


まえがき

　本書は循環器領域の身体所見を手軽に勉強してもらうために，これまでの筆者の経験を

もとにまとめたものである。楽しめるように『あなたならどうする，どう診る』形式のク

イズ本にした。

　言うまでもないことだが，最近の画像診断の進歩は著しく，それは循環器領域も例外で

はない。いままで見えなかったものが見えるようになり，平面視しかできなかったものが

立体的に見えるようになった。身体所見は診療の基本とはいうものの，「身体所見などと

らなくても，エコーやＣＴをみれば，はるかに正確な情報が得られるじゃないか」という

声も聴かないわけではない。では身体所見はもはや不要か？　筆者はむしろ逆だと考える。

当たり前のことだが，身体所見は非侵襲的である。そして放射線被曝もなく，もちろん造

影剤も使わないから安全この上ない。その上，身体所見から得られる情報はリアルタイム

で，しかもほとんど道具も使わず，どこでも何度でも所見をとれる。CT はもちろん，エコー

といえども毎日施行するのは困難だし，ベッドサイドや外来，いわんや在宅で施行しよう

と思ったら大変だ。一方で，画像診断の進歩は身体所見の精度を上げるのに有効だ。身体

所見を古典的な指標ではなく，最新の定量的な指標と比較することで，新たな知見が得ら

れるのではないかと筆者はひそかに期待している。

　筆者には二人の師匠がいる。一人は元神戸市立中央市民病院循環器センター部長で，前

大阪市立大学医学部循環器内科教授，現在は西宮渡辺心血管センター院長の吉川純一先生，

もう一人は元バッファロー大学臨床准教授の Jules Constant 氏である。本書の中にも吉

川先生は『師匠』として，Constant 氏は実名で登場する。筆者の身体所見の基礎はほぼ

100％この二人の師匠から手ほどきを受けたものであり，そもそも身体所見に興味をもっ

たのもこの両氏の影響である。したがって，本書の内容は両氏の著書と内容的に大いに重

複するが，これは当然といえば当然のことである。最近は『循環器 physical examination

講習会』を通じて，善通寺病院の福田信夫先生や榊原記念クリニックの羽田勝征先生にご

指導いただいており，さらには『日本の聴診の父』ともいえる坂本二哉先生にも直接間接

のご指導を受けている。書面を借りて，諸先輩方のこれまでのご指導に厚く御礼を申し上

げたい。

 本書は視診触診編，心音編，心雑音編，番外編からなっており，いずれも症例提示のあ

と設問があり，その解説解答という構成だ。設問は４つの選択肢から一つだけ選んでいた



だくという設定だが，あまり気負いこまずにソファに寝転がって，スナック菓子でもつま

みながら，あるいはビール片手に読んでいただければと思っている。

　さて，話は変わるが筆者の出身地である名古屋の名物に『ひつまぶし』というものがあ

る。食べたことがある方も多いと思うが，ひつまぶしはうなぎ丼の一種で，3 通りの食べ

方ができることで知られる。最初は普通にうなぎ丼として，2 杯目はノリやきざみネギな

どの薬味と一緒に，3 杯目はお茶漬けにして食べる。本書も最初は普通に前から問題を解

きながら読み，2 回目は興味のあるところや実際に遭遇した疾患の項目を拾い読み，3 回

目は巻末の索引から逆に読んでみてもいいと思う。このため索引には本文中に出てくるエ

ピソードに使われている用語も盛り込んであり，引きたい箇所の‘あたり’をつけるのに

も使え，それなりに楽しめるのではないかと自負している。いずれにせよ，ひつまぶしの

ように，いろんな味わい方をしていただければ幸いである。皆様にとって，そばにおいて

折に触れてちらっと読み返すような本となれば筆者冥利に尽きるというものである。

　　2012 年 8 月

 室生　卓　　
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3パート１　視診，触診編

　心不全で入院 3日目の 70歳，男性。当初あった呼吸困難は改善しており，利尿剤の静
注で尿量も得られている。しかし，診察に際して手を触ると昨日より冷たい。
　昨日は血圧 126/70㎜Hg，脈拍 72/ 分，整，今日は血圧 114/70㎜Hg，脈拍 80/ 分，
整。5年前冠動脈バイパス術を受けている。

Q1   病態をどう考える？
　　　1． 冷え症
　　　2． 肺うっ血の増強
　　　3． 心拍出量の低下
　　　4． 手を触るのは患者が喜ぶから

Q2   治療は？
　　　1． 利尿剤増量
　　　2． 利尿剤の量は維持
　　　3． 利尿剤減量
　　　4． カテコラミン追加

1 冷たくなった手

【図１】手を触る
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解説

　Physical examination で所見をとるときにまず何をするか？　これは状況によって異な
るが，基本的なパターンは持っておいたほうがよい。筆者は患者さんの手を触ることにし
ている（図 1）。手指，特に指尖を触るのは末梢循環を評価するためだ。心臓は全身に血
液を送るが，心不全になって心臓のポンプ機能が障害され，心拍出量が低下すると，臓器
灌流が障害される。このとき脳や心臓，あるいは腎臓などの中枢臓器は血流が保たれ，末
梢臓器の血流が減る，いわゆる血流の再配分が起こる。心拍出量の低下は末梢の皮膚温の
低下として触診で感知できる。特に本症例のように昨日まで温かかったのに今日は冷たい，
というときは血行動態の変化を反映している可能性が高い。
　心不全の病態は複雑だが，血行動態の把握には Frank-Starling の法則（図 2）が有用だ。
Frank-Starling の法則は，肺うっ血の増強や補液などの前負荷（左室拡張末期圧）上昇に
より心拍出量は増加し，低下すれば減少するという単純なものだ。

Frank-Starling の法則（図２）
　前負荷の増加に伴い，心拍出量は増加する。補液をすれば前負荷は増大し，心拍出量
は増える（矢印①），一方，利尿などで前負荷が低下すれば心拍出量は低下する（矢印②）。
心拍出量の変化の程度は心機能によって異なり，正常心では前負荷のわずかな増加でも
心拍出量の増加は大きく（A），不全心では前負荷の増加に対する心拍出量の増加は相
対的に少ない（B）。さらに，高度に心機能が低下している状態では，前負荷の増加に
対してほとんど心拍出量は増加しない（C）。

【図２】Frank-Starling の法則
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　Frank-Starling の法則からわかるように不全心では，心拍出量を維持するためにはある
程度前負荷を必要とする。逆にいえば前負荷の低下は低心拍出量状態を惹起するおそれが
ある。したがって，うっ血性心不全急性期に，うっ血をとる（すなわち前負荷軽減）ため
に利尿剤を用いた場合には，次に起こるべき事態として低心拍出量状態を想定しておく必
要があるわけだ。前述のごとく，臓器循環不全の最も早いサインは末梢皮膚温の低下だか
ら，温かかった手指に冷感が出現してきたらそろそろ低心拍出量状態を考え，うっ血が改
善しているならば利尿剤の減量を検討すべきだ。
　本症例の場合，昨日の時点で末梢の冷感はなく，末梢循環不全のない状態，すなわち心
拍量は保たれていたが，今日は手指が冷たく，心拍出量が低下してきていることが想定さ
れる。低心拍出量状態を示唆する所見は，末梢の冷感以外に低血圧，脈圧の低下，頸動脈
拍動の振幅の低下（☞p.26）などがある（表１）が，きわめて非特異的で見逃されやす
いので注意が必要だ。

【表１】低心拍量状態を示唆する所見

◦四肢の冷感
◦脈圧の低下　（収縮期血圧−拡張期血圧）/収縮期血圧　＜　25  % 
◦低血圧　　　　収縮期血圧　＜　100㎜Hg
◦頸動脈拍動の振幅の低下
◦疲労倦怠感

解答

A1   病態をどう考える？
　　１．冷え症…………………………………………………………………………… × 0 点
　　　 昨日まで冷え症が出なかった人が急に冷え症になる，ということはありえない。そ

れは「症」ではない。
　　２．肺うっ血の増強………………………………………………………………… × 0 点

呼吸困難は改善しており，利尿もついていることから，肺うっ血の増強は考えにく
い。

　　３．心拍出量の低下………………………………………………………………… ○ 3 点
心不全の経過中，末梢の皮膚温が下がってくることがある。これは経過が良好なと
きに起こりやすい。Frank-Starling の法則から考えれば，心拍出量が低下している
ことを示唆する所見である。血圧の低下，脈拍の増加はそれを支持する。

　　４．手を触るのは患者が喜ぶから………………………………………………… △ 1 点
　　　気持ちはよくわかるが，これは診察ではなくスキンシップである。

なお，臨床の現場で最も大切なことは，医療者と患者のヒューマンリレーションシッ
プである。確かに患者さんの手を触ると多くの場合喜んでくれる。その意味で選択
肢４は間違いではないので 1 点としよう。
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A2   治療は？
　　1．利尿剤増量 ……………………………………………………………………… × 0 点
　　　利尿がついて心拍出量は低下してきている。利尿剤増量はナンセンス！
　　2．利尿剤の量は維持 ……………………………………………………………… △ 1 点
　　　 多くの臨床の現場ではこのような判断がなされている可能性がある。同じ現状維持

でも減量を考えつつならば 1 点としよう。
　　3．利尿剤減量 ……………………………………………………………………… ○ 3 点
　　　 手指は冷たくなってきており，心拍出量は低下してきている。手指の冷感のみなら

ず，血圧低下傾向，脈拍増加傾向にあり，この調子で利尿すれば脱水状態となる。
利尿剤の減量ないしは経口への切り替えを考慮すべき時期である。

　　4．カテコラミン追加 ……………………………………………………………… × 0 点
　　　心不全の治療経過としては順調である。カテコラミンを必要とする場面ではない。

本症例の一言

“昨日より手が冷たくなったら心拍出量は落ちている”
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　70歳，男性。うっ血性心不全で昨夜緊急入院。入院時，肺野に湿性ラ音著明，下腿に
浮腫を認め，手指は冷たかった。酸素吸入，利尿剤にて利尿は得られ，今朝は呼吸困難は
著明に改善している。肺野の湿性ラ音，下腿浮腫は残るものの昨夜より軽快している。手
指は温かい。これまで心不全の診断を受けたことはない。
　入院時血圧 140/86㎜Hg, 脈拍 86/ 分，整，今日は血圧 130/80㎜Hg，脈拍 76/ 分，整。

Q1 入院時，手指が冷たかったのが，本日，温かくなったのをどう考える？
1． 冷え症が治った
2． 心拍出量が増えた
3． 看護師のやさしさで気持ちが安らいだ
4． 交感神経の緊張がとれた

Q2 どうする？
1． 利尿剤はもう必要ない
2． 利尿剤を増やすべき
3． カテコラミンが必要
4． 現在の治療を続行

2 温かくなった手

【図３】手指の触診
手指の触診では特に指尖を触る。　
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解説

　前項では，手指の冷感は末梢循環不全を示唆する重要な所見であると解説した。このサ
インは臨床的にも非常に有用だが，いくつかの例外があることを覚えておいてほしい。そ
れは寒い日，クーラーのきいた部屋，甲状腺機能低下症，冷え症，レイノー現象，交感神
経の緊張などで，これらの場合，心拍出量が低下していなくても手指は冷たくなる。この
うち，しばしば問題になるのが交感神経の緊張だ。確かにわれわれも緊張をしいられたと
き，たとえば人前で発表するとき，夫婦げんかをしたとき，恋を告白するとき，万馬券が
当たりそうなとき（筆者は競馬はしないので知りませんが）などなど，日常的に交感神経
が緊張する場面は多々ある。そのときに手を触ってみると冷たくなっている。

　さて，この交感神経の緊張だが，このうち最も重要で厄介なのが心不全急性期だ。心不
全はいわば生命の危機だから，通常，交感神経は非常に緊張しており手指は冷たくなる。
つまり，心不全急性期は手指の冷感で低心拍出量を診断することはできないということに
なる。これは残念ながら本当だ。ではどのようなときに手指の触診は有効なのか？　ここ
は発想の転換が必要だ。すなわち，冷たいことを低心拍出量とするのでなく，温かいこと
を心拍出量が保たれている，と考えるわけ。手指が温かいならば最低限の心拍出量は保た
れていると判断してまず大丈夫だ。
　本症例は初発の急性左心不全である。肺野の湿性ラ音，浮腫からいっ水状態，すなわち，
前負荷は十分すぎるほどかかっている。また，一方，血圧は保たれており，利尿剤への反
応も良好であったことから，低心拍出量状態ではなかったと考えられる。この状況で利尿
剤を用いてうっ血性心不全は軽快しているわけだから，翌日は入院時より前負荷は低下し
ている。前出の Frank-Starling の法則から考えれば，心拍出量は低下しているだろう。
しかしながら手指は温かくなっている。これは，心拍出量が増えたと考えるよりは，心不
全急性期で亢進していた交感神経の緊張が，病状および自覚症状の改善などとともに緩和
されたと考えるのが妥当だ。
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解答

A1   入院時，手指が冷たかったのが，本日，温かくなったのをどう考える？
　　１．冷え症が治った………………………………………………………………… × 0 点

冷え症の定義の問題だが，通常は日々の変化で治ったとか治らないとはいわないだ
ろう。

　　2． 心拍出量が増えた ……………………………………………………………… △ 1 点
確かに末梢は温かくなり，また，血圧が入院時より低下しているから，左室後負荷
の低下により心拍出量は増加した可能性は否定できない。しかし，利尿により左室
前負荷は低下していることと，初回心不全での緊急入院という背景を考えれば，交
感神経の関与がより大きいと考えられる。

　　3． 看護師のやさしさで気持ちが安らいだ ……………………………………… △ 1 点
心不全での初回入院，症状や病態もさることながら，患者の不安は計り知れないも
のがある。交感神経の緊張にはこの不安も大きく関与しているだろう。このような
状況でやさしい看護を受けることは，正に「地獄で仏に会う」思いだったかもしれ
ず，病態の改善に大いに寄与している。とはいえ，病状の主態ではないから 1 点。

　　4． 交感神経の緊張がとれた ……………………………………………………… ○ 2 点
前述のごとく急性心不全ないし慢性心不全急性増悪では，ほぼ間違いなく交感神経
は高度に緊張状態にある。このため，心不全による低心拍出量状態になくとも手指
は冷たいのが普通だ。
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A2   どうする？
　　1．利尿剤はもう必要ない ………………………………………………………… △ 1 点

状態は改善しているようだが，湿性ラ音，浮腫もあることから水分過剰は依然ある。
手指の冷感がないことから，臓器循環不全はなく腎血流は保たれている。この時点
で利尿剤をやめても利尿は得られる可能性があるが，あえてそうする必要はないだ
ろう。

　　2． 利尿剤を増やすべき …………………………………………………………… △ 1 点
浮腫，湿性ラ音が残っており，利尿剤への反応はよさそうだから，さらなる利尿を
期しての増量もよいかもしれない。しかし，注意すべきは血管内の水分と血管外の
水分の乖離である。利尿剤は血管内水分を減少させることが主たる作用であり，直
接的に細胞外血管外水分を減らすわけではない。浮腫や肺水腫などでみられる増加
した血管外水分の減少はこれらが血管内へ移動してはじめて達成されるということ
を銘記しておく必要がある。つまり，血管内水分の減少に対し，血管外水分の減少
は時間的に遅れるわけだ。この傾向は膠質浸透圧が低下した状態，すなわち低アル
ブミン血症では著明である。また急激な利尿も同様に血管内水分と血管外細胞外水
分の乖離を引き起こす。

　　3． カテコラミンが必要 …………………………………………………………… × 0 点
カテコラミンは心収縮力を増強し，心拍出量を増加させる目的で使う。本症例では
手指が温かく臓器灌流不全はないと考えられるため，ここであえてカテコラミンを
使用する必要はない。

　　4． 現在の治療を続行 ……………………………………………………………… ○ 2 点
湿性ラ音，浮腫が残り，一見治療効果不十分に見えるが，手指は温かく臓器循環不
全がないことから，今の血行動態で利尿剤に対する反応は十分期待できる。入院時
に手指が冷たかったのは，交感神経の緊張が大きく関与している。すなわち，心不
全急性期はしばしば交感神経の緊張のため心拍出量が保たれていても手指が冷たく
なる。また，2 でも述べたごとく，血管外細胞外水分の減少と血管内水分の減少は
時間差があることから，急激な利尿は避け，血管外水分を血管内に移動させつつ利
尿をかけるのがよいだろう。

本症例の一言

“温かい手に末梢循環不全なし”
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　75歳，男性。高血圧にて通院中。本日定期受診，特に自覚症状なし。座位で頸部に拍
動は観察できないが，臥位（枕をしている）で収縮期に陥凹する拍動が観察され，呼吸性
の変動があり，その拍動の上端を観察することができる。
　血圧 140/82㎜Hg, 脈拍 72/ 分，整。

Q 正しいのは？
　　　1． 大動脈弁狭窄
　　　2． 頸静脈圧（jugular venous pressure：JVP）は上昇している
　　　3． JVP は正常
　　　4． この情報では JVP の判断はできない

3 へこむ拍動を探す

【図４】頸部の観察（臥位）

頸部の拍動

橈
とう

骨
こつ

動脈拍動
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解説

　頸静脈を見る最大の目的は頸静脈圧（jugular venous pressure：JVP）を推定すること
だ。JVP は頸静脈から右房への経路に狭窄や閉塞がなければ中心静脈圧（central venous 
pressure：CVP）及び右房圧（right atrial pressure：RAP）に等しい。さて，その観察
だが，外頸静脈は力んだりすることによって怒張するため，できれば内頸静脈を見たい。
内頸静脈拍動の同定には，正常の内頸静脈拍動の有する 3 つの特徴「頸静脈 3 原則」を知っ
ておくと便利だ（表２）。

【表２】頸静脈 3 原則

◦体位による変動がある（臥位で見えて座位で見えない）。
◦呼吸性変動がある（通常，吸気で位置が下がる）。
◦収縮期に陥凹する。

　さて，本例では，観察される頸部の拍動は座位で見えずに臥位で見え，呼吸性変動を認
め，収縮期に陥凹する。すなわち，「頸静脈 3 原則」を満たしており，正常頸静脈拍動と
いえる。

解答

A   正しいのは？
　　１．大動脈弁狭窄…………………………………………………………………… × 0 点

大動脈弁狭窄は頸動脈拍動の遅脈が診断に有用だ。静脈は関係ない。
　　2． 頸静脈圧（JVP）は上昇している ………………………………………… × 0 点

臥位で拍動の上端が確認できれば，JVP は正常と判断できる。
　　3． JVP は正常 …………………………………………………………………… ○ 2 点

頸静脈拍動が臥位で観察され，さらに，臥位で枕をした状態で拍動の上端が観察で
きれば，JVP 正常と判断できる。

　　4． この情報では JVP は判断できない ………………………………………… × 0 点
「頸静脈３原則」を満たしており，その上端が観察できることから，JVP は推定可
能だ。

本症例の一言

“頸静脈は体位と呼吸で変わるへこむ拍動”
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　66歳，男性。陳旧性心筋梗塞（半年前のエコーで左室駆出分画 40％），糖尿病，高血
圧にて外来通院中。本日，定期外来受診。自覚症状の変化は特にないという。座位で頸部
に拍動があり，橈骨動脈拍動を触れながら観察すると収縮期に陥凹する。呼吸性変動はわ
ずかだがあり，臥位になるとその拍動は見にくくなる。
　血圧 148/88㎜ Hg，脈拍 80/ 分，整。

Q1 正しいのは？
　　　1． 中心静脈圧は 20㎝H2O 以上
　　　2． 大動脈弁逆流を合併している
　　　3． 高度三尖弁逆流を合併している
　　　4． 肺うっ血はない

Q2 どうする？
　　　1． 即入院のうえ，治療
　　　2． 利尿剤を増やして外来フォロー
　　　3． 通常通りの診療，内服薬も変更なし
　　　4． 心電図，胸部Ｘ線，緊急採血検査

4 頸を見る

【図５】頸部の観察（座位）

頸部の拍動

橈骨動脈拍動
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解説

　頸静脈圧（jugular venous pressure：JVP）の上昇は右心系負荷所見だが，臨床的には
うっ血性心不全（CHF）の所見としてきわめて重要で，自覚症状に先行して認められる
ことが多い。
　JVP は右房の位置から頸静脈拍動までの垂直距離と考えることができる。図６を見て
ほしい。正常では臥位で見えているが，この場合は心臓の位置からの垂直距離は 5㎝前後
である（Ａ）。45 度の斜位で頸部に頸静脈拍動が見えている場合，その心臓からの垂直距
離はおよそ 10㎝程度であり，JVP は正常上限と考えられる（Ｂ）。座位で見られる場合は
その距離は普通の体格の人なら 20㎝以上，小柄な人でも 15㎝はあり，著明に上昇してい
ると考えることができる（Ｃ）。
　さて，本症例だが，座位で頸部に拍動を認め，収縮期に陥凹している。また，呼吸性変
動と体位による変動は明瞭ではないが少しあるようだから，「頸静脈３原則」（☞p.12 表

２）からすれば，この拍動は正常ではないが頸静脈拍動といえる。正常といえないのは座
位で見える点だ。座位で頸静脈拍動が見える場合，前述のように JVP は 20㎝H2O 以上と
考えて間違いない。本症例のように基礎心疾患（陳旧性心筋梗塞）があり，糖尿病，高血
圧と危険因子を有している場合，JVP 上昇は CHF を示唆する重要な所見であり，このま
ま放置はできない。CHF の存在の確認と重症度評価，さらにはその原因を追及すべきだ。
CHF の原因となるのは水分過剰摂取，感冒や過労，アルコール多飲，塩分過剰摂取など
だが，虚血性心疾患を忘れてはならない。特に糖尿病患者，高齢者では症状を伴わないこ
と（無症候性心筋虚血）が多く注意を要する。したがって，症状に変化はないとのことだ
が，改めて最近の生活の状況，飲酒機会や外食の頻度，体調や胸痛や胸部不快感の有無な
どを詳しく問診するとともに，胸部Ｘ線や心電図の変化，BNP，トロポニン等を含めた
検査が必要であろう。
 臥位になると拍動が見えにくくなるのは，JVP が高いため臥位では拍動が頸部よりはる
か上に来るためだ（図７）。
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Ａ．仰臥位
仰臥位で頸静脈拍動が見え，その上端
が確認できる場合，右房と頸静脈拍動
の垂直距離は小さくJVP上昇はない。

Ｂ．45度斜位
斜位で頸静脈拍動が見える場合，右房
と頸静脈拍動の垂直距離は臥位に比し
大きく JVP はやや上昇している。

Ｃ．座位
座位で頸静脈拍動が見える場合，右房と頸静脈拍
動の垂直距離は大きくJVPは著明に上昇している。

【図６】体位と JVP の関係
A．臥位，B．45 度斜位，C．座位。頸静脈が頸部に見えていても体位により JVP は異なる。

JVP

JVP

45°

JVP
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解答

A1   正しいのは？
　　１．中心静脈圧は 20㎝H2O 以上 ………………………………………………… ○ 2 点

座って頸静脈が見えれば CVP は 20㎝H2O 以上だ。
　　２．大動脈弁逆流を合併している………………………………………………… × 0 点

大動脈弁逆流は頸動脈拍動の大脈や二峰性脈が特徴的であるが，本症例とは関係な
い。

　　３．高度三尖弁逆流を合併している……………………………………………… × 0 点
三尖弁逆流では頸静脈拍動で収縮期に陽性波が認められるが，本症例では収縮期に
陥凹が認められるので高度三尖弁逆流の可能性は低い。

　　４．肺うっ血はない………………………………………………………………… × 0 点
JVP 上昇は CHF の重要なサインである。肺うっ血の可能性は高い。

【図７】JVP が非常に高い時の臥位での状況
JVP が非常に高いため，下顎（O）でも頸静脈は緊
満していて拍動は観察しにくい。下顎より仮想の血管

（Z）を想定すれば，顔面のはるか上方Ｘで波面を形
成していると考えられ，右心房との垂直距離（JVP）
は大きい。

JVP

X

OO

Z
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