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リハピリテーションにおける two-step法の検討

身体負荷量及び循環系負荷量の強度別 比俊一

荻図啓子・天野置焚・

野田汎史・ 紅露恒男・ 伊藤良雄・

心安患のリハピリテーシ・ン〈以下'J'、と..す)へ

の遅刻負荷詮応用rg 去年 トレヲドミル，>ルゴメ

ーターなどJi値忽JlDを利用する方捨"検討されてい

るが.ずるお--!史的・及には逮L¥ ー方，マスター台を

利用した負荷は定量的広間息長多〈の，<，〆ータ

-uぃ.い乙となど，デ~ q ...トもある念丸袈置の

安偏"ζ>，簡便也・及しやすさなど槍で遣い利

根を有する 乙のマスター法""'"とい負荷の強さ。

すなわち得分"階段昇降速度を段指的に皮え.また

OlUt.界S事選度t玄，スター.....に合せー定とし，負荷

碕伺ξ'"えで.泊費エネルギー量や4二4累積系負荷Z耐え

外的選動呈ととのよう包関係を保ち広がら夜化してい

〈か.，と，少し〈溢礎的な検射を行ーたので梶ーす

る

Z 剣象"ぴ方途

対象は鯉常男子7外字令"..企"才身長 170.7

.車京大学事量掌..闘内符

会3.h風体重“ τ企7.2kgであo ζれ切に体重

手~健別による温g，・r 提唱の潜段昇障問団')')

す怨わち議段昇縛速度を1ω%とし，その'"言。 .. "， 

n%， 1ω%. 125:'$. 150%の負荷を各S分冊ずつ

定分伝園11を得勺て遂次'闘い負荷均£特徴血犀

PRP (叙....血豆x.，..徳."心電潤休職'"講.

墨~比依したまた階段昇降進度を沼崎.， ，.算定

。ω舶に置定し良荷時聞を也11(鍋秒). single 

( 1分半)血凶泊"分')， tripple (-l分半)， 6分と

'"え!時間冒予の検討をも併せ行q た す包わち負荷

縄問3分を1朋婦とすると，それぞれ~%， W%， 100 

%， 1関%.2旬"の崎聞に相当する

む竃回は駒簡潔，.，.・をテレメータ Kて送低速

.."'"また血亙低血庄針及び電信曇のチ s プ

~約 u. に延長し 遅動的自監のみ怨bず，負荷

ゅにも 1分10<測定した体'"緊満貫量は負荷m
中 後とも各S分冊の呼気ガスをダグ，スパ?グに鍵
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n. .分恨の率勾盤として寡幽した 江省負荷回復

の猶定』まともに盆位にて行，た

z 結集及び"'"

"心倫.

悶2の8・・・主震は負荷強度 (昇荷園歓】で 各".. 
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者の~.栓惨竃周辺舗随r 規定昇局園設に対する

バーセ ;; ~ - ;;.険紬下康は負荷瑚閣の見書で do~

bt. ~tlr ( 3 分】に対する，..-~ ;;テージである

国〈九期〉のととし負荷重(t"，..:. M%. 13%. 

1ω錯。出%。同%で，それぞれ到遣盛大4特設は

毎分"‘念 10.0，99‘=8. 0， 110.1土&ι 119.T土

10.0 (恥 billlOaの 寧.，"1閥均3旧 a最大心将軍免予m
a・のnf''IC細書)， 1ll8.G全U.7，1&1‘土10.4であ，

た 負荷温度1ω%以下の場合，強度句鮮の震化に対

し 心綿貫食の変化分は 10BP)lであ0 必Qblc盟uド

.，以下の・E・g・荷の場合 心鎗."孟負荷怠1!<比例

してu的に増大する傾殉がm~ちれた また。飼ー

負荷建1I1C:i砂る負荷註...分 (0匂》と・分 《・""

の到iJ.úfèftは，負荷強度"・"以下では!il~同じで

あり， 3分以内に定常状思に遣するζ とが分る

-，思'閥均間支化"(x聞でほ.凶2品秒 【負

荷均間"掛ですでに 11・0封。にiIι血，b胞

Mu畑rでの到達4径裏金の"婦となり 以後・温.'・

a量fill....q. 11 5. 
【防省)，&組..・ α∞箔).tripp凶'1Ol衝)，・分でそ

れぞh.119・土11.). 11・7土問 。"120. !I主"‘

"" 1土10.tと負荷奇聞とともに増加する観胸がある

ものの僅少であり，有窓.r..<心鎗反応t榊酔柵

よりも温島塗'"に文.，影・されるζとがわかる

的血豆

貌a・鯛血豆o皮Zに"Lては， .，.のどと〈 負荷
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1. ~ e司 .， . .. 
強度泊紙切f...7~~... 100が 126!".;.I削"でそ

れぞれ 133.7土12.4，131.7主l・$， 141も主17.7. 

149.1念IIt1. 1~. 7'土10.1. I・z・±鈍 2と負何強度

に比例して漏噌負荷剛間=聞して1:.(.拍懲の反応

と。φ実r.;:，) 定帯状g隠退する碕IIIl.bl.<. s分ま

で!ま負荷強鹿度化Øè~Ø!巳縦割.する

<<た，負荷終了牽後の奴・・期血径は負荷玲到途a医大
血圧!lに比し.約レ・"氾.H.低いζとかゆ，負荷

..aの血圧より負荷中の到iI倹犬"""健を僧定で舎る

-;>;，忽翠刻血圧は， 1量得積度 12.51'以Jとの.. 膏で

徹増するのみで "・"以下の・n調刊には変化し

"‘、
') PRP (Pr制同盟n"‘畑 P，"".陸軍〉

£嶋"と製'""血圧の組である PRPの反応思，

.，.にみるれるように負荷Oi!l2.5%で (12L岳土ZL5)

叫0'，鈎婦では(1他 2:2:$.8)叫0"， 75%では(156.7'

主!9.6)xlO'， ~‘す怨わち白山・llAstu で弘

(179.8会8s.1)xlO'， 1:5%でr.:(:16.1土Z'T.l)xlO'.
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'"崩では(2'10.9念仏"叫がと'より負荷強度に比

e閉して増大する ー方z 負荷碍間変化君事 (xfll)俗

~抱放の反応と問機に也，1<，砂《負荷."閣鎚'"

で〈盟副，.，玄"-'l叫がに遣し.dωbL・諸国t・r到週

.大.の88.11唱と依る

・"*・ヨ医璃..Vo. (1114) 

前述のととき循思系反応を示す各負荷強度の'*'陸捜

摘Rll"は負荷温度勉%で 0.8・主0.18L/血 .(d刷

出凪・町待 vo，の“%)...補強度初%で1.24:: 

・20(問(13%)， 7.$%でE錦主0.13(岡市%)， 100，. .. 

すなわち doublfiliM町で1.911=0.13. 1~%で... 

玄0，18(筒120%)，HIO，彰でUO主0.18 (問138Mと

負荷強度と体調度禦清'電聞には豆の比開調ø:1l!1I~ら

れる

"痩例

園Sは，別立申鴎位筋梗宴後指回目の司E例で 四常

生音でま，た〈自覚信が怨い客極的ヂータより活動

の間縄留を決定するため，ま担'"の負荷強度より

綱婚し免と己ろ.15%の負荷強度で.C.-C..の爵拐

で繁勝笥ニ繍盤T"が刷相怯となる 次にI 誕岨凶r

惨の.."より開始したととる .ingl・M凶 ter(11∞ 
勉強度x l 分半〉で"勉強度"分と l:f~!岡織の心電

図変化をきたした とのように均聞がを〈とも強度の

強いもの.強度『三令。弱、均句"ro長い色ので罰憾の
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心電掴反応をみたと二とほ 時間同因子'"関与の俊鍾ほ

ζとを恩わせi さもに今後界調fZ検討が必事と思われ

る

なおむ鎗歎 血f.E1!:調しで!£麹常男子と問機の茂

応を呈している

以上のどとし身体負荷貨の慢川場舎には，身体負

宵憶と俸酸察f宵I!I:!I:(i育費カc29-)が比例す6乙と

か・0. 白書館生活内容の労作強度J!IJfl''''と対比して

心虜~'"の初鰐のや咋I 比出噌僅度の皿、心疾患

ー畿の生活管理の御原を定めるととができるので

情。，胸P陸刊の負荷強度を変える方法は有周信手段と

恩われる
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今風袋々i孟自書官繁則されている--・ωp法を利

用敬愛し，その負荷強度と身体負荷量循車系負荷量

との関係を検針した循環系反Z.と〈に心舗数と

】'".は。負荷喝間より負荷強度の彫・1戸大き〈 負

荷強度と比例する 負荷強震を変化させる方法はe学

定量的な置も有い""心峡患者高令書等に得する

経度遅動負荷法~して，その.""也簡便性の点かり

も 還動野容量の判定~ physical traininrに宮島周さ

れる値鐘のある方法であると恩われる
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戸絹 仁座長〉いまの心錨震ですが."過は組uu，

の鼠験をする場合は寝かせてとりますが，どういう状

態でとりました払

荻園 負荷前 後ともに坐位です

戸舗あれは寝ると"わ噌てくるものですか恥お

伺いしたわげですが!車どもも切らa旬P援をや、

.-医学.弘港第5号

ピリテ ;;... :'-1とも使用していまして!アメリカでは

定量位がないという ζ とで，是遅あまり厚みられない

ような慮があります払演者がいわれたように忍ど

もは+分に有用だと考えています

木村 (臼医大〉血匿とか心街'止を属ぺられたのは!

リ，、ピリテーγ.'に使うときはI ζの位になる8・ら.

いちいち血亙ゃ心鎗震を樋べな〈てもI 乙の位の負荷

そすればも、いとも、う~鎌ですか

震図 も、いえむしろ憧宵者の反応を2 ント aール

として使用いそれ応対して疾患者でどの盈度の負荷

で4電聞なり，他の反応はりが変わるかを見て.自常

盤む壱の件容霊の判定に用いるζとを毘的としています

宿図 〈決意軍大第l内桝)doUbld<温脇田でRobin

-の...“，U亀edhoan .. 畑でみたも62%といわ

れたように思いますが，宅建々のデータからみると少し

低いように患いますS丸 鮒a院は何才6主ですか

震図"才かる"才，平均".6才です

得園そのためですねp 目窓人は1鈴-1総例をや勺

てみると大断。%前後になります"才墨度ですと

血圧で“，U亀せずほとんど ζの心鈎般で odj崎包

しますから それと，心筋書体の体E酸素消費鐙がちょ

うと"才閉ま，切....，才代の申告停れ酎宅と異的.か

なり大きいため飽銘という殻字が幽だと患います も

う少し申高年に怒られたり.よそのデータでは12.....73

%<らいが蓮司障ですので その点の~. ヲ デを

富豪園今後凶才代等の池間年令色検討し比依す忍つ

もりです

領固 との7人lま金鶴男儀ですか!女性ですか

京圏全部男性です

宿園だから少し低め位んですね女色だともう少

し高〈幽ると思います
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a血栓む俣患では心筋の傷害の程度とその広がりは

心健能の低下，本建援の幽昆ひいてはその予後はど

と宮援に鴫係して〈る 従唱で虚血毎位。竃週墨勤

.."変と調速した心筋血認を鋤鍾変化心翁奴植民a害の

存者室などを釣殖かつ非侵!Jtf.J'I方接で把翠するCと"

誼床ム金わめて重要と思われる調印目による心筋

遭謙シ Yチグ，フィーは“玄のそれと間舗に鐙誼誕状

..~.む筋代mの変化をよ〈反換すると冨われ低溜掠

債総虚血胤・死拠を慣質的に植樹することが可能

であ畠円

今包著者副主a血性心岐阜に温いて翠動員荷例後

で心筋シンヂグ>7， を行ー、狭心4E罰自作誘発"の

心筋11m湿涜異常の幽現の有無やその筒舗が吋肱大する

か否かを検針し，.(，:1図"らびに走路暗黒写の所見と対

比した また心電図周期 &1.('、血奮遺影法を併用す

るζ とにより貧荷附後の.('.鎗変化!乙ついτも倹附し

た

対象および方途

S貧乏対象依健司信者訟らσι労作"，心""労作安鯵決

心包心筋侵Z 側プロヲタおよび非特異的 ST.T 

箆化.~示 す."聞にエど合針網島測である〈男性総例!女

性‘侭隼，.22_'拘才ヲ

シyチカ"は Nuclll!.rChia唱。蜜t.Pho/Gamma 

Eを使用， Comp¥lterはT05BAC鋪Cを..'、.

DAP 5000N でo.~舞虫垂をした

('】 負荷，，"シンチグラフィー

実... ーの心筋シンチグ，ヲィ ーほ画定象者に個司"

且C;を・8主し!主面!左側面，第二斜位30'， ..・

的・の各角度で像'隠した週動.荷怯をナータ祉担立

位自毘週I%JI.o:f;iータ-"よりs分毎に""切"分

ずつ漸噂する鯛b皿刻皿1・UM出国包を搭汚した

."梅道大学医学..贋2内属

調・ 安図舞 • 
健省信者tZらびに連動で決心痛を虜発し得包也、併では年

，.JJllA大心拍訟の'"抑ζ速した時点で.羨む'"例では

後心省軍鍵作あるいt孟心電図L 虚血~ST低下...

以上出現した持tこ肌明，.C九を際注し。さらに問団

度の竃勤を 2 分切砂r~実行させ還動絵了後安.，.，

と珂様のシンチグ'" を行い，ポ'0イド盆よぴ

白血p¥lIer!己忽錯した

各症例で得るれた運動負荷附復の圃~上の変化をよ

り客観化するため. ，方.で撮診した負荷n後の心筋

イメ -，かり左l!.心筋に関心領域を径怠の対象鶴位

(A， .6.')と変化"位 (B，B'つとに畿定し それぞれ

のお位の負荷網後の..~集積比を 玄"A'/A， y_ 

zγBとした (ただし，対象"位""ヵ再売の平均値を

cり よS従属.. の'Beck~round を差引いて算出} 筒

者の栂針的な変化$をS'特する心筋局所湿，.変化寧

(~men制町帽r曲1 perius剛剛栂 ~MPR) は

Y/文で褒わした f図， ) 

!\(ü~ → 

x-4 

‘ 

E町 'H

SMPR.JL 
X 

B ，--B 

図 1 ::;.-ピ sーターのむ筋イメークによる

心筋商所濯機変化~ (SMPR)の計算

(.， 負荷回心血官温，.，'"

仰"位の議鎌倉の左前賓館第二綴位に Fカメ，を

密宥させ*./IiIItS!!より..，.アルプミン 20mCiを

."生した ..分布が平衡に遣した後じ叙.終".鉱
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c-...Qi!I:.d!繍9砲し先陣凶也心筋..，臨例〉

事終粛に心電図と同期した G..臨11(dOm興財 を

凋..R・・ 6・胸d SeiD~を得た きるに偲臥

位孟ル"ーターにより閏紐抱負荷6・泊dSci .. 包，n闘

を割・"-(左護屋幽分置"友室罵Zの S“.，π"""を

Z目1..0飽"'惨で計算〉

繍 a匹

(1】 負荷心底シシチグラヲ，-

健常者S例の這a抱負荷後の心筋 ~:.' ..グ"ーではa

・.吻思.."'.の噌丸心"代舗の充当・~反換して心

筋への・守1察官自が相対前広増加する R・崎，負荷

碕ともに腐傷的欠舗織を示す例憾みもれ忽t俳句た

り，.，.性心痩息拘置例の負荷4錫シ"グ，ゐと

む竃由度化との対比〈褒 1): LI血 盤町低下 Imm

以上の負荷陽性何で.. 往に心筋梗.のない労作性およ

び労作安&後必需'"欝)18例."例<. .た，既往

に心筋梗.のある険心...<u，，)・例@金"に心甥

イ〆ージで3医鯵"には存在し"か，た続危江崎原む窃

失1It'J:(_ ptτf~硲.. deteec)が側首幽された 院，.

性心:mil更君臨【国民}でlま7例。"聞に負荷により安.

崎の令史観が更に広大した 倒プ..タ0砕#，.例 ST.

Ta化委示したWTには着時たに欠損割視の情幽された"

はsap-合金定例槌9町φ.育心電周陽性が"例，

S乱調r(.，.Di~，.テグ，.で厳た諸島腐心筋'"鍋陪の得ら

れた症例は"例であ弔た

町 "D尿病震との比叡(竃町 忽.... 通彫ι
左主・・..もし'"左前下筒.."凶局以ょのa良市をもっ

7 例中金例にその湿~.. 滋にあたる1A!t.前倒"嗣

..鳳..にー愛して負荷心筋vン予で....心筋欠舗が

週陸軍 負担'心筋シンチグヲムと窓動脈第賓との比厳
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みられた左圏縫伎に袋帯のある .. 問。s例でt主役割

担，.に さ窓鋤振を集積の・例中金例に~.. -後下製m
<欠IIflf.ll幽現した

"冨偲変化の客.. 可保信~筋縄所属・ ，.変化写

(SKPR)による検討 【.3):1'爾前後と，異常欠慢

の認いZ育館側 tー『ー}ではその SMPRは L06土

o.a(1II全SE)であ今た しかし虫剤により僻た"

'"績が幽現する例〈 ーも)'"程修仰の欠損が負荷に

よりさもに盛大ずる例《φ-;+)の SMPRほ0・1_



11々の生息'"悠ゃ:!'tf'l;;>;~νスにより遅血liM:訟が減

少し心筋でのa監察潤要供拾のTY""ンスが生じると

それ11allJ.心筋シ yチグ，ムムー過性の局務的欠想

像としで出現すると"われる 従勺て窓拾により袋

心症の擬われる例で1駆使"的，.. 鋤.術前後の心筋曹

.. 伏"を彊今の発件下で再現させて史探検索すること

の臨床的意畿は大命も、2拘

著者ら"労作位決£必例にu負荷を行い大多数

の例で心筋シンヂグ，ムム安・殉"存在し"かーた

fit~t.illli!肝心、勝欠.. 伐を箔衡するζとができ その"

位は~，‘図変化や定勤"測震とよ〈相粛する ζ とを京

"""凶rs.;"t.陶様に運動負荷'~，J1jイメ ー ;.I èW防

"写を封Jtし検附したが左胸下降伎やさ定勤脹舞交で

は具象修欠横はその謂旋支配寝域とよくー愛すると保倉

ー方，左回'"霊を含むニ綾または三肢の定

血奮震化"積々の程度に合併しているような護側では

0."と善明に低下し 低曾捷節也にー致した盆盆の不

均等収諸説ml.)';れた

.. 副血行の発達現皮に".さすし墨常予忽されるより

も小笥湿の欠揮にとどまる例のあるζ とが慢告されて

"お
著者るの権行した制b_三国瓜の湿尉負荷む廊シ

yチグ，ヲィーによ.湾要性隊良好であ，たが，

Z稽な襲自民を海るために也.'Tl注入の的期を遺ぷζ
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.ωと低値であ，た また..，・崎で異常がみられ負

得後に互*化または不衰の例{干--，守『〒〉では

その""'.は1.U-l聞とZ曾止当裂の値を示した

従，τ置a...明らか訟欠視愈として描幽される場舎

の SMP'は.，以下であるζ とが多，'. 

‘}以下，代表的".. 例を呈示する

"列{国的信"才男也労作安"捜!C.'."で左眼下

時疫の75.%1史埼慣例である 逗動員荷により狭心輔の線

発S'Tの下穫がみられた"に得た心"ィ，ージで信

愛惨句には存在し江か宅たm竪中偶値域の欠銅像が循

幽された 後事定血管の温旋領域に紹.す...位で著

明也溜掩の阪下が緯覚的陪欠錨目障として錨幽でき，

血血性心疾患のない鱈照.，時の左箪駆出分留ほ"・

崎負荷崎いずれも平~o.71. 0砲と良好であーた

〈図"労防佳狭心室‘例で"安静崎の怠2雇幽分置

は平."....とZ需「であ勺たが， ~('.Qí発作均にtま寧匂

か
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と，信~O: IC注入11.捜同臼‘を錫宛し危~と広告いて

.さ;.墨動を1分.30秒_2分冊鱒".ぜる必要があ

るえよとのesb<必要で~，た 臨 r.UC'blIZI;0，は;a

a防負荷の温度~比依し.程度負荷隊"では局所心銘欠

a置の湾.. 犠が低下す.ζとなどを・...している

また a血性心疾阜で降局携の心.. 虚血によ，て

その節也@心筋眠a・m・Eが現われ唱心織鑑に著しい彫

・をもたらすζとが予忽され45 週1.'"はζのよう怨

例で心電園周期 RI.(，血嘗途彰絵"を併用し目量動"

・n~のt<<嶋催の度化を・2揺し，思s..'mJc停う

4峨能決..制限聾釣に担思したすなわち，説... 

oで低成績に示すどとし怠ua分置が遷勤によ，

で低下するCとを示した 今後ほζれ4与の方自告によ，

て経略的'"・2患の度化や蹟綱効果ほどの.. 併にもa:m
し得るものと考え.

f: と .， 
重勤負荷4腕シンチグ，ヲ 4ーにより心舗での軍調

."，曹の動的"変化を検討し.臨席的有周怯"'.. めり

れた

t t.:.心電図""&l心血留逮彫鯵ほよる砕鍵血"

"方局告によ，て労作盤猿心霊で後.<衝鴎鍵"に左怠'脳

血分担の低下広ど<.11鑑獲化会g・，.された

支 -民

り日..J.'"'-w...ken， .Iuuo.... O".......o由 民

。-.d.$0......1. B... d.. s.-.IC. L t.1e.1C. 1.. L ... 

叫勘恥d眠4刑囚川岡山畑出回

~協・UI._~・1 ・国槍潤p~，..... .. ・凶.-
~ -，・・m'" 抱弘..........~. &・....泊~，・・ 1

ト""‘1) !i1 11m:ユ 4ト~..宮本 2飢傘鹿・::t. ..  .. 
.田 丸 . 悶ト書臨否定 a同 • .t.1I5S-沖 円7

・ー隠よる程調""~の斜舗呼と欄舗行1，l51!. 

')町 L1[.，0.肌t..a. C~ ø.，..国且.r~lt.......a
W 鍋..，ぬ.，雪、a叫111"....:101."-凶.......... 

..瞬'医学・3llI..6~ 
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“， ".lm. 
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・，..咽聡司...僧眠StqMa， tゐB鈍 .'M"‘単h・uιv
@阿圃..組副弘".. 臥，崎山風".働由鍋4
@叫&1........，... ιu劇団園山叫

叫 .......p.，.也山一山叫回国 d

脚倒叫鍋4噌同制凶宣明岨智旬....，幽刷縄.‘
叫凶.凶e・..， 1_ Ia岡山尚一町

向山叫よ山“一m

.屠肘 2・
F・・〈司会)..!.o'νφの再現佳はどうか

宮本 (北却負荷の程度と・咽・2悼陶周が物応

大切である .注復も毘湿度の遭鋤を....させるζと

により再現性lま良好であ令た

，..，京却負荷によりイ〆ージングの".した症

例の理由は何か

宮本左前下降段銅第線事例だが側副血.ftl容が智明

に亮適しており.運働時に蹴血.ft硲を介して血友の楢

旬があ弔たものと息われる

小線 "t却冨包訟の橿撲の..を客即'"得価すると

本..，聞では安野崎にあ噌た11mのlIowdia回 b..嗣

の異稽が"・されたと恩われるが.代劇的"婁8・.

関与している可能色がある

事往実 【住友病霞〉負荷旬間低下の忽い.. 慌の

"守".桂信どうする... 

宮本 隼4険制の tar;elbe.rt rau Kilした時点で

ゆ住ずる
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運動負荷試験陽性例における冠不全誘発時の心拍数と年令由関係

久保図-Il・大樟文雄・

鈴木健吾・多I!信彦・鯵図 浩・

樋本啓一. 早川弘一. 木村栄一・

T. dmi1lによ り運動負荷鼠験を行うさいに.~と

して凋いられる後大心街自取は ア〆 リカ人を対象とし

てつ〈られたものでお勺で"')， 8本人"完投 しζれを

遺局してよいか疑問である わが患における縄告とし

ては軽井"のデータ しかない

ーガ ζの還鋤筒最大<4由設は"'.とともに"1>

するζとが知4られてい. ζの点より鎗測すると

国血抽選働負荷により恥笹山、し定不全を弱発

したg慢の心鎗...すなわち但dpoint lIeart rat8 

(EBR)も加除によーて歳少する可能佳がある

4ECで稜々はE本人における臆常人a医大心鎗政を求

bるとともに狭心盆患者の EHRについでも沼べ

てみた

対 象

'白鼠翠学所見血a.・S略レ繍!心.... 図，血液検互

に異常をみとめはか令た男.. 例 女"...針'"例の

健常者につ色運動時象大:.(;、他=:~;jtlOるとともに，

労作後.c.'Æ~・"例女"例""例を対象として.ょε

の問題を険肘した H 盆"，主..'のごと〈である

方 ヨ量

還動負荷に信組".州盤製.c阻."込盛岡.dmilL

を用いた負荷方法は袈2に示すとと〈で峯動段'

IよりWまで休止時帽を畠かずに 1分切秒毎に退度

'μ、し傾斜角度を働観的に増2固させだ

ーさ常宥でa動負荷を行令たさいには.<相白書設がある

程度増すと，ぞれ以上あまり増加しな〈なる その2舎

の心鎗激をも勺てa医大心錨殺とした

狭心増田容に対しては，上足日本人におけるa医大む

鈎懲を冨繍にして運動を行川皿..  皿皿lの僅

〈すなわち儀大λ、拾放の.... 句90%)に遣する網に ST

-目怠mn大*s-内"

..' ，時象例の年令色別

• • • ~I事量民心症
写 • 男 女 rt • 女 '昨

総句" 間 " 2・_.・ " 1・
g s z • “~. " '" 切 E • " ト .. " E‘ z‘ u 7 " 山' s • " "・ s " naJヒ • s ， 四 1 " 

計 I .. I騎い11!51!1I 1叩

表， T~凶mill p防総削減

師 |盟問叫 銀民 〈度) 通勤崎閣

1 舗 • 附

E .. • ，.". 

• 鍋 F ''''" w ω " 
E骨

v 関 T・ l骨

町市 咽 7・ ，.~ 

降7あるいI:J;む婦が幽現したときには 還動負荷E実

験蘭性と'指宣して翠動を申止し その時の心錨E誌を

回裏とした醐r皿.，皿iの心鈎2換に逮しても.

ST廊下.狭心痛も鑑ζ ザμ 、ときは 運動隊験陰性

とする週動中からiI働経了後の心電図ほ テレメー

タを用も'.c，句α."績にで遺後程録した

高実 情

"， 各隼令珊におげ.・犬心抱強

寝々の鑓ぺた隆司容者の温風負荷喝の各早令掴に省け

る漫大心鎗民RobiD船出ゃt.渇附ら町の.. 米人に

お砂るデータ，抱よぴ宅支が留におげる~#>)のデ タ

との比伎をヨ..に禾吹いずれの鰻舎においても是大

心伯..は釦令とともに誠少する払夜々の健は攻米に
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還動向昼大~、倒nと~心症にお iずる

"'"伊姐，...時同切の隼令箆勤

土"の.ほ各縄告に.ザ，・;;，;.c..!I'lD:
下.oデa..~ f:av.l!に 1.u;l6 EUR. 

劇'"蜘".IIl.i'1t 

掴 s

.， oj'.:". i' 

羨<.."ζ.げる...匹liDtbIII・n穐胞と隼.
" •• " 

調。加

..' 
関311'"常者のa医大心抱貨の加令による変化と決心

症の EHRのそれとを対比し位ものである 襲ui:の

EHR 11 m令とともに誠少するがその...，の程度"

，，~吻ヂータと I丞

"問じであーた

(Z) B!心盤S駆者に~I ;tる・"" POh.‘ M・n~ω

倹~曜~曹の忍動以設において緩Z揺された EHR と

お砂る檀に比し各年.・とも鑑〈

豆宙実曹の最大£伯殻とほとんど亭得した

各年代ともいずれも平均t分冊め"であ勺た

(3) f安心復におげる霊劃威厳"の血圧変化

，.心空軍省における定不全胡発問予として.

eとbに'''Eも重要である しかし悶・に示すようにi

E不念m良輔の限櫨期血圧と隼4訟の聞に低有怠の関係

さるに竃本会.."..の収1I"血反

肩書のz，ま

心伯a

はみるれ定か，た

..，惨の関係を図 E疋示す加令とと bにEHRが有2

の綱関をも，て減少するのがみられた，'l~還S崎町の

心割自nと年令，0聞に"宵'.Rの関係I"r，.:かー，た

さ切に EHRl;丞動綱の心鎗nの .(心鎗"の均・'"】

と手令との偶保そしらべたと乙ろ。 国 2に示すように

やはり有史患の逮祖閉がるるれた ζのζと1:.年をと

るほどa 少広い心倦nの増'"で窓"金のおζ ることを

いみする
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• ~ ヨ刷 制 " 摘， 'f-'..・F... 膏不金属免時め眼植期血圧と年令

と運動前のそれとの差.す伝わち血圧変動値と年舎の

聞にも有，.の贋係はみとめられなか勺た ただし運動

的問血互信と年令Mの聞にほ 7・0.291，Pく0."の墨

縄開があ令だが， ζ れは当然のとととい噌てよかろう

.. 寮

以上のデ タより次のζ とがいえる

まず週動崎..大ι割自'"忠欧朱人に比し 目本人l主

催いその点か勺いうと B国 rmu:im&l beart l'Ilω 

あるいは ~b~凶aI bet.rt I'Ilteが目調 とされる

B咽抽出鼠易自におも、て". 国本人にお貯る鑑を目混

として行うのが妥当である

nn 

ただしp 日本人の方が少ない心拍散ですむのである

から，欧米人のそれを目楓として待唖ても，鼠りを毒

たすELとはない.能率がわ畠いだけのζ とである，

ー方，労作住民心症巴おいて喪心症をおζ す心拍1t.

すなわち EHRが加令とともに揖少するという結果に

ついては，心拍車'"心厨融窯調置量 (~lV白}の一つ

の措棚であることを考えれば，高年令者では若ー中年

者に比し連動による誕vo，の噌大がさほど著明でな

〈てι容易に意不全をおζ すととを卑悼する.ー方

鴎甫な2E牢令書でも最大心拍数由港・中年者"くらべ

て低い事実lまー却令そのものが.MVo. (/)揖少に園

与しているζ とを示喧すι提唱て冠不全崎の EHR

の加.."よ昌低下も.加令モのものによ畠可聾性があ

ると蝿測される由九 ζo昌広ついては定通臨南貝との

対比した庇積を近自中"発表する予定である.

ま と め

日本におげ否健常賓の銀大'..c.-i自散をしりべるととも

に狭心症におげる EBR が偲令とともに議~.ずる ζ

とを指衡した

文 自民

1) R<>bi・“畑、s.， 1i:2po1'im.mu.l瓜.lIdi.“"，・嶋・1

h 綱，.剛山畑串釘同町岡山

お 1.19:1&. 
町出_.F. 1OI~山ld， L. T..1>4I R .... T. J ，_.由m甲山山脚色園山町一i

出回制.・E崎町山田Iud"o.2叫lu...Ioo.C白山 岨 H ，lI.l開

旬怯持完治 g体育科学.ンター方式短.，.ヲ〈り.動...

体育"学セ '/1-1;.wti比 1・"



，，= .. 覇軍司院第弘司t..5~

運動負荷後白酸素負慣慣却過程における心血管反応

図沢 勝 雄 ・ 今 野 拓 夫・

菅原英砂子・ 金沢知博・ 野村武男"

'"略字， "'~岨UI .; ¥)は'a婚の鼻はる負荷Ilを

加え.ヨ匡勘負荷中及び負荷停止直後におけるがス交畿

とKim=由~の便法により求めた<<直也盆の度化

について検討を加え縄告しているが，選動負荷時の

種箇“i1.国"より，連動負荷停止後安"νペルへの急

速忽回復過趨に叡砂る4、... 反応に勺いて健常脅か

§疾患群まで錨H広い検討を加えたものは少忽い今回

夜々は翠働貧荷復の画風罵負~慣却過程に抱いて心

凪管系反応としで心舗支払心筋酸素調.. 盆を反映する

と考え，れているRatepressure prt旭町亀 (RPp)，

及び徴=mna:(V'叫の関係を，若年実車墨還手，

若年健常風中高年諸需青島鹿血性• ..:.，英~'"ζついて

倹討を'"えたので縄告する

対象議。に方濠

対象は・2揮に分tt. 11f:!丞11_20才までの長雇織選

手5名 <<1$1121-羽才まで吻若年鎗常包草・名，.鮮

は‘シ....才までの中高隼..'名， "'.障は必~個才まで

の際霞儀￡筋梗事労作性検時径を含む虚血性心療~

Z障~ :&1:'.臨E表的に呼吸z疾患を有し岱い男子である

被険者陪食後2均間以上屋返信L坐位にで"分以上の

""を保ち。呼1J!:If;えをS裏取また血a.心術史生をE録

し， ζれらを安傍勾の値とし，その色遣I!I.~町民放を

符ーた 負荷方法は毛ナータ領自軽率エルゴメーター

を使用 1. U. ml草では ... 句750JcrIll/IDin， IVP 

では"，...."匂m 凶・の負荷量を単一負荷畿にで

3分単負荷し"負荷終了置院の.. 砂聞と 負荷終γ後

I;tSO砂間ずつ白ダグ，スパヲタに呼気ff>を連続的に

探批マイクロシ.， :.-ダーがス分続邑で定期的に補

乏した目立忽ffスタロマトグ，ヲ 4ーによりガス分野

を行ーた 南河に心電図を記録し，心柏崎を計調.血

圧i主上奥島淑の""桧により測定した RPPは£泊

費段と奴.，.・大血庄の砲の，...俸として求めた

・飲酒大写盤解E 忠三内向 -a園大司隣教育隣E

指 果

..'・ば u障の若年長....選手。出畑圃〉の例で

ある安・.. の心，-4BJI:(Hlt) 酸黛，."量'"叫，

a・・・ V詫細~ P'叫uet(RPP)を0%':としa遭鋤負

荷絡T直前のそれらの値をlω%として.."化し，そ

の平笥値で示してo1.lo.Vo， l玄運動負荷絡了或.. 秒で

15%. I分で...‘%.1分"を会で15.6%ι 急遺伝誠

少をみた H'と .PPは 1 分までは V~ と間程度

の包復をみる払 1分調停で10%. 2分頃より1Ot;%

Vo均に比して"'11の謹話をみた 図 1b iまITI厚若年皇室

常"，幽‘~.叫〉の例である V，均は1分で4o.3.!'，弘

2分で16.8弘以後ゆるやか律婚少をみるが， H' 

は運動負荷停止後1分半頃より Vo砲に比して20%程

度の回復の還寄るをみた 'PP ば H'と平行する傾向

をみる 図， .は..曜の中高年建常お's.d阻"""

の例である V~ 隠し .oより歎"窃僚の遅延をみ

H' の回復は V~ のそれよりきるに 20_30%の遅遅

をみた RPP I孟 H' と V偽の~..ζ位置するが .. 

.. 障と岡崎広 冨Rの.."を示す畠織とほぽ平行する

15111 d I玄"'.撃の虚血性心疾患鰐 (IHD)でおる +ch 

の回復は t分で鈎i ・%， ，分で."，でおり 他の 2欝

と"闘した歳少傾向を示し，.HR， RPP はZ分でH%

1分単で拘%程度， V~ の回復 IIIU:Q .:奪壊をみた

HR， RPP 隠し n!厚より回復の還廷をみるものの

...と比験した場合図 置が迅いか丸 ζれは第~"でM

S量荷量が 375-alOkg咽/皿'"とI 他の3J'に比して

仮か今たζとが~..しているととも肴えられる

次に場。" BR， RPPを姐則IC. I-IVI曝の各偉

閣で比叙したものを示す事動負荷終了直前の僅を

1ω%とし安静崎のIJを'%としてある 悶2・t孟

還動負荷役の V，切の回復過包を示す 4震とも同僚

江傾向を釆し有震な釜をみない
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運動負荷(lの・.負債償却過種における心抱な (R'R)，

m随 p閣制"P咽 uct(RPP)の変化

~動負荷・HiI:&lø健舎"・‘ I!DI~の娘司~ 0 ~首として車内極化し モれ，の寧勾値で母L..t: 
〈叫 'oの...厩鳳週手. (釦"，同) (b) D:同若年ヲ章常t (U_同 l・刷、
〈・) .震のゆ高等包.. 【'"'-旭巧】 【・) "闘の.血性<嘆~.a (IUD) 

• r:~1写の開怠老衰わず

.'・4

"障のa置でうに;J'助alllJ~量の固纏過程で位。

V~ の圏種事とよ り思い...聞かる.

E 置。"撃の賜で圏E m 園2‘は .Rの併でおる

乙れは間道したようにW旬と他の 3J'では

負荷量に.~，ち勺たためとも宥えられ.今後検討を要

すると恩われる fi112 c. BPP陪各調咽で .R覆

審甥ロ."みず

HRの宙開事はWI離は町"と U~の閣に'"過覆に遅延がみ切れ.がI

IVOではmTとEその程度も大であ，た.を示L内位置す.

1V~のIPrCI主 L、筋南容の

程度を異にすると恩われる鑓限性心修使書例"労作性

1!I!('1l1例会まれており さもに負荷.が他の'"より

...~閣的反応を示した'<，

以上のよほlまヨ書留した絹到を示す
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(HR)， raωp~舗切開'"刈・ct (RPP) 

の各".. での比観

〈・)C~ V.，. (1)) 1:' I'UI.， (・〉は...について図

示しでおる ."各曹の開放.表わす
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頃より心電罰で u.置の.，.降下をみているれ

との例では v，恥..の留置...・Uむしろ"障に遅

前の例とは明白かに興信号た編肉も、.，ターンを示し

判定の条件が必ずしもー定とは

そこで1¥'''に2越してU個々の例をいくつか

国3・は労作佐倉島心提例〈“才〉である

V~ ほ L38ν... で

信かqたこと，~り

いえ信い .. 呈示する

を示した 毘 3e CilfoJJl中嶋梗..，毒症後2，旬月自の例

〈飽才}である負荷量"訂5kgot/lILin， Vo.'ま 0.83

llmin. Vo訟の幽"はし n， ml惨と署..はみられな

..の回復事怯 1 分どるよりlO-20勉 V~ の

マスタ

ーダプルより~~~いと恩われる '均衡信なか今たが

負荷路了直網より!心電図衝..双極2湾海"で，..

温度の ST降下がみゆれた v。ーの圏直は省〈札

V~ のそれと大き怨掌継をみる

荷量は似'"凶/lILin，

h、'<.
それと獲をみた

~，c. >>業負債償却過理に抱ける V~ と翠E患の関

係について...守した 週勤負荷中の息祖凶y ・値"に

M'ずる Vω とB"孟tt:い置固にわた，で直線的関係

.. 
負荷院了後'"

..の圏直IU!:.

園..隠淘じく労作性袋~湿の例 '00才}である

荷量"錫O句m/min，Vo、健1.5ぉν.mで出Zマ

，タ ダプルに権当すると怠われる
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1'..， ~: .. “'" 
阻，~司e 虚血也心興息古島例tζ事げる，温動負担".の 8R，Vo" RPPの

度化

〈吋舞作也"心温E例(')閉じ〈労怖包拠，c'R例。〈・).sゆ繍鍵3.吐

U 鑑

が..ζとはよ〈知りれている

が，遭勤負荷除γ後安.レベル

への庖復過置に HR と V~ の

鋼係がどのようにはるか興除あ

る問題でJ!lo.111.. .111"の

伺である a・・は HB.， ~・馳俗

Vo， (1凶 (q!1iIWJ】を表わす

BR， Vo， bf1t観的重綱附守.".

を示すものと Vo， .， IIL抽.1
.....後で明ゆかにニ繍を来

すものとがみるれる ...でも

咽・同 11障と岡線医傾向が

留め§れたが2掴の._f..:もの

" V，。、と盟主aの回復血縁".. 

震は犬舎か号化 ...で俗(図

‘叫金"にき舗を盆するもの

が多〈包り， ，摘の塊界にお付

る場。砲と HRの鑑が大と怠る

傾向をみとめる wo (園‘ d】

では負荷量が比e史的小であーた

ため v，句が噌犬している喝

掴の特徴は明櫨とliSえ包いれ

HR と V~ の園保112 ~・を来

し他の"障に比 して +ehの

増加乙対する HRの噌IT司"，'

大で.，た

• • 
a・....・~'"温置において

心柏.)ま・""取.に比して.，

.が週日亘し 両者の箇IIUU.

IIIT， no. 11障の珊で早期よ

り...しその程度も大と江る

w.事では.対象によりか信りの

"異をみた とれば心筋".あ

るいは心槍能鱒警の湿度を"に

すると者えもれる鍵例がー指し

て含まれ忍ζと.さらには負荷

量が"なるζと信どに起因する

とも宥えられ今後険射を裏する

が.心筋鱒曹が強いと恩われる
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• J. S 

加畑、'0，..1/kK/mIl， 
V~ (凶作，1<鎗in)の凋保

〈・〉若.... 選手廊 (...11.1....).(同審写鑓官~ø (Uurai_). (・》中高隼!l~者鱒伸由.. ・可〉
【"....色心安墨n:(t80).冨ゅのアルフ ，ぺ "1Ht各対象のイ ーシ..，..~~わす

例包 '10，.HRの包慢曲線の寧"が大であqた

RPP Iま'P閣で..二柑録湿争奪a崎パタ yを示さ

え五，.，た

HR と V~ I玄1Il防負荷絡了後安..レベルに至るま

でほtZ直鱒的"電係を有するものと V針が 7-lOml!

qjmin ~界と して 2相を示すものがEめられ.m

W欝では後者の例が多 (. 2舗が明勺か伝もの!lV..，
HR の圏~~厳に.異をみとめた

今後む!7t.e例において 重盛度の速い命治療経過中

の変化に勺いて，個々の例について倹討すべきものと

考える

文 厳
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賞 優討箇

，""座乗〉それでlれ、まのと捜凋に対してと発言

の方I"!Cざいませんでしaうか
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宇佐美〈住友別院)';00， 0， up包 U をお測りにな

ヲて運動~f.llDにする場合，還E防の持袋姥聞がS 分主ー

ではち..と狙いんじ，忽いかと思うんです払いか

"でしょう泊、

関沢{理大国大学)大体".たちb晴.た，.，.の負荷量

であれば ~るい隠""問a賞者の方が発表されて泊り

ましたように.マスターのダプル，.，.の負荷強度であ

れば2分半か.3分ぐらいでほぼ，圃" .也胞に盆

.んじφないかと舞えております

字盤貧困~m.を測るの俗印刷あれば謝れる

のでs分ぐらいでいいと思います払監禁を8・.と忽

りますと定常状愈になヲてか切測る時伺がプラスされ

なげればい貯忽いんじ・"いかと思うんです大偉イ

Yターナシ.ナルのいろんは取り決。では @分ぐら

‘'ouをやラて. .分で sω..，にな。てあとのs
分位がa曲集を測8時間だというようえな取り決めにな。

でいると息うんです鋲

!B:R .医穏には先生のおqしφる温りだと... います

けれども，忍たちは予備鉱畿で羽砂毎に混ーでみまし

て s分位で.*凶gになるだろうと考えて指ります

鉱.，京大).-o;の...の災問研究者です砂れど

もさ.，抑制匙凹，要するに 1∞W です払あ

れはダプルヲスターより告書いんじ・'よいかと思います.

そうしますとき実々のデータで Tスターの』ω%のと

ζろぐゆいではs分ぐりいで.*叫yに入るでしょう

が，ぞれよりも強い'"免;， lro勉に也りますと..ζ
ではまだち..と....，に入ゅ低いという隠定だ q

たんです払

冨沢先生のととるで"どの程度追いますでしょう

a、
".ダプルですと大隊3分ぐもいで入りますた

だ lOOWというエルゴメーターの負荷は もうちa

q と強いS量得だと思うんです そうしますとS分で

何愉“"箇箇に〉入るかどうかちょ弔と疑問に思い

ました もうー勺怯be.rtr&teと v，均の家電の原因

ですが!ζれま民民血測地皿みたいなもののe・
というふうにお考えでしaうか、

間

闘沢 s.栂.."'-とa.-VD.dH!eAMOlの度化

が咽橿になると思います哩動停止後の安傍νペルへ

の} 回復過程のどんは時期にどの覆度影，して〈る

のか興味があるわeずです払今回隠C&rd.邸側叩叫

"'"“ w・剖po，など針測しておりませんのでなん

とい、えませんc... 幽側.，.，も測れればいいわ

げですが温観的に摺るのが図鑑ですし 呼吸生患の方

でも回国の方法などあります念丸やはり遠鏡銅な測

定と精度の上で，.-あり今回は行いませんでした

。aゆ凶を測れない‘のですから心崎放を用いたわ妙

です酸禽負債だとか<袷放の血僚の状鎗から phy.

li<sl 6.trM園をみ.とかいろんな方法があるようです

げれども 絶対信だげではパ，ツキもあるし， _.Ift 
取量との関係で見，，~ればい・ずないと息ラております

紅.轟かに濁勤中の絢Sとか生息と 終了後とは

ちょ令と追うというとと怯あるかもしれませんね と

くに運動後を取りよげbれた理由は

園沢運動中隊1つには，いろん忽ヲァタターがあ

。で針測が必ずしも容易で忽いζと・ωlIdyu・uと

忍勤勉調停止後の安..レベルというのは条件が飯倉し

やすく，連動負荷隊旗という考え方からすれば，それ

らの状忽の夜化の過程をみるのもーつの方法であろう

と

鉱2 櫨かに負荷の強度とかIIさと払そういうも

のが柏1&&tter u・開舗のととろへ~ーされてく 6

と思いますので それとの対比信ども。勺ばり必寮だ

と思います。

図表 はい，それSしえな狩ればいけ広いと息います

野村共闘研究者ですが包"先生のご質問の 2.~. 

について取しますと...・dy..切に怠るのがグプル

より強〈怒ると少し問題があるとのζ とですが 予備

実験で調。た結果 s分_3分専を一応過当であろう

とみたわげです園復過程になぜポィ γ トをおいたか

といい志すと.運動醐婚してからの由同加と

いうものも心梅山.ø界舗にほ有効で~ろうと脅え今

思l玄その一段"として!酸暢負債返却過程の画監察B聴取

..翠・rtr&te， RPPを比慢してみた取です
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虚血性心夜患に於ける冠動脈遣軍所見と運動負荷試験

宮川政久・ 五味測秀幸・ 小島 勲・

同郡博幸・ 南谷和利・ 北村 和夫・

• 書

置辛わが固においても量動保遣軍の桂樹の壇."宮崎

ざましく，安全かつ暗寛Iζ検査が行え畠ようになり，

安昏時心電図あるいは運動負荷心電国所見と冠動原遣

~，時見との対比についての肱針がみられるようにな叩

て.た.

従来.電々はFレヲl';; ，むを恒用して轟動負荷鼠験

を行い，心電図所見"どより量動捜..車のIt断，心機

飽の停留島 リハビリテーγ"ン等を行弔てきた。

今回，心筋u及σ後心室のs審で， 予レヲドミル

亙鋤.. "....と震動捜盗彰検査の何者を行令た盤側に

1いて若干倹針を行令た

方議及び対象

負荷のフヲ控は， ，，-，陸より雪量々 が行，ている. トレ ヲ

ドミルを使用した Siq-l・ IIftlの負荷方棒である《褒

川。 E町時に心電酒の包処血圧拠危ガス分肝を行

.1と

心電図はテレメーター心電併を使用し， ...は8・"

の双橿"..で心電図の判定陪マスタ の.."に噂じ

て行qた ガス分野信フタダ医理化製エレタト gメタ

ポー1-BMS trOO ~師... ガ，分，暗殺置を使用して

連S史的に行司た ζれ等巴よ勺で縄られた.衆宵費量ι
，.，.'"心抱批血巴心電団所見位カデヂル何時

見及び定刻膚通修所見につ、て検討を行ヲた 霊例は

".に示すとと〈であり.年制ま心筋時II!!~肘壇才より

伺才で，平均..，才であり.羨む建，，，.才より関才ま

でで事相制才であ.，'1:.掌た震動尿病交の程度を示

すー勺の....として， Coronary A.r筒，..， OeclWl硲a

&ヨロ・を周い，点"にて表示する ζとを"与た 定勤

尿病変のま 9た〈江い，のをO.1'i. 1%か';49明石のむ

のを1点.;50%から""のものを 2.>11..旬%から"%

・廻天盆プ史学4*_P可栴"・..，

表 1 トレヲドミル運動負荷量

-・踊

("  出 回 •• ー分

【" 2 島

〈・〉 ' 
。

' 2 • 1s 0 

v 

" 2・

、市 s .. 
竃 " " 

". 盆例

¥又5心筋四|狭心星 l合 併

.~~ ー('】 .. (0) 

Z酬度 国('， ， (由〉 U (5) 

2聞涯 ‘0' ! (t】 8 (:) 

事酬度 事(:) I (1) ー〈‘}

合計 It5(8) I 1:(幻よ前川

( ，陪~"田圃崎直再開

のものを3.?i..完全倒奮を.たしているものを4点と

し E畿における2つ以上の病変に勺いては震高の問

書..の点3止のみを取，て計算した

結果:0ぴ舗前

後4二躍におげる..当隆治..盤及び換気量と...の関

係は 負荷量によりわずか'lilはある泊先破棄珊..量.

換気盆ともに， ....の増加につれてe 減少する 心

筋使富では負符去の点で稼心僅よりー段怪いものであ

る £峨夜iIの場合l 負荷量の楢大により何らかの傾

聞が予息されるが今回の負荷量でIま・J:IA.量及(J

，.気置と重盆度との聞には何切の関遥."めりれなか

今た{図"

p，咽組....旬 p，吋~，を決心症及び心筋梗.. に

ついて検討してみた 心筋梗蜜欝で隠隠鑑を示すが
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彼 <0

n謂

EでもZ常局長を超えるもの等を濁佳

とした亙到闘に喫還者が多<"人

'0. R・"哨2.0:.1.1..11お氏、 中舗人で関 2%であり。 ζ の中でも

..UW)UX 

ω -白田植町a

話 . .再量V

~ 

相

.ト ・

， ，略:!.:ilJ.l'.fI.~~rx . 30本以上の喫~者は紛"彰脚本以

，t:玄8.1%であーた心筋密書では

全員倉勾貝壇者でおーョた その他ば程• . “ ， 
~ 

~ 
調 σ3.1'$).湿(島9.2%) 高脂血笠• • • • 官。 • • 笥 • 〈舗 8%)，浦町"匡(%7.0.%). ・課

白
.. • " 凶 m 

s s 
L 
。 5 10 IS 0~ IU15 

府 (lU%) の臓で~?たが.心筋

梗奮と後umでは多少順位'"異なる

似タバコ，沼，肥Ali3大 Risk

....固にあげ各れ.""患のー人

平均の Ri8kFae旬， ，ま3.2項冨で
C.A.O. SCORE <:..¥.0. SCORE 

心宙望Z
(lIilU庭園。'r.l.O)l.P札;;';H::t) 

あqた Ri肱 F~旬r と忠勤'"定

患の霊盆度との閣にI!.何勺傾向が

み勺れなか令た

('0， 

.Nko-{~ rX 

‘a • 却

苫S

• .= " 2・.

" N:.Irx. 

5・
‘5 
~ 

• " 
笥

初

" ， .. 

2 

• 

翠勤脈;al修所見と週動負荷管む.'1図

蔚克巳ついて換町してみると 狭む

症では定例IJlIttIいため間oはある

が狭心室の.."，が属性で建勤尿

造能夜見ょに.まーたく例涯のはい

もので色凋%の閤佳$を示す ζれ

に反して心筋..，.では狭心症の場

合と'VIり負荷量ヵψないとともS彰

・あると恩われるが "例区t8例

32.0.%.t!帰佳であ弔た(表"
。， ，ゆ 1::;

c.}..o. SCORE 
o :; 1υ" 

C.}..O. SCORE 定ヨ略目衆鴨裂の..，皮を示す&調。澗

と"変化をみてみると l 決~""で園 E

.盆度とは唄通が'よし挟4、症についても何ら傾問は

みるれ江かqた

左富思量影所見より Eお胤:ionFr健 tioo(EF) i-求

払その敏隆と飯沼"を対比してみた。狭心症では何

ら傾向"みられ"いれ心筋縄11でほ EF11.!実ζ笹

よりも明るかに，...を示し，かつ色調。"の岨加に~?

て底値を示した

'"にタパ::.E~，置，高高血包高血æ.・尿"

の・項目の車喝" .... ・"について検討してみた タ

パ2ば1日10本以.t.1!謙はいわゆる....体重を忌筆

とし濁についてはa劃をする程度以ι高指血AI1.

総ヨレステーール.，ーリ".自，中佐脂肪のうちー項

は明らかに比例関係を示し 病変の

.mと"低下'"とほ宵'"に謂5書すると考える t図

引 しかし心筋...では"変化の程度と璽僅

度とは何ゅの関係も示dt:t、ように見みれる

心筋賓室で 1周回 以上の ST怒下をU治た症例に

電動捜;a影所見かり抽出副..，‘1..irmlla山，"

，，~切れた ζれr!iI勤勉育祭桟及び外W的治恨の適

応を.. まずるーつの指g賓と f';::1) i易ると匂える

B慢心患の患者に運動像情低験を行ーた均rc...iI動盆

荷ゅの"変化の出現する向調について検討した (図

的 図に見るごe<.病変が重症であるli'"変化

の幽現する縄問も皐〈 府変のE程度と ST変化の出

現す壱碕鵬と"明りかに附置する
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心 g a g 襖 心 "' 負省晶a切τ見 負荷足鳳所見
開.

冊佳拘"匹〉

..町度 。 • Z閉 K 11 (5 J . "包め

S綾"医 ‘【，) . (~町

S醐.* (1 J 1 (13. 1) 

合 計 U (811'(u，町

【】...，勘悌・術値待関

..催

"吉岡ヒ sn:!t 

• • 
-vll1 • 

• • 
ー>Aト • ->A卜

。 5 '" " 
。

C..¥.O. SCORf. 

園2

C.A.O.S 

" 
• "ト • • • " • 

司E化t- 2附• g 
自 4 

刷局時割 『苛 E

阻. I鳥:..c.~に齢ける ST 変化のæ寝舛咽

""署是々の径殺した定例を示す

盤例 I M.K.50才.男怯h

伺.
除住関《第》 .性側【.) 陰性側〈掃】

。 ‘ ( . ) * (SQ.O) t (50. 0】

13 (111) * (0 J ， ('眠時 • ， ，副>0) I (1 J t (10止。〉 。

. ，肱町 J (1) . "肱町 。

" 【凪町 U (3) "伺.. 】 主，><町

心府軍. を行守て事た.安静崎心電園に異常を

留めない，昭和咽年e月4日.1'V!: 

の負荷量にでトレ.， I" ~Jν運動負荷"

慣を行いp 連動開始種4升にて胸痛出

現す畠ため中止した，負荷開始聞もな

〈町低下を包め.負荷中止後 1_2

E z 分にかけて著明な度化壱示した，その

睡も負荷量を櫨じて量回行q たが，胸

" ω 1;; 
庸."'''化管の出現@ため 5升帽の

(':..¥.0.百c.nRF. 運動"完選不能であ."咽.).相

柏崎年)(月"固定勤康造車検査を行い.

acA及び回Aはいすれも完全問書

であり.CXも河"以上の!O'置をE拍. EFは71，百で

ぁ.た 〈園町 A-CB1:戸腿術の違応とさ札昭如

槌年"月)(8手備を行い 術 &昼過も良民で トレ マ

Iq Jレ運動負何斌... "度より第V度までを完遣し1

2史ι嘱はちちろんのζと，心電却にもま勺た〈変化を

示さない "鋤負荷及び.冠動脈遺影務見に著明江度

化があり 手術に成功し社会縄婚をした僅例である

定例lT.t.62才，男性

約to.nより踊宿老婦え，事提心.. の自診断の下に冶錬

昼逗まで..た〈健康であり何勺症状もなし平

常!::OJ奮していた念、昭和"年3月ゴルフ場!こてプレ

ー帆綱痴を，札→寺プレーを'"衝したがそのB

はそのまま 1，.ンドのプνーを行い婦宅した その

後もゴルヲ中あるい依労作時"伺織の胸痛を覚え来鍵

した 安俗・.(.，.mに院興調憶をm:ot.い 昭和"隼S

..自負荷量V伎にてトレ"ミル遺勤勉宵鉱験壱

行い，負荷中 S分より.省Il'分まで'"低下を認め

た〈園川 喝事担肘隼8J.l148怠鋤虜誌....食歪を行い，

RCA のお宮旭~"隠75%の貌窄を思めると岡崎に
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今イ包の所見より決定的なζ とはも、い彊いが 多少の

傾向がみられたので釜現してみる

①翠動尿病震が.."である乱 運動負荷髭殺の陽

性恥唱し週間貧荷民獄中早期に冒即時包めo

ST低下度も著明である

@ 負荷強11:''=問題もおる危丸心筋e聖書より!>.む徒
に ST変化そ示すZ列が多い

⑨ p，園田RateProduee忠心筋梗奮の方が決

心症より低鎗を矛す

@ 重症者必ずしも RiskFU旬 rが多いとは限り

低い

持よ (女子医大:.uif)typ旬0・lな ..trOft.~噂 の

場舎に'"綾煉容の例怯少ないと思うので，運動負荷

C-S，C-6Rの双僅胸鶴"..で陽性所見の幽る場合が

多いと恩う金丸 lnfarctIOnの場合には.必ずしもそ

の揖濁で腸健にな切ない心濁硬3置がすで?ご鎧今てい

る鋼滋以外の冠状動脈に所見がある時は その'"'"に

ー致した配位に心穏掴，.化が幽ると思う ζのようは

ζ とで心s'聖書の場合の陽性率が低<r;.勺ている可能

性"。

寅・.Iす a・

一一一
一

LADに15%の'"碕鎗掴を包めた〈置す} 運動負荷

鉱教により著明江変化をきたしたものの冠動県盗影

険牽にで比般的位l!の変化で~，た症例である

T.L 111'"，混 JON. 14払 1開

一
園T
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宮川あると恩う 宅建々 は V" V.の位置必"'，ζ下

I!. llI!の樋舎に信網の 2点鋳場を行勺てい.. 九あ

.り所見はみられ江い

竹内 〈東犬第圏内剥〉いまのトレヲ Vミルの Eu，.

-は SiqltS也伊のものだが..遣で怯皿叫u

a包伊の方が f也総出陣lospacityを見るのによいと

いう ζとで.mul出包併の・--句"の心S軍司の

珊儀所見とし It実."ι"支袋帯との関連をみて，

非常によいo.~を幽している人速がいる その愈礁

で・... ・2也伊でな〈血叫出也併でやると.もー，

ときれも、な h胞が幽ると思号が?

宮川宅建々も問患で"る 現在・I1II'[eIe鴨川細d

uω 

でや吻ているが岡崎に~叫凶噂併の方法ち肴;aゆ

で"る

図村 〈着時.大 M-内問〉患は先生のととるのlU防

量は少ないと思う を実心症にしろ心筋事蜜!としろプー

トコールが金銀a食後までできたのほ錆"-例のうち何

例か。

宮川 1 例創徐いて会歯車~.ている

図材章受々のと ζ ろでの方法だと トレッドミルを

や勺たあらゆる症例のうち."錯しか..，皇室ででき認

かーた そのような窓鱒で央追主"答えと合わせて ~ 

.，ぎり負荷量が少屯いと考える 当燃忍動量を上げれ

ば心筋梗書問所見は~<得ると思う

運動員荷と不量脈

村 山

遷勧負荷と木霊"の関係については，その臨床的.. 

績に関して不明の点が多b九今Eは， (1)運動時に

発生する心室笹本盤震の臨属医的"...符に虚血栓笑患

において予後との欄遣においてとれを検討し また

(2)徐尿笹本建"例におげる本法の絵断的および泊

a康雄の決定陀聞する.. 穫について浴ぺる

Z 遺蹟負膏と心室笹本益腺

0' 週圃負荷による心富笹本'庫銀誕生鋪鹿

連動と不霊認の蘭G震については 川安鯵嶋に存在

せず.m助によりはじめて続発されるもの。 2)J:& 

"に存在し 運動により網失するもの s)安傍崎

運動"とも存在するものの"... の反応がある 1) 

に損する東大.2肉判例で他 候c..fE，心筋痩奮を含

む虚血性心疾患(lHD) 1晴人では~.p舛収縮 (VP

句 "例 (2'1.2船。心ヨ闇鎗(V'T).例依田〉で

あり 3同溝割"人で俗 VPC位例(6.8%).VT 0 

"で.前宥において観度'"高丸健朱，運動巴より生

ずo VPCは心筋..寄市 1っとする怠見も多いが."

心疾患で'.'かはりの頗，"K"も町rVPCがみと"られ

・東京大学..鮮...-=内硲

正 ". 
るζとかり.VPC鍵盟そのものには診析的意穫をつ

~.ぃ VTにmしては IHD !Cのみ発生するので

制約窓畿をつけで食いものと恩われる

2)陸自植しては IHDU人.lJ!(.>{更""人につき

おのおの 還働中構失または認少するもの ， ，国 g

%). 22 ('ぬ T~. 温鋤命観度不定または増加するも

の 4 (3&.4%). I (4.3%)であり いずれも遷厳

により VPCの靖失ままたは績伎の減少するものが多

〈。還勤"に VPCの洞失するもの"創的ではないと

いう録制審的包S院は必らずしも自験例にはぬではまゆ

はか，たー方，週動により甥度の増加する VPC，ま

IHDに多く l 岡崎的窓銭をもたせる二とがで金る.の

と息われる

週周防:とより，はじめて発生した払頻度の噌加した

VPC "四D43開非£疾患"例につきその特徴

を険討しでみると.白旬dedVPCは田D.非，.疾

患において，事のおの9.3%.9.3%と両者.，に差がは

く また Big・mlnyはおのおの。 16.3%...8.!'';，多

環佳 VPC措おの指の. 20.9.!'..， 2. ~%といずれも例

者に多いまた単発型はおのおの23.2%似1.1%



u“ 

と後者に多'"分冊"値以上の多宛."玄 BigemiD.y

を除くと，おのおの11.6%.4.8%と前者に多い 従

急速働により長生する VPCが多"佳のもの遅発

.. のもの Bip也..，.を示すもの"ど信還勤負荷の判

定属性とする考えもあり，よ還の成績でも頻度の上か

ら，とれら低 IHDに多いか.，恥嘆息に品、でもか

なりの，.，.にみと治切れるので。 2会断的.穫について

は符異的なものとはいえない

(') 週圃こよ'費堕する VPCの予後的... 

東大..'内科にて昭和錫~援隼に行令た翠勤..，.例

の予後周釜~行，たれ，.，擁死と思われる急死倉盟関

あ，た IHD生存例u.人を対象cして...死に閣

す.要趨分衡を行うと 量動鱒に'"分以上の多発型

VPCが1息死に関連した重要江要掴といえる 怖に

"惨婚にぎ':<化を伴P.i!1島均に VPCが"売す.

g町の予後が悪い とれ"のことが IHD予後判定の.t

に.. 要忽情報を与えて〈れ吾ζとは主主目すべきζとと

息われる

園"玄関才男也狭心Z患者の運動負荷心宅毘で

ある上."左足銀鉱温度を lmm/診として匡鎗した

包.. で VPCの鍍侵を事Jりやす〈してdちる 安静崎に

は存在しない VPCがM.astertwo.<脚，~‘~.後

K多発した 遭動 ζより狭心，.IlS連防が瞬発さ払 1分

却をbにで中止している 安静時，すでに玄.. 導上. 1 

..の ST棒下をみとめるがe 運動によりさヲに 1

..l!.1:.11184・.'"
国mv..Lよ廊下した VPC は連動~，ト.~/分，みと

めり九また逗動後の心電堕で陪 f帆坦の異なる2

g須の V町がるとめられる本剛志連創負荷検牽纏

行後1年で急死した

〈ヨ) 遂勤負荷によ， VT例

国"ま...才，男也狭心豊患者の還周防負荷心電図

であーが運動旬..鉱不快感を綜え遁勤を中止し

た翠..~止置後から図に示されているように VTが

発生し建い防衛を野えたユト aグリセ IJ:/ 2鍵投

与され.VT肱畠然に止一，た命、 VT回復後. z "'. 
上の STの上昇がみとめられてい. 本側隠，窓勤8緊

迫彰ゐ左震.."附下行伎の起始邸K遺く""の後穆

をみとめでおり.tた玄室前倒5まからー鼠(.，01;;歯車に

か11hypokiD.舗曜をみとめた本側に"バイパス手

衡が鑑行され.術後1年の経過でほ筏，u!t発修抱く

また遷島負衡においても町町じ不登援の~"をみ

てい芯い

本院は盆際的に U国tabl，闘.'~であ令た ζ と色

織'"される払 ζのような運動喝の霊定木建家信凶

.cabl.飽 g国・に多くみられるCとが文"的に繍告さ

れており-~，同組駅周 ほ還鋤負荷'"''とされて

いる運動負荷"の啄歓を防止するためにも本法纏

行情の患者の選択に+分注怠し江ければ包ら低い

関 1 .. 才，男也決心."略の還勤負荷心電図
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国. ..才，男也狭心症患者の墨S抱負荷心電図

国3 冠動脈絡泉H における還勤負荷奇心電図

〈ε""主..締祖国'/T)

(‘) " .. 的心篇理Sイヌにおゆる翠勤負

荷 (，鴨lh"hL・~ atao，.) 

心筋梗蜜3後期における忍動の影..特"

末筆銀の兎"梅田をみる目的で イヌ建動震

を舗換し トレッドミルを走りせ遺跡惜の

む毎回をテレメーターにより記録 した 定動

脈結論~1i，波野聞かる 8時f間集ぐらいか小

VPCが頻発しはじめるが，通常術省長2-3

固で消失する 図sは術後38呂の運動負荷

心電図の l例を示したが ζの均期で"運動

により ST上昇をみとめ.iI動後に VT発

生をみとめている

運動防の VPC.VT発生倹序，また治8康

隆に勺川、てI孟不明の点が多い念、 ζのような

.".モデルからアプ@ チするコ智雄bあるの

ではお きりに発展させたいと恩qている

E 徐嵐笹本11厩例におげる

運動負荷

Siclr. S皿岨 S，"，岡田 (S田)."宝プロヲ
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園‘ "才，男tt.5lelr. Sinua 5)'1曲。国側の運動負荷心電図

るすなわち，本陸は S田 UVB例で

は日清栂也房Z伝導機飽の判定"役立ち

3" A. VB例では下位自助事枢節也の縫定に有

用である また徐尿佳>'，監緊例における還

働応対する心拍~場組の程度ほ人エペース

メーカー植え込みはどの泊筆法の決定"役立

つものと恩われる ζ れらの分野'''，け.本

議の静岡は+分でな〈 今後広〈用いられる

ととが期待される 以下，実例を示す

(1) s:抱例

図・は..才男性で腐屋L 失神発作があ

る 心電図でr:~際明な調í.l!.と房.. 複合邸調

律がみりれまた還動均息切札脂悶疲れ

広より還動を中止した埼の鰻大心鎗設はlω/

分である 運動後のE限期に"大SS4砂の心

停止をみとめる このように怨潟併でtま還

勤による調割腹増加信1∞/分以下のζとが多

(.また園穫期"心得止をみる ζ とが多い

(2) 2・AVB例

W阻，.. 凶，."では連動により.iE~書隣室告

揚が固慢する 2:1A.VBPIでl:t1iiJsに示すように

運動 ζより 1; 1 C号室l丘揮が薗復するものと(上-"，， 

連動中 2: 1かりさりに3: 1 E.とほるもの(下康)

民間陪

γ 

AfTE:R (JO(I KP~U.;..:- > 

園s ~ 1m室プ包 ヲタの還劫負荷b~図

〈上段，f7:t男也下段"す，男性3

タ(A.VB)誌と徐"例では 息苦の訴えが目指主活

問の運動障害に基づくものが多L、ので還動負荷法は

これ，患者の心慢峰坪信仰己実E際的拡禽味をもっと!、え
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園. dl才，男性a完金房室プロヲタ例の還勤負荷心電図

《右下に本"のBo東心電図を末す〉

園7 鈴才，男性a完全房審プロヲタ例の還勤食事管心電飼

C下9に本院の a" !I(心可.~司..す}

u‘" 



u・8
とある

〈叫舞金 AVB例

関"円れ、ずれも完全 AVB例であるが図@例

怯遷動により心鎗滋噌'"が.明であり 図7例でほぼ

ζんど不変である AVBめ郎位俗的省でほ .bo潤

His，後者1;1;below H闘が His東心電図からE明さ

れた従来。完全 AVBの下位自動中枢舗位の織定

は QRSの中型屯どかり認されていたが必りずし

もま宿ではく本接の利用が有別であるものc思われる

また 選動時主嶋敬増加の乏しい例に人ヱペースメ

.-纏え込みの逸応を考慮すると良いものと息bれる

11[恒討鍾

園村 〈新潟大)El'開...，のプロトコーんで行qた

侠心包む筋梗.'閃例の<tVPCが也たた調。負荷を

やめたのロ堂側にすぎ江い 適応の差であろうカ1 勤

..u学'匹以..!55 ~ 

物実験でみ勺れたようは還動後のa!!不!il~例は鑓床

では星宅金していえ包ぜ、

村山 IHD It!訴の目的ゆみでfUょく霊感度判怠

リハピリ例も含まれているためかもしれ屯いが運動均

の VPC発生は樽"ものでな〈むしろ普速におるもの

だ主いう印象をも勺ている 動物実裁は急性期のモデ

ルを作q たbので!人間で法本来運動"忌に当る防

期のものであり， 0れ!こ当る臨床開l手伝い 祖国ta.ble

anll'l調。 急性心筋硬.. の運動向の急死の綾序を緑明す

る目的で信じめたものでおる

細国(自治医大)VPCの左，右童起源について

また ST変化の節也と VPC発生節位について関係

があるか

争仇" .質'"として陪 IHDIC;tE実鑓却が多いが惨断

的~慢を有する訟でほなι'. STペタトルの方向と

VPCの包帯について信 は省検討してみるが明ら

か程調還があるという聞"そも 4 てい'.i~\ 

運動負荷における心筋血旋の変動

門図利率".

若体 章・

米倉袋町骨"石弁

タリワム可.201(ア・守!)の朝発により 彼復学は虚血

栓叫疾患の鯵断的方法とレで重要芯地位~占めるに妻

勺た加'n1-:'生体内でカリワムロ")と頭以同動曹

を示し。ほ:ま血i成分布に従うとされている そのため

£院におL、て.属高的血旋低下旬院の検出に有力でSち

ろうと常えるれる ζのことは冠動脈迫j膨を行う...

Z女射性議位予告~緩怠沸膿に注入して得たイ j ジと

"守1によるイ〆ージを比恨いほ"問微であること

を藷怨するζとでE明された〈包" 問問に前'n
の心筋集積置を源定L." S&pi同陪m による indica氏。r

r""'tionaは凶np~ineipl引に1Iiづ L、て心蔚血i虚血心

抱出塁〈現llFJCO)を示す指宿について検2守した こ

・...犬繁里司I!"I!IM三内向 ・・ 関.射陣拘

神原啓文・

河合忠 • 
靖.. J鳥塚莞爾"

の原理l手注入した綾理(岡田，)の自慢政司院が心筋と~

身で等しい場合 ，~旭川の金投与量対.c.，~男集積量が

む抱出量対心筋d虫色を還に遺似するとも、うものである

われわれはニの惜帰が~~負荷巳よ今て受化ずる点に

注目した

討 象と方法

臨床的に虚血性心終盤と曾えりれた"例肥大裂心

筋症;，同対照務'"唱である 方法i玄拘吋司α2mCi 

を ".，の生食水でヲラヲシzして注入し，コリメ

ーターを前胸壁にあて少は〈と"分閉その径過を

Seorl¥tad時間pbi<:!IPho-Gamma HP ICオン，イ
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陣，.1生前監中隔梗.Hとおけ畠割引と政射性

極推手"よ畠心厨5〆Yチグ，ιの比幌

EニA』i，MMMMU向 L.，-I!.<~v..-l)盟UHE ..，.r .... 噛. A T，哨，110;'"胸咽"咽，

回2 金Miff(1.)， U幡!IS(C)，パヲタグラヴ"
(B，における針歓率

ンで~.脅した&出ti-pI関虫""<'"最した 不振""
tζ辺息したζとを諸恕して記録を終了する 個 2のよう

に金"野(.1.)， .c.繍古都(C)，パヲタグ.，ンド(B)の

針敵事から〈ιB)/A同道BF{COが震められる ζ 

の箆織の後，安静符の心筋シン予グ'7<ーをa方向

について行，た t ilr聞役目録事エルゴ' タ によ

る遷鋤負荷佐立位にて行い。岡憾の包録を権行した

負荷I玄S分.'ζh・'"する多致指診で行L、彼倹者!と箇

摘が生じたり. ECO (・V..V..・〉上 O.5mm以上

の borizon也lはいし 2凪皿以上の"恥..伺.¥ST !li. 

uω 

下が現われたP考慮で"唱の注入を行う それ以外の

場合は"停に遺すoまで還動量を岨加し，注入後も 1

分伺温E助を緯鏡させ次いで急還に漏.. 休止させる 約

山分後より"臥位にでiOl防負荷心筋イ〆-，を5方向

について揮障した

結 集

L (Cド.B){Aの安静崎における比叡

(C-Bν."図Sのように対景観虚血栓<<実息。

与旦巴%】

。L
"。 …。ι 1削 IHOCMi 

一←ー←一一園， '"血ttA.'幌!.I!..e大型心筋成，対照群における

"マI(.，吻'"耳.'"(安静的〉

思大'"心筋信の編fζ高い傾向にあ勺た これからみる

と虚血性心疾患は対照尊よ勺も£窃血i.I!ltli多いか

の印象を与えるが ζ の惜嵐山本心筋蓮尾心拍幽伎

などの因子が閣与している ち怨みこ左京心筋重量に

より (C-8)/A~樽Zず.と乙のs 鴎fJl :CIま有，.，.が

み切れなか弔た{園叫虚血栓む病患におげる心筋

重量の計測には間風俗あるが Gib80s盤"を用いた

2. (C-B)/Aの..ヨ抱負荷ほよる変化の比依

"照E障の (C.S)/A!主運動負荷によ令て金伺増加し
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一一園4 心筋重量で褐ました箇守1，じ窃僚京事

た 虚血信託.~，!I.では増加するものと誠少するものが

ある〈図的 ζの(C-B)/Aの変化事を叫ι.8)/A

とし.比依すると宵.~:がみもれた《図・)

考 買憶

"マ1が従来何度われできた K'岡筏休と開憾に血諸

分布を表わすft>>巴待通な厳縄であることは主とし

て放射性役佳子との比伎によ，て実験的に忽治りれで

いるが" われわれは..，事前に定動脈に綾射性穐佳子

を注入するζとにより"られる心筋ィj.-;;との比慨

を行令た 実験によると K・開腹体"高度の心筋血塊

増加の場合通少評価する傾向がある治氏血塊低下に討

して俗E諸に反映し叫相官1心筋シンチグラフィ ーは

，.血栓む疾患のようは局所的血謙卑下をほぼ忠実に纏

出すると考え切れる また乙の方法低非..盟的で~る

か勺還動負荷鼠..にも通している 先にわれわれは

"咋ヨによる心街シ Yチグ'"ーにおいて.心筋血

..属医学~:担増陸第，~

日一
A

刷

忌@

。
AT REST KXERC1SE 灯 REST EXERCISE 

1 "' 
田町，oc
'-P<O.o5-' 』 時)

国s虚血性心疾患と対照"における遷動負荷前喰の

"T1心筋梗現.，.

諸君E測定の可後住を提唱した仰3 ζ のコ智雄で得られ

る (C-B}jAの安傍縛における倹射で信£、祖出色

心筋uなどの関与によ勿 ζ のままで陪一定の傾向

が得りれず喫患を纏呈する借腐と"はり得怨いと考え

られた しかしはがら運動負荷による震化寧 .(ιB)I

."虚血性£喫患と対照幹との聞と有!I:!!jJ1mめら

れ...血性心疾患で1:.&勤負荷の状態で心航血"量が

+分噌加しでいないことが考えられた ζの企(C-S)/

aの"織を智えてみるため脂婦による擁催分頒で比

恨を行ーたととろ置Tのように重症皮が遭台に従司て
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化とを対比させて.."している弘

の槍集，③循環勤勉の変化を反量発して

いると思われる心電盟変化とι ③循扇

動阜の変化."随遁畿の乏しいT磁の

度化が存在し後者とは NCA江ど心

身医学的乙簡屈の多い循環器腕患が多

いζ と立どを伺吻た拘

そ
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')情動ス トレス負荷テス トとしで

の MDTを鱒例の各理循環器購患に行

、
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ーいIô~ 11¥'… 
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口

噌たとζ ろ"亙，心他此む..仕事

量はどの..，.や心電図の変化が包めら

2)MDTIC対するζ れ。の心.. 管系の反応の

大ききゃ 反応の仕方Iま個々の鑑例によ勺て異なり

身体的要閣。4理的要因はどによ勺て犬舎〈左省され

3)心電図の変化に俗循11動閣に対応すると思

われる所見と そうで怨い変化とか包めゆれたが，

の点『まさらに分野中である . )以上より循環:!!定患

の包常訟復の中で，If動ストレス負荷時の稽理動忽の

分侃'"剤幼男性の判定など.Mぴでも有.Jftfl情"をも

C也.. 向。f.陣a凶皿.T納ぽ旬rby mirror d ..... ・ins:tes‘ 
(8. P.国同・ F・時》

国7

に心演依"止の，."，がaめられたが，

匡例においてより著明であ令危

③心電図に対する~. 活ぴ?に対する血行動'

の"化に心電圏がどう対忽ずるかを Pl1IDk'"尊心."

置をmいて検討した その結集ー番彰..'大きか司

T壌であ令た その .. 可として園?に界径1f.

"'"著明であ句た併のT設の変化をまとめた.，

L Z樋上プ，スの方測に変化した"が多く，

労作負荷音寺問血犀上9障による変化と頬似していた

の偽電是々は心錨政調・包心仕事~増加よどと心電図:0:

ζ 

れた

た

その唱加"高血

玄拍

ζれは

たの低，

たらして〈れ.検鷲雄日の lつであり，その罰慢さから

みても今後利用さるべきものと恩われたので MDTに
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新しい戸畳容体連断剤 (BFE回)め submaxi皿al運動中の

心 拍数 ，収縮期血庄le対する抑制効果

古

仮

ー・陽

研

在

家 • 
遺年数多くの'"'変容~"園長網が瞬発され臨康 <Z

mされτいるが，それぞれ賓!o<若干の縄還があると

されている

震効を検討する1C!:t.車，.学的芯手段や，生理学的

な方法も応用されているが運動員荷訟却に対する反

応の倹討はより臨床的な方盤と脅えられる

今巨L科研沼化工により凋発された厳しい，イ変容

体A鹿野絹肝Z掲"を投与し 2種須の剖b圃羽田l

e:Unl圃を行~'. aOJ秤衝のための負荷方法につい

て比彼検討した

s 対象，."方傘

対象Iれ、ずれも健疲若隼男子であり.第1鎗ではe
名{平周年令"才，.第Z縫で'"名(平均等令鈎"'，

を対象とした{園川。

ル.~

、医桝1":，w.o電動"1. 

I ， 2;';-:!9 円?‘-"¥""，・...同'A.聞...
t掛 4摺弘" 1111...，..，岨a

E ヨ-.'~.r. n- :，:，.! 
刷Lf3日『 臥B叫i'恒』目:!Il"!

明、 ，.比帥 a!r. 

恒竺守斗
4え凶..恥h

申...，..，欄.......， ， ~間同
九日..，開』

園. .脇陣""
運動負荷方法は T，曹凶mill~周も、第 1 桧ではs

分ずつ2陵情間遅動とし...初の S分r，，'!l:'<:舗ft""

bp薗前後の"動とし，鼠物評価隠は4二嶋雌 "'bp薗

』ペルを隅い.個々の例でζの巨楓.. 自獄が1・られ.

T.回国illの.....と g陪必をE量定した

.久留米大掌"掌・8・三内符

木

剣

茂・

徳・戸

経

絡

買ι""色で健一遣の遍勤強度での効果をみるた

めに BN舗の..，回....*.を先週の pro旬岨と

し，調定したa盛大通陣表e買収盆 (VO，副.，の約'"脳

〈む組放l.SObpm) ~ペルまでの遺勤を行わせた(図.， 
心嶋."ま心電盟より.. 繍平勾で求め 収.."血豆ば

Parks 8U Doppler血統鈴と水銀血圧Itを組み合わ

せ~'， .初のDoppl智奮により収細期血圧を決め.

4益分足終.. 秒間にS回劃定してそのゆ間鑑を用いた

....P鴨鋪11..Product (RPP)は心飽滋X収11

期血圧とした

."法での Vo. l玄ilmエレタト a メタオ~~- BMS 

"'"で違反測定した

第1 益広おいては凶圃~bI・を定め，開ー。"食

を自聴取i!.p..bloekerを倹与し.U.f.8嶋崎自に

運動負荷を行』、'"詮で依雪量制l.t!:Dにて，t-bloe防r

綾与し，純分周に遷動負荷を行咽た

第E法'"楼ともに砕bloeker(B四 ω.p品

P陪.nolol) の役与嵐序は..~也m とし. .固役与

後次回同.. 与までには _b.ω を"..して少得く

とも 1湿潤Jil土の間隔をおいた

冨温tま，..法 22:1:2.0(19-26)"C， Jl2布告では街

全1.5(23-2'η℃で~，た

当繍 . 

第 1援により初日に行勺た僕調民民R泊"動と，すべて

のかbI出回r投与後に行令た昼終の館副官匂民連働岬

の，心鎗歎."."0血豆の反応には宵怠..憾なく良い

再現佳が~り 慣れのI!.~， trainIllc効果l孟低い

ととを罰，mし.初日に行ーだ ω倒同遷E防C対C.そ

の後，t-bloekerによる初制効果を比叡検，守した

国 21:，1(1詮における・初の"の.roI"動と
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BFE-<Oωmg， I!O mr. 10 mg及び-=叫d

40 mr. 20 II1II'役与後の ..b圃四国l還動での心崎

般の耳障均悠を示したものであ.

.."11孟~，同遷勤の平均値と 15D を示すが，

d・"t・・11.1

'" 

J..III' 

'"・
岡ー運動であるに色かかわりず" 1..5及び‘叫冊目の

正午前後の温勤で俗午前中に待われた 1園自の遷動

より平勾.-，心鋪高〈園内震動をmlO. 4剛間目連

動と S崎潤匡遭動では有."，が~，危 (P<O.06)

，_b愉....役与宅島~嶋 a監は a皿rol 翠動より省怠

に例制されてい6.1..5時間自の心緒裁は BF宮4調， .. 

... p岬泡副瓜錦町でほ官等しし 4剛問匡で

陪 BFE-a10 1118"と F句nuIOIoI20 mgが lまiま .

し〈なり.内服後a医大幼a院が得られoとされOt..5時

間自で怯 BFE-<Oは始量で W句-制と陪ぽ等し

い術創鋤"を留めた

収11畑血'"応対する仰綱同由果も心錨叡と間憾の傾向

を舘めた

四 t岡遺鋤の心術徴収網.. 血a. RPPの平均

値とI-b¥oc:ur19:与後の事均値の重量を各嶋崎同署にみる

と〈園町.各時間での BFE-OO10 mrと.....

....と....'"銅剣効果の畿はlま"等しい 内腿

後8時間固まで@心岨懸の銅剣効果'"総和として遁掻

で倹討すると. BFE-60 10 lIItrと 00q. 20 l1l(I'と

....の聞に等し"輔の&圃圃陣舗があり!

収縮鯛血a.RPPについでもζの誌は等しい更κ
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RPPについてみると.BFE-<調， ID..とp回p-

胤""でその面積は等しし内優後8時間目まで

の鋤果として.BFl<岨 i叫呈で P耳鳴雌岨と等

しいカ値を有しているといえS

血中榎震が比観的安定したと考えもれる...咽自の

oC.>lBRt:. ro・m血..，ζ対する B.......及び""凹B倍

以滅。L.仰制効果を比叡すると園・のように BFE-<摘。

は p"，，~阿川とほぼ・しい噌聞の方聞を有して

おり.$-bloe也rとしての心檎..及び啄...血匡鈎"制

効果は頬似していると考えられる。
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図"主第 2 ，主をF置いて~肘したものである Bru舗

の m叫 凶 旭 伊 proω酬を潤い初屈に測定したぜO奮

闘 zより組対的選動強度を求めたが，用いた副主は必ず

しも各 S組..，分自の値ではない平均47%νペル

で""刈自猿 120bpm， 615%レペNでほ1M町民家た

平盆脅舎勉レベルでは 180bpmに相当し，おのおのの

レベルで1-'α虫館投与畿の抑制効果を検討Lた 箇

5に示すように蜘"，"還勤の£姐録。描錆的還動強

度{剖に対し...的に均帥し.，g-b暗"想定与後も

ζの関係がめり，抑制効果は扇状に偉大し， ω."叫

運動と比ぺ有窓の抑制効果が隠めら九 _b。効果

は芯か勺た・1%(.心拍放""bp薗)レベルでほ各

;-b¥oekeぼ聞広明らかな'"また込<. 65~場. IK~単レベル

のiI勤では BFE-6020 mroi:propra際泊。t鈎-.>

BFE-<抱lDmg>p閥均p~汎0120 ..，.. o関連がみられ

α罰則 第1援とほぼ周一傾向を示した

橿圃園 UFF.l'愉ぽ

E二コlIn;~桶民
h伽

111(印刷川

， "硝¥'''，1師、11， ， 

闘・ D瞬間・_;11 8ft，ト.BPand RPP after 
..削凶副福山G of EBF 60 and propTa-
叫 01durilljj' e:u"，;1III of“&  84-~ ot 
vo，.，軍

しかし，権制曙的巴検討すると.'"法(企指象

l50bpmレベ叫での ... 崎咽自の心徳敏抑制効-'1:，

P同 p略国101.20 111&'怯 BFE-6010 mg， 20 mr. p..:ト

pnnolol 40 mrより有患に少怨い結果を示したが (P

く0.(5)，第2接"掲%Vo.副E 心鎗.."，νペル〉

で信この有""が忽〈若手異怨る結果を示した

s .. • 
鍾....荷による J-bIOl!齢rの'"'自陣舗には局々 の方
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園"が用いられている払 B閣の逼動で一辺の負荷

強度での寵ヨ鳴が・震で古る鳥・・ltil'弘伊陰惨利点

があり. 1;1':'圃.d.，.lta闘が兎分司aされ各戸祖

国闘が安定した象停で測定可能忽点。 .1凶，1・・ω.. 

S風向"すぐれている かbI.担rの仰鋼見陣取の定量化

す怨わち絶'"誌の秤笛に"圏三i皿』遺動での償討が

Rましい.'・'.各種侵u者の日常生活aこ毘換される

身返信鋤般の....1三 ..b皿刻圃I;lJ砲が妥当でめ

るといえ.・，

ヨ量動ゅの4崎弘血a..(.，岨幽".・e・理3誌の箆ftr:::.

おのおのの;1動能力に応じた相対的ヨ量動強度に比例し

変化するとされ・1.，-bloeterの窺効碍偏i孟おのおの

の"での等しい相対的運動重度で行うζとがRまし‘九

健司て.."去で信.Vo. ~舗を測定し その11%

・6，...881'のSつのレベルでa崎県u..し 乙れに討

しより簡易認方法として'"桂で!:::. Vo.~..は測定

されてい江いが £嶋翼設が等し< l8)bpmレベルと

なるようおの.のの例にZじたIl荷JI，会決め，その効

果を比叙した

Robi_ら"は vo， T鈎副/圃刷 殿下の還勘での

<.嶋霞の度化ほ副交感樽経系の男事解除K伴うもので

あり "..~経系のu身長隠それ以上の墨勤にあると

し 第2鎗で晦られた鎗果も，相対的遺動強度~7%

〈心鯛J):120 bp園レベル vo.1500 nlll曲川}で!ま

BFE-<<l， p開，....."各 ... 陶聞こ..山 〈 不十

分l.ia動姐aでbるζとを示し旬第では初%と等し

い建舗を示した

しかし “指レベルで依 BFE-OlZl・If.pfflpl"/l. 

z叫"鍋...監41象。 ，例~.例"・星回叫t し E， 

8U!inら叫1propranolol O. 15 IIICM Jt a後，連動

・・r.(ω倦).Vo. ~・・ (6勉〉の.. 少を.，ーしている

ようにかbI抽・r投与自長田i副還鋤と寄り，忍

鋤也皮として“%レベル"高H るといえる ..... 

P も.充分忽"'~.*"鳴るには4湘"出 b，.以

上の...が必"でbるζとを毘め. t I'::t碕~のι判

仰.，，，をぽ剛剛志動の心飽"に対する%【."旬。

‘“・〉で抱置すると 心舗数lZ5bpmよりa最大jJ，助
νペルである 115b問の侃初制司解剖，1!:t:日-

，.，.をと弔ている 第2診においてか，bloekerの処罰E

が帽3守的連動温度に討し.".的に，It突に広が『てい

UOI 

ることら同じE野県をま製した.のであろう

4・対的翠動強度を考"し危...鐙o!t観して <伯

散のみでヨ鵬強度を良定した第 l穫でも BFE-羽，

proprll皿剖各 d圃の遷動命の皮E51MPZ同一崎県

安示C.継針学的検討でほむ しろすぐれている盲色あ

，た ζれほ第1訟の対象者@隼令tt25_t9才と遺似

し像力 (vo，日》に.大..がl，i< 自得<嶋敬そ

そるえた三とで格対的遥鋤鐘6，..，ま沼窃しいレベルに

.. たれたζとか勾えられる

S宵也S震で"動負荷をmい菰効~検討する.. “おの

おのの例の vo，日をa固定するcと11，車総tあり!

対象者の条件押令，也体力健康) ~負荷強度

(VO， ~.. “jti"， B..R....7d舶を製択すれば. .己判2止

のみで負荷量を侵食した第"まのよう認方法でも， 3t

分轟幼の符...'可鑑であると脅えるれた

s ・a 値

，受容体型断鋼 BFE-剖及び propnmolo¥投与後

" ... 同制bll¥Ui皿1遭鋤を，.い その積物を比叡

するとと.にφ ..  脅持備に用いもれる遷劃負荷方法に

勺いて智干の検討を'"えた

文 .. 
'1信同..見倫 2賢しい'→..体S訴.~.‘雌11-;
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Master負荷試験と冠動脈遣器所見

Master負荷試験の判定基準

戸 山

今置のアンゲートは2つあり 1つ隠，...鎗智負省

髭厳と窓.. 底辺髭所見と@対比で~り，もう 1 つ"

誕-，負荷区S換の判定三車場よ聞置に"，ている点に

ついて.各制医院がどういう昼司院を用いているかという

ζとである

定勤展途~について傷力いただいた・"は. j大a・
理E内科，縄復..大第2内弱。 IXa大挙第2内事.. . 

治医大内側.~.大.，."内側!箇怠屋大第 1 内事. .

'巨大'"内剥，東京女子墨大<，野，手"大学第S肉刺

北1大学内剥.s大'"内事.."知a.・合保鐘センタ

ー，名古屋保健衛生大学内科，大軍府立成人腐-c:.-，. 
一大，.. 医大'"肉刺 住友剣院内剥e ・取大学第l

p句M.九大Sl・"内容..久留米大学..'肉刺 集局大

学第3内利である

1)思勧腺遣修所見との対比

アンケートm.邸玄 ARAのIe・a方盆η を"'"にし.

2集穆のuのみをとりあげた 心電，，~方法I!"に

ついて路実調僅を. TとUについてほ方掬@みを包a
する乙とにした 忽お.，の=1:2入せず aより

a 伽砂自民の町山点で@僅をと叫

また'"，ι"を中心に'臨めるつ‘りであ，た念式心"

""例で負荷鉱忠実を符号た例もあり 負荷量もー定し

てい低い江省負荷附すでに""降下をみた例協負

荷"の僅との掌をb た

震動"と剣比する濁a・i左 右震動震にはn，・V，

を.前下行陵t三V句 V..V.を，鰭角'"まIと・，V，

を一也...タしたのち刷下行後に倉~.・"畿にほ

lと・v‘とをJtl愛した

症例は'"例でI うち女性1孟"例にすtjflい心S害

復調鹿例は"併で 11.を除いた伺例のうち 'R負荷

は7・例. 'R負荷は"例である

-大.，，，，，，人m・;1，_ 

ま脅 • 
， )侵還を含む'.負荷紙風倒

叫省窓動畏(RCりと E ・V，

下ltll.凶削除外L.， JIlJt慢.を倉治て検討するとe

'C 100婚後零でもEで《同国a 未繍の町向下が9

例e‘例あり.ー方旬"未薦議窄お例申立でl.Omm

aよ鱒下が'例もお唱え ζのζとは・V，でも閉じ

である

b)~下待校 (LAD) と V..

ζの場合I左前e榎.，主治いた 1∞勉および"劣後

窄例では， V.， V.で.，降下'h恩来測が"例."

例。s例みられたのに越し.""朱嵐例で怯， V.， V. 

で.，，，下l.Omm以よかぬ例0・例 "例中2例

にみてい....'・によーて例"が異怠るのは V.を担E
，ていて。 v‘.V.は録，てい広い"があるた治〉

，) 廼'"皇室と， V. 

ζの場合も".復.. を鎗外 した倉先週後..'"高度決

窄備は少屯<. LOmm以上の智'"下は1で7例

れで舗例で.ω"来演の.. 窄例がをれぞれ‘例. ， 

例を占治ている

d)T畿の"化

負荷1lT捜念写書色化包いしニ栂t主にな，た実例につ

いて その甥温厚と翠袋帯との関係をみた治、 1:." ..り

した調係l:rJめられなか，0

・).，揺
以ょの限緩から冠動S最後穆の節也と負荷..町降

下を示した...との聞に1:，U を含@た室"につい

てみたと金.は，きりした関係"みもれfl!;>."た

2) II!.~隊外した場合

1) 21庫負荷草取例

・〉さ忽1¥，慢とn，・V.

RC 1∞"狭窄は7例あるが， ST鱒T LOmm以

上はEで7 例~，例， .v.でS例中'1聞である .." 

..事例"なも 鮒%以上でほn，・，V，ともに7例中



醐

‘備にみてい. ζれに婚し却"来演事提唱例では，

町陽rlllllll以上はEで"例.'例，・%で2明 。

S例にみている 負荷民畿の結果を

(*)官隊'TL 0 mm l?l.t. sr上昇

T出主性化

(+)町罵下0.Smm J?U:.. T"，平鑑分裂

にわげて. nまたは・.V，でζの.. ・をみたしたもの

の例懲をみると〈寝n.

.' 右冠動麗〈耳切とn.・.Vi'(15倒〉

〈ー} 計

醐調膨 • 1 川町.哨〉 • n" 。 。 。 。

'"‘ ‘ 。 '{‘"掃〉 τ 

.." • 1 '(U.・封3" 鈴費届 。 • "【肱哨〉 u 
勝街〉 • • .. 【且硝〉 = 

RC 100傷事処窄では《ー}の例肱31.S%.9O%Jt:窄

で位 8%.15宛得度帯で~l. d%.ω免宛央窄で陪箇."，

""来調B集積でCi0i6.9%となる

b)町下待感と V"v.. V. 

マ句 V..V，にわげてむ企D，提唱度と町陣下鹿を

みると。その傾向はは，金りし舘いが. v_のいづ

れかで，さ舎の革a障にあう盆e開設でみると (.2).

. 左前下行後 (LAD)と v_肝冊

~コ::!竺!陛!竺| 〈ー〉、、J

1時 • s 。(0!liI) ' n" • 1 "且量掃] • 制"“
1・ 2 '{U帽} 1・

τ"‘ 2・ E ".且‘価〉 .. 
'"‘ ‘ ' '(凪由帰〉 .. 
ω.> • z ー〈‘，.‘信〉 .. 
I.AD 1OO~師事長寝では(-)の'"例c;t t.. <.鈎"湊

唱では21.2%，.90%後事相公也 0%.U.%~良窄では

15.4%と高度認いL."度決穆で依〈ー)""信緩い

乙れに対し""珠穆ではぬ.".加'"長調でiま.，.‘%

と高い$でみられる倉<""未調の症例でも(*'は

i9例中8例 (42.1%)にみてい.

U) 1.負荷双組側

aina1e IA・‘すよいしはそれに近い負荷盆の症例を集

是厳医学'鈍....1~

めてみた危先例数が少ないので，は。金りした"..隠

得られなか，た

tu) i・婿怖にみた思.. "..と..... 心電図所見

E動'康被布録地と心電閣の....との関係陪 LADで

'"''実"11l上の揖合，負荷心電掴(→の例会タ少ない

という所見以外，は宅金りした凋係がみられず，波布

が羽"来請の.. ，略でも(*)を示すものがか忽りあ。

た.ζで箆動捜検窄が""以上M ものをとり 1伎

のみ留めるものを1復，.窄. .伎の海舎を2後E眠気製，

S伎のものをS銀波窄としてそれと負荷低験(特.).

(+). (ー〉の関係をみた (.3). Z..荷鼠厳例で

辺健 3 0_ 8t室狭窄と心軍国務見 σS例》

【ー〉

みると

鎗

舗

S桜濃窄例'.. 崎では. (特}が10例。"6.9%)，(+) 

は1例で. (-)は2例 (15.4%)にすぎなか令た

2綾2央宥例"例でも(特〉陪78.S%，で， (-)は

11.8%と岡じ領測を示した

1筏易促窄陪.. 例で.(+)は“."にみている念た

〈ー}は13.8%である

。後泉宿すなわち.u，%.I2U:.の狭気揮を思めなb啄Z例tま

お例で. (.骨〉怯SO.4%と少江くなり.(ー)ば位."

である

ζうしてみると. ，銀役帯以上で"ぃ...荷民峻

〈ー}を示すものは 11_15%のa包囲におり 負荷民

政治伎を示すもの路少芯い ζれ応対し <*)すな

わちは勺会りと燭畿といえるものは. Sa， 2t変換窄

では.. ，惑でl か悠りの寧にみりわい ' ... 提唱でほ5・"

と単設にえなる そして@俊安宅ではさらに減り切%に

すぎ低い

したが今て....段窄..と負荷心電置所見とほ，個々

の豆島原別で"し総合して， 'R穆を示す憲論振数で

みると.一喝の鹿係.. 留められたζ とにたZる

なお袋2極度を鈎"で..と.かえ叩てζの関係はは
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，会りし4L〈'.4S

.足。後，."，司で{ー，は"司あるが，

3 例.女性;H ~円である

うち男桂、ま

立)Mu恰 r負荷民..鯵断....

アンケートロ趨カしていただいた縫鍵 I~， 1Il%e.の巳

念、 t'!1~!"'~実. 1医大"吾内純白喝事U大牢"，.内有，

寓寄，.三崎?-I~C;養育E覧車業墨書丸慈恵三大

内潤 富山，.寓丸京大"，.内~. 11.大学2区室内科

で。"'"のうちJtI!犬伝乳.. 塞大はこの方'q)7..，ケ

ート ICI:園答は芯か，たまた順天盆犬家内潤ほ トレ

ヲ"ルのみとのととで!との集僻から ri~外し。針

"傷諸で~る

円相定のlIlI

""・也..後のみ

@議也長JJ色..色

⑨届色""乞保留

" .. 
2 

@属也..笹乞にわげ，疑わしいと倉ほ回dをかけ

• E 

2)'"掴定車

<I!J点で司定 u 
⑤J点より乱射島慢で調定 u 
①J点よ.，.咽号桂 2 

@宮司"か占O.時抄t量 2 

<lJRの珊由か;;0.開秒直 t 

S) '.の濁り方 (11:11) 

d. h 、
q、、

f 
国主

ms~ ..; ょ弗し:':!Ijl太〈倍。:ま じ冶の... 11 

@さ 9にi三宅..と支〈34，た点 " 

③毛布犬家~J智;<(5かるの8・.;， STを遣にのぼし

た槍との究極， ， 

③不定 l 

⑤，.知探S事令 Y夕 方式 I 

却 7

<lJ陪の膚噂とS!唖して決め畠

.， ST降下置で緬佳とす畠轟掴

①co薗田忠上司B. S:f 10 

<tO..回国臥ょのH.百型 " (ll2. 0周回臥ょのJ型 " ①u園田臥よN~ ， (ただ:...SUI;J.・)

z 】ST..t鼻をとると@"'&IJ

①L'園田忠土 1・

.，.，四国 以上 1 

@場舎によ弔て考える 1 

ー)T置に罰する轟草

¢地建Itした場合を揺る .. 
軍国車掌主宰坦の場合 1 

嘩糟色と寧量分裂白書舎 s 
(tt.5国.a上'"止ゴ由佳.. 史M 1.5111四 臥土，.詮化

した場合 S 

7) tl'~に認す.""

'"'"性化し化場合採る

d冶性化と檎性愛の増強の場合

$総生Zの相生生した場合

')調院外a・1ニ属する...

.. 
2 

1 

<I!，"X貌舗が綱多をした場舎を寄る 8 

@濁，をした場合 1 

')‘l>の週局

③雪量... のG舎のみ

'" '"負荷.!;2I負荷共遺

2・''''降下のEま璽のa・2・
;;;完全!Z水平の場合

②~~.同>>ø場合ら含む

s 
n 

" .. 
この事合，との理1!の縄併のものをzるかは決，τ

いはい +10' 'i:でという人‘あるが +15'・.でと

る人bある

8:i.iI:'負荷雪量の ST降下度そ測定する山C.穐3守閣

を主る念、負荷後との釜をとるかについて T >ケー

~ 1::;怠ないので 会場で各機"の代表羽名にきいた鎗

集会員負荷例すでに世降下~みている"き:ιm

と告との筆をとるニいう ζとであ唱え

'Sお~圏の ア ンケ一 、では不思議、ニ，.見が二分さ

れでいるζとか多く.したが，てi 己れをもって。災

遺のる'"をつく ることは思鎗という~.. である
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運動負荷心電図の判定基準について

続 谷

L ほ U めに

遷周防負"心電図。判定畠凪の問題は趨底上.. "であ

る弘"..認か園.'18111置でM. 邑'"ζ@岡.~つ

いて検尉をす.ょう~包吻たの 11. Iil郭鈍年:t・省制

零窃究費... 研究湾，<<脳聞の.，瞬忌...と〈に心電

図ペタトル心電置の判定通‘・にaす.研究" 室長

上圏実.a!l)R::.1Jrさぜていただいたと金 集情テ

ー?のー勺としてと@網置がとりあげられたためであ

る ζの蓬研究でほ 'B本人の正衛心電図」をはじ~

多(<，貧績が雀とめられたカえ「運動負荷心電図の判

定轟阜」に勺いて1<緒鎗が褐られなかーた 弘どもは

その後験"を..・，.い〈つかの判定進盆を後惜した払

相岬"..切は。負荷量@間島きる削ハピ'テー

シ .:'-OJ:I2:.からの還局負荷髭験に移り， ζの判定a・
.. の問屋の窃究隊中止してしま，た今@]. Co闘居

について..慣を像a価された弘包どもが倹射した嘗盛

と..還の叉強か切みた扇町について遺ぺ.

.. ..が録唱した判定‘'

昭嗣岬(1柵隼〉頃遭助負荷心電図の判定a帥
としてわが闘で主に使わ札ていたのは 也・隔が

悶氏陣有E・E・し危判定"'"であ.. <れ陪‘績を PQ

@レマルとし，タ江〈とも'....で O.lhDIII臥上の

...，・下という ζ とが司炉心と怨る したが?て..-

a上の j恒三...廊下日持下〉も語性とな.... . 

の 0.'血血をどの"で誕定ずるかが明らかではい

ζIDA.!Jr;Lすでに省略から局色事低高川河弘 偽温性

が多く"ると@像"があーた ..，・盤...誠らすため

巳'"の鱒下E置を..園也より唱して.O. 7Ii 111111， 

10国にしたり.刷毎湖毎では LI酒mJllょとしたり.

関部ほよ弔て.をつけたり.あるいは各....の帰'''F'11

の和をと令たりした"車が姐喝された{ヨ1:1，2)，L.. 

かしζ れるの"..では穐陽性信:'11'.bするか.本調権問繍

..砲火.1t!E*&.;内向

" • 
也事も.. 少い偽捨盤が増加す6という矛盾が包め切

れた表1の w.姐の事指 {山路匁〉は.ST跨下の

形が...御園園、".という条件をあげており。選勤

負荷後@心電図で.，降下@形を分貯今回のa血栓

..... 司，.. 初に優唱したもので.さ主置され..さらに

"..隼同雌曲lriD.fs QX/QTという笹倉を縛置と

する‘..を発表した 〈復.).ζれは木事技あるいは

副-置 の持下尼叫に.いわゆ.作嵐山畑情下でも

少しゆるやかに上昇してゆ〈形〈・"・'"綱嶋d".
.，.，.，安来すものも虚血後を窓際す.ものと考え そ

れを客観的放量的に表現す事国にQ%舟屯鈎符

という"'"を用いた ζの轟1111:ま MQt，rの国‘a・よ
り働崎隆司障が.. 少し，陽性司~t.iCら包いと"'..された

開・.同'"が虚血佳降下と J_詑拘置降下と分げた

"'"を縄唱している 侮下した 町 "'".の・S肱『

以上の角度をa，て降下してい... 血色野下で.0.5 

幽.J1ll降下し食.のは窓疾患の.. 続的信魔性が犬

舎<.ST (/)量舗となす角度が鍵"長調で併に主がる

j恩師嗣侮下では1.5111111以上月下すれば定不全が

嫌われるとしている

1鮒t隼組N"，らが""""・‘_..切航の厳し

い判定".・を発表した ζれほ周知のように...に

示す還りで. ST.--rの調院を j~包..降下とa血性

.. 下とに分げ.前者の場合同玄 Q玄J申 ，申 則"

という象停を2闘えた複組忽ものである .，..水平と

いうのは。 Cの場合.... 砂以上水平であるとしてい§

銅途のLop・.. 垣島の昌司障で怯 ....定ょの"・と

して PQの延長aとJ点に立てた・織との交ilをさ盤

周している〈表" しかし前遣の総合研究裏金濁で

.織した結果では.l‘・tま令4・・と した方がよいと

された...ど.は ..，.艇hkillの遍.. の舗..，・，-

・岬圃巳周の夜詮として.".をQ-'l織とし。 0.'
回 以ょの降下.かっ Q玄周百鈎%1Cd:1Oたもの

‘作成した
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.< 2・車による連動負荷茸風刺定.~ H(1) 

‘ .... ・r ...... G. 晶 冨 W叫

@ 

E ，且ー E且 2酔" ，.旬 2注L・
降 • 2孟."
下

Z;EZ岨.包綱. 国語 2孟" ミL・ CP'.2L;晶

e守酷RO円の.
Tr0・a『・百印品刷書l TU円p・oI) ! ~T昂下@脚 1'1. 1. c:r. o埠E

•• 相車"よ畠週動負両院融制定韮車 〈奇骨量〉

E 

'‘"  
z 

..1" z 

aaおよびそ@
句史 .

，.申皐且

注L・

2孟L・

". 誕凶憎らの必~b. 情。."，園'"判定基調'
(1. v.‘v‘v・使用 L・・'.)

• e 
り S鴨下@酢 醐怨AM・a.!:.osT 

下

旬 2・皿回4伽-圃
でQ%IQ'Q:~b>，
.，叫当日・3凶.0旬"'"'"・...
《・TtII*事1度化"
・傭a句}

・〉その他守道民 U送信i，. 

目B 栓

り..aJ:J[O家庭

S) ~__象".'侮.. で
。玄IQT<~ かヮ
QT ~1.11'f 

…-Q1'._J[〆官官

.・.姐("刷。

D国側d11 L勾・cbkillo Q%{'Q'(，IIO%という
象停を逮局すると，自穆宮市経性"'"によるa・性反応

@多くが・佳に忽るとしで.cの蟹念の探M"反対し

ている D国血4の孟u・!:0.5.園以.. のa血性陣

下であるが負荷...および2分.. の QT.が安停崎

より謡Jlしてい事という条件を加えている

戸山の'"・はいろいろと発表されてい..丸山側年

完賓の"・，..日》明るかに諭宣告忽不会とa・"与

..... L帽~""hki8

z 
4Eb 2品・

+ 竃

ST宮下..ぉ.

sn':f;量11.511土2分間
QX/QT孟γ嶋

れる場合 〈劃属性): T陰像あるい信明るか信=<Ii也

町が著明によ舞する渇合， ST b:I*事aないし "iaL

.."をとり， lmm以上降下すると・.ST，が 2mm

以上局下する場合作)-zj・在住窓不全ありとす

.場合個性): Ju出血星の町降下で 0.5111.111以

上かっ Q玄河南鈎錫@と&ホ事墨の盟関H

0.5111111 .eはあるときと している

Wattl..，l7， Robb告の doob・‘w・・ω.*'の"

・でほ a血栓の町揮下 (0.5冨岡以上).噌ーの

密実~':&i!化の官民袋であり . J降下はg略的... が信〈

Q玄河r，QT ra皿もfI銅色が忽いと3E彊している

その他0・圃もの1llJ.(1略的信也叫1・師同岬

固定期のもので.ST怠どについて陪鍵乗の'"・と大

してまおりは・.い命令他の"噂であまりいわれてい広

いものにTの場高というζとがある すなわち.V. 

のT><，岡弘あるいは，."，以上場粛するというa
U障が入唱でいる



." 

.. われわれが担唱した判定....

〈叫 創 可2・... ~曲，箇・2 について@倹針

かような多〈の判定豆諸に勺いで，."... 守した... 

も怨しいかなる温調障がも，とも妥当であるかを検討

したすなわち役室の木請は人""ッタ入反者，入

院外来a倉，健康"盤町学生など計位7例を対象

とし，鹿盆塁現JII!!:-.'"的所見 ...ν峰掻修

安野崎心篭m..~食~ .. 検の一週隆明告主化司極的 血

清竿釣後......陪.畠aレ.検査忽どの成績から

B床診断を決定した さらに，-・隼閣@予後温過

を追求し...舗を反省補正し./X..の.. 障に分類した

""車窓毘化の，.般的信実なもの定型的表心名

聞もなく〈単年思内〉心筋使竃を発..したもの。事年

以内に死亡し銅像~高度の窟覆化を..~たもの..u.定型化またほ定木金の可能性のあるもの。

および軍廻化を否定し得ぬもの。例えI!高血居住4嘆

息高血圧で大島1Ob!定箆n"動脈硬化~明らかな

東病勘際便化のあるもの.，・尿.. でd 間見を短める

ものZど，いろいる鍾然としたものを舎。

"".循環署系にき質的異常が留められはい循，.

.，.以外の疾患乏に人."，タ江どで宛見された胃

紐使.!Iあるいは温い野鰻能債嘗が怠るという症例が多

もに

IJIVW NCAないし心倒神経症 ζ の"で負荷.

'"降下を釆すものは，と〈に経過の温""と努力し

'‘"に.. 訴を検討した

Jtvw iE軍艦a医者心部震なく 血...蜘館レン

トゲ'.心電図，理学的所見上異常忽<.'"演忽<.

毘血液倹呈上長倉立<.R底玄WI以下" lf:M勧

銀建化〈ー》のもの

いずれの爵も~・崎心電園上明らか忽町 Tの震ι

鵬プ包ヲタ 心房組1M'どの~るものは馳外した金

側に出醐vの....'・.-・p凶を行い，負荷

役の心電図肱I， lI， I， V，. V.， V，を使用し.負荷

直後. ，分. ，分"10分後にE処した心電図肱Q-Q

・i~;1U.と して.町4・M由n ( J ) ， Jか4与@似砂の

点 ，"'.‘->.J附還を除〈町長大降下点 〈町四〉の

各点""附.'"筒下....QX周r.申出io.QT~ 

怨どを，暗鬼 ""・下度の認を判定した

各震におげ.，および R の負荷後処高湾下，.をみ

....，医学軍弘....1号

.と， 1. UI撃ではJゃ 町が降下するのは当然であ

.弘 VI惨(主権I!'でもJで，.図以上界下するも

のがあり.'Im重厚"・.... ""'o疾患，.第W欝〈心

R縛筆盤}でもJで 1_2mm臥ム "'.‘件目で 1

.. "上降下す.のがm~られ.

前遂の也氏ぽの冒附軍司隣惜りを町時・叫

が O.5mmεL上跨l'というζとで検討すると，閏1

'"訓町川
副 ， 帽

{司脚帥"

'"γ輯

柑不蝉

個， M・S制， ，日判定釜司障による庇綾

〈盛時h ‘~句旭旬

のようι 第 1君事で弘主婦が濁佳と"る払，"V軍隊健

康者包障でもz‘%.JJar. Woでも 16.1_17.8%舗位

のものがみられる....闘はT放の箆化についてほ

Jlml!t.陸線いている念， '"につ、でも2梅田鶴却の

みの冒降下を除外すると第， 1尊の陽性寧を掃少さ

せるととなし第VI揮の偽珊性率を擁少させる傾司が

包めbれる さらに.srの麗化がなく T波遺伝のみ

が幽奏するというのは少忽いが。 T被選径を2副えると

偽陽性事が高<"る働問が冨め切れる

各種の判定温調障についての倹射の線網は省略するが9

.色事がζの抵錨.，の1日.. 織の切"より，.ちてZいよ

うにして，備陽性司棋を'"隠滅りすような...はどうい

うものかという ζとをま患にして検討した 箇Zのよ

うに軒の筒下度を噂せば穐踊盤寧俗語少するが，

E鮮の陽後期が楓少する 』伊耐hkinの..... ~. 

いは誕輔町の断....他地b!.周，袋町を11mす

.と 陣佳$はよ <f1る命色。‘・後継俗やはり泊して

しまう そζ でわれわれは1拘"巨〈昭.. ，に はじめ

て次のような・linele四叫同情色の判定..司障を'"

唱した

(1) STの盤に躯係な<.Jを含めた srの・大

..ォFL5mm以上
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>oT 1川口"

STl _ ' l~日開

刷 ifi...t ・
I...p.・，hl，.. 

1 .¥1，.， 

話Ti . '".r.. 
'IX;'1l".':加%

園2 各種の ST降下記ついて@栴定釜噂による

開民主，~ (011'11・‘A'.Iep加。
. "'"“111<1. <0孟・そ事省ちが闘が・，-，・p切亀

.:，u.:~・したものである

(ii) 0.5mm ruの虚血性局7

(ui) j¥UletiolULl ST dep .. 鴫"'"で51...._...障す

0.5 mm以上でかつ恒iQ円r009回以上
(i..) T逆篭包いし完全公平極化

以上の象停のいずれかがあると金白性とし!ζれき

の変化がm.V，a)みのと. !:;:;~佳とする ζ の6"-

6孟X山町の抽刷用の益準をまねしたようえ弘卸ご

抱一，て，数字を少し震えており，度血也晦下でも跨下

度視めたつ明.，胞が入れてない創唱な勺て

いる 乞のn"::よると，町民下のみで1欝の傷性

事倉65ed，健ヨ医者(¥'欝)に自骨盤のものは忽(.nn 
2~. 6句 E萄11.6%，1¥'1思10.8%と m. rn毒ro，・栓

率hlO%ぐらいにと<i-t。ている

尉遂の戸山るの.. 却をわれわれの笹舟で除討すると

弱性事が舗 8.%とか伝り粛し偽湯告主宰も13.%ぐるい

で比彼自宅少屯い 当均戸山るが".していたように

J盆の ST，・下で降下が O..悶図以上あり Q玄パ"

忌50%2いう条件を詠くと ぬ温性客aT~a4Nc誠

少する倉， 'tの層性事が樋 9%と捜少する

また.前避の G_~与が足袋していたTの増高広つ

いてらわれわれの盆例で也討してみた しかし役会

のいう V，の TがmmmあるL刈"血血以よ場高ずる

.u 
盤例tまあま".め。れ "いので，雪。iIl，".o:あるいは 3m.

以上増粛としてみた払 各鮮¢も合わめて少な<.し

かも I現.5.4-%.mO2.1%. IV欝.5..5%. v欝2.&%2.

各欝ほとんど閉じように出現している 従，てとのT

省高低温噂のうちに加える必要はないと考えた

STの判定草場u血也"下は周軍事が気込いが，虚血

栓蹄下以外陀拘nctioll:oJ""Fで""''''-吋且.'".

を入れるか否か<いきととがMIーであり，その後検討

.".えたζ とがある

Ma.tti噌句"はァ， リカ瞳軍軍人の連動負符訴鴻Iζ

お砂る長m予畿を追求し. O.5mm以Jヒの虚a性 ST

降下を示すものは心筋梗.. 発生皐も死亡率も正常皮

応や他の反応"~出a 惇下，異常T夜化，伝司，.

".不筆家)に比べで著し〈高<.径の反応lま正常反

zのものと有，.差がはいとしている 豆油bらも生命

保昼食会祉の窪例を追求し.虚血性 ST降下例の死亡率

が高<.jWIe!凪町降下は.，官民税，.佳のものと"

がほいとしている ζれ4与の成績から後ちは，前遂の

ように虚血性 ST降下のみ'"量ーの礎実認定要化の敏

と主張した

それ江らぽ，われわれ，oit..例で慮血健.=i""F*"示すも

の俗ー体どの〈るいあるか検討してみると.0..5 mm 

以」ヒの虚血也".，.で弘，..でも38.3%の陽位."，過さ

'ZL、!liか!こ図書草 臥欝!日討する偽渇盤寧ば3.2%

1). T%と律常i:少広<.，令ているb先居住生寧が約%と

いうのでは実息j己惚周ずるのに途切で立L、と脅えた

そこで ζの~"位匂下にいろいろ忽条件吻J降下そ

加える暴輪車を検討uた 縛揺は省寄書するか. J陣下で

Q玄IQT50%以上のもの.さる。=また QTratio 1. 08 

以上のものを'"えると， .51.2:弘すなわち約誌の萌性

寧ーな1). mfi浮 R鮮の偽陽性事指それぞれ9.HoS

U.lタ:O210，".o:ときいにむさえ，れる 1963~手に提唱し

た~~でま QT .，ωi主規漣であり，あま り差がな

t、というζζで験いていたが有量痩はなドロしても

入れておいた方がよいと管え 190.与え前還の益噂に

QT .，副o~l.OO という ζ と加えた溢舗を領告した

しh し現実に QT.電拘を測定，，，.するζとは績濯で

あり あまり..もないので現在の忍の気持で!!QT 

周回路除いても局じでは本いかとι、うように考えて

いる すなわち 9jEi五議は(i )智?の2に担保な

し sを舎な 1..5mm以上の陣r.(ii) 0..5 mm以



w 

」ヒ@虚血栓降下.(ui) J 

降下の形で"'..開下が

0. 5 mlll o.ムかっ 0>:1

QT，出'"野島はかまたは

QT祖国 LO・J2.1..L(i.，) 

T逆転忽いし完全平信化

ω、ずれもll.v.のま化を

槍<> 艮上のいずれかの

.. 化をEめれば帰依とする

との革調院では 11障の・後事

傘錫.."で'.DJ胆鬼，，..
mw'.'%. IVJ!f.ll.l % 
v，，'と包.
(')三ヲ@立場から@.......b一

-~‘織の... 守

J2l上のようにいろいる

と暫定基調院を検討しても完

全は‘のはで舎ず'..た，

基単の内容が震鎗であると，

".0使用」ヒ不便で間層で

ある-.ζでいろいろ~立

渇から考えもれる特徴のあ

る判定2・を検討した方が

よいと考えた .'K居住

$がで倉.だ"高いもの低

-血iqII!としてよ机

しかし・色事が高"よれば

車鰭偽属性事が高〈なるζ

とが多い払それにほかか

わり忽"11佳司院が高い轟

・1ま何かという立場のもの

である第2の立場lま...

栓司院は多少低くても，でき

るだけ偽・量生率が低い忌岬

で， とのお周障で濁栓にタよれ

ば か得。"普賢よ諸実犠が

あると考えられる 第aの
立場は..初われわれがね

切唱たよう芯 その....を

ゆく実用的革Sである ζ 

CRlTl:1UA 

031r') 

(器JK)
，-，帽腿

d旬間H ・
~O.?S-

2hs. 

E・....削";;;;0.5_ 
・凶01JI孟

15_ 

2叫叩"

3包" 田
岬 o'J I ;孟

u開

ST'剥同.，
2・"'・

STO刷刷.，
孟0.75.

'TOω_.， 
iU .1υ. 

sτJ刷 吋
孟l.O.

後録霊碑酔坤.，~

園 S 各種の ST降下巴ついての判定基調障による渇性事 〈“・b¥oo，.司....岡崎



電布施隼L月(1.19T9) 

のsつの立場か。 doubletW04縛'崎Zの判定基.. 

を検討するた珍 ω .. 司広ついて前途のような8欝I=

分けた

各曹の忌4・1三対する各習場の白書盤事法."に示す還り

である とのうち第1のでiきるだけ揚性$を高くす

る釜事-して法 網起のわれわれの siugJ・周の‘""

>Iu"，の箭益.(1抽隼)， Ma.sterの担益ヨ障の中心

に写る ST，凶"..~奪下孟，O.5mm， ST，_...お下;;:LO

国胞があ払いずれも II障の高生生$1"!Ol-2%をし

める偽濁色事!まか宿り高いが正常震にも18.6%の

偽濁佳寧を示す"'，・・z降下 ;;:LO園沼 を 徐 舎 筆

織の簡便笠を考えると.町'.........~事下孟O. ~ UIIUが

も勺 Cもすぐれている

;W 2 l1)できるだげ偽濁盆専を~<ずる基準c してほe

D;国0'の益拡 O.'ni mm以上の虚血色'"降下，

ST.、..-_.揮下孟LO.胞があげ切れる ζのうちぬ

縫生寧の軍さ。"撃の陽性司債の浦町さ.l島，.の濁優位を

考毒すると.O.73mm以上の虚血笠 ST;;t.τがすぐ

れており m. 1¥'1撃の偽書$(;1.6.3. S%. ¥"容はO

で.IJ障の陽性司r;:(;31.8%に過ぎ低い

~3の実用釣"準としては O.5mm 以ょの護血色

町， ，事r.:;2.0mm以よJ降下を合わせたものがも，

<もすぐれておっ IJ撃の舗佳司院は~O% 倫泊性率

も''''未淘で.しかも簡明である すなわち釦ub!e

，.かsteptes亀の実凋判定盃1・として:;. (i)0.5皿皿

以上の'"の虚血性::1'1'.(11) 2.0司直以上の srの

J，固目ion~下. (iii) Tの遺伝縫いし完全拡平鑑化を

提唱した場合にZt:.JU. ;W2の立場の""も周

L、ることsaできる

( ' ) 三つの立場からの .ln~l. hr_u.p旬耐の

".悔の被Jt

潤じような立場かる sintl・two.sleptes‘につい

で検討した治男.."個は省略する".陽栓事をできる

だけ高〈ずる第1の立墳の基織としでは 羽縄"'り

の double;;;の旬昼唱が-3よ〈 偽掲健司匹そできる

だザ少3.〈ずる¢いう第包の立場の溢準としては ST

の影に現保信<.ST，‘“一・“脅下n!0.75 mm以上ま

たは 1.回以上のものがよさそうで~る 実用的に

は比政再~討した払判まり附遣のわれわれが発表し

た刷0"・mの‘司障がよいようでおる

'" 
•• Strena叩 ... -同同色

以ょのような判定鑑織の.. 患を後射しているうちに，

陽性2を宥めるために埠対象によ弔てほ負胃量を増加

させる必要のあるとと巴気づいた そとで)IaaUrの

-凶 t_tep国 Zの3倍量をで倉るがけS剖但に

負荷し内節織テレ〆 タ心電計を受燭して負荷。の£

電週も""するという三とで始めたの払鉱閉凶~

何"O-IItep回 tである ζれは昭和u年のE需給金シ

ンポジウム r心電閣のE金額限界」句ではじめて提唱し

た ζの判定議噂埠曹定釣rC~遂の "'b. の実用.. 

a障を使用した ζの鼠おでは恥b _の皿Z国瓜

ba"~ の"、86 ~~ .:1) ~じ拍 2訟になる 主，:;.J..，て

double怖かIllg困 tの信盤側に実Sをしている念大

島 uble陰畿の心喫患の35%，double J:l栓の盆血色心

疾患者よびその援の駒形が萌佳G怠る しかし正常健

康者でも T%nl;a.性に芯るものが回治られた

5. ..返の stra旭色細企におげる判定省筆
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E 樽下広ついて淘ぺてみると..‘のように " .. 

分は 1mm 0') bt， dowuloPmc .!:: ~、うa血犠廊下

~..m している も@が多い しかし.".‘“のよう

に.J 1>ら...・秒後方の皐で...以ょで ..の"

広徳寓備という盆惨や. ...，世""ように.，園B

以-"のa血栓月下をと，てい.ものもある また."

iM.. l: ~''''て.町の傾斜を S・J・騰で.."て使局

しているものもおる 血舵国姐区前色岨国民闘

の....負荷安員会も."・V で....秒以上向綾して

いる虚血也事・下というととが大徳一司監した窓見で陪えな

いかとしている
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に宮戸事τが.現したものほと 〈に予後が患〈 復遺

伝どの鍵 急死C><多いと述ぺている 蝿じ変化が也

現して色遣〈に {例えぽ7分以よ}出現するものは予

後が比般的良いという

6. ilJ胸負荷心電図と冠動鹿追包現時見

との網係

盛返還ヨ防環造影所見と還勤負荷心-~との~~につ

いて多〈の・宿舎がみられる ."ま少し古いが， .... 

-姐およrJEp'~;D叫がまとめているものである

町陽下の属性....は 1，0皿幽が多いれ 0.5mm， 

O沼田， 2.0聞のときの山川町げと Z陣 if!ci旬

が示されてい6 ζのうち 重点に怠るの俗図4で!

ST鱒Td:.o10.5mmより LOIIIIll1と忽ると f叫>>

poIii!i...が鎗少 しているが E叫舗関...1;...I三0，， 

..と 1泊旭とはあまり穫が泣く ..固に伝ると

増加しτおり やはり 1歯包がよいようである ζ 

の図‘でみると 創包.1・ω岨〈開。..・pぬS'fl，ど}

より 幽叫国『・ u:ne閣の方が削旬巴甲む刊均ψ

は<.t&l.M p:沼市"が増加していない co点から

も当，.のζと，dるがヲ .w山 a勾・の方がすぐれていo

God.ia _:慢の α定温ら吻f左足勤展途~所見とお.bl・

C1JO.1l1p回 aとのiXd脅から，負荷伎のι，..，致1.11110 

禾粛の場合には冠動際に変化があーτも陰性にとどま

るものが多いかり 負荷畿の心鎗設が110易保aで，.怯

の割合に{坤'JJt不健とし，負荷量を惜しτ再検去すべ

きで~ると曽周している

還"'負荷心，，~判定ょの'11..のーうとして.女性

の負荷心..~同問題がある "え1:s胸cdi';'川三冠

動黒通S障をIf，た'"置のある例について遅動負荷心建

国の偽渇怯$が男では8匁に温."いのに女では'"

"と"常に多 〈 伝り，~の調栓..も男89"'IC対して女

'" 
""と'"怨るとしてい香 しかし女色で稽詮の場舎

には偽書憶が12%にヨーさずI 定".念gtLいととほか怨

.の萄衆生があるcしている

かよう伝OIXかも女性のた品。@判定着噂そ男住用と

ほ刑に智えるべ舎であると実視してい省

7. ..わヲ位

以Jとわれわれの曹の累舗と.昼返の叉"を不完全で

あるが槍，て亙"負荷心電図@判定温還について述

べた ζの間111志~8で.江省線凶のある鰻u、問題

であり，震還の CireutacionU:ょの ...ω回_1でもe

a・.-刈るの連動負荷心.. 留に"する批判的 否定

ttrf':毘腕応対して，Sb岨.Id以下の大恵三戸違名で鳳

界捻あるが.+分育用性のあるζとを夏見障している

ζの判定"'"についても，理忽釘"ものははかfよか4・

られず・いが，本研完全である事度3奪還した一定の豆諸

が.め勺れるζ とを既得したい
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