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第3回小児運動循環器研究会
日

時

平成6年2月26日

会

場

東芝本社会議室

世話人

龍野

勝彦（榊原記念病院外科）

1．術後肺高血圧に対するPGI2（プロサイリン）の

住友

直方，岡田

知雄，原田

研介

小児におけるドブタミン負荷（DOB）の有用性，安

内服効果について

東京女子医大循環器小児科
生井

全性について検討した．対象はストレスエコー，心筋

良幸，門間

和夫

シソチグラフィのためにDOBを行った症例で，

DOB

手術後肺高血圧が残遺している3症例でプロスタグ

中の血行動態の変化を評価し，トレッドミル負荷

ランディン12誘導体（プロサイリン20μg：1錠）内服

（TMT）を行った例では両負荷の血行動態を比較検討

1時間後の肺血管拡張作用（心臓カテーテル検査）と

した．DOBは5μg／kg／minより開始し最高40μg／kg／

運動持続能（Bruce法によるtreadmill試験）をしらべ

minまで投与した．

た．

拍数収縮期血圧，double

症例と方法と結果：症例1は29歳女性で，心房中隔

DOB前と最高投与時の比較で，心
productは有意に増加した．

DOBとTMTの比較では，心拍数，

double

productは

欠損＋肺高血圧の心内修復手術後1ヵ月である．プP

TMTの方が，収縮期血圧はDOBの方がより増加し

サイリン2錠服用により，肺動脈収縮期圧は74から58

た．DOB中に重篤な副作用はなかった．

mmHgへ，肺血管抵抗は14から11単位・m2へ低下し，

DOBは心筋酸素消費量を増加させる負荷であり，運

運動持続能は6．9から9，1分へ32％増加した．症例2は

動負荷の代用としての薬物負荷法の一つとして有用と

18歳の女性で心室中隔欠損＋肺高血圧の手術後13年．

考えら『れる．

3．小児の運動時酸素消費量測定におけるmixing
by breath法の比較

プロサイリン1錠服用により心エコー図上肺血流量増
加，肺血管抵抗低下の所見があり，運動持続能は3．0分

chamber法とbreath

から4．5分へ50％増加した．症例3は心室中隔欠損＋肺

榊原記念病院外科1），小児科2）

高血圧の手術後21年の29歳女性．プロサイリン1錠服

高橋

用前後で肺血管抵抗は13単位・m2で変わらず，運動持

小林

続能も1．8分と1．7分で変わらなかった．肺高血圧の無

鈴木

い対照9例のプPサイリン1錠服用前後の運動持続時
間は平均＋1％（SD

目的：mixing

幸宏1）龍野

勝彦1）菊池

信之o村上

保夫2）森

清志2）三森

重和2）

chamber法とbreath

by

利夫ユ｝

克彦2）

breath法の

両方法が可能である呼気ガス分析器を用い，健康小児

5％）であった．

考察と結語：prostacyclin注射が原発性肺高血圧症
と先天性心疾患に合併する肺高血圧症にたいして，肺
血管拡張作用が強い事が知られている．その誘導体プ

に自転車ergometerによるramp負荷を施行した．両
方法の差を比較検討した．

結果：1）breath

by

breath法のVE／VO，値は高く

ロサイリンにも手術後肺高血圧症に対して肺血管拡張

でる傾向にあった．2）mixing

作用がある事を証明した．運動持続時間延長効果は

過ぎてもVO2は直線的に増加したのに対し，

QOL向上の指標である．対照例でのプロサイリソ服用

by

後の運動持続時間の服用前値に対する比率の95％限界

応を示した．

は一9％〜＋11％であり，比較的一定しているので，

プPサイリン服用後11％以上運動持続時間が延長して

chamber法ではRCを
breath

breath法ではRC時から早期にplateau化する反

結論：VO2の早期plateau化には，小児の運動に対
する呼吸回数やパターンの特殊性が関与していると考
えられた．両方法の運動機能データはこれらの差を考

いる場合は，肺血管が拡張した事を示す．

2．薬物負荷法としてのドブタミン負荷の有用性に

慮し判読する必要がある．

4．先天性心疾患をもつ小児の上下肢機能の発達

関する検討

国立循環器病センター小児科1），聖ヨゼフ整

日本大学小児科
唐澤

賢祐，鮎沢

衛，能登

信孝

肢園2）
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周

定洪1）竹田津未生D鈴木

中島

徹1）新垣

義夫1）神谷

9（6），1994

淳子1）

16〜20歳のペースメーカー植え込み患者6名（男子

哲郎1）

3例，女子3例）を対象として運動負荷試験を実施し
た．使用ペースメーカーのモードはVVIモード1例，

家森百合子2）

目的：先天性心疾患をもつ小児の上下肢機能の発達

VVIRモード2例，

DDDRモード3例であった．負荷

方法はブルース法によるトレッドミル運動負荷とし

の違いを検討する，

対象・方法：先天性心疾患をもつ3歳から5歳の小

た．負荷中は心拍数と同時に酸素摂取量をモニターし

児12例について上下肢機能の発達をみた．対象には，

た．評価は心拍数，酸素摂取量の時系列変化パターン

開心修復術，姑息的手術を受けたものが11例含まれて

を，別に求めた標準曲線と比較検討し行った．ペース
メーカー装着患者に呼気ガス分析併用の運動負荷試験

いる．

結果：対象の検査時歴年齢は5．0±1．2歳（平均±標

を実施することにより患者の運動能を正確に把握でき

準偏差，以下同様），上肢の発達年齢は5．3±1．1歳，下

た．特にレートレスポンシブペースメーカー植え込み

肢の発達年齢は3．9±0．8と，上下肢間に1．4±0．6歳の

患者においては，負荷試験の結果に基づきペースメー
カーのより細かな調節が可能であり，患者の日常生活

差で下肢の発達遅延が認められた．

結論二対象の上下肢の発達年齢の差の生ずる理由は
現在明確ではないが，この事実は，心疾患をもつ小児
のリハビリテーシ・ソを考える場合などに参考とする

向上に有用であると思われた．

7．フォンタン手術後遠隔期の安静時及び運動時の
肺血流分布

榊原記念病院外科

べきである．

小林

5．学童心疾患児のE区分における運動負荷試験
中浦循環器クリニック

信之，龍野

勝彦，高橋

幸宏

目的：フォソタン手術後の特有な肺循環およびそれ

の検討（スロープ負荷試験の応用）

中浦

靖久

目的：学童心疾患児E区分の管理指導区分決定に
スP一プ負荷試験（S−T法）を考案し，トレッドミル

が運動耐容能に及ぼす影響を明らかにすることを目的
とし，今回，安静時と運動時の肺血流分布の相違につ
いてRIを用いて調べた．

対象と方法：フォンタン手術後症例13例を対象と

負荷試験と比較検討した．

対象・方法：基礎心疾患を認めない不整脈，心筋症

し，99mTc・MAAを用いた肺血流シンチグラムを，日

初期像75例についてS−T法F（40m／10〜20sec走行，

時を変えて安静時と運動時の2回行い，右肺と左肺の

昇り15％・下り10％13m，平地27m）を用い検討した．

RIカウント比（R／L），右肺，左肺それぞれ上中下肺野

又高校体育科男性10例にS・T法M（勾配21．5％の昇

に3等分した上肺野と下肺野のRIカウント比（Rt−U／

り・下り3。5m）で運動中の酸素摂取量，

METs，心拍

L，Lt−U／L）を測定した．また，正常対照としてASD

数，血圧を測定した結果をもとにE区分疾患児例の病

などの手術後症例6例について安静時肺血流シンチグ

態，血行動態変化について検討した．

ラムを行った．

結果：スロープ走行10〜12分で目標心拍数200に達
し，VPC

34例精検では負荷中消失心拍数，負荷後発現

心拍数・発現時間にトレッドミル負荷試験と同様な結

結果：R／Lは対照群は1．13±0．12，フォンタン群安
静時は1．17±0．63，フォンタン群運動時は1．45±O．79

であった．フォンタン術後症例は安静時は対照群とさ

果が得られた．S−T法Mは12分で酸素摂取量49．9±

ほど変わらないが，運動時に軽度増加した．U／Lは対

2．5ml／分／kg（14．3±O．7METs），心拍数174±12

照群は右肺0．35±O．07，左肺O．45±0．05，フォンタン

beats／分，収縮期血圧197±10mmHgであった．

群安静時は右肺0．31±0．13，左肺0．34±0．06，フォン

結語：スロープ負荷試験は定量的に施行可能で管理

6．ペースメーカー植え込み患者における運動負荷

安静時軽度低値を示したが運動時に著明に増加した，

結論：フォソタソ手術後症例に対する肺血流シンチ

試験の有用性
国立療養所徳島病院小児科1），徳島大学医学
多田羅勝義1）松岡
康信2）新居

グラムにおいて，運動時の上肺／下肺血流比の増加が認
められた．このことから，運動時に換気血流のミスマッ

部小児科2｝

早淵

タン群運動時は右肺0．51±0．10，左肺0．61±0．23で

あった．フォンタソ群では右左ともに対照群に比べ，

区分決定に役立つものと思われる．

優2）森

一博2）

チが増大し，換気当量の高値をきたす一因になると推

正基2）黒田

泰弘2）

測された．
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平成6年5月1日

の運動の酸素消費量を測定することが必要となる．今

8．小学生の日常生活における酸素消費量の検討
東京女子医大心臓血圧研究所循環器小児科

回我々は，健康な小学生の，日常生活でよく行われる

辻靖博，近藤千里

運動6項目，および安静仰臥位についてダグラスバッ

中澤

誠，門間

グ法による酸素消費量の測定を行い，下表の様な結果

和夫

を得たのでここに報告する．

心疾患患児の生活管理を行うためには，実際の日常
運動の運動強度を知る必要があり，そのためには，そ
マ02

男

女

子

子

仰臥位

平地歩行

ジョギング

サッカー

階段昇降

全力疾走

鉄棒

2年

9．4

21．7

34．3

30．1

31．9

32．7

15．0

4年

7．8

22．3

34．7

27．5

34．4

44．7

12．2

6年

7．8

17．4

33．3

31．8

37．3

41．9

11．4

2年

9．0

17．8

31．0

26．3

29．6

36．4

14．3

4年

7．4

16．4

29．1

30．6

27．3

40．7

13．0

6年

7．2

15．9

28．6

25．3

25．1

35．2

12．8

（単位：ml／min／kg）

9．運動負荷中の酸素摂取量が分時換気量の対数関

数として表されることを利用した運動耐容能の指標
（OIES）の概念とその臨床応用一心房中隔欠損症，

児の運動耐容能の評価において有用である．

10．ファロー四徴術後長期遠隔期の運動機能
兵庫県立尼崎病院心臓センター小児部
武知

ファロー四徴症およびフォンタン型手術における手術

哲久，坂崎

尚徳，槙野征一郎

根治術後10年以上経過したTOF

前後の経時的変化について一

60例（平均年齢

名古屋大学小児稗），大垣市民病院小児循環

17．1歳，術後経過期間平均14．1年）にBruce

器科2），福岡市立こども病院循環器内科3）

exerciseを施行した．対象は過去の状況よりA群：積

馬場

礼三1）長嶋

安田東始哲2）砂川

正実1）田内

宣生2）

treadmill

極的に運動参加した（31例），B群：制限を受けながら
運動参加した（13例），C群：運動参加したことがない

博史3）

目的：演者らは第37回循環器負荷研究会で，運動負
荷中の酸素摂取量が分時換，気量の対数関数として表さ

れ，その10gに関する係数OIESがVEに対するVO2

（9例），D群：制限されていたが10〜12歳以降積極的
に運動参加した（7例）に分け，各群間で比較した．
結果：％endurance

time；A群：92．0±11．9，

B

の増加率を表す指標となることを示した．一方，先天

群：81．3±9．5，C群：78．7±11．7，

D群：90．9±

性心疾患の術前および術後の運動耐容能を経時的に観

11．6．％peak

B群：78．6±

察した報告は殆ど無く，術後の運動耐容能の経時的推

9．4，C群二76．6±8．5，

移については興味深いところである．

はB，C群に比べendurance

方法：先天性心疾患患児20例（ASD

6例，

TOF

6

例，フォンタン型手術施行例8例）に対し，ブルース
原法に基づく運動負荷試験を施行．検査は術前および

術後1，3，6，12月に施行し，OIESを求めた．
結果：術前および術後12月のOIESは平均で，
ASD：39．4→39．4（無単位），

TOF：30．6→42．7，フォ

ンタン19．7→22．1．ASDでは術前から正常であり，術

後にも変化は認められなかった．フォンタン型手術例

VO2；A群：87．3±8．5，

D群：90．4±7．4．

time，

peak

A群，

D群

VO2で優位

を示した（p＜0．01）が，各群間の最大運動時の心拍数

とVE／VO2は差がなかった．

結論：TOF術後では長期遠隔期の運動能は健常者
近い能力を示すも日常活動度に影響され，小児期より
積極的な運動参加が望まれる．

11．先天性心疾患患者における監視下運動療法一術

後遠隔期4例での経験一
国立循環器病センター小児科

では術前，術後とも同程度に低いが，手術年齢が低い

加藤

義弘，中島

徹，山田

克彦

方が比較的良い．TOFでは術後1年間に次第に改善し

黒嵜

健一，長澤

宏幸，早川

豪俊

ていくことがわかる．

新垣

義夫，神谷

哲郎

結語：OIESは最大負荷が得られるとは限らない小

目的：先天性心疾患患者におこなわれた監視下運動
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療法の経験から，本療法の利益と不利益とをあきらか

チやトレッドミル運動負荷テストの所見に基づいて指

にすることにある．

導を行っている．RI心筋シンチやトレッドミル運動負

方法：呼気ガス分析にて，嫌気性代謝いき値（AT）

荷テストの局所狭窄における心筋虚血の検出率は，

を測定し，ATにおける心拍数を目標心拍数とし小児

75％以上の左冠動脈狭窄ではそれぞれ67％と25％，ど

科医の監視下のもとに運動をおこなった．主運動はト

ちらか一方では79％，右冠動脈狭窄ではそれぞれ6％

ラックでの定速歩行，または，エルゴメーターにより

と50％，どちらか一方では50％であった．

20分間の運動を行った．週5回，4週間おこなった．
開始2週間と終了後に呼気ガス分析をおこなった．

結果：全例において安全に，かつ円滑におこなう事

川崎病既往症児で

陳旧性心筋梗塞

を認めた20例

の運動能を症候性（9例）と無症候性（11例）に分け
て検討した結果，トレッドミル運動負荷テストの耐久

ができた．呼気ガス分析では，全例の平均でみると，

時間は，それぞれ9．0分，11．6分で有意に症候性群が低

運動耐容時間が15．5％，ATが12％，最大酸素摂取量が

値を示したが，無症候性群は正常範囲であった．

以上の事から，川崎病既往症児の運動指導は，冠動

7％，酸素脈が12．5％，それぞれ増加した．

総括：本療法は，運動能の改善が期待でき，また，
患者の

生活の質

シンポジウム

を高める上で有効と判断された．

脈造影所見を含めた種々の検査結果に基づいて慎重に
行う必要があると考える．

小児心疾患患者の運動指導

「小児心疾患患者の運動指導』

福岡市立こども病院・循環器科

不整脈，特に心室性不整脈
名古屋大学医学部小児科

砂川

博史

長嶋

正実，辻

明人

今回のシンポでは，肺高血圧を伴う左右短絡疾患と

西端

健司，後藤

雅彦

チアノーゼ性心疾患，及び，極軽症の心不全を有する

心室性頻拍は小児期にはしばしぼ認められるが，ど

小児における運動指導について述べたい．

のような心室性頻拍をどの治療すべきか一定の基準は

1）肺高血圧を伴う左右短絡疾患

ない．我々は持続性心室性頻脈や基礎心疾患のある心

その肺高血圧の状況が運動制限の要因となる．即ち，

室性頻拍以外に運動誘発性心室性頻拍も治療の対象と

増加した肺血管抵抗が，運動時には低下するか否か．

してきた．失神発作や突然死などと関連し注意深い観

①体循環と同じ割合で低下する：短絡率は変わらず，

察が必要と考えられるためである，そのため治療上必

従って，心拍出量の増加制限は両心室の前負荷に対す

要な薬剤を決定するため薬物負荷によるトレッドミル

る対応で決められる．即ち，安静時から有る短絡を差

運動試験が最も有用である．薬剤はVaughan−

し引いた予備能に依存する．②肺血管抵抗が低下しな

Williams分類Ia，

Ic，

II，

IVなどを使用したが急性効

い場合：運動で増加した体循環量は，確実に右室の前

果，慢性効果ともIVが最も有効であり，次いでIcで

負荷となり，右室の駆出量に比例して肺動脈圧を増高

あった．非持続性心室性頻拍で運動負荷試験で心室性

する．結果として右左短絡もしくは急性右心不全を来

頻拍が消失するものには運動制限や治療を有するもの

たし，肺循環血量が低下し，酸素摂取が低下し運動の

は少数例に過ぎない．

持続は困難となる．

川崎病後冠状動脈異常を示す患者の運動指導
国立循環器病センター小児科

中島

2）チアノーゼ型心疾患

徹

運動の指導を必要とする年齢まで生存が可能なチア

当センターでは，1993年5月23日現在，4，752例の川

ノーゼ型疾患は，殆ど心室中隔欠損と肺動脈狭窄／閉鎖

崎病既往児を経過観察している．このうち1，426例に冠

and／or体肺動脈短絡路の形である．このタイプは，肺

動脈造影を施行し，408例に冠動脈障害を認め，このう

動脈狭窄部，体動脈肺動脈短絡路の抵抗が解剖学的に

ちの36例にACバイパス手術が施行された．死亡例は

一 定という特徴が有り，その循環血量は心室と体動脈

8例である．

の血圧に依存する．運動負荷による体循環血量の増加

冠動脈造影上冠動脈障害を認めた408例中，冠動脈1

は専ら体循環抵抗の低下でもたらされ，結果として血

枝以上に75％以上の局所性狭窄，セグメント狭窄また

圧は殆ど変化しない．結局肺循環血量は絶対的に増加

は閉塞を認めた症例は109例で，この109症例が運動管

しない．僅かに増加する酸素消費量は，動静脈酸素較

理を必要とする患者である．

差の拡大に依存する．

運動指導に関しては，冠動脈造影所見，RI心筋シン

3）軽症心不全
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運動負荷による心拍出量の増加は，専ら体循環抵抗
の低下による．従って，容量負荷に対する予備能が運

動耐容能を決定する．一般に，心機能は容量負荷に耐

素消費量の低下を招くだけでなく，心房性不整脈や房
室弁逆流の発生要因となることがある．

burstingは運動時血行動態の悪化から起こる場合

容性が高いので軽度の運動は心不全の増悪因子とはな

があり，また，burstingが起きても負荷増強に見合っ

りがたい．MRやARを例に解説したい．

た心拍出量が保てないと考えられる症例がある．

実際の心肺運動負荷結果，及び，判断に用いるパラメー

換気応答：AT時点から早期に二酸化炭素呼出量以
上の換気量増加が起こる過剰換気反応は，血行動態の

タとその解釈，その指導の実際を報告する．

悪化から発生している可能性がある．

以上の様な概念を裏づけるデータと，それらの例の

結論：酸素消費量や酸素脈値の低下だけでなく，上

軽症心不全児の運動管理
神奈川県立こども医療センター循環器科

康井 制洋
発育，発達段階にある小児にとって運動は日常生活
上必要不可欠な要素であり，心機能の低下した心疾患

記心拍及び換気反応は，血行動態の悪化を示唆する，

もしくは，新たな臨床的問題の可能性を示唆する反応
と考えられ，運動制限や精査を考慮すべき運動中反応
として重要と考える．

児においても運動許容量の適切な推定と運動活動の管

特別講演

理は不慮の事故を未然に防止した心身の健全な発育を

心肺運動負荷試験における使用機器と測定法の測定

促すうえで，臨床上重要な課題である．現時点ではこ

値に与える影響

心臓血管研究所付属病院内科

れらを客観的かつ科学的に評価，設定する確立した方
法は知られていないが，演者は当院で経過観察した心

伊東

春樹

心肺運動負荷試験は，心臓の最も重要な役割である

疾患児のうち，先天性心疾患手術後例，心筋症，心筋

酸素輸送の面から運動中の心ポンプ機能解析に多くの

梗塞などにより心拡大，心機能低下のみられた例にお

情報を提供する．しかし，心電図や血圧と異なり，測

ける，抗心不全療法施行下の運動管理について，

定するパラメータが多く，測定法も進歩したとはいえ

（1）心疾患手術後例の突然死と運動管理

未だ多くの問題を含んでいるため，そのクオリティー

（2）臨床所見と運動許容量の推定

コソトロールには細心の注意が必要で，そのためには

（3）運動管理における運動負荷の役割

適当なプロトコールと正確な負荷装置ならびに連続呼

（4）学童期の日常生活と運動

気ガス分析装置の組み合わせが必須である．

等について検討し，私見をまじえて考察し報告する．

1．自転車エルゴメータ

先天性心疾患手術後患児の運動指導

現在よく用いられている自転車エルゴメータはいわ

榊原記念病院外科，小児科＊

高橋
森

三森

幸宏，龍野
克彦＊，村上

A）負荷装置に起因する誤差

勝彦，菊地
保夫＊，鈴木

利夫
清志＊

ゆる電磁制動型と呼ぽれるもので，コントP一ラから
のアナログ出力で仕事率を設定できる．そのためstep−

wise

重和＊

先天性心疾患手術後患児の運動指導は，血行動態の

incremental負荷もramp負荷も簡単にプログラ

ムできるが，設定した仕事率が実際に負荷されている

潜在的悪化がないか，または運動により危険な血行動

かを検定することはなかなか難しい．最近は出力電圧

態にならないかを経年的に評価した上で行う必要があ

による較正表を添付してくれるメーカーが増えたの

り，さまざまな観点から検討することが重要である．

で，それを参考にするとよい．しかし，この方法では

今回は，心カテデータと運動機能の関係，及び運動機

メカニカルロスは測定できないので，正確を期すため

能の経年変化と臨床経過の関係から，再手術や内科的

には自転車の軸に直結したトルクメータで測定する．

治療の開始，または運動指導を考慮すべき運動機能

この場合も，フライホイールが大きいと，測定は難し

データについて報告する．

い．いずれにしても30w以下については信頼性が乏し

結果：1）遺残病変や合併症による血行動態の悪化

く，10w以下の仕事率についてはほとんどのエルゴ

を，運動時酸素消費量と酸素脈の低下として症状発現

メータは使用できない．最近，駆動モータとトルクメー

前に把握することが可能であった．

タ内臓のエルゴメータが販売され，これを用いると完

2）心拍応答：Fontan型手術後やMustard手術後
にchronotropic

incompetenceを合併すると，最大酸

全なOw負荷が行える．また自転車エルゴメータでは1

wattあたりのVO2増加は正常例では約10ml／minと
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児においても運動許容量の適切な推定と運動活動の管

特別講演

理は不慮の事故を未然に防止した心身の健全な発育を

心肺運動負荷試験における使用機器と測定法の測定

促すうえで，臨床上重要な課題である．現時点ではこ

値に与える影響

心臓血管研究所付属病院内科

れらを客観的かつ科学的に評価，設定する確立した方
法は知られていないが，演者は当院で経過観察した心

伊東

春樹
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疾患児のうち，先天性心疾患手術後例，心筋症，心筋

酸素輸送の面から運動中の心ポンプ機能解析に多くの

梗塞などにより心拡大，心機能低下のみられた例にお

情報を提供する．しかし，心電図や血圧と異なり，測

ける，抗心不全療法施行下の運動管理について，

定するパラメータが多く，測定法も進歩したとはいえ

（1）心疾患手術後例の突然死と運動管理

未だ多くの問題を含んでいるため，そのクオリティー

（2）臨床所見と運動許容量の推定

コソトロールには細心の注意が必要で，そのためには

（3）運動管理における運動負荷の役割

適当なプロトコールと正確な負荷装置ならびに連続呼

（4）学童期の日常生活と運動

気ガス分析装置の組み合わせが必須である．

等について検討し，私見をまじえて考察し報告する．

1．自転車エルゴメータ
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潜在的悪化がないか，または運動により危険な血行動

かを検定することはなかなか難しい．最近は出力電圧

態にならないかを経年的に評価した上で行う必要があ

による較正表を添付してくれるメーカーが増えたの

り，さまざまな観点から検討することが重要である．

で，それを参考にするとよい．しかし，この方法では

今回は，心カテデータと運動機能の関係，及び運動機
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能の経年変化と臨床経過の関係から，再手術や内科的

には自転車の軸に直結したトルクメータで測定する．

治療の開始，または運動指導を考慮すべき運動機能

この場合も，フライホイールが大きいと，測定は難し

データについて報告する．

い．いずれにしても30w以下については信頼性が乏し

結果：1）遺残病変や合併症による血行動態の悪化

く，10w以下の仕事率についてはほとんどのエルゴ

を，運動時酸素消費量と酸素脈の低下として症状発現

メータは使用できない．最近，駆動モータとトルクメー

前に把握することが可能であった．

タ内臓のエルゴメータが販売され，これを用いると完

2）心拍応答：Fontan型手術後やMustard手術後
にchronotropic

incompetenceを合併すると，最大酸

全なOw負荷が行える．また自転車エルゴメータでは1

wattあたりのVO2増加は正常例では約10ml／minと
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なるので1），100w負荷時の10％の誤差は約100ml／min

第6号

の測定はできない．また，breath−by・breath法ではガ

ス濃度と換気量の時間的ズレの補正がきわめて重要

となり，約7〜8％の誤差を生じる．
2．

第9巻

で，ガスのsampling

トレッドミル

トレッドミルは仕事率が定量できないので

精度

の意味あいはエルゴメータとは異なるが，設定した速

time

delayやsensorの応答時間

が数10msずれただけでも大きな測定誤差を生じる．
そこでわれわれはガス分析装置の総合的な較正をと

度と傾斜が被験者の体重などに関わらず正確であれば

るためにmetabolic

caliblatorを使用している．これ

よい．トレッドミルの速度と傾斜の誤差が同一被験者

は1，000mlのシリンダーをモーターで動かし，吸気時

のVO2・心拍数・血圧に与える影響を計算すると，た

に100mlの大気をすててかわりに20％CO2・80％N2の

とえばBruceのプロトコールのstage

混合ガスを100mlシリンダーの中に加えて混合し呼気

IIIにおいて速

度が10％増加した場合，VO2は志野ら2）の日本人にお

とするものである．回転数すなわち呼吸数を替えるこ

けるVO2予測式を用いると，33．8ml／min／kgから
38．2ml／min／kgへ13％の増加となる．われわれの用い

とによってATPSで一回換気量：1，000m1×呼吸数
のVEが得られ，ガス交換比RERは呼吸数によらず

ていたrampプロトコール3）では，同程度のVO2を得

に一定となるので便利である．

るレベルは時速5．8kw，傾斜14．4％であり，105例の健

常例による検討では，この時の平均心拍数は男性で約

C）プロトコールが原因で生じる誤差
目的によってプロトコールを使い分ける事はきわめ

150，VO2は約34ml／min／kgとなるが，この時速度が

て重要である．例えばATなどを測定する際，再現性

10％上昇すればHRは158，

の良い解析し易いデータを得るにはstepごとのdura−

VO2は37ml／min／kgと上

昇し，それに相当する運動時間の差は約1分となる．

tionが長いstepwise

同様に傾斜についてもBruceでは10％の傾斜の増加
はVO2で6％の増加となり， rampではVO2が7．3％

で，1分ないしそれより短いintervalでの仕事率の漸
増が必要である4）．またsteady−stateでのデータが必

増と速度による誤差に匹敵し，現実には速度と傾斜の

要であれぽ，運動強度が強いほどdurationを長くとる

両者の誤差の合計が測定値に影響してくるので，さら

必要がある，これらの工夫によりVO2動態のパターン

に誤差は大きくなることがある．

を単純化できる．

トレッドミルはベルトの長さと回転数から速度を，

機械の長さと先端部分の高さから傾斜を測定し誤差を

データのsampling
分類class

incremental

testは避けるべき

interva1も重要で，

NYHA機能

I程度の例に毎分10w増加する負荷を行っ

測定する．われわれの使用していたトレッドミルでは

た場合，VO2は30秒で約50ml／min増加し，通常毎分20

最大誤差は速度5％，傾斜4％でわれわれのプロト

wずつ増量する健常例では30秒で約100m1／minの

コールにおける最大誤差はVO2として6．6％となった

VO2増加がみられる1）．

B）連続呼気ガス分析装置

Ramp負荷試験を行う場合には負荷の増加の程度，

ガス分析装置は通常大気および呼気中の02・CO2の

すなわちramp

slopeを適切に設定しないと，運動時

濃度を測定する部分と，換気量を測定する部分，これ

間が長すぎると疲労のためPeak

らを併せてVO2やVCO2，

すぎると十分なデータが得られずに解析が困難とな

VEなどを出力する演算部，

さらにこれらのデータに心拍数や血圧などを加えてモ

る．また，OVO2／∠WRはramp

ニター画面に表示したり，anaerobic

値となる5｝．

thresholdなどを

ガス分析器と流量計の組合せによる測定モードに
chamber法がある．

Steady−stateを前提とすればmixing

slopeが急峻なほど低

D）付加死腔による影響

決定するための解析部から成っている．
は，breath・by・breath法とmixing

VO2が低くなり，短

chamber法が価

格や安定性の面で適しているが，steadyでない状態で

通常の成人にマスクを装着すると，約200mlの死腔
が付加される．従って安静時に，肺胞換気量（VA）を

同じに維持するためには一回換気量500mlの例では一
回換気量を40％も増さなければならない．小児の場合

は誤差が大きくなり不向きである．従って漸増負荷試

にはさらに影響は大きい．また，心不全例における換

験にはbreath

気昂進の要因としてはこの付加された死腔が重要で，

味のbreath

by

by

breath法が必要となるが，本来の意

breath法は呼気と吸気のガス濃度の

差からVO2・VCO2を求めるシステムで，市場に出回っ
ている装置の多くは本来のbreath−by−breathモード

呼吸パターンが正常と異なるため，マスクをつけると
安静時でもVEは正常例より多くなる6）．

おわりに
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心肺運動負荷試験は今までの運動負荷試験に比して
飛躍的に多くの情報が得られ，これを行うことにより，

運動耐容能を呼吸一循環一代謝の面から総合的に評価

できるようになった．そこから得られたATを初めと
する指標は，臨床面でも各病態の運動生理学的な解析

1992．
2）志野友義，都築実紀，近藤照夫，外畑

摂取率の予測．名医学，105：69，1983．

3）伊東春樹，谷口興一：心不全患者のためのRamp
負荷試験．Coronary，6：41−49，1989．

手段として，また運動療法の基準や治療効果判定など，

4）Wasserman，

多方面に利用されるようになった．しかしながら，呼

physiology

気ガス分析の方法自体は未だ不安定な要素が多く，正

Respir．

確なデータを得るためには機器の精度管理や，負荷試
験の方法に十分気を配る必要があると考えられる．
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