
循環器非専門医による
診断のプロセス 
－到達目標を中心に－ 

伊賀幹二 

伊賀内科・循環器科 
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国家試験の問題集 

• Austin Flint雑音 
• Graham Steell雑音 
• Carey Coombs雑音 
• 駆出性か逆流性か 
• OS 
• Rumble 
• Presystolic accentuation 
• II-OS時間 
• S2の奇異性分裂 
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これらの病態を理解し 
有用性を理解して、初めて 
勉強するmotivationとなる 



これらの試験問題 
• 出題者自身は、どんな診療をしているのか？ 

• この試験の目的は？ 

–記憶力テスト？？ 

 

• 学生に有用性を説明する義務があるだろう 

• この試験問題の評価はどうなっている？ 

–昔の問題集から転用しているだけなのか 

–実現しない努力目標ではいけない 
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Austin Flint雑音 

• ARでMSのrumbleのように聞こえる 

 

• 2018年、これを聴取する臨床的な意味は？ 
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Graham Steell雑音 

• MSでPHがある所見 

 

• どうやって聴取するか知っている？ 

 

• ドプラエコーがある現在でも必要？？ 
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S2の奇異性分裂 

• 国家試験ではASがその疾患 

 

• みつけてどんな有用な情報となるのか？ 

–非専門医が大きな雑音の中のS2の分裂を聴取可能？ 

 

• S2のまわりの音をきちんときいているという証拠 

–過剰心音を聴取するための必要な方法 
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目標とは 
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•到達可能であるべきで 

 

•努力目標ではない 
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10 

鉄道病院2014.4.26 

循環器診断のプロセス 

過去３０年で最終診断方法は変化したが
診断プロセスには変化はない 
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鉄道病院2014.4.26 

症例 ７０歳 男性 

• １ヶ月前から階段の昇降時に胸部圧迫感 

• 安静にて５分くらいで消失 

• 動かなければ症状はない 

• この１ヶ月で変化はない 

• Smokerだが、その他検診での異常はない 

• PMH；特記すべきことはない 
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どんな疾患を想定するか 

• その根拠 
–胸痛の起こりかた 

–時間帯 

–持続時間 

–誘発 

– Risk因子、年齢 

 

–訴えの表現から、感覚的に狭心症と思うかどうか？ 

病歴から労作性狭心症の確率は？ 
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鉄道病院2014.4.26 

医療面接と病歴聴取は異なる 
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鉄道病院2014.4.26 

どんな所見を期待するか 
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鉄道病院2014.4.26 

（卒前の）身体診察の到達目標 

• バイタルサインを記載する 
–バイタルが異常である臨床的意義は？ 

• 頭から足先まで順序立てて診察する 

• 異常所見はない、といえる 
–異常所見から疾患を考える必要はない 

オスキー合格のためのセレモニーではない 
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鉄道病院2014.4.26 

もし、3/6度収縮期雑音を心尖部
で聴取されたら？ 
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鉄道病院2014.4.26 

収縮期雑音の起源は？ 

• 大動脈弁 

• 僧帽弁 

• 左室流出路 

 

• 上記の疾患でこの病歴は説明できるか？ 

• 上記疾患についての知識が必要 

• （膨大な内科の知識が必要となる） 
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鉄道病院2014.4.26 

みなさんへ 

• 収縮期雑音が聴取された 

• これをなぜ収縮期と判断するのか？ 

 

• S1とS2の判断 
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鉄道病院2014.4.26 

どうやって判断していたか？ 

• 短いのが収縮期？ 

• 大きい方がS1 

• 橈骨動脈を触る？ 
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鉄道病院2014.4.26 

意外とよく間違うこと 

•収縮期か拡張期か 

–特に雑音が大きい時 
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鉄道病院2014.4.26 

心雑音の分析 

• 収縮期か拡張期か 
–音の大きさと最強点 

 

• 頸動脈に放散するか？ 

 

• 長いRR後に、雑音は増大するか？ 
–できれば望ましい 
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鉄道病院2014.4.26 

2018年現在 
• 心雑音を有意と判断すれば、心エコー
図は必要 
–診察でASとHOCM、MRの鑑別は必要？ 

 

• 労作性息切れや動悸があれば、診察で異常
所見がなくとも心エコ－図が必要 

–急性MR、急性ARの判断 
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鉄道病院2014.4.26 

診察で異常所見なしとして 

労作性狭心症の確率はどれだけあがりますか？ 

伊賀内科・循環器科 25 

頭の上から足先までの診察の習慣と 
これが正常であるという確信できる 



心電図にはどんな所見を 
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鉄道病院2014.4.26 

循環器疾患の診断過程 

• 医療面接（病歴聴取） 

• 身体診察 

• 血液検査 

• 胸部レントゲン 

• 心電図 

１＋１＋１＋１＋１＝１０？ 

（５ではない） 
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各々の到達目標がある 



病歴聴取と診察 
• 病歴聴取は一生の勉強 

–典型的な症例のパターン 

–患者ごとに発症状況は異なる 

–いかに「引き出し」を多くできるか 

 

• 診察は基本を覚えれば十分 
–異常がない意味の理解 

 

• 診察は、診断に必要だが、決定的ではない 
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現在では診断のために 

• 心エコー図は必須 

• MRI、CTなどの画像診断も必要 

 

• 決断（手術を含む治療）の時に、上記の
方法なしでは不可能 
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診察が武器？ 

• NHK ドクターGの世界 

–神業が必要？ 

 

• 超専門医以外の診療プロセス 

–神業は不要 

到達できる到達目標が重要 
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鉄道病院2014.4.26 

（卒前の）身体診察の到達目標 

• バイタルサインを記載する 
–バイタルが異常である臨床的意義は？ 

• 頭から足先まで順序立てて診察する 

• 異常所見はない、といえる 
–異常所見から疾患を考える必要はない 

オスキー合格のためのセレモニーではない 
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鉄道病院2014.4.26 

（５年）の学生さんへ 

• 頸動脈をさわってS1,S2の同定 

• 5カ所（心尖、4,3,2LSB,2RSB）の聴診 

• 心尖部、心基部でS1,S2のどちらが大きいか
を体感（教科書ではない） 

• S2の生理的分裂 

• 内頚静脈波形の分析 

–動脈と静脈の違い（１分で習得できる） 

 

到達できる到達目標 
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動脈波形 

内頸静脈波形 

図１１ 内頸静脈と動脈の相違 
DC: dicrotic notch 
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鉄道病院2014.4.26 

その後の身体診察 医師になれば 

• 頚静脈の怒張 

• ギャロップリズム 

• 2/6度以上の心雑音（収縮期or拡張期） 
– 頸部への放散の有無 

•下肺野のクラックル 

•下肢の浮腫 
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所見の記載 

• S1から順々に 

• S1に注目、S2の周りに注目 

• 収縮期にのみ注目 

• 拡張期にのみ注目  

• 診察が終わってから所見を考えない 

• 診察がおわればすぐに提示 
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鉄道病院2014.4.26 

診断のプロセス 

• 非専門医（研修医）でも循環器専門医でも同じ 

 

• 論理的に思考すれば、大きく間違うことはない 

– この所見があれば、病歴から疑っている疾患の可
能性は何％上昇（下降）、完全に否定できる？ 

 

– この所見がなければ、病歴から疑っている疾患の
可能性は何％上昇（下降） 、完全に否定できる？ 
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鉄道病院2014.4.26 

臨床医の思考過程 

• 診察所見などのすべての項目で、無意識に
疑った疾患に対する検査前確率・感度・特異
度を考慮している 

 

• 狭心症疑いで心臓の身体所見 

• 心筋梗塞疑いでの心電図 
– １時間後に再検査の意味は 

• 細菌性心膜炎疑いで心エコー 
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鉄道病院2014.4.26 

心電図の意義 

2018/10/19 
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鉄道病院2014.4.26 

病院・診療所の心電計 

•自動診断装置は？ 

–AI医師の診断装置ができても 

•それを、どの程度信用してる？ 

•心電図診断の意味とは？ 

2018/10/19 
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次の２枚の心電図の違いは？ 
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45 鉄道病院2014.4.26 
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46 

鉄道病院2014.4.26 
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次の２枚の心電図の違いは？ 
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V1 

V2 

V3 

V4 

V5 

V6 
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49 鉄道病院2014.4.26 

2018/10/19 



伊賀内科・循環器科 50 
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鉄道病院2014.4.26 

１枚の心電図どこまで判断可能？ 

• 経過観察でよい 

• 心エコーが必要 

• ホルターが必要 

• 正常 

• どこの血管に何％閉塞がある 

2018/10/19 



伊賀内科・循環器科 51 
51 

鉄道病院2014.4.26 

心電図が正常（異常）である 

心臓が正常（異常）である 

？ 

2018/10/19 
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鉄道病院2014.4.26 

心電図読影の向上 

• 断層心エコー 

• 高齢者にも冠状動脈造影 

• 急性期の心筋梗塞症への冠状動脈造影 

• 経皮的冠血管拡張術の普及 

• ホルター心電図の普及 

2018/10/19 
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先ほどの症例の臨床経過と心電図 
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６３歳 男性 

2018/10/19 

朝の胸痛患者 ホルター中 
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56 

2018/10/19 

ホルターはずした直後 
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57 

57 
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３０分後 
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２４時間後 
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無症状、検診の６３歳 

この２つを病歴なしで区別できますか？ 
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先ほどの症例の臨床経過と心電図 
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午前の運動負荷 
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65 
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V1 

V2 

V3 

V4 

V5 

V6 

2018/10/19 

検診の３０歳 

この２つを病歴なしで区別できますか？ 
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鉄道病院2014.4.26 

心電図の読影に関して(到達目標） 

• 心電図は心臓診断に必要である 

• 臨床情報なしに、心電図診断はできない 

 

• 順序立てた心電図読影が必要である 
–P波から始まる 

• 心電図診断から考える心臓の診断を 
–正常、LVH 

2018/10/19 
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2018/10/19 

この心電図の所見を過不足なく述べられますか？ 



７８歳 男性  

• 2014年６／２４朝４時AMから胸痛 

• ９時AMに再度ひどくなった 

• 近医のところに 

• すぐに後方病院に搬送 

–その前に心電図 



I 

II 

III 

aVr 

aVl 

aVf 

70 



V1 

V2 

V3 

V4 

V5 

V6 
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本例での 

• aVRのST上昇は見過ごしてはだめな
心電図である 

–左主幹部または 

–前下降枝近位部病変 

上記は正しい？？ 

72 



１枚の心電図から 

伊賀内科・循環器科 73 

• すぐに治療が必要な虚血を鑑別する必要は
ない 

 

• 実際の臨床現場では、そのまえに病歴と診
察が終了している（情報がある） 

 

• 心電図はクイズではない 
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鉄道病院2014.4.26 

一般の人が知りたいこと 

• 自分の妻がこの検査陽性の時、
ダウンである確率は？ 

 

• 陰性であればどれくらい安心でき
るか？ 

2018/10/19 
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鉄道病院2014.4.26 

精度とは？ 

2018/10/19 



新聞における４つの精度 

• 疾患患者で正しく検査陽性の率 
– 感度 

• 疾患（－）患者で正しく検査陰性の率 
– 特異度 

 
 

• 検査陽性患者の疾患の率 
– 陽性的中率 

• 検査陰性患者の疾患でない率 
– 陰性的中率 

2018/10/19 77 

測定精度とは異なる 



心不全に対するBNPの 
感度・特異度 

•感度８０％、特異度９０％と仮定 
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心不全の診断 

• ＢＮＰ高値でなら、心不全の可能性は高い？ 

 

• ＢＮＰ低値なら、心不全でない可能性は？ 

 

• 診察が心不全診断にどれくらい寄与するか？ 

–バイタルサインは？ 

–心音は？ 
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疾患あり 疾患なし 

合計１００人 

検査陽性 

検査陰性 ２０ 

８０ 

合計１００人 

９０ 

１０ 

陽性的中率は８０／９０でよい？ 
伊賀内科・循環器科 80 



疾患あり 疾患なし 

合計１００００人 

検査陽性 

検査陰性 ２０００ 

８０００ 

合計１００人 

９０ 

１０ 

検査前確率９９％ 陰性的中率は９０／２０９０ 
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疾患あり 疾患なし 

合計１００人 

検査陽性 

検査陰性 ２０ 

８０ 

合計１００００人 

９０００ 

１０００ 

検査前確率１％ 陽性的中率は８０／１０８０ 
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感度・特異度 

感度：TP/(TP+FN) 

特異度：TN/(FP+TN) 

TP: true positive 

FN: false negative 

検査前確率：（TP+FN)/(TP+FP+FN+TN) 

陽性的中率：TP/(TP+FP) 

陰性的中率：TN/(FN+TN) 

疾患(+) 疾患(-) 

検査(+) 

検査(-) 

TP 

FN 

  

FP 

  

TN 
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疾患あり 疾患なし 

合計１００人 

検査陽性 

検査陰性 ２０ 

８０ 

合計１００人 

９０ 

１０ 

検査前確率５０％、陰性的中率８２％ 
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心不全に対するBNP 
• 検査前確率をどうやって上げるか？ 

 

• 皆様の到達目標は？ 
–病歴から心不全を疑うことができる 

–心不全に合致する所見を得る 

•内頸静脈怒張 

• ギャロップリズム 

•肺のクラックル 

•浮腫 
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診断の過程 
• 検査前確率を判断することが一番大切 

– 病歴と診察から 

 

• 検査前確率が高ければ、陰性的中率はあてにな
らない 
– インフルエンザまん延時の検査陰性 

 

• 検査前確率が低ければ、陽性的中率はあてにな
らない 
– HIVのスクリーニングで検査陽性 

伊賀内科・循環器科 86 



伊賀内科・循環器科 87 



診察所見を 
診断にどう活用するか 
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症例１ ３９歳 男性 ９００１４ 

• 主訴；咳 

• ４日前より白いタンと咳がとまらない 

• 熱がすこしあるが寒気はない 

• 受付で咳をたくさんする 

–受診までマスクしてもらった 

• 飲食業で、検診はしていない 

• 風邪薬を希望 
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診察に 

•どんな所見なら 

–レントゲンを 

–心電図 

–採血 
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それとも 

•異常所見がなくても、ひとつの
機会なので検査をする？ 
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診察所見 
• 170cm 96kg 

• HR100/min 比較的元気そう 

• Gallop、 ３／６度収縮期雑音 

• 中下肺野にクラックル 

• Wheezeはない 

• 下肢の腫れはない 

 

• 病歴をとりなおすと、起坐呼吸で寝られていない 

伊賀内科・循環器科 92 



症例２ ７４歳女性 １４０１６２ 

• 近医で高血圧と高脂血症 

• ６ｍ前から動くと動悸が強い 

• 安静では症状なく、睡眠はOK 

• 血圧は高いが２回測定すると１５０くらいにな
るので薬を中止している（医師も了解） 

• 近医では、検査は何もされていない 

• 動悸につき調べてほしいとの希望 
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診察所見に行く前に 

• 高血圧による心不全？ 

–診察でそれをサポートする所見は 

• 運動時のPVCがあるのか？ 

• 基礎疾患があるかどうか 
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診察の実際 

• みた感じはOK 

• HR90reg irreg BP190/100mmHg  

• 呼吸は安定 

• JVDなし gallopはない 

• 肝脾腫なく、浮腫なし 
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検査項目 

• 心電図 

• レントゲン 

• UCG 

–左室軽度拡大で、全体に収縮機能低下 

–左室壁も軽度厚い 
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患者の訴える動悸とは？ 

• 息切れ、胸痛と区別できない？ 

• 実際に歩行してもらう 

–動悸の訴えの時の心電図を記録 



症例４   ７５歳男性 

１週間前に数時間続く胸部圧迫感、昨日より
息切れが生じてきたので近医へ、心筋梗塞
を考えられて転送となった 

 

バイタルは安定、2/6度の収縮期雑音を４Ｌ
から心尖部に聴取、軽度のクラックルがある 
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１回目エコー検査 

広範な前壁中隔が無収縮で後壁は動

いていた 

MR（僧帽弁逆流）は軽度であった 

エコー診断は前壁中隔梗塞であった 
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２回目エコー検査 

有意な雑音があるにもかかわらず、MRが

軽度であるが、状況から心室中隔穿孔

（VSP）も考えられ、そのつもりでエコーを再

検し、VSPが描出できた 
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症例５ １５歳女性 

PHがあるといわれて来院/無症状 

3/6収縮期雑音 3-4LSB 

心電図、レ線は正常 
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LV-RA Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ 

0m 

5m 
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内科医師としての知識 

• 非専門医とすれば 

– 100mmHgのPHであるのに、心電図が正常で無
症状であるのはおかしい 

 

• 循環器専門であれば 

–エコーを使うなら、可能性のある病態を知ってい
なくてはならない 

– LV-RA communication 
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本日のサマリー 
• 診察、心電図所見には、病歴とあわせて判
断して、初めて意味がある 

 

• 到達可能な明確な到達目標と、motivation
を高める生涯教育が望まれる 

 

• 心エコー図を駆使して、所見の意味を理解
できれば、とっても楽しい 
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