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第1回小児運動循環器研究会

日　時平成4年2月29日

会場工一ザイホール

　1．甲状腺機能元進症の管理における運動負荷試験

の有用性

　　　　東京女子医科大学附属第2病院小児科

　　　　　　若杉　訓世，巽　　優子，大塚　宏子

　　　　　　原　　美鈴，多田羅勝義，村田　光範

　甲状腺機能充進症では，頻脈，息切れ等の循環器症

状が認められ，運動能力に影響を及ぼす．われわれは，

治療及び管理に役立てる目的で，患児の運動能評価を

試みた．

　対象は，甲状腺機能充進症女子5人とコソトロール

女子16人で，運動負荷中の心拍数，酸素摂取量を測定

し比較した．

　心拍数は，運動開始前，開始後3分のいずれも甲状

腺機能充進症群で有意に増加していた．酸素摂取量／

kgは，運動開始前は有意差はないが，開始後3分では

甲状腺機能元進症で有意に増加していた．

　甲状腺機能充進症では運動負荷により，安静時には

認められない心肺機能異常をもとらえることが可能で

あった．

　2．運動負荷心電図を1次検診にとり入れた高校生

心臓検診

　　　　神戸中央市民病院小児科

　　　　　　　　　　　　馬場　國藏，冨田　安彦

　　　　　　　　　　　　深谷　　隆，山川　　勝

　今回，多くの機関が運動能力が心機能を反映するこ

とから，諸疾患群や諸術後群で運動負荷により心機能

が識別できないかと考えた仕事を発表されている．演

者らは過去の経験から個々例での評価には運動負荷テ

ストは有意義であるが，グループを対象とした仕事に

はファクターが多すぎるのでアカデミックな興味には

よいが臨床の場ではどうかと考えている．その経験か

ら，不整脈・心筋症・心疾患術後が主な目標疾患とな

る高校生の心臓検診には運動負荷心電図を取り入れた

検診法が有意義であるのではないかと考え，1983年よ

り心臓病調査票・安静時心電図に加え，400m全力疾走

直後の20秒以上の心電図記録を行う検診法を提唱して

きた．この方法では十分な運動負荷をかけえ，目的と

する所見の浮き彫り化や2次検診への選別の除去が図

れる省力化が行えるが，より良い方法の開発・リスク・

コスト高・医師の動員・時間など解決の必要な問題も

残されている．

　3．一般小児における冷水顔面浸水負荷検査

B＆G財団健康管理相談室　　込山

慶雁義塾大学医学部小児科

　　　　　　　　小佐野　満，森川

　　　　　　　　菅谷　明則，田口

修

行
彦

良
暢

　基礎心疾患および不整脈のない4～15歳の小児244

例を対象に4℃の冷水で顔面浸水負荷を行った．心拍

数は顔面浸水開始20秒で負荷前の50％前後に低下し

た．2秒後の低下の程度は，年長児に比べ4～6歳で

より著明であった．最大R・R間隔の平均値±2SDであ

る2．4秒以上の心停止が10例にみられ，そのうち9例は

最長顔面浸水時間が20秒以内であった．顔面浸水時間

が30秒を越えた例で，＋2SD以上の心停止を認めた例

はなかった．上室性期外収縮の10．2％に対し，心室性

期外収縮は1．6％と低い誘発率であった．冷水顔面浸水

負荷検査は迷走神経刺激に過敏な症例の検出に有用と

考えられる．

　4．ファロー四微症修復手術後の運動能の経時的変

化

　　　　近畿大学心臓小児科

　　　　　　　　　　　　久保田佳伸，砂川　晶生

　　　　　　　　　　　　福原　仁雄，横山　達郎

　ファロー四徴症修復手術後の運動能の経時的変化

を，最高酸素摂取量と乳酸代謝閾値によって検討した．

1年間の観察期間で，呼気ガス分析からみた運動能は，

平均的に有意な変化を認めなかったが，さらに繰り返

して運動負荷・呼気ガス分析を行い，遠隔期の運動能

を評価することが，運動時心血管動態を推測する上で

役立ち，また心室性頻拍などの危険な不整脈の発生を

予知でき，術後の生活管理に有用であると考える．

　5．Rastelli型修復術後遠隔期における運動能

　　　　久留米大学小児科

　　　　　　高木　純一，福田　　毅，前野　泰樹

　　　　　　杉村　　徹，石井　正浩，井上　　治

　　　　　　加藤　裕久
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　目的：Rastelli型修復術の遠隔期における運動能に

ついてトレッドミルテストを用い検討した．対象，方

法：Rastelli型修復術を施行した．①ファP一四徴症

（ToF）4例（平均11．0歳，術後8．5年），②両大血管右

室起始症（DORV）3例（平均11．7歳，術後6．0年），

③大血管転位症（TGA）3例（平均8．0歳，術後4．5年）

に対しブルース法によるトレッドミルテストを施行し

た．

　結果：耐容時間はToF；555sec，　DORV；515sec，

TGA；482sec，最大心拍数はToF；168bpm，
DORV；148bpm，　TGA；178bpm，最大血圧はToF；

132mmHg，　DORV；117mmHg，　TGA；117mmHgで

あり低い運動能を示唆する所見を認めた．特に9例中

4例においてToF　1例（最大運動負荷時の血圧低

下），DORV　l例（運動誘発性多形性心室性期外収縮），

TGA　2例（ステージ1～2における急峻な心拍数の

上昇，耐容時間の異常低値）がみられその後の心臓カ

テーテル検査にてConduit内の狭窄，生体弁の石灰

化，また左室一大動脈間トンネルの狭小化が認められ

再手術を施行した．

　考案：Rastelli型修復術施行小児における遠隔期運

動能は明らかに低くトレッドミルテストは運動管理を

きめるうえでの運動能の評価のみならず遠隔期におけ

る再手術の予測検査としても有用なものと考えた．

　6．右心バイパス型手術後遠隔期の運動機能

　　　　東京大学胸部外科

　　　　　　宮入　　剛，守月　　理，近田　正英

　　　　　　川内　基裕，小塚　　裕，松永　　仁

　　　　　　進藤　剛毅，古瀬　　彰

　右心バイパス手術後患老7例（TA　5例，　SV　2例）

の遠隔期運動機能をコントロール群（ASD，　VSD術後

患者10例）と比較検討した．方法は，semisupine　posi－

tionで自転車エルゴメータにより5watt／30secの段階

的漸増負荷をかけ，心拍数，血圧，動脈血酸素飽和度

を経時的に記録し，呼気ガスの一呼吸毎の分析，エコー

による上行大動脈血流速度の計測から一回心拍出量を

算出した．右心バイパス群では，ATにおいてもMAX

においても酸素摂取量は有意に低値を示したが，一回

心拍出量およびその運動負荷時の増加率の低いこと

が，主な原因であると考えられた，また安静時動脈血

酸素飽和度の低下がみられた2例では，負荷時に有意

な飽和度の低下が認められたが，他の5例では有意な

変化は認められなかった．

　7．先天性心疾患手術後の運動負荷試験とその評価

387－（155）

　　　　榊原記念病院外科，小児科

　　　　　　高橋　幸宏，龍野　勝彦，菊池　利夫

　　　　　　村上　保夫，森　　克彦，鈴木　清志

　　目的：先天性心疾患手術後症例において，pump

reserveの経年変化とその程度を評価する為の，運動

負荷方法と注意点について報告した．

　結果：身体の成長に影響されない，正確でしかも同

一 の条件での運動負荷が必要となる．また，その評価

のためには，①得られた運動機能データが正確かどう

かという判断と，②健康小児が同じ運動負荷を2回

行った時の，運動に対する各測定項目の反応の変化，

及び，身体の成長に伴う運動機能の生理的変化とその

評価の注意点，以上を考慮して，運動機能の変化を読

む必要がある．

　8．術後遠隔期運動負荷時における先天性心疾患修

復術後症例の評価

　　　　大阪大学第1外科，小児科＊

　　　　　　井川誠一郎，中埜　　粛，島崎　靖久

　　　　　　門場　啓司，谷口　和博，加藤　　寛

　　　　　　植田　隆司，高橋由美子，佐野　哲也＊

　　　　　　松田　　暉

　VSD術後10例，　TF術後19例（minimal　RVT　ll例，

large　RVT　8例），　conduit術後7例，フォンタソ型手

術後5例にエルゴメーター運動負荷心臓カテーテル検

査を施行し血行動態諸指標を検討した．運動負荷時の

心拍数，SvO2は各群間及び正常群との間にも有意差は

なかった．負荷時のClはVSD群，　minimal　RVT　TF

群では正常群と有意差はなかったが，large　RVT　TF

群，conduit群，フォソタン群で正常より低値であっ

た．負荷時のSVIはVSD群，　TF群の2群では正常と

有意差はなかったが，conduit群，フォンタン群では正

常よりも低値であった．負荷時の右室左室収縮期圧比

は，conduit群で最も高値であり，この群とTF群の2

群とは，正常よりも高値であった．

　9．心肺運動負荷試験（CPEX：cardiopulmonary

exercise　test）におけるEMOC（extrapolated　maxi・

mal　oxygen　consumption）の有用性

　　　　愛媛大学医学部小児科

　　　　　　向田　隆通，石川　純一，山本　英一

　　　　　　檜垣　高史，後藤　悟志，松本　修平

　　　　　　宮崎　正章，松田　　博

　最大運動負荷をせずに最大酸素摂取量を予測する事

が可能とされるBullerらのEMOC（extrapolated

maximal　oxygen　consumption）を求め，小児におい
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てその有用性を検討した．

　結果：EMOCは各年齢を通じてほぼ一定の値で，男

児48．5±6．Oml／kg／min，女児37．3±8．2ml／kg／minで

あった．男児は10歳以降に増加する傾向を認めた．

　VO2　peak／EMOCは，男女とも年齢が高くなると高

値を示し，低年齢層では最大運動負荷にまで達してい

ない事が考えられた．

　VO2　AT／EMOCは，年齢による差はなく，男児

50．9±6．4％，女児58．6±9．0％と男児の方が高い傾向

を示した．

　EMOCを求める事は小児においても有用で，特に心

不全，術後などの最大運動負荷を行いにくい患児でも

容易にVO2　maxを求めることができ，運動耐用能を

より正確に把握し，重症度の評価，治療効果の評価な

どに有用と思われた．

　10．新しい小児の運動能力評価法一平滑化スプライ

ン関数を用いた酸素摂取量速度曲線の検討一

　　　　東京女子医科大学附属第2病院小児科

　　　　　　多田羅勝義，若杉　訓世，村田　光範

　小児の新しい運動能力評価方法として，酸素摂取量

の単位時間あたりの変化量を求め，検討した．Bruceの

プロトコールにより運動負荷を行い，一呼吸ごとに得

られた酸素摂取量を3次平滑化スプライソ関数により

丘ttingした．この関数から，単位時間あたりの変化量

を求め，これを速度曲線とした．この速度曲線におい

て運動開始直後の最初の陽性ピーク値をファースト

ピーク値と定義した．同値は年齢に非依存性の指標で

あった．また運動開始後1分以内に出現し，被験者に

過度の努力を科することなく，安全に得ることが可能

であった．同値を肥満児とコントロールとで比較した

ところ，肥満群で有意に高値を示した．また肥満度と

良好な相関を示し，肥満児の運動能をみる有用な指標

であった．

　IL　VEST（携帯型RI心機能記録装置）による小児

期心疾患評価の初期経験：Fontan術後の運動時心機

能について

　　　　東京女子医科大学心研小児科

　　　　　　近藤　千里，中沢　　誠，門間　和夫

　運動による循環系の動的変化を理解する上で，心室

機能の動態が直接把握できれぽその研究的，臨床的意

義は大きい．VESTは左室の前立胸壁におかれた移動

可能なRI検出器と記録計からなり，一拍毎の左心室

容量変化が約4時間記録できる．安静時に通常のガソ

マカメラにより左室容積，駆出率の絶対値を計測し，

日本小児循環器学会雑誌　第8巻　第2号

ついでVESTにより運動中の心容積，心拍出量の経時

的変化を計測できる．私達の初期データによれぽ，坐

位エルゴメータ運動では正常例で開始直後の拡張終期

容積の増大，それに次ぐ収縮終期容積の減少，次いで

心拍数増大，最後に収縮終期容積の増加が認められ拍

出量を主に規定した．一方，Fontan術後6例では運動

持続時間，心拍出量の増加がともに少なく，特に運動

初期の拡張終期容積の増大がないか，あってもわずか

であった．VESTは運動能や呼気ガスの計測と同時に

施行でき，これまで明らかでなかったこれらの指標と

心機能との関連が研究できると期待される．

　12．小児心疾患における複合運動負荷試験（Com・

plex　exercise　tests；CET）の有用性一トレッドミル

テスト，簡易屈伸運動負荷，水中心電図一

　　　　久留米大学小児科

　　　　　　高木　純一，福田　　毅，前野　泰樹

　　　　　　杉村　　徹，石井　正浩，井上　　治

　　　　　　加藤　裕久

　子供の遊びの特性をふまえた運動の評価として，（1）

トレッドミルテスト，（2）簡易屈伸運動負荷試験，（3）

水中心電図を総括し複合運動負荷試験と称しそれぞれ

の試験の特性を検討しその有用性について検討した．

　結果：①簡易屈伸運動負荷直後の最大心拍数は，プ

ルース法でのステージ3に相当するも酸素摂取量はス

テージ1～2しか上昇しておらず，一部症例の乳酸値

測定上，直後に有意な上昇を示している点を考えると

本負荷法が嫌気的運動の一部であることを示唆してい

ると考えた．②簡易屈伸運動負荷法は一部の不整脈小

児に於ける外来レベルでの不整脈消失をみるのに有用

な検査と考える．③水中心電図において一部の症例で

トレッドミルテスト，簡易屈伸運動負荷では検出しえ

なかった不整脈（sinus　arrest，　VPC頻発）の出現を

みた．以上より小児心疾患の運動管理を決める上でも

複合運動負荷試験（CET）は有用なものと考える．

　13．　“1）asl1法”による運動耐容能の評価一“Bruce

法”との比較一

　　　　近畿大学心臓小児科

　　　　　　福原　仁雄，砂川　晶生，三宅　俊治

　　　　　　久保田佳伸，横山　達郎

　器質的心疾患・重症不整脈のない小児，のべ288人を

対象に呼気ガス分析を併用したトレッドミル運動負荷

試験を行い，分時酸素摂取量や心拍数の変化について

検討した．まず，異なるプロトコールの運動負荷を受

けた集団を比較した．各プロトコール群で，最高酸素
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摂取量と体重との間には，良好な正の相関を認めた．

Dash法は，修正Bruce法と同じく小児に十分な運動

負荷を行うことができ，むしろDash法群の最高酸素

摂取量は他のプPtトコールに比べて高かった．次に同

一患者に，異なるプロトコールの運動負荷を行って検

討した．同一患者の同じStageでは，分時酸素摂取量

に差がなかった．Dash法が修正Bruce法より最高酸

素摂取量が高いのは，Dash法で到達するStageが高

いためと考えられた．

　14．新生児・乳児の運動負荷法一哺乳による心拍出

量，肝，腸管，腎血流の変化

　　　　神奈川県立こども医療センター新生児科

　　　　　　　　　　　　川滝　元良，後藤　彰子

　　　　同　循環器科

　　　　　　宝田　正志，康井　制洋，岩堀　　晃

　哺乳を運動負荷の1法と考え，哺乳中，及び哺乳後

の心血行動態，末梢循環動態を検討した．対象は，成

熟新生児で，哺乳が確立した日齢2週以後の10例．方

法は，パルスドプラー法により，大動脈弁上部，腹腔

動脈，上腸管膜動脈，腎動脈，門脈の血流波形を，哺

乳中は1分ごと，哺乳後は15分ごとに記録した．結果：

哺乳中は，心拍数，心拍出量とも変化しなかった．哺

乳後は，上腸管膜動脈の血流が，15分～30分後に増加

していた．門脈血流も，30分～45分後に増加した．一

方，腹腔動脈，腎動脈の血流は，ほとんど変化しなかっ

た．

　結語：成熟新生児における通常の哺乳は運動負荷と

しては軽度の負荷である．しかし，哺乳後早期に腸管

血流は大きく変化していることから，神経内分泌系の

調節が関与していることが推測される．

　15，トレッドミル負荷中ドプラー心エコー法による

循環予備能の評価

　　　　東京女子医大心研

　　　　　　　　　　　　Sanchez　G，里見　元義

　　　　　　　　　　　　中沢　　誠，門間　和夫

　トレッドミル負荷（TMET）中の心拍出量（CO）に

関係する指標を得る目的でドプラーエコー法を用い，

胸骨上窩より上行大動脈血流速度波形を記録した．

TMETはBruce　protocolを用い，心拍数（HR），

maximum　Velocity，　Time　velocity　Integral（TVI）

を計測した．上行大動脈径から算出した断面積（CSA）

を用いてTVI×CSA×HR／BSA＝心係数（CI）として

求めたCIはFick法で求めたCIと相関がなかった事

からTVI×HR＝CO　Indicator（COI）としてCOIの
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変化率を検討した．正常群15例ではCOIは最初の1分

で100％増加し，その後徐々に200％まで増加した．フォ

ンタン術後群14例では最初の1分で50％増加し，その

後100％まで増加したが，9分以降は増加は見られな

かった．COIの変化率は心拍出量の変化率を表現して

いると思われた．またF群では循環予備能の低下が示

唆された．

　16．呼気ガス分析を用いた各種トレッドミル運動負

荷法の比較

　　　　名古屋大学小児科

　　　　　　西端　健司，長井　典子，長谷川誠一

　　　　　　辻明人，長嶋正実
　正常運動能を持つ小児に対してトレッドミル運動負

荷を，Bruceのプロトコールを基にした急速負荷法

〔Q・DASH（st．1～IVのみ15秒ずつ），　H－DASH（同30

秒），M－DASH（同1分）〕を用いて行い，心拍数の変

化や呼気ガス分析を用いて比較した．運動持続時間は

負荷増加が速いほど短かったが，max．　HR，　max．　VO2

は各負荷方法で有意差はなかった．急速負荷法では各

stage間で負荷量の差が大きく，またガス交換が定常

状態となる前に負荷量が増加するため，正確なVAT

を求めることは困難であると思われた．しかし，小児

の日常生活における運動様式に近いものとして，急速

負荷法は有用であると思われた．

　17．呼気ガス分析による運動耐容能の評価法に関す

る検討

　　　　日本大学医学部小児科

　　　　　　　　　　　　唐澤　賢祐，岡田　知雄

　　　　　　　　　　　　原田　研介，大国　真彦

　心肺機能正常と判断した5歳～15歳の男子24例を対

象に，呼気ガス分析を用いてトレッドミル負荷試験を

行い，年齢の違いによる変化および運動耐容能の評価

法について検討した．最高酸素摂取量と年齢の関係は

成長による増加傾向が認められた．Anaerobic　thresh－

old：ATは一定の傾向はなく成長による変化が少な

いと思われた．ATとVO2－HR　SLOPEの関係は相関

を認め，両者は運動耐容能に関して同様の評価が可能

と思われた．小児に最大負荷をかけることは困難な場

合があり，運動耐容能の評価としてAT，　VO2－HR

SLOPEは有用な指標と思われた．体格の異なる対象

を比較する場合，体重補正の酸素摂取量で評価すると

ばらつきが大きくなる傾向があると思われた．

　18．小児の呼気ガス分析による運動耐容能の評価

嫌気性代謝闘値（AT）と最高酸素摂取量（pVO2）
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　　　　国立循環器病センター小児科

　　　　　　大内　秀雄，中島　　徹，松田　雅弘

　　　　　　川出麻由美，神谷　哲郎

　目的：運動耐容能別のATとpVO2の関係を検討す
る．

　対象，方法：川崎病既往者63例と先天性心疾患術後

患児の計144例で，5～26歳である．トレッドミルによ

るramp負荷で，呼気ガス分析より対照に対する割

合％AT，％pVO2を求めた．

　結果：94％にAT決定可能で，％ATと％pVO2
は％pVO2が一2SD以上群でr＝0．36（p＜0．005），－2

SD未満群でr＝0．82（p＝0．0001）であった．　AT／

pVO2と％pVO2は負の相関を認めた．

　総括：運動耐容能低下群は％ATと％pVO2の相関

性は高く，正常群は嫌気性の運動能力の割合が高かっ

た．

　19．先天性心疾患術後のトレッドミル運動負荷試験

一最大酸素摂取量とAT測定による運動能力評価につ

いて一

　　　　兵庫県立尼崎病院心臓セソター小児部

　　　　　　武知　哲久，村上　洋介，槙野征一郎

　TGA術後19例（Jatene　7例；平均年齢7．2歳，

Damus－Stansel－Kaye　2例；12．3歳，　Mustard　10例；

16．6歳），TOF術後64例（男40例；16．5歳，女24例；

16．8歳）についてBruce　treadmill運動負荷試験を行

い，VO2MAXとAT（単位：m1／kg／min）を測定し，

それぞれ年齢の一致したcontrolと比較して運動能力

を評価した．その結果，VO2rnaxはMustardで低く，

Stansel，　TOF群で軽度低下していた（p＜0．01）．　AT

はMustardで低下を認めた（p＜0．Ol）．　Mustardは術

後10年以上経過例で，AT低下を伴う心拍出不良が疑

われ，著明な運動能力低下が認められた．TOFでは

AT低下を来すような運動能力低下例は少ないが，強

い運動への耐用能は正常より劣ると考えられた．

　20．呼気ガス分析による嫌気性代謝域値一種々のト

レッドミル負荷法による検討一

　　　　国立循環器病センター小児科

　　　　　　松田　雅弘，大内　秀雄，中島　　徹

　　　　　　川出麻由美，新垣　義夫，神谷　哲郎

　心疾患患児5例にたいして，トレッドミル運動負荷

法の違いによる呼気ガス分析の換気諸量の反応の違い

を検討した．負荷法は30秒毎に速度，傾斜を増加させ

るramp負荷法を運動勾配により3種類と3分毎の多

段階負荷法をおこなった．最高酸素摂取量は運動負荷
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法の違いにより最高20．6ml／kg／minの違いがみられ

た．嫌気性代謝域値（AT）はramp負荷の負荷法の違

いにより0．1から7．7m1／kg／minの違いがみられた．運

動勾配の強い負荷法では運動勾配の緩い負荷法に比

べ，ATが高い傾向があった．今回の検討では多段階負

荷で換気諸量からATを求めることは困難であった．

運動勾配の緩い負荷法でもAT決定が困難な例がみ

られた．

　21．小児における運動中のノルエピネフリン，心房

性ナトリウム利尿ペプチドの変動と，Anaerobic

thresholdとの関連性について

　　　　金沢大学医学部小児科

　　　　　　畑崎　喜芳，谷口　昌史，沼田　直子

　　　　　　北野　尚史，高畠　章司，大野　高史

　　　　　　中谷　茂和

　小児にトレッドミル運動負荷試験を行い，負荷中の

血中ノルエピネフリン（NE），心房性ナトリウム利尿

ペプチド（ANP），酸素消費量（VO2），二酸化炭素消

費量（VCO2）を測定し，その変動について検討した．

運動中には，運動というストレスに対する一種の防禦

反応として，NE，　ANPなどの化学物質が上昇する．

NE，　ANPとも急上昇を示す閾値が存在すると考えら

れ，NE閾値は，従来の報告どおり，　Amaerobic

Thresholdと一致すると思われた．また，　ANP上昇に

も閾値があると仮定すれぽ，この閾値は，より高度の

運動強度のところにあり，ANPの急上昇には，　VO、の

上昇，すなわち心拍出量の上昇に伴う心房圧の上昇，

およびNEの上昇が深く関与していると考えられた．

　22．小児心疾患におけるLactate　Thresholdの検

討

　　　　近畿大学心臓小児科

　　　　　　　　　　　砂川　晶生，久保田佳伸

　　　　　　　　　　　福原　仁雄，横山　達郎

　小児の心疾患117例で，lactate　threshold（LT）を

検討した．軽症不整脈等の対照42例のLTは男26．3±

3．5mg／kg／min，女24．6±3．6mg／kg／minであった．

対象全体で，最高酸素摂取量（pVO2）とLTの間には，

男女とも，r＝0．7前後の相関を認め，　LTによって

pVo2の推測が可能と考えられた．しかし，中に，　LTと

pVo2の解離が大きい症例が認められた．すなわち，

Fontan術後症例等，　pVo2が低いにもかかわらず，　LT

が正常の症例がある一方，LTが低いにもかかわらず，

pVo2が正常の症例はなかった．これらのことから，　LT

とpVo2の臨床的意義は異なるものと考えられた．
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　23．多段階運動負荷中の換気応答と代謝応答の関係

について一呼気ガス分析と血中乳酸との比較一

　　　　大阪大学小児科，同　第1外科＊

　　　　　　萱谷　　太，佐野　哲也，稲村　　昇

　　　　　　黒飛　俊二，植田　隆司＊，島崎　靖久＊

　　　　　　松田　　暉＊，岡田伸太郎

　心疾患術後6例を含む小児11例に対しトレッドミル

多段階負荷を行い，呼気ガス分析の指標と血中乳酸値

を比較した．最高負荷時のガス交換比が1を越えない

例もあるが，乳酸値からみて小児でも自覚的最大負荷

で十分な負荷量が得られた．運動により動脈血酸素飽

和度が低下した3例は低レベルの運動で乳酸増加を認

めた．呼気ガス分析から求めた嫌気性代謝閾値は，乳

酸値より求めた値と高い相関を示した．最高負荷時の

乳酸値と％ATの間には負の相関を認めた．小児の運

動機能評価に本法は有用であると考えられる．
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