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【特 集】成人先天性心疾患の診療体制を問う

成人先天性心疾患の診療体制− その歴史と世界の動向
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旨

多くの先天性心疾患患者が成人を迎え社会的自立が可能となった．しかし，成人先天性心疾患
(adult congenital heart disease; ACHD) は，加齢により病態が修飾されることがあり，成人後も
観察，加療を必要とすることが多い．欧米では，ACHDの専門診療施設が日本よりも早くから設立
されている．日本でも，循環器科，小児循環器科のいずれの専門医であるかを問わず，ACHDの研
修を受けて，この分野を専門とする医師を中心として，循環器科医，小児循環器科医，心臓血管外
科医，内科専門医，産科医，麻酔科医，専任看護師，臨床心理士などの専門家が参加する共同運営
システムを構築することが望まれる．また，ACHDの全国ネットワークを構築して，地域での診療
の中心となる診療センターを構築することと，いわゆる病診連携を密にして，専門施設への紹介/逆
紹介を行い，診療を維持することも必要である．
キーワード： 成人先天性心疾患 (ACHD)，成人先天性心疾患の診療体制，
成人先天性心疾患を専門とする医師，移行外来，チーム医療

はじめに

先天性心疾患は成人後どのような経過をとる
か（表1）

成人先天性心疾患 (adult congenital heart disease;

ACHD) は，加齢により，背景となる基礎疾患の病
態変化以外に，就業，医療保険，生命保険，心理的
社会的問題，結婚，出産，遺伝など成人期特有の問
題を抱える．このため，成人後も観察，加療を必要
とすることが多い．小児期は両親が病気の内容，治
療法を把握していたが，成人になる過程で本人が病
気を認識することが必要となる．これらの問題を抱
え成人したACHD患者に対し，成人期心疾患の訓練
を受けていない小児循環器科医が継続して診てい
るか，先天性心疾患診療の訓練を受けていない循環
器科医が経過観察を行っている場合が多かった．し
かし，循環器科医のこの分野への関心も高まってい
る．患者数の増加，加齢は今後も確実に進むため，
近い将来，この分野は，循環器科医の診療分野の中
の一つを占めることは疑いがない．
ACHDの診療施設は，循環器科，小児循環器科の
いずれの専門医であるかを問わず，ACHDの研修を
受け，この分野を専門とする医師を中心として，循
環器科医，小児循環器科医，心臓血管外科医，内科
専門医，産科医，麻酔科医，専任看護師，臨床心理士
などの専門家が参加する共同運営システムが望ま
れる．また，ACHDの全国ネットワークを構築して，
地域での診療の中心となる診療センターを構築す
ることと，いわゆる病診連携を密にして，診療を維
持することが必要である．また，専門の医師が少な
い現状では，この分野の遠隔医療の役割も大きい．

半世紀ほど前からの内科心臓血管外科治療の発
達により，小児先天性心疾患患者の多くが成人を迎
えるようになった．今では，90%以上の生産児が成
人となっている 1)．成人となった小児心疾患，すな
わちACHD患者数は，近年飛躍的に増加している2)．
今までは注目されていなかった “ 成人先天性心疾患
(adult congenital heart disease; ACHD)” が 循 環
器内科の新しく大きな分野の一つとなり，診療シス
テムの早急な構築が不可欠とされている1,3−5)．経過
観察を受けていない先天性心疾患患者，成人期以降
に発症する先天性心疾患 ( 大動脈二尖弁など ) を含
めると，ACHD患者数は，小児先天性心疾患患者数
を遙かに凌駕するとされる 6,7)．今後，ACHD 患者
の多くは，疾患の種類，重症度に応じて，小児循環
器科医から循環器内科医あるいは ACHD 診療専門
施設に紹介されることになる．ACHD患者は，経過
観察を自己中断していることも多く，成人期になり
不整脈，感染性心内膜炎，心不全，或いは妊娠，就
業などの際に，初めて循環器科医を訪れることも少
なくない6)．

成人先天性心疾患の経過観察の必要性（表2）
ACHD 患者は，少なくとも国内に，420,000 人お
り，今後，10,000 人 / 年近く増加する 7)．1997 年に
は，成人患者数と小児患者数は殆ど同数となった．
さらに，2020年には，成人患者数は，小児を凌駕し
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て，先天性心疾患も，成人の病気の一つと見なされ

ファロー四徴の修復手術で，右室流出路狭窄のよう

る可能性がある8.9)．

に術前からあった異常が術後に残存する遺残症，肺

Eisenmenger 症 候 群 を 含 む 小 児 の 未 手 術 チ ア
ノーゼ型先天性心疾患は減少している．しかし，チ
アノーゼ型先天性心疾患が，成人では一定数存在す
る．これらの患者は，チアノーゼによる系統的多臓
器異常を伴い，継続的な加療を必要とする．最近は，
チアノーゼ型先天性心疾患術後のいわゆる複雑
ACHD患者数が，急激に増加している．
心臓手術後長期生存が可能になるとともに，術後
長期遠隔期の問題点が明らかになった．よりよい
QOLを求める観点からみると，適切な手術が行われ
ても，各疾患，各術式に特徴的な形態・機能異常が
進展して，成人後に治療を必要とすることがある．

動脈弁逆流のように術前にはなかった異常が術後
に新たに生じる続発症である．先天性心疾患手術の
多くは根治手術ではなく，特徴的な遺残症，続発症
を伴う10)．加齢に伴い，心機能悪化，不整脈，突然死，
再手術，高血圧，冠動脈異常などにより病態が影響
される．このため，先天性心疾患術後は長期の経時
的経過観察が不可欠である．単純先天性心疾患も，
成人後も継続して経過観察，加療を必要とする場合
が少なくない11)．成人となって，心不全あるいは感
染性心内膜炎などが出現してから初めて心臓の診
断をくだされる場合，診療を自己中断して，心疾患
に起因する症状で再受診する場合も少なくない6)．

表 1 成人先天性心疾患の特徴
1. 現在,先天性心疾患の90%は成人となる．
2. 複雑先天性心疾患患者も社会参加出来る．
3. 多くの手術は根治手術ではなく，術後も経過観察を続けなければならない．
4. 初期に手術を受けた人は50歳台になり，長期間の心負荷，加齢などが，心機能，予後，生活の質を修飾する．
5. 成人先天性疾患患者のためのチーム診療が，広がってきている．

表2

先天性心疾患の成人期の問題点

心臓に関連した問題点

1. 生涯歴，生命予後，生活の質．
2. 手術，再手術，術後遺残症，続発症，合併症．
3. 心カテーテル検査，カテーテル治療．
4. 不整脈 (上室，心室頻拍，徐脈)，心不全，突然死．
5. 感染性心内膜炎．
6. 肺高血圧，Eisenmenger症候群．
7. チアノーゼに伴う全身系統的合併症．
8. 加齢，成人病の合併による病態の変化．
心臓以外の身体的問題点

8. 妊娠，出産，遺伝．
9. 非心臓手術．
10. 肝炎，肝硬変，肝ガン (輸血後，Fontan術後)．
日常生活の問題点

11. 運動能力，運動内容，レクリエーション．
12. 飛行機旅行，運転免許．
13. 社会心理的問題．教育，結婚，就業．
14. 社会保障 (健康保険，生命保険，更生医療，身体障害者，年金)．
管理，診療体制の問題点

15. 移行期の問題 (自分の病気，病態の認識)．
16. 診療体制，多職種の関与の必要性とチーム医療の確立
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ストラリア，ニュージーランドなど少ない12) (図3)．

成人先天性心疾患の経過観察を行う診療施設

日本の ACHD 診療施設も 1990 年代後半に設立さ

（表3）

れるようになったが，その多くは，小児循環器科医，

欧米は先天性心疾患患者の長期管理に対する取

心 臓 血 管 外 科 医 の み で 構 成 さ れ て い る 8)．最 近，

り組みが日本より早く2,8)，英国，北米では，1970-

ACHD を専門に診る医師を中心とした ACHD 診療

80年代にACHDの専門診療施設が始まっている．そ
の後，1980-90 年にかけて，それらの施設で，研修
を受けた医師を中心として，新たな専門診療施設
が，開かれるようになっていった．北米，欧州，日
本，韓国，オーストラリア，ニュージーランドなど
である．さらに，2000年代に各地に広がり，アジア
では，シンガポール，マレーシアなどでも専門施設
が置かれるようになってきた．欧米の診療体制は，
循環器科医，小児循環器科医，心臓血管外科医，麻
酔科医，内科，産科，精神科医，専任看護師などを
含んだチーム医療を行う先天性心疾患診療専門施
設があり，その中心は，循環器内科を背景とした
ACHD を専門とする医師である 8)．これに対して，
アジアでは，小児循環器を背景としACHDを専門と
する医師を中心として設立されていることが多い．
2007 年 に ISACHD (International Society for
ACHD) で，欧米アジアの ACHD 診療施設の実態調
査を行った．研修医のプログラムを持っている施設
がどのくらいあるかという調査である (図1,2)．欧州
と米国で，研修医に関する解釈が違うため，多少の
異同はあるが，多くの患者を診ている施設が各国に
設立されている．これに対して，アジア太平洋地区
では，15カ国で，ACHD外来を持つが，入院を含む診
療施設がある国は，日本，韓国，シンガポール，オー

表3

部が設立されている．また，循環器内科医を中心と
した ACHD 診療ネットワークも組織されている．

ACHD診療に適しているとされる大学病院，総合病
院の循環器科22施設が，ACHD外来を開いて，この
分野の診療を開始している．
ACHDは，心不全，不整脈，突然死，妊娠出産13)
など成人心疾患の分野と共通した問題点が多い 14)．
さらに，加齢とともに，一般成人と同様，生活習慣
病，高血圧，糖尿病，消化器疾患，泌尿器科的疾患
など，心臓以外の疾患の併発も少なくない．ACHD
は，小児科医だけで診療の出来る疾患ではなく，成
人疾患に習熟した循環器科医，内科医との共同診療
が推奨される．こども病院という小児中心の診療形
態ではなく，成人を中心とした診療形態，あるいは，
成人期まで継続診療を行える診療施設が必要とさ
れる．循環器科医は，心臓病の形態，機能，病態に
習熟する必要があり，小児循環器科医は，成人期の
問題点に関する知識を必要とする．将来的には，循
環 器 科 医 か 小 児 循 環 器 科 医 か の 背 景 を 問 わ ず，
ACHDを専門とする医師，看護師を中心とした共同
運営システムが望まれる2,5,8)．また，今後のこの分
野の発展のためにも，専門診療施設での若手医師の
教育体制の確立も不可欠である．

成人先天性心疾患診療体制と外来

1. 成人先天性心疾患患者数は，近年，飛躍的に増加．
2. 複雑先天性心疾患も，成人期の問題点は，心不全，不整脈，血栓形成，突然死，再
手術であり，成人先天性心疾患を専門とする医師ないし循環器内科医が中心となり
診療体制を構築する必要．
3. 成人先天性心疾患のチーム診療システム (循環器内科，小児循環器科，心臓血管外科，
内科専門医，産婦人科，麻酔科，新生児科，看護師) の構築．
4. 医療者の教育，研修．(小児循環器科医は内科，循環器内科医は，先天性心疾患の訓練，
知識の習得)．
5. 移行外来の設置．
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図1
北米の成人先天性心疾患診療センターを示す．研修医プログラムの確立している施設
（赤丸），研修医プ
ログラムが確立していないが，研修医がいて，患者数が >2500 以上の施設施設（黄色丸）
，研修医のいな
い施設（緑丸）




   

  
  



 

図2
欧州の成人先天性心疾患診療センターを示す．研修医プログラムの確立している施設
（赤丸），研修医プ
ログラムが確立していないが，研修医がいて，患者数が >2500 以上の施設施設（黄色丸）
，研修医のいな
い施設（緑丸）



 




 


 


  
 






図3
アジア太平洋地区で成人先天性心疾患外来のある施設（15カ国）を示す．
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patients with congenital heart disease know about their
disease, treatment, and prevention of complications? A
call for structured patient education. Heart 86:74-80,
2001.

とっている病院が増えてきている．この移行外来を
同じ病院内に設けている施設もある．いずれにせ
よ，診療を中断することなく続けていく上でも，成

17) 丹羽公一郎，立野滋，建部俊介, 他：成人期先天性心疾患患
者の社会的自立と問題点. J Cardiol 39: 259-266, 2002.
18) Marelli AJ, Therrien J, Mackie AS, et al: Planning the
specialized care of adult congenital heart disease
patients: from numbers to guidelines; an epidemiologic
approach. Am Heart J 157;1-8, 2009.

人向きの外来，病棟に徐々になれていくための工夫
が必要である16,17)．
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Because of major advances in surgical and medical management, ever-increasing
numbers of patients with congenital heart disease (CHD) reach adulthood. With few
exceptions, however, reparative surgery is not radical with residua and sequelae that require
life long surveillance. Because of the complexities such as heart failure, arrhythmias, sudden
death reoperation, cardiac intervention and ablation inherent in the comprehensive care,
proper follow-up and management are mandatory.
Regarding caregiver for adult CHD (ACHD), transition from pediatric cardiologists and
cardiovascular surgeons to cardiologists those are well trained in the field of ACHD, is
necessary. Provision of comprehensive care by multidisciplinary teams including adult and
pediatric cardiologists and cardiovascular surgeons was the fundamental feature in care
facilities for ACHD. Training and education should be focused on the ACHD fellows who
represent the next generation of cardiologists and cardiovascular surgeon that will assume
responsibility for this patient population.
Specialized tertiary care facilities developed in response to the increasing numbers of
ACHD. Because this patient population comprizes a relatively new area of specialized
cardiovascular interest, the first facilities necessarily evolved without preexisting guidelines
or interaction. After the establishment of initial favcilities in the North America and UK, the
other following centers, the directors of them were trained in these initial facilities, have
been evolving in the North America, Euro, and Asian-Pacific lesions including Japan.
In this review, I will characterize the major features of tertiary ACHD facilities in the
North America, Euro and Asia Pacific regions and clarify the historical and current situation
in adult CHD services.
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