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　　　　　析

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　健康小児と同様の生活を送っている不整脈児童や心後遺症のない川崎病既往者など102例（6～18歳，

男50例，女52例）を対象に，呼気ガス分析を併用したBruce法によるトレッドミル多段階運動負荷試験

を行い，酸素摂取量，分時換気量，嫌気性代謝閾値，心拍数，血圧を測定し，小児における標準値を検

討した．

　1）最大酸素摂取量（VO2max），嫌気性代謝閾値における酸素摂取量（VO2vAT）は男女とも年令，体

重，身長，体表面積，運動耐用時間と高い正の相関関係が認められ，特に体重および体表面積との相関

が良かった．

　体重BV（kg）からのVO2max，　VO2vAT予測式は，

　男子：VO2＝63．8×BW－507（r＝0．96，　p＜0．001），　VO2vAT＝30．2×BW－146（r＝0．90，　p＜0．001），

　女子：VO2max＝44、3×BW－141（r＝0．93，　p〈0．001），　VO2vAT＝23．2×BW－49（r＝0．83，　p＜0．001）

であった．

　2）体重あたりのVO2maxは，最大成長速度時年齢を越えた，男子は13歳以降，女子は10歳以降ほぼ

一定となった．各年齢とも男子が高値を示した．

　3）VO2vATは男女ともVO2maxの53％前後であり，　VO2maxとVO2vATには良好な正の相関関係が認

められた（r＝O．91，p＜0．001）．体重あたりのVO2vATも男子が女子に比べ高値であった．

　4）嫌気性代謝閾値での心拍数は女子で高い傾向があり，平均値で男子が140bpm前後，女子が150bpm

前後であり，最大心拍数に対する割合は75％前後であった．

　最大負荷をかけなくてすむ嫌気性代謝閾値の測定はworking　capacityの評価法として有用である．

今後は各種疾患患者に対する利用を検討してゆきたい．

　　　　　　　　　はじめに

　近年呼気ガス分析による運動中の酸素摂取量，炭酸

ガス排泄量，分時換気量の測定が運動生理やスポーッ

医学部門のみならず心疾患患者にも応用されてい

るユ）2）．小児においても，先天性心疾患や川崎病冠動脈

障害，心筋疾患などにおける総合的な呼吸循環機能の

別刷請求先：（〒232）横浜市南区浦舟町3－46

　　　　　横浜市立大学小児科学教室　南沢　　享

指標として最大酸素摂取量や嫌気性代謝閾値は有用で

ある3）一”9）．しかし本邦でのトレッドミル多段階運動負

荷試験における標準値の報告は少ない9）一一13）．そこで心

疾患をはじめとする各疾患患児に応用する目的で，

Bruce法14）によるトレッドミル多段階運動負荷試験時

の標準値を求め，若干の知見を得たので報告する．

　　　　　　　　　対象と方法

　1．対象

　心エコーを含めた非侵襲的検査で器質的心疾患を認
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表1　対　象

1群（小学生低学年） 2群（小学生高学年） 3群（中学生） 4　　　　群

6－9yrs 10－12yrs 13－15yrs 16寸8yrs

Sex male female male female male female male female

NO、 16 17 12 12 15 15 7 8

Age（mon） 90±13 91±11 138±13 139±12 174±14 174±12 204±10 202±1⑪

Weight（kg）

Height（cm）

BSA（m2）

242±34
124±7

0．91±0．09

24．6±3．O

l23±5

0．91±0．07

37．7±4．3a”

147±6

123±0．10a

40．7±8，1a”

148±10

1．29±0．17a’

54．5±62牢b”b”

165±5b

1．59±0．10a”b’

49．4±7．3a”b”

156±5

L47±012a”

61．4±68’“a”b’c’

173±4b

1．72±0．10＊a”b”

480±35a”b’

156±4

143±0098”

male　vs　female：　　　　　＊；p＜0．05，林；p＜O．Ol，＊＊＊；p＜0．001

1群vs　2群，3群，4群：a：p＜0．05，　a’：p＜O．Ol，　a”；p〈0．001

2君羊vs　3君羊，　4群：　　　　　b：p＜O．05，　b’：p＜0．01，　b”　；p＜0．001

3群vs　4群：　　　　c：p〈O．05，　c’：p〈O．01，　c’t；p＜0．001

めず，健康児と対等の運動能力を有し，運動負荷で悪

化しない不整脈児童57例（1度房室プPック4例，

Wenckebach型II度房室ブロック7例，完全右脚ブ

・ック5例，頻拍発作のないWPW症候群14例，心房

性期外収縮1例，上室性頻拍3例，心室性期外収縮17

例，ショートラソ型心室性期外収縮3例，心室性副収

縮1例，房室解離2例），心臓後遺症のないことが発症

時より選択的冠動脈造影または超音波検査で確認され

ている川崎病既往者26例，心臓検診でチェックされた

が心疾患が否定された13例，ならびに胸痛を主訴に来

院し，心肺疾患が否定された児童6例の計102例（男50

例，女52例，6～18歳）とし，優れたスポーッ選手や＋

2SD以上の肥満者は除いた．

　今回選ばれた対象のうち上室性頻拍児は1年に1

～ 2回程度の発作回数であり，運動誘発性ではなかっ

た．また心室性期外収縮の17例は運動により期外収縮

が消失するタイプであった．ショートラン型心室性期

外収縮の3例は運動負荷，24時間心電図検査で正常洞

調律となり3年以上経過していた．その他の不整脈児

童や冠動脈障害を残していない川崎病既往者も血行動

態や運動能力に及ぼす影響はほとんどないと考えら

れ，従ってこれらの対象から標準値を求めることに問

題はないと考えられた．

　最大酸素摂取量（以下VO2max）には性差，年齢差

があるといわれ，Kobayashiら15）の報告では最大身長

増加の約1年位前からVO2maxが増加しはじめると

いう．そこで田原ユ6）により求められた最大成長速度時

年齢，男子13．4歳，女子10．8歳に，便宜上の暦年齢を

考慮し，表1のごとく4群に分類した．さらに各群を

男女別のサブグループに分けた．

　2．方法

　運動方法はBruce法14）による多段階トレッドミル

運動負荷で自覚的最大負荷を原則とした．前方ガード

をつかまらせないで走行させた．心電図はMarquette

社製CASE－IIを用い，　Mason－Likarによる修飾6肢

誘導と胸部6誘導を連続モニタリングし，1分毎に記

録した．心拍数は記録された心電図より算出した．血

圧は左上腕にマソシェットをまき，運動前，運動中は

各段階終了30秒前，運動終了直後，1分，3分，6分

に検者が聴診により測定した．

　呼気ガス分析はダグラス・ミック方式採用のアニマ社

製R1500Sを用いて30秒毎に酸素摂取量（VO2），分時

換気量（VE），炭酸ガス排泄量（VCO2）を測定した．

負荷前30分以上の安静を保った後，運動前は座位3分

間の平均値で算出した．小児ではVO2がleveling　off

することは稀なため8）17）～19），最大測定値をVO2maxと

した．

　Wassermanらの方法2°）に従って，　VE／VCO2が変化

せず，VE／VO2が連続的な上昇を開始する点ないし

VEが直線性を失って増加を開始する変曲点を呼気ガ

ス分析による嫌気性代謝閾値（以下VAT：Ventilator－

y　Anaerobic　Threshold）とし，この際のVO2を

VO2VATと記した．代表例を図1に示す，

　得られた値は平均±標準偏差で表し，平均値の有意

差検定には二元配置分散分析での多重比較を行い，

Newman－Keuls法を用いて，危険率0．05以下（p＜

0．05）を有意とした．

　　　　　　　　　　結　　果

　各被検者とも運動による異常所見は認められなかっ

た．

　1．酸素摂取量（表2，3，図2）

　VO2maxを年齢（月数），体重，身長，体表面積，運
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口1／k9／ロin

動耐用時間との相関でみると，全てp〈0．001の高い正

の相関関係が認められた（表2）．特に体重および体表

面積との相関が良好であった．そこでVO2max＝yの

予測式を求めると体重BW（kg）では，

　男子：y＝63．8×BW－507（r＝0．96，　p＜0．001）

　女子：y＝44．3×BW－141（r＝0．93，　p＜0．001）

であり，体表面積BSA（m2）では

表2　VO2max，　VATに対する各パラメーターの

　相関係数

体表面積 体重 身長 年齢 運動耐用時間

・

VO2max
との相関

男
女

0．94

0．94

0．96

0．93

0．90

0．91

0．88

0．81

0．80

0．63

VAT
との相関

男
女

0．90

0．84

0．90

0．83

0．86

0．80

0．85

0．72

0．72

0．60

（単位：％）
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　男子：y＝2886×BSA－1599（r＝O．94，　p〈O．OOI）

　女子：y＝2102×BSA－1015（r＝0．94，　p＜0．001）

であった．

　体表面積および体重あたりのVO2maxは男子は各

群毎に増加するが，最大成長速度時年齢以後の3群，

4群はほぼ一定であった．女子では最大成長速度時年

齢を迎えた10歳以後一定の傾向を示した．VO2maxは

各群とも男子が女子よりも絶対値，換算値とも大き
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かった（表3）．

　　　　　　　　　　り　回復期1分でのVO2は最大値の30～40％程度まで

回復するが，3群を除いて各群とも男子が女子に比し

て回復が速やかであった．また男女とも1群の回復が

速やかなことが特徴的であった（図2）．

　2．嫌気性代謝閾値（VAT）（表2，4，図3）
　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

　VO2vATもVO2maxと同じく各パラメーターにおい

て良好な正の相関関係が認められた．特に体表面積及

び体重との相関が良かった（表2）．予測式を求めると

体重からは，

日本小児循環器学会雑誌　第7巻　第3号

　男子：y＝30．2×BW（kg）一　146（r＝0．90，　p〈

0．001）

　女子：y＝23，2×BW（kg）－49（r＝O．83，　p〈O．OOI）

　体表面積からは，

　男子：y＝1390×BSA（m2）－695（r＝0．90，　p＜

O．OOI）

　女子：y＝1101×BSA（m2）－507（r＝0．84，　p〈

0．001）

であったがVO2maxに比べ，やや分散が大きかった．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ら

　VO2vATは各群とも女子が低値を示したが，　VO2max

表3　各パラメーターの最大値

1群（小学生低学年） 2群（小学生高学年） 3群（中学生） 4群

6－9yrs 10－12yrs 13－15yrs 16－18yrs

SEX male female male female male female male female

ET（min） 10．5±0．9 9．1±0．9 11．4±1．0 10，0±1．3 12．5±1．5 10．4±1．1 12，4±1．2 10．4±1．0

HRmax
SBPmax
PRPmax／103

192±8

157±23

26，7±3．5

197±8

148±18

26，7±5，1

198±11

156±14

28，4±5．6

195±9

156±2⑪

28，0±4．7

199±11

171±18

31．0±6、2

190±10

160±18

28．4±3．8

191±9

189±28

32．5±4．9

192±11

161±17

27．1±4．5

VO、max（ml／kg）

VO、max（m1／BSA）

▽O、max（ml）

44．6±7．6

1，188±230

1，071±184’

36，4±4．3

977±113

894±146

49．2＋6．4　　　　　一丁

1，501±166

1，841±221a”

42、7±5．3

L311±188

1，709±395°”

54．0±6，3

1，851±280＊牟a”b

2，962±572＊＊Wb”

4L6±4．5

1，379±141a

2，008±275a”b”

55，1±7．2

1，g67±352皐＊Wb

3，420±772＊＊＋a「’b”

42．0±5，4

1，403±166a

2．096±208a”b”

VEmax（～） 33．6±6．6 28．4±2．7 51．8±9，38” 47．3±12、3a” 78．3±16．0牢＊＊a”b” 56．6±11，1a” 82．0±10．1’牢傘a”b” 56．4±9．1a”b’

male　vs　female：　　　　　＊；p〈0．05，＊＊；p＜O．Ol，＊＊＊；p＜0．001

1群vs　2群，3群，4群：a：p＜O．05，　a’：p＜0．01，　a”；p＜0，001

2群vs　3群，4群：　　b：p〈O．05，　b’：p＜O．Ol，　b”；p＜O．OOI

3群vs　4群：　　　　c：p＜O．05，　c’：p〈0．01，　c”；p＜0．001

ET：Endurance　Time　HRmax；最大心拍数SBPmax；最大収縮期血圧

VEmax；最大分時換気量

PRPmax；最大pressure　rate　product

表4　嫌気性代謝閾値（VAT）における各パラメーター

1群 2群 3群 4群

male female male female male female male female

VO，v、T（m1／kg）

％VO、max

　23．5±5．3

　　563±131

■一一一“←一一一一一一一一

　　　　52．8

　19．7±3．4

　　483±93

．一一一≡一一一．一一一一P

　　　　53．6

　26，2±5．1

　　978±175息”

＾一＿一一一一’一一一一一一

　　　　53．3

　22．2±3．3

　　896±1968”

■一，一一一一一一一一一“－

　　　　53．1

　28．2±4．2

L533±292＊串“”b”

・　一　　一　　“　　A　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　－　　F

　　　52．9

24．0±5．4

1．174±284a”b’

　　57．4

　　　　　　　　　　　　　　　27．6±4．9

　　　　　　　　　　　　　　　1．694±373串’岨”b”

一一，方＿一一一一一＿一一一＾－P－一一≡一一一一一一一一一一一■■一一．【＝一一一一一一一一一一一一≡

　　　　　　　　　　　　　　　　　51．1

22．2±4．O

LO58±171a”

　　52．9

HR，。T（bpm）．　一　卓　亀　一　一　一　一　一　一　一　一　一　’　一　一　一　　一　一　一

％HRmax

　　141±14

■≡Ar－一一一一一一一一■

　　　　73．5

　　150±16

■一一一一一一一一一一一一一

　　　　76．2

　　146±15

－一一一＿一←“P－一”－

　　　　73．8

151±16

　77．5

　　　　　　　　　　　　　　　148±16

．＾一一一一一一一一一一，一．一一■一一一一一一一一一吟⇒一一一一一．’一一一一一一一一一一一一，－

　　　　　　　　　　　　　　　74．8

152±23

79．8

　　139±26
声　’　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　『　一　一　一　一　一　一

　　　72．6

　　150±23

■一一一一一一一一一一’一一一一

　　　78．1

％VEmax

　13．0±3．2

．一一一一一＿←一一一一一S

　　　　39．2

　11．1±2．8

●一一≡一一一一一一一一一一

　　　　382

　20．6±5．4a’

■一’一一一声一■一一一一一

　　　　40．0

19．0±4，5a’

　　41．0

　　　　　　　　　　　　　　30．7±5．9Wb’

一一一＿＿一＿＿一一一’一≡“一一一一一一一’≡一一一一⇒≡⌒一一一

　　　　　　　　　　　　　　　41．0

　24，3±6、96”

一一一一一＿⌒⌒一一一←一病一一

　　　43．4

　31．3±7．0傘Wb’

一一一一一一一一合P－一一一一一一一一一

　　　38．6

　21．0±58a’

．一一＿＿，一一一一’一一＝一一

　　　37．5

TM　time，AT（min）一一一一一一＿一⇔’一一一’一一’一一

％ET

　　4．7±1．2

－一一一一一一一一■一一一一．■■一一一一一一一一一一一

　　　　46．7

4．2±0．9

　　46．5

　　5，8±1．0

．一婿≡一←一≡一一一一一一

　　　　5L4

　　4．9±1．5

－一一”一■r－一〔一’－

　　　　49．1

　　6．8±L4

－一一一一＿一一一一一一一一一一一一一一

　　　54．7

　　5，9±L5

．一一一■一一，一一一’一一一一

　　　56，5

　　6．9±1．6

－一一＿一A－一一一”一一病一一一一一

　　　55．4

　　5．6±1．6

．一一一一■，一一一一一一一一一

　　　53．9

male　vs　female：　　　　　＊；p〈O．05，＊㌔p〈O．Ol，口＊；p＜0．001

1群vs　2群，3群，4群：a：p＜0．05，　a’：p＜0．01，　a”；p＜0．001

2群　vs　3群，　4群：　　　　　b：p〈0．05，　b’：p〈0．01，　b”　；p〈0．001

3群vs　4群：　　　　c：p＜0．05，　c’：p＜0．01，　c’「；p〈0．001

VO、vAT：VAT時の酸素摂取量　HRvA，：VAT時の心拍数　VEvAT：VAT時の分時換気量

時間

TM　timevAT：VATまでの運動
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に対する割合は性差はなく各群で一定で，ほぼ53％前

後となった．VO2maxとVO2vATとの相関は高く，男子

でr＝0．90，女子でr＝O．91であった（図2）．これに対

しVATでの心拍数は女子で高い傾向があり，男子で

は最大値の70～75％，女子では75～80％であった．一

方，換気量は最大値の40％前後と心拍数に比べ，低値

であった．運動時間は4．2～6．9分にVATとなり，ほと

んどがBruce法のstage　2内であった．

　3．心拍数（表3，図2）

　運動時心拍数は年齢の低い群や女子が，年齢の高い

群や男子に比べ早期に増加する傾向がみられた．

　最大心拍数は各群の男女ともほぼ一定であった．回

復期1分では各群とも最大値の75～85％前後まで低下

した．最大値に対する回復は各群とも男子の方が速や

かであり（図2），また年齢の低い群ほど回復が速やか

な傾向が認められ，特に1群の回復が速やかであり，

酸素摂取量と同様な成績であった．

　4．収縮期血圧（表3）

　最大収縮期血圧は女子では10歳以後ほぼ一定である

が，男子は12歳までは一定であり13歳以後増加する傾

向がみられた．13歳以後男子が女子に比して高い傾向

が認められた．

　5．ダブルプロダクト（表3）

　安静時はほぼ一定であり各群に有意差は認められな

かった．最大値は女子は全年齢でほぼ一定であるが，

男子は年齢で増加傾向がみられた．

　　　　　　　　　　考　　察

　運動中の酸素摂取量測定は総合的な運動能力や動的

な呼吸循環機能をみるのに極めて有用である1｝7）8）．現

在，トレッドミルによる運動負荷試験が主流を占めて

いるが，健康小児に対して呼気ガス分析を併用したト

レッドミル運動負荷試験の本邦報告は比較的少な
く9）一一’13），欧米の結果19）21）22）を参考にせざるを得ない．し

かしVO2maxには人種間較差が認められるた
め18）23），本邦での基礎的検討が必要である．

　本研究では不整脈児童など軽度の心電図異常のある

症例が多く含まれているが，各パラメーターの結果は

他の報告と差がみられなかった．そこで日常生活を通

常に行っている軽度の心電図異常者の運動能力は健康

小児と同等と考えられた．

　一般にVO2max，　VO2vATは女子が男子に比べ低い

とされ6）7）1°）14）17）18｝23）24），本研究でも絶対値，換算値とも

男女差が認められた．この原因は鉄欠乏性貧血3）22），体

重あたりの相対的な脂肪増加3）23），type　II（嫌気性解糖
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系よりエネルギーを得る速筋）の筋肉量の相違25），身体

活動が低い23）ことなどが考えられている．思春期以前

の1群においても男女差があったが，ダブルプロダク

トに差がないことから，末梢組織での酸素利用の効率

性に違いがある可能性はある．しかし現時点で詳細は

明らかでなく今後の研究課題と思われる．

　VO2maxやVO2vATは体表面積6）1°）18），体重1°）17）18），

身長ユ゜），運動耐用時間1°）11）19），年齢6）14）などと相関があ

る．今回の成績ではVO2max，　VO2vA丁ともに特に体表

面積および体重で良好な相関が得られた．Washin－

gtonら18）も同様の結果から酸素摂取量は性別毎に体

重換算値で表示すべきであるとしている．

　しかしVO2maxが体重ないし体表面積換，算値で暦

年齢別に分けた各群で差がみられたことから，身体的

因子以外の要因も働いていることが想像される．この

際興味深いのは最大成長速度時年齢以降では男女とも

換算値に差がみられなくなったことで，外岡25），松浦26）

も同様に報告しており，これは身体的因子以外の要因

は主に思春期以前に働いている可能性を示唆する．本

研究ではその因子を求め得ないが，Eriksson27）によれ

ぽ，思春期前の小児のaerobic　power，　anaerobic

powerが低い理由は，グリコーゲン貯蔵の少ないこと

やphosphofructokinase活性が低いことが原因であ

るとし，外岡25）は検査への動機づけが低いことを問題

としている．またLehmann28）によれぽ，低年齢男子と

思春期男子とにわけて，有酸素運動能力を比較した場

合，思春期男子が優れているが，亜最大負荷では体重

換算した値は同じであったといい，本研究でも各ス

テージでの体重換算したVO2値は各群ともほぼ一定

であった．従って亜最大負荷から最大負荷にいたる過

程に影響を及ぼす因子が思春期前に働いている可能性

がある．

　以上の結果，理論的には体表面積からの予測値が妥

当と考えられるが，臨床的には簡便性も考慮し，体重

による予測値を使用するか，男子は13歳以降，女子は

10歳以降を一括し，この年齢以下の群を区分した体重

換算値を使用するのが実用的と考えられた．後者の場

合男子は6～9歳：44．6±7．6ml／kg，10～12歳：

49．2±6．4ml／kg，13歳以後：54．1±6．4ml／kg，女子は

6～9歳：36．4±4．3ml／kg，10歳以後：42．0±5．1

ml／kgとなる．これを利用して各種病態における比較

検討が可能になると考えられた．

　だが心疾患患者のなかには最大負荷をかけられない

場合があり，これに対しては従来，亜最大負荷での心
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拍数やVO2からVO2maxを推定する方法25）や実測値

そのものを比較する方法（PWC17。など）3）5）がとられて

きた．しかしWassermannら2）より提唱された呼気ガ

ス分析による嫌気性代謝閾値は，より客観的に有酸素

運動能を示す指標とされ2）3）6）17）18）20）21）29），心疾患児への

応用が期待される．運動がある一定段階を越えた場合，

骨格筋における無酸素的解糖系が充進し，血中乳酸値

は平衡を保てず，上昇し始める，これが炭酸緩衝系を

刺激し，血中二酸化炭素の上昇をもたらし，このため

頚動脈化学受容体を刺激し換気を促進する．そこで酸

素摂取量に対して換気量の非直線的な増加がおこり，

この開始点が，いわゆる嫌気性代謝閾値とされてい

る2）．しかし実際に組織レベルでの無酸素的な代謝が

対応しているかは明らかではない．したがってその意

味付けが十分にされていない現時点では，運動により

誘発された酸塩基平衡の乱れによって生じた変曲点の

ひとつとしてとらえておくべきであろう．今回の検討

では嫌気性代謝閾値での酸素摂取量（VO2VAT）と最大

酸素摂取（VO2max）とには良好な相関があることか

ら，VO2vAT値をVO2maxにある程度代用し得ると考

えられた．今後は最大負荷をなし得ない患児に対して，

VO2VAT値を有酸素運動能力の指標となし得るか，検討

することが臨床上有用と考えられる．

　小児のVATに関しては報告も少なく8）17）18）21）28），報

告者によってVO、maxの35～90％と値も様々であ

る．各報告者間の相違は主に対象者や測定方法の違い，

判定法にあると考えられる29）．著者以外にもBruce法

などの多段階負荷法を使用したVATの報告がある

が，各ステージ間での負荷量に差が大きく，VAT判定

を困難にする可能性がある．VATがちょうどステー

ジの変わる過渡期にある場合などである．今回の検討

ではステージ2から3への移行時，すなわち負荷6分

から7分にかけて各群とも心拍数で約20bpm，体重換

算した酸素摂取量で約5ml／kg／minの変化がみられ

た．すべての症例がこうした過渡期にVATが出現す

るわけではないが，多段階負荷法を使用した際，留置

すべき点である．その点，連続的に負荷量を変えてゆ

くramp負荷法は，　VO2の直線的増加が得られ易く，

VATの検出には優れているが，小児でのプロトコー

ルはまだ確立されていない．現在，小児科領域で広く

使用されている運動負荷プロトコールは，Bruce法で

あるが，今後VATの測定が一般化するには，各種プロ

トコールを含めた基礎的検討が必要であろう．

　年少児や男子で運動終了からの酸素摂取量，心拍数

日本小児循環器学会雑誌　第7巻　第3号

の回復が速やかであることの理由はまだよく分かって

いない．Washingtonら18）をはじめ，同様の報告は多い

が，運動に対しての男女差，年齢差を考えてゆく上で

興味深い所見である．

　今後は今回得られた成績を基礎データとして，各種

疾患での比較検討を試みてゆきたい．

　なお，今回の研究の一部は第26回日本小児循環器学会総

会（1990年7月，奈良）で発表した．

　最後に今回の研究に際し，臨床生理検査室の諸氏，特に松

本幸枝女史には多くの時間と労力を費やして戴きました．

ここに改めて感謝の意を表します．
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Gas　Exchage　Response　to　Treadmill　Exercise　Test　in　Children

Susumu　Minamisawa，　Ichiro　Niimura，　Hirohide　Kobayashi，　Kouichi　Sagawa，　Mari　Iwamoto，

　　　　　　　　　　　　Kazuhiro　Mashimo，　Takatoshi　Maki　and　Toshimitsu　Shibata

　　　　　　　　　　　　　　Department　of　Pediatrics，　Yokohama　City　University　of　Medicine

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　To　examine　aerobic　parameters　of　exercise，　we　determined　maximum　oxygen　uptake（VO2　max）

and　ventilatory　anaerobic　threshold（VAT）in　102　children（50　boys，52　girls，6～18　years　old）．　Fifty

seven　children　showed　dysrhythmias，　which　did　not　disturb　cardiac　function．　Twenty　six　children　had

history　of　Kawasaki　disease　without　cardiac　involvement．　Other　children　did　not　have　any　cardiac

disease．　Daily　activity　of　all　children　was　not　limited　at　all．　Gas　exchange　was　measured　during　graded

treadmill　exercise　testing　using　Bruce　protocol．

　　　The　results　were　as　follows：

　　　　　　　　　　　　ロ　　　1）Both　VO2　max　and　absolute　oxygen　uptake　at　VAT　increased　systematically　with　body

surface　area（BSA），　body　weight，　height，　age，　and　endurance　time　in　both　sexes．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The　linear　relationship　between　VO2　max（ml／min）and　body　weight（kg）was　expressed　as

Y＝63，8・X－507，r＝0．96　in　boys　and　Y＝44．3・X－14．1，　r＝0．90　in　girls．　A　close　correlation　between

VAT　and　body　weight　was　also　obtained　as　Y＝30．3・X－146，　r＝0．90　in　boys　and　Y＝23．2・X－49，

r＝0．83in　girls．

　　　　　　　　　　　2）VO2　max，　which　was　normalized　to　body　weight，　showed　fairly　constant　values　beyond　the　age

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コof　peak　growth　velocity　in　both　sexes．　For　all　ages，　both　VO2　max（ml／kg／min）and　VAT，　expressed　as
　

VO2　m1・min－1・kg－1，　were　higher　in　boys　than　in　girls．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3）The　ratio　of　VAT　to　VO2　max　was　about　50％in　both　sexes．Also　a　close　correlation　was　found

　　　　　　　コbetween　VO2　max　and　VAT（r＝0．90　in　boys　and　r＝・0．91　in　girls）．

　　　We　concluded　that　the　ventilatory　anaerobic　threshold，　which　could　be　obtained　without　reaching

maximum　exercise，　was　particulary　useful　in　evaluating　the　aerobic　working　capacity　of　children．
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