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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　T／F術後44症例にトレッドミル運動負荷テスト（Bruce　protocol）を施行し，運動耐久時間及び心拍

数変化などを測定することにより運動能力を評価した．運動耐久時間は7～9歳男児群（8例）11．6±

0．4分，7～9歳女児群（5例）10．2±3．4分，10～12歳男児群（10例）13．3±2．6分，10～12歳女児群（6

例）12．6±1．6分，13～15歳男児群（8例）13．4±2．9分，13～15歳女児群（1例）13．0分，16歳以上男

児群（4例）12．8±2．6分，16歳以上女児群（2例）12．0±2．8分で正常児と同等の平均値を示し，T／F

術後症例の運動能力が劣っているとは思われなかった．T／F術後症例の中で心胸郭比55％以上群，　RV／

LV比O．5以上群，　EF　O．68未満群，著明な肺動脈弁逆流を認めたII群では運動耐久時間が各々の軽症群

と比較して，有意に短かった．

　T／F術後症例の最大運動時の心拍数上昇は正常児と比較して少なく，心拍数180／分をこえた症例は44

例中25例（56％）と少なかった．しかも，同じ運動負荷による心拍数上昇も正常児と比較して少なかっ

た．運動負荷時にVPC合併例が44例中7例（16％）と高率にみられた．トレヅドミル運動負荷テストは

安全かつ容易に施行することができ，最大運動時の諸情報が得られた．更に，他の臨床データーと共に

総合的な判断を行うことにより，T／F術後症例の運動制限に関する生活指導をより明確に行うことが可

能と思われた．

　　　　　　　　　緒　　言

　近年，ファロー四徴症（T／F）の根治術は安定した

良好な成績を示すようになった．しかし，遠隔期にお

いてT／Fを含む先天性心疾患術後症例の突然死は少

なくなく，運動中に多いとも言われている．また，

T／F術後症例の運動能力は低下していると言われて

おり，その原因として低下した左心機能，血行動態的

異常の残存などが挙げられている．これらの問題点か

ら，T／F術後症例は運動制限を強制されている症例も
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少なくないのが現状である．現在，心疾患を有する学

童の運動制限は文部省研究班及び日本学校保健会心疾

患委員会の心臓病管理指導表に沿って行われている

が，患児の運動能力を判断する明確な指標は示されて

いない．そこで，著者らはT／F術後症例にトレッドミ

ル運動負荷テストを施行し，その運動能力を評価した．

更に，T／F術後症例の運動能力と遠隔期心臓カテーテ

ル検査より得た心機能パラメーターとの関係について

も検討を加えた．

　　　　　　　　　研究対象

　1974年から1981年までの間に東京女子医科大学第2

病院において根治術を施行したT／F44例を研究対象
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とした．対象を肺動脈狭窄解除の手術法別にみると，

弁輪をこえて心膜パッチを使用した症例は39例，肺動

脈弁輪下心膜パッチ使用症例は4例，心膜パッチ非使

用症例は1例であった．手術時年齢は2．8歳～16．2歳

（平均5．9±3．2歳），トレッドミル運動負荷テスト施行

時年齢は7．0歳～27．0歳（平均12．9±4．5歳）であった．

トレッドミル運動負荷テスト施行時，対象は少くとも

術後3年以上を経過していた．安静時心電図は全例が

洞調律で，上室性期外収縮（SVPC）を2例に，心室性

期外収縮（VPC）を4例に認めた．ジギタリス等の投

薬を受けていた症例はなかった．

　　　　　　　　　　方　　法

　1．トレッドミル運動負荷テスト

　トレッドミル運動負荷テストはBruce　protocoP）に

従って施行された．Bruce　protocolは3分毎にベルト

の速度と傾斜度が増加し，7段階にstagingされてい

る．各stage終了時，運動終了時，運動終了2分後，5

分後に心拍数と血圧を測定し，同時に全12誘導心電図

を記録した．目標運動量は対象ができる最大運動量で，

180／分以上の心拍数上昇を目安とした．トレッドミル

運動負荷テストの中止は，1）VPCの明らかな増加や

重症不整脈の出現，2）対象が泣きだしたり，呼吸困難，

破行状態となった時，3）運動負荷を増加しても，血圧

の低下や心拍数の減少を認めた時とした．

　2．遠隔期心臓カテーテル検査

　対象は術後1～2年の間で心臓カテーテル検査が施

行された．心内圧測定により右室・左室圧比（RV／LV）

を算出した．左室造影検査により左室駆出率を算出し

た．肺動脈造影検査では肺動脈主幹部を越えた位置に

カテーテルを置き，造影剤を注入した．そして，右室

181－（45）

腔への造影剤逆流度から肺動脈弁閉鎖不全を下記に述

べる2群に分類した．

　1群：右室腔への逆流がないか，もしくは軽度であ

る．

　II群：右室腔への著明な逆流が認められ，右室腔全

体が造影される．

　　　　　　　　　　結　　果

　1．トレッドミル運動負荷テスト

　T／F根治術後44症例を7～9歳児群（13例），10～12

歳児群（16例），13～15歳児群（9例），16歳以上群（6

例）の4つの年齢群に分類し，運動耐久時間及び心拍

数変化について検討した．運動負荷中に心拍数減少の

理由からトレッドミル運動負荷テストを中止した症例

はなく，最大運動耐久時間を得た時に最高心拍数を示

した．

　A．運動耐久時間と最高心拍数

　T／F術後症例の運動耐久時間は6～18分（平均

12、4±2．5分）であった．運動強度12～13Metsに相当

するBruce　protocolのstage　IV（運動耐久時間：12

分）をこえる運動が44例中31例（70％）に可能であっ

た．最高心拍数は153～196／分（平均174±17分）であっ

た．最高心拍数が180／分以上の上昇を示した症例は44

例中25例（57％）であった．

　各年齢群別の運動耐久時間と最高心拍数の平均値を

表1に示した．尚，Cummingら2）及び武知3）により報告

されている正常児の年齢別運動耐久時間と最高心拍数

も表1に示した．T／F術後症例の平均運動耐久時間は

正常児と比較して，明らかな差が認められなかった．

また，正常児と同様にT／F術後症例では，13～15歳児

群までの平均運動耐久時間は年齢とともに増加し，16

表1　Trveadmill　testにおける年齢別運動耐久時間

7～9歳児 10～12歳児 13～15歳児 16歳以上の児＼ 耐久時間（分） 最高心拍数 耐久時間（分） 最高心拍数 耐久時間（分） 最高心拍数 耐久時間（分） 最高心拍数

本
報
告

男
女

11．6±0．4

10．2±3．4

163±26

171±22

13．3±2．6

12．6±1．6

176±12

179±10

13．4±2．9

　　13．0

176±11

　187

12．8±2．6

12．0±2．8

183±10

186±5

C
品
￥
G

男
女

12．6±2．3
（N．S．）＊

11．6±0．7
（N．S）＊＊

　200±6
（p＜0．01）＊

　200±9
（P＜0．01）＊＊

12．7±1．9
（N．S．）＊

12、3±1．4
（N．S．）＊＊

　199±7
（P〈0．01）＊

　204±8
（P＜0．01）＊＊

14．］±1．7
（N．S．）＊

11．1±1．3

　198±6
（P＜0．01）＊

　］96±6

13．5±1．4
（N．S．）＊

10．7±1．4
（NS）榊

　201±6
（P＜0．01）＊

　193±5
　（N．S．）＊＊

武

知

男
女

11．6±0．7
（N．S．）＊

11．4±0．7
（NS．）＊＊

　190±4
（P＜0．05）＊

　195±6
（p＜0．05）＊＊

13．5±1．3
（N．S．）＊

11．6±0．8
（NS．）＊＊

　193±8
（p〈0．01）＊

　193±10
（P〈0．01）＊＊

14．6±0．9
（N．S．）＊

12．0±1．2

　196±6
（P〈0．01）＊

　198±4一

∴｝本報告例とのt－・… （Mean斗S．D．）
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表2　7～9歳児の心拍数変化

安静時 1（3分） II（6分） III（9分） n1（12分） 最高心拍数 終了後2分 終了後5分

本
報

　　男

（n＝8） 86±13 113±17 122±14 142±17 173±10 163±26 100±6 90±6

生口
　女
（n＝5） 84±16 114±15 134±22 153±8 178±7 171±22 113±27 94±10

C
u 男 84±13 127±10 146±15 177±12 198±6 200±6 122±1 116±9
M
M

（n＝30） （N．S．）＊ （p〈0．01）＊ （p＜0．01）＊ （p＜0．01）＊ （p＝0．01）＊ （p〈0．01）＊ （p＜0．01）＊ （P〈0．01）牢

1 女 79±13 117±17 144±17 180±13 198±6 202±9 121±16 112±14
　　　G

（8～9歳）
（n＝26） （N．S．）＊＊ （N．S．）艸 （P〈0．Ol）口 （P＜0．01）＊＊ （P＜0．01）＊卓 （p＜0．05）＊＊ （N．S．）⇔ （P〈0．Ol）＊＊

武 男 90±5 126±9 145±6 165±5 187±3 190±4 116±9 103±6
（n＝8） （N．S．）＊ （P〈0．01）＊ （P＜0．01）＊ （P〈0．01）＊ （P〈0．01）＊ （p＜0．05）＊ （p〈0．01）卓 （p＜0．01）＊

　　　知

（8～9歳）
　女
（n＝3）

92±1
（N．S．）＊＊

　129±6
（P＜0．01）＊＊

　149±7
（P〈0．01）＊＊

　173±8
（P＜0．01）＊＊

　193±8
（P〈0．01）＊＊

　195±6
（P＜0．05）＊＊

121±6
（N．S．）＊＊

　112±4
（P＜0．01）＊＊

∴｝本結例と州… （Mean十S．D．）

表3　10～12歳児の心拍数変化

安静時 1（3分） II（6分） III（9分） IV（12分） 最高心拍数 終了後2分 終了後5分

本
報

　　男

（n＝10） 85±7 107±13 117±15 139±17 159±13 176±12 105±11 92±7

生
口

　　女

（n＝6） 89±10 116±12 129±9 146±6 172±7 179±10 120±14 104±8

ε 男 84±15 121±11 140±12 174±13 194±9 199±7 125±11 116±10

MM
（n＝31）

（N．S．） （P〈0．01）＊ （P〈0．01）＊ （P〈0．Ol）＊ （P〈0．01）＊ （P＜0．01）＊ （P＜0．01）＊ （P〈0．01）享

1 女 84±13 126±11 150±13 188±11 197±5 204±8 134±18 122±12
ぎ （n＝28） （N．S．） （N．S．）＊＊ （P〈0．01）料 （P＜0．01）＊＊ （P〈0，01）口 （P＜0．Ol）＊＊ （N．S．）＊＊ （P〈0、⑪1）口

男 90±9 114±5 133±6 161±4 184±5 193±8 135±11 104±10
武 （n＝4） （NS．） （NS．）＊ （N．S）＊ （P＜0．05）牟 （P〈0．01）掌 （p＜0．01）‡ （P〈0．01）＊ （P〈0．05）＊

知 　　女

（n＝4）
95±10
（N．S．）

121±6
（N．S．）＊＊

133±7
（N．S．）＊＊

　160±8
（p＜0．05）＊宇

　199±7
（P〈⑪．01）＊＊

　193±10
（P＜⑪．05）口

130±6
（N．S．）＊＊

112±4
（N．S．）＊＊

∴｝本継例と・…tes・・ （Mean±S．D．）

歳以上群では減少した．T／F術後症例は男女ともに最

高心拍数が加齢に従い増加する傾向を示した．しかし，

T／F術後症例の最高心拍数は正常児と比較して，各年

齢群とも低値を示した．

　B．運動負荷時の心拍数変化

　各年齢群別に各Stageごとの心拍数変化を正常児

と比較して2）3），表2（7～9歳児群），表3（10～12歳

児群），表4（13～15歳児群），表5（16歳以上群）に

示した．各年齢群で運動負荷に伴い，心拍数は上昇し

た．正常児と同様に，同じ運動負荷におけるT／F術後

女児症例の平均心拍数は男児症例よりも高値を示す傾

向がみられた．しかし，7～9歳児群，10～12歳児群，

13～15歳児群の心拍数上昇は同じ運動負荷で比較して

も正常児より少なかった．また，16歳以上群では統計

学的有意差は得られなかったが，T／F術後症例の心拍

数上昇は正常児よりも少ない傾向が認められた．

　2．心胸郭比と運動耐久時間

　トレッドミル運動負荷テスト施行時，対象の心胸郭

比は48～72％（平均55±5％）であった．心胸郭比55％

以上群（25例）の運動耐久時間は11．5±2．4分，心胸郭

比55％未満群（19例）は13．6±2．0分で両群間に統計学

的有意差（p＜0．01）を認めた．最大心拍数においては

両群間に統計学的有意差を認めなかった（表6）．

　3．遠隔期右室・左室圧比と運動耐久時間

　遠隔期のRV／LV比は0．23～0．76（平均O．48±

0．13）であった．RV／LV比0．5以上群4）（17例）の運動

耐久時間は11．0±2．7分，RV／LV比0．5未満群（27例）

は13．3±1．9分で両群間に統計学的有意差（p＜0．01）

を認めた．両群間の最大心拍数は統計学的有意差を認

めなかった（表6）．
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表4　13～15歳児の心拍数変化

安静時 1（3分） H（6分） Ill（9分） 駅12分） 最高心拍数 終了後2分 終了後5分

本
報
告

　　男

（n＝8）

　　女

（n＝1）

81±15

　80

109±16

　120

116±14

　134

132±18

　154

151±15

　181

176±11

　187

108±ll

　133

94±9

110

8
M
M
志
G

　　男

（n＝26）

　　女

（n＝28）

72±9
（N．S．）＊

85±12

ll2±12
（NS．）＊

127±19

　129±14
（p〈0．05）宇

　153±18

　163±14
（P＜0．01）＊

　180±16

　191±10
（P＜0．01）＊

　186±11

　198±6
（p〈0．01）＊

　196±6

　122±13
（P＜⑪．⑪5）＊

　128±21

　112±13
（P〈0．01）＊

　117±18

武

知

　　男

（n＝6）

　　女

（n＝4）

86±11
（NS．）＊

101±2

114±13
（NS．）＊

139±9

　133±12
（P＜0．05）＊

　155±12

　163±10
（P〈0．01）＊

　175±13

　181±3
（P〈0．Ol）＊

　195±2

　196±6
（P＜0．05）＊

　198±4

　142±8
（P〈0．01）＊

　155±3

163±8
（N．S．）＊

119±7

・・：本報告例とのt・test． （Mean±S．D．）

表5　16歳以上の患児の心拍数変化

安静時 1（3分） II（6分） III（9分） 1V（12分） 最高心拍数 終了後2分 終了後5分

本
報
告

　思
（n＝4）

　女
（n＝2）

80±12

84±5

1⑪5±12

107±18

121±16

130±34

149±32

160±34

168±14 183±10

186±5

125±15

142±16

99±6

113±1

　　ε

　　留
　　4　　G（8～9歳）

　男
（n＝／2）

　女
（n＝12）

77±10
（n．S，）＊

92±12
（NS）＊ヰ

105±15
（N．S．）＊

134±15
（NS，）＊＊

137±18
（N．S．）＊

164±19
（NS）＊＊

174±12
（NS．）＊

186±9
（N．S．）＊＊

　189±7
（P〈0．01）＊

　一

201±6
（P〈0．01）＊

　193±5
（NS．）＊＊

138±14
（N．S）＊

142±18
（NS，）榊

127±10
（N．S．）＊

124±13
（NS．）＊＊

　1∴已報告例とのt－t・… （Mean±S．D．）

表6　心胸郭比，RV／LV化，肺動脈弁逆流，　E．F．と運動耐久時間

心胸隔比 RV／LV比 肺動脈弁逆流 EF．

55％以上 55％未満 0．5以上 0．5未満 1群 II群 0．68以上 0．68未満

症例数 25例 19例 17例 27例 21例 13例 16例 18例

11．5±2．4 13．6±2．0 11．⑪±2．7 13，3±1．9 13．1±1．9 11．3±2．7 13．9±1．7 112±2．2運動耐
久時間
　（分） p〈0．01 P〈0．Ol p＜0．05 p＜0．001

172±19 176±15 168±20 177±15 177±17 168±22 178±10 169±24
最高心拍数
　（／分）

N．S． N．S． NS． NS．

　4．肺動脈弁閉鎖不全と運動耐久時間

　肺動脈造影検査は34例に施行された．肺動脈弁逆流

の軽度な1群（21例）と著明な逆流を示したII群（13

例）の運動耐久時間を比較する（表6）と，それぞれ

13．1±1．9分，11．3±2．7分で，両群間に統計学的有意

差（p＜0．05）を認めた．両群間の最大心拍数は統計学

的有意差を認めなかった．

　5．左室駆出率と運動耐久時間

　左室造影検査を34例に施行し，左室駆出率（EF）を

算出した．EFはO．54　一一　O．81（平均0．68±0．07）であっ

た．EF　O．68以上群（16例）の運動耐久時間は13．9±1．7

分，EFO．68未満群は11．2±2．2分で，両群間に統計学

的有意差（p＜0．001）を認めた．両群間の最大心拍数

は統計学的有意差を認めなかった（表6）．

　6．不整脈

　トレッドミル運動負荷テスト施行時に不整脈の認め

られた症例数は44例中9例（20％）でVPCが7例

（16％），SVPCが2例（4％）に合併した（表7）．　VPC
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表7　不整脈発生症例の内訳

症例 発生時期 不整脈の種類 最大心拍数 耐久時間 肺動脈弁逆流 RV／LV　r

心胸郭比

1 負荷後 VPC
二段脈

183 13分 I
I

0．48 55％

2 負荷後 VPC
二段脈

179 ユ5 0．57 67

3 ⇒塁 VPC 134 10 I
I

0．76 59

4 ⇒塁 VPC 182 14 I
I

0．63 58

5 負荷後 VPC 178 13．5 I
I

0．75 52

6 負覗 VPC 191 9
一 0．60 62

7 負荷

｛
竃

VPC 153 10 0．55 61

8 負荷前 SVPC 174 ／0．5 I
I

0．23 55

9 負荷前 SVPC 172 17 0．43 52

負荷前

症例i＿Nr－L－一◆

負荷中 負荷後

吟」幽山吋」惜

症例一～r㌔螂ト／◆

症例・
Wh　・　Wi・w・・v・VWV，V－，vi

一／卜

◆

内』、
症例・“一一WN・・rvrwvrwwy．s“A，evJ蝸

症例8

蝸r恒W州納◆輌榊輌幽
図　1

合併例7例において，運動耐久時間が12分（Bruce

protocol：stage　IV）以上可能な症例は4例（57％）

であった．心胸郭比が55％以上の症例は6例（86％），

RV／LV比bgo．s以上の症例も6例（86％）であった．

肺動脈造影検査は7例中4例に施行され，4例とも著

明な逆流が認められたII群であった．

　VPCを発生時期及び種類別にみると，症例1，2，5

の3例は負荷前と負荷中にはVPCの発生が見られ

ず，運動負荷終了後に二段脈が出現した（図1）．症例

3，4，6，7の4例は負荷前よりVPCが見られ，運動

負荷中及び負荷後にVPCの発生頻度が増加した．症

例8，9は負荷前にSVPCが見られたが，運動負荷に

よりSVPCは消失した．

　　　　　　　　　　考　　案

　トレッドミル運動負荷テストは虚血性心疾患の診断

以外に，心機能や運動能力の評価にも使用されている．

トレッドミルの負荷protocolとしては多くの方法が

報告されているが，Bruce　Protocolがよく用いられて

いる1）～3｝．Cummingは4歳以上の正常児に対して

Bruce　Protoco1を行い，運動能力評価が可能であった

ことを報告している．本邦では武知が4～5歳児では

恐怖心や体格等の問題からBruce　Protocolは最適な
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Protocolとは言えず，6歳以後の小児に適応すると述

べている．著者らの経験では，術後3年以上を経過し

た7歳以後のT／F術後症例はBruce　Protocolによる

運動負荷が可能であった．

　トレッドミル運動負荷テストにおける最大運動量は

最大酸素消費が行われた時点で求められると言われて

いる．Cummingは心拍数のみでは最大運動量の指標

とはならないが，運動負荷による心拍数上昇が酸素消

費と比例し，心拍数180／分以上で，ほぼ最大酸素消費

を示すと報告している．また，Riopelら5）も心拍数180／

分以上で最大運動量に達したと判断してもよいと述べ

ている．そこで，著者らも対象に対して可能なかぎり

180／分以上の心拍数上昇を目安として最大運動量を求

めた．Cummingは酸素消費測定によりplateau期に

達する小児は50％以下で，負荷後の血中乳酸濃度測定

でもばらつきが大きく，有効な運動負荷中止点の指標

はないとも報告している．そこで，心拍数180／分以下

であっても対象が呼吸困難及び破行状態を呈し，運動

負荷の続行が不可能であると判断された時6）は主観的

な判断ではあるが，運動負荷を中止した．結果として，

T／F術後症例の最大運動量を示す運動耐久時間の平

均値は正常児と比較してほぼ同値を得たが，心拍数

180／分をこえた症例は44例中25例（56％）と少なかっ

た．更に，T／F術後症例の心拍数上昇の変化は表2

～表5に示されるように，同じ運動負荷においても，

正常児と比較して少なかった．故に，本研究では最大

酸素消費の測定を行なわなかった為，客観的には問題

が残るが，T／F術後症例の最高心拍数が180／分をこえ

ないという理由から，運動負荷が最大運動量に達しな

かったとは言えず，多くのT／F術後症例は最大運動量

に達したと考えている．Wesselら7）やJamesら8｝も

ergometer運動負荷テストにて，　T／F術後症例の心拍

数上昇が少ないことを報告している．その原因として

は，自律神経の不均衡な発達や，比較的高齢で根治術

を施行したこととの関係が述べられている．自験例の

中で，高齢で根治術を施行した症例は3例あるが，う

ち2例は180／分以上の心拍数上昇を認めた．Foxら9）

はT／F術後8年目にsick　sinus　syndromeを発症し

た症例を報告している．sick　sinus　syndromeの発生機

序としては外科的洞結節部損傷，術中の洞結節部の虚

血性変化，結節間伝導路の外科的切断など1°）が報告さ

れているが，病理学的にも，電気生理学的にもいまだ

不明な点が多く解明されていない．真部ら11）はASD

の術前術後の電気生理学的な検討を行い，右心系の容

185－（49）

量負荷は洞結節及び房室結節の機能低下をきたす要因

の1つであると推論している．外科的侵襲を受けた上，

肺動脈弁逆流等による右心系容量負荷が加わるT／F

術後症例において，運動負荷時の心拍数上昇が少な

かった事実は洞機能を含む刺激伝導系の機能低下を原

因のひとつとして強く注目させた．

　武知は心胸郭比58％以上のT／F術後症例は心胸郭

比58％未満の症例より運動能力が劣っていると報告

し，その原因として潜在的な左心機能不全の存在を推

測している．本研究でも，心胸郭比55％以上群で運動

耐久時間が短い症例が多かった．T／F術後症例の左心

機能は術前と比較して軽度の改善はみられるが，平均

して低下していると言われている12）．Bjarke13）は左室

低形成を有するT／F術後症例が充分な左心機能を発

揮するためには術後長期間の経過を必要とするのでは

ないかと考えている．左心機能低下の原因としては

hypoplasticな左室自体に問題があると考えられてい

るが，遺残短絡14）や右心機能不全15）なども原因の1つ

として報告されている．小林16）は術後早期におけるT／

F術後症例は遺残狭窄や肺動脈弁逆流などの右心系に

残っている血行動態的障害により左心機能の充分な改

善が得られず，EFが低値を示すと述べている．本研究

では，術後1～2年後にEFが測定され（平均O．68±

0．07），EFが0．6未満の症例は4例と少なく，左心機能

が著明に低下していると考えられる症例は少なかっ

た．今回，RV／LV比，肺動脈弁逆流の程度，　EF間の

相互関係についての検討を行なわなかったが，RV／

LV　O．5以上群，著明な肺動脈弁逆流の認められたII

群，EFO．68未満群の運動耐久時間はそれぞれのパラ

メーター良好群と比較して短かった．低いEF，高い

RV／LV比，著明な肺動脈弁逆流は手術成績に影響を

与える重大な因子と言われているが4）17）一’19），遠隔期運

動能力にも影響を及ぼす要因と考えられた．しかし，

パラメーター不良群の運動耐久時間は，それぞれ

11．0±2．7分，11．3±2．7分，11．2±2．2分であり，Fox2°）

らの報告している各種活動の代謝量概算表に基き，運

動能力を評価すると，多くの症例は明らかな運動能力

の低下を示すものではなく，学校体育レベルの運動が

可能と思われた．

　VPCはT／F術後症例の突然死における重要な原因

の1つと考えられている2’）．本研究では44例中7例

（16％）と高頻度にVPC合併例がみられた．　VPC合併

例中3例は安静時心電図にVPCが認められず，運動

終了後に出現した．T／F術後症例の致死的不整脈は血
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行動態の悪い症例に多くみられることが報告されてい

るが，本研究でもVPC合併7例は血行動態に問題の

ある症例であった．しかし，VPC合併例の中には比較

的良好な運動能力を示した症例もあり，運動制限を行

う際に運動能力からだけでなく，突然死の原因と考え

られるVPCの合併という因子も考慮する必要がある

と考えられた．

　　　　　　　　　　結　　語

　T／F術後44症例に対してトレッドミル運動負荷テ

ストを施行し，運動能力を評価した．多くのT／F術後

症例は正常児と同等の運動が可能であると思われた．

運動負荷によるT／F術後症例の心拍数上昇は正常児

と比較して少なかった．その原因については自律神経

系の異常や手術時年齢などが報告されているが，著者

らは洞機能を含む刺激伝導系の機能低下に注目し，今

後病理学的及び電気生理学的検討を行う必要があると

考えている．遠隔期の低いEF，高いRV／LV比，著明

な肺動脈弁逆流を示した症例の運動耐久時間は短く，

これらパラメータは，T／F術後症例の運動能力に影響

を及ぼす要因と考えられた．トレッドミル運動負荷テ

ストは安全かつ容易に施行することができ，最大運動

時の諸情報が得られ，開心術後症例の運動能力評価に

も応用できると考えられた．

　本論文の要旨は第20回日本小児循環器学会総会において
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degree　of　right　ventricular　hypertension　and　of　the　pulmonary　regurgitation　affected　the　exercise

tolerance．　Seven　patients（16（70）presented　significant　ventricular　premature　contractions　during　and／or

after　exercise．　Treadmill　exercise　testing　was　considered　to　be　useful　for　evaluation　of　exercise　per－

formance　and　to　determine　the　necessity　of　exercise　restriction　of　postoperative　tetralogy　patients．
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