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〈研究会抄録〉

第5回小児運動循環器研究会抄録

日　時

場　所

世話人

平成8年2月24日（土）

東芝本社

中澤　　誠（東京女子医科大学心研循環器小児科）

　1．小児期僧帽弁人工弁置換術後の運動耐容能

　　　　神奈川県立こども医療センター循環器科

　　　　　　　　　　　　康井　制洋，山田　進一

　　　　　　　　　　　　岩堀　　晃，林　　憲一

　小児期に僧帽弁置換術を施行される例は稀である．

当施設において運動耐容能を検討したので報告する．

　心肺運動負荷試験はトレッドミルによるランプ負荷

とし，breath　by　breath方式呼気ガス分析を用いて換

気応答を検討した．

　対象は6例（男4，女2），検査時年齢は7歳から16

歳（中央値10歳）であった．負荷時最大心拍数は120か

ら189／分，呼吸商は0．93から1．14，最大酸素摂取量は

30．2から40．4ml／kg／分，　ATレベル酸素摂取量は16．3

から24．91n1／kg／分であった．

　小児期僧帽弁人工弁置換例はsubnormalな運動耐

容能を示す．

　2．Bjork・Shiley弁による弁置換患者の運動機能

の検討

　　　　社会保険中京病院循環器科

　　　　　　生駒　雅信，小川　貴久，松島　正気

　　　　名古屋大学小児科　　　　　　長嶋　正實

　Bjork－Shiley弁による弁置換患者9例に対して11

回の呼気ガス分析を伴ったトレッドミル運動負荷試験

を施行した．対象はPA，　VSDのRasteUi手術後（肺

動脈弁置換）例6例7回（男2例，女4例），MVR後

3例4回（男2例，女1例）である．最大酸素摂取量

は男が37．3±5．Oml／kg／min，女が35．3±10．7ml／kg／

min，最大酸素脈は男が6．52±1．23mユ／m2／beat，女が

5．99±0．93ml／m2／beat，と当科の正常値に比べ低値で

あった．心拍数上昇に伴い酸素摂取量は増加するが，

その増加率は正常値に比べ少なかった．心拍数が160／

分以上では酸素脈が低下する例が見られたが，傾向は

一定でなく他の要因の関与も考えられた．

　3．10歳男児の，大動脈弁置換術前後の運動機能

　　　　榊原記念病院外科，小児科＊

　　　　　　高橋　幸宏，龍野　勝彦，菊池　利夫

　　　　　　畠井　芳穂＊，鈴木　清志＊，村上　保夫＊

　　　　　　森　　克彦＊，三森　重和＊

　症例：高度大動脈弁閉鎖不全の男児で，双子の兄弟

の兄である．10歳時にSJM（HP＞21mmにてAVRを
施行した．

　手術2年前から手術後1年まで健康な弟ともに計7

回の運動時呼気ガス分析を行った．兄は酸素脈の低下

を伴った酸素消費量の低下を認め，手術を施行した．

現在，抗凝固剤のみの投与で，運動制限はない状態で

あるが，弟と比較して明らかな運動機能の低下を認め

ている．

　両者の成長に伴う運動機能の比較，特に術後運動機

能の差から，小児大動脈弁置換術の手術適応や術式に

ついて考察したい．

　4．房室および心室大血管錯位心に対するDouble

Switch術後患児の運動に対する心肺応答

　　　　国立循環器病センター小児科，同　心臓血管

　　　　外科＊

　　　　　　田里　　寛，大内　秀雄，早川　豪俊

　　　　　　神谷　哲郎，八木原俊克＊

　目的：房室および心室大血管錯位心に対するDou－

ble　Switch術後（DSO）患児の運動に対する心肺応答

を検討する．

　対象，方法：対象はDSOを施行された13名（DSO

群）であり，検査時年齢は7～11歳（平均7．8歳），手

術時年齢は3～8歳（平均5．2歳），術後経過期間は，

平均3．2年であった．心肺運動負荷試験は呼気ガス分析

を併用し，トレッドミルによるランプ負荷を自覚的最

大まで行ない，嫌気性代謝閾値（AT）レベルおよび最

大負荷（peak）レベルでの換気当量を求めた．いずれ

の指標も対照群125例（C群）に対する到達度（％）で

表示した．

　結果：DSO群の耐久時間は8．0±0．9分（85寸8％）

でC群の9．7±1．4分（100＋12％）に比較して有意に低

値であった．運動中，心拍数はpeakレベルで87±5％

（p〈O．OOI）とC群に比較し有意に低値を示した．最高
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血圧は99±6％と差はなかった．ATは82±18％（p＜

0．01）とC群に比較し低値であった．最大酸素摂取量

は67±14（p＜0．001）とC群に比較し有意に低値で

あった．二酸化炭素に対する換気当量（VE／VCO2）は

112±14％（p〈0．01）であった．

　結論：運動中の心肺機能は，比較的良好であるが，

対照群に比較すると低下していた．

　5．QT延長小児の心拍応答について

　　　　名古屋大学小児科

　　　　　　　　　　　　馬場　礼三，長野　美子

　　　　　　　　　　　　後藤　雅彦，長嶋　正實

　QT延長（QTc＞0．46）患児27名（男16，女11）に対

して，トレッドミル運動負荷試験を施行．ダッシュ法

またはBruce原法で自覚的最大負荷まで．このうち，

予測最大心拍数（220一年齢）に対するpeak　HRの割

合（peak　HR％N）が80％に満たなかった例が5例

（19％）あった．peak　HR％Nは負荷終末の相対的負

荷強度（peak　VO、／est．　VO2max，ここでest．　VO，max

はOIES値から推定したVO、max）と相関を示さず

（r＝O．07，p＝0．74），到達心拍数の低い症例で負荷強

度が不足しているとは言えなかった．また，最大負荷

時のQTa時間（eQTac）はpeak　HR％Nと負の相関

（r－－0．57，p＝0．0025）を示し，到達心拍数の低い症

例では負荷終末でのQT時間がより長い傾向にあっ

た．

　6．大動脈縮窄術後再狭窄例下肢のthermogra－

phyによる運動負荷時の観察

　　　　東京女子医科大学附属日本心臓血圧研究所循

　　　　環器小児科，循環器内科＊

　　　　　　　　　　　　広川　　徹，佐近　琢磨

　　　　　　　　　　　　中沢　　誠，川越　康博＊

　目的：大動脈縮窄症（以下CoA）および大動脈離断

症（以下IAA）術後患児の運動時下肢血流量を非観血

的に評価すること．

　仮定：下肢血流量が増加すると下肢の温度が上昇す

ると仮定した．

　対象：CoAおよびIAAの術後患児，男児4例．

　方法：身長150cm以上で自転車エルゴメーターが

可能な患児はaerobic　threshold（以下AT）を同時に

測定し，運動終了時の下肢の温度変化をサーモグラ

フィー装置（日本光電：INFRA－EYE1200）を使って

測定した．また150cm以下で自転車エルゴメーターが

不可能な患児はトレッドミルをエンドポイントまで施

行し運動終了時の下肢の温度をサーモグラフィー装置
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を使って測定した．

　結果と考察：4例とも下肢の温度が運動負荷前に比

して低下していた．このことがこれらの症例の運動機

能を規定する因子の一つになっている可能性を示し

た．

　7．先天性心疾患の運動筋酸素化状態と運動耐容能

　　　　東京女子医科大学心研循環器小児科，循環器

　　　　内科＊

　　　　　　　　　　　　佐近　琢磨，中澤　　誠

　　　　　　　　　　　　川越　康博＊，木村　暢孝＊

　今回我々は，CCHD　17例と健常者6名において，座

位自転車エルゴメータによる症候限界運動負荷試験を

施行し，運動筋の酸素化状態を近赤外分光法（OM100

A，島津）を用いて大腿外側広筋中のOxy－Hb・Mbの

変化として評価，ATを測定，心カテ検査を施行した．

　近赤外分光法により，運動筋肉中のOxy－Hb・Mbの

変化を次の3型に分類できた．｛N｝型：漸増する運動

に対しOxy－Hb・Mbが漸増後，漸減する．｛L｝型：

Oxy－Hb・Mbは運動開始後平坦で後半漸減する．｛1｝

型：Oxy－Hb・Mbは運動開始直後より漸減する．各型

はATと左右短絡率，　SaO2において｛N｝型く｛L｝

型く｛1｝型の順で有意差をもって重症であった．

　漸増する運動量に対し，運動筋肉中のOxy－Hb・Mb

の変化のタイプとATおよび右左短絡率の関連が深

いことから，CCHDでは運動耐容能の規定因子とし

て，心内のシャント率が強く影響していることが示唆

された．

　特別講演

　心疾患患者の運動時における呼吸・循環の関連につ

いて

　　　　東京医科歯科大学第2内科

　　　　　　　　　　　　　　　　小池　　朗先生

　8．機能的根治手術（Bidirectional　Glenn，　ASD

closure）を施行した純型肺動脈閉鎖の運動応答

　　　　兵庫県立尼崎病院心臓センター小児部，同

　　　　外科部＊，榊原記念病院外科＊＊

　　　　　　武知　哲久，坂崎　尚徳，槙野征一郎

　　　　　　岡本　文雄＊，安藤　史隆＊，龍野　勝彦＊＊

　対象と方法：Bidirectional　Glennを施行した機能

的根治術後のPPA　3例（P群：平均年齢8．1歳，術前

の平均RV　volume　48％，　RVEF　52％）にBruce　tread－

mill　exerciseを行った．また，解剖学的根治術後の

PPA　2例（A群：平均年齢6．1歳，術前の平均RV

volume　98％，　RVEF　54％）と比較した．
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　結果：最高酸素摂取量はP群67～83（平均75）％，A

群79～85（平均82）％で，運動耐容はP群，A群ともに

stage　3以上まで可能であった．運動中の酸素換気当量

の変化はA群の1例を除き高い傾向を示した．安静時

心エコー図で中等度以上の三尖弁逆流をP群，A群に

1例ずつ認め，それらの最高酸素摂取量はより低かっ

た．

　考案：PPA機能的根治術後では換気当量が高く換

気血流不均衡分布は存在するが運動能は悪くない．三

尖弁逆流遺残は術式とは別に運動能の制限因子と考え

られる．

　9．Fontan型手術後遠隔期の運動耐容能を制限す

る因子についての検討

　　　　神奈川県立こども医療センター循環器科

　　　　　　　　　　　　山田　進一，康井　制洋

　　　　　　　　　　　　岩堀　　晃，林　　憲一

　目的：Fontan型手術後の運動耐容能を制限する因

子についての検討．

　対象：Fontan型手術を施行し，運動負荷検査を2

回以上施行した症例17例．

　方法：トレッドミルによる自覚的最大負荷を行い，

呼気ガス分析により心肺応答を求めた．また，最終検

査の最大酸素摂取量により対象を2群（良好群，不良

群）に分け，臨床データを比較検討した．

　結果：手術時年齢は3歳から13歳，術後経過観察期

間は平均7年10カ月（2年～11年3カ月）．運動負荷回

数は平均4．7同施行した．最大酸素摂取量は
53．0～97．3％of　normalを示した．良好群が手術施行

年齢が有意に小さく，術前の主心室の％EDV，術後は

mass　volume　ratioが有意に低値であった．

　考案：Fontan型手術後の運動耐容能は心室のコン

プライアンスが制限因子になっていると考えられた．

　10．先天性心疾患術後患児の心拍応答低下（CI）の

検討

　　　　国立循環器病センター小児科

　　　　　　大内　秀雄，田里　　寛，杉山　　央

　　　　　　新垣　義夫，神谷　哲郎

　目的：先天性心疾患術後患児の運動中の心拍応答と

血中カテコラミン動態の検討からCIを評価．

　対象および方法：右室流出路再建後5例（R群，年

齢15±4），フォンタン術後8例（F群，年齢13±5），

川崎病既往者7例（C群，年齢15＋3）の計20例．トレッ

ドミルによるランプ負荷を自覚的最大（P）まで施行

し，安静，嫌気性代謝閾値（AT），　Pの酸素摂取量
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（VO2），心拍数（HR）を求めた．同時に血漿ノルエピ

ネフリン濃度（NE）を測定した．各レベルのVO2は基

準値に対する到達度（％）で表示した．また安静から

ATまでのNEの増加分に対するHRの増加分（CSr・

AT），　ATからPまでの同指標（CSAT－P）を求めた．

　結果：R，F群のPのVO2は各々66％，56％でC群

の98％に比較し低値であった（p〈0．001）．HRは安静，

ATで3群間に差はなく，P時のR，　F群のHRは平均

171，155でC群の平均187より低値を示した．R，　F群

の安静，ATのNEはC群より高かった（p＜0．01）が

PではR，F群のNEはC群と差はなかった．また
CSr－ATはR，　F群でC群より低値で（p＜0．001），Pの

VO2と正相関（r＝0．80，　p＜O．OOI）を認めた．一方

CSAT－pはR，　F群はC群と差はなく，PのVO2と相関

もなかった．

　結語二F群はR群と同様に運動中のCIを認める．

CIの程度は安静からATレベルまでのCSr－ATで決

定され，運動耐容能と負相関する．

　パネルデイスカッション

　CHD術後患者の運動能を規定する因子について

　1．右室の役割

　　　　福岡こども病院　　　　　　　砂川　博史

　右室の役割を求めるために，右心系に各種の問題を

含む例に呼気ガス分析運動負荷検査を行った．フォン

タン型術後では運動耐容能（＝EC）は低いが，　EEx

VO2≧80％N例でもVEが大きく，　OIE（＝VO2／VE）

の極度の低下を示し，代償機転の総動員の様子が窺わ

れた．TOF術後遺残PS圧差≧50mmHgの群では，

EEx　VO，の低下の割にはVE増加やOIEの低下の程

度はフォンタン型に比べ低かった．一方，PHでは比較

的軽度例でもOIEとECの低下を示した．以上の結果

から，（1）Rpが高いと右心室があってもECは低下す

る，（2）PSでは右室の代償能力が続く限りECは保存

される，（3）右室がないとRpが低くてもECは低下

すると言える．この現象は，右室機能不全は右心房圧

の上昇を招き，体静脈系に血液貯留を来たし，実質循

環血液量の目減りをもたらすと考えると一元的に説明

できる．即ち，右心室の役割は，体静脈圧の上昇をサ

ルベージする事にある．

　2．肺動脈弁逆流一ファロー四徴症術後遠隔期に見

た肺動脈弁逆流が運動時心機能に及ぼす影響一

　　　　東京女子医科大学心研小児科　近藤　千里

　ファロー四徴症心内修復術後（以下TOF）16±2年

（以下結果は平均±SD）を経た29名（年齢21±2歳）に
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つき自転車エルゴメーターによる運動負荷を行い両心

室機能を核医学的方法により求め，年齢性別体格の対

応した正常対照10名と比較した．TOFは全員NYHA

1度に属し，運動持続時間，ダブルプロダクトは両群

間で差がなかった．

　TOF術後遠隔期には安静時，運動時とも心拍出量は

保たれているが，運動時の左室駆出率，右室駆出率の

上昇が不良であり，運動時左室駆出率は右室容積，肺

動脈逆流の程度に負の相関をした．右室流出路の壁運

動，左室拡張能はTOFで低下していなかった．

　3．右心系の閉塞一Fontan型手術後，　Rastelli手

術後の運動機能＝右心系閉塞病変の影響とその意義一

　　　　榊原記念病院外科，小児科＊

　　　　　　高橋　幸宏，龍野　勝彦，菊池　利夫

　　　　　　畠井　芳穂＊，鈴木　清志＊，村上　保夫＊

　　　　　　森　　克彦＊，三森　重和＊

　右心系の閉塞病変に対して再手術を施行した，

Fontan　4例とRastelli　3例を経験した．再手術前後

の経年的運動機能と，閉塞病変合併時の運動機能の特

徴を検討した．

　概して，閉塞病変は明らかな運動機能の低下をきた

し，再手術後に改善した．しかし，運動機能低下の進

行と程度，及び心不全症状の有無は個々の症例で差を

認めた．

　閉塞病変による運動機能の低下は，潜在的閉塞病変

発見の為の運動機能測定の有用性を示唆し，また，閉

塞病変合併例の運動機能の個人差は，運動機能が病変

に対する代償能の一指標となる可能性を示唆する．

　4．左室機能一心外導管手術後の左心機能・運動負

荷心プールシンチグラフィをもちいた検討一

　　　　国立循環器病センター　　　　小野　安生

　心外導管手術後16例（EC）における安静時，運動負

荷時の左室駆出率を検討した．左室駆出率は心プール

シンチグラフィのマルチゲート法により求めた．運動

負荷は臥位エルゴメータにより16例に20回施行した．

対照として冠動脈の狭窄性病変のない川崎病6例（C）
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を用いた．全例にタリウムシンチ，心臓カテーテル検

査が行われた．安静時左室駆出率はEC：54±10％，

C：63＋9％，で有意差はなかったが，運動時左室駆出

率はEC：54±15％，　C：75ヰ9％，で有意差が認めら

れた．タリウムシンチ上，灌流欠損が認められた例（12

例）では，運動時左室駆出率は49ア16％と低値であっ

た．また，右室収縮期圧と運動による左室駆出率の変

化は負の相関を示した．

　5．肺高血圧

　　　　大阪大学医学部小児科，同　第1外科

　　　　　　佐野　哲也，黒飛　俊一，井川誠一郎

　　　　　　松田　　暉，岡田伸太郎

　目的：VSD＋PHの術後遠隔期の運動時肺循環動態

と運動耐容能の解析からPHの術後運動耐容能に及

ぼす影響を明らかにする．

　対象・方法：1）VSD＋PH術後（平均4．1年）の32

例に対して心臓カテーテル検査中にエルゴメーターに

よる1Wat／kgの運動負荷を行い肺循環の反応を検討

した．2）VSD＋PH術後（平均6．8年）の14例に対し

てトレッドミル運動負荷テストを行い運動耐容能と術

前肺循環動態との関連を検討した．

　結果：1）VSD＋PH患児の術後安静時のPVRは
正常コントロールと差を認めなかったが，術前高肺血

管抵抗例（Rp／Rs＞0．5）13例の運動時PVRは異常高

値を示した．2）術後運動耐容能はpeak　VO2は平均

2．2SD，　Anaerobic　Thresholdは平均一2．3SDといず

れも低値を示した．運動耐容能と手術時年齢・術前肺

血行動態（平均肺動脈圧・肺体血管抵抗比）との問に

は有意の関係を認めなかった．

　まとめ：VSD＋PH症例では術前高肺血管抵抗例や

高手術時年齢児では術後遠隔期においても運動時肺循

環動態は異常を示すが，運動耐容能の低下はそれ以外

の要因の関与が示唆される．

　6．運動時の循環血漿量の変化と運動能

　　　　国立循環器病センター小児科

　　　　　　大内　秀雄，田里　　寛，杉山　　央

　　　　　　新垣　義夫，神谷　哲郎

　目的：先天性心疾患（CHD群）の運動による循環血

漿量の変化（％APV）を求め，運動能との関連の検討．

　対象，方法：CHD群はチアノーゼ性心疾患3例，

ファロー四徴術後8例，Fontan型術後12例等計24例．

対照群（C群）は川崎病既往児13例で，年齢は8から21

歳．トレッドミルによる自覚的最大（P）負荷から最高

酸素摂取量（pVO、）求めた．同時に安静時，　P時に動
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脈ラインより採血し，重炭酸（HCO、）の変化
（AHCO，），％∠PVをヘマトクリットの変化から求め

た．またC群6群とCHD　13例では血漿ノルエピネフリ

ンの変化（ANE）を求めた．

　結果：pVO2はCHD群は27±6（ml／kg／分）でC群

の46±4（同）に比較し低かったが（p〈0．001），∠NE

はCHD群とC群に差はなかった．％APVは，CHD群

は　11±6（％）でC群の一17±6（％）に比較し低

かった（p＜0．01）．また全体では％∠PVは∠NEと良

日本小児循環器学会雑誌第12巻第4号

い相関を認めたが（r＝－O．68，p＜0．002），　pVO2およ

び∠HCαとは有意であったが相関性は低かった

（pVO、：r＝－0．35，　AHCO5：r＝－0．33，各々p〈

O．05）．

　結語：CHD群では運動時の％APVは少なく循環血

漿量が保持されている．しかしANEは％APVを増加

させ，循環血漿量の減少が運動耐容能を低下させてい

る可能性が示唆された．
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