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【背景と目的】周期性呼吸変動は成人慢性心不全患者の約 20% に観察される現象で予後不良因子と
される．Fontan術後患者において周期性呼吸変動の有無と臨床像との関連の報告は少ない．そこで
周期性呼吸変動の有無と遠隔期の臨床症状との関連を検討した．
【対象と方法】心肺運動負荷試験 (CPET) を施行した Fontan 術後患者のうち 15 歳以上に到達した
43例を対象とした．CPET施行年齢は9 (6〜30) 歳，Fontan術後4 (1.8〜15) 年であった．最終観察
時年齢20 (15-34) 歳におけるNYHA分類を検討した．
【結果】最大酸素摂取量 (Peak VO2) 31.8 (18.8-48.1) ml/分/kg，%peak VO2 66 (41-102) %，二酸
化炭素換気当量変化 (VE/VCO2 slope) 32.0 (18.2 〜 40.5)，%VE/VCO2 slope 72 (41-92) %，最大
心拍数145 (104-198)／分であった．CPET中の周期性呼吸変動を23例 (53%) に認め，周期性呼吸性
変動を認めた患者群の方がpeak VO2 (35.5 vs28.4 ml/分/kg, p＜0.001) と%peak VO2 (74 vs 59 %,
p=0.001) が高値であった．VE/VCO2，% VE/VCO2，最大心拍数においては周期性呼吸変動の有
無と有意な関連はなかった．また CPET と同時期の血行動態評価において，周期性呼吸変動の有無
と中心静脈圧，心係数，PA index に差がなかった．周期性呼吸性変動を認めた群では最終観察時
NYHA分類I度20例(87%)，II度3例(13%)であったのに対して，周期性呼吸変動を認めなかった群に
おいてはNYHA分類I度15例(75%)，II度2例(10%)，III度3例(15%)であった．
【結論】Fontan 術後患者で周期性呼吸変動が高頻度に生じていた．小児期の周期性運動中の周期性
呼吸変動を認めないことと遠隔期に有症状となる傾向が示唆された．
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緒 言

を伴わない．周期性呼吸変動の詳細な病態生理は不

Fontan 型手術は二室修復不能な機能的単心室患
者の最終的姑息術として広く行われるように
なってきたが，肺への駆動心室欠如のため肺循環に
おける換気血流不均衡を生じていることや，直列と
なった体肺循環から生じる心室後負荷増加，およ
び複数回に及ぶ先行手術や潜在する刺激伝導系の
異常などから心拍応答低下を生じることにより運
動耐容能低下がみられる 1-3)．そのため Fontan 術後
患者において心肺運動機能試験 (cardiopulmonary
exercise test；CPET) を行うと，運動負荷時最大酸
素摂取量 (peak VO2) は健常者の40〜60%であると
される 1,4,5)．一方で Fontan 術後患者の多くで運動
中に周期性呼吸変動を観察する 6)．運動中の周期性
呼吸変動は分時換気量 (VE) が周期性に変動する現
象で，運動強度の増加に伴い定常的に認められる．
Cheyne-Stokes 呼 吸 の 一 種 と 考 え ら れ て い る が，
Cheyne-Stokes 呼吸とは異なり間欠的な無呼吸期

明だが，循環不全・低心拍出状態を背景として循環

2015年9月30日 受付

調節に主要な働きをもつ末梢組織や中枢神経にお
ける圧受容体および化学受容体の過剰反応が関連
しているとされる7,8)．この現象は成人慢性心不全患
者の約20%に観察され，その所見は重要な予後不良
因子とされる 9)．Corra らは成人慢性心不全患者の

CPET 中の周期性呼吸性変動の有無で 2 群の予後を
比較したところ，周期性呼吸変動を認めた群におい
て有意に生存率が低かったことを報告している．既
報 の peak VO2 や 二 酸 化 炭 素 換 気 当 量 変 化 (VE /
VCO2 slope) よりも高い感度で遠隔期予後を反映
すると報告し，欧州心臓病学会からの急性・慢性心
不全の診断と治療に関するガイドラインにおいて
も運動中の周期性呼吸変動は予後不良因子の一つ
として挙げられている．Fontan術後患者もまた潜在
的な慢性心不全の状態であるが，Fontan 術後患者
における運動中の周期性呼吸変動とその予後に関
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する知見は少ない．そこで今回私たちは Fontan 術

1.2を目標とした．運動負荷中の周期性呼吸変動の判

後患者における周期性呼吸変動の有無が遠隔期の

定はCorra` Uらの報告に基づき行った9)．負荷中VE

NYHA心機能分類にいかに影響するかを検討した．

の経時的変化をグラフ化し，VE変動において安静時
の15%よりも大きくなる振幅の変動が，総負荷時間
の 60% 以上において観察される場合を周期性呼吸

対象と方法
当院で 2014 年までに施行した Fontan 型手術 140

変動とした (Figure 1)．また心臓カテーテル検査を

例中63例において，Fontan型術後5年目に血行動態

CPETとほぼ同時期に施行し，圧測定と心拍出量測定

評価として，心臓カテーテル検査および CPET を

(Fick法) をした．また心血管造影によりpulmonary

行った．全ての患者において書面による説明と同意
を得た後に検査を実施した．ペースメーカ植え込み

arterial (PA) indexを算出した．
対象患者を CPET による周期性呼吸性変動があ

患者や脳神経障害・発達障害のある患者は運動負荷

る群とない群の 2 群に分け，CPET 中の指標として

が十分行うことができないため除外した．CPET は

peak VO2，% peak VO2，VE／VCO2 slope，% VE

自転車エルゴメーターによる漸増負荷 (Ramp 法 )

／VCO2 slope，最大心拍数，また血行動態指標とし

により負荷を行ったが，体格的に自転車エルゴメー

て中心静脈圧，PA index，肺血管抵抗，心係数を2群

ターができない場合はトレッドミルによる負荷を

間で比較した．またそれぞれの群において最終観察

行った．3 分間のウォームアップ後，1 分間に 15%

時年齢が15歳以上となった時点での，死亡例，心血

ずつ負荷を増加させていった．患者の検査に対する

管イベント，NYHA心機能分類を検討した．ここで

不安を軽減させ正確な運動負荷状態を評価するた

の心血管イベントは新たな不整脈，蛋白漏出腸症，

めに，CPET 施行の前日に実際にマスクを装着して

血栓・塞栓症，あるいは心症状のための予期せぬ入

練習をした．呼気ガス分析はCpex-1 (インターリハ

院とした．

株式会社，東京 ) を用いて呼吸ごとの分時換気量

数値は中央値で表し，括弧内に最小値と最大値を示

(VE)，分時酸素摂取量 (VO2)，分時二酸化炭素排泄

した．統計学的検討はMicrosoft社製Excelのアドイ

量 (VCO2) を算出した．酸素・二酸化炭素分析器や

ンソフトExcel統計2012年度版 (SSRI, 東京) を用い

感知器はそれぞれの検査ごとにキャリブレーショ

た．2 群間比較はχ2 乗検定または Mann-Whiteney

ンした．またVEとVCO2を継時的にプロットするこ

U 検定により比較検討し，p 値＜ 0.05 を統計学的に

とで VE ／ VCO2 slope を求めた．更に peak VO2 と

有意とした．

VE ／ VCO2 は年齢よる正常値との比率を % peak

結 果

VO2 と % VE ／ VCO2 として算出した 10)．全ての患
者において最大運動が行われるように努力し，十分

患者データをTable 1に示す．全対象43例の性別は

な運動負荷の客観的指標とされる VCO2 ／ VO2 ＞

男26例で，主心室形態は左心型 (三尖弁閉鎖・純型肺

Without EOV

VE

With EOV

Warm-up

Exercise

Warm-up

Exercise

Figure 1. EOV was defined as cyclic fluctuations in VE lasting 60% of the exercise protocol duration,
with an amplitude15% of the average amplitude of cyclic fluctuations at rest.
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Table 1. Demographic, CPET and hemodynamic data in the patients with EOV and without EOV
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最終観察時の年齢は 20.6 (15.4 〜 34.1) 歳であり，

動脈閉鎖等) 16例 (37%)，右心型 (左心低形成・右心
型単心室等) 40例，分類不能 (血管関係異常のある房

Fontan 術後 15.2 (5.5 〜 21.5) 年，CPET 施行後 9.1

室中隔欠損・修正大血管転位等) 10例 (23%) であっ

(0.3〜12.1) 年であった．周期性呼吸変動を認めた群

た．また内臓錯位症候群合併は 9 例 ( 右側相同 6 例，

と認めなかった群では最終観察時年齢や Fontan 術

左側相同3例) であった．Fontan手術年齢4.1 (1.8〜

後期間および CPET 施行後観察期間において有意差

15.4) 歳であり，全例においてtotal cavopulmonary
connection ( 心外導管法 31 例，心内導管法 12 例 ) を
行った．CPET 施行時年齢は 9.8 (7.2 〜 30.7) 歳で，
Fontan 術後 4.1 (1.8 〜 15.4) 年であった．全 43 例に
お い て CPET の 結 果 は peak VO2 31.8 (18.8-48.1)
ml/ 分 /kg，%peak VO2 66 (41-102) %，VE/VCO2
slope 32.0 (18.2〜40.5)，%VE/VCO2 slope 72 (4192) %，最大心拍数145 (104-198)／分であった．心
臓カテーテル検査に基づく血行動態データは心係
数4.1 (2.5〜5.6) L／分／m2，中心静脈圧11 (6〜23)
mmHg，肺血管抵抗係数1.1 (0.3〜2.5) Wood単位／
m2，PA index 232 (149〜490) mm2／m2であった．
運動中の周期性呼吸変動は 23 例 (53%) に認めら
れた．周期性呼吸変動を認めた群 (23 例 ) と認めな
かった群 (20 例 ) の各群における，peak VO2，%
peak VO2，VE/VCO2 slope，%VE/VCO2 slope，最
大心拍数，心係数，中心静脈圧，肺血管抵抗係数，
PA index をTable 1に占示す．周期性呼吸を認めな
かった群のpeak VO2と%peak VO2はそれぞれ28.2
(18.8〜39.9) ml／分／kgと74 (56〜102) %であり，
周期性呼吸変動を認めた群の peak VO2 35.7 (26.5
〜 43.1) ml ／分／ kg と % peak VO2 59 (41 〜 81) %
に対して有意に低値であった (p ＜ 0.0001)．VE ／
VCO2，% VE ／ VCO2，最大心拍数に有意差はな
かった．また心臓カテーテル検査による血行動態指
標 (心係数，中心静脈圧，肺血管抵抗係数，PA index)
も2群間において有意差はなかった．

はなかった．観察期間中の死亡例，心血管イベント
および NYHA 心機能分類をTable 2に示す．観察期
間中の死亡例はなかった．心血管イベントを 11 例

(26%) に認め，周期性呼吸変動を認めた群では 5 例
(不整脈2例，蛋白漏出腸症1例，予期せぬ入院2例)，
認めなかった群では 6例 ( 不整脈 1 例，蛋白漏出腸症

1例，血栓・塞栓症2例，予期せぬ入院2例) であり有
意差はなかった．最終観察時の NYHA 心機能分類
は，周期性呼吸性変動を認めた群では NYHA 分類 I
度 20 例，II 度 3 例であったのに対して，周期性呼吸
変動を認めなかった群においては NYHA 分類 I 度 15
例，II度2例，III度3例であった．心血管イベントお
よびNYHA心機能分類を比較した場合，周期性呼吸
変動を認めなかった群において遠隔期において有
症状となる傾向であった．

考 察
今回の検討では，Fontan術後患者の約半数に運動
中周期性呼吸変動を認め，周期性呼吸変動を認めな
い群の方が peak VO2 が低い傾向であった．周期性
呼吸変動の有無と心臓カテーテル検査による安静
時血行動態指標との間には関連がなかった．また観
察期間中央値20年 (Fontan術後中央値16年) におい
て，周期性呼吸変動を認めない群では，NYHA心機
能分類 III 度 3 例であったのに対し，周期性呼吸変動
を認めた群では全例 NYHA心機能分類 I／II度であ
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Table 2. Death, cardiovascular events and NYHA functional class at the last follow up
in patients with EOV and without EOV.
㻌  without EOV
䞊
6
Arrhythmia
1
Protein losing enteropathy
1
Thromboembolism
2
Unexpectable admission
2
NYHA functional class
I
14
II
3
III
3
IV
䞊

Death
Cardiovvascular events

with EOV

p value

䞊
5
2
1

䞊
ns

䞊
2
20
3
䞊
䞊

ns
ns
ns
䞊

り，周期性呼吸変動を認めない群では遠隔期におい

血行動態を背景として慢性心不全としての呼吸循

て有症状となる傾向があることを明らかにした．

環反応の不調和を生じている11,12)．このような背景

Fontan 術後患者における運動中周期性呼吸変動
は46%に認められ，成人慢性心不全患者における既
存の報告と比較して高い頻度で観察された．運動中
の周期性呼吸性変動は Cheyne-Stokes 呼吸の一種
と捉えられ，運動による酸素需要量の増加に応じた
呼吸循環調節反応の異常と考えられている7,8,9)．つ
まり慢性心不全状態により生じる換気血流不均衡，
生理学的死腔増大，一回換気量減少，動脈血CO2分
圧感受性閾値亢進を背景とし，低心拍出量のために
自律神経の求心性経路と遠心性経路を介した呼吸
循環調節フィードバック機構の情報伝達に時間的
差異を生じることで引き起こされる現象である．
従って，末梢組織で運動による血中CO2上昇を感知
すると求心路を介して伝達されるものの低心拍出
量のため伝達に時間を要することと，CO2分圧感受
性閾値亢進のため過剰応答が生じるために過換気
状態となる．末梢組織でのCO2は速やかに低下する
ものの，その情報伝達にもまた時間を要してしまう
ためCO2低下は進行し，その情報を中枢神経が感知
したときには低 CO2 血症となっているために中枢
組織は低換気状態を引き起こす．この時間的差異を
伴う情報伝達の繰り返しが周期性呼吸変動の病態
であるとされる．Fontan術後患者における運動中の
呼吸運動反応の様々な研究において，肺への駆動心
室欠如のため肺循環における換気血流不均衡を生
じていることや，直列となった体肺循環から生じる
心室後負荷増加，また複数回に及ぶ先行姑息手術の
ため肺拘束性障害を生じていることが知られてい
る 1-3)．また Fontan 術後患者の運動時における交感
神経亢進 ( 副交感神経低下 ) や末梢化学受容体感受
性閾値亢進も報告されており，Fontan術後に特有の

から運動中に周期性呼吸変動を生じることは容易
に想像され，今回の検討のようにFontan術後患者に
おいて高頻度で周期性呼吸変動が観察されたと考
えた．近年ボストン小児病院から Fontan 術後患者

235 名の CPET 中の周期性呼吸変動による検討が報
告された 12)．その報告によると周期性呼吸変動は
38%に観察されたと報告され，やはり周期性呼吸変
動が Fontan 術後患者では比較的高い頻度で観察さ
れる現象であると考えた．
また，周期性呼吸変動を認めなかった群では周期
性呼吸を認めた群と比較して peak VO2 が低値であ
り，NYHA心機能分類が高い傾向であることを明ら
かにした．この結果は二室循環における慢性心不全
患者とは異なる結果であった9)．Fontan術後患者に
おいては運動中の呼吸回数増加が認められ，臥位運
動中の心臓 MRI による評価では心拍出量の約 30%
が呼吸運動に影響していることが示されている 14)．
実際に私たちは心臓カテーテル検査時の下大静脈
造影で吸気時の造影剤の流速の増加を観察し，呼吸
運動が循環に大きく影響することを目の当たりに
する．近年の詳細な報告では，Fontan術後患者の運
動中の血行動態評価においては運動中の心拍出量
増加は主に骨格筋の筋肉ポンプによる影響が大き
いものの，呼吸運動も重要であり，運動中の胸腔内
圧上昇は静脈還流量低下を招き運動耐容能低下に
大きく寄与するとされている 15)．このことからも
Fontan 術後患者において運動による心拍出量増加
を生じるために呼吸運動の役割は大きいように思
える．今回の検討では，Fontan術後者では運動中の
周期性呼吸変動を認めない群において peak VO2 が
低値であったことから，周期性呼吸変動を認めない
20
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群ではこのような呼吸調節反応が十分に生じてい

イアンスや静脈キャパシタンスが影響してくると

ないのではないかと推測し，今後の更なる検討が必

考えられる 16)．これまで多くの小児循環器医が，

要と考える．また，周期性呼吸変動を認めない群に

Fontan 術後患者がより良い運動耐容能を獲得でき
るように Fontan 手術に至るまでの治療計画を工夫
してきたことに加え，今後いかに良い循環状態を維
持してゆくかを考える上で心臓リハビリテーショ
ンの重要性にも着目したい．Fontan術後患者におい
ては継時的に peak VO2 は低下してゆくことが知ら
れる18)．一方で心臓リハビリテーションによる介入
を行うと peak VO2 が改善することも知られる 19)．
また前述したように筋肉ポンプが心拍出量増加に
寄与していることから，運動による筋量増加が生じ
てくることも運動耐容能改善に良い効果が得られ
るとの報告もある 20,21)．このような研究結果から，
Fontan 術後患者の運動耐容能維持における積極的
な運動療法に期待したい．

おいて peak VO2 が低値であった別の理由として，
運動中に十分な心拍出量増加が得られない症例に
おいては死腔換気増加による CO2 貯留が生じてし
まうために周期性呼吸変動が消失してしまうのか
もしれないと考えられるが，今回の検討で周期性呼
吸変動ある群とない群の間でVE／VCO2 slopeに有
意差はなかったこと，Ohuchi らの報告で Fontan 術
後患者の CPET 中に血中 CO2濃度はさほど上昇しな
いことなどから否定的である．一方で前述したボス
トン小児病院からの報告によると，周期性呼吸変動
を認めた群においては若年者が多く，VE ／ VCO2
slopeが高値である傾向にあったが，peak VO2には
差がなかったとされる13)．
Fontan 術後患者における運動中の周期性呼吸変
動と予後との既存の報告は少ない．周期性呼吸変動
を認めなかった群においては NYHA 心機能分類 III
度／IV度の症例は認めなかったものの，周期性呼吸
変動を認めた症例では III度／IV度の症例が約 5%に
認められ，中央値 5 年の経過観察期間において生存
率・心移植回避率が有意に低く，運動中の周期性呼
吸変動は予後不良因子であった13)．今回の検討にお
いてはCPET施行年齢中央値9.8歳であり，ボストン
小児病院の報告が 10 代後半〜 20 代を対象としてい
たことに比較すると，かなり低年齢を対象としている
ので，周期性呼吸変動の観察頻度が高かったものと
考えられる．また今回の検討では観察期間はFontan
術後中央値 16.3 年，CPET 施行後中央値 10.1 年で
あった．ボストン小児病院の報告では10年以上の観
察を行っているのは27名と少数である一方で，私た
ちのデータは学童期の CPET による周期性呼吸変動
の有無が，成人期の予後を反映するものとして位置
づけられる．peak VO2 低値であることは運動中の
心拍出量増加不良を反映している可能性があり，遠
隔期に有症状となりやすい傾向にあることを反映
していると推測した．
安静時の血行動態指標は運動時の呼吸循環反応
とは関連はなかった．この結果はこれまので数多く
の Fontan 術後患者における CPET データと血行動
態データとの関連を検討した報告においても，低い
心拍出量や高い中心静脈圧が peakVO2 低下と関連
しているという報告が散見されるものの，報告によ
り結果が異なり決定的な関連因子が見いだせない
ことからも推測される結果であった．Fontan 術後
患者においては運動によってどの程度心拍出量
増加を生じることができるかどうかは，心室機能の
みならず，肺循環受容量，すなわち肺循環コンプラ

本研究の限界
今回の研究では，幼少期より臨床症状のある患
者，つまり NYHA心機能分類V度の症例，蛋白漏出
性腸症合併や不整脈合併症例は含まれておらず，比
較的，自覚症状の乏しい患者，NYHA心機能分類の
低い患者の前方視的検討であったため，最終観察時
点において高い NYHA 心機能分類の患者が含まれ
なかった．そのため周期性呼吸変動の有無と心血管
イベント発症数や最終 NYHA 心機能分類の間に有
意な関係性は見られず，周期性呼吸変動がない症例
群においてNYHA心機能分類III度の症例が3例含ま
れたにとどまった．更なる症例数や観察期間が必要
であるかもしれない．また運動負荷試験は最大運動
負荷を目標として，VCO2／VO2＞1.2となることを
目標としたが，今回の研究ではVCO2／VO2は中央
値 1.0 ( 最小 0.9 〜最大 1.9) であった．研究対象年齢
が中央値 10 歳であったので十分な運動負荷ができ
てない可能性は否定できない．

結 論
Fontan 術後患者における運動中の周期性呼吸変
動は，Fontan循環の特徴から生じる慢性心不全を背
景として比較的高率に観察される現象であった．し
かし周期性呼吸変動を認めない症例において，遠隔
期において有症状となる傾向にあり，二室血行動態
の慢性心不全患者とは異なる反応を示すことは特
筆すべきことであった．
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Abstract

Background: Exertional oscillatory ventilation (EOV) during exercise has been noted in
about 20% of adult patients with chronic heart failure, which is considered as the poor
prognostic factor. There is few reports about the relationship between EOV and clinical
symptoms among Fontan patients.
Patients and Methods: We studied 43 Fontan patients above 15 years of age who
underwent cardiopulmonary exercise test (CPET). Age at CPET was 9(6-30) years and
interval after Fontan operation was 4 (1.8-15) years. We analyzed NYHA classifications at 20
(15-34) years of age among these patients.
Results: Peak VO2, %Peak VO2, VE/VCO2 slope, %VE/VCO2 slope and peak heart rate were
31.8 (18.8-48.1) ml/min/kg, 66 (41-102) %, 32.0 (18.2~40.5), 72 (41-92) %and 145 (104-198)
bpm, respectively. EOV was noted in 23 patients (53%), and peak VO2 and % peak VO2 were
significantly higher in the patients with EOV than those without EOV (35.5 vs 28.4 ml/min/
kg, p<0.001; 74 vs 59 %, p=0.001). There was no significant relation in VE/VCO2 slope, % VE/
VCO2 slope and peak heart rate. Hemodynamic data at around the same time of CPET was
not related to CPET data including central venous pressure, cardiac index and pulmonary
index. At the last follow up, 20 patients (87%) with EOV were in NYHA functional class I and
the rest 3 patients(13%) were in class II, whereas 15(75%), 2 (10%) and 3 patients (15%)
without EOV were in NYHA functional class I, II and III, respectively.
Conclusions: EOV is a frequent phenomenon among Fontan patients. We noted that there
were some symptomatic patients in the follow up period among patients without EOV during
childhood.
Key words：Fontan, Cardiopulmonary exercis test, Exertional oscillatory ventilation,
Long-term outcome

23

