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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　呼気ガス分析を併用した心肺運動負荷試験を施行，主に嫌i気性代謝閾値（AT）を用いてFontan型手

術症例の運動耐容能および運動時の呼吸動態について検討した．対象はFontan型手術前後で検討した

14例およびFontan型手術を施行され1年以上経過した15例であり，後者は22例の正常対照例と比較検

討した．

　Fontan型手術前後でATは14．3±2．9より16．0±2．8ml／min／kgへ上昇（p〈0．01）した．術後に酸素

当量，分時換気量は低値となったが，呼吸数に変化なく主に一回換気量の低下によるものであった．手

術後約6ヵ月より約1年の経過では，ATは変わらなかったが運動時の呼吸数の増加を認めAT時の酸

素当量は逆に高値となった．術後1年以上経過したNYHAI度のFontan症例のATは正常対照群と比

較して男77％，女79％，最大酸素摂取量は男60％，女68％と低値であった．Fontan症例では最高心拍数，

最高収縮期血圧とも低値であり，酸素当量は安静時，運動時とも高値であった．

　Fontan型手術後にATを指標とした運動耐容能および酸素当量に代表される換気反応は改善した．

しかし術後1年における酸素当量の上昇はFontan症例の生理学的死腔量の増大を示唆するものと考え

られた．

　　　　　　　　　　はじめに

　近年呼気ガス分析を用いた運動負荷試験が心疾患患

者にも応用されるようになった．運動耐容能の指標と

して運動持続時間，最大酸素摂取量などとともに，亜

最大運動でも判定できる嫌気性代謝閾値（Anaerobic

Threshold：以下AT）1）2）はことに運動耐容能の低い

心疾患患者に対しても応用範囲が広いと考えられる．

今回は，Fontan型手術症例の運動負荷に対する応答

性を検討するため，ATを中心とした運動耐容能およ

び運動負荷時の換気反応を手術前後と手術後の経過に

おいて考察した．

　　　　　　　　　　対　　象

　対象は，1）Fontan型手術を施行された14例（男4
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例，女10例）．1例は術前にATが判定できなかったた

め13例において得られたデータを手術前後で比較検討

した．手術時年齢は11歳～32歳，平均18．3歳であった．

手術後の検査は手術してから4ヵ月より12ヵ月，平均

7ヵ月後に行った．疾患は両大血管右室起始5例，三

尖弁閉鎖3例，右室性単心室2例，左室性単心室1例，

純型肺動脈閉鎖1例，完全大血管転換2例であった．

Fontan型手術は弁を用いない右房と肺動脈の直接吻

合であるが，三尖弁閉鎖の3例のうち2例はBj6rk法

が施行された．手術後は全例NYHA心機能分類で1

度またはII度であった．

　また，10例について術後約6ヵ月（4～9ヵ月，平

均6ヵ月）と術後約1年（11～16ヵ月，平均13ヵ月）

の検査データを比較し，手術後の経過を検討した．各々

の検査の間隔は4～9ヵ月（平均7ヵ月）であった．

　2）Fontan型手術後1年以上経過した症例（F群）
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の運動耐容能および運動時の呼吸動態を正常対照群

（C群）のそれと比較した．F群の対象例は1）の症例の

うち術後1年以上経過した7例とそれ以外のFontan

型手術例で，術後1年以上たった8例の合計15例であ

る．これらはいずれもNYHA分類の1度であった．男

7例，女8例，年齢は11歳～33歳（平均18．8歳），手術

後1年～14年（平均4．3年）であった．疾患は三尖弁閉

鎖5例，右室性単心室4例，左室性単心室1例，両大

血管右室起始2例，大血管転換3例であった，三尖弁

閉鎖の2例はBj6rk法が施行された症例である．　C群

は健常者および心合併症のない川崎病既往例の22例

（男11例，女11例），12歳～29歳，平均18．1歳であった．

F群とC群とには年齢，体重に有意差を認めなかっ
た．

　　　　　　　　方　　法（図1）

　運動負荷は坐位自転車エルゴメータ（竹井機器工業

社製ISOPOWER　ERGOMETER）を用い，数分間の

安静の後3分間の一定負荷（10watt）を行い，その後

毎分10wattの直線的漸増負荷（Ramp負荷）を行った．

測定に先立って必ず1回は練習を行った．負荷は自覚

的最大負荷まで施行したが，手術前，手術後早期の症

例では酸素当量，呼吸商の上昇などにてATを十分越

えたことを確認した時点で負荷を終了した．心電図は

Manson・Linkarによる修飾6肢誘導と胸部6誘導を

1分毎に記録し，血圧は1分毎に測定した．SaO2は

CSI社製パルスオキシメータ503を用い指尖にて連続

測定した．

　呼気ガス分析はダグラスバック方式のチェスト社製

AY500Tを用い，分時換気量（VE：L／Mill），一回換

気量（VT：L），呼吸数（RR：／min），酸素摂取量（VO2：

ml／min），炭酸ガス排泄量（VCO2：ml／min），酸素当

量（VE／VO2），二酸化炭素当量（VE／VCO2），呼吸商

（RQ）を30秒毎に測定した．呼気ガス分析によるAT

負
荷
量

坐位自転車エルゴメーター
直線的漸増負荷〔RAMP負荷〕

　　　漸増
　　　10Watt／分

＿
定　　　　　　／↑
10Wett　　　　　　　　　　AT

数分間　　　分

安静　　一定負荷　　　RAMP負荷　　　　　　　End　Point

－時間

　　　　　図1　運動負荷方法

日小循誌　9（2），1993

はWassermanらの方法3）4）5）に従いVE／VCO，平坦時

のVE／VO2上昇点，又はV・slope法にて判定しVO2

（ml／min／kg）で示した．

　ATおよび最大酸素摂取量を比較すると同時に，1）

においては安静時，3分間の10watt負荷終了時，　AT

到達時において，2）のF群とC群との比較においては

さらにall　out時の各ステージにおける換気反応もあ

わせて検討した．

　　　　　　　　　　統計処理

　得られた値は平均±標準偏差で示し，統計学的検討

にはt検定を用い，危険率0．05以下（p＜0．05）を有意

とした．

　　　　　　　　　　結　　果

　1）Fontan型手術前後の比較

　①手術前後のAT（図2，表1）

　図2はFontan型手術前後のATを示したものであ

る．手術後平均7ヵ月の短期間の経過ではあるが，AT

は術前9’9～19．4（平均14．3±2．9）ml／min／kgより術

後11．3～21．1（平均16．0±2．8）ml／min／kgへと推移し

た．術後ATがかえって低下する症例もあったが疾患

による差は認められず，白抜き丸印で示した右房一右

室短絡手術（Bj6rk法）の症例でもATに差はみられ

なかった．また，手術時年齢による差も認められなかっ

た．

　②手術前後の呼気ガス分析の比較（表1）

　心拍数（HR）は安静時，　AT時において術後に高値

であった．収縮期血圧（BP）に差はなかった．安静時，

（ml／mln／kg）

　　pre－ope　　　　post－ope　　　post－ope

　　　　　　　6month　　　l　year

図2　Fontan型手術前後のATの推移

　　　　　○印はBj6rk法
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表1　Fontan手術前後の比較（平均±標準偏差）

☆REST
　VO2（ml／min／kg）

　HR（／min）

　BP（mmHg）

　RR（／min）

　VE（L／min）

　VT（L）

　▽E／VO2

　VE／VCO，

　SaO2（％）

☆10Watt
▽0，（ml／ini・／kg）

　HR（ノmin）

　BP（mmHg）

　RR（／min）

　†E（L／min）

　VT（L）

　†E／VO2

　VE／VCO2

☆AT
VO，（m1／min／kg）

　HR（min）

　BP（mmHg）

　RR（／min）

†E（L／min）

　VT（L）

VE／▽02

VE／†CO2

　Time（min）

　Watt

　SaO2（％）

術前

　4，7±0，6

　79±9

　109±13

　／8±3

9，97±1．94

0．53±0．10

36．48±2．64

42．79±3．58

　84±3

12．0±1．4

　111±16

　138±18

　26±5
27．36±5．04

1，06±0．16

39．32±7．01

40．82±6．00

14．3±2．9

　124±15

　158±20

　25±5
30．69±4、93

1．22±0．32

38．07±7．50

39．23±7．38

　5．6±2．0

　37±17

　65±7

術後

　4．6±O．7　　　NS

　93±9　　　　p〈0．01

　1］2±8　　　　NS

　18±3　　　　　NS

9．10±2．04　　　NS

O．48±0，09　　　NS

32．70±4」5　　p＜0．05

38．68±3．14　　p〈0．01

　93±3

12．3±1．5　　　NS

　111±12　　　　NS

　132±19　　　　NS

　25±4　　　　　NS

20．75±4．39　　p〈0．Ol

O．82±0．12　　p＜O．01

28．52±4．48　　p〈0．01

31．28±3．27　　p＜0．01

16．0±2．8　　　p＜0．05

　134±19　　　　p〈0．05

　150±22　　　　NS

　25±4　　　　NS
26．12±6．52　　p＜0．05

1．02±0．17　　p〈0．05

27．50±4．04　　p＜0．01

28．46±3．41　　p＜0．01

　6．0±1．4　　　NS

　40±14　　　　NS

　90±4

（m2／min／kg）

AT
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●
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　　　　　　　　　　Cardiac　lndex　　（L／min／m2）

図3　Fontan手術後の心臓カテーテル検査時心係数

　とATの関係
　　（○印は男性，●印は女性）

　　　　　　　サ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

10W時のVO2には有意差を認めなかった．　VEは10W
　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　ぜ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サ

時，AT時において，　VE／VO2，　VE／VCO2はすべての
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表2　Fontan手術後の推移（平均±標準偏差）

☆REST
　▽02（ml／min／kg）

　HR（／min）

　BP（mmHg）

　RR（／min）

　マE（L／min）

　VT（L）

　VE／VO2

　▽E／∀CO2

☆10Watt
　VO2（ml／min／kg）

　HR（ノmin）

　BP（mmHg）

　RR（／min）

　†E（L／min）

　VT（L）

VE，／VO，

　VEノ†CO2

☆AT
　†02（ml／min／kg）

　HR（／min）

　BP（mmHg）

　RR（／min）

　†E（L／min）

　VT（L）

　▽E／†02

　†E／†CO2

　Time（min）

　Watt

術後6ヵ月 術後1年

　4．6±0．6　　　　　4．2±0．5　　　p＜0．01

　93±7　　　　　　　88±6　　　　p＜0．05

　108±14　　　　　　111±6　　　　　　NS

　17±2　　　　　17±3　　　　NS

8．51±1．63　　8．91±1．73　　　NS

O．48±O．06　　0，48±0．07　　　NS

31．84±3．80　　34．73±2．10　　　NS

37．96±3．4／　　38．54±3．98　　　NS

12．2±1．8

　116±12

　133±19

　25±4
20．41±3．83

0．83±0．］2

28，95±4，09

31．03±3、33

15．7±3．5

　136±18

　151±23

　25±3
25．36±7．00

1．01±0、21

27．72±3．21

28．54±3．09

　5．7±1，7

　38±16

11．5±1．3　　　NS

　115±18　　　　NS

　139±11　　　　　NS

　26±3　　　　p〈0．05

20．54±2．97　　　NS

O．78±0．08　　　NS

29．62±3、21　　　NS

32．22±2．95　　　　NS

15．5±2．5　　　NS

　138±14　　　　NS

　l56±20　　　　NS

　28±4　　　　p〈0．01

27．55±6．14　　　NS

O．98±0．17　　　NS

29．21±3．07　　p＜0．05

29．73±3．09　　　NS

　6．3±1．6　　　NS

　44±14　　　　NS

表3　Fontan術後症例と正常対照群の運動時間と

　負荷量の比較（平均±標準偏差）

☆AT
　Time（min）

Watt

☆All　out

　Time（min）

Watt

M

F
M
FM

F
M
F

Fontan

7．1±1．4

6．3±1．0

51±14

43±10

9．7±0．6

9．1±1．1

77±6

71±11

Control

9．6±1，7　　p〈0．01

7．9±1．2　　p〈⑪．⑪5

76±17　　　p＜0．01

59±12　　　p〈0．05

16．3±3．6

12．5±1．2

143±36

105±12

p＜0．01

p〈O．Ol

p＜0．01

p＜0．01

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つ
ステージにおいて術後に低値となった．術後にVEが

低値となるのはVTの低下によるものでRRは手術

前後で差を認めなかった．

　③ATと心臓カテーテル検査時心係数（図3）

　これらのFontan型手術を行った症例では，術後カ

テーテル検査時に測定した心係数と今回測定したAT
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　　　　　　　　　図4　Fontan術後症例と正常対照群の各パラメータの比較
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とでは有意な相関は認めなかった．なお，心臓カテー

テル検査は術後19日より34日，平均29日に施行したも

のであった．

　④Fontan型手術後の経過（表2）

　術後6ヵ月と1年目を比較した．術後1年において

安静時のVO2およびHRの低下が認められた．運動時

のRRの増加を認め，　AT時のVE／VO2は有意に高値

となった．VE，　VE／VCO2も増加傾向にあったが有意

差は認めなかった．ATは変わらず，運動時間は延長す

る傾向にあったが有意差を認めなかった．

　2）Fontan術後1年以上経過した症例と正常対照

例の比較

　F群とC群の比較では以下のようであった．F群の

1例で上室性頻拍症のため運動を中止したがAT到

達後であった，

　①運動持続時間，負荷量は表3に示すような有意差

を認めた．F群の負荷量はC群と比べて，　AT時では

男が68％，女が72％，all　out時では男が54％，女が68％

であった．

　②心拍数（図4A）は安静時では男のみF群で高値

であり有意差を認めたが，10W時，　AT時では有意差

を認めなかった．最高心拍数は男ではF群165±11，C

群177±9，女ではF群160±11，C群180±8とそれぞ

れ有意差を認め，どちらもF群で低値であった．

　③収縮期血圧（図4B）はall　out時でF群が有意に

低値であった．男ではF群174±20，C群213±33，女

ではF群172±25，C群199±23であった．

　④VO、（図4C）は安静時，10W時では有意差を認

めなかった．AT時において男ではF群17．4±1．9，　C

群22．6±3．3，女ではF群16．4±1．5，C群20．8±22と

有意差を認め（p〈0．01），F群とC群の比率は男では

77％，女では79％であった．最大酸素摂取量は男では

F群22．3±2．2，C群37．3±7．4，女ではF群21．3±

1．5，C群31．2±2．5であり，　F群とC群の比率はそれ

ぞれ60％，68％であった（p〈0．01）．

　⑤VE（ml／min／kg）（図4D）は安静時，10W時にお

いてF群が有意に高値であったが，AT時では有意差

なく，all　out時では逆にF群で低値の傾向にあり女で

有意差を認めた．

　⑥VE／VO、（図4E）はすべてのステージにおいてF

群が有意に高値であった（p＜0．01）．VE／VCO2も同様

にF群が常に高値であった．

　⑦VT（ml／kg）（図4F）は安静時，10W時において

はF群が有意に高値であり，AT時においてもF群で
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高値の傾向にあったがAT時，　all　out時では有意差を

認めなかった．

　⑧RR（図4G）はall　out時のみ女でF群が低値で

あったが，他のステージでは有意差を認めなかった．

　⑨SaO、はF群において安静時平均93．6％より運

動負荷時に最低90．2％へと低下した．

　　　　　　　　　　考　　察

　呼気ガス分析を併用した心肺負荷試験は動的な呼吸

循環機能をみるのに有用であり，最大酸素摂取量だけ

でなく嫌気性代謝閾値（Anaerobic　threshold：以下

AT）は運動耐容能の指標に用いられている．心疾患患

者では運動による心拍出量の増加が早期に限界に達す

るため活動筋への酸素の供給が不充分となりATが

早期に出現する2）6）””9）．心不全症例においては重症にな

るにつれてATや最大酸素摂取量が減少し，心係数や

stroke　volumeの減少と一致する9）1°）．また，　NYHAの

心機能分類が低いほどATと最大酸素摂取量は低値

である8）11）12）などの報告がある．われわれの領域でも

ATは運動能の低いチアノーゼ性心疾患や術後症例な

どに有用であり，最大酸素摂取量より鋭敏である13）’－15）

とも報告されている．

　Fontan型手術後の運動時心機能に対しても近年は

呼気ガス分析を用いた報告がみられるようになっ

た「6）～21）．Zellers18），　Driscolli6）らは手術前後において

最大負荷まで行いわれわれと同様の検討をしている．

しかし，術前のチアノーゼのある状態では運動負荷は

低酸素を増悪させる．このため最大負荷まで施行する

ことは危険が伴うと考え，今回はATを指標として負

荷を施行した．また，AT時にはVE／VO2が最低にな

るなど換気の変位点でもあるため，AT時における換

気反応もあわせて検討した．

　Zellers18），　Driscoll16）らはFontan手術前後での比較

で最大運動までの運動量，運動時間，最大酸素摂取量

が手術後に増加したとしている．Zellers18）の報告では

最大酸素摂取量は手術前後で22±6より27±6ml／kg／

minへと23％の増加を示した．今回の検討ではATは

手術前後で12％の増加であった．術後6ヵ月と1年の

比較ではATは変わらなかったが，　ATまでの運動時

間は延長する傾向にあり運動効率として改善している

ものと考えられた．しかし，これらのATと術後1年

以上経過したNYHA　I度の症例のATとには対象は

異なるが大きな差を認めなかった．Fontan症例では

術後遠隔期にもATは大きく増加しないものと考え

られた．
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　Fontan症例の最大酸素摂取量は正常例の約60％で

ある17）～2°）．今回の症例においてもF群の最大酸素摂

取量はC群に比し男60％，女68％と同様の値であり，

一方ATは男77％，女79％，であった，また，正常例

ではATは最大酸素摂取量の50～60％にあたり3）7）22）

心不全症例では70％9）ll｝とされているが，今回の症例

ではC群は男61％女67％であり，F群はNYHA　I度

でも男78％，女77％であった．Fontan症例でもATが

正常範囲といえるものがあるが，ATレベル以上の運

動能力には乏しいといえる．

　Zellersら18）は10歳以下で手術した症例では最大酸

素摂取量が劇的に増加し，Driscollら16）は手術時年齢

と最大酸素摂取量は逆相関すると報告しているが，今

回の症例は比較的高年齢で施行した症例が多いため

ATにはこのような傾向はみられなかった．また，今回

の検討では術後の心臓カテーテル検査にて得られた心

係数とATの間に相関は認められず，運動耐容能を安

静時心機能のみで判断することは危険であると考えら

れた．Gewillingら23）はFontan症例では安静時，運動

時の心室収縮と運動能は関係しないと報告している．

　Fontan症例では心拍出量は安静時，運動時とも正

常より低下しており，これは1回拍出量の低
下16｝18）23）一’26）による．Fontan症例の運動耐容能が低い

のはこれらに加え心拍数の上昇の低下による18）と考え

られており，最高心拍数は今回の結果と同様に低値で

ある16）19｝25）．手術前後の心拍数の比較では安静時，最大

負荷時とも差はない16）18）と報告されているが，今回の

症例でみると術後短期の経過ではあったが安静時，

AT時の心拍数は術後に高く，術後1年においても

AT時の心拍数は変わらなかった．

　Fontan型手術前後の比較においてVE／VO2および

運動時のVEの低下を認めたが，　VEの低下はVTの

低下によるものであった．RRはZellersら18）の報告と

同様に変化を認めず，術前における慢性のチアノーゼ

の状態はRRを促進させるものではないと考えられ

た．術後6ヵ月と1年の比較では運動時にRR，　VE／

VO2の増加を認め，換気反応は逆に低下した，　VE／

VCO2も増加傾向にあり，過換気がないとすれぽ死腔

換気量が増大したことを示唆するものである．正常例

と比較してFontan症例では運動時にVE／VO2は大
きく17）19）2°），Grant17），　Wessel19）らはこれは肺血流の

maldistributionに伴う生理学的死腔量の増大のため

とした．Fontan手術後は還流圧が低圧のため肺血流

のmaldistributionが存在する27）が，今回術後1年で
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VE／VO2が増加しVE／VCO2も増加傾向にあったの

は，このmaldistributionが術後1年目辺りから増悪

することを示すものと考えられた．また，術後1年以

上経過した症例のVE／VO2もほぼ同様の値であった．

　Fontan症例ではSaO2は運動にて93％より90％程

度の若干の低下を示す17）18）25）．これは当施設での術式

としてcoronary　sinusの還流を左房側にしているこ

とが原因とも考えられるが29），報告されているほとん

どの症例では心内あるいぱ肺内の右一左短絡は証明さ

れず，これも換気，血流の不均衡が原因と考えられて

いる16）18｝25）．

　Fontan型手術の術式として右房一右室吻合と右房

一肺動脈吻合があるが，両者の比較において右房一肺

動脈のが運動耐容能がよい16），右房一右室のが運動時

駆出率がよい28），換気反応がよい，小さい右室のため1

回拍出量が増加しない23｝などの報告がある．また，安静

時ではあるが血行動態の差はない3°），最大酸素摂取量，

負荷量に差がないなどあり2°L定した見解はない．今

回は右房一右室は2例と少ない症例数であったが換気

反応を含め差は認めなかった．

　　　　　　　　　　ま　と　め

　Fontan型手術前後において心肺負荷試験を施行

し，ATを中心とした運動耐容能，運動時換気反応につ

いて検討した．Fontan型手術により運動耐容能は改

善したが，術後6ヵ月より1年の経過にて換気反応は

悪化した．これは術後改善した運動耐容能が，潜在的

には1年程度の期間に逆に低下したことを示唆するも

のであった．ガス交換パラメータを含めて心肺負荷試

験にて得られた情報は運動時呼吸循環動態の把握に有

用であり，今後は運動処方，手術後のリハビリなどへ

の活用が期待される．

　なお，今回の研究の一部は第27回日本小児循環器学会総

会（1991年6月，山形），第95回日本小児科学会総会（1992

年5月，松山）で発表した．

　稿を終わるにあたり，御指導と御校閲を賜りました東京

女子医科大学附属日本心臓血圧研究所循環器小児科門間和

夫教授，循環器内科川越康之先生ならびに肺機能検査室内

炭光江女史に深謝いたします，
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Cardiorespiratory　Response　to　Exercise　and　Anaerobic　Threshold　Before　and

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　After　the　Fontan　Procedure

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kiyoshi　Yasui

Department　of　Pediatric　Cardiology，　Heart　lnstitute　of　Japan，　Tokyo　Women’s　Medical　College

　　　　The　purpose　of　this　study　was　to　evaluate　the　effect　of　Fontan　procedure　on　exercise　tolerance　and

cardiorespiratory　responses　to　exercise　of　the　postoperative　patients．　In　14　patients，　anaerobic

threshold（AT）and　cardiorespiratory　responses　were　measured　before　and　after　the　repair　of

congenital　heart　defects．　These　indices　of　15　patients　who　underwent　modified　Fontan　procedure　more

than　one　year　ago　were　compared　with　those　of　22　normal　control　subjects．

　　　　AT　was　increased　to　16．0±2．8　ml／min／kg　postoperatively　as　compared　with　preoperative　value　of

14．3±2．9m1／min／kg（p＜0．01）．　After　the　intracardiac　repair，　the　ventilatory　equivalent　for　oxygen，

minute　ventilation　and　tidal　volume　decreased，　whereas　the　respiratory　rate　remained　unchanged

from　preoperative　values．　AT　measured　one　year　after　the　operation　did　not　differ　from　that　at　6

months　after　repair　of　hearts．　However，　the　respiratory　rate　during　exercise　and　the　ventilatory

equivalent　for　oxygen　at　AT　at　one　year　after　the　repair　were　higher　than　those　at　6　months．　Patients

after　the　Fontan　procedure　achieved　AT　77％in　male　and　79％in　female　of　control　and　peak　oxygen

consumptions　60％in　male　and　68％in　female　of　control，　respectively．　Patients　after　the　repair　showed

lower　heart　rate　and　systolic　blood　pressure　during　maximal　exercise　and　higher　ventilatory

equivalent　for　oxygen　than　control　subjects．

　　　　After　the　Fontan　procedure，　AT　increased　and　vetilatory　responses　to　exercise　decreased　toward

normal．　However，　the　ventilatory　equivalent　for　oxygen　was　increased　at　one　year　after　the　operation．

Those　results　suggest　that　physiological　dead　space　elevated　in　patients　with　Fontan　physiology．
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