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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　（1）先天性心疾患患児を含め，小児のATの決定方法，特徴および評価法について検討した．

　（2）今回の観血法を施行した13例では，全例に乳酸性代謝閾値（L・AT）が決定可能であった．また，

呼気ガス分析でのVentilatory－AT（V・AT）は対照群72例中67例（93％）に決定可能であった．

　（3）トレッドミルを用いたランプ負荷法では，観血的に血中乳酸より求めたLATは，呼気ガス分析

から求めたV・AT1（V－slope法から求めたAT）およびV－AT2（換気当量およびガス交換比から求めた

AT）と良好に相関した（各々，　r＝0．96，　p＝0．0001，　r＝0．94～0．97，　p＝0．0001）．

　（4）しかし，換気当量およびガス交換比から求めたV－AT2の運動強度は，判定者間で5．0（ml／kg／

min）以上の差を越える例が13例中2例（15％）にみられた．

　（5）対照群72例では安静座位，ATレベルおよび最高負荷時の酸素摂取量が体重と有意に負の相関を

示した．また，V－ATとPeak　VO2は有意の正の相関を認めたが（r＝0．46，　p＝0．0001），相関は高くな

く，むしろ個人差が大きかった．

　（6）トレッドミルを用いたランプ負荷による方法は，先天性心疾患患児を含めた小児に充分適用が可

能で，AT決定に有用な負荷法であった．

　　　　　　　　　　緒　　言

　運動負荷量が一定の閾値を越えると，運動に心要な

エネルギーが有気的代謝では不十分となり嫌気性代謝

が加わるようになる．その結果血中乳酸が上昇し重炭

酸緩衝系を介して血中炭酸ガス分圧が上昇し，換気を

元進する．Wassermanらは，この反応開始点を呼気ガ

ス分析より求め，この点の酸素摂取量（VO2）を嫌気性

代謝閾値（anaerobic　threshold，　AT）と定義した1）．

また，ランプ負荷法はWhippらが提唱したもので，運

動強度を直線的に増加させる方法であり，ATを求め

るのには有利な負荷法である，とされている2）～4）．

　先天性心疾患を持つ小児の術後患児の例数は増加し
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つつあり，また，外科的な技術の進歩に伴い，複雑心

奇形にも積極的な外科治療が施行されている，した

がって，これら小児の身体活動性（ordinary　activity）

を客観的に評価することは，quality　of　lifeの問題を含

め，今後ますます重要と考えられる．小児における心

肺運動負荷試験（Cardiopulmonary　Exercise　Test－

ing：CPX）は，運動耐応能を評価することが主な目的

のひとつであり，その指標としてこれまでに使用され

ている耐久時間，最高酸素摂取量（Peak　VO2）に加え

て，最近では小児においてもATの有用性が注目され

ている5）～11）．ATは運動時に活動筋から血中に出現す

る乳酸と関連しており，日常の活動筋群の特性をある

程度反映すると考えられることから，患児の日常生活

能力の評価に役立つことが期待できる．Whippらは自

転車エルゴメーターを用いた負荷であるが，患児の意
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表1　観血的検討を行なった対象

Diagnosis Sex No．　of　cases Age（years）

History　of　Kawasaki　disease m 6 8～21

po－tetralogy　of　Fallot m 2 10．16

po－Mustard m 1 12

po’modi丘ed　Fontan m 2 9．10

po－total　cavopulmonary　shunt m 1 14

Complex　cyanotic　heart　disease m 1 13

Total 13 8～21（median＝11）

po；post　operation

志に関係なく負荷量を設定することができ，しかも負

荷様式が技術を必要とせず生理的であることから，ト

レッドミルによる負荷法が便利であり，特に協力の得

にくい小児には好都合であるとした11）．しかし，呼気ガ

ス分析でのAT決定には問題点も多く12）一一15），さらに小

児を含めた検討は少ない16）’－19）．

　ここでは，呼気ガス分析から求めたAT（V・slope法

から求めたV・ATI，換気当量およびガス交換比から求

めたV－AT2）と血中乳酸より観血的に求めたL－AT

の3者を比較し，小児に於けるAT決定と，その特徴

に関する検討を行った．

　　　　　　　　　　対　　象

　対象は，国立循環器病セソター小児科で経過観察さ

れている川崎病既往の患児で，冠動脈造影で狭窄性病

変を認めず，運動能が正常範囲内と判断された対照群

6例と，先天性心疾患群としてFontan型術後2例，

ファロー四徴（TOF）は，いわゆるRastelli型術後を

含む2例，Musturd手術後1例，チァノーゼ性複雑心

奇形はTotal　Cavopulmonary　Shunt（TCPS）術後1

例を含む2例の計7例で，計13例である．年齢は8～21

歳（平均11．4歳）で，全例男性である（表1）．また，

小児の特性についての検討のため，冠動脈狭窄病変を

認めない川崎病既往者（観血的にL・ATを求めた6例

を含む），運動負荷によって消失する期外収縮を有する

患児72例（表2）について別に検討した．これらにつ

いては，年齢（5－一　10，11～15，16～24），男女別によ

り6群に分類し検討を行った．

　　　　　　　　　　方　　法

　トレッドミルはMarquette社製CASEI2または
Quinton社製Q－5000システムを使用し，ラソプ負荷の

プロトコールは3分間の安静（rest）の後，3分間の時

速1．5km／hのwarming－up（WU）に続き，伊東ら4）が

求めたVO2の予測式VO2＝0．067V2＋O．289VG＋

表2　非観血的検討を行なった対象

Sex Age（years） 5～10 11～15 16～24

male

No．　of　cases

Height（cm）

Weight（kg）

　　21　　、

127±11

28±8

　　16

155±11

47±10

　　　8

170±5

58±4

female

No．　of　cases

Height（cm）

Weight（kg）

　　10

124±12

24±5

　　11

154±6

46±7

　　　6

156±6

51±6

25

20
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5

（（”lo，km／hr　｝

Warming　Up

　　　3

（mean±SD）

Grade（％）

Speθd（km／hr）

5 10
　　Duration（mln）

図1　トレッドミルによるランプ負荷のプロトコール

　（文献4）．スピードを一定の割合に増加させた場合

　のプPトコールの1例

7．37（V；速度km／h，　G；傾斜％）を基に，　VO2が直

線的に増加するように，30秒毎に0．5または0．7METS

（ここでは成人でのVO2，3．5ml／kg／minを1METと

した）漸増のプロトコールを使用した（図1）．またプ

ロトコールの選択では，年少児の歩幅および運動耐容

能の低い症例も考慮し，運動強度の小さいレベルでは，

ベルトの速度は緩やかに上昇させ傾斜により負荷をか

けるプロトコールを採用した．運動負荷は自覚的最大

（peak）負荷とし，安静時，運動中，回復時は心電図を

モニターしながら，一分毎に心拍数（HR），2分毎に
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血圧（BP）を測定し，耐久時間（ET）を求めた．また

呼気ガス分析は，breath　by　breath方式のレスピロモ

ニター（ミナト医科学社製RM300）により連続的に行

い，安静時，WU，　ATレベルおよびpeakのVO2を測

定し，換気諸量は30秒間の移動平均したものを採用し

た．また，観血的に行った13例では，梼骨動脈に22Gの

Angiocathを留置し，1分毎に採血して酸素電極法2°）

より血中乳酸濃度を測定した．なお，V－AT1はV－slope

法により，V－AT2はWassermanらが採唱した基準を

採用し，CO2換気当量（VE／VCO2）が上昇せずに02換

気当量（VE／VO2）が上昇する点，あるいはガス交換比

（R）の上昇を開始（または上昇の角度が急になる点）

とし，運動負荷に携わる小児科医2名，内科医1名が

それぞれ独自に決定した．L・ATは血中乳酸濃度が上

昇を開始する点を含む前および後の4点による2本の

回帰直線の交点から求めた．なお，観血的な方法を施

行した対象全例は，あらかじめ充分な説明の後に1回

以上の練習を行っている．また，非観血的な検討を行っ

た72例では，ATはV－ATIおよびV・AT2を併用して

決定した，なお，統計的分析では，危険率5％以下を

有意とした．

　　　　　　　　　　結　　果

　AT決定の1症例を示した（図2）．10歳の両大血管
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　図2　AT決定の1例
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右室起始の患児であり，Fontan型手術後2ヵ月時の

CPXの例である．L－AT，　V－ATI，　V－AT2とも400（ml／

min）付近で良く一致していた例である．

　ATの決定率に関しては，今回，我々が採用した観血

的決定方法では，L－ATおよびV－AT2は全例に決定可

能であったが，V－AT1はMusturd手術後1例で決定

困難であった．今回V－slopeの範囲は，運動開始後

VO2が視覚的に直線的に増加している区間あるいは呼

吸性の代償点までとした．また，対照群の72例では，

V－AT1およびV・AT2を併用することにより67例
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図3　L・ATとV・slopeから求めたATの関係
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図4　LATと換気諸量から求めたATの関係．（a）

　と（b）は小児科医，（c）は内科医によって決定され

　た．
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（93％）に決定可能であった．

　V－AT1とL－ATの関係を図3に示した．決定可能

だった12例のV－AT1とLATとの相関を示してい
る．相関係数の0．960の高い相関係数を得た．

　V－AT2の判定者による違いについて検討した．図4

a，bは心肺運動負荷に携わっている小児科医で，　cは

同様の内科医によって決定されたもので，LATとは

相関係数0．938から0．968といずれも良好に相関した．

　図5はV・AT2の各症例での判定者によるぼらつき

を示す．先天性心疾患群の2例で，ばらつきが5．0（ml／

kg／min）を越えた．また，　L－ATとPeak　VO2の関係

は，図6に示すように相関係数r＝0．866と良好に相関

した．しかし，先天性心疾患群，対照群をそれぞれに

ついてみると先天性心疾患群に比較して，対照群でこ

の相関は良くなかった．

　次に，対照小児の呼気ガス分析上の特性について検

討した．

　今回のトレッドミルによるランプ負荷試験での，対

照群73例についてのVO2の応答様式を各群について

表3に示した．耐久時間は平均8．8～10．0分であった．

5～10歳の群では，男女に差はなかったが，11～15歳

の群および15～24歳の群では男女に有意な差は認めな

かったものの女児で短い例が多かった．負荷開始から

視覚的にVO2が直線的な増加を認めるまでのtime

delayは平均26～43秒であった．　VO2増加の負荷時間

に対する直線性は，視覚的に判断した限りでは平均

305～449秒，耐久時間の平均59～83％で得ることが可

能で，その相関係数は平均0．984～0．993と良好であり，

　13
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図5　判定者間のV・ATの‘ずれ’（AT－zone）．症例1

　から6は川崎病既往者，症例7から13は先天性心疾

　患患児である．症例の8，12は判定者間に5．0（ml／

　kg／min）以上の‘ずれ’があった例
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　図6　L・ATとPeak　VO2の関係

しかもATは平均161～213秒で出現し，全例このラン

プ負荷中であったことは，この負荷プロトコールが充

分使用可能であることを示している．

　HR，　BP，　VO2および酸素脈の変化を表4に示した．

　対照72例の，ATおよびpeakレベルでのHR，　VO2，

表3　トレッドミルーランプ負荷中の酸素摂取量の変化

Subjects 5～10（years） 11～15（years） 16～24（years）

m（n＝21） f（n＝10） m（n＝16） f（n＝11） m（n＝8） f（n＝6）

Endurance　time（min） 8．8±1．5 8．8±0．9 10．0±1．0 9．4±1．2 9．8±1．6 8．8±1．6

Delay　of　VO2　response（sec） 42±38 43±24 29±24 30±23 26±21 39±17

Lineality　of▽02　during　ramp 0．984±0．011 0．985±0．010 0．992±0．006 0．990±0．011 0．993±0．004 0．989±0．004

Appearance　time　of　AT（sec） 161±66 165±60 184±56 213±88 211±74 187±43

Period　of　ramp　exercise（sec） 389±152 444±119 449±132 384±138 443±163 305±129

Ratio（ramp　period／E．T）（％） 73±24 83±18 76±21 68±21 74±22 59±23

4▽02／4TI（ml／kg／min2） 5．0±1．6 4．0±1．0 4．7±1．3 4．0±0．5 4．0±0．8 4．0±1．1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（mean±SD）

Lineality　of▽02　during　ramp：ランプ負荷中の運動強度（負荷時間：秒）と酸素摂取量（ml／min）の相関係数で示した．1

に近いほど酸素摂取量の上昇洋式が直線的であることを示す．

AVO2／ATI：トレッドミルーランプ負荷中の運動強度の増加に対する酸素摂取量の増加分（エルゴメーターによるランプ負荷か

ら得られるAVO2／AWork　rateに類似する）を示し，酸素摂取効率の目安を示す．
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表4　結　果

Subjects 5～10（years） 11～15（years） 16～24（years）

m（n＝21） f（n＝10） m（nニ16） f（n＝11） m（n＝8） f（n＝6）

HR（beats／min） 129±16 138±8 130±18
＊　145±13

130±9 127±13

％of　peak　HR（％） 68．2±7．1 72．6±4．6 67．5±7．6

＊＊

75．2±5．6 68．9±5．6 71．6±6．3

▽02（ml／kg／min） 26．9±3．6 28．1±5．8 24．9±3．2 26．3±2．9 23．6±3．9 22，4±4．7

AT　level

％of　peak▽0、（％） 53．9±8．1 59．3±9．2 50．5±7．1
＊申＊

62．6±6．8 53．8±6．7 60、2±5．9

02pulse（ml／beat／BSA） 5．9±12 5．2±1．0 6．3±1．2 5．9±0．6 6．3±0．9 5．9±0．7

％of　peak　O2　pulse（％） 79．1±8。6 81．7±11．4 75．3±10．9
＊83．2±5．3

77．9±5．2 84．4±8．2

Ratio　of　AT　determination（％） 19／21（90％） 8／10（80％） 15／16（94％） 11／11（100％） 8／8（100％） 6／6（100％）

HR（beats／min） 189±12 192±9 193±7 193±5
ホ190±11

178±5

BP（mmHg） 139±14 131±12 164±19 165±16 172±23 154±10
peak　level

VO、（ml／kg／min） 50．8±5．7 48．3±6．3
＊傘＊

49．7±5．3 42．2±4．0
ホ43．8±4．7

37．0±5、1

02pulse（ml／beat／BSA）
＊　7。4±1．1

6．6±0．9
＊串＊

8．3±0．9 7．1±0．7
＊8．0±0．9

7．1±0．7

Ratio　of　max　VO2　determination（％） 3／21（15％） 2／10（20％） 4／16（25％） 4／11（36％） 2／8（25％） 1／6（17％）

＊：p＜O．05，　＊＊：p＜0．01，　＊＊＊：p〈0．001

いずれも同一年齢群における男女間での有意差を示す．

BPおよび酸素脈（02　pulse）の変化と，　ATおよび最

大酸素摂取量（MaxVO2：今回は負荷強度を上げても

30秒間VO2の増加を認めないものとした．）の決定率

を示した．

　ATレベルでは，　HRは平均127～145／分であった．

11～15歳の群で女子で高値を示した（p〈0．05）．また，

Peak　HRに対する割合は平均67．5～75．2％であり，や

はり11～15歳の群で女子で高値を示した（p＜0．01）．

VO2は各群とも男女差はないが，全体としては，男女と

も体重と負の相関を示した（各々，r＝0．38，　p＜0．006，

r＝0．42，p＝0．05）．また，　PeakVO2に対するATの割

合は，男子が平均50．5～53．9％で女子の平均

59．3～62．6％に比較し低かった．02pulseは平均

5．2～6．3（ml／beat／BSA）でありPeak　O2　pulseの平

均75．3　一一　84．4％で，5～15歳の群では女子で高値を示

した（p〈0，001）．また，低年齢群でATの決定できな

い例が多かった．

　Peakのレベルでは，　HRは16歳以上の群では，女子

で低値を示した（p＜0．05）．BPは各群とも有意な男女

差はなかった（16歳以上の群では，女子で低値の傾向

を示した）が，全体としては，男女とも体重と良好な

正の相関を示した（各々，r＝0．76，p＝0．0001，r＝O．73，

p＝0．0001）．VO2は5～10歳では男女差はないが，

（mean±SD）

11～15歳の群および16～24歳の群では，男子が女子に

比べて有意に高値を示した（各々，p〈0．001，　p〈

0．05）．02pulseは男子が平均7．4～8．3（ml／beat／

BSA）で，女子の平均6．6～7．1（ml／beat／BSA）に比

較し高かった（p〈0．001）．また，MaxVO2が決定でき

た例はいずれの群も約20％前後で，ATの決定率に比

較し明らかに低かった．

　対照72例についての，トレッドミルを用いたランプ

負荷の各運動負荷レベルでの，酸素摂取量と体重との

関係を示す．各々安静座位（図7上），ATレベル（図

7中），最高運動負荷時（図7下）である．いずれも体重

と有意の負の相関を示し，特に安静座位での相関係数

は全例ではr＝0．863と良好であり，小児では年少にな

るに従い安静時の酸素摂取量の占める割合が大きいこ

とを示している．同様にV－AT決定可能であった対照

群68例では，Peak　VO2との相関係数はr＝0．47であ

り，ATは個人差が大きかった（図8）．

　　　　　　　　　　考　　案

　Wassermanらは運動強度の漸増に従い作業筋組織

への酸素供給に限界が生じ，無機的代謝によりATP

の産生が進み，血中に乳酸が急激に増加する運動強度

をATとした21）．　AT決定には採用する負荷プロト

コールの選択が重要である．一般的な3分毎に負荷量
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図8　対照群でのV－ATとPeak　VO2の関係

が増加するBruceをはじめとするプロトコールでは

負荷量の変化が大きく，AT以下で生じる一過性の嫌

気性代謝，および負荷変化に対し肺内ガス交換に際し

て換気血流不均等の変化が大きいこと，換気量（VE）

と酸素摂取量（VO2）二酸化炭素排泄量（VCO2）の応

答速度に差があること，などよりAT測定の誤差を生

じる4）22）．Wassermanらによれぽone　stageが1分以

上の間隔をもつプロトコールではATの決定は困難

である，としている．

489－（7）

　今回の研究では，これらを考慮して，VO2が直線的に

増加するように30秒毎漸増のプロトコール（ラソプ負

荷）を使用し，成人で奨励されているように負荷時間

は10分以内を目安に2種類のプロトコールを採用し
た．

　（1）換気当量，ガス交換比から求めたAT（V－AT2）

　Wassermanらが提唱したATの決定法の基準に従

えば，1）VE／VCO2が上昇せずにVE／VO2が上昇する

点23）24），2）ガス交換比（R）が上昇を開始，または上

昇の角度が急になる点24），3）呼気終未二酸化炭素分圧

（PETc。、）の変化を伴わず呼気終末酸素分圧（PET。2）

が下降し始める点23），4）VEが非直線的に増加し始め

る点25）26｝，あるいは，5）VE／VO2が最小となる点27），

などである，我々は，観血法を施行した13例全例に

V－AT2を決定することが可能であった．また，対照と

した72例中では67例に決定可能（93％）であり，今回

採用したラソプ負荷はAT決定には有用であること

が示された．一方，ATが決定不可能であった例は，低

年齢群に多く，いずれも運動中の換気諸量（VE／

VCO2，　VE／VO2，　R）の揺れが大きな例，また，　Rの

負荷開始後より緩慢な上昇を開始する例や屈曲点が二

つ以上みられる症例であった．これら決定困難となっ

た理由として，1）いずれも初めてCPXで検査に不慣

れであったこと，2）プロトコールの負荷強度（ramp－

slope）が不適当であったこと，などが考えられる．我々

は12歳の例に0．8METsと0，4METsのramp－slopeの

負荷を施行し，前者ではATが容易に決定可能である

にも拘わらず，後者の負荷では呼気ガス分析からは

AT決定が困難であった例を経験している．この時の

最高負荷時のHRおよびRは前者で203／分，1．22で

あったが後者の負荷では202／分，1．09であり，ガス交

換比が後者の負荷で低値を示した．今回の対照群では，

最高負荷時のR（PeakR）が体重と有意な正相関（r＝

0．57，p＝0．0001）を認めており，年少小児の負荷方法

に問題がある可能性がある．不必要に長い負荷時間も

AT決定には不利な条件であると考えられ，低年齢相

の対照例では，負荷時間がramp－slopeの大きいプロ

トコールによる負荷法が適当であったことも考えられ

る．我々の経験では，チアノーゼ性心疾患を含めた先

天性心疾患患児で5分の負荷時間があれぽ充分にAT

を決定することは可能であり，運動耐容能によって多

少は異なるが，特に小児では負荷時間は10分は必要と

せず，ATの決定率を上げるにはせいぜい6～7分で

充分ではないかと考えている．さらに，3）運動負荷中
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の死腔量／一回換気量比（VD／VT）が運動により改善す

ること，血中乳酸濃度の増加による肺胞換気量（VA）

の増加が呼気ガス分析器でのVEの増加に反映するま

でに時間のずれがあること28）29），および各症例の肺機

能障害の程度，などにより，V－ATの決定が困難なも

のになる一因と考えられた．

　（2）判定者によるV－AT2の比較

　ATの決定方法が多く存在することは，当然判定者

間でのばらつきが予想される14｝．今回の検討でも，上記

の理由からL－ATとV・AT2との差が先天性心疾患群

に5．0（ml／kg／min）を越えるものが2例（15％）にみ

られた．以上からVE／VCO2，　VE／VO2，　Rから求める

V－AT2の決定には問題点も多いといえる．

　（3）V－slope法によるATの決定（V－ATI）

　そこで，この呼気ガスからの決定法には判定者の主

観が入るとし，さらに客観性を持たせる理論的な方法

としてBeaverら30）は，　VCO2をy軸に，　VO2をx軸に

とり，ランプ負荷開始点から終了までをプロットし，

負荷開始から急激な上昇を開始する直前と上昇変移点

から最大値までのプロットの2つの回帰直線の交点か

ら求めるV－slope法を提唱し，その有用性を示した．

この方法によれば，V・AT2のようにVEの変化の要因

がなくなり，この点からもATの決定を比較的容易に

し，しかも判定者間の差を小さくするものと考えられ

る．今回のV－slope法を適用した範囲は，視覚的に

VO，の直線的に上昇の得られる区間あるいは呼吸性の

代償点までとした．その結果観血的な方法を施行した

13例中12例（92％）にATの決定が可能であり，しか

もこれらはV－AT2と同様L－ATと良く相関した．し

かし，運動負荷中開始から緩徐にRの上昇を認めた1

例ではATの決定は困難であり，ramp－slopeの選択に

問題があったのかもしれない．

　以上から，V－ATの決定にはV－AT1およびV－AT2

を併用することが望ましい．

　（4）乳酸性代謝閾値（L－AT）

　嫌気性代謝閾値は運動負荷強度の増加により嫌気性

代謝が加わり，その結果血中乳酸が上昇し始める点と

考えられるため，この血中乳酸濃度の推移の変曲点が

本来のATとなる．しかし，血中乳酸濃度は採血部位

による差が大きいことが指摘されており13）31），一般に

動脈血に比べて静脈血では遅れた変動となるため，今

回は梼骨動脈に留置したラインより採血した．また，

変曲点を見いだすためには採血間隔が短いほど良いと

考えられるが13｝，手技上の問題から1分間隔とした．

日本小児循環器学会雑誌　第8巻　第4号

我々の例はMikeranら32）が指摘する様に，多くの例で

動脈血中乳酸濃度は運動負荷強度に対して指数関数的

な上昇を示したため，変曲点を見いだすことが困難と

思われたが，今回は血中乳酸濃度が視覚的に上昇を開

始する点を含む前および後の4点による2本の回帰曲

線の交点から求める方法をとった．このことにより

L－ATは13例全例に決定可能となり，しかもLATが

呼気ガスから求めたATと良く相関したことは，体内

での血中乳酸濃度の推移からみた嫌気性代謝への移行

が換気動態に明らかな変化をもたらすと考えられ，

V－ATがL－ATと密接に関連したものと思われる．栗

原ら33）の指摘するように，今回我々が用いた様に2本

の回帰直線の交点をATとすることは最も客観的で

あり，比較的容易にATの決定が可能であると考えら

れる．この他にもいくつかATの決定法はあるが，例

えば絶対値が2．0（mmol／L）を越える点をL－ATとす

る決定法34｝を採用した場合，対照群では6例中5例，先

天性心疾患群では7例中5例でRが1．0を越え，今回

はATとしては不適当と考えられた．

　Minkenらは運動強度の増加に伴い嫌気性代謝への

変化は確かに生じるものの，その変化は指数関数的な，

なだらかなものであり観血的な方法からは閾値として

捉えることは不可能であるとし，また呼気ガス分析か

ら求めるATは，判定者によるばらつきも大きいため

臨床の評価手段としては好ましくないとしている32）．

しかし，患児の身体活動能をATだけで評価するには

無理な面はあるものの，症例に合った負荷プロトコー

ルを選択することによってV－ATの決定率をあげる

ことが可能であると考えられ，今回の検討からもわか

るように，経験を積んだ判定者が決定する場合のぼら

つきが小さく，かつ，これらの値が観血的な方法によ

るL－ATと比較的良く一致することは，臨床的な評価

手段の一つと成る可能性があるものと考えられる，

　（5）身体活動能力の小児における特徴

　成人では，患者の運動耐容能を知る上で最大負荷を

かけることなしに得ることが可能な指標としてAT

の有用性が検討されている．小池ら35）によれば

NYHA機能分類による重症度が高いほどATは低
く，患者の運動能を評価に極めて有用な指標であり，

薬物治療による改善をみたとしている．しかし，伊東

ら36）が指摘したようにATは女性より男性が高値を

示し，年齢とともに低下することから年齢および性別

を考慮する方法を奨励している．呼吸，循環器系の発

育期にある小児では，成人とは異なる特性が報告され，
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ATについてもいくつかの報告がなされてい
る5）～19）37）．Bar－Orら38）は，小児の作業負荷に対する酸

素摂取量が高く作業効率が悪いことを指摘し，一定の

酸素摂取量に対する心拍出量が成人に比較して有意に

低く，hypokinetic　circulationであるとしている38），

今回の検討でも，rest・VO2，　ATおよびPeakVO2はい

ずれも体重と有意に負の相関を示し，特にrest－VO2で

相関が高いことは小児の基礎代謝の推移をみても納得

できるものと考えられ，安静時に既に成人とは異なる

ことを示している39）．これらのことより，小児の身体活

動能力を客観的に評価する際には，ATの値を含め検

査成績の絶対値からだけの評価は不適当であり，その

値の推移，年齢，体重および性別を考慮しながら評価

することが重要と考えられる．

　今回使用されたトレッドミルを用いたランプ負荷

が，小児においてもAT決定に有用な負荷法であるこ

とがわかった．

　　　　　　　　　　結　　語

　（1）トレッドミルを用いたランプ負荷法を用いるこ

とにより，先天性心疾患患児を含め小児のATの決定

方法，特徴および評価法について検討した．

　（2）観血法を施行した13例でLATが決定可能で

あり，呼気ガス分析をもとに，V・slope法から求めた

ATおよび換気当量およびガス交換比から求めたAT

と良好に相関した．しかし，換気当量およびガス交換

比から求めたATは，　L－ATとの差が判定，者間で

5．0（ml／kg／min）以上の差を越える例が13例中2例

（15％）にみられ，V－slope法の併用が望ましきと考え

られた．また，対照群72例中67例（93％）に決定可能

であった．

　（3）対照群72例では，安静座位，ATレベルおよび最

高負荷時の酸素摂取量が体重と有意に負の相関を示

し，また，V－ATとPeak　VO2は有意の正相関を認め

たが（r＝0．46，p二〇．0001），個人差が大きかった．

　（4）トレッドミルを用いたランプ負荷による方法

は，先天性心疾患患児を含めた小児に充分適用が可能

で，AT決定に有用な負荷法であった，
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Anaerobic Threshold　in　Children－Evaluation　of　Anaerobic　Threshold　with

　　　　　　　　Ramp　Treadmill　Exercise　Testing一

　　　　　　　　　　　　　　　Hideo　Ohuchi

Department　of　Pediatrics，　National　Cardiovascular　Center

　　　Anaerobic　threshold（AT）in　children　including　patients　with　congenital　heart　disease　was

measured，　and　three　methods　of　determination　of　AT　and　its　characteristics　were　evaluated．　Lactic（L－）

AT　was　determined　by　the　change　of　arterial　blood　lactate　concentration　during　treadmill　exercise

testing，　ventilatory　AT（V－AT1）was　determined　by　V－slope　method，　and　V－AT2　was　determined　by
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

both　the　changes　of　ventilatory　equivalent　for　oxygen　uptake（VO2）and　carbon　dioxide　output（VCO2），

and　gas　exchange　ratio．

　　　1）V－AT（V－ATI　or　V－AT2）could　be　determined　in　670f　72　control　cases（93％），　and　a　significant

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コcorrelation　between　V・AT　and　peak　VO2　was　noted，　although　the　coefficient　was　relatively　low

（r＝0．46）．

　　　2）Both　V－ATI　and　V－AT2　were　correlated　well　with　LAT（r＝0．96，　p＝0．0001　and　r＝0．94，

p＝0．0001，respectively）．

　　　3）In　20f　13　cases（15％），　V－AT2　was　considerably　different　from　L－AT（≧5．0　ml／kg／min）among

three　determinators．

　　　4）In　control　groups　including　males　and　females，　there　was　significant　negative　correlation
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぼ

between　their　body　weight　and　VO2　at　rest，　AT，　and　Peak　VO2（male：r＝0．83，　p＝0．0001，　r＝0．38，

p＜0．006，r＝0．44，　p＜0．003．　female：r＝0．89，　p＝0．0001，r＝0．42，　p＝0．05，　r＝0．61，p＜0．001，respectively）．

　　　5）　Ramp　treadmill　exercise　testing　was　shown　to　be　useful　and　suitable　method　for　determina－

tion　of　V－AT，　and　for　evaluation　of　cardiorepiratory　tolerance　for　exercise　in　children　including

patients　with　congenital　heart　disease．
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