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感染症性心筋障害の蔓延度に関する研究

（心血管系障害の疫学的研究　第24報）
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感染症性心齢階の蔓延度は心血管系隣肋甚騨を　及酬i急性心内ll嫉（4鋤（3、6％），その他の急性心

考える．ヒに重要である。　　　　　　　　　　　　　　　筋炎（431）（1．15％）及び急性心煙炎（432）（0、Oit　e26）

原教授①剛鰍翻1心筋1｛轄を3大別さ2・，照了炎　等で，圃綴症及び撒感染によるものは沸くこの

疲性，アレルギー性及び感染中毒性に分けている。著　　　83．1％の中に含まれると考えられる。

者等もこれにならつて広義に解1御《して，DiPhtheria，　　　2）　感徽惟心疾患の柑三別死山率

握紅熱・麻疹等の岡有炎症による心筋障‘潜，並びにア　　　　全感染性心疾患¢）死古を性別に見ると，田24．3，女

レルギー性と考えられるリ・Tt一ウーぐチ熾心筋障警，及び　　31，6（人口10万対）と，一般に女に高く（a　＝・　O。　01），

病菓感染によると思われる感染中翔生の心筋障轡の　　男の1．3倍に達する、，その中リユウマチ性心汐≦患（401，

3を綜揺して，感染症性心筋陣轡として取上げた。　　　　410～416）は男3。7に対し，女5，7で，女・はユ、5倍の高

　心筋障害の原疾患，或は原病巣となり傳る・感染癩の　　　率である（a＝（）、　01）。リ；・．ウマチを除いたものにつ

治療が概ね完成したとみられる今田，感染症性心筋障　　いても，男2〔｝．6に対し，女25。9で，於彊り女ほ男の

審の蔓延度を知ることは，心血筍系陣轡の疫学」：，又　　　1．25倍の高率である（α・・o．〔｝1）。

今後の予防対策の方向を考える上に，意義のあること　　　　3）　感染性心換患死亡の年令的関係

と考える。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　感染性心疾患の年令酌変磯を，全感鞭性心疾患全部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　についてと，小分類を行つた個々について，見ること
　　（D死亡紺よりみた醐嚇雑性心疾患’　としit．紛類疵亡物大小力凱いので，死鄭

　1）感染憔心疾患の死亡率　　　　　　　　　　　　　の対数をとつて，これで年令別折線を描くと，第1図

　先ず死亡統計から観察する。諸疾愚の蔓延度を死亡　　　のようになる。即ち各蜷本分類共に，一般に加令と共

率から見ることは，姫適な方法とは雪い得ないが，一　　　に死亡率が増加する。20才から70才までは，略々慮線

応これを用いてその傾向を窺うことにした。特短年の　　　に近い増加を示すヵミ，20才未満及び7〔｝才以上ほ分類に

変動の鰺響を除くため・稗国最近5年間（1951～1955）　　より異つた変動がみられる。しかして一応年令別変

の資料を用いたeその結果，全感染性心疾患の死亡率　　　遷を直線とみて，回帰係数の差の検建を行うと，金心

は第1表に示すように，入「『i10万対年平均28．0であ　　疾患と全感染性心疾患との間，及びこの両者と各分類

る。これを團際死因越本分類に従つて，15項目に分け　　番畳別感染性心疾患との間に有意差を舘めた（a＝

て観察すると，第1褒の全感染性心疾患の内容の項に　　　O・01）。即ち全心疾患も全感染性心疾患も，個々の分

見る通り，リ・…ウマ千と明示されたものは，慢性リ　　　類番腎別感染性心疾患も，加令と共に死亡琳は上昇す

ユウマチ性心疾患（ellOtv416）が，金感染性心疾患の　　るが，その上昇孫｛は夫々異る。

14・2％，心障轡を伴うり一n・ウマチ熱（4〔｝1）が2。7％で，　　　全感翼と性心疾患の増加度は，全心疾患よりも低い。

計16．　99・6である。残りの83．1％はリユウr7チ以外のも　　　故に舎年令に於ける感染性心疾患の全心疾患死亡に対

ので，その中，慢挫心内膜炎（421）（78・4％），急性　　　する比率は，第2図に示すように，11」～14才の年令階
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第1ft　　　感染性心疾患の国際死因別e：みた死亡統計
　　　　　　　　　　　（1951～1955、5年間平均，人口10万対死亡琳）

国際塾本

　　　　　　　　　　死　　　　　　　　　　　　因
分類番帰

401　　　　心臓障害な伴うu・v・「ンマ千熱　C再掲）

401．・O　　　活動性リユウマチ性心嚢炎

401．1　　　　　　　　〃　　　　　　〃　　　　　　’亡♪Plヨ｝羅⊆炎

401、2　　　　　　 ’”ノ　　　　’〔二♪1｝匁炎

401．3　　　その他の多発性の心筋障褥をt・’1…う活動性リユウマチ熱

　　　死　　　亡　　　痢　（人口10万対）

1全（鱗職騰琶う（“1　？　v／呂

‘〕．747　　　　2，6？　　　〔）．646　　　‘）．843　　】。30

0．059　　　　0．21，　　｛｝，053　　　0．｛，65　　1，23

｛｝．549　　　］．96　　（｝．471　　0．624　　1，32

0．108　　　　0．39　　　〔〕．098　　　0．1ユ7　　1．19

0．03］．　　　0、11　　　〔［．024　　　〔1．037　　1。54

（410～416）　　’1’曼｛’1三リニt・ウ・マチi生’〔＞II蔵量タ3』，　（’it］：甚訪）　　1・、96914，・’1．7・1．…一…

41　O　　倒1跡の疾患　　　　　　　　　　　i2・762　9・862・2753・2321・42
411　　　　リユウマチ性と明示された大鋤脈弁の疾患　　　　　　iO．012　　（L〔】4　0．012　0．0110．92

412　　　　三三尖弁の疾患、

413　　　　リュウマチ性と明示されたllIj動脈弁の疾患

414　　　　その他のリPt一ウマチ性と明示さ牙1た心内1｝莫炎

4鷲　　　　リ：1．ウマチ憾と明示さ才豊，た心筋炎

0．02（1　　0．07　　0，017　　1｝，022　1，29

0，001　　0．00　Q．001　0。（．）〔」2　2，00

0．881　　　　3。15　　　0．578　　　1，1174　　黛。03

0．217　　　0，78　　0，158　　q．274　　1．7：1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　416　　その伽）リ・t・　・1・　w・喉と嚇神た’削骸患　　iO・0760・270・（）4S．｝0・：1（）22・〔｝8

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
421　　　　　リユウ・マチ｛｛kと明万≒さ⊇｝tない1墨捌i’心F勾耳1距炎　　　　　　　2L953　78．通1　19，2G3　24．553　1．27

430　　　　急性及び唖急憔心内膜炎　　　　　　　　　　　　　　0．997　3、56　0、959　1，033　1．（　8

431　　　　V二・ウ叩チ性と明示されない急性心筋炎1　　　　16．322　1．15　0。315　｛1，　a．　：10LO5

・32　　”　〃　〃轍　　 1…11・・・・…13・…臨・9

　　　　　　　全感染｛tli心疾患　　　1・7・・991・・・…£4・28631・5851・3。
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第1図　感染性心疾患の年令階級別死亡率（1951～，55）　　第2図　感染性心疾患死亡の総死慮及び金心疾

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　全．嚥患　1　　　　・　患死亡に対する比蹴の年令的変化
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級澱縞く沸令の増すにっれて低下しており澗　すると，第隅のようセ・詮麟性嫉患，隙1，心内

帰鰍は・＝・　8・・36－・・65Zで示される。離になる　1莫炎，働リ助好性，嫉患，心1｛轄を伴う，帥

と・枷⑨が前報で述ペゾ・ように，商・鯛生心縄の　・蜘何れも1・一・9才の間で如嚇，である。

死drが増して，感染性及びその1也の心疾患の死亡の割　4）感細三心疾髄1亡の｛1軟1構移

合鰍る・徳・て1・一一・1・・，4・控嚇鰍嫉脚・燃　　近鰍療の遡・セ・伴い，麟i嫉患の猟柚てい

は・5～9才・15～19物｛Ff枇既べて特に多く，こ　る。従つてこi｝’1．にf陶蘇性心1燃死亡の轍1僻な

の年代の全心齢死亡の9・・2％・・…！iめ，そ・・害㈲訊　みるために，鮮1・・割　した195〔・～1955の6釧雛つ

間の全生涯での最高率を示す。又この年代では，感染　　　いて鰍欠的変化をみると，第4図に示すように逐｛ド減

性心疾患死亡は総死亡の8・5％を占あ，to～14才の死　　少の傾lll」を認めた。その圓帰i白：線はyPt－34．6－－1・8x

因としては，不懸の轍・全結撚歌いで鄭位輝｝i　である。これ棚女別に1ノ砒較すると，嬬感染性

い死INとなつている。　　　　　　　　　　　　　　心疾患死亡の率は男に」層ヒベて毒石いが，年次的な減少傾

20採満の死螂の変動は，燃染性心疾患より　li・J醐より瀦炊きく，その1柵係数が龍勲示
も，個々の感染性心1茱患の方が大ぎく，リユウマ千性　　　した（tt　罷‘），01）。

心剛嫉（414）及び・1》階號伴つたリ・・ウマチ熱

（40U）は・ユ〔〕～14才で一・・層商い死亡率を示し，15～　　　第4図　感染症性心疾患多ビ亡の年次的愛化

謙1鷺蹴整饗夷灘1羅，撚　人4・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　口（43のは年奮に伴う搾1加が最も1隆度である。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10
　次に感染性心疾患の死亡率の年令的変燈を男女比較　　　　万

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　対30

第・図感染惟心疾患卿・j年令的推移　　　薯
　　　　　　　（人゜’°凋・・1951～1955物蕊ド均）　単
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　　　　〆’”　　　　　　　　　　　　　　　　　が少いため，この年金の総死亡に対する感染性心疾患

，　　t　　　　　　　　　　　　　　　　　　　死亡の割合は一生で最高の値を示す。
　　　　　慢｛重・V．．ウマ性心療1‘4to～UV犀6，
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　以上要するに，感染何k心疾患死1とは年々識少の傾向

にあつて，畿近5年間の平均死亡：率は28．O（人口10万

対），で総死亡の3，3％に愚る。しかし総死亡率の，一

生で最低の10・－14才の年1随では　他の死鵬に依る死亡

　　　　　　　　　　　ぬ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　り

一“． C．獅凵o“一一 @　　　　　キ　　　　　　　1）　成人に於ける蔓延度

S　　　　　　（il）濃山村の感染症性心筋障審と思われるもの

　　　　　　　　　　の発現頻度

1　　　　　　心疾患のような慢性疾患では，死亡率のみでその覆

as　　　　延度を判断し，これを検討することは嚢態に副い得な

　　　　　　いことを著愚等も認める。よつて上述の論述は大綱に

　　　　　　Il：めた。従ってこの項に於ては著春等の行つた窺態調

O・t　　　　査によつて，その麗遮度を推定し得た結果を述べる
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資料は前報②uc述ぺた，長1！予，胤も鞍城螺一ド17　」・一嫡1　秀』獅0・8mV↓r／　－1　r．・・［一：・n・しているelのQT

ケ村から無㈱掴llされた2・～59才の激1眠2，649　痙測1　エとHOLZMANN－H瓶GGLIN値（QT齋〔｝・39

名である。　　、　　　　　　　　1／・1し1・O・04）と礫が0・0粥以、Lのもの・QRS　IIIi，

　調髄法は当教室の心i面．管剰卿ゆ疫脚勺縄1』磁　　間t）：O・08秒以上のもの・Qび）深さが゜・3mV以」：の4・

に従い，靴イli脛，自覚症状，臨1．1（所見，心電図，　X線　　　の，　Rの高さが3秀導51塾に〔）・　r）mV以下のもの，　PQ

像，齢瀞繊査した。　　　　　　　　　の1時間が｛｝．2唖》以」のもの謹の億1置！大型沸圃｛1
　診断茶準は前f’侵②に詳述した通りである。　　　　　　朋外収縮，心溜細動及び粗動ミ亨を．」←常所慨と見櫃兜し

　その結果，20～59オの全心筋障、弊のIU現頻度は，対　　　たo

劇・のi6．3％娚1、四6汝19，0％）で，性別量こは女　　鰍1漏眺炎及び慢i・欄釧帳め11、蜥脳蝋僑ノcユ1’i：

は男の1．5倍であつた。しかして感染症悟1心筋障稚tfの　　　脚科採用の！数制に従つて鴛つた。即ち慢↑’ll桶桃炎は

出現頻度は，全調査対蒙の1．2％（リ｝1、（】¢ん，　女’1．3％）　　　桶桃腺肥穴，楡」二（膿栓・，腺窩拡大。埋没を媒‘li亨所

に見られた。とれは木稿び）初めに述べた死亡部の夫々　　　見とし，慢性副界腔炎1汰中麟道，嗅裂，下琳道・後鼻

41倍の障ll！iと、桝｛ウ翻4り，11汝比ば死ご蔀とri牒，女　孔に1齢㍗る膿汁，　PdyP－1叩介及びi嘗醐’胞の1朝【壱至lr

は男のL3倍であつた。金心筋障害の中に占める割合　　　な産労にして診1断な決めた。餉歯は第3度以」∴噺取上

は7．4％に当る。　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　げゾ：，：t、

　このように成人では感染燃性心筋阿定瞥は・他の高lfiL　　　　閻イ∫飛症は心筋障llヂ1皆‘～、既往麗な精窪1”た結燃よ

圧性心醐轄，心筋梗鱗よ嚥か剛鮪であり，’4ピ　り，又リ坤マチはJ・nesの』騨〔・ゆに則・，て。噺

亡率に於ける傾向と一致することを確めた。　　　　　　を決宕した。

　尚蔓延度の性盗，年令藻はこの人員からでは磁誼が　　　　2）　掌激廻1態染症性心筋障轡の脳妊度

嗣難であるので中ILした。　　　　　　　　　　　　　　　　感染症性心筋障Illに全炉llyll33名で，全学蹴の2・ア

　2）10才代嚇染症悔蝋万障宙の轍簾　　　　5囑2・6〃あ女2・7％）に認められ’た・樹卿玲心
　上述のように本症は塒に10才代の死悶としてE要で　　　筋障‘堕よ79名6・4％（り｝6・9％、’女5・9％）であつたり

あつた知見に鑑み，これら墨村の101’t代男女796燃に　　　ょつて感染症者ノ1…心筋障1ドは，全心筋陣餐1伊）42％（：サ139

ついて調べたところ，感染症性心筋障‘警カミ：全対象の　　　％．女46％）を占めることになるnそして感染症性心

2．5％全心騨縮の33忽旨；を占め，成人期のそれよ　騨韓・はr罐期の心筋障轡の首億を占め，全園統計の

り明らかに高かった。この結果は死亡統計の華｝1果とよ　　　死亡に見た紬果と同様であつた。　　　　‘

く・・一・tuする傾向であつた。　　　　　　　　　　　　　　　更にこれを3大別してみると，第2炎のように病巣

　要するに感染症性心筋1騨多は成人に於けるより4，10　　感染によると思われるものが鰻も多く・13名で・全繊

．才代に意義の大きいことを知つた。　　　　　　　　　　染症性心筋陣警のtlC）％を霜めているo次にDiphthe－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ria，腸チフス，麻疹等の閲有感染によると鵬）れ惹

　　（皿）単童期に於ける感染症性心筋障審の蔓　　　　ものが，12名（39％）で，リユウマチによると思われ

　　　　延度　　　　　　　　　　　るものは，8x（24％）である。
　以薫の結果より，感染症性心査琳、辱の融艘が10才　　感染垢酬心筋障轡の惚麗…は一縄麟では認め難い。

代にi　stwxであり，全心疾患に対する死亡の比も最高で　　　　同様に学｛1荒も認め難い。唯1945年生れの・年生

あつたので，特に小学校児童を対象に選グ，蔓延度の　　は，企心筋陣轡も感染癌性心筋障害も高く，これは生

選態を検討した。　　　　　　　　　　　　　　　　　れ年が昭和20，2　V，．li．の敗戦の歪1こに当るので・その社会

　1）　調査対象及び診断基雛　　　　　　’　　　　　　変動に誌く鵠異の現象ではないかと想像が可能であ

　調査対象は松本市某小学校全学童ユ，240名（男642　　る。これらの障霧の学年による推移をみると，・全心筋

名，女598名）で，調査項目は既往歴，自覚症状，心　　　障害も感染寵性心筋障審も変化を明確に言い得ない。

電図検査，血圧測定，尿検査及び僑大耳轟科にょる耳　　　i只柄巣感染にょるもの，及び固有感染によるものは軽

轟咽喉科的検畳である。　　　　　　　　　　　　　　　度の減少傾向を示すのに対して，リユウWチf，k心筋障

　心筋障茜の診断基確は，以下に述べるような心飛図　　　，監rは∫：年の進むセこっれて増加傾向を示している。

所見2以上を認め，心訴等を示した渚を心筋陣潜とし　　　　（3）　病単・感染と心角那醗辱との関係

た。即ちSTが肢誘導でOj　mV以上，胸部誘導て0．2　　　本調伽こ於ける耳撚li悶喉利的揖li巣感染の出現顯度

mV以上，偏位しているもの，丁平低（標1靭伎誘導”（：’　　（儒大耳塀科教蜜の調査による）は，全学壷のVnが種

3誘導共に（，．2mV以下，　T波高が肢誘導でO，4mV以　　　々の隙註fを持つていた。内訳は第3表のように，慢性
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第2衷　　　　学鰍撚染症性心倉鵬轄の蔓延度

　　　　　　　　　　　　、実　数（人）i　　　i全心筋【騨5に礁幽醐憎｝」障

　　　　　　　　　＿にコ「刻舎1！髄響撤塑燐…対す・％
一＿．．＿型＿＿懲」．鯉．，1膿遡盤L＿．翌＿妻二⊥＿＿IL．猛．1．⊥一．71＿客、

全　心　筋　陣　筈

感染症性心筋障害
病巣感染による心筋障審

閻窃感鞭性心筋障審
リ・T…ウマチ性心筋障轡

79　　44　　35

33　　17　　16

13　　　8　　　5

12　　　6　　　6

8　　3　　5

6．4　　　6．9　　　5．9

2．7　　2，6　　2．7

1，0　　ユ，。2　　0。8

1、〔｝　　O．9　　1．0

0．7　　0喧5　　（），δ

100　　100　　：100

42　　39　　46

幽！6　　　18　　　14

15　　14　　17

1〔〕　　7　　14

100　　1〔｝O．　　100

4〔】　　4？　　　31

36　　　35　　　38

24　　18　　31

　　　慢性中耳炎　　　i・5（1・2％）・（・…の1

・動酬1・歴・あ硝，　　　｝・・2（IZ・％）．i・・（13．11・11鑛燃

館3裳　　　　　　　　病巣感染と心筋障轡の出現頻度
　　　　　　　　　　　　　　　　　（’：t：予；髪　　「1，24r〕名）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　病唖感塾の頻度　t［）1筋障瞥の舶1！芝　有　意　焔
　　病　　巣　態　染　　の　種　類
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　擁数　　（％）　　喫数　　（％）　　　13　　E

慢性桶桃腺炎　　　　　1221（17・8ワのi21（・・5％）1※※巌※
慢i生副麻腔炎　　　　　12。3（16，4％）i18（8．9タの諫　 鞘

D璽症既往照のない春　　　　　　　　　　10】8（82，1％）i50（4．9％）

E耽磯雛も・聯徽科「1勺醐もな賭　66・（53・・％）i2・（・・2％）1

　　　（※※　rL謂0．01，　※　a＝・　O．or））

（n・一】三）とE

　※※

獅図学糊感染症性心筋階の学年男拙現　　・炎一鵬．炎j骨髄購に欄既往胸ある灘2・4％
　　　頻度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　であった。

　　　　t念Vdus　L，　　　　　　　　　　　　　　　　　　これらの病巣感染巣の有無による心筋陳霧の頻度を

．　螺ゲ　　　　　　　補と，徽感鰍鮒たないものの心筋階鮪率
　Iu　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は4，3％であるのに対し，蒲環感染巣を持っものの心

ζ］o　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　筋障警保有癩は9・3％であつた。翼に病醸感染巣を梼

ヒ

．乱、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を有するものでは9。5％，慢性副琳腔炎では8．9％，慢

Tl　　　　　　　　　　　　馴塀炎では6・7％融では7・・3gti，虫麟等の既往
i　A
、。 @　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　歴を持っ者は6．7％で，慢性桶桃炎及び慢燃副轟腔炎
裏

　：b　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の罹患者は、病巣悠染巣を持たないものよりも，心筋

　　　　　　　　　　　7　11　　　　　　　　　　　　　　　又更に重症の既揖三歴iを持つ者にみられる’〔L，筋陣轡の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　t
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保有率を調べて，既往歴を持たない潴の群の心筋隙害

漏桃炎が金対象の17，8％慢性副脚膣炎がコ6．4％，慢　　　傑有率と比較してみた。電症既霜1歴の1葭確としては，

性中耳炎がL2％総められた。又第3慶禺歯は3。3％で　　　一応2週閻以上連続して就床したものを採つた。この

あつた。その他の病巣感染巣として，虫垂炎，腎霊　　　基準に於ける颪篤疾患の既往騰を持った者は，1260者



　24－一（512）　　　　　　　　　‘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イ／／／！’S一　少卜1　医　tl志　　笛9巻　　第3・騒

中222名で・金学童の17．9％にi当り，この中の62％は　　　り，かようなものの方が却つて多いと述ぺている。何

感染症によるものであつた。この群の心筋障警保イ1率　　れにしろGoldberger⑳，小黒⑳の営うように，如伺

は222名中29名・即ちユ3・1％であるのに対し，過表に　　　なる感染症でも，i｝1後，間接に心JliL管系に1牌・を起す

1藪疲の珊往膠も，現直凋轡咽喉科所見もない者665名　　貰r能性があるという。

（全学輩の53，6％）の心筋1｛彰［1保f∫常は僅かに3、6％　　　　例え1ゴll　l巣感染　殊に慢性lrlM兆炎及び慢性冨騨ll腔illi

で，明かに前潴が高獅であつた（a常0．01）。従つて　　　についてみれば・これρ｝を有する渚の心筋障1・保II串

学董期の心梛縮は病巣鵬ミと既往電篤疾患，殊に感　｝ま9・3％，ない庸の湘瓢9％で，　1り］かに前藩に心筋i蟻

染症の彫響が相当大きいといえよう。　　　　　　　　　露が高約こ認められた。叉感輪ll：を含めた既往筑症の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3ぎ　（13。1％う），　4p，4：　（4．9を6）　e’こよ“：），（も’亡♪llラj　llti．’墨｝C　I’一￥」：t

　　（Iv）考按　　　　　　　　が加た．よつ硫締脚名の心筋【轄（6．螂）の
　感染症性心筋障潜の実熊は，その多くが不明確であ　　　中より，病巣感染所見のある者（・U8名，33。7％）及

る。殊に既往歴との関係を洩れなく癬り，確証するこ　　　び取症既色ii謄のある痔（222名，17，9％）t、t除けば，

と嫁困難であり，従つて感染症性心筋1；ll．瀞の判竃，更　　　残りの665名（53，6％）の心筋陣、｝デは僅か3．2％と減少

に薇延度の検討な得弓ことは極めて難b：である。鷹　　　する。従つて単校保健h，惑策症性心筋障1陳煩的に

津⑥はリユウマチ性心疾患は，高1血し圧性心疾患，冠蕨　　　も，質的にもその意義が大ぎいと結論される。

患と共｝こ心疾患の3大頻患であつて，全体の1んを占

め，且つ米国の入院患脅の3～7％癒占めているとい　　　　　（V）結　　論

うo　カ、よう｝こ高捧｛な感染購討生’〔〉∫1”1碍玩‘｝一一一一リユウーマチ　　　　　　1）　義輩染慣三，亡♪り斐，1、鳳死亡をよ，責更近5爾｛1昌】（1951～1955）

性心筋陣鴇も含めて一一一は，近年予防方法④の確．冗，　　　平均，人口10万対28、0で，総死亡の3。3％に当り，逐

早期治療の有効性と粗倹って，年々滅少を示してい　　　年減少の傾向を示しているe

る。現在眠学に残された疾病としての心疾患の中で　　　2）感染性心童夷患死亡の総死亡及び金心拠1三死爲に

も，比較的予防対僚樹立の可能な心疾患である。よっ　　　対する1’ヒ率は，1，0～14才に於て最高である。

てこの麗延礎を知ることは，公衆衛生上よりも意羅が　　　3）　中部地方盤山村斑の感染症性心筋蹴lllの蕊麺渡

大ぎいと考える。それ故に診断，判定の困難をも顧み　　　は戒人よりも10才代に高率であつた。

ず・敢えて上記診断基準を用いて蔓延度を知ることに　　　　4）　小y校学魔の感染症性心筋陣警の覆抵度は爺学

意味を劔めた次第である。　　　　　　　　　　　　　　　童の2．7％，全心筋1彫癬の42％を占めて，第一f㍑こあ

　感染症性心筋障害は死亡統計でも，実態調査でも，　　　つた。

10－44才に高率であることが確められた。鈴木⑦によ　　　5）学黛期に於ては，病嚇感染，殊に慢性Kl桃炎及

れば，慢性副轟腔炎の有病恥は，5～コ4に殻高とい　　び慢性副鼻腔炎と，、既往1救症，殊に間有感染癌とリユ

．・，B1・・d⑧はリ功好熱の鋤三頻度も5～15才で　ウマチ，就屯感染症による心筋鰭の醸が大きい

最高を示すという。又番川⑨は溶連菌感染痕はfl三令に　　　と判簸された。

より起り方が異り，小児に多く老人に少いことを指摘

・灘・・gl一⑩は・ユ・・チ熱による’備教糠欝藷欝鯉輸差朧灘購
は，成人に比べ小児では予後が悪いと述べている。感　　　教室大石助教授に敬意を表する。

染症の発生が生活環境及びその環境での生活方法と密　　　　尚本論文の要旨は第27剛日本衛生学会総会（1957

接に関係する点より考え，臼木の現状がどの程度かは　　　年・箱根）に於て発褒した。

興味ある点である。そこで習々は中部地方の農畏に次

で，長野県の小学校糠について調査を試みた繊、，　　　　文　献
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