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"例において'"鑑下@湿度と箆易振..'"を検討す.

と〈磁‘.).1血血以下の笹度優下に省いて'"主眼

的，単窓鋤尿病変が多いのに比べ.1111111 2l.上の粛'"

の低下降こ1I.三冠動.. 測震に多〈みられた また1..以上の低下を示した単窓鋤脈刷""例はほとん

どが盆府下行俊足位侮鋼震であり.さらに左主骨郎m
"において'例金例が...以上の.. 下壱示した
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病変での..栓開盟関命S例，エ..oよ"三怠泊康例震
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負荷威厳における..鑑下の形については 【..同.

boriWJIw Ilがも勺とも多(.Ju関 tloaal1:1115例

にすrfi，い..低下が元に戻るまでの時間巴つ引で

は大車，"分以内に戻atJl，9分以ム忌高"分かか

令て~令と戻る例が~り.ζれらの定例"すべて左~・.. 眠術.，で~.た

1:" . 

今回の怠績を白M ら“のおS例の...と比依して

みると ASHDIJ.'では84，...，正常院でIi2'INに腸佳で

と(1ζAS沼011におげる陽性''''白M らの方が

高いが ζれは白M らが判定に際して.負荷陸の豚

飽を1<0臥土と賓〈鹿倉していd<とにもよると考え

bれる しかし今回の成舗では負荷後の，.伯が110臥

11 

ょを来した例Iま総理."と少"か咽たにもかかむらず.

偽陽色が."，も含まれていた乙と，さらに...o医

倫相匁がみ切れないのに事甥は町，..下を示す例があ

令たζと"どから， ."，を知らずにー隊広い.忽りa医
大負荷をか砂るζとほ実用的でFょいとともに と舎に

ほ危，.を体包う例泊'Mと怠われる

今回'>1'績の.うーつの筒鳳..隊。'"毘.，帯広比ぺ

て寝.，障の剛健率が低いととで ζれは寝室による

町 .... 分が..低下を・衝する可雀色がUcと，

舞金包血挺進絶によりもは~虚血を制叫唄..  死

."~・かえられた場合.あるいは創価血行の発達に

より，よ〈回復した場合忽どが考えられ. さらに榎

蜜例の還動.... .c..電.. の判定に.してI 厄介な闘.，ま.

負荷隊厳S稽怯で~.ても，なお再，..ø危験をはら

んだ軍備@あるζ とで，負荷信也をすべて(1領して"

...婚加を行うに隊注怠すペ・で~る

負荷隊，.が燭栓でありfltJlら建易保造g上a 有tの

事尾市痢"をみとめなかーた'"例〈星宿窓易展斎見書}

については， ...固'"研究会包島区"さSした羽@で本

寄においてほ""した
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冠動脈造影所見と運動負荷心電図所見

弁 上

t.t "めに

家々は心筋寝室思労作佐波~俣E私選動負荷によ

りR よ昇を示した表心症"の"曜に分妙τ 1I勘負

書官心電箇所見と週奴鈎憲状路震造修所見《以下 C'G

と略す}の対比検射を行令た

遺動負荷は11鵬として必廊複...で路発... 食2治

局前後の .... 田川間以.，回包《以下凪島田と

略す}刷... 10を.労作性狭心室Z撃ではHuterd開

b.を ST上昇E障では・i"ll'!eまたはおubleを様用

し，判定は ST.句胃腸， <!)・6立のみにより行。た

ST “官-，の価低IまQRSの ioit.ialから0.11砂の

時怠で棚定し，民厳濁辱でIま O.5mm以上の... .. 

....でr:t1.0mm以上の虚血栓度化を有1<とした

また翻プロヲタ~心室内æ"隊.. WpWの合併例

"どは除外した

CAG jJi見ほ駒"弘Jヒの狭窄を有1<とすべき払"

%以ょの夜窄を有，.とすぺ金か...・のあると乙ろだかえ

今回は原則として駅"以上の食事を有1<として倹討を

温め.-i!C7S猪以上の襲窄を有"とした場舎について

も検Zきした

Z 心筋痩...

前2穫塞の鈎例と下..から高'"隆盛に位がりを示す

心筋，..の19例について検討を行令た 高也管長銀への

広がりの剛定汀ま ....aie(/) cnter;.，よりa，とり，

急性期ないしは宛霊前と比ぺて明らかこ V，.V，0')1追

放が増粛し.V，の RiSltが2以.10あるものとした

前堅便事の30例のうち"例が Muter.inrre ~・盤

で~り.飴佳と判定した内容は.胸鼠舗揮で ST 土"

を示しただげ吻色のが"侭........ でST.10'"下

翠''''で ST"下~示したものが S例...... 下盛とも

にST降下を示したものが2侭胸甑のみで ST降下

を示したものが 1例，下竪のみで ST降下を示したも

のが 1 例であー~r，..したが，て..'.唱の陽性側中鈎例

'.京友子壁"大学付積回本心掴血".完E野内"

周使 夫・

が........ でSTよ舞を示した乙とに江る".乙れら

の STよ昇例はそのほとんどが倍 p峰 山m 回れ

ている錫位にa医大の R 上界各庖めている 冠状働線

網家別にみると・盤側中間terior曲咽dilllil'bt令

制ぬを分依するを突に75%J2l上の狭窄を有する...

S後鱒審例tまS例あるが， ζのうち下......で町陽

下を示したのtまわずか2例のみであ，たのに対して，

LAD lU.例の19例...例に下'nlf:での ST降

下がみられた ζのように前昼寝窟例<!)M鋪 tfr.in 

，1.では大節分匂定例が偶像と判定されるような ST

変化を示すがその多〈陪..... 位での ST上昇であ

り. ....惜別"，，， 程度の負荷では LAD以外の"

状動脈E何度を襲みと.ことは園鱒かと思われた

:J1.下霊...高位後"へと鉱がりを示す心筋8医療

では19例中"例が M..tul;pr1e属性であり，陽性

と判定した内容は胸寓濁轟での ST降下のみが1.例

胸郎での ST降下と下..での R よ昇が‘例，下壁

で町上昇のみが1例であ。た したが。て"例の荷揚

怯例中16例が淘飯事寄場での町降下を示したととにな

り との16例について ST降下の程度と LAD"裂

の関係をみ暑と.LADに75%以上の後窄を有する例

は"開しか忽いカ旬、ずれも 'm.以上の著明江 ST

鱒l'を示している しかし認がら.L.lDに1;1:50%以

上の有忽の後零が移奮し匂い症例でも?例中2例!こ

2m血札上の善明江 E 偉下がみられており。 ζの降

下の程度だ付からでは LAD<!)腐震を礎実K袋みと

.ζと隠できそうもSいそζで胸豚窃揮の各....叩a
<!)ST降下の程度も LAD501:以上の換窄の有..別

に比駁してみると..に示したようは結果と忽る す

はわち.V，-v‘V，-v.. V，-v.. V，-V.の聞では去は

みられ怠いが.V，-v" v.-v，の比叡で俗 LAD r: 

.."の怠いものは V.Vーより V.での降下が大きい

例が多〈 進:11:LAD rζ腐涯のある例でr!V.より

V. V，での降下の方が大会い例が多いという傾向が

みられた 隼例S設が少な〈 また M“，..・.....と
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表Z '"降下とL.<D測震の

zZ，a-〉B z《，A・〉D 

V. >v. z • V，.. V， • • v， <V， • ‘ 

V， >V. a • V， _ V. E 主

V，<V， • • 
V.>V. • • V， _ V， 2 2 

V.<V. 2 • 

【1・m】

L〈dーa》D b 【A+》D 

v，>民 4・• V. _ V. 1 E 

V.<V， ， s 

v.>v， 5 • V. _ V， E 1 

V.<V， a s 

v. >V， • • V. _ V， z • V.<V， 。• 
いうζとで心，-Mm:OIl加が不充分な盆例が多いととか

ら ζれだ"で舗前を~すζとに怯崎直がMかと思

われるが.L.<D に痢"の低いもの.す伝わち後壁"

での町よ舞の間p~刻隠"化として前窓側で慣

が降下してい.と息われる定例は.LADに病夜があ

.盤例と比べてやや右寄りの".....で雪量い変化を示

すのでははいかという印"を婦た

n ，暗作性按心鹿野

心電図上明らかは梗.波形を宗さず" Muter dou. 

blt 11慾の労作性球心室忽例について検討を行令た

ST降下Il位の鉱がりを鹿取爵鎌.駒... 毎週'に分砂

て CAGlfi見Z阿ζ示したものが".である CAO所

見t玄関p，以上の狼窄を有怠とし.IlJJlと後壁の遣いと

". 町向下.. 位と窓扶勤厭劇変，.. 費百以上3

， . (.V.) z 
I .(.v，) s 

' 2 ' 
V. V. • • v. (V，) V. 2 z z 

¥"， (¥'.)_V， z 2 

1..0.左鋼下"恒，ac.，右E民.1:1:， 1. c 3: ，左回
1Z1l， t.lol1'，左主骨畠
固腔揖岬申みでしかOT揮下がみ晶れないE開o.桐島 "

....噂申告計"o伺

" 
いう ζ とを怠厳して"LAD 1筏の憲弘 BCAまたは

LC玄')1" あるいは RCA+LC玄，，，捜のa
LAO+RCAまたは LC玄の2畿の... .伎蹄容の

智弘左主・.....のE障の"障に分織した。'"に示し

た還り.回獲m・金援にわたり町降下を示している

のは"支障.例や主主鴨毎障嘗例が訟とんどであり，

1綾 "主の例の大節分は 1.n. ..V.また lin， 

m. "VF と服属した額分に .ro，下を示している

LAD 1伎の例で1，.. V‘の降下がみられず" 3例と

も岡政調.に関してはn.m. aV.で復化がみられ

るζ とは興練緩い -'JI胸毎.."についてみると，

V，から V，の全域にわた弔て ST降下を示す例の大

節分はやはり g伎服審と左"降毎.."定例であり

，... I伎の例は蹟鉱..・の申でも限局した節分tι"
下を示しでいる また汎CムLC玄にしか'何度の存在

しない霊例でも・臨爵噂での"'''下が..~られてい

る

". 盛大."争下と窪....'"健医 〈駒形以主)

..‘D 
.KT 

LS;t復 2 z 
1. 5-1.' a 
宜曲目.U 2 

乱。以上

-・2
B

1 

8 
a 
a 

ST侮下の湿度と CAQ~時見の腐係は".に示した

通りであり， ，綾障害例や主主~民陽嘗例は 10m

以上の著明江町降下を示す例が多〈 中でも左主・e
偉，...例'"伎鱒書例よりもさらに著明f，:ST陽下を

示す例が多か.た

ST降下..位の鉱がりと QRS&s胞の関係をみる

と，四肢2有毒に腐して肱+“.より左へ向怖、ているも

の 削 .aV.で夜化を示すものが多〈 遊山W よ

り右ヘ向いてい墨ものでは 1...V，‘で変化してい.

ものはf.:(.n. m. ..V.のみに度化を示すものが

多か，た

以上から労作種差奥心霊の運動負荷による ST降下の

範置I~ 直後遊侠鋤緊調夜の"位を示すというよりは

ST陶τ@震度や QRSuisとの聞に関連を持..



" 
sr .. 下の程度""決厳探の隊奮の広さをある程度反

映するものと恩われた したが勺て ST鱒下の程度や

その鉱がりかも。.，実線容や左主・e節調・.μおような高

度九"，"変が存在するもの念、 lt支<>，伎のような比叡

的経い変化しかないものかを遅刻する ζ とはある忍度

可能かと思われるが分後単位での窓総動淑痢夜の有

働を判定するζ とは図温かと恩われた

Z 還鋤負荷によ， ST上昇を示した

核心箆騨

誕aatuli"，1eまたは""ゆ，.で sr.. 昇を示した

民心""例について検討を行ーた 乙の中には奥... 慢

心室の症例も含まれている ."孟傘立"の町上昇

部位と CAG房具を示したものである 前霊のみで

町上昇を示した例は哨あり E例。.;.l!I!LADに

お%程度の致窄しか也か，た:/)1，!lる 3例tまいずれも

LADに鈎%以ムの襲窄を思めている下霊.."のみ

で sr上昇を示した例'"例あり。うち§例11RCA 

IC. 1 e聞はLCX1C7S%以上の狭窄を量る 2例隠そ

れぞれ RCA.，U:玄に."，前後の狭窄~"'"でいる

n. m. aV" V，_V.で srよ昇告示した1例隠

LACに挨窄.o11jl).llCA. は・llUticで非常に3園〈

な。ていたが. ζの1例を露骨<11例ではいすれも sr

よ鼻..位にー致した送状動脈に何らかの狭穆性府奮を

νンポジウム

.，時医学..喝.網島

表‘ 湿動負荷巴よる町上昇留位と怠状動脈病室

.u軍技窄 (JI<)
定例【才3 "主鼻臨位

L出EC叫ao.

•• " 
V，_v. 

M守 .. • .V‘v，_v， 舗 ω 
YO " V~V目 .。

TX .. .V‘V，_V. " 
<F .. 1"' .V. v._v • τs .. 

“ 
I • .V • 5・

混 E “ . . ，V， .。

XH  .. I • ，V， " " 
YO .. . .‘.v. " " •• " I • .V. " •• 鑓 I • .V， " .. .. . ，V， .. " .. 

包めた しかしながらその後穆の程度は必ずしも高度

なも刷出吻で11'"か，た

ζれらの町上昇例怯いずれも CAO上健副血行

路がみられずまたlt支障書例が多い乙とも符徴的と

恩われた また内科的治療を加えた後に再度重動負荷

を行うと。必ずしも再現性をも。てsr上舞は属乙ら

ず， ζのような sr上昇に峨冠状動脈の.，...など

のよう'1.hMÛ個~は'''''，が関与しているもの

と思われた

虚血性心疾患における t四admill運動負荷試験白血圧反応

外畑 調医' 近 E轟照 夫e

志野主援" 都策実記"

11 C.め に

多段勉運動負荷砥..の enrcise・叫 p則前の1っ

として安全保持の留から運動唱の峨...血圧の低下が

Z要観されてさり，また翠勤尿病夜の... 度または予

後と..，防食事習に'ぎする駁...a医反応との組閣が鰻

・ 名古屋大Itl!~.中ta: . .-1"511 .. ~IIII腐"・置.肉併

告されている 事実々低虚血栓£疾患にお砂.多毘僧

.nod凶'Il闘負荷反感に封ずる収緬則血圧の臨床"

"を解明するためζの研究を行吻た

Z 針.

対.，ま"例の虚血性心疾患患者〈男性"例，女色4
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例}で，対象の平均等令，，~性癖..・才，女性JJ50.8 mを追加包.した

才であ勺た院旧錐".心篇榎.は筑明で.ζのうち 修正 Bn幽色豊仕種d皿制退勤負荷鼠取の .'R・

9例は労保健狭心震を伴，ていた心厳輝S初箆往の (l. 8 mph， 14%】を終了しえた正常家人男予18例@収

郎、労作性換心.. はU例.，・狭心.".は‘例で~，た 鎗期血匡早勾備は.，・2位の山田同から遭働"

金側に修lEB_楼 t. dm泊1還動負荷髭..'越よぴ 了時間 173mmBrまで陪，.芭鎗択に上界」固.... 

選沢的震動線沿事及.，，""造修を範行した にはほぼ指厳周徴的<&遣に竃鵬闘僅ヘ復した ζれ

豆方 担保

週動負荷鉱験前2時間以島は"*，喫煙を..じた

運動負荷低験成績に明るかに~・を及ぼすと考えられ

る 11剣肱倹室前8~朗から風用を中止した

心司聞は F""""・e法'<..ぃ，還働，"，中及び圏

復刻を通じ ωcil1舗網"面上に遮.l1Ionitoぽし， 3 

'"個~，竃包式心電針で遺動的の ω・""'，遷.. 中1分

毎I 回復員聞に怯e分間泡鍵して包録した.1IhA!1左.. 

践に凶flを・.，遭a崎前臥位及び treedmiU主立... 

還動""意1分"に，国復...分縄".. 砂毎に包録した

還a胸中収・期血匡低下が毘められたなら 数10，会毎に

.. 箇薦定を繰り返し，収値期医~低下が縛S礎的である

ととを建忽した唆々隠・脚色k値より 10=沼g以

上の般信.，a低下を exemsemd 伊国tのlっとし

て周いている 遭働中止観換がみられなくても， '4喧

訟が設大予穏'''''''の85%に遣したえ弘制fl."をφ止

した。 喜良心唱首発.... 及。遺跡終了時に蛤血豆及び心.. 

N・"
A 

L 
h… 

，. . 

B 

~.曲

ι一一」
岡山間

扇町J

より&動強度が濁い場舎には回復期の収緬期医低下$

怯買に急迫であーた

亙鎗 11 

虚血性心疾患患者@修正 Bro舗法 t咽血加ヨ闘

負荷に対す事収..隠匿を園Zに添すように."に分叙

した A型信，収・........ 週曲に伴川帳次上昇する

Z調書反応で，lS例存在した 遺風命の医楢Ma!'f!l;は

."と周じである弘回復mに入り紋鎗"'"'念温風司併

の開匙健より更に 1βmmBrruヒー造住よS障す.

aをBmu例}とした C"，は訓賢次上界した叙...

Eが遅刻中または遭動終7直後に 6111mBg以上低下

し，回復繍に再上昇す.もので， 18例存在した D，医

院選鋤に体い収纏..aが速に鑑T，また怯還動による

収鎗鋼匡上'草分が 10mmBg以下の血圧反応不全量

で， .例存在した

遷a曲目やの静雄叙値刻庄平均値はAm13例ではお.. 

(::1:28. 3)， B型."でtま156.0(土11.9)，Cl!l酬で

c 

ロ

~ - II 

I 二二瓦二コ…… 
側 ・2

L ...血
'日

…一…~.. 
..' 虚血色心療卑々嘗慣例)10 M¥llt泊....'"岨剥11Exer也騰に対する

収繍刷血E反応のバターン分刻



1・
ほ1"-・《念u'4)であ，たIi!Il.IMoPI・&収a・m
，.平衝・t孟."でtま18L5(まぬめで.運動終了時

@事勾・より約Z5mmHr高か，たが. CI!では

158.1 (ま創的で翠....の"時健と大湿なか令た

D.匝では収.期医平働鑑隊"・立位に143.0で 還E防

終，7"には1>1.0-、と低下した.

還鋤負荷民段"に奥盈的鏑...停を・たしたものは

"例!蜘.のなか，たものは18例穆窪した・・(+)

'陣中..た".鑑依允だ4例にす.ず" !H)絡すべて

C"であ"と腐貧(-)曾ではA重たはBIU1l3例.

C"，まS例 D霊碑2例で~，た .''''威厳より遭

.. ，度4二病..，をの有舗と血亙反応墨

普(蛤1燭N・舗町担割 内君!llr.
A宜たlt_1I • 2・cm u s 

~・ .11. . ..・2 ，<臥醐

島負荷鼠.. で"駒漏を生じたものIまそうでrよいものに

比し有alCCJl鎖反が高いといえる(1，'・1%.6.df. 

L，<o剛騎編 〈ー〉惨でC"を札 た 捕 は す

べて.....衰を省し.D"の2例。民、注簿を有した

ζの厳究では主要定a・"中区舗に''''臥.t<>，食穆が

M ものを有."良事例とし..量動脈"震と血豆反応

との相調~分肝した有."袋帯がない‘例はすべて

ま・2史(."例で AまたはB盈を呈した 1ttl史穆.. 

例喰'倒は.&11. 1例!まB型..例liCJI. 1例r!D

...呈した C"の2例はすべて還局員荷により告書い

騎廊と著しい皐血栓'"低下筆家した D"の1例怯

左禽通底で心室河置の存在が毘めらh時速.. 負荷により

胸痛は生じはか弔た "主術変7例で怯.. 震がl侭

C墨が 5，..D=.oll例あ弔た D"の1例Iま心室漕

息看であ弔た S陵，Ofi!flO例でr:.AAU.よ"."がそ

..厳重司，..舗....

れぞれ2侭覆りのS慣はCI!でI:J.，，主主'"崎尿主

... 襲窄は2例にみらき. .例ともC墨を"した

(....O2例【D盈}を総いたお側.有怠"襲穆が

"いもの及び.....定例より包る・底思想。7冊と2

2実. . tt及び左足島原主・...何度よりなる璽隼爵 0・
例)と隠分類し.各ヨ障での血圧Jl応を倹討した.....

Z障の82#:が..た怯B型を呈したのに対し.重盆"

の凶'"棺C"を呈した (.2) す忽わちC型はu
E障に有.に多くるもれた (1，'_11.S. df・1. P< 

aω句

袋. "勘尿病変....，.と血匡反応型

RFZ;》 F主主Z
-.た'"担 2・ • cm • u 

%0'.15.1 41.1 '<0.醐

'U 忽Il"blr.cぃ‘.o"tlltむ'何度例
- Jo:. It;t. aび定患a・・3帥伝病度

〈間鴨と.心"0Dlll例...0

遁動ゅの....ι、鎗匙隣..叙筒MifIlA3W'四 h

p同・U開....，同d凶， '"平均鎗とa・m・."を橿.... 

m震2憶に..に示す ltulJtl1多ru阿震に比し明ら

かに"“心錨訟が鑑かー，1:..~油収...，.及び

PRP o率均舗は"支尉皮 .tt調度 "主病変.怠

忠勤民主僻腕度の周囲巴様少する傾向にあ勺た

1V" . 

2良心療...... でのn・."""鑑宇は泌2陪虚血，.. 砲に

伴う左Z量""鋤異常による<姐幽"低下に軍慰す.と

考えもれる 叙...屋が回復刻にー造住に再上昇す.

の陪iI.助申止に体う心筋.=~.の減少，心筋a血の

・...による心抽出Itの槽綱決ぴ伶倉骨格筋の."・減少

によ.と考えられる裳4帽 a咽売されなか，た定例

• 3 tfj[ Bra.儒 "， u・odmill道鋤負荷民験反'"

J42RZ》 1P.l-) 
適量阿世相【肘 nf.l:ltS.ー aU.f主制t・ ~.ま1曲目" 町I.I:;n'，3
F圃."暗闇庄〈・・量的 1・ι0'"19‘ '"由主..， 1国‘:.11.' 141.申士輔畠

F圃."拍酷 U骨} 1n.I: 1且@ .. ・.1:1.1 2帽..土 11.7 11.0: .. 
~ -同..~ P'吋輔屯 ("10"・】 U1.1士主且Z 117.・主車" 1副l.1:割" u・..:n.・
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〈すべて健闘色心筋梗窟息者}での運動中吻収.湖底

値下品安即時よりすでに存在す.左:.(-t・能不全のた

めある鳳度以上に'"岨也盤を増加す.ζとができず，

作集骨格"血縫噌大に対処で舎ないζ とによると考

えられ.'u・dllliU還動により収縮刻血豆がむしろ

control立位値より低下，または還動による収舗期血

底上昇分が IOmmH，以下め定例 (0型}は錬乙痛

牽体わはいC，，"，例に比し左:.c.-lIl能低下'.噂u、と考

えられる

Th，.開仰と..，悶剛ら (10聞によると BN健

法 tr=lmill.iI勤負荷鉱駿でg良心信発作とともに収砲

網庄が伺ntol立位"の値より低下する場合には高度

の盆護軍目阻不金が牙暗され.という 後らの成績で

はζのよう芯血圧反'"を示した盤側ロ例中2例はe還
後に突Z脅し.援りの"例は金例左前下行伎に興%以上

@筏布が存在した 'C '"山・手衡を受げたe例怯

術後にはa"血圧反応を示した また In'inr.:.。併η

は&叫leHeart W臨."凶yで t闇 d血 ;11:JI動.. 

a暗民政による<011細勧5例を.. 隠し会例に運動申の

奴備期庄の著しい低下".. めた

ζのような遭鋤ゅの低血圧低，開瞳位弁脇島町必

性鹿厚笹川r.'l51l.左室根能示会，樗亙刻".1l1li断鶴服

用。 .. 立性低血圧'".o。喝併1refle:r，高度の置動

に伴う魚塵盆に対処する放鱒傾倒の... 動包ど.みられ

る したが，て適動φの眠猫則正低下の居室図を左箪筋

νンポジウム

" 
a血に求める巴は随伴する血血 ST変化また隠狭心a
a唱要であるう

運動 E討す.収緬期医よ昇反応の純化路 phy・国I

t聞副118'~.I.as断続鳳矧でみられるまた.Æ常人

でも騰締緊.."ため_uo1血疋がよ鼻している場合

に俗眼・.. aは選動初期にむしろ低下し...動温度の

憎大と&もに薦。上昇するととがある

• .. 
11虚血性必岐阜患者別例の修正 B，師法"""

mm JI動員有低"に対する収槍期血匡民民;を分併し，

建鋤震及び左室遭修所見と対比した

.，遷...，町民政で後必嘱・a唖発された隼剛志C.，
反応を呈する鰻鹿倉靖憲に高かーた (p<0.006) 

町仮度鑑動脈術"電車{宥怠"狭.."いものまたは

Z綾病変》に比し... 錫!fo(Z~. 3ttまた信玄主

...司船はC，"反応の頒周回晴怠に高か勺た 08・・

"，.ρ(p<O.ω句

4) DII反応ほ2例にみら...いずれ‘ま室迫彫で

玄室 ~killO筒胞がみられた

町駅国£箱枕抑副収縮刷血... p魁1:PRP 

t玄冠動尿病変の霊.. 化に惨い低下する傾到にあ，た

町 TH叫 111m運動負荷居酒院における収・.... 反応

は11血栓.(<<.e.t Oの雌諸に有用と考えられたe

冠動脈造膨所見と辿動負荷心電図所見

凶村康ニ・t.小沢貫主.

信じめに

夜々ほこれまでに局房の心"虚血で.!主化す...

幽子について総合的に考えて倹討して倉ている" そ

乙で今回は主にトレ"ミル色去による"......lD&lIi 

包叫"運動負荷法の成舗を窓.. 畏途E隣接の所見と比依

した段級について遂ぺ.

. ..大学.. 手島内"学;:n:-iU匝 t4l ，h~出足利大学節ニ内1\

Z 方 主食

I )トレヲドミルによる連動員宿径は民総"の EII

箇，.. uのプロトコール ζ したがい.胸隼双極湯.に

より "'"迩ぺ.中止5噂1:合わぬ限り 10分間負荷

を行噌た

，."隠の碕盤4・a憶は .，.の降下でt志水平盟 1.0 lIlOI 



" 
J;U.巴pslopinrA:I 1. ~ m温以上盆ぴに dol'l'sllop-

i"， 11 tまLO悶m以上とした 中止a.院は."伏血

行鋤舗の度化.心‘毘異常等の出現と目思£鏑放をと

えた渇舎とした

ii)シホ窓動尿a監修法iま主に J叫 kll1l民桧で東芝

社11.アーム奮電，.，鴎.A電亙鶴_l00kvの鐘

置を使用した.そのために震動恨の銅.，の分併には設

置土の限界が朱1さにあー したが，て，定勤腎泊目眠法

の鎗行例中からあえて明るかは夜化を示した例のみ21

例を湿ぴ. トν" ミル髭織の・.. 院と絹比した

n. 1農

トレヲドミル負荷民厳で・栓の.，開中，震a防脈a監修
所見のZ調官と息われたのはe例 (30Mで.忽".. 辺監

修所見の異訓"まM例。O~S) であq た，

また。 トレ"まル負荷鼠..で犠佳の1例で" 遣

に建鋤尿.-.瞬間時見は奥羽置であー，，，

Z トレ::01" :!;.ル負荷鉱.の偽.盤側

園"ま 量動闘M直後8分自に下.".，全身の夜労と岡

崎に町G.tの町度化E込町山P;111型で. J点

から0.0防砂後に 1.5 lIIIll以上の鉱下を示したので，

m量生とした

しかい"助隊諸影所見ほnと息われたので

upslopinl盟の怠断‘噂を考えてみ§必要があ.と思

う

康衛医学....稿短

心筋症の例，置2で，運動負荷開始後すぐに完全左

側プ.，タ@形をと令た

益噂上"異常であ令たが£柑..依存型の左胸プ'

，タであ勺たので.必ずしも虚血の量覆と閉じも@で

はないと思われた

. トレヲドミル鼠属機偽陰性側

下昼心筋梗書偽園Sで. .分稜，心拍..が毎分

1将鏑と潤規..と包り.予測~岨般を鑓えたので負荷

を中止したが sr. Tに"異判官信aめられAか弔た

興銀双匡m・"告では下型の変化"反接されに〈いの

で心電図度化が出に〈か司たものと尼崎3れ.

なお足.u修所見では舗宮箇eDt-2の節分に"

"以上の喜良市"..められた

忽動'191!!r見での窓鋤震の畿根本】障と トレ，ド

ミル"...荷中止の崎胞とを対比してみた{図的

.... 農のE史，本，院の増加につれて トレヲ Vミル運

動負荷問中止喝周も短噂するよう"見え，と〈に2技

以上の.. 窄例で'" ，分以上のa匹敵".耐えた例はなか

。た

トレ"ミルiI鋤負荷鉱験で陽性を示した例では.

いずれの治会もT分以内で中止している例が多<.I聞

に纏ぺた震動震の本放の度化と鮒服して考えると."

a崎中止舟慣は窓周目農の度化の広がりを.障し得るので，

運動..をに廊し考慮すぺ金 1つの因子で~ると考えた.

'"に. >レヲ Vミル週則負荷民."よる"'..化の

園 E トレ.，.t' ( ̂'遍勧負荷鼠.，ま防ttで窓動脈透æiJ野Jf..tI1i:正常で~?た例



" "") 昭和"."月(l2，

‘ 
逮.. 負胃により左腿プa，タと"勿 STの制定かで舎はか弔た例

-'~d .，~ -
園Z

‘' 一Sit 

rrr 
市一
一
川〈、，、ヘA《，Fgヘーハ1(F1ヘハ^，~

モ . .-. ・、電

蜘別>eda 7' 

トム

g 6 

下"腿，.で<電組上Z耐性変化がで俗か勺先例園S

ている幽現均聞と.2益処艇の1忠明芦感激との関係を検討した

(園町 トレ，ドミ

ル.".民宿法を用い.と心優悔の経時的"時価に￥f

周であると息われた

以上のζ とから，竃鋤脈.i!'-'に加えて

ζの場合も。 2校以上の"帯例で".

連動に耐えもれなか。た

ζのζとから sr変化の出現時凶......尿病震

の広がりと進比例して短縮し拘るのではほいかと考え

6分以内しか
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国4 量動脈近影所見とトレヲドミル鼠験の..了時間
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皇室&根遺.所見zトレマド、，ν訟織での町

変化出現時間との関係

ま と め

1 送動峨遮~法やトレヲドミル運動負荷法の方法

νンポジウム

"fi医学筋....欄温

鎗の々後の検討が，さらに必要であ.

Z 商法の対比で信.true po崎山刊tJI70j'';， C..lse 

"・1仙..勾0%であ，た

トレヲドミルヨE動負荷法で窓動農アンジオに"づ〈

a血の大会さと広がりとを縫定し得ると恩われた

s トレヲ Y{N負荷以'"まI 心織能坪信!とすぐれ

ていると恩われた

支 鰍

1)箇付限二心筋a血の早期診断について呼吸と

健康 27:1102，1979 
2)岡村康二:運動員荷鉱験診断と浩袋 67: 8， 

昭和..年

初図村康二他各種ストレステス砂の将鑑ー特に

憲軍Z置に及ぼす効果の迎いについてー £幌

10 : 991，1916 
め Tllruu，.".K.， Qzawll， T. Dnd Mul'<河.，網、u

“血HrlII&.IimalH e玄ae~ise test by t!'l!岨dmill

伽 叫 叫onaf甜 dicCu凶 皿J開Cin:ul

J. U : 171，1919. 

冠狭窄有無決定白ため Master負荷心電図判定基準について

鈴木恵子・戸山均一・

隠じめに

MRslerの負荷心屯聞を判定する場合。当然，診断

~離により結撲が民主。でくるが， M0.5~r の昼徹は

あるものの，実"にほllJ:i!がそれぞれの&，障で判定し，

いまだー放したものがはいのが現況でおQnn

とζ ろで ζれまでの..断畠ヨ院では...回，，，飽荷

心屯図様見と窓a陽線追影所見とt主必ずしもよく合，て

いるとはいえな，，'ω それr::. つに怯判定，.継に

も町置があると恩われる

そとで今回t走。診断""をその編成因子に分解L

" 制蹴人"'11"'-

i"u';を樗ぴ組み合わせることにより 多くの必包括，.

眠障を作り それるで判定した負智£電図所見を冠動脈

;a修所見と対比する三とによ勺て.I会断'"躯の差が，

程決窄有線の診断専にどう彫署するの念、また. 1l~佐

窄有"を診断するための~乏しい""ほどのようはむ

のか必検討した

Z 対象"び方建

対象I玄当院の冠動摂;a~.ol行われた労作佳倹心底

"例《男性" 女性1ηで.'P令は語、"才〈平均年

令-48.9才}である 冠動脈に金〈狭穆を.."ないもの



昭拘酎.12)J(12， 1嶋田

は"例(男.，女12).駒旬以下の狭窄例は!i，..75 

9場a土め淡窄例のうち. Itt狭窄欝'"‘例〈男l2，女

2). 2 段以よ諜穆E船主 11例 (全例男〉 で~奇 心筋

......心筋民心筋炎.弁.. 疾患，.婚外した "M 

..負荷低験ほ原則とLて二軍負待毎行。た

診断".峨鹿因子として""のものをとりよげた

Z 負荷前音色0STの差のとり方

1)負荷前後のsrの僅からそのまま釜をとる例。

1方自尚宏鯵 怖に 慣 が上昇しているもの"町

の院をOとみはして差をとる(N.2方町

L STのZ固定点

1) Jあ J点が2段に"勺ていると *!1.<DJ. 

@点(はじめの剖 ③ J4>.~ (2陵自の創

1・)8.... So各かる 80.・鍵剛容名

.， ST降下度帰後の区分.

1) O.5111m.， u) 0.75皿m.， iiり1.01llm

.. .. 盤区分値の判定盗

川区分鎗を脇佳にする{例孟0.5111111を陽性)

川区分値を槍性信する(例>0.5111111を燭盤〉

L ST降下@型 (8.=. S=:. J霊}

川町盤， '"のみ陽佐とする ii)医塑 s型の

みでなく J型も腸量生とする

e. T~聖及ぴU捜の男暗鬼

"1 

A 

①::.:... 1 官守・・ z 
③お‘ 1 ¥.... s 
<t x... I ¥.. .. .-
@区.. V，. ••• @割払 2 ¥.. .. J (H. 8.) 

iJ) No. I V... J (H.8.) 

@目。.. V .. ・ .-(H.8.) 

iII ::':0. I I V_ .-(H.8.) 

B 

@お.. 1. V..・ J 
ill No. 1 

" V‘. .-
iII N.“ 1. v... J (H.ι〉
@、.. 1. V... .-【H.薗.)

@、、 2 1. v.... s 
(t No. I 1. V... ••• ⑤ N臥 1 1. ¥.. .. s 【H.也 .) 

<il No. 1 ー.V... ••• (H.S.) 

り判定に苛aずる 民}考慮しは，'. 

τ 判定する鴨川間

" 

') ;0畿のみ ii) S分のみ.ii1)直後及びS分

& 判定!::mぃ.厩"・.. 
1 ) V，.，のみ.ii】n&uV，.， 

よ毘1-'までの条件をいろいるにS臨み合わせで

判定5.障を作り，各"..による負荷心電"'"'見と電動

脈逮彫所見とを対比し。各"・ によ .. ・舎の F.R

POIitive (F. P.)や FolleNeptive (F.N.)を"'''
た

n ..・
土'"項目の条件を組み合わせると，約600稽の判

定護軍が得るれO..1. 21孟それらのう急の代"肉

をとりょげ，各2臨場で.. リ倉したと舎の.震.. 窄の抱い

NDの F.Pと7!iJ'..以上1陸後布院及σ'"後以

上被管醇の F.Nの%を示したものである AIま負荷

前後の町の筆を No.l方式でとり.V，..で判定し

た場合， B'孟N臥 1方式であるが V，‘ Eで判定し

た濁合， cは No.2方式で， V，勘 Eで判定す... 

も 鍛鈎包"司障である Dはそれに， T及びU援の所

見を加律したものである

まず個々の条件を変えるととで F.Pや F.Nの

~ 
F. N. 

唱 |•• .-. >"' M " • .-. 民 S " 3・ 。

a-' ，.. .‘ " 
。

重ー・ 民 S

“ 
n • a-・ >0.' 1・ .‘ 1・

竃ー' 副島 舗 " " 区句S >0.' .. “ • 竃ー.. 国 S

“ 
.. • 

鹿町S 国島 .. " • 車句$ 国島 " 2・ • 車町S 民 S 舗 舗 • a-' 思 a
“ 2・ • a-・ 2昆..岨 .. " ' a-' 注... 

" " ' 竃-. ，..・ .. n " .-. =己1岨 " τ1 " 



2 

g院2

OT0方謹
@とり m ‘ 

碕定d思 8'l'/tIm 

c 
""乱量 圃.V..・J 【H.8.) 

ilI :<'0. 1 •. v・..-'N.ーー}
(J) No. I 1. V... J (8.8. ) 

(j) No. I 1. V... .-(8.8. ) 

D 

""臥Z
1. V， .. s (B.8.)(T.U.) 

a No.l 1. V... ..・ 【B.8.)(T.U.)

• (i) No. 1 •. V... J 

② N.恥 1 1. V，_， J 

@@ Bfaa 1， V， .. s 
N_ • ー‘V，.. .-

"がどう変わるかをみて行〈 日級位の区分値を，

R・性に入れる時と入れ山崎との比般(侃陽健を注

O. .血血にすると金と>0.5111111にすると企の比観3

(A) 注。 5_-では F.Pが唱す F.N.Iま掴ゆす

る場合bあるが本夜の樋舎が多い したが，て-.. 

には孟O.5 lIlIIIがとられているが>0.5_0方..よ

いかも知れ忽い 2) J.<<と'-.との比駿 (A-D)

'-.では F.Pが鼠少するものItlla<t>4.で，逆

に楢加するらのが611もある なおCoでは減少する

ものはない -1i.F， Nの噌加するものIt. 1畿で

S楓あるだげでCoにははい誠少するもの隠2伎以

上でS飽 1伎で 511. 1伎2校以上共ほS舗ある

予忽では'-.にする方が金こFしいので.F. P.が減少

しF.N.が噌卸すると恩われたがそうした場合はむ

しろ'"なか令た したが9て， '-.でも占拠で‘ど

ちりでもよい.ただJ点の樋合は '"のときは J-

@保をとる誌どZしく定め信貯れほ怨切窓い ζれま

でも ー般にはJ点がともれている"がe その定硲方

隠必ずしも容易で怯な〈問題が生じやすい.その点L

.-.は..~で安全かも知れZZい ') .，.の慰を考慮

した"としな晶、"との比歓 (A，B):STの型を苛虚し.

諸島 SI!のみを踊盤にとると.F. p，は多〈の樋合

滋少するが不夜の.のもある F.N. f孟すべて噂却す

る 盟型S型のみを鋪性ととるのがー録的である".色

F.P.tlli'f少する民宿.F.Nが増加するのだか恥

必ずしも得策と隠いえ包‘、むしろ目的ご応じて，見

--医学..36.繍 .

a回定の a傭T侮船下
，.. P. ，.. N. 

時間 N E肱 .tt 

直-. 器 S " ~ 
釘

直ーー・ 品 S >> " " .-. ~I.O .. " " .-. 3包L・ .. " .. .-. 国 a n " " 車-.国 a " " 2・

• 〉叩 • " " z "... 。 " " • 注.，. 。

“ 
腸

E ，.. " " 。

奮しは覚悟で忽硬化の(i..，tりしたものをとり上げた

‘嶋は沼湿.. ，をとり見沼した〈なも唱は'"を

用いるとすべきかも知れ包い .，陽雀の区分値が

0.5_のと舎と1.0111111Q)ときとの比隣 (B，匂

~l. Omm の場合は. F. Nが噌す ζ<<1伎では

*!IItC増す F.P. Ii:相凶pするが0に路程らは，'. 

F.Pを少伝〈するためにl.Ommをとる入信宅建閣

の大学で色約"'"広見られる"が，鍵決穆を見返さな

いために凶周恩がある 5) No.. l 方式と No.~ 方式

の義帽の...⑥⑥.<D. C) No..2方式でと.と

F. P. I孟わずかに歳少するか方窃震である金丸 F.Nは

2後以上"の F.Nがかはり緬加す. したが勺て

-l'lには No.21fヌ冶Zとbれている"がむしろ N.

1方式の方がよいように息われる 町.，.のほかに

T故事U践の所見を勾aした"とし信い時の比俊 (C

<D. ((l. D): T設やむ箆の形見を考慮した色ので棺，

F. P.11~わる，μ、が F.N. が~~歳少する

つぎに鑑猿窄の有爆を診断するための望ましい".. 

でM杭"~，，に 11 F. PもP.NもともにOにな

るものであるが.当燥のととながふ ζれは得られえな

か噌た F. P叉ほ2綾以上.. 窄2専の F.Nのどちる

1>-方が@になるものt針、〈っか見4られた 網省.，ら

陽性に怒れば泡銭穆'1-216.後者"ら陰性にだれば2

段以上@有'S.fI侠窄tまEめ怒いというζとtまいえるわ

"であ. しかし.F.Pが@に怠るもの隠 F.N

が2筏阜L上でもか"り高<.. 1flでほ非常低調Eくなる
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(EO治(1)).-:1.f!筏P1上IJJF.N.nsOに怠るもので

は F.P.(A~I泡. B <IXJ))が高い

したが令て乙れら'"'"・t私事実穆の"いものを槍タも

したり. ，後込上の裳帯"を見落さはいようにすると

いうような目的には後に立つといえよう

つぎに， F.P.1'>F.Nがともに比観澗小さいもの

を顕すと。 F.P，が""と比般的小さいものはい〈つ

かみもれる(Bの⑥<Il.CCO(l)(i)) ζれらほー伎の

F.N はいずれも高い鼠 2綾以上の F.N.が'"と

比銭的低いものにBの⑥があ. 総局 Bの@倉歩_..t~

.，スのいいものといえるが. 1伎の F.N陪.."と

高いそとで綾の F.Nをある湿度a互いものを鍵す

と2の③がめるが F. P.I1tS.1.とかなり大会くなる

いずれにしろ三者とも袋足で会るようは畠阜をみつ砂

るζ と怯非常に園撞であ.

江省 Sの4)1:'-J陵に用いられてい"い N.l方

式で.しかも判定には STの翠を考慮に入れず，鋪健

のg分鎗tま孟I.Ommをと，た場合である ただとの

J&~院の場合でさえ 剛健になれば E筏窄のはいもの

依少伝<.陰性之江れほ2段以上の電線穆怯少低いと

いう ζ とがいえる温度で一段狭窄につ 、ては何もいえ

はいわげである

とEるで ζのように1t1i&1Ilをヱ突しても F.P

や R院をある程度以上に小さ〈するζとができ縫い

のはほかにも問題があるからであろう ーつには F.
N の廠留として心嶋般の a加が不充分であるζ とが

よくいわれる しかし，定食窄爵では心拍散の噌組$

が小さ〈て色扇雀巳f，，:o‘のやー方向・加$が大倉〈

νンポジウム

.. 
•• 

心踊{量直増隆阻】寧 | 置暁唱{吋 | 軍旗噌{・}

F. N. 1 P 1 F. P. 1 N 

〈剖(.) 1 • • s 
ぉ ω • a a • 回一 • • • • ~"--<ω • • • • 注タ・ 2 • ー • 

ても F.N. IC岱るものがかなりみられる〈表的 し

たが，で&拍酸が充分槍却しないから F.Nになる

と陪いえない また忽換穆@忽い訴で11.F. Pのほ

とんどで心渦11<>増加率が犬舎い《表町 す認わ乱

心帽歓を唱すζとは必ずしも F.N.1'>F.P.を小さ〈

す.ζとに俗ならない

ま と め

労作栓狭心震の定例で Moter負荷む-図活再毘かも

'"長穆膏術開陰断がどの程度まで行えるかを判定通明障

の象件をいろいろ震えて検討し.その限界と利用方法

につ、て途ぺ.F.Nや F.P，と削指倣との関係につ

いてもふれた

:t 献

1)声山明ー，鈴木恵子呼吸と循理 14: 513.196掲
')戸山制御ー，鈴木恵子内叫 Mω，N.‘..心"

金原幽制度.IJIt.劉.1978.

め戸山tR-:JU時医掌 ..鈎>.1射9
的戸山場ー，鈴木恵子惨斯と治. a: 182， 1915 

冠動脈遣軍所見と運動負荷心電図所見

成図克啓・ 栗原

隠 U めに

運動負荷心電薗怯，虚血色心療患の禽"m的"断援

として広汎に用いもれて金た含、近停その有用性にa

. !童文府民内"

正・ 字佐美暢久・

して.かはり疑'A.~'i'呈示されている岬 したが勺

て複々陪 程'耐震泡~を縫行しえた..例を却..に運動

負荷心電図を諸行し そのuに関して検2守した



" 
Z 対象と方着陸

対象Iま..に示すととも窓易展lU(建島眼の1

t生以上に鈎%以ょの線事そ有する》鎚例 【内辺倒で心

榎賓の康俊あり}を.震動'震に膏患の.. '帯を有さぬ.. 

例.Itω例(29才....，才男ω例。女‘例】である.

内お側で.自転車zルゴ〆ー，ーによる多陵情負荷を1

....で<~働仙担....，釘 w・・卸..引を.fすし

た iIItOJ/II!IC I;t，忽鋤'医療~.悦弗窓.，眠疾患 5

例で・nr'-"が存在す. 自信.uゴメーターは

郎帽伺."・a‘'"プν-.8.長率孟k"ーターを用

い ωwattを鴎始負荷量とい生位で1O，，&u • 

の筒噌負需を"ぃ.負荷司"孟刷鼠双隠".(CM，lで

心電m・.ターを"吻た運a・a爾のゆ止畠・<~番良

心.. の'確信o.CM.での sr・E下が"""帽腿 ''''で

2m.尼u. ・&J:im剖 pmUeudb舗 rt"，Itの83%

に筆る '陸軍木阜民自伝車回転"・m箇・・である.

自転車<kゴメーターによる負荷心篭園の判定は，負

荷o:pCM'..負荷直後."時締での町低下のタイプと

調度より..:t Iζ示すどと (..刷lin，伺凶別醐<.

.. 還治負荷民政幼魚例

自.転，車-忌9 -ab "'~æ ~ 

窓』副総.忌 却{町 " (1) 回 (1:)

2世 u • (4) 同【') u，ー】
. .慣阜 f (t) • (t) It (5】
. ttO卑 4 (1) t (t) • (1) 

J!U・・..患

》-《・ml
 

i長主
義 2 Z.""~$ ター負荷心電閉判定経惨

~ 

りPoo¥，....
~.・~';.I .. ・開山側1凶

町T吋帥"・担・ .'"・pt::il:c:・R ・."をT2山崎
k 

E ・~ &-'1伊 2剖・-
') .. 山岨， (・・叫切り

・》白同時四開国

・"'"・w・・8・・ ，"'"'7":主2・・.QSIQ'r;;t~梅

• 
毘 .即P恒，.，.;泌=凶，.目• 川同志向

Hー‘句"“...包・.._，.. 0.・.:<‘・-
1) X句・""

.領軍司，..ぉ..WO 

曽富・"nの'鳴に分刻した d・・bleMuter t..O ，up 

出 Eの椅定にf;t.19E樋年の M，帥.."判定...回@内

田信下のみより判定した いずれの局舎もTI•• の変

化，不墜帳簿".判定の....より険外した

z・e .. 
国E憾。自転.%.""~:J -ター..'の.(，u.~を

示した‘のであり.窓島恵袋皐"例φ，...，山e・飢

崎町圃川悦DfPlln11例と臨噂衛事を示して

おり.2，IM皐で払 llfll.p'例が似副附開

削.~l量 したのに民し "支..，患でt意向'"輔自

を含めても.，略開拍が市町"11)ST /It下を示したの

みで. 1後廃患の診噺"'''箪調。て医‘% ま危.ii勤脹

に膏患の2典準のはい'例.".. 聞が poniliger明....
を来しており.t&l" 剛 il1"同朝、存在した

....."'.需の羽合‘<ル"ーターの場合と関.."

a帽を見た哩町次いで風間臥唄..例を梯〈量

動'良債息例のみで負荷心軍国の結果を比・愛した ... 

自 削 叫

.. 孟ルゴ〆ーター負膏<.電団総果

，~ 

'‘ 
醐

酬

防'‘
:1酬

酬嗣

輔

亘乙孟J
T・ul ¥... hrJ.' I C，¥D 
h'・2・， ，・・"自 ω・1・}
一一ーーーでττ一一一一ー

阻2 Kaater ft爾心電直結"
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CADe<<1・dl.，:111 

園
側・6・・."

園s 心憎海側街路〈短動脳使思例にがする
Zルゴメーター負荷心電恩納県

CAD' F.tte“A・...

個‘ 攻£岨1を有する窓動民岐阜でのエルゴ
;J ~ 'J -， Mule~ 負荷む篭自の納思

はエルゴ〆ーター負荷の循果を示してい.念、<..."

例を鈴〈と，問id~，問問"は。 11例中5例と民

計学的には有"ではないが<4度審を含む場合よりも向

よ，掌た， ζ の場合でも多段疾患の方.."衝率が高か

ラた MO$ter負荷の際ゐ岡織の鎗果をみた 更に核

心症を有する例のみで負荷心電図の崎果を比似した腕

〈園‘)poaitive re叩伺舗が e唱。E削げでωfd

抵O$terで56%と窓勤眼疾患金側での3D.!'..，伺何より

良舟の結果を呈した紅払孟ルゴ〆トリー， MO$ter 

.. 
"樗両者の聞にほ，窓動康俊息の..，野」ヒ有a障の型車を.. 

袷"かラた

][ .. 調健

遺働負荷<，1[図は，虚血栓必疾患の低調時土精度の高

いものとして鰻告されて金た。払定還とれに対して

疑問を量する陶舎も多い"，唆々の康成で11，運動

負荷£母国の定鋤'"定患の2診断率低.従来向絡告より

かなり隠かーた とれには， predictfd皿".品Ih.

an rateの857.を， .噌宮田tη の中止".. のーっと

しているζと，選動員荷~"心電.，包舗は CM. のみ

であるζとも--10であーかもしれ"い しかし宅建々 も

示したごとく 対象鶴に症状を有する遅刻脈使息がと

の極度会まれる仇主化安野崎心電圏@異常の有...

醐 litivity，.岡山げを決定する大きな因子となり

うる さらに震患窓勤尿取も.食事官£電箆の S姐 .iti

1"itJ'を決定する"..な鹿子のーつである・と考えられ

た寛巴本法は. fllse 開ìtìn 間po~・もかなり

の羽院で幽費するため， ... 除尿.. 曲調野の醐副Yity，

B開 itieity0)肉ょには，道勤.. 窃町1心筋W チ

グ，フ 4 ・のIUが必要と唱えられた
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2)Rωw制刈.0.R咽....αreu!atiOll 5<C: 103， 
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冠動脈造影所見と運動負荷心電図所見と白対比

m 回 信・ 楠 川 檀造 ・

野本良海老原

谷本

得徳". 清水正雀・・ " 

欣也"谷門

1ま U めに

"動脈痢裂を知るため Mu.向阿.."，回tを

はじめ負荷民属議怯ルーチン隠自省行わ仇またとれを

形...."表現す.ため冠附探遜修法も広〈行われ.よ

うにな。た

"動駆..~，時見と遭動負荷ゐ 2霊園P高見の対比は 現

慈のとζろまだ+づ金調足すぺ金繍集がえられてい江い

がわれわれも今回..例について震動脈滋彫'"見と遷

勤負荷心電図即時毘との対比検討を行，たので伺告する

Z対 象

との2明白こB寄生傘下関関銭で行。た釣200例の窓

動脈迫修のうら銅繍俗どの自覚盆伏およびむ電図所

見より狭h心箆の疑われた..例を対象とした心筋，..

例は原則として除外した

E 方去

冠動脈扶容の，radingは AHA(/)帽@作成要項

にしたが。て判定し".51%以上の犠窄を異常高見と

した;r動負荷鉱放は M...ter'.two-.除P回巴法

(Jil下 Muter桧〉によ，た

原則としてダプルで行い。.....安'崎心電図E野見よ

治"村上爵人"

りダプル図鑑と.，，.した例〈ζ れらは冠動静迫彫贋常

者のほとんど}ではシングル又はシングルの~. l¥で

符。た心電図包蜘牟負荷前!負荷直後. 3分後. ， 

分後. 7分自患で行。た

蓮動負荷心篭圃判定.. ・1まST低下のみで行い 食

事青後援も ST低下の量生い筒尋をと。た ほとんどの例

では負荷直後に. 2_ 3の例明日分後に町a医大筒
位を矛した負荷俊 1.Omm以ょの hori，開凶又は

純 nine1"" o ST低下を属性と判定した J曲。

"岨必 ST低下松"聞にみた治九 s分後には horizoo

'"低下を示したのでζれで判定 した

m _ .. 
白ronary町terios-raphyαi下 CA.G)で.. "以下

の有窓の狭窄の屯い非疾患欝(NoDisean)は18例

で。 18例でほ RCA， LAD， CXのいずれかに51%以

上の袋帯をEめ疾患鶴 (Diseae)とした

."志 CAGと Muter法との関連をみた.ので!

"疾患""開のうちH例ま負荷鎗也 2例は 1.0m図

未調の ST鑑下. 3例は 1.0 lIlIII以.tST低下すな

わち舗性例であ。た 18例のうち11例は労作縛に. 3 

例'"陸自'時に胸衡があり.‘例ほいわゆる Variallt

.，...の裳心症と肴えられた ζの4例の Variant

:11:1 Re也t剛、 ....鈴nω_.，町."ト司富市，b，・lIdmuttr's t~tep test 

Xu...... ..."'"同..・E

N帽叫帽 く...圃岨 回自国且 | ~"' 
'"同E・.，・n町田官同"，

N・4 -. 1‘ ‘ ' " SiUC10 0. 1_ ~割圃・..E ・a Z ' 
g • T旬、"'・・.， ~・E・- • 1 ' ' -， 制

-山口大学n.第三内容+・・ 8寄生会下'"町民
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守P曜のうち1例負荷陽性であ。た.信o'例の陽佳

例のうち2例Iまヂギタ"剤@俊与をう付ており.と

れを負荷珊佳とするのは聞庖がある

疾患薦問例のうち'"又は"支腐度。UlikO!'

Two Vft・eIDiae固め はS例で金側労作穐1<<.4伏

を包め うち1例のみダプルを他は¥.';1グル臥下@

負荷を行，た 負荷陽位例は.. 時中5偽陰性S例

""低下 LO~ 朱粛を含む》でb，た負荷強位

例のうち2例では， CAGで RCAに約50%.I.oCA 

の=.に1∞"の閉奮を留め.LAD IまBCAから

の ω，u."，叫により退行性に造修されていたすな

わち本側で肱 LCAの血血が完全胡奮したにもか

かわらず， RCAからの ωu.....により LCA• 
.. のiI涜が比般的良〈保たれ負荷檎性を示したものと

者えら札伺11ateral.の存在が負荷4‘図所見を修鎗

したものと恩われる

"愛街変癖"伎のいずれにも51%臥上の狭事病夜

あり，ぬ~Va凶 Diseue) 11: 8例でζれも金側労

作時決心'"えを示し. 1例にダプル. 7例乙はクシグ

N以下の負荷を行，た 1例を除.7例で負荷陽性で

あ弔た

負荷積栓とした"聞も，安.時すでに 1.0白血の

horizolltal sr低下をみ. シングル負荷車後さらに

0.$ 111mのsr低下をみたもので，もう少し強い負荷

例えばダプルを行えば LO悶 m 以上の."正下を示

した可能位がある 江おS枝病変."のうち3例は負

荷包1:2.09.:λ上の町低下を. .例1本安.婚に1.0，負荷

役さ bに1.OWヒの sr低下を示した

..は CAOと....回鎗による負荷心電盟所見

との対比をまとめたもので.enmae回，，.・1刷@

で CAG異常者 (Di....M)lil6D略中..例で駄目i凶

";1)'首96. したが令て E凶u ・句&11'1'・""とfよる

遂に“自明..・"得制w・で CAOで NoDis錯

Pooltin 

お甲山・

". 
…一'"D .. 舗 NoDIM・-
u 

• • 
" 

島田制吋t，._uパ・σ"'，
BI*!t・"，・15/11(11魁》

" 
"は18例中15例で Speeilieit183%.したが。て

，... ，.・揃鴨""と忽.

lV " 
鎗

... 管的に狭心症の疑われた総例について....'"

接と CAO所見との対比@結果齢別iti...it，7$%. 

S卵胞f'"lIIi.ty83 %で， とれば絡調院の領告とほぼ開祖院で

あ，た回@ 融制iti-.ityIま旬舎者により包句羽"と

，.，ッキがある とれは負荷心電図判定".院や負荷方

2きに.よ.oDf，国， ，..凶副帽によ，ても"，て〈

.ものと考えられ. す伝わち対象会犠心... 状をもた

'“、E撃でおれば・開.iti..itylilli <なり われわれの

ような胸痛を伴い致。唱説場Eわれる鶴では比般的舵s

.iti..ity I主食〈怨る可能性がある ー方2後以上の

高度の.... があ，ても臨時雪訟で鎗盤側がわれわれ

の例でもS例中1例あり，官図らt，51e同申s例でみら

tt. Ma.ter法で像健は冠動尿病震の存在そ否定しえ

包いと述べている・

抵“tutat Iま虚血性心療患の有鑓を連製す.上で

広〈行われている払本法は元来・.. 同.;..to!e略-
同t であり，鑑働，"'"患の~嶋m.. 同色ではな

い智也田illg国 t目的とするためには£拍数を

mlU;Imal Ie.-elに也るまで，叉tま11mpω11Ieli温;""

maximal tで負荷強度を，，~し・ Z動負荷~の心電

図〈運動中@み有'lIの町低下を示す例がある〉をE

録するζとが盤.しも九 ζのS酸味では t稗dmill~ 

a噌..山宮誌どの時、わゆる g潤Idedexerciae回‘{以

下 GXT)が"ましい GXT主主による-，由民y

は駒....."で Maatu!産よりやや良<.F.尚企..阻.

o諸家の縄告を字均して. ."であ，たと途ぺている

しかし GXT法ほ .... 飽r訟に比ぺて高衝で.初訴

をとり. 1人の随筆に約お分の時間と，医師と宅金術員

2人尼比獲し径梼的は置で聞‘があり.M匂'"法ほ

ど普及していないか今後本"でも Mu.す接と閉様

にー般に行われるように江るであろう。

以よ.....，謹は恵忽的な負荷主主で怯ない治久胸

犀や.JO書官@僚の筒条件を考慮して判定すれば.tた

CAO刺股のa・0'実智の程度のみでな〈 ω.JI.kraI.

eimltatloaの有領を考慮すれば..胆創U別".・似m

lieityとも+せ妙高〈忽ると考えられ.
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結 愉

被4二.... の腐われたお例につき震動展途修所見と

M舗"， 運動員符心電関所見との対比を行い俊""

ti...ity 75%. .pe“Ieity 83%であ，た病~ fa1拠

politiveをきたす図司，.'"荷雪量度はどを考慮して判定

すれI!..障の簡便な Mutu'，two-step test I主虚

血色心疾患の~~副町田e として有用であると考

えられ各

lt .民
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冠動脈遣軍所見と運動負荷心電図所見

一ζとに負荷心電園事l醍基織の検討ー

大 J，泰夫・ 戸 次久敏"戸崎 絡徳・

はじめに

繍屋より狭心箆が疑われた定例において.運動負荷

民験腕後での心電図変化悼決心径の補助k審理野としで重

要'るものとされている 還勤ft1il誌駿@申でるこ織良

負荷足験依aをも底究が畏く，心電図の判定~..につい

ては Mu!e.の議場叫.<広〈健mされているが ζれ

までにも負荷1'('，電血判定に節してのいくつかの間題が

街偏されてい'" 制面は己うした負荷心電盟事j提上

の引くつかの間足4誌を命心に.エ.，，，.. 荷区験と震動

脈迫修所見とを比銭検討した

Z 対象および方着陸

昭和..写8'より聞出"年'.までに.狭心 .. を提

わせる蜘繍を有し精霊.. 院の自附で久留米大学第三内

拘に入院した患者のうち寮a僅.先天位心陳腐貧

血電解賞異常 ジギタリス使用例。関プ冨ヲタ".

・久留米犬 F医院..三内" " 関 ・u腐句史訴

肥大型心筋箆さらに隠擦問性心筋....例を強いた鈎例

を対象とした 今回は負荷鼠般にて STよ奏するま義心

盆例"鳴いた全例に!owterの提唱したニ...を負荷

鼠験および選択的震動尿道彫を鎗行した

ニ居段負荷賦験はすで巳鍵表した方接"で，.行し

負荷車慢の12M導心. ..，で負荷前に比し俵も著甥に

ST 低下した鋳~'"位で~ST 低下について主に倹射

した 負荷自長官r低下のみられた例についての ST低

下のEを肉眼により，.，に分げた U開 lopingtype 

ほ STIt分が3点より上昇する盈 H.山~nt..1 句，.

は ST低下配分/JIJ.~.より0.08秒ほ"水平にある型

更に dOWllllopinlrtyp陪陪 ST低下院分が3点より

震に低下する型でおる〈園叫 ST 低下の程度をは

か毛峰合の""としてほ 負待問Ii::ST低下がるられ

低い例で怯 pq.ju醐，..老舗ぷ組"かる.負荷附"

すでに ST低下がみもれる例ではその筆をと勺た

怠動線道彫検董11.金例 S陥醐陰にで施行し挟
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園 1 S T/i-Fの8盟

均値僅の鱒症は全て縄問幡町bided泊 itmte役与後に行

い， AHA A."で75pe以上のB従事を有~の病変とし

た

n 結集および考鐙

A. 8T低下."..定怠について

負荷Ilに ST低下がみられた49例につ、て.ST低

下の程度を10備のルペを使用して。 J点より0.0崎秒

後(丸心 S法よりO.06tti&. (8..ω 3点より0.0・

秒後 (J‘“，)17.) 3 ~札でおのおの計測し，名測定"'"で

の ST低下の程度の鍾〈鳳位低..，をみた{漫日

'" 測定侃によるST憶下の程度差

同 ..... 問
aa J団

Uo・Iopl....'l'P・ 〈畠帽n】 且U:d.u ."主且"

..  両国.....1'l'~ (.・u， 且"土乱世Z .~主且 1

E輔副lopi..，t，po (・・T】 且u，止!fi-也岨士且 同

ST低下のs型金て J..とs..との凋には..り隻

はなか吻たM ζれ"実尽にtまか，てみるとS援とJ

点副首，..偲秒前後の例が多か，たためと考え切れた

-1i. s巳.とム"との聞に信仰・lopillitype及

び dOll'n・10¥lil1f句"で信明らかはg去を毘め.ST低

7の程度から負荷心電掴の宵定'"障を決める樋舎にt玄

測姐む点を明示する必要が直却された また upalop-

吋旬"では捌注視の釜による町低下の湿度の"

が島も大会〈。町低下の.... を判定Ii準とする場舎

の図鑑さが考えられたー赤血血>1ST低下とされ

てい..開泊lopiqt"，淘で品目鑑下の測定.. を

J..とすると同じ虚血."，r低下の代表とされるて

いる bori鵠置taltypeとの聞で ST'三下の.... にか

なり去のでてくる ζとが予怨され.ST fi下の程度と

忠勤尿...，の....，との関連をみる場合包どにギ令，

プの生じるζとが予忽された。以上より，虚血盟町

低下の包皮を測定す.・舎には込"が農も妥当であ

.と考えられた

B. ST低下。uからみた判定事..について

a血盤町僅下。.n.網凶"..および do..Q.

Ilop;.1I( type)にお砂る布陣定道噂については s..で

負担管復 O.，歯車以ム O.75 mm以.L.LOm血臥上

の3段嫡に分ザ負荷IlST低下のみもれなか，た11

例と合わせて翠島根遺彦所見と比叡検討した{復"

ST低下の判定温噂を厳し〈すればする....の隔性

(true pc胤酬のが減少し，偽陰性例 O・B・.~伊U刊〉

が泡，.してftIIlltI引"が低<"るζとが明らかとな

令た 他ゆ鑑には余り夜勤はは〈 三，.""駒負荷賦

"を袋心a診断の上でのスタリ ーユング低験として考

える樋舎に硲偽捻儀例の少ない'.1$'*..す"わちa

表， 'T低下の""によるlIJ)t}!If，叩検討

T. P. ... x咽 島田;<¥.1<1 ..， T. X. 哩p・・itl<i'" Pn-場M凶圃.. 

国 S お • M$  s • U均老 S7~‘ 
耳 目 " " 71% • • "づ脳 88% 
:孟... n u -・河6 • • ~ .• u，‘ 

'-' ・T....Pooi.i.... P.l'"..F.岡山同日.FIOlMPoo!U.... T.N..Tne X....I .. 

M 山・干品交 S岡山マ品，日胤岡山・T品，



舗

血型 sr低下については Maaterの，.，.でもある

O. $1l1lD.臥上を脇佳とするのが良いと考えられた制

定認調障を O.5 111111以ょとした場合0)&eD.itivltyは

''''と乙れまでの""の線告"..よりも商か噌たが

今回の対象的例目炉の中で冠動雌鏑変例が必例σ""
と盲かーたζと.~.くり返しニ9普段負荷鼠..を纏行

した例では sr低下の震も事閣であラた心電図を+，回

の検討に使用しているた泌と考えられた

U-palop固l'T:rpeについては。 QX/QT孟50%凶を

.J2I::&・とし冠動尿造修理局見と比鮫検針した u，・，~

"噌町"で sr 鑑下する11例中有"の包動濠.~.窄

を有するのは7"で.，.叫低jve"al~附';16(%であ。

た 乙の鑑は."・m・lopiogty-peでの""および

hori却 ntalt)'peでの."，よりも依し盆苛む.. 置に

おいて QXノQ'l'""径負荷絹性とするのほ偽陽伎例

の増加をみる保で"aがあ8と考えられた

Ii 11 

二局震負荷""前後での心電庖変化と定動保温修所

見との対比から 負荷心電図利銀上のい〈つかの閑a
について検討した

1. ST ~底下の湿度を判定"怒とする場舎には測定

点を明示する必要があり horiw刷"'"陪および

d..固曾lopinrt1P憾の ST低下では，測定煮はs...

a・i!'J:..3611綱峰

カ袋当と考えられた

. ，実<.をの繍勤鈴断として二施設負荷心‘闘を考

え.場合にほ horizollwtyp陪および dOWlIlIloil"

lni ty-peで陥s..で O.SII1ID.aょの忽下を負荷婦

性とするのが良いと考えられた

Upe;lopiD( type では Q玄~50.9.. は predie

tive valω 念毎舎%と偉く閥昼があ.と考えられた
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シンポジウム

冠動脈造車所見と運動負荷心電図所見

F単 関

ほじめに

狭心，""の惨断のために本郷で低マスター ....民放

が多〈の施"で用いられているのに対し，欧米で"ト

レ"ミルやZ ルゴメ ータが・及しで"り。本婦にお

け.それらの有用錐はまだ充分検討されてい泣い 当

綬室でほ!o年ゑトレフ'"唱を使用しており，そ

れによーて得ゆれた心電鋼所見を竃動野道修所見と対

比い その有用性を，.ぺた

Z 対象と方法

対象は典型的.'"編集作を有する患者で ".自民政

陽性の<3例{男29処女，.開，年<>はお-"才，平

局S3.7才である心筋使.後挟，.'"弁膿盆先実性

<嘆息伝.，.書籍克也心筋提出よび後心症泊S際部

服用例t孟本研究から鎗処された

遭働負荷装置は崎軍曹州"製 P レ <>，I' ~Iνを使用，

負荷方法1: Ell剛 ad ';'明度t舎により".. 適度と傾

斜角度を1分割6:lIJ'rζ段階的に増加させた。血oderate

江胸痛が出現した時に運動を中止した 属事方法はI

関電極>?v. r:. V..に不関電極をU .運動前中

終了後の間テνメ タにて心電図を連続包却した

連動負荷陀.. 留の陽性".障は.ST.~が horizoo

'01又は"".，智.nI"で J .~より O.例秒にて0.1

mV以上'"した場合である なお sr降下度とほ

忍島中終Tiiのいずれかにてa盛大町降下の健であ

る

定動脈iII包j法は大節分の例にで Judkins法=より，

-1< S抱~t会にて..行した 左足動銀は約30度の省

前倉時方向，約伺度の左前斜方向 右一叫定方向にで，右

窓助隊は釣30度の右閉斜方向齢世度防左前斜方肉よ

り philiplll.製 imaceiD.teD・ilieru:::て11'詳した
シネカメ，は EelairQV33らフ4ルムl玄主“""WX  

を周も、 1珍聞......，守にて鐸彫した。

冠動脈所見r1~1旬以上の邑質的街震を狼窄ありと判

."院医将大学.-内将

治・

定した

z繍 a匹

褒川左sr降下度と冠動眼m筈の関係を示す負荷

il1 ST降下JI:と窓勤脈.. 害後般の関係

OT揮下<<
障害健敵

，十

"し 'tt .tt ..愛

申.10_0.四回V E ， 1(1) '(吋 I~( d 

由.10_0.割且V
4‘ 7(1) '(量〉 . ('】 開 η

+酔

止剖皿V且上 • 2 1(1) "・】 畠{吋

~ I • I同町|町叫 114(11) 組【Eη

( ) 11.111副陶行を有ずる例を示す
J;' IU~ pくaωa

心電図所見にて O.lmV臥上智T偉下舎金たした.. 

例中"例。8・9的 '151%以上の器質的機事を有した

0.10、-0.19IIIV ST降下耳障 (AtJ)および 0."‘..29

固 V51 "'7"碑(.，野〉にて多t支障寄例はそれぞれ1.

例中8例(53.3，.~) . 20明中9例《・5.0，:)であ令た

のに比し 0.30固v以上 sr隠下鱒 (CO)のそれ

は8例中7例 (81.5%)とはるかに多(. CI撃の忠勤

緑樽客..の肢は...欝に比して有2障の盤をも勺て増

加した (p<O.O・1).-赤側副血行もAおよびB欝

に比してC欝に多〈 目 8例~ .例 (62.5"...) に留め

いずれ色多後...例で~，た

ST陣下度と最大冠動.. ，突事度との鳳係肱夜 '"示

すとと<.76J' .. 以よ猿窄を有する例は.oにで15例中

13例 (86.1J';)， B I厚にて却例中15例 (75. 01却で~，

たのに対い c."ま.. 時金例がそうであ，た さらに，

狭窄遍噂を91%臥上とす.と，その綱JI:はそれぞれ15

例中S例 。o.om ，ZOf時中8例 {ω"の目8例会例

ロ∞訴のであり，それらの飼係には有怠の"があ弔た

(P<Uωめ したが勺て.負荷心電図にて・ 30mV

以上"sr陶下をきたした樋舎に低""臥土決権の存



唱和圃隼8.1!(8， ~酌〉 E • ." 
E鰐7園窃覧会〕

1. 運動負荷 UCG

-健常及び弁盟症例ー

野図汎"..荻濁啓字・

天野直美・ 紅露恒男・ 伊藤良雄・

1 1孟 0'"に

<..盤評価のーっと して速動負荷による心電".心

音図。..:.>t白書乞血圧値 体a酸素f育費量の度化の検貨が

a:.く行われて1いるが，心不全傾向を有ずる例において

は，‘昼食荷による検討が-oJ慶であり，買巴心Z買収.. 

性及び左盆径に2置する情・建築."担喧〈望まれている

】I ，晴象と方法

NYHA. ":'-M総分舗でE度以ょの心不金傾向を有す

る"において.可飽と思われる..，.，.を$0watt 6 

分間と段定し 慣常男子19低憎帽弁狭窄定価s)

"仇情相弁閉鳳不全霊 (MR) 5仇大量胎濠剖'"・

不全霊 (AR) 8例を対象に b;eyd・e噌抽.eterQ)単

ー水n・遷動負荷u位にて纏行した <電置は".. 芝

属専の也テレメ タ による掬忽双臨'....を'"暴

し体..，.摘..の測定はダグラスパ?タ援により 1

分毎に行い 0， 印hの分析に関しては7タダ躍a
RespH1yzer BM.lOを用いた ..a依マンシ.，

ト接にて 1分毎に測定した負荷附負荷~6先負

荷後6分を週じでの UCG記却は東芝 OlAにて行

い2.25MH~ の須組子を周い伝送り速度，"。

""，，;-とした，金経過を通じて奥野t.Ui!.織を得たも

のにつき. £崎議 (HR)，血屋倒的 怠..鐙費終

期径 (LVDd) 収縮終期径 (LVDs)，左舞金忽出量

作LVSV).分時左霊会則自~量(TLV 側'p叫，体

E陸景f育費量 (VO，).PRP， VOωBR 可JOMEB/

TLVSVのE分留の経略的，.化を磁針した 友章容

.に測しては源問として Pombo;" IC従勺たが，

LVEDVが"mJをこえる場合怯OiblloDのま"

にて補正.~した

.東京大学!!"'1lIJm内拘

E 館第及び考鍵

負荷喝の4崎放の反応犠;<;をみ.と 交感荷量ヨ誌の

鍋与により.各島とも還劃凋始1分後に大き〈反応し，

a後出三官プラトーを形成した MS I障は他務より

有志"高い心崎放のレベルで反応を示したが ジギタ

qス使用中とはいえz 多くの心'細働側を含んでいる

ためかも匁れはい

体....講..，玄各Z障と色心嶋2訟の反応より遅れて政

策欠損の綿を作り目運動限治._s分 ζ約"'mJか

ら鈎鈴'mJに遣してプ，ト -H~.ftし.各E厚の反応

の大きさには有""怯..~られ'・か令た

一£崎当たりの.... 還鎌倉監を表わす単，.尿 VO';

BRの各欝の経倒的変化払 AR，MR ff:ともに比観

的‘盆例が多か，たた.か.健常務と岡じレベル E反

応し，有'~.~包量が充分に傑たれている ζ とがわかる

-1i M5欝は.<，菌数反応@粛さを反袋して，酸素

脈は僅僅をとり，摘出効寧ouを露呈している

altQ'IOI“としての平均大量..aの反応，.，えをみる

と， :1-;費とも迅速に皮Zし..医大僅に到迎するが .. 

鋤胸婚 2_金分で来構循理の運動への遺応を反験して

念、やや低下傾向をみせる ーヌ晴.，た"'''0能を

"λる心筋の....澗費量を示すといわれる PRPの

動きをみると，迅速反応を示し還鋤調鎗1-'分で

b副rhlevel.に遣する M誕;.ARMともに高値をとる

弘前者は心姐"依存包主であり，後者は血JE依穆健生で

ある

T"叫 LVoutpueの働舎をみる.強調官E揮では丞動

脈絡も分で金大舗位健の95%1C渇してプ，トーを形成

するが..... では初""安傍苅の2:i.%i温の増加を

示すものの次いで徐々に誠少し遭動による箔幽Il

の増大信充分に得られでいえ斗い。!IIR.AR I尊陪他鷲



園 包 • 
より高いνペルで反応し，前者では遭動開始2分程で

最大値に速いほ!まプ，トーを縫持するが後者でほ

4*僧団剖週曜荷U祖少する偏苛をみせる 健常曾での

coとvo.との関係はDoBald，Bev句....らによれ

ば vo.0)保放すなわち U の Vo.の増しに対する

Qめ増し分はそれぞtt.6.13， 5.Mf，よどとされている

念式稜々 の.."では.53と包弔たなお綱民保叡隊

0.93と高値を示した

T悦&1LVolltp凶tの構段成分である a・<oILV・.... 

ke 1'011温・@動・をみ.と。健常"では.. 検場む芯を

禾い '-6分後で・回d7It&teに還するが， ... 

"では遭節風始後指援し. 5_6分の時点で安... の

約.，，，の.."を示した "'"も"11に還動開始後

様誠を鎗~， 6分後に安・a・e約包."の極少を示しb

-方組R，障t三墨動中得隠冨立ーた旋風i孟示さなか令

た

醐

• 

縄問"

加

調 t36912・抱

トEu..，胎+R...明 4

.， 

6ω! -
D・

制

.... ， 
‘ 9 1:・岨

ト"附昨..Reft.."....

金額医学.思・.'~

ζの点を LVD也 LVD・の制唖"から更に

'*'守してみると，健常群~Ddほ遠島司併を遺じ.. 徐

な準大をみるが.夜化量"微少である ー方0.，玄"

'既始後より'-6分に豆..でほぼ竃鐘的 ζ揖少し，

種計学的ほ有奮のa・'"反応を示すすなわ急健常温障の

心剣幽量の蓬硲ゅの漸増的反応の主体玄 左重量態に

腐しでは.D・の選勘に対する還応的反応であ.と推

測できる なおDdの r酋~"院副・であるが，

遮助絡7直後程比厳して鈴秒-，分後の時点でー造性

に増大するようKみえる ζ れは温働経了後交慮神鑑

"裂が急遣に様鑓するが， .粗O~ H阻 m の.."速

度との聞に"間的ずれを生じ.Fraak-8也.rliDr.... 

""呈しでDdのー過性の副首舗がみられたと...更す

るζ ともで金<i.MS I障についてみると， Dd， D.は

ともに逗鋤限始後期減し. 8*&にほそれぞれ""喝

の12"，. 11錫湿の調凶Pを示した また""'撃でt孟

•• ~ 
• 

ミ

3咽s

副

'ft‘2 ・9 12.io 
トe...... 品加 ・ 叩

" •• 
sωsトl 

h .， 
鈎 l

• ω 

ζ 凶.... 3 

ー
. "・a

市町.....，...RK..."...

l1li1 LVDd.. LVDaの包接骨的変化



喝剥騎.3~ (3， 1980) 

Dd.D・ともに"化は盆少にとどま唱た 方 .. 

'で1:'Dct tま翠動開始e分で豹7郷湿の減少そ示す

が'"の，.少1'12~と訟り有.で11t.μ、

....での SV，Dd， D・の.. 少.と.<<1'との闘

.. をみると(園2)，NYBA.心..，金属で.盆度の

高い例ほど SV，odの樽少率念t:1Ir.IC高いζとが.. 

められた

ζのようにむ00 を利用ずるζとにより.墨動~

e左2の働舗が明らかに~るが、区R， AB のように

逆恨のある庚患で払大金匁"""働・5・.~，‘礎に犬

舎は複.で鋤いでおり， TLVSV IU:;;*い拡有効

拍幽量がどれaあるか判定でtr.;:い濁点を有する 今

園事実々 t意外的運動量がー定で~り vo，の経略的

夜化も会11開氷・であるととを確かめた上で。 VOJ..斤LVSV ~J:る io.... を検討した 〈眉叫， +oz

IIIR 1主有効忽繍uと関貨の震.で~る念たとれと

TLVSVとのItが健常Z揮に〈勺ぺ小さ附れば小さい

程逆指呈が大.いと考えた 草B I障では ζの指敏l孟

健常..よりもIiいνペルをとるものの."..による糟

1>>反応aは鑓調.. 障とm・Fであり。遭動に対する有.，心

送血量の増大反""孟充分に僚たれている ζの有効心

送a・m・大u;の*，U'.t主TLVSVが大4・忽震衝を示

さはいζとを‘えれ11.逮...の揚少によるもの¢僧

ヨ属される Uお.....も....と'"慢の反応を示

すSえその皮Zパターンは..11と。'"‘忽。てい

るようにも4与える とれが軍鑑.. の穫によるものか，

uの網甥の縄温そのものによるものかに関してi玄今

後険針-t-!:Iloる8・0でるる ζの退局@の追認.. 揚少

反Zに調して1:BRの場加による ω叫 d山凶a

毘 • 鎗a

'0" 制限 τLnl¥' 

，.・剖 ， ，・， .，齢

凶

t・， ;--， 

1 i • • 12 24'a.I.2. 3 ・ '--ah z 

.3 Vo.tØll庁LVSV の盛時的，，~

隣ri岨の極少。.，.，.悼e剖，出地加問1・"reeの

被少が網島，"ずるものと恩われるが江おZ手綱信不明で

ある とのように心エヨー函を利用した追認佳Z寝室の

蓬働"の I，~町11 sow， nc¥u.，itaQt tlawなど血

行.患の検討に2医して隠すO.tBRJTLVSVtJ:る m

cR::E It有効径一手"と怨りうると恩われる

か〈のごと〈運動負荷心:.:=-!Zによる乏室劃盤の

邑羽町針.，ま 弁護.. 例におげる禽想!皮-弐の検

針lζ有.，でありω 臨床ム地処管理への有効な情報

a.‘しうると考える
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'" 包 • 
賓調E 肘.

さ番下 MSの場舎に左房の助金について怯飼何で

したか。

"舗 竃動中の志望'同倹針はしておりません

.，..心..一因盆i孟iE'M"<.'、の楊舎は SV~ c。
路大体Zしいとさ弘弁嘆径の渇舎はその絶必盤が正

しいかどうか疑問がありますが。その点は如何でしa

うか

野厨今回は絶対依そのもの怯余り問題にしておb

ず.tim.伺'noを追うのには締わはいと電電えており

ます

芦鍋 ζういう方法で p必ysieal.~pecit1という

.. 賢....85・.，~

のは。どのように判定したるよ.'oか
野国今国の"冒d，は aiqJeI併 .1 1“~ですの

で，.，..剖 ~p岨.，を停備するの陪継しいと患いま

すが例えば>Isについては SV含，.動中にぐん

と..てしまう.の包 ~p岨t1 liMいだろうと考

えでいます

紅"今回の研究俗間ーの・inrl・... もl舗 Aで各

疾患震のDim伺創価がどう変化するか，実2僚の体で

厳現時をうま〈使えるかどうか怯 QX1ift1P叫"が使

えるので陪広いか 辺謙量の検討については VO.I

BRt:皿.VSVが多少とも臨床に役立つので信忽いか，

Uどというζとを検討したわ妙です

2. 狭心症における血行動態変化白樟討

一自転車エルゴ メーター運動負荷と等尺位負荷の比般及び

ユトログリセりンの影曹について

伊蕗ー綿・.村上休児・

西島宏隆・本間

Z はじめ巴

狭心霊の."，のすよかでも鍵作中の循酒量動強について

1<.来解明"点が~tl< 江い" 本高野究の国防の'"

tま 還動により号無<'"を爵発した婚の血宵鵬忽の度化

を知るζと，第2i孟，匂u凶 eeJ:el'elleと IJomet-

nc Utt'el.ICの暁畿を比叡すると。 "31走。.ト包グ

リセリンの~・を知る乙との s つである

E 剣 ."ヨ"、
典型狭心盛S名神包得皐織力.t2名で這動負荷に

より狼;.(..AJ遺作がZ再発されなか9た省(I厩) ，名と

労作性茨uliEで換<."発作S甥発された事"欝) ， 

名の計H名である 冠動脈写で..，g以ょの検事を有意

・北海車大."司..・sa内絡

潤・ e 安回舟ー・

の疋a血管府震とした .，院院3後刻夜瓜」ヒがs名とz
""が多い。

E 方途

選周防負荷は仰臥位g・，..ルゴメーターを用い 負

荷量I:!-3分自に袋4嫡必発現し.さらにe分冊ま

で問岬負荷を続けるれるように決められた。血'"本"

.. 益広て，心電図は金属喝を径"的にE録した スワ

ンガンツカデーテルそ飾勘震内に留置して飾毛糧管

圧と館勤..墜を凋定い£弛幽alま"脳冷却プドゥ・・

複 10000)注入による燃楢釈訟によ令て測定した。ハ

ンドグリヲプ負荷依.1険大鐘カ問%でa分略行，た

よユト固グリセリン怯.O. 3 l1li'宮下a分後'"ル".，

ーター負荷を役与."，周司F負荷量にて行い比叡した
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仰臥位・・.%~ゴ，ーター負荷縁負荷盤降 11障

で平局紛2lI'att (210-“めで~り UI撃で事勾

忽8，..att (128-お.，で~り決心痛発作"の負荷"

肱 101 11'&1‘{関_162) で~ラた署長心症が現衡さ

れた代..~を釆す"'.，弱a 男色定刻限"は

S鹿刻家建左主.・m震のU~である 負荷により

当初血昆.(..foat.(..係書院ほ調臨す. 心電留に町

毎分の笹τが幽現し.，.に，，<帽a炉提現し血亙と<慣

."ま箆干し...aと野毛纏・屋"審理売に上昇する

"習を止め後位備が洞えた畿に，血豆と‘NI:t:1ま調・.，
してm・に".た.. J 1;1; 金"..'"負荷中の4二唄能

の屋司的"1I移司~. ..に左重ー但仕事頃'障の変化を

慣触に鴨宅担管庄の.，，1:をと唱で宵者の関係で示す.

"尊〈。悶実線〉は.iIl助役右上方に.. 鍍に地移ずる

ーホ nw(..印破船".，酬の当初には右上1J'~

問うか唆心衡の見現何回3とともに右下方区向号事
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らに右下方に掬う者.そして局審の申阻盟をとる塞が

みるれた

最続医学・"・.'~

L

i
 

e

-

-

a
o
-
-

A3
Rみ
毒
幽

S
〈
、

a
a
a置
車
hug
-
Z
?

"
?
一JRq
-包

。

• 。，.
・草創

守~.田
p<O.O 

• • 
• A‘ 

‘ :: O~ • 、 1・
Bお ， .・
=--~.O ;- ‘ 、
ζ -¥.5 -1.0 -O.S ・..， ・w
玉 "臥依・・量.，色ルゴメーター.詞〈企左重一園陸.
Z 峰aJ~肱司E姐脅屋7

a 

園， <Nゴメ ター負荷とハンドグリヲプ負荷の

.. ・量的軍湿度の比後

還勘当初より右下方への櫓喜多"'''い者".定血管術

夜が高度で~.た勺まり低負荷量で右τ方への信位

の強い省ほど.，.，伝的に.'"であると者えられた

ハジドグリ，プ質調 咽町霊大霊力のちら S分

間で行，た 商事@ダプルプ回ダクトに"をみない

E欝の1例で唆心症が発表したが他は 11障の症例を含

め心電図夜化と後，...，意発哀しなか句た E盟障は...

'中，...，敬と怠JI-但仕事係放他経度増加す. ー方

BI障では，心保散とー個拍t担保有院は滋少する 企節毛

細智，.，まE欝で有意に高札 ζのよう隠 11障と..撃で

は異"る血行自由鰻を示した

仰臥位....エルゴメーター負荷とハンドグリヲプ

負荷の比依 《園"エルゴメ ター負荷とハ:-1"グ

リヲプ負荷による，.，後釣Z程度を"左章一E仕事保

敏/ム締毛細..，.で表わし.周-1':例で両容の成績を

比敏検討した両省の拠係は. r_11鎚抱 (p<O.Ol)

で有1Iであーた つまり買'.1%異忽令た負荷緩支でる

るにもかかわらず良い相闘を示した

Zトログリ包リシのe.:<!III) n.のうち7例

で ニトログリセリン綾与mと 0.3me舌下S分後

の.，レゴメーターの開等負荷量の成績に比殴した . 

'ログ 'lセリシ綾S事前後で，ダプルプ包ダタトと£保

般には，.をみとめずよい 晶子宮グリセリン役与後の温

動では，左室ー臨仕事係肢は艦寵上昇するが!も。と

も著明江特徴は前毛細管匡の低下である す岱わちι

ト園グリセ"の包誓路左蜜仕夢量を噌すととより，

隣毛続審Eと胸鋤脹匿を奮し〈鑑下させるととにあ.

ょうで~.
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v " 省管

本研究の~1 1i. I動負荷による喜良心霊9豊作笥の血

"助"の度化を知る乙とである 針作住宅良心盛で.. 奮

時実感'"犠"""甥発された'撃で隠，左:.c.-t士事初訟の

槌少と野毛細管墜@上昇払ー過性~.白濁するζとが

明らかにされた とれば心筋盆血にもとづ〈心S奪回収
・不全を反S廃する夜化と思われた ずSお狭心震が喜男突

された鮮のなかには狭心"'，の発現'-11'はE常と間閣

の血骨鋤聾をとるが，.心発作とともに心筋の収緒不全

H たす者。狭心発作以前に負荷に伴い心筋回収組不

全を@たす.，両者の4炉問型を示す者'"留められた

ζれらの織脚祖霊l!1;-，̂ 1;1健ー図仕事係数1M<

毛組1'''で表わすζとができ。それらは窓血，.. 何度の

程度とある里震相関した '12は.dr'.mio・U n:i811

と 1制 metnc・:UreiIRの成績の比叡で$<が，両者

の網島酎祖霊皮''''左JI-@j仕事保歎/企飾毛細管E

信良い梅蝿を示した 等尺栓負荷では0 ・度のストレ

スで心錆の院指不全を皮換する特徴ある血行動鱈を示

すζとが分ーた・尺盤負荷は匂-同...間"

と奥なり体調度寝摘貨の増加は!Ttt， <後負荷の増加が著

しい狭心喧例でli，!乗心"の従事にいたらな〈とも

，."飯周辺の'"炉喝の増加定たは取素絹紛吻衡の

T>パ"ス怠どにより，思，.不全を金たすζとが考

え.れる舗が今後解明すペ舎周恩'"要されている

第三は，晶子 Eグリセリンの影・をみた品ト gグリ

セリン院選".耐性を増いl<<明作を匁えるのみでな

し，.血にもとづ〈心震の収盾木会に有効である

その縛司民俗お毛錨嘗Zのaま下が主であり，(;品写係

書止の".，ま躯皮であ。た

W置~とめ

労作性喪，.c..... を対象として，エル，"ーター負荷に

より羨む盆を震発させ血行動盤の度化を..し，その

尿績と等尺色.. 曹の成績を比叡検討した また，ト冨

グリセリンの...を検針した

本窃究@一司51:.M居偉人代謝民需荷台宗還金 r.. 血性b

~!~Ø冶ヨ医と予鈎効援に縄ずる共同窃究JO俵究畏Kよ砂な

された

1I:猷

1) Ra野一伊軍事ー舗宮本 3・血行動恕の立場

よりみた狭ι也槍aω23，1918.
2) ~lter， B. D司 Yipinuoi，T.白.B.uu也~，

F. J.， et此 L eft'fea師側w.戸rlonnonee

durini mild lupille Iof uemse ;11 ω-'" 
arterr diIRue. C田叫.';QII網拒L四割8

め Belfant，R. B.. DeVIlJ.. M. A.姐d Mei，ter， S. 

G. : Etf，則。I.~回幅削由同 haadarip

enmae 011. left 1'ea官匂ula:rpetfOrllLlLll胆

αirelllatiOIl“".mt. 
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蔵庫〈東京司阻却 >N'メーター'闘で唆£痘が

発現した時血豆が上鼻する者と下院す.者に分れる払

血行動S上の劃客あるか

... "也拍血亙M下降する者tま心榎.. 不全が聾

度である.. 症例に多〈みら札上昇する者でほ比俊的

"領軍司隣.86._.8~ 

心槍能不金が‘廷であーた

中村"'-却，.. じ婦と心電図。1<"そして血行動態

憾 と乙でコネタシ.ンするか

伊E・"'大}血行動舗の"化会人狭心発作の鴎図か，

その結果としておと噌たものかは区分が活かしく，今

後堕されたf.daです

3 心放射図 (RCGlによる運動員荷の評価

門図和

川下憲

紀・ 神 原

合

書 文・

ー・一 河 • A品、
4・

Z 隠 Uめに

"'1ヒト血柵アルプミ:.-(RISA.)をトレーザーに

用いた4二教射図 (RCG)は 循環血液畳指よぴ<-崎白

星の測定法としてヱ苦な方法であり 鰻周されている

今回さもに切..釘，-，釦叫1511 により方£、

隣室心および徐容量の調定を行。て.，.，.色<、疾患

に右砂る血行動.<;<の方法隠よoて倹討し と〈に

週闇負荷による変化について・"ーする

1I RCG C・mpartmelltaDalyaiaの

原理 (111) 

右前".. かる急還に注入された Fレーサーがー定の

波量?で全身を彊理するととかみ全身を右4、...

左，.(.，の3勺 吻 ωmptU'tmeotと.夜りを'*として‘つ

の ωE岳明rtmmtをま豊定 L州全身の司'lI血崎量を，詰

のおのの平均温遺書号閣の比慣によ勺て分置すれば，そ

れぞれの容量が得られる

実設にじ左 翼coに対し.....喝切m川puterを用いた

sim嘘bt;o且..円嘗を fitさせ とれから厚司直透均

聞を求める方法がとるねる〈図"。

<賓績に当てられた R白から右ふ肌左4止の

早均遅遅靖簡を求める ζの ROGによる心拍n

・京包大学!'1tii~賢三内向

白川町 0・tp.t:，._ BIood V・i・-山廿"目'"0.

RIKU H"“祖TT._Tt

L・・. ，・TT，-Tp.，."
IAIt Hnrt : )lTTl・T'
...，町b-.¥lTT.....a.....

-"・円，-:-tGTp-.IITTD 

園z 心欽射図の原理

1ま司区滋伏患では U岨e問師dを多く含むので，罰法

接より約30%開閉u_.するζとが知られている

そ乙で簡略に。左拐事2勧聞で問機にE鎗し 心嶋白量

すた」わ争率鳥←吋...聞の縄正を行う

m '"泊客室と左Z窓生還終期容積

RCG による盆辺、容量とほ，左努ー左室の平鈎院な

容量を示しているものと考えヲれるが。正常例および
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a血栓4己犠，'"例の左室温彫より得もれた左室鉱彊"

m容言置とは0."のよい紹興が見られるので BCGに

よる左4容室から左""蜜'盛期容積が憎"で舎ると考

えられる〈園町

IV 温'自負荷 aCG

右対&'"より目炉心静脈カテーテルまたほ s.阻

G.nlカテーテルを揮入L.安定して着実なトレーサ

ーのよ大鈴様内注入を要す運鋤負荷は 仰臥e立にて

.. 醤制動""Nゴメーターにより "wから謙次i官加

する 臨床包伏と心電図変化に注怠し訟がら l分ピ

とに p回舗U四I"&U prod問 Zを測定し 安.錦の約
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2倍になる温度を目揮とした

選勤負荷を加えると.RCG 1:園4のように第 1埠，

'"穆ζ もに定備し (.，;E出量{22倍以ょに増加した
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u.roke .. 。血=にも楢舗が見られた. ζのときの血

複分布は， <<に示すように右心、航左心に増加が

見らすL スターリ y グ鎗泉を示すものと考えられる

ζの例でl志翠動負荷命曾衝は窃発されず P<飽

lu.re rate pl'・d¥let118，側担。から'"，ぽ却に増加し.ま

た諭勘震の鉱覆m固ま"から ω也mRII'にまで上鼻

した

V 錨 果 (111) 

対照Z判例と虚血性<<廃息 IHD饗12例についてI

安'および運動負荷 RCGを比駁すると， lBD I与で

制他出量が少なし左心容量が串咽肉にある机有

.でI~r，n丸

運動負荷噌の R曲，f ，~ーターを比政すると，

lBD I障では'"姻血量はやはり少."暗ま加で。右心，

陣容量怯多い鰭帽にあり 左心容量について明らかな

霊を阻めるととができる RCG パヲ〆ーターの変化

皐を比叡すると有窓でお勺たのは1<心容量についての

みであ吻た lBD I撃のうち"聞について，S"&II 

G餌. .テーテルを挿入し 続殴尿Eを測定した遷

魁負荷により廊動保Eは金例上鼻したが，左毛容量は

必ずしも増加しない場合がある 左心客塁愈噌却した

例でほ。脈動脈鉱3盛期医路大体 20IIl1IIBII'以上上昇

しているようであー，た(図5 左}

図E 右tS心機盤'"患を?鑑定する箇である 左2拡

蜜終期医として衝動淑鉱張.，æを代用いまた左室~

纏湖底を血圧貯による収..，血庄で代用すると -"  

M拘 keworkが求めらオ'"動負荷によるとの指4・
の増誠と，腕鷲際a.鉱彊.，a.郎副院尿It彊刻庄の変

化から心臓能血織の"異が推定できると考えられる

"まとめ

RCG I孟iI"妻的に左心..飽を見ているとは省いがた

~~\; 
，. 

"合

a提訴医学...棒鋼"号

.州

Ert 

2伺 』

却 炉

。 . " 
Q 1$ J・‘，.聞"

p_¥ OP 

箇 5 ~t)~および.."負荷害舎の左心容量とー司心仕
事保訟の8移動，.. ，夜周圧との関係

も¥しかし， ζ の方接I!~侵民的で，と〈に遭動負

巧を左心.テーテル中に行う ζ とはむつかしいが，

S符'u-<l姐Z カテーテルを使。てE 容量関係の解釈

ができるととを暢告した

との出I-IUSAを用いたRCGは，われわれの緩

"では. .固までの遺恨的な針認が可.. で~払さら

に他の組み合わせについて検射申である

質量肘 a・
戸樋〈久留米大}羨心包呼吸医患の幽乱心電図

夜化努と。左見喝事量"化との関係は

門図(~呑}個々の関係について鎗割衝の得りれたわ

砂ではない弘左心容震が増すという結果であーた

罰金心エヨを簡略"行?たこと"

ヨ魔者 間陶に行う ζと陪図鑑である

木村(巨本Z医大〉虚血色£咲患をただ遭勧させただ

げで比叡しでも本当のζとは冨え注も、

得康明書E大〉 ζの点を考'"'して-IODonble p仲

d凶が2傍に"る，.で比叡した す"皆運動時間左室途

彫について盗殺がある方はないか
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.1 ST防下度と媛大震動民総唱度の関係

障害位置
計

E出耳障 • • • • 羽例

品帯出現師 u • • .. 
が憤定 '"也岨B

をそ示唆するといえよう

負荷心電図所見にて陰性u，史幽現と窟勘"'陣奮との

関係各."ζ示す陰 性U麓幽覆の."."ま...脊障の

忽い例にはみるれず 1伎陣司書"例判例閣 0・eh

Z箆陽書"例~.例 (60.0%). 3 t支n・""開中診例

(69.2%> でめり，障害後~が多'"るにつれでI 増

加した それらの聞こは有虚伝鹿係がみられ危(P<

0.0(1) したが。て 陰 性U政幽衷の僚にri.iiI時保

に墨質的放軍の得奮を示し.多彼自.曹の可鑑性が益〈

疑われる

翠動経T¥tの ST降下..タンと窓動隊，."の関係を

褒4に示す運動"了後にお貯る ST降下が "ri
副"..又は也p'lopilllの..タンにて回復する"と

dOWII¥Tud・lopillj'を"て回復する醇とに分匁した

筒者の幽痩身震度は.，.鱒司書にで'"時中12例〈初.O%)，

"実鱒司"例~"時"逼 S!"，切. ，綾隊司書1・例中4例

(28.S"')であり.隊司Z後燥が治すとともに滋少した

方，それとは反対におWIIWard;f，;;1ま陣省後設

が多〈なるにつれて治加した ζζで謹白すぺ舎点ほ

陣:mのはい"のR 陽下'"健闘・""それと開じ

o1oWIIW.rd ;fタシの多いζとであ勺た したが弔て

ζの ST降下'，f'νから窓動隊員・司書の.I!!I'を予測す

T 

褒. ST降下パタンと窓勤稼.. 普段散の..，眠

本郷で俗労作配、症の惨断11:'Tスター2階段低織が

多〈使用されているb久その蛤阪本はトレ 7 1'~"""'P

エルゴメ -，.c劣る その竃自として1111aD:笹援他が

幽現す.のに必要屯還動量が. .，分で"いζとによ.

本研究では典型的検£嘱幽褒まで遭鋤を施行し得た例

を対象とし，体側中"例 (88.4却に窓励降旗窄をg

めた W"""ら・"よれば."，に co・ら'ほ..，留

に.ー方濁a島区.. 中尉粛な'ST陣下のみの濁合には

それぞれ舗%.641..であ，たと述ぺている

連動中に鈎輔がはくとも ST降下の程度から.その

窓..，眠狭窄の程度を予砲するζとは可Sをである 0・・

w_切“によればo.3mV以上智r降下例にお付

る3""警の占める割合ば."留であ，.著者の8例9

5例。2.5!'..)と陪"同じa震度であ司た

ST降下の置度ば心筋a血の.....やその広がりを

反映している それを決定す.主なる函手と抱るのは

窓動眼練移度である Zohm舗ゆaによれば15%以上

2提唱が存在すれば還動鼠厳における虚血佳変化の幽現

が麟待で舎ると途ぺた 著者の鎗泉からも""以よ茨

窄剛志ω例中将例(8之助のに勉め.さもに O.3mV

以上町降下を昼した金例に91%与はめ後弔を有した

陰佳u，度"異常とみなされ.. 伊. G<nぬも"によ

ればa:動鼠喰にで強位U践血現陪"嗣下行総決窄の存

在を来すと遮べた 方.著者の場合，隊嘗俵mのa・
2固とともに険性U訟の幽覆規皮捻著しく唱し 短調防'是

正常例にほl例も幽褒しはか，た

町跨下

o1oWIIW悶"吋d110。叩"巴喝， ST陣7例の1例を脅伶.，金例にz窓霊
.勘崎医2畿史可布，を有したと蕊ぺ叫.虚血佳度化4畳量示すE所育見とし



• 
ての重要後そ景唆した著者の場合窓刻展局審後震

の省a固とと‘にかかる，~， ...が多〈芯勺たi><，窓働.. 

Z宮S例中・"に.，.. のパタンが"要した したが，

て.著者の...から隠 u窓動..例f督当住性u"を怖

さ.ST鰐下!I又t怠パタ Yにで怠'曲家疾患例と."ず

るζとほ蝿しいといえよう

ま と め

トレ ...!'tk訟による胸痛樹現例の負荷心電図所見

".霊....a帯の存在を商事に惟測できるととを借衡

した

文 .. 
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冠動脈造影所見と運動負荷心電図所見

石村孝夫・山 ロ 洋・

隠じめに

翠動n奇心電匿の~断的医健Bよびそ@周.. 揮につ

いて樋討すぺし閏u例認S例について""震趣..隠

見と~lPJtUI心......見を鮒比険"したので鰻告する

伝おそのa慣の-&uすで巳健倉ずみであり..割配愛

した

1 tla!tぴに方途

思者ば駒舗をま婦として来銭し窓勤探炭阜を疑弔

て窓動!ft:. tr:aial民を..符し合計調S例で ζのゆに

は明白t.c..陪慎重。労作位決μ心症から.非定型的問胸

"4のP宅情R・..“

省あるい棺おそるく畠質的病変に盃づか絃い単位

る倹偏"-であろうと予測されても，いtだE断定しかね

.ものきるにt左翼""史ι嵯までが含まれまた梼晃

後心筋... 弁県...心4契機や，ジ'f'~:1.， J 漣斬網

伝どのh歯a・中@ものは緯外Lた

憲治康調賓の分'"ま途膨F野見により 主要忍動脈=

10・，以」ヒの良窄鏑哀を有する鶴 (ASHIDt)と，有

窓のa窄S可哀をもたはい隣 Gur冠動躯所見Olに分

刻し， .ASHD I障はさ切に，過去に明らかは心筋梗書

受"を有し 心電図L 明白包使.'~，-...を呈した....oと，そうで低い"複_"1::分却し先

通勤負荷11Mutt. do凶b1.ニ屠島氏厳司'''10とい
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心筋梗書後<>， ~らかじめ.....震が援おれるもので

は%・同，1.量からはじめ珊性のものはそれ以上の

負荷""行しなか勺た遷動負荷同電園の剰定{ま1騎S

年の他 山rの....のうち， ST下降 O.5mm以L

上昇 LOmmaιT陰性化あるい隠有望Eの変化を

示したもの，および... 不筆原の幽哀したものを陽性

とした また負荷髭畿鎗性のもののうち.負荷後の脈

拍増加が負荷前に比ぺ""以上にな句匂いもの怯負荷

宗十分として除外した

z結集

1)翠動負荷心電砲の鳳盤皐〈褒 1)

ASHD欝隊¥6"時中¥01例 (60，，)が負荷鼠駿陽性

を示し ζのうち非榎."では九%が陽性であ令ため

に愛脅し 復..軍事では50%にさいてのみ陽性で~.たの

は注目される ー方，正常震動尿薪見笥においては

2169時中93例 (43%)が嶋盤を示した

表Z 運動負荷陪電図の隅也副院

l 膏院厳‘..
I 1測定 一一一一一一守一ー

I同位関 陣性側

，ω1・・.，彰 舗

"“σ416) I 1・
" “関榔 " 
" ・ ・e・3Jl!:) I 1Z3 

豆島"".. 時見

ASIfO n" 
$慢..榎..

忌需u.~持見廊"

.10$以上の....震を有ずるもの

.. :ø~彰朱..る‘、1ま有Zの換有憶を示"μ、もの

. )稽患鯉動脈敏と負荷昆.. 同盟主寧(..・〉

"穫塞酵"例につ山、て健車窓動震2設により検討する

と 単冠動泡眠術震では63.!'6 ニ定郵峨病変では15'抵

三乏勤尿病変では88%の高率に層佳を示し，電車冠動

脈震がふえるほどその諸島健率も高くな，た 一方左

主終節病変だ"をとり幽すと"時金衛が樋性を示した

. )稽..o動脈舗位と負荷双眼周隆司院

非梗..，障にお附る単起動E降腐変の陽性率は60%と低

いが，橿息冠動畏S引ζ検討す.と (.2b)，左前下

行使関亥'"崎のうち"例 σ5)'';:)が陽性であ令たのに

反し，右君"的慌ではS5%が踊也左回震後単独鋳震で

は金例会輪後であり 単冠動畏腐変で陪前下後府震に

おいて負担害防怯$が高かーたとと怯注目される .た

ニ電動脈腐哀の場合も〈褒2c)，'Pr:り怠前下行陵

• 
表. ，事使"鮮の連動負荷心"図

〈・1.車窓助援訟と同住.

橿皐忽勤職歓

U

4

・・・

負荷鼠属機鎗長

悶盤石酬

H (.伺箔〉

U σ..， 

u (S8S6) 

単窓02
ヱU2
三窓02

主主勝昭耐震

-

S

‘
 

S

1

2

 

L己主竺斗」
向 田 制 闘 と 陽性寧〈単間醐使〉

例怠|
負荷鼠血相畢

恒阜冠動韓
.，定例 陰性問

HO  ，。 15 (75珂} s 

." ' 
..(困層〉 • ，ox 

' . ('彊〉 a 

"0岡 下柏 町企宥問国l掴臨

・うち..は VMで"慌下

〈・〉 橿車窓勤.監と調~.率〈ニ忽S防際病室〉

櫨忠盛勤眼

里写匝E
例.

"'‘D.t.C玄

L4D+RC.I. 

'0' イト'0玄

2 

2 

， (O!l1i) 

. (拘.，

o (0%) 

S可変を含む窪伺に燭性率が高い

‘) a."の負荷鼠恩賜健司区〈褒.) 

使穫量草の陽性率Iま釘例命錫例(関彪)と非....震の

14%1ζ比べ.と有怠に怪しさ切に種息意周防".まと対

比すると単霊動尿病変で"ω開中お例 (58%)が常生栓h

ニ冠司自限では‘5% 三電動聴でさえも46%il穐鐘であ

，たととは注目すべき点である

また使.. 例の運動員有心電図の判定に..しての重大

.. 便，，~のft，旬以"結集

負宵且輔埴畢

lAAh?・LL旦23Z}
. 窓 繍 . .. ロ{1:l，¥ "{1:l ~ 
ニ宜胴毘 " 12 I ~':::5 l11 

10 u.:::r: 
三思Z可哀 " l' I!.::: nf 

l'U':::5 ~ 
'十 n 岨〈曲部】

• tH首怠勤震に危a'~"lt~有するも.(窓文..，
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狭心症におげる血行勤勉変化の倹討

-01量調"ルゴ〆ーター週動負荷と・尺佳負荷@比叡及び

エト包グリセリン@影響についてー
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