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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　小児心疾患患児について，エネルギー消費量を基にした身体活動指数（Speci丘c　Activity　Scale；SAS）

による評価法に従いスコア化し（SASスコア），重症度分類を試みた．また，これらの指標を呼気ガス分

析から求めた運動耐容能（嫌気性代謝閾値：ATおよび最高酸素摂取量：PeakVO、）と比較し，従来の

NYHA機能分類による評価法と比較検討した．

　（1）SASスコアは，9歳以上の患児48例中6例（13％）に決定不可能であった，　SASスコア決定可能

であった42例では，％ATおよび％PeakVO，（いずれも対照の平均値に対する到達度）と有意な正の相関

（各々r＝0．45，p〈0．002およびr＝0．55，　p＝0．0002）を示し，　SASスコアによる評価は，患児の運動耐

容能を把握する評価法の一つと考えられた．

　（2）SASによる機能分類とNYHA機能分類でクラス1とクラスIIに分類された2群間の％AT

と％PeakVO2とを比較すると，　SASの分類の2群間で，各々有意な差を認めた（各々p＜0．03およびp＜

0．006）が，NYHA機能分類での2群間に有意な差はなかった．

　（3）運動耐容能の重症度から4段階に分類し，SASとNYHAの機能分類の4段階の重症度分類とを

比較すると，NYHA機能分類では，クラス1に分類される割合が48例中34例（71％）と他の2つの分類

法に比較して有意に多く（p＝0．0001），運動耐容能による分類に比較し重症度が同一症例で3クラスの

評価の違いを48例中6例（13％）に認め，SASによる分類では見られなかったのに比較し有意に多かっ

た（p＜0．02）．

　（4）SASスコアの決定不可能な例があること，年少の患児（9歳未満）でのSASスコアと運動耐容能

との間に相関はみられなかったことなどから，成人のSASによる機能分類の小児心疾患患児への適応

には問題点もあり，さらに工夫が必要と考えられた．

別刷請求先：（〒565）吹田市藤白台5－7－1

　　　　　国立循環器病センター小児科

　　　　　　　　　　　　　　　　大内　秀雄
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　　　　　　　　　　緒　　言

　小児の心不全の評価にはまだ適切なものはみられ

ず，便宜的に成人で使用されているNYHAによる機

能分類により医師が判定しているのが現状である．し

かし，小児の心疾患は川崎病を除くと多くは先天性心

疾患であり，虚血性心疾患が主である成人の心疾患と

は大きく異なる．また学校管理という小児特有の問題

もあり，小児の心疾患患児の重症度の評価には小児固

有のものが望まれる．しかも実際の臨床を考えると，

重症度の評価には，日常生活の要素が十分に考慮され

ていること，また客観性があり，しかも評価の方法が

容易であることが望ましい．

　成人においては心不全の評価の方法にはいくつかあ

り，心不全の重症度分類であるNYHAの機能分類1），

身体活動内容をより詳細に記載した狭心症の重症度分

類であるカナダ心臓学会（CCS）の機能分類2）などがあ

る．しかし，これらの分類法は，いずれも自覚症状に

基づいて重症度が4段階に分類されているが，客観的

な重症度を表わすか歪かに疑問がある．

　これらのことより最近Goldmanらが，　NYHAの分

類に比べて再現性が高く，また運動耐応能との相関か

ら求めた有効性も良いとして，Specific　Activity　Scale

（SAS）を心不全の評価方法として奨励している3｝～5）．

このSASの重症度分類は，個々の生活活動で消費さ

れるエネルギー量が安静時の何倍に相当するかという

metabolic　equivalents（METS）の考え方を導入し，

客観性を持たせた試みである．

　今回，我々は，このSASによる重症度分類が先天性

日小循誌　9（5），1994

心疾患患児を含めた小児の生活活動能力の評価に有用

か否かについて，運動耐容能を基にNYHA分類と比

較検討した．

　　　　　　　　　　対　　象

　対象は年齢が9歳以上の先天性心疾患が最終的な心

内修復術に至っていないチアノーゼ性心疾患10例，

Fontan型術後14例，ファロー四徴術後など右室流出

路再建術後11例などを含む44例と，川崎病既往後の冠

動脈病変に対する冠動脈バイパス術後2例を含む計48

例であった（表1）．

　　　　　　　　　　方　　法

　SASによる重症度分類はGoldmanらに従った（表

2）．評価法はアンケートによるもので，原則として患

児の両親に行い，症状が出現する最小の運動量METS

で表しSASスコアとした4）（表3a）．生活活動項目の可

能か否かについては“はい”，“いいえ”，“P”のいずれ

かを選択する方法で行い，SASスコアの決定が困難な

患児では決定不可能とした．なお，小児の具体的な行

動項目のエネルギー消費量の報告がみられないため，

できるかぎり成人の項目と一致させた3）6）8）．また，同時

にNYHA分類を行った．この評価は表3bに示したア

ンケートを行い，これを参考に医師が重症度を分類し

た．各症例でのNYHA分類は表1に示した通りで
あった．

　これらの重症度分類と運動耐容能を比較するため全

例に，呼気ガス分析を併用したトレッドミルを用いた

運動負荷試験を施行した．プロトコールは，30秒毎に

0．5，あるいは0．7METS漸増の2種類のランプ負荷を

表1　Subjects

NYHA　functional　classi6cation
Diagnosis Age（years） Tota1

1 I
I

I
I
I

IV

Fontan 9－28 8 5 1 14

RVOTR 10－24 9 1
一

1 11

TGA 10．13 1 1
一 一

2

Septation 11．12 1
一 一

1 2

Palliation 9－23 8 1 1
一

10

APW，　PAPVC，　Ebstein 9－15 2
一 一

1 3

Arrhythmia 13－17 3
一

3

Kawasaki　disease 10－18 2 1
一

3

Tota1 9－28 34 9 2 3 48

（M／F ＝19／29）

Abbreviations：NYHA＝New　York　Heart　Association；RVOTR＝right　ventricular　outflow　tract　reconstruction；

TGA＝tranposition　of　the　great　arteries；APW；aorto－pulmonary　window；PAPVC＝partia］anomalous

pulmonary　venous　connection；M／F＝male／female　ratio．
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表2　身体活動度（SAS）による重症度分類

Class　I：患児は休むことなく7METS（24．5ml／kg／min）

　　　　　以上の活動が可能である．

Class　II：患児は休むことなく5METS（17．5ml／kg／min）

　　　　　代上，7METS未満の活動が可能である．

Class　III：患児は休むことなく2METS（7．Oml／kg／min）

　　　　　以上，5METS未満の活動が可能である．

Class　IV：患児は休むことなく2METS以上の

　　　　　活動は不可能である．

METS＝metabolic　equivalents：安静時に対するエネルギー

消費量の割合を示す，（）内の酸素摂取量は，成人の安静時

酸素摂取量を3．5（m1／kg／min）として計算した値．

625－（11）

採用し患者によって使い分け，自覚的最大負荷まで施

行した9）．また，呼気ガス分析はミナト医科学社製

RM300を用い，連続的に行い，換気諸量は30秒間の移

動平均したものを採用し，嫌気性代謝閾値（Anaerobic

threshold；AT）および最高酸素摂取量（PeakVO2）

を求め，我々の施設の対照群（冠動脈に狭窄性病変を

認めない川崎病既往者や運動負荷で消失する期外収縮

の者など男女119例）に対する到達度である％ATおよ

び％Peak　VO2を求めた．

　運動耐容能に基づいた重症度分類は，対照119例の運

動耐容能が，％PeakVO2＝100±13％であったことか

ら％PeakVO2別に，クラス1：－2．OSD以上（74％以

上），クラスII：－3．OSD以上一2．OSD未満（61％以上

表3－a　身体活動指数（Specific　Activity　Scale）質問表一案一

〈国立循環器病センター小児科〉

ID

年齢　　　（歳）

記入年月口，19 日

ラmに

月

前

長
名
身
年

性別（男，女）

体重　　（kg）

　この一週間を振り返ってお子さんの症状は主にどれですか（丸をつけて

下さい）

　　息苦しさ，疲労感，動悸，その他

　　（具体的に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　お子さんの症状について下記の質問に答えて下さい．（少しつらそう，

とてもつらそうのどちらも「つらい」に丸をつけてください．わからない

ものは？に丸をつけてください．）

1．夜楽に眠れますか？

　　　　　　　　　（1Met以下）

2．横になっていると楽ですか？

　　　　　　　　　（1Met以下）

3．　・一人で食事や洗面ができますか？

　　　　　　　　　（1．4Mets）

4．トイレは一人でできますか？

　　　　　　　　　（1，4Mets）

5．着替えが一人でできますか？

　　　　　　　　　（2～2．3Mets）

6．炊事やホウキで掃除ができますか？

　　　　　　　　　（2～3Mets）

7．自分でフトンを敷けますか？

　　　　　　　　　（2～3Mets）

8．ぞうきんがけはできますか？

　　　　　　　　　（3～4Mets）

9．階段を8段下っても平気ですか？

10．シャワーをあげても平気ですか？

　　　　　　　　　（3～4Mets）

11．ラジオ体操をしても平気ですか？

　　　　　　　　　（3～4Mets）

はい，つらい，　？

はい，つらい，？

はい，つらい，？

はい，つらい，　？

はい，つらい，？

はい，つらい，？

はい，つらい，？

はい，つらい，？

はい，つらい，　？

はい，つらい，　？

はい，つらい，　？

12．普通の速度で（時速4km／h）平地

　　を100～200m歩いても平気ですか？

　　　　　　　　　（3～4Mets）

13．庭いじり（軽い草むしりなど）をし

　　て平気ですか？

　　　　　　　　　（4～5Mets）

14．一人でお風呂に入れますか？

　　　　　　　　　（4～5Mets）

15．普通の速度で二階に登っても平気で

　　すか？

　　　　　　　　　（5～6Mets）

16．荷物を持って8歩歩いても平気ですか？

17，軽い農作業（庭堀りなど）はできま

　　すか？

　　　　　　　　　（5～7Mets）

18．平地を急いで200m歩いても平気で

　　すか？

　　　　　　　　　（6～7Mets）

19．雪かきはできますか？

　　　　　　　　　（6～7Mets）

20．テニス（または卓球）をしても平気

　　ですか？

　　　　　　　　　（6～7Mets）

21．ジョギング（時速8km／h程度）を

　　300～400mしても平気ですか？

　　　　　　　　　（7～8Mets）

22．水泳をしても平気ですか？

　　　　　　　　　（7　一一　8　Mets）

23．1歳の子供（統10kg）を持って階段

　　を8段登っても平気ですか？

　　　　　　　　　（7～8Mets）

24．なわとびをしても平気ですか？

　　　　　　　　　（8Mets以上）

はい，つらい，っ

はい，つらい，？

はい，つらい，？

はい，つらい，D

はい，つらい，？

はい，つらい，？

はい，つらい，　？

はい，つらい，？

はい，つらい，？

はい，つらい，？

はい，つらい，？

はい，つらい，？

症状が出現する最小運動量（　）METS
　　　CIass：IV，　III，　II，1

　　　　　　　判定医（　　　　　　　）
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表3－b　NYHAによる活動指数質問表
　　　　　　　　　〈国立循環器病センター小児科〉

1．普段の生活に支障なく生活できてい

　ますか？

2．安静時は症状はないが，他の子供と

　同じように遊ぶとつらそうに見えます

　か？

3．安静時は症状はないが，身の回りの

　ことをしようとするとつらそうに見え

　ますか？

4。安静にしている時でもつらそうに見え

　る時があり，体を動かそうとするとさ

　らにつらそうにみえますか？

はい，できない，？

いいえ，つらい，　？

いいえ，つらい，　？

いいえ，つらい，　？

NYHA（　）度
判定医　（　　　）

NYHA分類の各々独自で重症度分類で評価した際の

各クラスの割合の差の比較（表4），および同一症例に

対する重症度評価をSAS分類およびNYHA分類で

行ったクラスと運動耐容能を基準とした分類のクラス

の不一致の程度の割合の差の比較（表5）にはX2検定

を行った．SASスコアと運動耐容能の比較にはピアソ

ソの累積相関係数を，また運動耐容能のクラス分類と

SASおよびNYHA機能分類との比較にはスピアマ

ンの順位相関係数を求めた．SAS分類およびNYHA

分類でクラス1とクラスIIとに分類された2群の症例

の運動耐容能の差の比較にはStudent　t検定を行っ

た．いずれも危険率5％未満を統計学的に有意と判断

し，得られた成績は平均±1．0標準偏差（SD）で示した．

表4　Comparison　of　C］assification　Systems　with　Exercise　Tolerance

Exercise　Tolerance NYHA SAS
（n＝48） （n＝48） （n＝42）

A．Functional　class

Class　I 12（27％）＊ 34（71％）＊ 2］（50％）＊

Class　II ／5（31％） 9（19％） 16（38％）

Class　III 11（23％） 2（4％） 4（10％）

Class　IV 9（19％） 3（6％） 1（2％）

B．Mean　functional　class 2．33 1．46 1．64

C．Spearman　Correlation（r） 0．11 0．54

with　Exercise　Tolerance （ns） （P＝0．0002）

＊lTotal　chi－square（two　degree　of　freedom）＝18．39，　p＝0．0001．

Abbreviations：NYHA＝New　York　Heart　Association；SAS＝Specific　Activity　Scale．

表5　Validity　of　Estimation　by　SAS　and　NYHA

No．　and％of　the　48 SAS NYHA
estimates　that： criteria criteria

A．agree　with　exercise
16（38％） 13（27％）

tolerance

B．disagree　with　exercise

　　　tolerance　by　one　class
18（43％） 18（37％）

C．disagree　with　exercise

　　　tolerance　by　two　classes
8（18％） ll（23％）

D．disagree　with　exercise

　　　tolerance　by　three　classes
0（0％）＊ 6（13％）＊

＊：Total　chi－square（one　degree　of　freedom）＝5．63，

p＝⑪．018，Abbreviation：SAS＝Speci丘c　Activity　Scale；

NYHA＝New　York　Heart　Association．

74％未満），クラスIII：－4．OSD以上一3．OSD未満

（48％以上61％未満），クラスIV：－4．OSD未満（48％

未満）とした．

　対象全例を運動耐容能による分類，SAS分類および

　　　　　　　　　　　結　　果

　（1）SASスコアと％ATおよび％PeakVO2

　SASスコアは判定困難な例が48例中6例（13％）に

認められ，また，ATは48例中3例（6％）で決定困難

であった．SASスコアと％ATおよび％PeakVO2と
の相関係数は0．50（p＜0．002）（図la）および0．55（p＝

0．0002）（図1b）と有意な正の相関を認めた．

　（2）SASおよびNYHAによる機能分類と運動耐

容能の比較

　SASおよびNYHAによる4段階の重症度分類を
比較した．

　SAS分類のクラス1では，％ATおよび％
PeakVO2は98±19％および77±16％で，クラスIIの

82±21％および61±17％に比較しいずれも有意、に高

かったが（p＜0．03およびp＜0．006），NYHAの分類

ではいずれの指標でも差がなかった（図2a，　b）．

　（3）運動耐容能別，SASおよびNYHA機能分類に

よる評価（表4）
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図1　（a）SASスコアと％ATの関係．（b）SASス

　コアと％PeakVO2の関係

　3群間でみるとクラス1に分類される例がNYHA

分類では48例中34例（71％）と，運動耐容能およびSAS

の分類からの48例中12例（27％）および42例中21例

（50％）に比較し有意に頻度が高く（φ＝2，κ2＝18．39，

p＝0．0001），対象全体の平均の重症度評価も1．46と低

い値となった．

　（4）運動耐容能を基準にした時の，SASおよび

NYHAの機能分類の評価の有効性（表5）

　運動耐容能でのクラス分類と一致した例はSAS分

類では16例（38％），NYHA分類では13例（27％）で

両群に差はなかったが，重症度分類の差が1クラス以

内であったのは，SAS分類では34例（81％）であり

NYHA分類の31例（65％）に比較して多い傾向にあっ

た（φ＝1，X2＝2．99，p＝0．08）．また，重症度分類で3

クラス異なって評価した例がSAS分類では見られな

かったのに比較してNYHAの機能分類では48例中6

例（13％）と有意に多かった（φ＝1，X2＝5．63，p＜

0．02）．

　　　　　　　　　　考　　案

　成人ではATおよびPeakVO2は，女性より男性が

627－（13）

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必要性が指摘されているが1°），小

児でも呼吸，循環器系の発育期にあり，成人と異なる

特性が報告されている9）11）～16）．そこで運動耐容能の指

標として当施設の男女別，体重別の％AT，％PeakVO2

を用いて検討した．ATはPeakVO2と同様に日常の生

活活動度を反映すると考えられ，また，最高運動負荷

を施行することなしに求めることができ，しかも運動

耐容能が低い例でPeakVO2と良好に相関する．

　NYHA機能分類の問題点

　NYHAによる機能分類では，篠山ら8）が指摘するよ

うに，一つのクラスに含まれる範囲が広いため，簡便

ではあるものの比較的重症度の低い例を分類する際

や，治療による経過を充分に反映するためには不都合

であるとされている．実際今回の対象でもチアノーゼ

性心疾患の患児でさえ日常生活に支障がないと判断さ

れる場合がほとんどであり，対象全体のうちクラス1

に分類される症例が48例中34例（71％）を占め，しか

も％AT，％PeakVO2でクラス1とクラスIIとの間に

有意な差を認めなかったことは，このNYHA分類法

の客観性に乏しい理由の一つと考えられ，成人と同

様17）’－19）に，術後の経過や薬効の評価がクラス分類には

現われにくいと考えられた．また，自覚症状を基にし

たこの分類法では，特に年少児から十分な情報を得る

ことは困難であることにも，6例（13％）に運動耐容

能別の分類とこの分類の間に3クラスのずれが生じた

原因があったと考えられる．

　SAS機能分類の利点

　NYHA分類に比較すると，SAS機能分類の場合は，

患者が日常の具体的な身体活動が可能かどうかが重症

度判定，クラス分類の基準となる．自覚症状とは異な

り，より客観的であり，我々の成績でも実際に運動耐

容能の分類とも相関性を認め，運動耐容能別の分類と

この分類の間に1クラスのずれ以内の例が81％であ

り，NYHA分類の64％に比較すると有効性は高い可

能性がある．また，判定者は特に医師に限る心要はな

く，家族を含め，一般人にも判定は可能である利点を

持っている．今回のアンケートの内容は成人のもの6）8）

を採用せざるをえなかったが，これら家族によっても

判定可能なこと，NYHA機能分類に比較して，より客

観性があるということから，実際の外来管理の場で多

くの患児を臨床的に経過観察するうえで有用であると

考えられる．

　またSASスコアは％ATおよび％PeakVO2のいず
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図2　（a），（b）SASおよびNYHAによる機能分類と運動耐容能の比較．　SASの重

　症度分類では，％ATおよび％PeakVO，のいずれでもクラスIIの方がクラス1に比

　較し有意に低い．

れとも有意な正の相関を認めたが，若干％PeakVO2と

の相関が良かった．このことは今回のアンケートの内

容にATレベル以上の活動能力を問うものがあった

ためであると考えられるが，ATレベルの指標と大き

く差がないのは，やはり日常生活での活動度はせいぜ

いATレベル以下であることを示していると考えら

れる．

　SAS機能分類を小児に適応する場合の問題点

　第一に，あくまでも今回の成績は成人用のアンケー

トの項目を基準としたことによる結果であり，そのま

ま小児に適応できない可能性があることである．我々

が以前に報告したように，年少児では安静時から体重

当たりの酸素摂取量が高いことなどを考慮すると，そ

のMETSの値の持つ意味は異なる．年少児の最高運

動のレベルでもせいぜい4～5METSであり，　METS

を基準とするSASスコアで表わされる活動の選択範

囲が小さくなる．しかも成人での4～5METSとその

意味は異なることは大きな問題であり，成人のように

患児の状態をより鋭敏にクラス分類に反映することが

できるかどうか，今回の評価法の限界を示していると

も考えられ，評価法に小児に独自の工夫が必要である．

　第二に，先天性心疾患，特にチアノーゼ性心疾患患

児を持つ親，あるいは学校の現場では，患児の日常の

活動範囲を必要以上に制限していることが多く，また

患児自身が活動範囲を制限していることもあるため

に，アソケートに記された項目の行動が可能かどうか

不明なことがあることである．成人においては，発症

する以前の患者の環境によっても多少異なるが，小児

に比較すれぽ既に経験していた項目が多く，アンケー

トの解答は比較的容易であると考えられるが，先天性

心疾患患児の場合には全く未体験のものであることも

少なくない．今回もクラス分類が必ずしも容易ではな
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い例もあり48例中6例では決定困難であった，これも

本法の限界の一つと考えられる．

　第三に，先天性心疾患術後，特にファロー四徴術後

やマスタード術後などに見られる上室性および心性室

不整脈を持つ症例に関しては，それを今回のSAS機

能分類に反映することは困難であることである．

　　　　　　　　　　　　　　　　　結　　語

　　（1）SASスコァと，呼気ガス分析から求めた運動耐
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
容能の指標（％AT，％PeakVO2）は有意な正の相関を

示し，SASスコアから患児の運動耐容能を把握できる

可能性が示唆された．

　　（2）先天性心疾患を含む小児の生活活動度を評価す

る場合，SASによる重症病分類が，　NYHAの重症度分

類に比較すると，運動耐容能別による重症度分類を反

映していると考えられた．しかし，成人のSASによる

機能分類による評価法の小児への適用には問題点、も多

く，小児の特性に注意して評価すへきである．
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Classification　of　Ordinary　Activity　Status　of　Patients　with　Cardiovascular　Disease　in　Childhood

　　－Comparison　of　Classification　between　the　Specific　Activity　Scale（SAS）System　and　the

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　New　York　Heart　Association（NYHA）System一

Hideo　Ohuchi1），　Tetsurou　Kamiya1），　Touru　Nakajima1），　Masahiro　Matsuda2），　Mayumi　Kawade3），

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Yasuo　Arakaki1）and　Osahiro　Takahashi1）

　　　　　　　　　　　　　　　　　1）Department　of　Pediatrics，　National　Cardiovascular　Center

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2）Department　of　Pediatrics，　Fukui　Medical　College

　　　　　　　　　　　　　　　　3｝Department　of　Pediatrics，　Gifu　University　School　of　Medicine

　　　In　48　patients　with　cardiovascular　disease　aged　nine　to　28　years，　a　new　cardiac　functional

classification　determined　by　the　specific　activity　scale（SAS）system，　based　on　the　SAS　score

（＝metabolic　equivalents（METS）required　for　activities　the　patient　actually　performs），　was　attemped．

The　results　were　compared　to　their　exercise　tolerance（predicted　percent　anaerobic　threshold，％AT

and　percent　predicted　peak　oxygen　uptake，％PeakVO2），　and　to　the　NYHA　classification．

　　　In　six　of　48　patients（13％），　the　SAS　score　was　not　determined．　In　the　other　42　patients，　the　SAS

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，score　correlated　with％AT　and％PeakVO2（r＝O．50，　p〈O．002，　r＝0．55，　p＝0．0002，　respectively）．　By　the

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，SAS　criteria，　differences　between　patients　of　class　1　and　II　were　observed　in　both　OroAT　and％PeakVO2

（p＜0．03，p＜0．006，　respectively）but　were　not　observed　by　NYHA　criteria．　The　proportion　in　class　I

（71％）based　on　NYHA　criteria　was　higher　than　that　based　on　the　SAS（50％）and　exercise　tolerance

criteria（27％）（p＝0．0001），　and　the　proportion　of　disagreement　for　three　classes　between　exercise

tolerance　and　NYHA　criteria（13％）was　higher　than　that　by　SAS　criteria（p＜0．02）．

　　　In　conclusion，　the　SAS　system　appeared　to　be　more　valid　and　useful　compared　to　the　NYHA

system　to　classify　the　ordinary　activity　status　of　children　with　cardiovascular　disease．　The　need　for

further　modification，　however，　was　indicated　in　introducing　this　system　to　children，　because　the　SAS

score　was　not　always　determined　and　did　not　correlate　with　exercise　tolerance　in　younger　children

（less　than　nine　years　old）．
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