指爆

が改替するということが示されたわ"です

ζれらのご蝿拠隠いずれもむ観能低下や心不

全に関するものですが。この結集をもナコて患

者さんに対して rこの結媒がこうであるか

らこうしましょうjという ようなニとは現時

点でいかがでしょうか 山問先生は務微に幹

細な解析できれいなヂータをお示しいただい

たのですが，いかがですか

山図(宵山医利被斜大学} 慢性む不全患者の主要錠

状である息切れU連動時過橡気つまり VEJ

VCO， slopeが高いことから引き健こ dtt， 

それを政省することで趨省の症状命改修し.

3更に予後まで改善できる ζとを期待しており

ます Guanfaci憎 という中枢性交感伸緩遮断

案を用いることにより段働ガス感受性が低下

し息切れが改替し VElVCO，slopeが低下

することにより予後まで故脅するのではない

かと考えています 俊僚がス絹受性の測定u
~何区色安婦柿経遮断薬の効燥のある症例.選

択する隙のーつの街"に寄り縛ると考えてお

ります

後麗{座長} そうし卑すと，Guanfacine会役与され

たのは絹舗を解明するという目的もあるので

しょうが，ぞれ自体が拍織法として使えると

いうことですか

山図 そのように考えて必ります.

後.(座長} 実際に βプロク. を役与するのと

同じような効架が心鰻に対しτも椅られるの

でしょうか

山図 む飯島E菅波検査による左室鉱袈末期復 左盆

..幽率は Guanfacine投与前後では変化"あ

りまぜんでした Guanfacine綬与により段峨

ガス感受性および運動向検~'"笹が改轡し
血膿ノルエピネフリ;.-_/8:が箸河闘に減少し虫

しt

IIJ・{慶鍵} 心拍歓陪下がるのですか

山図 ~柏数u. ?tほどスライドにお示し しましたよ

うに，有意"変化ではめ"せんが低下傾

向にあり去した

治河町{箆畏} 今の山図先生のお脂陪非常に興味深か

ったのですが。β這断議とGuanfacineを併

用した富定例のご総肢はあ9ますか

山箇 今回の 16例の伝かに'"遮断薬密役与した

症例皿含まれてB りません

岩瀬(M!:~) β， .の両方でやると"うことはど

のように轡えられますか

山図 今回は血嫌ノルエピネフリン鵡度"健闘険ガス
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感受性には有.~IE倒閣がめり. guanfadne 
で中催の交錯神経舎建断ずることにより炭織

ガス慰安性"よぴ運動時の倹気応符が'"普し

ました ，適時訴東館訟により血，.ノルエビネ

フリン濃度が低下するようであれば同じ効果

が仰られる可縦性があると思bれます

後贋(座長) Guan{acineの効期限民ついては私も興

味深〈。ぞれ自体いろいろディスカッシ .~

したいところもゐるのですが それ"ζのシ

ンポジワムの本酋ではありませんので，元に

戻しますと.VE/VCu， slopeとケモセンシ

テ4ピティとの関係ですが先生方はケモセ

ンシティピテ 1~CO. i"吸入させずに予到

しようということでしたね それ"ケ..ン

シテ4ピティ告知るほうがより貧揮である。

V区Vι:0， slopeよりも意味があるというこ

と4訟のでしょうか VE/VCu， s。関自体が

予後の予測術栂であるという報告があると思

いますが.それを使ってさらにケモ信ンシテ

ィピテ<.予刻することにより さらに何か

良いことが期待で8るのでしょうか

山図 般観1のスライドでお示ししたように VE{ 

VCU， slope r:予後規定凶子であり.ぞれ.

求めることが軍要で.，ます腕胞倹気式に

よれば VE/vCO，slopCは中継候の鋭峨ガス

感受性と死厳献により調限定され.す 今回死

陸事の代わりに際政 VO， ~周いました 先

ほどの3次元幽置からわかりますように，同

じ冗逃した VEjVCO，slo!leであっても 中

僚の炭酸ガス婦受性がより関与している例

，.究館星座がより関与している例がめります

阿じ元通した VE/VCO，sloPEをも ラた患物

さんでるっても，息切れを改脅するには中継

の鋭自由ガス感受像を是正するのがより効巣的

な1ie.死'"巨を減らすのより効難的信1iと

がいて.炭何度ガス婿受性と死E宣車吻関与の程

度.知るζk民より より効員略的伝泊縦法安

海側できる可能伎があります

後車{血長} より"，アなもの.求めたいというこ

とMわかるのですが，そのほうが予後予測銅

栂としてもっと良いので肱ないかというのが

先生のお考えですか ケモセンシティピティ

の方が VE!VCO，sloPEよりも強力に予後を

予測できるのでは訟いかということでしょう

か

山国 政調度ガス感受性がどれだけ VE/Vco，s句 e
に関係しているかを知るために鋭僧ガス感受

性を家めました

後属{座長) VFjVCO， slo関でいいので"ない

か肺うっ血も VQミスマヅチも中依慢の異

常も金銅反映するも一般的にほのとして

VE/VCO. slopCが予後を強力に予測すると

いうことであればいいのではないかしかし.

それ告あえてケモ包ンシティピティを

山図 VE/VCO. slo!le t-規定するものとして死舵

車と中継の段限ガス感受性があります

後慮{艦'" さらにピュア生ものを求めたいという

ζとですお それ告を食めたら何か良いごとが

るるに違い偉いということです幻

山図 皮肉度ガス感受性と死臨率の光遇した VEI

VCO， sloPEへの関与の魁目置を知ることによ

り 炭酸ガス纏受性が充巡した VE!VCO，

slopeの主襖凶であれば脱酸ガス感受伎を是

正する nJø民会行い。 大~r..:死臆撃が充過した

VE/VCO同，lopeの支質凶であれば死股司怖を

小さくする治樹がより効製的であります こ

れらを知ることで傭々の息容にあった泊鍵が

で書ると思われます

.. 属 (座長) よ， ，関口fに佐治..回鋼すというこ

とですね非術に興味滋いところで，ケモセ

;.-~ティピテ 1. VEjVCO， sloPE.もうひと

つ CPXをやっていますとオッシ，レーショ

ンという現象がありますし，チ ;L-;'-スト

クスという刻縁。そのるたりがつ告がってい

る鯵じ"するのですが。会〈同ーというわ"

でむないという印象を受"ますが。何かご意

見ございますか。

小地{心鱒血管研究所) VE/VCO， slopeの急峻化

はどららかkいうとあるNIl.(.-::f'金の代償起

点で起こっているので陪主いかと思うのです

。えそういヲた蘭で見ると.CO.蜂受性の克

進というのは センシティピティが克越して

いるのか。それともー定の PACO.t-レギa

レートするための代償起点なのかということ

を疑問に思いまして台何かご窓JH伺えれば

と魁います

山図 む不全血者の動隊血膿腹ガス分伍陪安静時で

も低い症例が多いです これは過倹気が代"

，.医L以上に出現しているものと思われます

代慣以上の毎分.抑えるというこ とが大事で

は伝いかと考えて必ります

中村(厳慮義盛大学} 今の小池先生と似たような宵

聞になると思いますが。VEjVCO，SIO!le (;1. 

~*約こ死院換気と炭償ガス感受性。他にも



いろん...がありますが， ζ'"つがそれぞ

れ敏立して線定しているので...いかという

のが今のー般的な考えだ色患いますが.死E

..."いうのはむ観能"区割際関係しますの

で心懐M絡が.. ・すると予後が良〈なるとい

うの..ある観度コ>.ンザスの的られたとこ

ろだと患います ー方。0，の感受色.n
下げるということが予包険金改普するだろうと

い，仮援で先生U温められているのでしょう

か

山図 もらろ.~怠t!~1fI予後 ...ζの刷anfaci憎

で..検射できてい，ぜん VE/VCO，slo院

が高い症例ほど予後が患いので.ぞれ傘低下

きせることが血者の予後..."ずるので怯伝

いかと考え現在の舗前舎道のています

....処) iI~えになっているζ 色 ..大体わかヲ

てき，した そこUたぶん..るには結2・M幽

.いのでし a うが。例えば，プ07 :b-~!!t

与して左宣駆幽司院が迫・している.. ，聞に結い

ても VEνVCO. $1例:JeIt" 6 f'ill良 〈なる

のですが完全にはJF.傭化し.せんし. .た

W川i1atary健相lIat細川周期性呼吸変動)が

依鱗として残っている鑑例l>h9まず つま

り心鳳と..別個に中継で何かが組こっている

という印像で。思に心..電車いので二次的に

嶋需に.ヲているというこ1:t.! l'で隠ないよ

う信気がします今後面白い&ころで1.l:I:tい

かと思い志す

それでは次に，中村先生の peak Vo，と

VE/VCO，蜘'"の比般でVE/VCO，slope 

の故笹旗のほうが左宣駆UJlt!:との根関係数が

良かヲたというご'亀裂についてですが これ

は今の理蛤金踏.える色。友重量駆幽率が良〈

&って・6うつ血がa・して...の漕拠収"で

111;<<-._不均衡(V-Qmismatch)が良《 省

ヲたζ と.反映しているのか.ぞれと..う

少し~躯色楓""反映しているのかそのへ
ん..いかがですか

ゆ村 総々u.CO，に対する..~絵についてはー切
検'していないので.それについてはわから

信いとしか曾いようが.いのですが."ら〈

心・錐そのものと1IIf/ll備しτいるのだろう

と息われます それによる"の鯖..奇抜嘗し

て.生星学的生死盤...るkいうところが効

いてtきているのだと思います Peak VO.の

ほう陪心8・能 !:6iUlf関適があると思います

が 怒ら〈ぞれ以外のbヲといろいろ盆裏紫
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によヲτ鍵定さ九ていて。比鮫的変化をしに

〈いのかと思い，す 特に 続々の対象包帯

は平均量(.1・が‘51"比般的高働伝方々で.1・
縮衝の能力に限界j)fh?て院akVO.が著明

に..変わらないのか.というm.訟を鱒ラてお

り慮すそれに対して.VF./VCO， slope 1，1;.も

う少し低い運動νペルでも幽τ〈る衛慣です

ので，そのνペルの..・.見ているのだろう

と患い.すそのζl:I~. e!ftの長期予後金

見る上でどちらの術"が良いのかというのu
・しいところ舎のですが，少な<1: (， QOL 

という点でいうと，よ9実質的信抱'".訟ので

健省いかと考えております

後.，隆処) これ...場ですが。貌々のところで慢

性の肺血倍率経症に対する腕動脈血絵内鵬嫡

除術躯行後のJ(脅さんe・健闘したことがあり

.ず術後に・6・3曜l!EiIょ UI献血管.. 銚が下

がるのですが，ぞれに停， τVE/Vco，
"句.も衡簡に比ぺてか伝り智駐・します と

ζろがpeakVO，はその時点ではあ，り変わ

り鹿せん しかしその後3h月間運動鎗法を

やり去すと 今!lltVE/VCO， slopeはそれ

以上の改"..智し peakVO，I<I:か訟り改笹

が見られ，ず したが9て VE/Vco，slope 

"時.ak¥'()， 11別圃に動いて〈るというか

併 .akVO，には骨偏簡や金身のヂコンデシz

.:.;.-グという"タターが鋤いているのP.'

いうこ..患います

弘が健司隠し，したの...心 ‘リハピリ開鮪

"の遡動負荷鉱脈中の協合静脈血債費院飽制度

の/ln'"度(lI.Svo，)からリハピリ効果が予測で

きるという成舗で cardiaclimitatio。のため

広骨楠筋への植麓が不十分信症例では運動"

畿の鋤鋼院はあまり大倉〈ないので肱伝いかと

いう内容でした 本B."の先生方からほ遺

'路線訟の効果を予揮するというM訴は伝かヲ

たのですが，予測される温働III!UJ槍果が低い

."障に対して飼かも"別のフヲ綾.使ったら

いいので..ないかとかh トν四ユングの方法

を変えたらいいのでU住いかといったことに

闘して何かご.".ご.いますかあるい...

ζういう息脅さんにUこういうことをやヲた

陪うが道働耐容能のatfbfj.;:きいのでは敏い

かkいう.電話ほご.い，すか

""""富山医車場質例大学} 以前にジ Eーンド，と

いう人遣の舞畿で払""臨調健後四民量が 15ml

以下の症例陪 limitationの原凶が..ヲカ
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タキ〆にある，それ以上の症例1:cardiac 

"喫~，が大8いその馴11 1<1.，足の運動に対

してさらによ肢の運動を付け加えるこ kによ

って peakVO，が伸ぴるという ζとで.car 

diac 陀鍵~，の制限が P嗣k VO， -i決めてい

るのでは生いというきれい生データを出して

いたk思い草すが，むし決際にエルゴメ タ

ーをこがぜて VO.を細って，さらによ肢の遡

'助金追加して.さ らに peakVO，が伸びると

いうものは まだ心腹の間開刊鳴るから

起を鍛えろということをそのデータは敏えて

いたと思うのです合九先生のデ タでは拠出

VO.を見て。これ以下だとまだ心臓トレーニ

ング告しτいいんだという，後らのよう"塊

界鎗は日本人で引げたらいいと思うのです

が。その点いかがでしょうか

後贋{座長) 今宵われたよう伝こ'"集般にはやっ

て"ぃ伝いのですが貌々のところはかなり

爺症のむ不全の方がいて，移械受織をしてい

る砂れどドナーも出訟いし巡院もできないの

で，気.つりながら運動鱒法会始めている症

例や捕助人工..:....(lVASJを付付たまま運動

療法をやっている鑑例があります そこで

弘がやっているこ と比也者さんが最初に来

たときに<<拠能や血中 BNI'の憎鰻以外にt

足.興開に触ってみて。フkさと硬さを直傍惨

るということをやっています 本当にやせ鯛

って筋肉もないよう信人隠 運動療法をやれ

ばある経度歩けるようになります か生り筋

肉は残っているけれど あまり運動耐容能が

ない人はそれ以上伸びに〈いという印似を縛

っています券常にプリミティプな方法伝の

ですが。その場ですぐにわかるという点では

よい方法だと恩っτ必ります

大宮{聖マリアンナ医梶大学} ぅ'"筋トレをも色ろ

ん入れているのですが，うちの PTの山岡の

持10'ありまして，心傷能。伽町tionalcapac 

ityが低い人ほど下肢筋力が制限凶子になう

ている人が多いわ"です そういう人は筋ト

レを続〈 してあげるf!l'でか伝り QOLが良

〈なります Peak VO， :1.で良〈伝るかどう

か隠やっていないのですが，中間ぐらいの人

は両方追加してやるわ妙です非命に良い人

U筋トレほやる やら住いに関わらず有殿様

運動f討すでも良〈なるという 均一プを檎〈

ような潤衝です

後a・{畠J>) どうやって見分付ているのでしょう

か

大宮 症例にようてでしょうか

後腸〈俊民} 筋ト νが有効生徒例とそうでは偉い盆

例"どう見分"るのでしょうか

大宮見た目と や陪りよく息の筋肉を触ってみる

のです 非掛?的で噂し釈ないのですが，細

〈τ歓らか〈ぺラペラだと これ肱筋トレを

やったほうがいいという こと もるりますし，

実際に筋力測定をして平防値よりかなり低い

人隠ゃったほうがいいんじゃ伝いかとか そ

ういうことはやっております 以断Lうちの

I'Tの山崎が幽したのですが筋トレ@加え

てやると capacityj伊良〈なるというより".

運動.の Borgスケールが有窓に波警する

つま り運動雌力よりも QOLの方に良いので

はないかということを幽しておりまして.そ

れでやっております

.. ・〈庫銀} それに関連して。以前 Manciniらのグ

ループ抗心不全患者に対して呼吸筋ト ν
ユング金行うことにより趨蹴耐容能が改鋳す

るという鰻告をしτいました ただその後あ

まり鍛緒。幽ていないようですが，それ鼠ど

良〈なかったのでしょうか 効雛陪あるげれ

ど小さいものだったように庖憶して B りa
す

野原{北野絹院} 払U飯l!1[先生とー繍に京大方式の

ものをやっていたのですがむ不全の患者さ

ん。めるい'"伎寝息でガチガチの患者さん

というの払 peakVO.を健かに'"善さeる

の怯歪震の集です しかし週動耐客飽とい

うのは運動償法で非常に雄ぴてしまうので

す我々が鍛ったのは銭れやすさ kいうか

stre咽 hdecrement im志ex(SD()という。少し

ハード伝筋肉の強さ。彼れやすさという Cの

{因子}ですねt判，~というのは非常に多〈の

因子が関係し志すので躍しいのですが，私の

コメント U 溜動耐容能は何なのか"..，

¥'0，訟のかと‘sうことです QOLというこ

と金考えると。peakVO，で"伝いものがあ

るだろう そう伝ると やはり疲れやすきと

いうものは非衝に鍾要伝因子に依るのでEまな

い か そ うすると血流Eあるいは cardiac

functionでbない何か筋肉そのものに問姻

が幽てくる可能性があるのではないか そう

いうことで，fatigueというものを評価するこ

とがむ不全にとって黛要で陪ないか左思いま

すが先生のところでは ATνペル告捕やす



ζ とはでき.しFーか先生'"つに分付られ

.したが闘方で ATI;t.Jftえるのでは生いで

し，"、

後・t座長》 うらではことさら ATHf:し〈見て

いないのですが.間kVo，と AT叫とん

どの例で，"ν~で鋤..ず本白色午前' 1' 
にあ，.したが。 NYHA1:1ミ〈なる"れど

peak VO. IJ;伸びていないというのが今まで

のβプロッカーのトライアルの多〈の成繍

.のです旬 以前睡かがエヂィトリアルヨメ

〆トで.いていたと思いますが，心不全車宥

の助隊で何が大暖かという ζとで l鍵.年代

めたりにU.JN cohn Hlじ除問'IIkVQ， ~ 

~献に.視していたのですねところが E筏栂

隼代に入るとUしろ隠滅 vo， .伸ばすよ 9

".先生の胃われるよう往日常生活νペルで

亀疲れに〈いtいうか.情久力を伸ばすほうが

大"，.!という考え方がー方で出てgたと思い

ますただ..ぬma!<imal{聾鰻大食街}νペル

での避勧耐瞥館明価方訟として良いものが"

いので..か舎かそこが置しいところです

6分間~行テスト k いうのはひとつの方法で

すが.やり"次鉱でヂ』タがぱらつ〈という

こともめりますし。また ATがひとつの候補

4訟のでしaう砂れど本当にAH知りたい

心不全皐者で隊創臥lIationのために AH

決定で"旨い色いう ζとがあヲて .通信仰

tlt:lf.!f更々 U縛ってい敏いと思い皐す今

検の根題だと思い.す

~tlllb !l1.J 少欲 〈 なって倉 ま したので.後

阜の3題.心筒情舗をいかに得るかとい，こ

と民指るかと魁い.すが そこ.告潮先生お

闘いし.ず

省潮{嵐長) 4，5，611/;日の演題はα主SとI1A御

方銭が企〈進ヲていますので，まず積物の先

生11に自分遣の附いた負荷方法がいか仕る綱

組附司闘に鎗，，..治制使紛巣予剥がで@るかと

いうこ&告。今後の展銅色含めて逮ぺていた

だきたいと思います

弁濁【名古健大学} 弘ど'"ペーシング負荷.行ヲ

ているb"ですが，碕血圧で代償性の心肥大

が飽@て.まず それがある碕期から.続的

にU術的心不全に伝って〈るわ"ですが，い

つから代慣性の生理的む毘大だったのが術的

心不傘に伝って〈るのかというのが般大の問

題点で。 mOle<:uJarのνぺルで mRNAt比

敏すると 心不全というのlol，I・a・もあり.
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すが， SERCAや RyarK訓dineνセプター"下

がヲている 生理的.代慣性4岨E大と恩われ

るよう f"rti.!聞の中にt.mRNA t..，τみ.

C SERCA2が低下している症例があヲて，

そういう症例lJ:lorce.frequcncy陀1.1;伺 金

集局費約に測定するとこ相性に.0ている し

たがヲて.生理的な for.偲 r""崎町V 陀，.

lionという解価!1lHIいるこ &によヲて心

筋の的。lecularのνペルでの鍋傭.より早

期に detectできるのでU伝いかと場えて幻

，.ず したがヲて，従来IJ;NYIIA 111に

".ー般的に ACEinhibitor必るいは，プ0

ヲカ-<役与しますが今後"・合によって

I.i. EF容は正明障で".る"れど.FFRが務

.ているよう盆崖例陪 ACE廿前t1ibilorIIil'tよ

り早期より役与するζ色にb て.より心不

全区なりに<<するといヲた治信ができるの

では住いかと考えてお，.す

省淘(座長】 ただ今の鈴m・先生のご.見について。

0・戸の衛産先生何かご.見ご.いますか

厳司"怖戸大学} 街興的に肥大虚心筋続で選働時の

血圧反応が予後予測K関与するという報告が

必ったと思".すが，あれ11どちらかという

と自律縛経系の磁伎というかたちで醤がるっ

たと思い去すが心筋怖から拠てそういう古

興的生ヂ タk関与するよう抱知Jlu. ，t， 1) :f: 

すか

~，・ 家"の血豆も測っているのですが刻配備のa

庄応容が遭""通商によヮて.t"してい〈盆例

と 運動負荷によヲで下がヲて 〈る AM反

応を示す症例は.かにあり.すが，ぞれとぺ

ーシングによる FFRや週動負荷'1'の ffR

の応答'"あまり関連U伝しそれ"'た別

では.いかと思い志す 心筋の絢佐と金身の

白鮪神経の応答というのは.た別だと唱えて

おります

省澗{痩災} 心債の予備艇の分子個民間ドというこ，0<

わかヲた叡ですが これから遭Uぺ曾研究方

向の}つだと思い怠す フロアから伺かご.. 

...ござい皐ずか

.・{艦長) FFRの=相性色いうのU肥大の強い

症例でそういうケースが多かラたのですね

それは...的に"心組依.'1二がヲたために心

内線下の虚血が"ニヲて.節果的にめる府度

以ょのむ伯憶で収鎗位が下がヲて〈るよう.

現象が現れているのでは信いかという勉念が

あるのですが ペーシy グf.!t下がる"れ



HFの信銀とー滋し生かヲた その版図として"運

動により呼吸敏の増加が起こり。呼吸に修.される

HFの周波敏修が変位している可能性。 2)TTT 1: 

TMETで"運動による血塊分布が拠なり。心白t律神
経と全身白梅神経活動の鮒違が届こっている可能性.

などが考えられる Minaら"は各繍交感神鑑網滋方

法により LF/BFの結果に差があることを緩告してお

り 貌々の鎗果k 致している.今後運動.の交曙

神経活動の解偏に関して".血中カテコールアミン測

定.併則することも必要と轡えている

3l運動終了後の、Wavelet解析の"畿

今回我々は運動回復刻の神経橋耐について検討し

た回復刻の交錯縛経務耐について Dilaveri$引け孟

虚血性心疾患偉物で由復期に LF!HFの別加を毘め。

これ陪虚血により心自得神経活動の過大反応が起こっ

たためではないかと報告している 今回の続々の結果

においτ 払~，~陽性例に倒して間後の反応会唱思めら

れた 方 Araiら・川本心不全息者や叫峨移撤後の患

者で".正常者に比ぺてI 運動自復刻の HF.LF!HF 
は反応の低下を"めてお，.心疾患の病態による遣い

も考えられる

Warm-up寝袋により 2回目の ST変化が侵減して

いるが今回投々の検射では HFの榊加す.bも剛

交鍾伸鍾系が優位に信りそのために安感伸後が節制さ

れたと考えられる Warm-up現微に".惜の体液性因

子などが関係していると考えられており 今後の倹射

が必要k恩われるが.今回 TMl:.i による莫傷性例と

ぬ陽性例の判別に Wave加訟をmいた周滋徴解析が

有用である可雌性が示唆された

心.V，ω.35 SUPPL2 (2003) 7 

8支.. 

"笠智裕ニ イ崎俊勝沼伸英雌か Wavelet法

."いた周波徴解訴による運動負荷臥鵬中の迫観

的む自惚神経活動の解鋼 労作佳後七位例におけ

る倹肘心憎歯 2ω1:21:676

21小後一俊，笠轡街ニ，神経偲憲弘，ほか A山'"抽

。fheart rate variability du吋噌 exer<:Iseusmg ".同wdevelQ関d愉古河川 method.lfl65回目

窓循環盤学会学術集会切I都 2001. 3. 25-3， 37ljpn 

CiO'C J &5(supple ])I-A 4Q8(abstract> 
3l及川 ?台、小必ト一俊，樽図章弘，ほか 経時的防こ

ウエープレヲ ト解析を随行した樽銀色調節倹失御

の一例第¥80回目窓循環留学会関東閉信組崎方

会{東京。 2001.6.16文京区民センタ 〉

。Ahπ理d MW. Kadish AU， Parker MA aod 

Goldberger J1 : Effect of physiologie and phar 

問。l耶 帥 叩志向 stimulat刷。，h出 rate

variab山ty.J Arn 0111 Ca，diol 1994: 24(ω 

1凶，-¥仮初

日 町laverisPE. ZervopoulosGA. Michaelides AP， 

etal:Isc恥 mia-inducedreRex syrnpatho削 cita

tion durir明 I~ .舵OVE'ryperiod after maximal 

Ire3耐"山崎闘l略 C/in白 rdiol1剛

21(8) 見5-590

6) Arai Y. Sa川 JP.Albrecht P. et al : Modulation 

。fcardiac auton(胴 cactivity dur晴 aodimme 

diately after exercise. Am J Ph.附 0/1989:2“
(t Pt 2) : H 132-141 
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ど.運動負荷だとそのむ納散を飼えてもよに

上がっていきましたがそれがSERCAでど

のように脱切できるのでしょうか

井濁虚血によって。慢性的に虚血がずっと絹きて

いればSERCA2はmRNAが低下してきま

す 笑際.心内膜側k心外E察側陪動物央臨で

遣うという報告もありますただ弘どもが

検討した鑑例で".ゐ肥大4をどのように解価

するかによ 9ますが心肥大の程度が同じに

も関わらず，ー方は FFRがニ相性になるし，

ある鑑例は FFRが期特I位で.* パ ラッ

プが非常にあって 心エコーの£凋巴大という

ことだげでは弦念..か区別がで4きません

後.<鹿実)CSのu院は欄っていますかニ物性

に.るよう信佳例陥虚血は拠閣には起こ勺て

い訟いんだという

弁濁 測って必りまぜん

復.<座長〉 ζの結集で。結構入変な食街依腕です

よね βプロッカーがこ終性を示す症例には

良いのでは伝いかとか ACEir由ibitorが良

いのでEまないかというこ とを.ここまでやっ

たらbかるのでしょうがプラタテ4カルに

は将来.同じような現織を他の方援で議に検

出すること"で倉ないでしょうか これはβ

受容体を見ているのでしょうか

弁濁 β受容体はまた別で，般討、抱体(SR)の峰ほEを
見ていると考えております β眠激というの

1;1; SRの槻院を制倒する主要伝因子のーつで

るります

復路{座長) SERCA (，いろんなことで下がります

ぬだから， 二相性ということと SERCAと

いうのは直後どのようにつながヲているので

しょうか ζの症例で運動負荷会したときに

は同じνートになっても出ないわ妙ですね

弁湾 それ'"の刺週障がか信り鋤いていて

後.<盛長} β刺訟を加えてやると。FFRが良<" 

る

井海良〈なってきますただ。それも Eリドが20%

ぐらいのむ不全に伝って〈ると，β制調障も全

〈効療がなく生ってほぼフラットに.F下浸 も

フラットですし.温動 をやっても.

Dobutamine負荷をかけても い〈らぺーシ

ングレ トを上げていってもフラγトに生っ

てきます.

後贋(座長) ちょっと2摩地想信宵い方ですが，ひょ

っとすると鍾ロ強む擦の隠うが良いかもしれ

ないということにはならないでしょうか逆

に，プロッカーのほうがいいとかこのデー

タはそこにはつながヲていかないでしょう

か

井清・ βプロッカーの方がいいとU考えております

が。今後倹肘したいと存じます

岩瀬{盛長} それでは 新家先生にご自分の検査に

閉しての術担解明に対する窓績と.実際にそ

れが楠鍍効果にどのように役立てることがで

きるかという ζとを必廠いします

紙調. NOの舷ttm>u筋盆に""る心筋収縮とエネ

ルギ一代献の関与ということで 負宿鼠厳と

するにはかなり mvaslveな方訟でやってい

るのですが術館解附の窓撲として DCMで

は NOinhibition f'すると左箪のβ刺献に対

する収縮反応が楢強されることがわかりまし

た他のグループの研究で隠 DCM息税に対

し，AT-1νセプタ プロッカ役与下に

ACI:: -]を窓挫し bradykininを介し て

eNOS t-括性化させると βνセプタ ーの

， .. ，'"問 bilityが下がるとの鱒告があります

いずれにしても DCMにおいて NOが収衝

に関するプレ キングに関与しているという

ことは問趨いないと患い草す そのメカエズ

ムI率解明できていまぜんが今回。 NOSinhi

bitionで 左宣 の peakpo剖tivedP/dtが

~(泊間e される槻E置が比般的その後の

ACIH tβプロッカ による袷僚に対する

反応性と相関していました 今固め疲例は.

.テーテルをする以上は初自身で心不全の病歴

合短い症例がエントリ されているわ"です

が拾鱒してい〈と NOdepcndentにプνー

キングされていた郊分，つまり NOSin. 

hibは"によって 仰向院をされる毎分と左む

機健の reversibi!ityfft比較的相関している

のでは信いかというヂ タがありまして，

NOのプレーキング以める程度良い窓畿がめ

るのではないかという印象舎持っておりま

す 同じよう伝データで憾。例えば恕航報の

内皮依存性の血管鉱張反応が保たれている

OCMは良〈なるという醤もるると思います

が聞の場合I~ availabilityが残っている

症例が良いんだろうなという印象があるので

すがどう detectするのかということになる

と。なかなかこんな，"va創刊右方法が負荷麟

厳として直立するのは隠しい置があります

さらに， ACE inhib仰や ATーげロッカー

を役与することで.NOの bioavailabilityを



よげることが。E医療 NOを介した制限""でむ機

能の改"につ訟がるのかどうかほ廻しい耐が

あるので"倣いかと轡えます.

治漏{盛畏} 先生11NOがこのむ不全忠者では良

〈しているだろうということ金研究結果から

示唆されたわ"ですが.その NOというのは

iNOS幽来ではな<eN05の方を主に見て

いると考えた方がaいのでしょうか

'両政非常に.，警なポイントでして 我々はデータ

として持ち合わせてい偉いのですが。さ ..  

.信ヂミタが世界各地から幽ていて，ヒトの

む績を取ってきて β網滋に対する収縮反応

を見て， iNOSのメ，. ジが上がっている

ものほそのレスポンスが悪いという鎌倉があ

ったり 実ほ心不全で6iNOSが出ていない

という鍬舎があヲたり，本当にきaぎまで.

iNOSのcontributionというの肱術館によっ

てさまざまでは伝いかと思います um
$IitutiveなNOSに関してはある腹度それが

廃問というか損仰が審ちてしまうぐらい心筋

あるい隠血管内皮の偉能が務ちた症例U懇い

のでU偉いかと魁ヲており去す iNOSが志

当に懸4脅かどうかは，あまり"礎をやヲてい

ないのでわかりまぜんが。例えば九大の先生

方がcytokineを過開発現させた心筋症の毛

デルでiNOSをノγタアウトしたものは，収

錨反応俗画直かに上がる付れど民生きはしない

という・文を幽されていたと思い虫ずが，

contrihutぬ罰の程度はきて総書。本当に悪宥

かどうか".いわゆる OCMや心筋レベルで

の災症の関与が乏しい心不全に関して肱どう

かなと思っております 何かご窟見がありま

したらお伺いしたいと思い事す

溢湖(虚実) 檀かに縦明向のように全身の絹舗で

したら普通の鐸血ですぐに結果がわかるので

しょうがI ロ カルにω援の NOの役鯛e
detectする方法は現実に".だ艦しいので

は信いかというのが弘~印象です

後麗{虚畏) 今闘のご発表には直機関係者首いのです

が先生方は心筋厳粛消費量と Emaxを測

っていらっし料、車す制札4腕a同 m.. 
は非需に大事だと且lって"り βプロッカー

が予後."嘗するというのも，心筋峨無幡要

を減らすという ζとがかなり効いているので

はないかと忠ヲているのですが，そういう収

脇佳の指割高とむ鱗腹案Ir'IIUとを潤っておら

れて 何か実際の放搬や予後に関する示唆を
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偽ることがありますか

新.. まず。取鎖性に関して .. 畿で巾し'/1:.:1-'の

ですが E m卸会ずヲとヒトでデタを取ろ

うということを鍵付ていまして.chamt附と

しての収縮将位を見る非常に良い楢楓で，ヒ

トでのデ タ安プルしてきました a血性

心事実息息者で 残存雌血が機ヲていない症例

の Emaxとその後の心不全明恵による入院

イペy トとの例閣を取ヮてみたことがあるの

ですが EFと同等だったのですイベントの

発ヨ駐車は暑いものは惑い，臭いもの隠良いの

ですが.EF以上のものU幽智かったこれを

どう提えるか Emax 11ご存知のように心臓

の大きさによって金〈遭うし。偶々のペース

ラインの錨を個人闘で比徴するにら ヒトで

やるにはか留り乱暴すぎるという薗が確かに

あると思います EFt阿君事が良いと捉える

か悪いと鑓えるかは厳しい面があると思い.

す

後歳{隆民) EFでイ分kいうことですね鰻訴前

資.はいかがですか

新車 自隆司信網...に関してU これと予像的なもの

を見たことはないのですが，官〈から~血，

心筋白百種包が阪閣でEFが健婦に落ちた例で，

アウトプット" ワーク"小さいけれども般

'"向賢上に大書い，そんなデ タがあり去す

が，貌々も予後との関連で"見たことがめ9

ません。

井調・ 弘ど"， 0心、1で Emax等を測定している

のですが今年の5月号のrJACCjに発表し

ましたが。先糧先生がおうしゃったように.

OCMの)20例で約)0年以上フ定ローアヲ

プした結"'.E maxというのは EFと比ぺて

予後予測因子としてはそれほど強〈はなかヲ

たkいうか E max (，檀かに関係しますが

EFのほうがより強力であったという街果で

したただ.mechankal e僻dency(E¥V IV 
0，)は EFよりも強力に予後を推定する予測

因子で，..どもは町<:hanicalefficien町 が

11%以ょの鑑例は予後が非常に良好である

ということ..洞.，・の DCMで，縄告してお

ります

後属{座~) 11 %というの陪個当響いですね

多キ濁 そうですね実際 11%以下というのU本当に

予後が悪いです.

指瀬{俊民} それで'"陸後に京大の飯1111先生.t jき
に先生怯絢鎖解明と愉線物製予測のど.らも
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...しいただいてコメントをいただいている

のですが.TCAザイタルですから.もら.ん

代劇に関係するー奮の.，tt遮断事だと思

うのですが，それ以外の賓に測してはこの倹

査方法の闘MJIJどう訟のでしょうか

個刷"省，.火当!tl il"闘の，プロヲカ は.Iiとんど

の鑑例でその削に。Atjal1ARB '"のですが

ζの研究U少し附に伝りますのでACEIlW
網とか利尿剤が入って必ります そういう窓

味ではそういヲたスタヂィ はでeきてい信いの

が事饗です金〈フνッシaから入って〈る

艦例散の閃岨婚がるりまして βプE ヲカー

以外のI!UHlで嘗て.りまぜん ただ.，旨ぜ

Pプロ ッカー舎のか色時lき礼ますと.pプロ

ヲカ-Ii・s・に Man10.... go slOII"というの

があり.して...需に場入区時間がかかりま

す ζれu..ti1tさん.縛に.. 症のDCMJIj.宥

さんにト，イすることで非需に大."訟ζとで

すが.現在の小娘酋個がされている医底値梼

鋤県に倒しては排備に悶周点と依ります そ

の点.轡える織合に，この倹査法で"脅さん

i" rilk瓜ralirlCalionずることが何らかの彼

に立てばということ金考えてやラて必りま

す

後a・{座長) K町裕"が0.61以よあれば，プロ ツ

カー，た』ヒえ111'J...，ペジロ ル，<1週閣で泊

ミ')牽で停で2て.いいということでLょう

か

緑川 これ"聞舗の否問先生がトライされたスタヂ

， ，量聞かせていただ@ましたが.園"の・舎

はプロトコ ルに援せて遣やかに盆をよげる

スタディ .. きれておりました しかし今闘

の検針はできる限り導入するという方訟でや

ヲ3てa日ります そ九でもな"かっ，心不全が

逆区綱思したり。 brad)'c・rdia.hypot酬刷、

.でどうしても場入でき信い息脅さんかどう

かということ...粛するために朗いた芳雄で

す

後.，..侵} 心筋の viabilitybそうでしょうが.

viabi1ityプラス何か心筋エホルギー代樹.

反映する有S置なm..という ζとですね

銅山 そう生れば，というところですが.被医学的

生分野でい砂ぱ虚血に闘してIH'にFDG
がすでにゴルドスタング ドの地位.・立

していて 保険も通りまして いろいろ生と

ころで多賞の症例'"ライ寄れています 今

後アセテ トがそのよう伝立樋に肱ヲて代b

れるように努力してい@たいと思い怠す

...，慶長} それで"時間が乗車したのでζのめた

9で終了したいと思い.す 本日のシンポジ

ウムのテーマ11:!o:lぎま省食荷鉱織で...

S寝息の病患を解明するk岡崎に，給自前期織を

予到するということでした。..紛にも目別しょ

げ悲したように，これからの陸線U何らかの

息物アウトカム.政"するという窓機が盆い

倹益法..るいは泊鋼製滋"どんどん掬~きれて

い〈ような気がしてい.す そういう点で。

循環覆負荷威厳もこの検ヨ匿をすることによヲ

てどういうメリヲトがあるのかkか，あるい

U患者きんに対してどういうアウトカムのa
.につ傘がるのかというこ&を考え伝がらや

ヲてい〈 必要がるるので".いかと思い卑

す 本目隠さまざ象伝倹驚そグリテ4の立婦

から. 今後の農温も含めて~"，;l;:fI，~・ y

していただきましでありがとうございまし

た これで終了したいと思い虫ず
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慢性心不全患者の体重および

運動耐容能と血清レプチンの関連

東伸行・ 大s-白人・ 宇野正人・ 関村政近・ 鈴木健吾・ 伊磁"・..

弁上縦二・ 削 教・ 明石書簡・ 鈴木農之 畏図尚彦・ 三司'A彦・

S宵"
mぉ勾!.Halaasら"は。マヲスの血.'ゃに，食..を

11干さぜるとともにエネルギー網"を噌加させる作用

の..る.iluH-lI・建蛋白，現在νプチ"呼ばれている

物買の存在.櫨聴し報告した .た Anktrら筒U

慢性心不金(以下CIIF)息併において低温動剛容艇と

体温減少の組み合わぜが・も銀政に予後金繰定するこ

と...告し.CHF息者においてU体温減少が組立した

予後不良悶子であること金明らかばした さらに

..."，.ら齢 IJCJlF息者に必いて以鎗曾対阪併に比ぺ

τνプチン・/I.dlll加しており，これ"高インス ')ン

血鑑.伴う ζとから.CHFe容の粛νプチ，，，雇にほ

インスリン..統性が宵僚に..ると権騰した

しかし目..."，.ら削の検討は CHFT.健常例照鮮の

'"のみの検"であり 体."闘"で同等であった

CIW血物伝"いで，レプチンがn減少や趣動樹容隠

低下に関与しているかについての険制"十分伝されて

い信いのが成伏で..る したがヲて本研究1，I;.CJlF庖

者区幻砂るνプチy温度と体重，運動樹容能の関連に

つき般討すること.目的とした

S 剖.と方最長

対."銀銭限界性心肺週胎負荷臥観(CPXli"施行

した釧怯CHF.IlI者連畿"例".自主13.7・}のう句

左車窓出金耐ω%朱櫛の'"例(NY1.1A心根能分刻

d.腸 1.例日 15例 1116例}で..る"礎11息の内

釈は低温回Z慢心筋復加除 隊 E性心筋梗..例{そのう

ら恕勘，.パイパス術後1例1.高血圧倹心'''11例で.. 

"、傘例自低調Rエルプメータ.mいた CPXi" raπ~ 

負衡にて範行し...高陵調"買取.(teakψ0，)i"測定 し

.マリアン令E陸将A学側繍圏内i事
押山間1川崎市酬師生 2'16'1)

た 1 週間以内に ßiode~ 社製下腹筋力劃定袈.5"

tem 2 i"1tIぃ等適性腺伸展筋力ピータトルタ値〈以下

PT).岡下肢で各 1層調定..口た値tmaxPTとし

た "'....に肘.静脈より探血し.血珊νプチン調11.

・・・"'"調子可副首位ν.プター(TNFR-I.TNFR-2) 
繍u測定した

対象者の身.Q，'(m)に恥dyn¥.1I舗 ¥00似 22.0を媛

じ ， 理処J~lIIを算出した 【笑測体，.， 1側/理忽体，.】

を計算し以下の 3"10:分鎖した A "，:低~'"揮で。

92.5"朱欄拘置付。 slf.U:iE傭u..で92.5以上

110 ，，*_ (n"" 13). C "'，1;・4・"..で 110"以上旬z

13)で..ヲた

測定値l'.平均値企a・m・"で示した 僻鳳比厳"

分散分駅舎糊い.p<O.05 t有調置とした

5・."聞1に。各鮮に"砂る臨調時νプチ :.--.11を示す A 
"1.13.7喝 1m'と8騨 3.1昭 /m1よりやや高<.c 
"で1，1;6.0.、，1m)と有竃に高健で.，た 体組成ゅの

劇肪...た9のνプヂン分泌"A"で高いことが纏

寂された

開2上段l'各酔に"1ずる peak ~o..下段1: rna~ 

PH 示す両ffilfとら c.容でA."併にJtぺて行書

に高値でめった A静'"瞬間に拡いずれも有志..は

S認められ"かった

鴎3に陥金例にM る血珊 νプチンと peakVO， 

m凶.I'Tの解聞を示す血柵νプチνと.. 沼k~o. 1:. 

の聞に".の相関傾向が留められた 闘3の下にある

鱒別の伺1関係散を見る とそれぞれ.""-0 鍵~ .=-.“ ."'-0.20 l:.低体貧陪ど.の欄闘が良好でめっ

た .たνプナンと町凶.PTとの聞に1，1;.=-0.49 l:. 
有窓な.の相関が存在し.同憾に低体11併においで

..-0.82. ."'-0.62. .=-0.63と負の相聞が良好で
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• • ....・9，，.，町
ゅl• • • • 百- ・.

• • g 

-E 。
1・ E・ 2・ 。 2 3 • F岨"'白 t・u・- 聞耳""血血皐』

A: .-.4.蝿.p<O.05 A: .-.0.112， DI 
且:.-.0.'“，r札価 8: .-.0.62， p<CI.05 
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図 3 血清レプチ>.賓と.高副白鷹続取畳{左)戯よ".文下館謂カとの担問

あった

血清νプチンと.card陥刷ccacllexiaの胤凶ともされ

ている炎症性ザイトカインの つであるE・8網死闘子

可情性レセプ夕 刊以下 TNFR-I)との聞には。低体

血静でほ r=O.98.p<0.05の正の相関が臨められf

これに射して。正常鮮"よぴ過体震では両容に側関M

"め生かった TNFR-2に関しては，阿働の伺Ir{'1が留

められたが統計約有憲謹に関して陥低体盤鮮の

TNFR-lのみにおいて"められた

S考康

志野ヲセにMいて.心不全患者のうち低体m鮮にお"

る血清旬レプチンは。正常幻よぴ過体重の患者とは奥伝

る働舎をしていることが示唆された これ患での鰻告

で砿 レプチンが交燭神経鼠稲作用.有し穆礎代劇

などの克追孝介して体賃を減少させることが朱されて

L、る刊

当時際に1:，CHF患者に必"る TNF-a充過がイン

スリン低続性を富良記させることが知られており。前イ

ンスリン血鑑がνプチンを先進させるどの報告"もあ

るため，レプチンが TNFレセプタ と正相関したと

轡えられた 今自の検討で陪 インスリン低抗性U検

問してい伝いため，今複の検射線題と恩われる また，

今回"ι倒趨動剣術"'"‘行時点での体，.のみを指栂



.セッション I 血圧・心拍変動

座長筑波大学鯵坂隆一

受動的立位負荷時の心拍変動解析を用いた，

槍尿病患者における心臓自律神経機能異常の

検出 末梢性神経陣害との比較 1 
産業医科大学谷川隆久，ほか

連続 2回 Treadmill運動負荷試験中の Wavetet法を

用いた心拍変動解析による偽陽性例の判別一一ー一一一-4
日本大学:平塚 濠，ほカ

.セッションE 心不全

座長富山医科薬科大学麻野井英次

慢性心不全患者の体重および運動耐容能と

血清レプチンの関連 8 
聖マリアンナ医科大学東伸行，ほか

慢性心不全患者における血中エンドセリンー1濃度の

検討 1 1 
鳥取大学衣川徹，ほか

官E-VCOz stopeが高値なほど Bi-Ventricutarpacing 

による心拍出量増加効果は大きい 15 
群馬県立心臓血管センタ一安達仁，ほか

低左心機能患者に対する Carveditot投与後の

運動時換気応答の変化 18 
榊原記念病院長山雅俊，ほか

左室機能不全例における運動耐容能と圧反射経路の

検討 21 
関西医科大学.味付純.ほカ、

・セッション皿酪繁摂取・換気応答

座長心臓 血 管 研 究所.小池朗

筋力トレーニングは低体力水準者において

厳紫摂取能力を改善する 24 

北海道大学・森田憲輝，ほか

運動開始時酸素摂取量応答と血管機能との関連一一一一26

筑波大学森凍隆史，ほか

急性心筋梗塞症例と関心術後症例の運動耐容能の

経時的変化一定量負荷時 VO，立ち上がり時定数を

用いた検討 30 
岩手医科大学.千葉育雄，ほか

・セッションIV 冠動脈疾患

座長岩手医科大学，上嶋健治

労作性狭山症における頻度依存性心筋弛緩特性の

ニ相性変化一心筋虚血の新しいマーカ一一一一一一一一一-33

名古屋大学・梅田久規，ほか

心電図同期 SPECTを用いた regionatpost-stress 

stunningの検出 Subtraction mapによる watt

thickeningの変化 羽

田本医科大学 馬淵浩輔，ほか

冠血謂i<7.l心筋微小循環に及ぼす影響一心筋コントラスト

エコー法と経胸壁ドプラ法からの冠血流計測一一一一一-39
昭和大学・川文朋輩，ほか

.セッションV 冠血流

座長 日本医科大学:草間芳樹

虚血性心疾患症例における Twave atternans (TWA) 

voltage. QTdと PrincipatComponent Anatysis 

ratio (PCA ratiolの検討 42 

防衛医科大学校松井岳巳，ほか

低用量ドブタミン・ ATP同時負荷心筋コントラスト

エコーを用いた心筋虚血鯵断 44 
山形大学.金子ー普，ほか

・シンポジウム[循環器負荷試験による病態解明と

治療効果予測j

座長国立循環器病センターー後藤葉一

名古屋大学.岩瀬三紀

急性心筋梗塞症回復期運動療法の運動耐容能改善効果を

開始時運動負荷試験から予測する 47 
国立循環器病センター・後藤葉一，ほか

慢性心不全患者の運動時換気指標による中枢性炭厳ガス

感受性の推定 52 
富山医科薬科大学 山田邦博，ほか

慢性心不全患者に対する薬物療法での心機能改善と

最大厳禁摂取量，運動時換気応答の関係一一一一一一一55
慶慮義塾大学:中村岩男.ほカ、

肥大冷における収縮予備能の破綻と分子機序一一一一一一58

名古屋大学井津英夫h ほか

ヒト不全心の心収縮性と心筋酸素消費量に対する

内因性ー酸化窒棄の役割 61 
神戸大学・新家俊郎，ほか

慢性心不全患者の予後を診るーDobutamine負荷

IlC-acetate PETを用いた検討 63 

京都大学細川了平，ほカ、

-総合討論 的


