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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　先天性心疾患患児11例（右室流出路再建術後4例，フォンタン型術後5例，その他2例）と川崎病既

往児の心筋梗塞回復期1例の計12例に対しトレッドミル運動負荷から求めた換気性アシドーシス閾値

（VAT）レベルの運動トレーニング（心臓リハビリテーション：心リハ群）を施行した．9例では1カ月

間，3例では3カ月間（平均1．5±0．9カ月間）施行しこの結果を，運動トレーニングを施行しなかった

年齢，身長，体重をマッチさせた先天性心疾患患児12例（対照群：右室流出路再建術後4例，フォンタ

ン型術後5例，その他3例）の術後1年間の運動耐容能の変化と比較した．

　1．心リハ群では1カ月でVAT出現時間（2．7±1．2分から3．3±1．3分）および耐久時間（6．6±2．2分

から7．4±1．6分）は有意に増大し（各々p＜0．01），酸素摂取量はVATレベルでは有意な変化はなかった

が最高酸素摂取量は増大傾向を示した（22．7±6．5ml／kg／分から24．5±6．4ml／kg／分，　p＜0．1）．また最

大下運動での同一運動強度に対する心拍数は低下傾向を示した．この運動トレーニングの効果は4～5

カ月間持続したが，心リハ中止後1年以上の遠隔期では耐久時間，最高酸素摂取量からみた運動能は心

リハ以前と有意な差は見られなくなった．

　2．対照群は術直後から術後1年の間に安静時心拍数は有意に低下し，VATの出現時間，耐久時間，

VATレベルの酸素摂取量，最高酸素摂取量はいずれも有意に増大した（VATレベルの酸素摂取量は

p＜0．01，その他はp＜0．001）．

　3．心リハに対するアンケート調査では，運動に対する不安が軽減した例が全例に認められ，心リハの

精神面での効果が示された．しかし心リハへの再参加に関しては全例で否定的な解答であった．

　以上から，運動耐容能の低い重症な小児心疾患患児例でもVATレベルの運動トレーニングは身体的，

精神的に有効であることが示された．しかし遠隔期では心リハ前の状態に復したことや対照群は術後1

年で運動耐容能が充分改善していたことから心リハの対象の選択やプログラムにさらに検討を要すると

考えられた．

　　　　　　　　　はじめに

　成人の心筋梗塞患者での心臓リハビリテーション

（心リハ）は盛んに行われており，その効果についての

報告は多い．しかし成人でも心リハのプログラムでの

別刷請求先：（〒565）大阪府吹田市藤白台5　7－1

　　　　　国立循環器病センター小児科

　　　　　　　　　　　　　　　　大内　秀雄

運動強度，運動時間，運動頻度に対する確立した見解

はない．成人では最近換気性アシドーシス閾値（VAT）

レベルでの運動の安全性，有効性が報告されているが，

小児心疾患での心リハの報告は少なく，運動強度，運

動頻度等についての検討は見られていない．今回，小

児心疾患患児にVATレベルでの心リハを施行し，術

後心リハを施行しなかった例と比較することで小児心
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表l　　Subjects　of　the　Study　Groups．

Defhlitive
Repair

Rehabili
tatiOn

COntro1

Age（years） 14．6二55 13，7⊥5．5

αID Total 12 12

RVOTR 4 4

FOIltal1 5 5

Others 3
：
う

Age　at　OP（years） 8．6±6．6 13．5＝5．6

Yeal・s　after　OP
　　（veal’s）　　一 5．4±3．9 0．2±0．1

Abbreviatiolls，CHD＝congenital　heart　disease，
RVOTR－right　velltl・icular　outflo、v　tract　recollstructiol1，

OP＝operatiOn．

Values　are　mean⊥SD．

疾患患児の心リハの効果，有用性について検討したの

で報告する．

　　　　　　　　　　対　　象

　今回の心リハの対象の選択の基準は，監視下心リハ

の場合は長期入院が可能であることや地理的要因を考

慮し外来での経過観察，心肺運動負荷試験（CPX）が

比較的容易である患児をピックアップし，研究の趣旨

を家族と患児に説明したうえで了解の得られた症例で

あった．研究対象の内訳はファロー四徴に対する右室

流出路再建術（RVOTR）の施行された4例，フォンタ

ン型手術が施行された5例，その他単心室のSepta－

tion術後1例，川崎病既往で大動脈冠動脈バイパス術

後で急性心筋梗塞回復期1例および最終的心内修復術

が施行されていない単心室患児1例の計12例であっ

た．年齢は7．6歳から23歳（14．6±5．5歳），手術年齢は

2．2歳から24．3歳（8．2±6．2歳）で術後経過年数は0．7

年から13．9年（5．6±3．7年）であった．対照例として

年齢，体重，身長をマッチさせた12例で，術後O．2年と

術後1年の心臓カテーテル検査の入院時にCPXが施

行されていた群である（表1）．

　　　　　　　　　　方　　法

　心肺運動負荷試験（CPX）：CPXはトレッドミル

（Quinton社製Q－50（〕oシステム）を使用し，ランプ負荷

のプロトコールを使用した．3分間の安静（rest）の後，

3分間のウォーミングアップ（WU）に続き，酸素摂取

量（VO，）が直線的に増加するように，30秒毎漸増のプ

ロトコールを使用した1）2｝．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

血圧を測定し，耐久時間（ET）を求めた．また呼気ガ
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図1　換気性アシドーシス閾値（VAT）レベルの心拍

　数の決定例．フォンタン型術後患児の心リハ期間中

　の心肺運動負荷試験の実例．この患児のVATレベ

　ルの心拍数は108と決定された．

　IIR＝heart　rate，　R＝ガス交換比（VCO2／VOL）），

　WU＝ウォーミングァップ，　VE／VO，＝酸素換気当

　最，VE／VCO，＝二酸化炭素換気’1］靖．

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，マ

スクのサイズは体格を考慮し3種類川いた．即ち身長

120cm未満は死腔が50ml，12｛｝cm以ヒ150cm未満は

死腔が8（）ml，150Cm以Eでは死腔が100m10）マスクを

使用した．安静時，WU，　VATおよびPeakレベルで

のVO，，換気効率の指標として二酸化炭素換気当量

（VE／VcO、）を測定し，換気諸最は30秒間の移動平均

したものを採用した．VATはX・T　－slope法3），あるいは

Wassermal1らが提唱した基準を採用し1），　VE／VCO2

が一1二昇せずにVE／VO2が上昇する点，あるいはガス交

換比（R）のヒ昇を開始（または上昇の角度が急になる

点）とした（図1）．

　心リハのプロトコール：方法は心リハ開始前に

CPXからVATを求め，この運動強度の心拍数（VAT

心拍数）を目安とした運動処方を行った（図1）．3例

では万歩計からVAT心拍数の歩行ピッチを決定し，

週4回，20分間の歩行を処方し，3カ月間心リハを行っ

た．この群では週一回来院し，20分間の監視下歩行を

行ってもらう準監視下とした．他の9例では1カ月間

入院し，完全な監視下で心リハを施行した．監視下の

Presented by Medical*Online



’i’11Jζ8｛卜5Jj1［1 413　　（23）

9例ではi遡動2｛｝分（定速歩行3例，自転車エルゴメー

ター6例）で前後に準備体操，整理体操を含む1クー

ル90分の運動を週5回，1カ月間行った．

　心リハの評価は準監視下例では心リハ開始後1，3

カ月後に，監視下群では心リハ開始後2週（7例），1

カ月後（12例）にCPXを施行した．ただしファロー四

徴の1例では呼気ガス分析の協力が得られなかったこ

とから，換気諸量の解析は11例について行った．また

遠隔期の検討のため両群で3カ月以上1年未満（平均

4．7カJl），1年以上（平均2．2年）でCPXをそれぞれ

9および7例で施行した．

　心リハを施行しなかった対照群12例は術直後（平均

0．2年）と術後1．5年にCPXが施行されていた．

　尚，心拍数は健常対照群125例の年齢，男女別に求め

た予測値に対する到達度（％），酸素摂取量（VO、）と

換気当量（VE／VCO、）は同群の体重，男女別に求めた

予測値に対する到達度（％）で表示した5｝．

また，今回の心リハの精神的，心理的な効果を評価す

るために以下のようなアンケートを電話により行っ

た．監視下による心リハを施行した9例の両親に対し，

1）心リハの結果日常生活に何らかの具体的な変化が

見られたか，2）精神的に変わった点はあったか，3）今

表2　Comparison　of　Cardiopulm（mary　Variables　between　Rehabilitatiol〕and　Control　Patients．

RehabilitatiOl1 COIltro1

GroUP A B C
1
） E X Y

Cases 12 7 12 9 7 12 12

Inte！－val Pre 19＝5 1．1＝0．2 4．7エ1．8 2．2±0．6 o．2±｛〕．1 1．5±0．9

（davs）　　一 （mo） （mo）

（
v
e
a
r
s
）
．

（years） （years）

IIR（rest）（％） 107エ16 1｛｝5±．19 lo2±17 95±18 95±11＊ Il4こ12 97±12＊＊＊

IIR（peak）（°b） 8｛L6 79±6 81⊥6 84エ7＃ 80±5 80±7 82±13

BP（rest）（％） 96±13 96±9 95±7 94±15 92＋8 100±9 99⊥lo

BP（peak）（ot（｝） 91」ll 87⊥8 85⊥11 88ユ11 93±15 92±ll） 97⊥10

ET（°。） 68－r21 70エ19 77Tl6＊＊ 81エ17＊ 75上19 52」13 73⊥14＊粘

V（・）、at　VAT（％） 69⊥16 61上17 71±17 74±22 65±17 60」．9 71U5＊＊

Peak　VO，（‘。） 49ご14 45＋．15 53エ15＃ 56±15＊ 52⊥13 44⊥9 56±10＊＊ホ

PVEハ’CO、（％） 144エ79 158±ll9 145エ78 150±89 146　）7 125±20 121⊥18

＃：レ0．1，＊：p＜0．｛｝5，＊＊：p＜0．OI，＊＊＊：p＜0．001　vs．　group　A　in　Rehabilitati（）ll　or　groし1p　X　ill　colltro1．

Abbreviatiolls：IIR－－heart　rate，13P＝systolic　blood　pressure，　ET二endui’ance　time、　VO2－oxygen　uptake

VAT　・vcntilatory　acidosis　threshold．　pVE／VCO2T、・elltilatory　equivalent　f《）r　carbon　di（）xide　at　peak

cXel’Clse，

X’；tlues　are　cxPl⇔essed　as　percent　of　the　normal　predicted　value±SI）．
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　　　図2　心リハ群と対照群の心拍数の変化

1．5y

HR＝heart　rate，　Pre＝心リハ前（心リハ群），術直後（対照群），w＝week，　m＝month，

y＝year．
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回のような心リハのプログラムに対してまた参加した

いかの3点について行った．

　統計的分析では，関連2群の差の検定ではpaired－t

検定，独立2群の差の検定ではunpaired－t検定を用い

危険率5％以下を有意とした．

　　　　　　　　　　結　　果

　心リハ群と対照患児群の成績を表2に示した．

　1．心拍数の変化

　安静時心拍数は心リハによって低下する傾向はあっ

たが有意ではなかった．遠隔期には有意に低下してい

た．心リハによる最高心拍数（Peak　HR）は安静時心

拍数と同様に有意な変化はなかったが心リハ終了後早

期では有意にf：昇していた．一方対照群では安静時心

拍数は有意に低下したが（p〈0．001），Peak　HRは変

化しなかった（図2）．

　2．収縮期血圧の変化

　安静時血圧，最高負荷時の血圧とも両群で有意な変

化は見られなかった．

　3．VATの変化

　心リハ1カ月～4．7カ月で心リハ前より高い値を示

したが有意な変化はなかった．一方対照群では平均

60％から71％へ有意に上昇した（p＜0．01）．

　4．耐久時間（ET），　Peak　VO、の変化

　心リハ1カ月で耐久時間は平均68％から77％へ’ド均

で9％の有意なヒ昇を（p＜0．01），Peak　X’O，，では平均

49％から53％に有意ではなかったが平均で4％のヒ昇

傾向を示した（p＜0．1）．これらの指標をRVOTRが施

日本小児循環器学会雑誌　第12巻　第3号

行された4例（RVOTR群）とフォンタン型手術が施

行された5例（F群）について検討してみると，

RVOTR群では有意ではなかったが耐久時間は平均

で心リハ前に比較して心リハ後1カ月では平均71％か

ら79％へ平均8％の高値を示し，Peak　VO、も心リハ

後1カ月で平均55％から57％へ平均2％の高値を示し

た．一方F群では耐久時間は平均で心リハ前に比較し

て心リハ後1カ月では平均79％から85％へ平均6％と

有意な上昇を示し（p〈0．05），Peak　VO，も有意ではな

かったものの心リハ後1カ月で平均55％から58％へ平

均3％の高値を示した．尚Peak　HRはRVOTR群は

平均78％から79％，F群では平均83％から84％と変化

はほとんど見られなかった．

　また心リハ終了後早期では両者とも有意に上昇して

いたが，遠隔期の2．2年後は心リハ前と差がなかった．

一方対照群では耐久時間は平均52％から73％と平均で

21％の上昇，Peak　VO，では平均44％から56％へ平均

で12％有意に上昇した（いずれもp〈0．（）01）（図3）．

　5．換気当量（VE／VcO，）の変化

　心リハによる換気効率の変化をVE／VCO，の変化で

検討したが，心リハ群，対照群とも有意な変化はなかっ

た．

　6．運動強度に対するVO2と心拍数の関係

　心リハ1カ月後のCPXでの運動強度とVO2および

運動強度と心拍数の関係の変化を図4，5に示した．

VAT出現時間は’ド均2．7分から3．3分へ，耐久時間は

平均6．6分から7．4分へ有意に延長した（いずれもp〈
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　図3　心リハ群と対照群の耐久時間（Endurance　Time）とPeak　VO，の変化

VO，＝o．xygen　uptake，　Pre＝心リハ前（心リハ群），術直後（対照群），　w＝week，　m二

month，　y＝year．
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図4　心リハ群での心リハ前と心リハ4週間後の比

　較．運動強度と酸素摂取量との関係

　VOu＝oxygen　uptake，　Pre＝心リハ前，　After＝心

　リハ後
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図5　心リハ群での心リハ前と心リハ4週間後の比

　較．運動強度と心拍数との関係

　HR＝heart　rate，　Pre＝心リハ前，　After＝心リハ後

0．01）．しかしVO、はVATではほとんど変化なく，最

高負荷時でヒ昇傾向をみるのみであった．また心拍数

では全体として同一運動強度に対する心拍数の低下傾

向が見られた．

　7．心リハによる精神，心理的効果

　心リハの結果日常生活に何らかの具体的な変化が見

られたか，に対しては全例で特に変化は見られなかっ

た．精神的に変わった点はあったか，に関しては全例

で運動に対する不安は軽減したとの解答であった．し

かし，今回のような心リハのプログラムに対してまた

参加したいか，に関しては全例で今回のような1カ月

という長い期間入院しなければならないようなプログ

ラムでは無理であるとの解答であった．また極端では
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あるが患児の運動に対する極度の不安のために神経症

になり向精神薬を内服していた母親の病状が改善した

という症例があった．

　　　　　　　　　　考　　察

　●運動強度の設定

　成人での心リハの歴史は長いが6），小児循環器病領

域での先天性心疾患術後患児のaerobic　trainingに関

する報告は少ない7｝～川．ジョギング，自転車エルゴ

メーターあるいは家庭での単純な運動等によって運動

能は上昇するのが一致した成績である．いずれも有酸

素トレーニングの強度は患児の最高心拍数60～75％程

度の運動強度を採用しているが，運動強度の設定根拠

ははっきりしない．これまでの小児領域での報告では，

対象患児が比較的運動耐容能が良い例での検討であ

り，実際にはトレーニング（心リハ）を必要とする症

例は運動耐容能が低い例である．従って今回我々のプ

ロトコールでは重症の心疾患患児を対象としたことか

ら，心疾患患者では運動による心事故の発生は健康人

に比較すれば高いことを考えれば12｝，第一に安全にプ

ログラムを施行することが重要と考えられた．今回の

対象では検討していないが運動時にVATの運動強度

を越えると代謝性アシドーシスの進行4）と血中カテコ

ラミンが急激に上昇することから13），従って特に重症

の心疾患患児の場合には，トレーニングはVAT以下

で行うことが望ましい．しかもトレーニング効果を期

待するためには比較的強めの運動強度が必要とされる

ことから，VATレベルの運動強度が適当と考えられ

る．成人の心筋梗塞回復期の患者ではVATレベルで

のトレーニングの効果はすでに報告されているが14｝，

小児でのしかも重症患児の報告はない．

　今回の心リハの運動強度であったVATレベルは

Peak　VO2の66±8％であり，これまでに報告されて

いるトレーニングの運動強度と結果的にはほぼ同程度

であった．しかし健常対照でのその値が51±8％で

あったのに比較して有意に高かった．同様に患児の

VATレベルの心拍数は120±9／分で，最高心拍数

（153±11／分）の77±6％に相当した．この心拍数の決

定もこれまでに報告されているトレーニングの運動強

度と結果的にはほぼ同程度であった．これも健常対照

ではVATレベルの心拍数130±13／分は最高心拍数

（190±8／分）の68±6％に相当したのに比較して有意

に高い値を示した．一般に小児ではVATのPeak

VO，に対する割合は高いとされ，しかも心不全患者で

はさらに高く，この割合は運動耐容能と負の相関関係
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にあるL）．加えて今回も対象と同様に先天性心疾患術

後患児の多くの例では運動負荷に対する心拍応答の低

ド（chronotoropic　inc（）mpetence）を認めるため1「’）16），

今回対象とした様な心不全患児に対する運動強度には

VATレベルを採用することが安全な選択と言える．

　●運動によるトレーニング効果

　小児のトレーニング効果については多く報告されて

いる．PeakVO、は変化がなかったとの報告もある

が17），上昇が見られたとの報告が多い18）19）．ラットでは

骨格筋内ミオグロビン濃度は運動強度に正相関するも

のの，最大酸素摂取量の約50％かそれ以下のトレーニ

ングで充分なslow－twitch　fiberのミトコンドリアの

増加が観察され，一方fast－twitch　fiberではより強い

運動強度が必要であるとされる2°｝．これらの結果はト

レーニング強度によって骨格筋での代謝，ミトコンド

リアにおける酸化酵素と活性に与える影響に差がある

ことを示唆し，加えて小児では骨格筋の構成が成人と

異なり酸化能力としてのsuccinate　dehydrogenase

（SDII）の酵素活性はやや高いとされているが，解糖能

力としてのphosphofructokinase（1’FK）の酵素活性

が低いとされていることを考慮すれば21）22｝，これらも

トレーニング効果の差になったと考えられる．また思

春期前後でのトレーニングの効果についての差異があ

ると思われるが，これらの骨格筋レベルの環境の違い

から年齢が低いほどトレーニング効果はあるもののそ

の効果の程度は小さいと考えられる18）．

　トレーニング効果には一般に中枢効果と末梢効果と

に分類される23）．中枢効果は一lnJ拍出量の増加を伴う

ような心拍出量の増加とされ，これはpreloadの増大

とafterloadの軽減によるとされている24）．…方末梢

効果は運動筋での酸素摂取率の改善を意味し，この改

善には多くの要素が関与していることが明らかにされ

ている．骨格筋内のミトコンドリアの増加25）261，酸化酵

素の増加26）“－28），骨格筋内の毛細血管密度の増加29），お

よび運動中のHbと酸素のaffi1）ityの変化3°）等が知ら

れている．心疾患患者ではこれらの末梢効果がphysi－

cal　fitnessの改善に重要とされていることから23）31），

健康小児でトレーニング効果の中枢効果が大きくない

ことを考えると，小児心疾患患児でも末梢効果の重要

性が示唆される．

　動静脈酸素分圧較差（A－VDO、）は末梢の酸素摂取最

の反映と考えられる．Erikss（mらは健康小児ではト

レーニングによって成人で見られるようなA－VO2の

開大が見られなかったとし，小児では元来activityが
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高く，もともと高い酸素摂取状態にあるためであると

推察しているIS）．しかし今回の運動耐容能の低い対象

であったものの，slow－thitch　fiberの機能改善が比較

的少なくない運動強度で得られるとすれば，これがlfi1

中乳酸濃度の軽減にも関与するとされることから今回

のVATの出現を遅らせ，さらには耐久時間を延長さ

せる結果となったと考えられた．Davisらはトレーニ

ング効果はVATの増加がPeak　VO，の増加に比較し

て大であるとしている24）．またEriks　sonらによれば2

週間の自転車エルゴメーターのトレーニングでは

SDHとPFK活性は変化なかったが，6週間のトレー

ニングではいずれも上昇したことや32｝，心疾患患者で

は短期間のトレーニング効果は末梢効果が主であるこ

とから23），今回の4週間のトレーニングでの末梢効果

の可能性は充分にあると考えられる．一方成人での1

カ月間の非監視下心リハで充分の効果が報告されてい

る33｝．

　●運動トレーニングによる精神・心理的効果

　心リハの効果として，トレーニング効果に加えて精

神，心理的，あるいは循環器疾患に対する予防効果が

報告されている33｝．今回の心リハに対するアンケート

からも全例で運動に対する不安が軽減したことや，極

端ではあるが家族に対する精神的な効果も見られたこ

とは，小児でもRuttenbergらが指摘している様に運

動耐容能の改善に加えて社会に積極的に参加するよう

になるという精神的な好影響も心リハの重要性の一’つ

と言える‘））．

　●小児心疾患患児の心リハの問題点

　1．　；忍り己0）選iりく

　成人での心リハは確立した感があるが，小児循環器

領域では一般的ではない．成人では，心筋梗塞回復期

の患者が対象となることから，1）重篤な左心機能不全

がある，2）狭心症のために危険である，3）重篤な不

整脈がある，4）運動機能障害がある場合等には心リハ

は禁忌とされ，これらの禁忌項目がなく，高齢でない

意欲ある患者が心リハの適応とされている3［3）．上記の

1），3），4）の項目は小児でも同様であるが，対象とな

る心疾患が極めて多種多様であることから心リハの対

象の選択には慎重である必要がある．というのは例え

ばファロー四徴術後患児で術後合併症として重度の肺

動脈狭窄や閉鎖不全が存在のために運動能が低下して

いる場合には，多少の術後合併症があってもトレーニ

ング効果はあるとはいうものの8），手術によってこれ

らを解除することの方が運動能を改善する意味で
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は；14）351，心リハより理に適っていると思われるからで

ある．また今回の対照群の結果から，虚血性心疾患の

患者の年齢層に比較すると対象が若い年齢層である先

天性心疾患患児では術後1年で充分な運動能の改善が

見られた．このことは小児科領域では成人の様に一刻

も早く社会復帰しなければならない状況が少ない現状

からすると，心リハの対象は限定されると言える．術

後心機能に明らかな改善が見られるにも拘わらず，運

動に対する不安等から過剰に運動制限されている例は

良い適応と考えられる．

　Longmuirらは家庭でのトレーニングプログラムの

有効性からトレーニングは必ずしも病院等のセンター

で行う必要がなく，もっと広く施行されるべきである

としている1°）．しかし，今回は幸いにも夏休みを利用し

たが，実際に監視下の心リハを継続し，その効果を評

価するためには患児が施設から遠くない地理的な要素

は重要となる9川｝．今回の研究が必ずしも心リハの対

象を厳密に選択できなかったことは，この地理的理由

に加えて家族および患児本人の意欲，協力が極めて重

要であることによる．従って今回の検討では上記の対

象選定の制約から対象症例も少なく年齢，性別および

循環動態の異なる対象群をまとめて検討する結果と

なった．

　2．施設，プログラムの問題

　アンケートでの結果から今回の患児のほとんどが心

リハに再び参加したいか否かの問には否定的であった

ことは，歩行やエルゴメーターでの心リハプログラム

は単純でおもしろ味がないことが大きな理由と考えら

れる．安定した負荷が得られない可能性はあるが，遊

び感覚を取り人れる必要があると考えられる．結果と

して心リハ終了してからの遠隔期の運動能は再び心リ

ハ以前に低下していた．また心疾患患児の報告のほと

んどが心リハは充分な緊急処置が可能な監視下で行わ

れていることから，監視するスタッフの確保も問題と

なる．

　心リハ（身体トレーニング）の最終目標は，1）運動

能を高め，2）精神的効果を期待し，術後患児を可能な

限り健康小児と同様に社会参加させ生産的役割を果た

すことを目的とすることに加えて，3）将来的な高脂血

症の予防策の効果を期待することにあると考えられ

る．今回の検討から上記1），2）は重症心疾患でも心リ

ハの効果は期待できることが明らかとなった．しかし，

さらに今後は重症な術後患児が益々増加することは確

実であり，必ずしも生産的役割を期待できない場合も
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あり，患児自身のQOLの問題となる可能性がある．こ

のことから患児選択基準は一層複雑となる．さらに医

療側の問題に加えて患児を受け入れる学校，社会体制

の柔軟な対応が必要になると思われた36）．

　尚，本研究は厚生省循環器病研究委託費（5一公一3）による

研究成果であり，本論文の一部は第31回日本小児循環器学

会総会（栃木）にて発表した．
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36）　Tomita　II：　Adolescent　congenital　herat　dis－

　　　ease：Quality　of　life　ill　patiellts　Ilot　underg（）ing

　　　intracardiac　repair．　J　Cardiol　l994；24：405

　　　409（ill　Japansese）

Rehabilitation　in　Pediatric　Patients　with　Cardiac　Disorders

Hideo　Ohuchi，　Yoshihiro　Katou＊，　Thoru　Nakajima＊＊，　Hisashi　Sugiyama，

　　　　　Hidetoshi　Hayakawa，　Yoshio　Arakaki　and　Tetsuro　Kamiya

　　　　　　　　Department　of　Pediatrics，　National　Cardiovascular　Center

　　　　　　＊Department　of　Pediatrics，　Gifu　University　School　of　Medicine

　　　　　＊＊Department　of　Pediatric　Cardiology，　Osaka　Medical　Center　and

　　　　　　　　　　　Research　Institute　for　Maternal　and　Child　Health

　　　Eleven　pediatric　patients　with　congenital　heart　disease（4　who　had　undergone　right

ventricular　outflow　tract　reconstruction，5who　had　undergone　Fontan　operations，　and　2　with

other　cardiac　disease）and　one　patient　with　Kawasaki　disease　after　myocardial　infarction　were

given　physical　training　at　the　ventilatory　acidosis　threshold（VAT）Ievel　for　6．0±3．6weeks　and

cardiopulmonary　exercise　tests　were　performed　before　and　after　training．　The　results　were

compared　with　changes　in　exercise　capacity　in　12　age　and　body－size－matched　control　patients

who　had　undergone　definitive　repair　one　year　earliar　and　did　not　physical　training．

　　　1．　In　patients　who　underwent　physical　training，　the　onset　of　VAT　and　endurance　time（ET）

increased　significantly　after　4　weeks　of　physical　training　compared　with　values　before　training

（VAT：from　2．7±1．2to　3．3±1．3min；ET：from　6．6±2．2to　7．4±1．6min；P〈0．01　for　both）．

On　the　other　hand，　although　oxygen　uptake（VO2）at　VAT　did　not　change　significantly・，　peak　VO2

tended　to　illcrease（from　22．7±6．5to　24．5±6．4ml／kg／min、　P〈O．1）．　Heart　rate（HR）at　a

given　exercise　intensity　during　mild－to－moderate　exercise　tended　to　decline．　Although　these

trailling　effects　were　maintained　for　4．7months　after　the　end　of　physical　training，　no　significant

difference　in　exercise　capacity　was　observed　between　the　values　before　and　2．2　years　after

colnpletion　of　physical　training．

　　　2．　In　control　patients，　HR　at　rest　significantly　decreased　and　all　indices　of　exercise

capacity（onset　of　VAT，　ET，　VO2　at　VAT，　and　peak　VO2）increased　significantly（VAT，　p〈0．01；

others，　P〈0．001）one　year　after　definitive　repair．

　　　3．　Psychological　effects　were　evaluated　using　questionnaires　answered　by　the　patients’

parents．　Although　they　all　expressed　releaf　of　anxiety　about　exercise　in　all　the　patients，　their

answers　showed　unwillingness　to　participate　again　in　this　kind　of　training　program．

　　　In　pediatric　cardiac　patients　with　low　exercise　capacity，　physical　training　at　the　VAT　level

for　4　weeks　can　improve　not　only　exercise　capacity　but　also　psycholosical　aspects．　However，

because　of　the　decrease　in　exercise　capacity　long　after　physical　training　and　sufficient　improve－

ment　one　year　after　definitive　repair　in　control　patients，　further　evaluation　of　physical　training

in　pediatric　patients　with　structural　cardiac　disease　should　be　required．
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