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一般社団法人日本成人先天性心疾患学会定款

第1章　総則

（名称）
第1条　この法人は，一般社団法人日本成人先天性心疾患学会（以下「本会」という．）と称する．
2 本会の英語名は，「Japanese Society for Adult Congenital Heart Disease」とし，略称を「JSACHD」する．

（事務所）
第2条　本会は，主たる事務所を東京都新宿区に置く．

第2章　目的及び事業
（目的）
第3条　本会は成人先天性心疾患研究を通して広く人類の健康の増進に資することを目的とする．

（事業）
第4条　本会は，前条の目的を達成するため，次の事業を行う．
（1） 学術集会の開催
（2） 成人先天性心疾患に関する調査研究事業
（3） 成人先天性心疾患診療に関する教育事業
（4） 専門医の資格認定事業
（5） その他本会の目的を達成するために必要な事業

第3章　会員
（法人の構成員）
第5条　本会に次の会員を置く．
（1） 正会員 本会の目的に賛同して入会した医師及び医療関係者である個人
（2） 準会員 本会の目的に賛同して入会した医師及び医療関係者以外の個人
（3） 名誉会員 本会に対し顕著な功績のあった者の中から理事会が推薦し，総会で承認された個人
（4） 賛助会員 本会の目的に賛同し，賛助する個人
（5） 団体会員 本会の目的に賛同し，賛助する団体

2 前項の正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（以下，「一般法人法」という．）
上の社員とする．

（入会）
第6条　正会員，準会員，賛助会員及び団体会員になろうとする者は，所定の手続きを経て理事長の承
認を得なければならない．

（会費）
第7条　本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため，正会員，準会員，賛助会員及び団体会員
は，理事会において別に定める会費を支払わなければならない．

2 既納の会費は，いかなる理由があってもこれを返還しない．

（任意退会）
第8条　会員は，退会届を理事長に提出することにより，任意にいつでも退会することができる．
2 退会する会員は，未納の会費を納入しなければならない．
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（除名）
第9条　会員が次のいずれかに該当するに至ったときは，総会の決議によって当該会員を除名すること
ができる．

（1） 本会の名誉を著しく傷つける行為を行った場合．
（2） 本会の目的を明らかに著しく損なう行為を行った場合．
（3） その他除名すべき正当な事由があるとき．

（会員資格の喪失）
第10条　会員は，次のいずれかに該当するに至ったときは，その資格を喪失する．
（1） 退会したとき．
（2） 除名されたとき．
（3） 第7条の会費の支払義務を3年以上履行しなかったとき．
（4） 正会員の全員が同意したとき．
（5） 当該会員が死亡または解散したとき．

第4章　総会
（構成）
第11条　総会は，すべての正会員をもって構成する．
2 前項の総会をもって一般法人法上の社員総会とする．
3 名誉会員は総会に出席することができる．

（権限）
第12条　総会は，次の事項について決議する．
（1） 会員の除名
（2） 理事及び監事の選任又は解任
（3） 理事及び監事の報酬等の額
（4） 貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の承認
（5） 定款の変更
（6） 解散及び残余財産の処分
（7） その他総会で決議するものとして法令またはこの定款で定められた事項

（開催）
第13条　総会は，定時総会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか，必要がある場合に
開催する．

（招集）
第14条　総会は，法令に別段の定めがある場合を除き，理事会の決議に基づき理事長が招集する．
2 総正会員の5分の1以上の議決権を有する正会員は，理事長に対し，総会の目的である事項及び招集
の理由を示して，総会の招集を請求することができる．

（議長）
第15条　総会の議長は，理事長とする．

（議決権）
第16条　総会における議決権は，正会員1名につき1個とする．
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（決議）
第17条　総会の決議は，議決権の10分の1以上を有する正会員が出席し，出席した当該正会員の議決権
の過半数をもって行う．

2 前項の規定にかかわらず，次の決議は，正会員総数の半数以上であって，正会員総数の議決権の3分
の2以上に当たる多数をもって行う．

（1） 会員の除名
（2） 監事の解任
（3） 定款の変更
（4） 解散
（5） その他法令で定められた事項

3 正会員は，代理人によってその議決権を行使することができる．
4 正会員は，書面による議決権の行使ができる．
5 代理人及び書面により議決権を行使した者は，総会の出席者として取り扱う．

（議事録）
第18条　総会の議事については，法令で定めるところにより，議事録を作成する．
2 議長及び総会に出席した正会員より選出された議事録署名人1名以上は，前項の議事録に記名押印する．

第5章　役員
（役員の設置）
第19条　本会に，次の役員を置く．
（1） 理事3名以上
（2） 監事1名以上

2 理事のうち1名を理事長とし，2名以内を副理事長とする．
3 前項の理事長をもって一般法人法上の代表理事とする．

（役員の選任）
第20条　理事及び監事は，総会の決議によって選任する．
2 理事長及び副理事長は，理事会の決議によって理事の中から選定する．

（理事の職務及び権限）
第21条　理事は，理事会を構成し，法令及びこの定款で定めるところにより，職務を執行する．
2 理事長は，法令及びこの定款で定めるところにより，本会を代表し，その業務を執行する．
3 副理事長は，理事長を補佐する．
4 理事長は，毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上，自己の職務の執行の状況を理事会に報告し
なければならない．

（監事の職務及び権限）
第22条　監事は，理事の職務の執行を監査し，法令で定めるところにより，監査報告を作成する．
2 監事は，いつでも，理事及び使用人に対して事業の報告を求め，本会の業務及び財産の状況の調査
をすることができる．

（役員の任期）
第23条　理事の任期は，選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結
の時までとする．

2 監事の任期は，選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時ま
でとする．
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3 補欠として選任された理事又は監事の任期は，前任者の任期の満了する時までとする．
4 理事又は監事は，法令に定める定数に足りなくなるときは，任期の満了等により退任した後も，新
たに選任された者が就任するまで，なお理事又は監事としての権利義務を有する．

（役員の解任）
第24条　理事及び監事は，総会の決議によって解任することができる．

（責任の免除）
第25条　本会は，役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について，法令に定める要件に該当する
場合には，理事会の決議によって，賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を
限度として，免除することができる．

第6章　理事会
（構成）
第26条　本会に理事会を置く．
2 理事会は，すべての理事をもって構成する．

（権限）
第27条　理事会は，次の職務を行う．
（1） 本会の業務執行の決定
（2） 理事の職務の執行の監督
（3） 理事長及び副理事長の選定及び解職

（招集）
第28条　理事会は，理事長が招集する．
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは，各理事が理事会を招集する．

（議長）
第29条　理事会の議長は，理事長がこれに当たる．

（決議）
第30条　理事会の決議は，議決に加わることができる理事の過半数が出席し，その過半数をもって行う．
2 前項の規定にかかわらず，一般法人法第96条の要件を満たしたときは，理事会の決議があったもの
とみなす．

（議事録）
第31条　理事会の議事については，法令で定めるところにより，議事録を作成する．
2 出席した理事長及び監事は，前項の議事録に記名押印する．

第7章　顧問
（顧問）
第32条　本会は，顧問を置くことができる．
2 顧問は，定年により理事を退任した者とし，理事会の決議を経て代表理事が委嘱する．
3 顧問は，この法人の運営に関する事項について，理事会から諮問された事項について意見を述べる
ことができ，委員会に属し委員会業務を補佐することができる．

4 顧問は無報酬とする．ただし，その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる．
5 顧問の任期は，選定後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定期社員総会の終結の
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時までとする．

第8章　評議員
（評議員）
第33条　本会は，評議員を置くことができる．
2 評議員については，別に定める規程による．

第9章　委員会
（委員会）
第34条　本会は，委員会を置くことができる．
2 委員会については，別に定める規程による．

第10章　資産及び会計
（事業年度）
第35条　本会の事業年度は，毎年12月1日に始まり翌年11月30日に終わる．

（事業計画及び収支予算）
第36条　本会の事業計画書，収支予算書については，理事長が作成し，理事会の決議を経ねばならない．
これを変更する場合も同様とする．

2 前項の書類については，主たる事務所に，当該事業年度が終了するまでの間備え置きするものとす
る．

（事業報告及び決算）
第37条　本会の事業報告及び決算については，毎事業年度終了後，理事長が次の書類を作成し，監事の
監査を受けた上で，理事会の承認を受けなければならない．

（1） 事業報告
（2） 事業報告の附属明細書
（3） 貸借対照表
（4） 損益計算書（正味財産増減計算書）
（5） 貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の附属明細書

2 前項の承認を受けた書類のうち，第1号，第3号，第4号の書類については，定時総会に提出し，第
1号の書類についてはその内容を報告し，その他の書類については承認を受けなければならない．

3 第1項の書類のほか，監査報告を主たる事務所に5年間備え置きするとともに，定款，正会員名簿を
主たる事務所に備え置きするものとする．

（剰余金の分配禁止）
第38条　本会は，剰余金の分配を行うことができない．

第11章　定款の変更及び解散
（定款の変更）
第39条　この定款は，総会の決議によって変更することができる．

（解散）
第40条　本会は，総会の決議その他法令で定められた事由により解散する．

（残余財産の帰属）
第41条　本会が清算をする場合において有する残余財産は，総会の決議を経て，公益社団法人及び公益
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財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人または国若しくは地方公共団体に贈与する
ものとする．

第12章　公告の方法
（公告の方法）
第42条　本会の公告は，主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う．
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学会・セミナー情報

❑第23回日本成人先天性心疾患学会　総会・学術集会

会 長：筒井裕之（九州大学　循環器内科）
日 程：2022年1月7日（金）～9日（日）
場 所：福岡国際会議場　福岡
H P：http://www.congre.co.jp/jsachd2022/

❑第24回日本成人先天性心疾患学会　総会・学術集会

会 長：檜垣高史（愛媛大学大学院医学系研究科　地域小児・周産期学講座）
日 程：2023年1月13日（金）～15日（日）
場 所：愛媛県民文化会館（ひめぎんホール）　愛媛

❑第25回日本成人先天性心疾患学会　総会・学術集会

会 長：上村秀樹（奈良県立医科大学先天性心疾患センター）
日 程：2024年予定
場 所：未定

❑第25回成人先天性心疾患セミナー

日 程：2021年10月24日（日）

日本成人先天性心疾患学会雑誌 （2021年8月）
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【症例報告】

食道造影検査が治療方針決定に有用であった左側大動脈弓遺残組織に
よる血管輪を呈した成人重複大動脈弓の一症例

石北 綾子 1），坂本 一郎 1），帯刀 英樹 2），梅本 真太郎 1）， 
永田 弾 3），山村 健一郎 3），塩瀬 明 2），筒井 裕之 1）

1） 九州大学病院循環器内科
2） 九州大学病院心臓血管外科

3） 九州大学病院小児科

要 旨

血管輪は，先天性心疾患の1%と稀であり，その多くが小児期に診断・治療され成人期症例は
極めて稀である．血管輪による気道・食道圧迫症状は，非特異的であり，適切な検査での評価が
必要である．症例は19歳，女性．16歳時の学校心臓検診にて血管輪が疑われたが症状がなく終
診となっていた．18歳時より，労作時倦怠感と嚥下困難を自覚し始めた．造影 CT検査で右側大
動脈弓に左側大動脈弓遺残組織（Aortic arch ligament）を伴った血管輪を疑われ，気管支鏡検
査・上部消化管内視鏡検査で血管輪に一致した圧排所見を認めるも，心肺運動負荷試験・肺機能
検査では機能的異常を指摘できなかった．食道造影検査にて，血管輪による圧排に一致した部位
で嚥下遅延を認め，外科的治療の適応と判断した．外科的治療で血管輪解除後は，嚥下困難・労
作時倦怠感は改善し，術後1年が経過しても症状の再燃はない．成人期に指摘された血管輪の治
療適応について食道造影検査が有用であったため報告する．

キーワード： vascular ring，double aortic arch，esophagography

I．はじめに
血管輪は，大動脈弓とその分枝血管が気管・食道を

取り囲みそれらを圧迫する解剖学的先天性異常であ
る．先天性心血管疾患の1%と稀な疾患で，その多く
は生後6ヶ月までに症状を伴って診断され，外科的加
療がなされる．成人期に血管輪と診断されることは極
めて稀である．加齢に伴う大動脈拡大や蛇行，脊椎変
形により新規に症状が出現することもあるが，しばし
ば症状は非典型的で血管輪と症状の相関を証明するこ
とが困難で，「慢性気管支炎」や「不安神経障害」と
して治療されることも少なくない．
成人期に指摘された血管輪に対して，食道造影検査

にて治療適応を判断した症例を報告する．

II．症例提示：19歳，女性
【主訴】労作時倦怠感，嚥下困難
【既往歴】特記事項なし
【生活歴】喫煙歴なし，飲酒歴なし
【家族歴】特記事項なし
【現病歴】16歳時の学校心臓検診の胸部 X線にて右
大動脈弓を疑われ，胸部単純 CT検査が施行された．
結果，血管輪を疑われたが自覚症状が認められなかっ

たため終診となった．18歳時より，階段を昇る際に
息切れが出現するようになり，以前と比べて徒歩通学
に要する時間が長くなってきた．また，同時期より固
形物嚥下時の嚥下困難を自覚し始め，次第にどのよう
な食物形態であっても嚥下時違和感を自覚するように
なった．精査目的に当科紹介となった．
【現症】身長166.9 cm，体重50.5 kg, BMI 18.1 kg/m2，
体温36.6°C，心拍数77回／分，血圧105/61 mmHg, 
SpO2 98%（室内気）
眼瞼結膜に貧血なし，頸静脈怒張なし，心雑音な
し，肺音清，肝臓触知なし，下腿浮腫なし
【検査所見】血液検査では，貧血なく，肝・腎機能・
凝固系・電解質に異常を認めず，BNPは9.8 pg/mL
と正常範囲であった．胸部 X線写真（Fig. 1左）で
は，心拡大を認めず（心胸郭比42%），左第1弓を確
認できなかった．無症候であった16歳時の所見（Fig. 

1右）と比較して，左第一弓の欠如はより明確であっ
た．心電図は，心拍数70回／分の正常洞調律であっ
た．経胸壁心エコーでは，左室駆出率70.9%で，心
臓の壁運動低下を認めず，有意な弁膜症を認めなかっ
た．心房中隔欠損・心室中隔欠損及び動脈管開存など
の心血管合併奇形を認めなかった．

2020年4月17日受付　　2020年5月26日受理
連絡先：石北 綾子，九州大学病院循環器内科， 

〒812-8582　福岡市東区馬出3-1-1，E-mail: ishikita@cardiol.med.kyushu-u.ac.jp
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Fig. 1　Chest X-ray. Chest X-ray showed absence of the left aortic arch.

Fig. 2　Contrast-enhanced computed tomography (CT) for a diagnosis.
The ascending aorta arose normally, but it divided into two branches. The right arch gave origin to two vessels, 
the right common carotid and right subclavian arose, and the left arch gave origin to the left common carotid 
and left subclavian arteries in that order. The left arch became atretic in its distal part beyond the origin of the 
left subclavian artery. There was the diverticulum on the descending aorta. Esophagus (blue) and trachea (green) 
were compressed at the space between the diverticulum and the left subclavian artery (circle).
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造影 CT検査（Fig. 2）では，上行大動脈は起始後，
右優位に左右に分枝していた．右側血管からは近位部
より，右総頸動脈と右鎖骨下動脈が分枝していた．左
側血管からは近位部より，左総頸動脈と左鎖骨下動脈
を分枝しており，左鎖骨下動脈を分枝した部位で閉鎖
していた．また，下行大動脈は椎体右側を走行してお
り，胸部下行大動脈に左頭側に向けた憩室を認めた．
動脈管開存は確認できなかった．これらの所見より，
右大動脈弓優位の重複大動脈弓で，左大動脈弓が，左
鎖骨下動脈を分枝した直後で退縮し，同部位にある小
さな隆起から下行大動脈の憩室までの間に左大動脈弓
遺残の繊維状索状物が存在し，血管輪を形成している
可能性を考えた．あるいは，正常鏡面の右大動脈弓お
よび左側無名動脈が存在し，肺動脈と下行大動脈の憩
室の間に動脈管索が存在し血管輪を形成している可能
性も矛盾はないと考えた．造影 CT検査のみでは，繊
維状索状物・動脈管索の存在がはっきりせず確定診断
は困難であった．気管及び食道は，左鎖骨下動脈屈曲
部と下行大動脈憩室の間隙にて最も圧排されていた．
気管支鏡検査では，気管分岐部より4気管軟骨輪頭

側から気管分岐部にかけて4時方向を中心に管外性圧

排所見を認め，また，気管分岐部から両側主気管支分
岐直下にかけて膜様部からの管外性圧排所見を認め
た．上部消化管内視鏡検査では，スコープの出し入れ
は円滑であったが，胸部上部食道右側を中心に扁平化
しており管外性の圧排所見を認めた．気管支鏡及び上
部消化管内視鏡検査いずれの圧排所見も，造影 CT検
査において最も圧排されていた部位，すなわち，左鎖
骨下動脈屈曲部と下行大動脈憩室の間隙に相当すると
考えられた．肺機能検査は，肺活量2.6 L, 1秒量2.0 L, 
1秒率80.1%であった．さらに，心肺運動負荷試験
は，最大酸素摂取量24.9 mL/min/kg（79%），VE vs. 
VCO2 slope 23.4と運動耐容能は保たれていた．
血管輪と症状の相関を明らかにするため，食道造影
検査を行った．食道造影検査（Fig. 3左）では，胸部
上部食道の右側，気管分岐部より1椎体頭側レベルに
狭窄を認め，同部位で造影剤は一次停滞し緩徐に通過
し，嚥下遅延の所見であった．血管輪の圧排に伴う嚥
下困難と判断し，外科的治療の適応と判断した．
【手術所見】全身麻酔下に，右側臥位で，左第4肋
間後側方開胸した．下行大動脈の憩室と左鎖骨下動脈
の間は線維性索状物で結合しており，血管輪を形成し

Fig. 3　Esophagography.
Preoperative esophagography showed right-sided esophageal indentation at level of one vertebra upper of tra-
cheal bifurcation (circle) and delay of swallowing (arrows). Postoperative esophagography revealed improve-
ment of that condition.
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ていた．合併する動脈管索は確認されなかった．以上
より，左大動脈弓が左鎖骨下動脈を分枝した直後で退
縮し，下行大動脈の憩室との間に左大動脈弓遺残の繊
維状索状物が存在し，血管輪を形成していると診断し
た．索状物を切除し血管輪を離断し，索状物付着部の
左鎖骨下動脈・憩室断端をmattress縫合と over and 
over縫合にて二重に縫合した．離断にて左鎖骨下動
脈と憩室間の距離は，半横指程度から3.5 cmに開大
した．右大動脈弓で下行大動脈が椎体の右側を走行し
ており，左開胸下では下行大動脈に直接到達できる位
置ではなかったため憩室は縫合閉鎖のみで終了した
（Fig. 4）.

手術時間：2時間36分
出血量：少量
【術後経過】手術当日に抜管し，乳糜胸，横隔神経
麻痺，反回神経麻痺，迷走神経麻痺などの合併症の
出現はなく経過した．術後行った食道造影検査（Fig. 

3右）では，気管分岐部直上レベルの狭窄は解除さ
れており，嚥下遅延は改善していた．造影 CT検査
（Fig. 5）で，左鎖骨下動脈の位置が腹側へ移動し，
下行大動脈の憩室からの距離は開大していた．嚥下困
難は改善し，術後10日に自宅退院となった．
術後1年の造影 CT検査では，血管輪による食道や
気管の圧排は指摘できず，憩室の形態やサイズに変化

Fig. 4　Intraoperative photos.
Through left thoracotomy, a fibrous chord from shoulder of the left subclavian artery to the diverticulum was 
exposed (left). After resection of the fibrous chord, interspace between left subclavian artery and diverticulum 
became expanded (right).

Fig. 5　Contrast-enhanced CT after surgical operation.
Interspace between left subclavian artery and diverticulum became expanded after a surgical division of the liga-
mentum. Esophageal (blue) compression was resolved after surgical operation.
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はなかった．労作時倦怠感や嚥下困難は完全に消失し
ていた．

III．考察
血管輪は大動脈及びその分枝血管の走行の多様性

により，大血管が食道や気管を囲み，圧排により症
状をきたす疾患である．血管輪を形成する形態異常
のうち，30%が重複大動脈弓と報告されている1）．
大動脈弓は胎生4週に左右6対の鰓弓動脈が出現・消
失を繰り返し形成されるが，重複大動脈は左右の第4
大動脈弓と背側大動脈第8分節が存続することで発生
する2）．上行大動脈起始は正常であるが，二枝に分枝
し，左右大動脈弓を形成し背側で合流し下行大動脈を
形成する．左大動脈弓が気管の前方及び左側を通過
し，右大動脈弓が食道の背側を走行することで，気管
や食道を囲む．75%が右大動脈弓優位であり，左大
動脈弓の多くは左鎖骨下動脈を分枝した後に狭窄ある
いは閉塞し，下行大動脈の憩室と繊維性索状物で連続
している．下行大動脈が右側に存在することも稀では
あるが報告されている1）．本症例は重複大動脈弓のな
かでも，右大動脈弓優位で，左大動脈弓は左鎖骨下動
脈を分枝後に閉塞し下行大動脈の憩室と線維性索状物
で繋がり血管輪を形成していた．また，下行大動脈は
椎体の右側を走行していた．
重複大動脈弓による血管輪の多くは，乳児期に気管

及び食道の圧迫症状で診断される．具体的には，喘
鳴・呼吸困難・繰り返す気道感染，嚥下困難・体重増
加不良である 1, 3）．稀に成人期に診断されるが，動脈
硬化の進行・解離・動脈瘤による血管輪の形態変化及
び脊椎変形のため，気道・食道圧排の自覚症状が新
規に出現し診断される場合 4, 5）と，他の目的で行った
画像検査にて偶発的に診断される場合6）がある．胸
部 X線では右大動脈弓を85%に，気管狭小を77%に
認めると報告されており1），本症例も，16歳の時に学
校心臓検診における胸部 X線での右大動脈弓所見を
契機に，血管輪を疑われていた．偶発的に診断された
場合，無症候であれば外科的修復術の適応にはなら
ない6）．本症例では，無症状のため終診となっていた
が，18歳時に，労作時倦怠感と嚥下困難が出現した．
気管支鏡検査や上部消化管内視鏡検査で血管輪に一致
した気管や食道の圧排は指摘できるものの，心肺運動
負荷試験・肺機能検査では機能的異常は指摘できな
かった．食道造影検査にて，血管輪による嚥下遅延が
明らかとなり，外科的治療適応と判断した．
手術は片肺分離換気を使用して，左開胸直視下手術

を選択した．完全内視鏡下や内視鏡補助下にて手術
を行うことも可能であると考えられる．しかしなが
ら，1）右大動脈弓であり憩室が椎体近くにあり深い
視野であること，2）血管鉗子3本を用いて血管を遮

断し切離する必要があること，3）頻繁に行う定型的
手術ではないことなどを考慮し安全性，確実性を考え
皮膚切開は大きくなるが，今回は左開胸直視下手術を
選択した．
外科的治療後は，食道造影検査で嚥下遅延の改善を
認め，嚥下困難の自覚症状も消失した．一方，労作時
倦怠感の原因ははっきりせず，術前後での心肺運動負
荷試験・肺機能検査は変化しなかったが，術後に労作
時倦怠感の自覚症状も完全に消失した．検査での運動
負荷（エルゴメータ）と臨床的に症状が確認された運
動負荷（階段を昇る・早足歩行）が違うため機能的異
常を術前に十分に検出できなかった可能性が考えられ
る．現に，本症例は心肺運動負荷検査の際に倦怠感の
自覚症状を検出できなかった．このような際は，術前
の運動負荷方法をよく検討し，トレッドミルを用いた
心肺運動負荷試験であれば術前後に変化が確認できた
かもしれない．
本症例は，16歳時と比較して，18歳時の胸部 X線

所見の方が，左第1弓の欠如所見が明確であり，この
解剖学的変化が症状出現に関与していたと推測され
る．一方，16歳時には単純 CT検査しか行われてお
らず，正確な評価は困難ではあるものの，明らかな動
脈硬化の進行・解離・動脈瘤による血管輪の形態変化
は指摘できなかった．16歳から18歳の間で体格の変
化も認めなかった．CT検査での評価が難しい左大動
脈弓遺残の線維性索状組織の形態変化が関与している
可能性が推察されるが，解剖学的にどのような変化を
生じたのか詳細は明らかにできなかった．本症例のよ
うに無症候性の血管輪の症例であっても，定期的な経
過観察が必要と考えられた．
治療後成績については小児症例についての検討が多
く，Alsenaidiら7）は，重複血管に対して手術を行っ
た79症例（手術時年齢中央値6ヶ月）の5年生存率
96%と報告している．また，2～34年の観察期間中
に死亡症例はなかったとの報告もある8）．一方，術後
54%の症例に呼吸器症状が出現し，6%の症例に消化
器症状が残存していたとの報告がある7）．Humphrey
ら9）は，術後呼吸器症状は手術時年齢が6ヶ月未満の
症例の80%, 6ヶ月から3歳までの症例の15%, 3歳以
上の症例の42%に出現しており，術前の血管輪圧迫
による気管への器質的傷害（気管軟化症）が術後呼
吸器症状の原因ではないかと推察している9）．また，
Backerら10）は，術後の残存憩室の拡大が原因で症状
が再燃し，再手術が有効であった症例が6%存在した
と報告している．
本症例は，18歳まで無症候で経過し，術前の気管
支鏡検査にて気管の器質的病変は指摘できなかった．
術後は症状が改善し，術後1年後も呼吸器症状の再燃
は認めなかった．一方で，下行大動脈の憩室は残存し
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ており，慢性期の拡大に伴う症状再燃には留意が必要
である．外科的治療にて，自覚症状の改善を得られた
が，今後も慎重に経過を追う必要があると考えられる．

IV．結語
食道造影検査にて，嚥下困難症状と血管輪の関係を

明らかにし，外科的治療の適応を判断した重複大動
脈・血管輪症例を経験した．成人期血管輪症例は，極
めて稀かつ，無症候であれば治療適応にない．食道造
影検査は治療方針決定のみならず，治療効果の確認に
も有用であった．

利益相反
本論文において，開示すべき利益相反（COI）はない．
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a Double Aortic Arch Presenting Vascular Ring  

with Left Aortic Arch Ligament
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Abstract

Vascular ring is a rare anomaly, accounting for only 1% of congenital cardiovascular 
anomalies. Symptoms due to vascular ring usually develop during infancy or early childhood. 
Therefore, there are few data in adults. It may be difficult to prove that vascular ring causes 
the symptom, such as dysphagia or dyspnea, in adults. We identified esophagography as a 
good modality for the evaluation of vascular ring.

A 19-year-old female presented dysphagia and dyspnea. Abnormal findings were pointed 
out by chest radiography at the age of 16 and the presence of vascular ring was suspected 
by computed tomography (CT). At that time, a surgical treatment was not considered due 
to the lack of any symptoms. At the age of 18, she complained of worsening dysphagia and 
dyspnea on exercise. Contrast-enhanced CT revealed vascular ring due to double aortic arch. 
Bronchoscopy and upper gastrointestinal endoscopy identified the compression of trachea and 
esophagus at the site of vascular ring. However, cardiopulmonary exercise test or spirometry 
did not show any abnormal findings. Finally, esophagography confirmed the compression of 
esophagus and the delay of swallowing by vascular ring. Consequently, surgical division of 
vascular ring was performed, and the symptoms were resolved. At one-year of follow-up, there 
is no recurrent symptoms.

Key words : vascular ring, double aortic arch, esophagography
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【症例報告】

ファロー四徴症の心内修復術後遠隔期・肺動脈弁置換術2年後に，
肺うっ血をきたし，食塩水負荷試験で容量負荷への 

脆弱性を確認した心室拡張障害の一例
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要 旨

ファロー四徴症術後遠隔期に右心不全が多いことは知られているが，高度の肺うっ血を生じ
た症例を経験したので報告する．症例はファロー四徴症の37歳女性．14歳時に心内修復術，35
歳時に肺動脈弁逆流のため肺動脈弁置換術を受けた．今回肺うっ血で初めて循環器内科に入院
し，心エコーで心室中隔が扁平，三尖弁逆流圧較差が高値（88 mmHg）であった．利尿薬静注
を開始し翌日造影 CTを行うと喉部絞扼感と低酸素血症がみられ，アナフィラキシーとして治療
し肺うっ血が増強したが，非侵襲的陽圧換気と利尿薬追加で改善した．後日心臓カテーテル検
査で，右室収縮期圧は72 mmHgと高値で，肺動脈弁狭窄，肺血管抵抗高値，高心拍出の所見が
あったが，肺動脈楔入圧は13 mmHgと境界高値にすぎず，肺うっ血の病態不明なため，食塩水
負荷試験を行った．わずか75 ml（2分間）で胸部不快がみられ，両心室の拡張末期圧が上昇した
（14→19 mmHg）．成人先天性心疾患では解剖学的修復術後にも複雑な病態を呈し，複数の要因で
肺うっ血をきたすことがあり，診断・治療いずれの面でも複数科や業種間での連携が必要である．

キーワード： ファロー四徴症，肺うっ血，食塩水負荷試験，医療連携

I．背景
ファロー四徴症の患者が新生児期・小児期の手術で

長期生存するようになり，成人期での不整脈や，肺動
脈弁不全にともなう右心不全で治療する機会が増えて
いるが，左心不全・肺うっ血についてはまとまった報
告がない．
【症例】37歳　女性（1981年出生）
【主訴】呼吸困難感
【診断】ファロー四徴症（心内修復術後・肺動脈弁
置換術後），うっ血性心不全，右側大動脈弓，下大静
脈欠損，拘束性換気障害
【既往歴】0歳　臍帯ヘルニア（Gross法による閉鎖術）
【家族歴】特記事項なし
【生活歴】飲酒歴なし．喫煙歴なし．
【現病歴】 0歳時（1981年）にチアノーゼを呈し，
ファロー四徴症と診断され，以後，以下の手術をうけ
た．

1歳3カ月（1982年）：左 original Blalock‒Taussig
シャント造設術

1歳9カ月（1983年）：右modified Blalock‒Taussig
シャント造設術

8歳（1990年）：姑息的右室流出路切開・パッチ形
成術，肺動脈弁切開術，Blalock‒Taussigシャント結
紮術

13歳（1994年）：心内修復術（心室中隔欠損閉鎖，
右室流出路再建），両側肺動脈形成術，三尖弁輪形成術

35歳時（2016年）に，疲れやすさと浮腫を自覚す
るようになった．利尿薬を開始して症状は軽減した
が，MRIで，肺動脈弁逆流率36.9%，右室拡張末期
容量係数143 ml/m2，左室拡張末期容量係数83 ml/m2

であり，肺動脈弁置換術（CEP Magna 25 mm）と左
肺動脈基部形成術をうけ症状は軽減した．術後MRI
で，右室拡張末期容量係数59 ml/m2，右室駆出率
55.4%，左室拡張末期容量係数59 ml/m2，左室駆出率

2019年8月7日受付　　2020年7月25日受理
連絡先：柏村 健，新潟大学大学院　医歯学総合研究科　先進心肺血管治療学講座， 

〒951-8510　新潟市中央区旭町通一番町757，E-mail: kashi@med.niigata-u.ac.jp
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60.7%であり，ひきつづき小児心臓外科外来に通院し
ていたが利尿薬を中止するにはいたらなかった．

37歳時（2018年），3カ月前より両下肢の浮腫が増
強し，2日前から息切れが増悪してきたため救急外来
を受診し，初めて循環器内科に依頼があり入院した．
【入院前処方】フロセミド40 mg/日，スピロノラク
トン50 mg/日
【現症】身長151.5 cm，体重44.8 kg，血圧90/68 mmHg
（左上腕：original Blalock‒Taussig短絡術側），脈拍
数108/分整，体温36.9°C，SpO2（室内気）87%，頸
静脈怒張あり，胸郭は狭く側弯あり，両側肺野に湿性
ラ音と狭窄音を聴取，IIp亢進，胸骨左縁第2肋間に
収縮期駆出性雑音2/VI，腹部平坦軟，両下腿浮腫あ
り．

同日再検した血圧（mmHg）：右上腕82/63，左上腕
80/62，右下肢110/52，左下肢121/55
【検査所見】白血球数6320/mm3，赤血球数501万/mm3， 
ヘモグロビン12.8 g/dl，ヘマトクリット44.3%，血小
板数24.1万/mm3，総蛋白7.2 g/dl，アルブミン4.0 g/dl， 
尿素窒素33 mg/dl，クレアチニン0.78 mg/dl，ナト
リウム129 mEq/l，カリウム5.1 mEq/l，クロール85  
mEq/l，AST 228 IU/l，ALT 221 IU/l，γ-GTP 25 IU/l， 
総ビリルビン2.1 mg/dl，CRP 2.27 mg/dl，BNP 1283.5  
pg/ml，FDP 8.9 µg/ml，D-dimer 1.4 µg/ml，TSH 1.43  
mIU/ml，フリー T3 1.5 pg/ml，フリー T4 0.90 ng/dl
胸部 X線（Fig. 1）で心拡大と肺血管影増強，心電
図（Fig. 2）で心房下部調律と完全右脚ブロックがみ
られた．心エコー（Fig. 2）で，左室壁運動は保たれ，

Fig. 1　Clinical course. NPPV; non-invasive positive pressure ventilation.

Fig. 2 Electrocardiogram on admission (A). Echocardiography on admission showed preserved left ven-
tricular systolic function (B and C, the long and short-axis views of the diastole. D and E, the short 
axis views of the diastole and systole), right ventricular hypertrophy (arrows), and flat interventric-
ular septum (C and E, arrow heads), early-diastolic septal dip (F, arrow head), and high tricuspid 
regurgitation pressure gradient (G). Plain and contrast-enhanced CT on day 1 showed pulmonary 
congestion, dilated heart, right ventricular hypertrophy, and absence of pericardial calcification (H 
and I). 3D-CT images captured 2 years earlier (J and K) showed absence of IVC and dilated collateral 
vessels.
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左室心筋重量係数　55 g/m2で左室肥大や緻密化障害
はなかったが，右室壁が肥厚し，心室中隔は拡張期・
収縮期ともに扁平で early-diastolic septal dipがあ
り，三尖弁逆流圧較差は88 mmHgと高値であった．
【入院後経過（Fig. 1）】
うっ血性心不全と診断し，入院前処方に加え，

フロセミド10 mgを静注し一日で1760 mlの利尿が
得られ，体重は42.3 kgとなった．肺塞栓症や置換
した肺動脈弁の血栓症を疑い造影 CT検査を施行し
たところ，喉部絞扼感を訴え，SpO2 90%（酸素2 l/
分）と低値で（ただし CT前も88%），血圧（左上肢）
73/53 mmHgであり，アナフィラキシーと考え，酸
素吸入，細胞外液の点滴静注，アドレナリン0.3 mg
筋肉注射を2回行い，SpO2 95%（リザーバーマス
ク10 l/分），血圧（左上肢）98/66 mmHgに上昇した
が呼吸苦が増悪していた．右大腿部で血圧を測ると
138/39 mmHgであり，脈拍数は130/分で，血液ガス
分析では，pCO2 146.3 mmHgと高度の高二酸化炭素
血症がみられたが，HCO3− 57.7 mmol/l，pH 7.213
で，意識状態は保たれており，非侵襲的持続陽圧換気
を開始した．胸部 X線で肺うっ血が増強しており，
フロセミド静注（20 mg），カルペリチド持続静注
（0.047 µg/kg/分）を開始し，利尿が得られ，第6病日
には体重36.6 kgまで減少し，陽圧換気は不要となっ
た．漸次，酸素，フロセミド静注，カルペリチド持続
静注を終了し，以後は入院前内服薬の継続と，一日
6 g/日の塩分制限食とで，呼吸苦の再発はなかった．

なお造影 CTで肺動脈内や肺動脈弁に血栓は見られな
かった．
第11病日に心臓カテーテル検査を施行し，下記の
とおり，右室収縮期圧が72 mmHgと高値であるの
は，肺動脈弁狭窄，肺血管抵抗高値があるうえに，
心拍出量が高いためと考えられた．一方，右室，
右房，左室，左房（肺動脈楔入圧）の拡張期圧は
12‒14 mmHgと同等に高値でとくに右室で高度の拡
張障害ありと考えられ，吸気時に右室収縮期圧が上昇
したときに左室収縮期圧が低下する右室‒左室連関が
みられたが（Fig. 3A），肺動脈楔入圧は左心由来の肺
高血圧の基準となる15 mmHgを超えていなかった．
［圧データ（mmHg）］：右房圧 a13，v13（12），右
室圧72/拡張末期14，肺動脈圧56/20（34），肺動脈楔
入圧 a15，v16（13），左室圧108/拡張末期14
［酸素飽和度（%）］：上大静脈75.5，右房75.7，右室

73.3，肺動脈76.6，橈骨動脈93.2
［心拍出量（l/分）/心拍出量係数（l/（分・m2））］：（熱
希釈法）5.94/4.22,（Fick法）6.60/4.68
［肺血管抵抗値（Wood単位）］：（熱希釈法）3.82,
（Fick法）3.18
そこで，右室・左室同時圧記録下に，食塩水負荷試
験（総量10 ml/kg体重1）を10分かけて2）注入するこ
とを予定）を行ったところ，2分間に75 ml入ったと
ころで胸部不快を訴え，右室と左室の拡張末期圧は
等圧のまま14 mmHgから19 mmHgに増加したため
（Fig. 3B），負荷を終了し，フロセミド静注を行い症

Fig. 3 Simultaneous recordings of the left and right ventricular pressure prior to and after the saline chal-
lenge test (A and B). Inhalation caused as downward shift of early-diastolic dips, increased the right 
ventricular systolic pressure, and decreased the left ventricular pressure (arrows). Administration 
of 75 ml of normal saline within 2 minutes increased the end-diastolic pressure of the right and left 
ventricles from 14 to 19 mmHg, equally. RV; right ventricle, LV; left ventricle.
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状改善した．
利尿薬内服は入院前と同量で継続し，塩分制限を指

導し，第15病日からエナラプリル5 mg/日のみ追加処
方し退院とした．以後1年間，心不全の再発なく外来
通院している．

II．考察
通常ファロー四徴症の心不全では右心不全が問題に

なるが，本症例で問題となったのは肺うっ血であり，
その要因は複数重なっていて，どれか一つを優位なも
のとは絞れなかった．一方，ひとたび静注利尿薬で改
善した後は，塩分制限による水分過剰の抑制で内服変
更はほとんどなくコントロールがついており，今回は
じめて循環器内科で診療したことで見えてきた，複数
科や業種間で共有すべき注意点を考察する．

●成人先天性心疾患診療について
本症例では肺うっ血が造影 CTを契機に悪化した

が，造影 CTを行った背景には，通常の成人の心不全
や肺高血圧症と病態が異なっており診断を急いでし
まったことが挙げられる．先天性心疾患では後述のと
おり肺うっ血や肺高血圧をきたす要因が多いため，
すぐに病態を把握するのが難しく，科をまたいで診
療することも多いので，スムーズな情報共有が必要
である．また，両上肢，特に左上肢の血圧は original 
Blalock‒Taussigシャント後で低値であることは分
かっており，緊急時を含め血圧や SpO2をどの部位で
測るかをあらかじめ業種間で周知しておく必要があ
る．さらに，本症例は，塩分制限と ACE阻害薬の追
加のみで退院後は肺うっ血をきたしていない．先天性
心疾患患者では，成人，さらには中高年になっていく
過程にあわせて，食事指導や服薬の見直しが必要であ
り，各科・各職種が異なった視点から再評価し介入す
ることでよい治療につながると考える．

●肺うっ血について
【容量負荷への反応】
肺うっ血が改善してから行った心臓カテーテル検

査の食塩水負荷試験2）では，2分間に75 mlのみの
静注負荷で，胸部症状を伴って，左室拡張末期圧が
14 mmHgから19 mmHgまで増加しており，左室拡
張障害の状態である．造影 CTでは48秒間に130 ml
（造影剤91 mlと生理食塩水39 ml）を静注しており，
溢水のコントロールが不十分な状態で，より強い容量
負荷が加わり，左室拡張末期圧が上昇したと推察さ
れ，さらに輸液やアドレナリンによる負荷で，肺水腫
が著明となったと考えられる．なお実際にアナフィラ
キシーであったかどうかの確証はない．
食塩水負荷試験は，収縮性心膜炎で行うときは大

きく負荷する報告もあるが（1000 mlを6‒8分で負
荷），左室拡張不全で行うときは小さめで500 mlにし
たり2），体重に応じて調整したり（10‒20 ml/kg）1）さ
れている．今回は少量（10 ml/kg，総量370 ml）で用
意したが，その約5分の1，75 mlのみで症状を伴っ
て両室の拡張末期圧が上昇した．ここで，左室拡張不
全症例で，体表面積あたりどれだけ食塩水負荷すると
どれだけ左室拡張末期圧が上昇するかの報告3）をみる
と，25±12 mmHg/（l/m2）であり，本症例で計算され
る98 mmHg/（l/m2）は非常に高い．容易に左室拡張
末期圧が上昇し，肺うっ血をきたす要因を考えたい．

【肺うっ血の多要因】
1. 左室拡張障害
ファロー四徴症の遠隔期には，さまざまな理由によ
り左室の収縮障害や拡張障害が生じることが報告され
ており4），本症例について検討する．
①先天的要因：ファロー四徴症では前負荷不足によ
り低形成であった左室で，心内修復術後に前負荷が増
大し，相対的過負荷状態に伴う拡張障害がしばしば見
られるが，本症例では左室容量は保たれている．
②過去の手術の影響：本症例は3回の心臓手術歴

があり，8歳時の姑息的右室流出路切開・パッチ形成
術，肺動脈弁切開術，Blalock‒Taussigシャント結紮
術は拍動下で行ったが，右室流出路にダクロンパッチ
を使用，14歳時の心内修復術では，細胞内液型血液
心筋保護液間欠投与による心停止が2時間32分で，
心室中隔欠損閉鎖に心膜裏打ちダクロンパッチ，右室
流出路から肺動脈にかけてはダクロン人工血管+二弁
付きウマ心膜パッチを用い，35歳時の肺動脈弁置換
術では，同様の心停止時間が2時間20分であり，右
室流出路から肺動脈にかけてダクロン人工血管を用い
て，生体弁に置換しており，心筋組織や心室のコンプ
ライアンスに影響を与えている可能性があり，さらに
心膜癒着予防に心膜下に GoreTexシートを入れてお
り，心臓の拡張を妨げている可能性がある．
③右室‒左室連関：拡大右室が左室を圧排すると短
期に収縮性心膜炎様の血行動態になるほか，左室収
縮能や拡張能が低下することが知られている5）．古典
的に収縮性心膜炎の場合，（1）両室の拡張末期圧の差
が5 mmHg未満，（2）右室収縮期圧／右室拡張末期圧
の比が3未満，（3）右室収縮期圧が50 mmHg未満，
とされ6），本症例では肺動脈弁狭窄や右室肥大のため
右室収縮期圧や右室拡張末期圧がもともと高く，（1）
のみしか当てはまらないが，近年重要視される ven-
tricular interdependence（吸気時に右室充満が増す
と右室収縮期圧は上昇するが，心室中隔が左室側に圧
されて左室が小さくなり，左室収縮期圧が低下する
反応）7）は見られており（Fig. 3，矢印），心エコーの
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early-diastolic septal dipからも収縮性心膜炎様に，
右室が左室を圧排して左室拡張期圧を上昇させている
ことが示唆される．特に本症例では，限定された縦隔
スペース，複数回の心膜切開や癒着の影響があるた
め，肺動脈弁狭窄もあって内圧が上昇したり容積が拡
大したりした右室と左室との相互関係による影響は大
きいと考えられる．
2. 右室機能
本症例は，肺動脈弁狭窄があって，右室駆出による

圧が肺毛細血管にかかりにくい状態であるにもかかわ
らず，肺うっ血を生じている．一般に右室は後負荷に
弱く，拡大して心拍出量が低下するが5），本症例では
むしろ心拍出量が高い．ファロー四徴症でもともと肥
大していた右心室が，長年の複数要因による負荷を代
償して収縮性を保ってきたのに加え，肺動脈弁置換術
で拡大した右室から十分な量の駆出が生じ，同時に有
意の逆流が阻止されることにより肺毛細血管に有効に
血液を送れるようになり，肺うっ血を助長させた可能
性がある．
3. 合併奇形・合併症
本症例は心拍出量が高く，下大静脈が欠損していて

奇静脈結合を有しており，心房下部調律もあって，左
側相同が鑑別に挙がる．下大静脈の閉塞や屈曲が先
天的なものなのか，生下時に臍帯ヘルニアがあって
Gross法による手術を受けたため生じたのかは定か
ではない．胸部所見としては retroaortic left innomi-
nate veinがみられ，右気管気管支があるものの，気
管支は左右非対称で，心臓手術時に心耳の異常はみら
れていない．腹部については，肝静脈が腹側の静脈に
開口したり，腎臓が横隔膜直下に位置したりする異常
はあるが，脾臓は左側に一つのみであり，左側相同と
はいえない状態である．
また，高心拍出や低酸素血症について，入院時検査

所見で肝障害がみられ静脈圧が高く，肝肺症候群が疑
われ，また，肺血管抵抗が高値で門脈肺高血圧症が疑
われた．しかし，うっ血改善後はトランスアミナーゼ
やビリルビン値は正常化し，室内気で動脈血酸素飽和
度は97.7%で，肺血流シンチで脳や腎臓などの肺外
集積はなくシャント率は5.7%で，肝肺症候群は示唆
されず，また診察や CTで，肝硬変や門脈体循環シャ
ントなどの門脈肺高血圧症を示唆する所見も得られな
かった．
4. 静脈コンプライアンス
以前の CT検査で，下大静脈が欠損しているもの
の側副血行が太く発達していることが分かっており
（Fig. 2J, K），体静脈のプールとしては余裕があるか
に見えたが，心臓カテーテル検査で両心室の拡張期圧
は高く，わずかな食塩水負荷でさらに上昇しており，
体静脈の緩衝作用も小さい印象を受ける．成人先天性

心疾患では，慢性的に静脈圧高値が持続する Fontan
術後に体静脈のコンプライアンスの低下が生じること
が示されており8），本例のような経過をたどったファ
ロー四徴症術後でも，同様のことが想定される．
肺静脈については，ファロー四徴症術後に肺高血圧
症をきたす諸要因として肺静脈のコンプライアンス低
下や肺静脈閉塞性疾患が挙げられることは一般的では
ないが9），肺高血圧をきたす心不全患者では肺静脈の
内膜が肥厚しており，その程度と肺動脈圧に関連があ
ることが報告されている10）．本症例は高度の肺うっ
血を呈したことから，肺静脈の内腔狭窄やコンプライ
アンス低下がある可能性がある．本症例で肺静脈病変
があった場合，先天的なものなのか，左室の拡張障害
や右室‒左室連関に伴う左房圧上昇によるものなのか
は現時点では不明である．

III．結語
ファロー四徴症心内修復術後・肺動脈弁置換術後
の37歳女性にみられた肺うっ血が造影 CTを契機に
増悪し，食塩水負荷試験で容易に心室拡張期圧が上昇
する病態を確認した．複雑先天性心疾患の成人例が増
えるなか，疾患の特性や個々の病態を把握し，複数科
や業種間で情報共有して診療にあたることが大切であ
る．
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Diastolic Dysfunction Confirmed by Saline Challenge Test in 
an Adult Patient with Repaired Tetralogy  

of Fallot Who Developed Pulmonary Congestion  
Two Years after Pulmonary Valve Replacement
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Abstract

A 37-year-old female who had undergone intracardiac repair and pulmonary valve 
replacement at the age of 14 and 35 years, respectively, developed pulmonary congestion and 
was admitted to our hospital. Echocardiography showed a flat interventricular septum and a 
high tricuspid regurgitation pressure-gradient (88 mmHg). The following day, enhanced com-
puted tomography was performed. Promptly after infusion of constant medium and saline, she 
complained a sense of choking and pulse oxygen saturation decreased. This complication was 
treated as anaphylaxis, and pulmonary congestion was exacerbated. Noninvasive positive 
pressure ventilation and the administration of intravenous diuretics improved pulmonary 
congestion. Cardiac catheterization on day 11 revealed high right ventricular systolic pres-
sure (72 mmHg) caused by pulmonary valve stenosis, high pulmonary vascular resistance, 
and high cardiac output. Notably, the pulmonary artery wedge pressure was 13 mmHg. A 
fluid challenge test using 75 ml of normal saline infused within 2 minutes increased the 
right and left ventricular end-diastolic pressure equally from 14 to 19 mmHg, indicating her 
susceptibility to volume load. This case shows that patients with repaired TOF and replaced 
pulmonary valve can develop pulmonary congestion, and their complicated hemodynamics 
may impair clinical decisions and require medical collaboration.

Key words : Tetralogy of Fallot, Pulmonary congestion, Saline challenge, Medical collaboration
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【症例報告】

繰り返す喀血の治療中に脳梗塞を発症した Fontan術後例

三木 康暢，田中 敏克，城戸 佐知子
兵庫県立こども病院循環器内科

要 旨

Fontan術後患者では，血栓塞栓・出血性合併症は死亡原因として重要である．今回我々は，
繰り返す喀血の治療中に脳梗塞を発症した Fontan術後例を経験したので報告する．症例は30
歳男性．9歳時に開窓付 Fontan手術が行われた．19歳，26歳時に喀血に対してコイル塞栓術が
行われた．30歳時に大量喀血のため入院となり，第1病日に緊急コイル塞栓術を行った．喀血を
繰り返したため，第16・45病日にコイル塞栓術を追加した．抗血小板薬・抗凝固薬は継続的に
使用できなかった．喀血に伴う D-dimerの変動は大きく，40.9 µg/mlまで上昇し，4か月間正常
化しなかった．第55病日に脳梗塞を発症し，右半身麻痺となった．心内，深部静脈血栓はエコー
では指摘できなかった．血栓溶解療法は行えず，エダラボン投与のみ行った．Fontan術後患者
では血栓塞栓・出血性合併症は致死的となる．出血性合併症は線溶凝固系に影響を及ぼすため，
血栓塞栓合併症の発症にも注意が必要である．

キーワード： Hemoptysis, Cerebral infarction, Fontan

I．はじめに
Fontan術後患者では，抗凝固因子の低下，血小板
機能の亢進，血液鬱滞などのために血栓形成傾向にあ
り，血栓塞栓症の合併症をきたすことがある．一方
で，大動脈肺動脈側副血管が原因となる喀血もしばし
ば経験する．Fontan術後遠隔期の死亡原因として，
血栓塞栓・出血性合併症が約10%を占めており1），そ
の対策は重要である．今回我々は，繰り返す喀血の治
療中に脳梗塞を発症した Fontan術後例を経験したの
で報告する．

II．症例
症例：30歳男性
既往歴：生後チアノーゼを認め，右側相同，右室型
単心室，肺動脈狭窄症と診断された．3歳時に体肺動
脈短絡術（Golaski® 5 mm）・肺動脈弁閉鎖術，9歳時
に開窓付 Fontan手術（心内導管 Gore-Tex® 22 mm）
が施行された．

19歳時に初回の喀血を認め，大動脈肺動脈側副血
管に対してコイル塞栓術が施行された．26歳に再
度喀血を認め，全身麻酔下で心臓カテーテル検査・
コイル塞栓術が行われ，以下の結果であった．中心
静脈圧10 mmHg，肺動脈圧9 mmHg，肺動脈楔入
圧7 mmHg，体血流量3.1 l/min/m2，肺血流量2.4 l/
min/m2，肺／体血流比0.80，肺血管抵抗0.83 Wood 

unit·m2，体血管抵抗11.6 Wood unit·m2（Fick法）
であった．以降，年1回の喀血があったが，経過観察
のみで軽快した．

0歳時に食道裂孔ヘルニア，1歳時に口唇・口蓋裂
に対する手術が行われた．
生活歴：喫煙，飲酒歴はなし．週5回事務職として勤
務している．平時の SpO2は88%（室内気）であった．
内服：ワルファリン，アスピリン，リシノプリル，L-
カルボシステイン

26歳時の喀血後はワルファリンの中止も検討した
が，PT-INR 1.2‒1.7を目標にワルファリンを減量し
て，アスピリンとの併用を続けていた．
現病歴：入院数日前から軽度の咳嗽を認めていた．入
院当日から発熱を認め，インフルエンザ A型陽性と
診断された．その後，大量の喀血を認め，気管挿管の
後に，当院に転院搬送となった．
現症：身長164.5 cm，体重47.9 kg, BMI 17.6，血圧
120/82 mmHg，心拍数110 /分，呼吸数22 /分であっ
た．人工呼吸管理下で SpO2 70%（FiO2 1.0）と低下
を認めた．また咳嗽のたびに気道出血を認めた．胸郭
挙上に左右差を認め，右の胸郭の挙上が乏しかった．
呼吸音は右肺で水泡音を認めた．心音は II音が単一
であり，心雑音は聴取しなかった．末梢冷感を認め
た．肝臓・脾臓は触知しなかった．
検査所見：胸部レントゲンでは右下肺野で透過性低

2020年6月30日受付　　2020年8月15日受理
連絡先：三木康暢，兵庫県立こども病院　循環器内科，  

〒650-0047　兵庫県神戸市中央区港島南町1丁目6-7，E-mail: mkysnb@gmail.com
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下を認め，胸部 CTで右肺を中心に肺出血，胸水を認
めた（Fig. 1a‒c）．血液検査では呼吸性アシドーシス
を認め，PT-INRは2.46と延長し，D-dimerの軽度
上昇を認めた．肝線維マーカーの上昇は認めなかった
（Table 1）．心エコーでは右室面積変化率42%，房室
弁逆流軽度であった．
入院後経過（Fig. 2）：筋弛緩薬を投与したが，自発呼

吸の消失とともに SpO2 30%に低下したため，筋弛
緩薬を中止せざるを得なかった．high PEEP療法，
深鎮静のみでは止血は得られず，右外側胸動脈，左肋
間動脈の側副血管に対して12個のコイルで緊急塞栓
術を行った（Fig. 3a）．術後から筋弛緩薬を再開し，
新鮮凍結血漿の輸血を行い，徐々に止血が得られた．
第7病日に筋弛緩薬を中止，再度左肺から喀血したた

Fig. 1　(a) A chest radiograph shows consolidation in the right lung. (b), (c) CT reveals pulmonary hemor-
rhage and pleural e�usion in the right lung.

Table 1　Laboratory data.

Fig. 2　Clinical course.
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め，第16病日に左内胸動脈，左甲状頸動脈の側副血
管に対してコイル20個で塞栓を行った（Fig. 3b）．第
23病日に気管切開を行い，鎮静，人工呼吸管理を中
止した．その後も咳嗽を契機として間欠的に少量から
中等量の喀血が続き，筋弛緩薬や鎮静，high PEEP
療法の再開・中止を繰り返した．また喀血が24時間
以上なければヘパリン投与を再開としていたが，断続
的に喀血が続くため，2日以上の継続的な使用は困難
であった．第45病日に右外側胸動脈，右甲状頸動脈
に対して20個のコイルを用いて3回目の塞栓術を行
い（Fig. 3c），徐々に喀血は収まった．
第55病日に，右上下肢の運動・感覚麻痺，右口角
下垂を生じた．頭部 CTでは出血は認めず，MRIで
左中大脳動脈領域の脳梗塞，左内頸動脈閉塞が判明
した（Fig. 4a, b）．深部静脈塞栓症の予防として，第

1病日から第108病日まで，鎮静下では間欠的空気圧
排法，非鎮静下では弾性ストッキング着用を行ってい
た．血栓の検索を行うも，エコーでは心内血栓，下肢
静脈血栓ともに認めなかった．血栓溶解療法，血栓回
収の適応はないと判断され，脳梗塞に対してはエダラ
ボンの投与を行った．ヘパリン投与を再開したが，再
度喀血を認めたため，3日間のみに留まった．抗血小板
薬の投与は行わなかった．D-dimerは喀血時に大きく
変化し，最大40.9 µg/mlまで上昇し，第128病日まで
D-dimerは正常化しなかった（Fig. 5）．6か月のリハビ
リテーションを行い，自力での経口摂取可能，介助下
での歩行可能まで回復し，第235病日に退院となった．
退院時までワルファリン・アスピリンは投与しなかっ
た．血栓形成の予防のため，退院後2か月後からワル
ファリンを再開した．アスピリンは再開していない．

Fig. 3　(a) 1st Coil embolization of collateral vessels was performed from the right thoracic and left inter-
costal arteries. (b) 2nd Coil embolization of collateral vessels was performed from the left inner tho-
racic and thyrocervical arteries. (c) Additional coils placed in the right lateral thoracic and thyrocer-
vical arteries at 3rd session.

Fig. 4　(a) Di�usion-weighted MRI shows high intensity in the left middle cerebral artery area. (b) MRA 
reveals occlusion of the left internal carotid artery.
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III．考察
Fontan術後の生命予後に関わる合併症として，蛋
白漏出性胃腸症や肺動静脈瘻，血栓塞栓，出血，肝機
能障害，腎機能障害などが挙げられる．本症例では，
血栓による脳梗塞・喀血のいずれも死亡に至る可能性
があった．また出血性合併症が線溶凝固系に大きな影
響を及ぼし，血栓塞栓合併症の発症にもつながった．

Fontan術後遠隔期の血栓塞栓・出血性合併症は致
死的となる．Fontan術後遠隔期の死亡原因は，心不
全や Fontan循環不全が22%，不整脈が16%と主に
循環器系に関わるものであるが，血栓塞栓・出血性合
併症も10%を占めており，決して少なくはない1）．一
般的に Fontan循環では，抗凝固因子の低下，血小板
機能の亢進，血液鬱滞などのために血栓形成傾向にあ
る2）．抗血小板薬・抗凝固薬の投与については，いず
れか単剤，あるいは併用が良いのか議論が分かれると
ころであり，一定の見解は得られていない3）．当院で
は Fontan術後は基本的に抗血小板薬・抗凝固薬の併
用を行っているが，施設によって異なるのが現状であ
る 4, 5）．Fontan術後の血栓形成に関与する要因とし
て，術式，静脈圧，心機能，不整脈，術後経過年数な
ど様々な報告がある．高い中心静脈圧，低心拍出，不
整脈，Fontanルートの狭窄，右左短絡，肺動脈弁閉
鎖に伴う盲端などは血栓形成のリスクファクターとさ
れ，抗凝固薬の使用が推奨されている2）．一方で，抗
凝固薬の内服により出血性合併症の事故が多く，死亡
率が高かったとの報告もある4）．大動脈肺動脈側副血
行路の破綻による喀血はよく経験され，時に致死的と
なる．Ohuchiらは Fontan術後遠隔期の出血性合併
症のリスクファクターとして内臓錯位症候群，男性，
SpO2低値を挙げている4）．血栓塞栓・出血性合併症
の既往，リスクファクターなどの患者特性を考慮し，

Fontan関連肝疾患や術後経過年数に応じて抗血小
板・抗凝固薬を流動的に変更するのが理想的ではある
が，現実的には難しい．
本症例では血栓形成のリスクファクターとして右
左短絡，肺動脈弁閉鎖に伴う盲端を認める一方で，
Ohuchiらの挙げた出血性合併症のリスクファクター
のいずれにも合致していた．また，喀血に伴う長期臥
床も血栓形成に寄与したと考えられる．血栓形成のリ
スクは高いと認識しており何度もヘパリンの再開を試
みたが，肺の異なる部位で喀血が再燃し，治療に時間
を要した．喀血も死亡に至る可能性が十分あったた
め，止血の得られていない状況でヘパリンの使用がで
きず，のちに脳梗塞を発症し，血栓塞栓・出血性合併
症がいずれも生じる結果となった．

Fontan術後遠隔期には抗凝固因子であるプロテイ
ン Cや S，アンチトロンビンの低下を認め，凝固能
亢進から血栓塞栓合併症のリスクが高まる6）．一方で
Fontan関連肝疾患の進行は，von Willebrand因子以
外の凝固因子の産生低下から出血性合併症にもつなが
り，線溶凝固系は複雑かつ経時的に変化すると考えら
れる．Fontan術後患者では肝硬変患者と同様に線溶
凝固系の buffering capacityが狭く，感染や手術など
のストレスを契機として容易に出血あるいは凝固症状
を呈すると考えられている7）．線溶凝固系の変動が大
きいと考えられる妊娠・出産でも，Fontan術後患者
では出産後に血栓塞栓合併症が増加することが指摘さ
れている8）．本症例では抗凝固因子の測定は行ってい
ないが，喀血を契機として止血機構が働き一連の凝固
因子が活性化された一方で，血管損傷部位以外で抗凝
固因子として作用するはずのアンチトロンビンやプロ
テイン Cなどの働きが不十分であったことが血栓形
成につながったと推測される9）．喀血時の D-dimer上

Fig. 5　The levels of D-dimer fluctuate with hemoptysis.
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昇はそれを示唆しており，Fontan術後患者では出血
性合併症が血栓塞栓合併症の発症にも影響を及ぼしや
すいと考えられる．

Takeuchiらは定期的な D-dimerの測定が心内血栓
のスクリーニングになりうることを報告しており，
1.8 µg/dlが cut offになるとしている10）．また深部静
脈血栓の除外診断にも D-dimerは用いられており，
0.5‒1.0 µg/mlが基準値とされている．D-dimerの測
定法や病状安定時ではないなどの相違点はあるが，
本症例では入院後から4か月間は1.8 µg/mlを超える
D-dimer値で推移しており，血栓のリスクは常在し
ていたと考えられる．

Fontan術後遠隔期の血栓塞栓・出血性合併症は死
亡原因の一つとして重要である．特にストレス時の線
溶凝固系の変動には注意が必要である．Fontan術後
では，血栓塞栓・出血性合併症など全身臓器にも目を
向けた管理が重要となる．

利益相反
本論文において開示すべき利益相反（COI）はない．
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Cerebral Infarction during Treatment of Recurrent 
Hemoptysis in a Fontan Patient

Yasunobu Miki, Toshikatsu Tanaka, Sachiko Kido
Department of Cardiology, Kobe Children’s Hospital

Abstract

Thromboembolic or hemorrhagic complications are important causes of morbidity in 
Fontan patients. Herein, we report a 30-year-old Fontan patient suffering from cerebral 
infarction during treatment of recurrent hemoptysis. The patient was admitted following 
massive hemoptysis triggered by respiratory infection at 30 years old. A fenestrated Fontan 
procedure was performed at 9 years old. Coil embolization for hemoptysis was performed at 19 
and 26 years old. On this visit, emergent coil embolization was performed on the first day of 
admittance, with further coil embolization procedures on the 16th and 45th days for recurrent 
hemoptysis. Antiplatelet or anticoagulant agents were stopped. Hemoptysis caused fluctu-
ations in D-dimer levels, which elevated to 40.9 µg/ml, and did not normalize for 4 months. 
On the 55th day, the patient developed right hemiplegia caused by cerebral infarction. The 
intracardiac or deep vein thrombosis was not detected by echocardiography. Thrombolytic 
therapy could not be initiated, and Edaravone only was administered. Thromboembolic and 
hemorrhagic complications are lethal in Fontan patients. Since hemorrhagic complications 
have significant impacts on the coagulation and fibrinolytic systems of Fontan patients, clini-
cians must be aware that thromboembolic complications might co-occur.

Key words : Hemoptysis, Cerebral infarction, Fontan
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【症例報告】

胃・大腸過誤腫性ポリープ切除が有用であった左心低形成症候群に
対する Fontan術後遠隔期の難治性蛋白漏出性胃腸症の成人例

前澤 身江子 1, 2），安河内 聰 2），武井 黄太 2），瀧聞 浄宏 2）

1） 東京大学医学部附属病院小児科
2） 長野県立こども病院循環器センター

要 旨

左心低形成症候群（HLHS）に対する Fontan手術（TCPC）の成績は向上し，成人期に達す
る症例が増加する一方で，蛋白漏出性胃腸症（PLE）を含めた様々な合併症の管理が問題となる
例も増加している．
症例は23歳の男性．6歳時に TCPCが施行されたが，術後1ヶ月で PLEを発症した．PLEに

対しては，大動脈縮窄ステント拡大などのカテーテル治療，ステロイド，肺血管拡張薬，抗心不
全療法，在宅免疫グロブリン皮下注射などを行ったが治療に抵抗性で感染やストレスを契機に再
燃し頻回の入院を要した．23歳時に血便とともにPLEの増悪を認め，上部，下部内視鏡検査で，
胃・大腸に多発する過誤腫性ポリープを認めた．内視鏡的に4回に分けてポリープ切除を行った
ところ，PLEは改善し，低アルブミン血症も回復した．難治性の Fontan術後に消化管ポリポー
シスを合併することは稀であるが，PLEの増悪因子として消化管ポリープが作用した可能性は
大きく，Fontan術後の PLE管理において消化管病変の診断は重要と考える．

キーワード： Hypoplastic Left Heart Syndrome, Fontan operation, Protein losing enteropathy, 
Polyposis, Long-term complication

I．緒言
近年左心低形成症候群（HLHS）に対する Fontan

手術の成績は向上し，長期の生存例も得られるように
なる一方，蛋白漏出性胃腸症（PLE）を含め肝線維
症／肝硬変，糖代謝異常などさまざまな全身合併症の
管理が問題となっている1）．今回われわれは，HLHS
に対する Fontan術後早期に PLEを合併し，難渋す
る PLEの管理に消化管ポリープ切除が有効であった
長期生存例を経験したので報告する．

II．症例
【症例】症例は23歳男性で，日齢0に ductal shock
を契機に診断された左心低形成症候群（HLHS）（僧
帽弁狭窄／大動脈弁狭窄）．日齢19で右modified 
Blalock‒Taussig短絡を用いた Norwood手術，生後 
7ヶ月で両方向性 Glenn手術を施行した．両方向性 
Glenn手術後，遺残大動脈縮窄による三尖弁逆流（TR）
の増悪と右室収縮能の低下を認め，1歳6ヶ月で経皮的
バルーン大動脈縮窄拡大術を行った．6歳時に18 mm 
の心外導管を用いた非開窓型 Fontan手術（TCPC）
を行った．術前の平均肺動脈圧（mPAP）は10 mmHg，
肺血管抵抗（PVRI）は3.1 Wood unit·m2であった

（Table 1）．術後胸水貯留が遷延し，術後1ヶ月時に
低蛋白血症（TP3.7 g/dl, Alb2.8 g/dl）と低γグロブリ
ン血症を認め，99mTc-Albシンチグラフィーで回盲部
への集積を認め蛋白漏出性胃腸症（PLE）と診断し
た．診断後に施行したカテーテル検査ではmPAPは
15 mmHgであった．アルブミン，γ-globulinの補充
に加え，ヘパリン持続点滴，プレドニン（PSL）内服
治療を行ったところ低アルブミン血症は改善し，術後
4ヶ月で退院した．
その後も PLEは，PSL内服の継続にもかかわら
ず感染やストレスを契機に容易に増悪し，アルブミ
ン，γ-globulin補充のために頻回の入院加療を要し
た．経時的な心カテーテル検査データでは，PVRの
増悪はなく，体血流量も3 l/min/m2<と保たれていた
（Table 1）．PLEに影響を与えると思われる血行動態
異常の改善のために，大動脈‒肺動脈側副血管に対す
るコイル塞栓術や，遺残大動脈縮窄に対するステント
拡大術を行い，肺血管拡張薬や抗心不全療法，利尿薬
（spironolactone, tolvaptan），在宅での免疫グロブリ
ン皮下注射（Subcutaneous Immunoglobulin: SCIG）
を併用したが，いずれも効果は限定的で，容易に再燃
しその都度 PSLの増量を必要とした．PSLによる副

2020年8月4日受付　　2020年9月16日受理
連絡先：安河内 聰，長野県立こども病院循環器センター， 

〒399-8288　長野県安曇野市豊科3100，E-mail: mapleyasukochi@gmail.com
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作用として腰椎圧迫骨折や，酒さ様皮膚炎などの副作
用を認めたが，PSLの中止は困難で，PSLの副作用
軽減のために budesonideに変更したが，ステロイド
から離脱することはできなかった．

23歳時に両側眼瞼浮腫と下腿浮腫のため当院救
急外来を受診し，著明な低蛋白血症（Alb2.3 g/dl, 
IgG197 mg/dl）を認め入院となった．長期的な医療

管理の上で，心外病変の合併も多く，8歳時に急性虫
垂炎・汎発性腹膜炎，11歳時に腰椎圧迫骨折，12歳
で胃潰瘍，13歳で特発性肺出血およびてんかん発作
を生じ，肝臓は肝線維症と診断されてウルソデオキシ
コール酸を継続的に服用していた．
【入院時現症】身長は149.3 cmと低身長で，体重は

58 kgと平時より1.2 kgの体重増加を認めた．呼吸音

Table 1　Serial changes of hemodynamic data at catheterization.

Hemodynamic changes showed mild elevation of mean CVP and PVR along the age but cardiac output was 
maintained above 3 l/min/m2 in spite of persistent refractory protein losing enteropathy. mSVCP: mean 
superior vena cava pressure, mIVCP: mean inferior vena cava pressure, mPAP: mean plumonary artery 
pressure, LAP: left atrium pressure, RVP: right ventricular pressure, AOP(s/d/m): aortic pressure (systolic/
diastolic (mean)), PVR: pulmonary vascular resistance, Qs: systemic blood flow, PG (AAO-DAO): pressure 
gradient (ascending aorta-descending aorta), RVEDP: right ventricular endsystolic volume, RV-EF: right 
ventricular-ejection fraction, TCPC: toral cavopulmonary connection, PLE: protein-losing enteropathy

Table 2　Laboratory data.

Laboratory data on admission demonstrated significant low serum albumin and IgG, but BNP level was 
less than 5.8 pg/ml.
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は清明，心音整，II音亢進を認めるが，心雑音はな
かった．腹部は膨満，軟で肝腫大は認めず，著明な眼
瞼浮腫と下腿浮腫を認めた．顔面には酒さ様皮膚炎
を認め，前額部にざ瘡を認めた．NYHA（New York 
Heart Association classification）は III度だった．
【入院時検査所見】胸部 X線では心胸郭比は56%，
正常肺血管陰影であった．心電図は心拍数90回／分
の洞調律で，右軸偏位，右室肥大を認めた．心臓超音
波検査では右室面積変化率0.48（四腔像），0.51（短
軸像）と右室の収縮能は良好であり，三尖弁逆流は軽
度（逆流率7.4%）であった．下大静脈の呼吸性変動
がない拡張を認めたが，Fontanルートに狭窄や血栓
形成はなかった．血液検査では，著明な血清アルブミ
ン2.3 g/dlと低蛋白血症を認めた（Table 2）．
【入院後経過】入院後アルブミン，γ-globulinの補

充を行ったが，補充を中止すると容易に血清アルブミ
ンや IgGが低下するため，連日の補充を要した．ま
た，PSL22.5 mg/日から40 mg/日に漸増したが，効果
はなかった（Fig. 1）．

99mTc-Albシンチグラフィーで2時間後より上部腸
管がうっすらと描出され（Fig. 2A），6時間後には回
盲部に明らかな集積がみられ，PLEの再燃と診断し
た（Fig. 2C）．
血液検査では TNF-αの上昇やリンパ球サブセット

の異常は認めなかった（Table 2）．腹部超音波検査で
は肝辺縁の鈍化と結節状の高エコー域を多数認め，
うっ血性肝線維症の所見を呈していた．腹水や胸水は
認めなかった．
入院22日目に心臓カテーテル検査を行った．CVP

は14 mmHgと軽度上昇し，平均左房圧（LAP）は

Fig. 1　Clinical course after admission.
Alb: serum albumin, IgG: Immunogloburin G, PSL: predonine, SCIG: Subcutaneous immunogloburin, hANP: Car-
peptide, OLP: Olprinon hydrocholoride hydrate, PGI2: Prostaglandine I2, ERA: Endothelin receptor antagonist

Fig. 2　99mTc-labeled-albumin scintigraphy.
99mTc-labeled-albumin scintigraphy demonstrated an labeled albumin leakage to the lumen of small intestine at 
ileocecal part 6 hours after injection. A) 2 hours after injection, B) 4 hours after injection, C) 6 hours after injec-
tion
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10 mmHgと高値であった．体血流量（Qs）3.2 l/
min/m2，右室駆出率60%と右室機能の低下は認め
ず，三尖弁逆流は軽度であった．大動脈の引き抜き
圧較差はなく，左房内の旧心房中隔欠損部での圧較
差は2 mmHgであった．肝静脈楔入圧（hepatic vein 
wedge pressure: HVWP）は14 mmHgであり，門脈
圧は Fontan術後としては正常範囲であった2）．下大
静脈から右肺静脈への最大径3 mmの体肺側副血行路
を認めたが，コイル塞栓術は行わなかった．
左房圧の上昇が CVPの上昇をきたし，PLEが増悪

している可能性を考え，後負荷の減少と心収縮の増強
のため入院37日目よりカルペリチド（hANP），オル
プリノン塩酸塩水和物（OLP）持続投与を開始した．
また，へパラン硫酸の補充を目的に入院36日目から
ヘパリンナトリウムの持続投与を行った．入院40日
目より低蛋白血症は改善し，入院46日目に OLPを
中止し，入院51日目に hANP，ヘパリンナトリウム
を中止した．また，PSLによる副作用軽減と PLEの
改善を目的として Budesonide 9 mg/日の内服を開始
し，PSLを漸減した（Fig. 1）．
一方で，入院10日目に腹痛と黒色便を認め，PSL
による副作用と考え，プロトンポンプ阻害薬を併用し
経過を観察していたが，便潜血陽性が持続したため，
入院46日目に上部，下部内視鏡検査を行った．食道
静脈瘤は認めず，胃前庭部，下行結腸に1 cm前後の
有茎性ポリープが多発し，形態的には過誤腫が疑われ
た（Fig. 3A）．摩擦により自然出血を認めるが，潰瘍
や静脈瘤などは認めなかった．十二指腸にリンパ管拡
張を疑う白斑は認めなかった．入院51日目に小腸カ
プセル内視鏡を行ったが，小腸に明らかなポリープは

認めず，99mTc-Albシンチグラフィーで強く集積した
部分を含めて，粘膜には絨毛の萎縮やリンパ管拡張を
示唆する異常所見は認めなかった．胃・大腸ポリープ
からの蛋白漏出も否定できないため，胃内のポリープ
を切除する方針とした．
入院62日目に Budesonide 9 mg/日，PSL 5 mg/日
まで減量して退院した．
退院後，内視鏡下ポリープ切除術を4回に分けて

行った（Fig. 3B）．病理組織的にも過誤腫に矛盾せ
ず，悪性腫瘍を疑う所見は認めなかった．入院時に
低蛋白血症に対してアルブミン，γ-globulinの補充
を要したため，PSLを増量し，hANPが有効であっ
たことから後負荷の軽減と心収縮の増強を期待して
nicorandil, pimobendanを開始し，Beraprost, rio-
ciguat，免疫抑制剤は中止した．ポリープ切除終了後
は低蛋白血症の進行は緩徐となり，アルブミンやγグ
ロブリンの補充回数も減少した．現在は，下肢の蜂窩
織炎のため一度入院を要した以外は定期外来受診時の
アルブミン補充と SCIGのみで外来観察できており，
PSLを漸減中である．現在 NYHA分類で II度，家
族旅行で地方に行く機会も増え，QOLは改善してい
る．

III．考察
PLEは Fontan手術後症例の約5‒15%に発症し，

経年的に増加する3）． PLE発症後の5年，10年，20
年の生存率は50%，35%，19%と報告されており4），
術後の生命予後を左右し，最も治療に難渋する合併症
の1つである 3, 5）．一方で，血行動態への介入，薬物
治療の進歩に伴い近年の報告では5年生存率88%，10

Fig. 3　Endoscopic findings.
(A) Hamartomatous polyps in gastric antrum. (B) Fidings after polypectomy with clip. The multiple nodular pol-
yps with hamartoma-like features were scattered at gastric antrum lesion. The some polyps showed mild ooz-
ing on surface (A). However, there was no lymphatic vessel dilatation. After polypectomy by endoscope, each 
polyps were clipped o� with hemostasis (B).
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年生存率72%と改善が見られており，長期生存症例
も増加している5）．

Fontan循環に伴う PLEは，従来 CVPの上昇と
低心拍出量などの血行動態異常に加え，サイトカイ
ン血症などの炎症機転の存在が発症の契機になると
考えられてきた 3, 5）．Fontan術後患者の PLE発症
の血行動態上のリスク因子として，Mayo clinicの
報告では術前の肺動脈圧>17 mmHg，術後の左房圧
>13 mmHg，不整脈をあげており3），Johnらは PLE
発症時の CVP>15 mmHg, EF<55%では10年生存
率が低いことを報告している4）．本症例では Fontan
術前の肺動脈圧は10 mmHgだが，肺血管抵抗は3.1 
Wood unit·m2とやや高値で，両方向性グレン手術後
の遺残大動脈縮窄による右室機能低下が問題であっ
た．遺残大動脈縮窄に対するバルーン拡大術後右室機
能は改善していたが，Fontan術後早期に PLEを発
症し，発症時の CVPは15 mmHgと上昇していたこ
とから，Fontan手術時に fenestrated Fontan手術の
適応などを考慮すべきであったかもしれない．ただ，
Fontan術後には，大動脈‒肺動脈側副血行路に対す
るコイル塞栓術や，遺残大動脈縮窄症に対するステン
ト留置術など，積極的な血行動態への介入が行われ，
血行動態的には改善した状態が維持できていた．
一方，PLEに対する薬物療法は，まだ確立したも

のはなく施設間や医療提供者により異なり，症例ご
とに個別に対応しているのが現状である3）．一般的に
は，PLEにより生じた低アルブミン血症や低ガンマ
グロブリン血症に対する補充療法に加え，血行動態改
善のための抗心不全治療，サイトカインによる炎症機
転に対する治療としてステロイドや抗サイトカイン治
療，消化管基底膜のペプチドグリカンに対するヘパリ
ン療法などの有効性が報告されている3）．
本例においても，血行動態に対する治療（肺血管拡

張薬，強心剤，抗心不全療法，利尿剤など）に加え，
PLE特異的治療（ステロイド，免疫抑制剤，ヘパリ
ンナトリウム）と補充療法（アルブミン，γ-globulin
補充，SCIG）を行ってきた．いずれの治療でも完全
寛解を得ることはできなかったが，ステロイド投与に
よる臨床症状と検査データの改善効果が高かったため
に長期的な投与を必要とした．しかしながら，同時に
中心性肥満，低身長，糖代謝異常，骨粗鬆症による腰
椎圧迫骨折などステロイドの蓄積による全身臓器に
およぶ副作用が問題となっていた6）．このため，全身
へのステロイド副作用軽減を目的として，消化管か
ら吸収されても，初回通過効果により約90%が肝臓
で不活化される budesonideに切り替え最終的には，
budesonideのみで管理できるようになった6）．
本例においては特異的であったのは，血行動態的

治療や薬物治療である程度寛解が得られていた PLE

が，消化管出血をともなう過誤腫ポリポーシスの合
併により増悪したことである．Fontan循環に関係な
く，消化管ポリポーシスのみでも蛋白漏出を生じる
が，その原因としては，胃腸リンパ流障害，毛細血管
透過性の亢進，ヘリコバクター・ピロリ感染，胃腸粘
膜上皮の炎症，局所線溶の亢進などが複合的に関与し
ていると報告されている．ポリポーシスにおける蛋白
漏出の機序としては，ポリープ部やポリープ間の介在
粘膜の囊胞状に拡張した腺管から蛋白を豊富に含む粘
液の分泌が亢進したり，あるいは間質が浮腫を伴うこ
とにより正常より細胞間隙が広くなり，そこから蛋白
が漏出し，その漏出量が消化管からの再吸収量を超え
た場合に蛋白漏出性胃腸症としての症状が出現すると
いう機序が一般的に考えられている 7, 8）． Fontan循
環においては，中心静脈圧が高いことから消化管粘膜
の血流うっ滞や毛細管の透過性亢進を生じ，さらにリ
ンパ灌流の異常があることから蛋白漏出を生じるハイ
リスクの状態にあるといえる 1, 3）．そこに本例のよう
なびらんや出血などの消化管粘膜上皮の異常をともな
うポリポーシスを合併すると，さらに消化管管腔内へ
の蛋白漏出が促される結果となり重症化しやすくなる
と考えられる．つまり，消化管ポリポーシスがあると
血行動態の改善やサイトカインなどに対する抗炎症治
療を行っても，局所的な消化管粘膜病変が存在すれば
蛋白漏出は改善できなくなるとも言える．
この消化管におけるリンパ管拡張症や，腫瘍性病変
などの粘膜上皮の診断においては上部，下部内視鏡検
査，小腸内視鏡検査が有用である．基本的に蛋白漏出
性胃腸症を生じた症例に対しては，消化管の粘膜病変
を疑い，精査として内視鏡検査を行うことが必要であ
ると考える．本例においても血行動態改善の治療や薬
物療法で蛋白漏出性胃腸症の改善が得られないと判断
した段階で，消化管内視鏡検査を行うべきであったと
考える．
消化管内視鏡の実施は，成人例はもちろんであるが
最近では小児においても安全に施行可能であると報告
されている．実臨床の場においては小児では内視鏡検
査は難しいと考えられていることも多いが，小児消化
管疾患に精通した医師の元では年齢や体型に準じた内
視鏡機器の選択と患者の個々の状態に応じた鎮静・麻
酔を用いることで，上部消化管内視鏡検査は新生児期
から，下部消化管内視鏡検査は乳児期から可能とされ
ている9）．血便や腹痛が持続する場合や本症例のよう
に遷延する PLEを認める場合には，内視鏡検査の禁
忌となる重篤な心肺疾患，腹膜炎，重篤な凝固異常，
好中球減少を認めない限り内視鏡検査を考慮する必要
がある9）．
一方 99mTc-Albシンチグラフィーによる蛋白漏出性
胃腸症の診断は，消化管内に蛋白が漏出しているかど
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うかの診断には感度特異度が高い検査であるが，漏出
した部位診断については精度が高い検査とはいえな
い．本症例では，6時間後のシンチグラフィーでは回
盲部に集積があることから蛋白漏出部位として回盲部
を疑ったが，小腸カプセル内視鏡ではリンパ管拡張症
で見られる白色絨毛，散布性白点，白色小隆起，乳糜
様物質の粘膜付着像などの所見は回盲部には認めな
かった．びらん，出血をともなった過誤腫性ポリープ
を認めたのは胃と大腸でシンチグラフィーの結果とは
一致していなかった．
過誤腫性ポリープが多発する若年性ポリポーシスに

関する過去の報告では，慢性貧血に加え，PLEの合
併が知られており，ポリポーシスが発生していた胃を
切除後に PLEが改善したという報告がある8）．本症
例でも胃切除や大腸切除などの適応が考えられたが，
ポリープの分布が胃前庭や大腸に限定されていたこと
や，全身状態から長時間の全身麻酔は血圧低下のリス
クが高いことを考慮し，内視鏡下ポリープ切除術を
選択した．段階的に合計4回に分けて実施し，消化管
出血は消失し，PLEも改善をみた．ポリペクトミー
術後に 99mTc-Albシンチグラフィーを行っていないた
め，画像上での比較はできないが，多くの薬剤による
介入を行っても低蛋白血症が改善せず，連日アルブミ
ン，γグロブリンの補充を要していた状態から，ポリー
プ切除後より低蛋白血症が改善し，アルブミンの補充
回数や PLEの増悪に伴う入院回数が減少したことか
ら，ポリペクトミーにより PLEが改善したと考えら
れる．逆に，胃・大腸の過誤腫ポリープが PLEの再
燃に影響を与えていた可能性が高いと考えられる．
左心低形成症候群，Fontan手術後に発症した PLE

症例中，消化管ポリポーシスを合併した症例の報告は
これまでなく，本例のように PLEの管理に難渋する
場合には消化管病変の精査が重要であると考えられ
た．
また，消化管の過誤腫性ポリープが多発する疾患と

して，若年性ポリポーシス症候群（juvenile polypo-
sis syndrome: JPS）が鑑別に上げられる10）．この疾
病は，SMAD4, BMPR1Aを原因とする稀な常染色体
性優性遺伝性疾患で，中枢神経系の奇形，腸管奇形，
遺伝性出血性毛細血管拡張症との合併も知られてい
る10）．ポリープ切除後も90%以上でポリープの新生
が認められ，胃癌，大腸癌のリスクが高い疾患である
ため，本症例も遺伝子検査を検討するとともに，今後
も PLEに対する検査に加え，定期的な内視鏡検査で

ポリポーシスの再発について経過観察することが必要
と考えている．

IV．結語
Fontan術後に発症した難治性 PLEの原因として
過誤腫ポリポーシスを合併した左心低形成症候群の
23歳成人男性例を報告した．難治性 PLEの改善に，
胃・大腸の過誤腫性ポリープ切除術が有用であった．
Fontan術後の慢性貧血を伴う難治性 PLEに対して
は，従来の血行動態への介入や薬物療法のみならず，
消化管内視鏡検査を含めた消化管病変の診断管理が重
要と考えられた．

利益相反
本論文にあたり，開示すべき利益相反は存在しな
い．
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Successful Treatment of Adult Case of Hypoplastic 
Left Heart Syndrome after Fontan Operation 

Suffering from Refractory Protein-Losing Enteropathy 
with Gastrointestinal Polypectomy

Mieko Maezawa1, 2), Satoshi Yasukochi2), Kouta Takei2), Kiyohiro Takigiku2)

1) Department of Pediatrics, The University of Tokyo Hospital
2) Department of Pediatric Cardiology, Nagano Children’s Hospital

Abstract

The better long term outcome of Fontan procedure for hypoplastic left heart syndrome 
(HLHS), the more extracardiac complications such as protein-losing enteropathy (PLE) may 
occur and become a difficult issue to be managed. A twenty-three-year-old man with HLHS 
after staged Fontan operation at the age of 6 years has been suffering from long-lasting PLE 
with its onset at one month after surgery. In spite of the aggressive medical treatments 
including steroid, pulmonary vasodilators, anti-heart failure medicines, and gamma-globulin 
supplements and catheter intervention, he had repeated admissions for frequently relapse of 
PLE.

At the age of 23 years, he had bloody stool during his admission for relapsed PLE. Endo-
scopic examination for upper and lower gastro-intestine showed multiple hamartomatous pol-
yps in stomach and colon with oozing, but no apparent lymphatic vessel dilatation. The major 
polyps were resected by endoscopic approach by four times. As GI bleeding subsided, PLE was 
improved with increase of serum albumin level. PLE after Fontan procedure is not uncom-
mon but rarely associated with polyposis. However, from our observation about the close link 
between polyposis and the exacerbation of PLE, the diagnosis and management of Gastro-in-
testinal tract might be important to obtain a good control of PLE after Fontan procedure.

Key words : Hypoplastic Left Heart Syndrome, Fontan operation, Protein losing enteropathy, 
Polyposis, Long-term complication
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【症例報告】

経皮的心房中隔欠損閉鎖術後に 
ニッケル過敏症と思われる症状を呈した3症例

小島 拓朗，小林 俊樹，住友 直方
埼玉医科大学国際医療センター　小児心臓科

要 旨

本邦の経皮的心房中隔欠損閉鎖術で用いられるデバイスには，ニッケルとチタンの合金である
ニチノールが使用されている．今回，経皮的心房中隔欠損閉鎖術後に全身性のニッケル過敏症
（NH）と思われる症状を呈した3症例を経験した．症状は頭痛，発熱，発疹，背部痛であった．
頭痛，発熱，発疹は術後数日で，背部痛は術後1ヶ月で発症していた．3症例のうち2症例には，
アクセサリーで皮膚炎を発症した既往を認め，この2症例においては，デバイス留置後の遠隔期
に実施したパッチテストが陽性であった．治療として，2症例に対しステロイド配合抗ヒスタミ
ン薬の投与が行われ，1症例は経過観察となった．いずれの症例も症状は比較的軽度であり，外
来通院のみで症状は改善した．NHは，ニッケルに対する接触アレルギーを呈する人の約5%に
認められると報告されており，決して稀ではない．本邦にも，潜在的な患者が多く存在すると思
われる．一方で，NHの診断のためのパッチテストや内服負荷試験，血中のニッケル濃度測定は
本症を確実に診断しうるものではないため，患者への病歴聴取および臨床症状から，総合的に診
断を行う必要がある．

キーワード： Nickel hypersensitivity, Percutaneous atrial septal defect closure, Urticaria, 
Antihistaminic agents

I．背景
金属アレルギーは，装身具（ピアスやネックレス），

歯科金属，食事（ココア，豆類など）に含まれる各種
金属（金，水銀，パラジウム，スズ，コバルト，ニッ
ケル，クロムなど）の生体への曝露により発症し，近
年は顕在患者が増加している1）．また，骨接合金属，
血管内ステント，ビタミン製剤なども生体内への金属
供給源になりうる．一般的に，これらの金属は経皮，
経粘膜，経腸管あるいは経気道経路で吸収され，汗，
乳汁，涙，尿そして糞便中に排泄される．金属アレル
ギー患者では，その金属が生体内に吸収されることで
さまざまな臨床症状を呈する1）．
金属アレルギーのうち，ニッケルとチタンの合金

であるニチノール製の医療器具を体内に留置するこ
とで，全身性のニッケル過敏症（Nickel Hypersensi-
tivity; NH）を発症することが知られている2）．心房
中隔欠損症（ASD）に対する経皮的心房中隔欠損閉
鎖術で用いられるデバイスの多くに，このニチノール
が使用されている．
接触型のニッケルアレルギーは約10～15%の人に

認められ，女性に多く，近年増加傾向にある．また，
このようなニッケルに対する接触アレルギーを示す人

の中で NHを発症する人は約5%と言われており2），
海外では経皮的心房中隔欠損閉鎖術後の NH発症に
関する報告が散見されている．しかしながら，本邦に
おいては経皮的心房中隔欠損閉鎖術後の NHの報告
はない．今回，当院において経皮的心房中隔欠損閉鎖
術後に NHと思われる症状を呈した3症例を経験した
ので，文献的考察も加え報告する．

II．症例
【症例1】
42歳　女性
人間ドックにて血球減少を指摘された．抗核抗体も
陽性であったことから，混合性結合組織病（MCTD）
が疑われた．内臓病変をスクリーニングされた際に，
心エコー図検査にて ASDを指摘された．ASDは
18 mm×12 mmであり，経皮的心房中隔欠損閉鎖術
の適応であると判断された．
【既往歴】
なし
【家族歴】
叔母：乳がん
妹：類内膜腺がん

2020年11月17日受付　　2021年1月22日受理
連絡先：小島 拓朗，埼玉医科大学国際医療センター，  

〒350-1298　埼玉県日高市山根1397-1，E-mail: t_kojima@saitama-med.ac.jp
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【生活歴】
飲酒歴：なし　喫煙歴：なし
【アレルギー歴】
アクセサリーで皮膚炎を発症したことがある
【入院時現症】
身長：171.9 cm　体重：62.8 kg
体温：36.8°C　心拍数：76回／分　呼吸数：20 
回／分　血圧：118/74 mmHg　経皮的酸素飽和度（室
内気）: 99%
【経過】
アクセサリーによる皮膚炎の既往があったことか

ら，デバイス留置により NHを発症する可能性があ
りうることを事前に説明の上，インフォームドコンセ
ントが得られた．チクロピジンを開始の上，Figulla 
Flex 2（Occlutech International AB, Helsingborg, 
Sweden）21 mmによる経皮的心房中隔欠損閉鎖術が
行われた．術後3日目に退院した．
術後4日目，入浴時に腹部の発疹に気が付いた．
術後5日目，37.9°Cの発熱が出現し，発疹の拡大

を認めた（Figure 1）．当科を受診し，ベタメタゾン・
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩の内服が開始され
た．
術後8日目，発疹は改善傾向を示した．チクロピジ
ン，ベタメタゾン・d-クロルフェニラミンマレイン酸
塩の内服は継続された．
術後14日目，発疹は完全に消失した．ベタメタゾ

ン・d-クロルフェニラミンマレイン酸塩は中止され
た．経過中，頭痛や背部痛は認めなかった．
アクセサリーによる皮膚炎の既往および臨床経過か

ら NHが疑われたため，パッチテストが行われ，陽
性反応を示した．
以降，発疹の再燃は認めず，外来にて経過観察され
ている．

【症例2】
39歳　女性
職場の健康診断にて，心電図での右軸偏位を指摘
された．近医で ASDと診断され，当科を紹介受診し
た．ASDは径16 mm×18 mmで，経皮的心房中隔欠
損閉鎖術の適応と判断された．
【既往歴】
29歳時：イレウスで入院
不妊治療歴あり
頭痛時に，市販の解熱鎮痛消炎薬を頓用している
【アレルギー歴】
アクセサリーで皮膚炎を発症したことがある
【入院時現症】
身長：160 cm　体重：46.8 kg
体温：36.5°C　心拍数：65回／分　呼吸数：24 
回／分　血圧：112/70 mmHg　経皮的酸素飽和度（室
内気）: 99%
【経過】
アクセサリーによる皮膚炎の既往があったことか
ら，デバイス留置により NHを発症する可能性があ
りうることを事前に説明の上，インフォームドコン
セントが得られた．アスピリンの内服が開始され，
Amplatzer Septal Occluder 24 mmによる経皮的心房
中隔欠損閉鎖術が行われた．術後3日目に退院した．

Fig. 1　Urticaria widely spread at abdomen.
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退院後から頭痛が出現した．患者自身が，術前から
認めていた頭痛と判断し市販薬を頓用していた．
その後，頭痛は治まったものの，術後1ヶ月後から

間欠的な背部痛が持続した．背部痛は自制範囲内で
あったものの，3ヶ月程度持続した．心エコー図検査
では，erosionを示唆する所見は認めなかった．アク
セサリーによる皮膚炎の既往および臨床経過から，
NHが疑われた．確定診断のためのパッチテストが行
われ，陽性反応を示した．その後，背部痛は自然に消
失し，以降は再燃を認めていない．

【症例3】
46歳　男性
健康診断の心電図にて，完全右脚ブロックを指摘

された．近医で ASDと診断され，当科を紹介受診し
た．ASDは，径16 mm×14 mmであり，経皮的心房
中隔欠損閉鎖術の適応と判断された．
【既往歴】
40歳時：扁桃切除
【家族歴】
母：子宮がん
【生活歴】
飲酒歴：3合缶2本を毎日摂取　喫煙歴：41歳時ま

で喫煙歴あり
【アレルギー歴】
エビ・カニ
【入院時現症】
身長：170 cm　体重：78 kg
体温：36.7°C　心拍数：78回／分　呼吸数：14 

回／分　血圧：125/74 mmHg　経皮的酸素飽和度（室
内気）: 98%
【経過】
入院後からチクロピジン内服が開始された．

Amplatzer Septal Occluder（Abbot, Chicago, Ill, 
USA）17 mmによる経皮的心房中隔欠損閉鎖術が行
われ，術後3日目に退院した．
術後5日目，自宅で突然の頭痛が出現した．また，

37°C台の発熱も認めた．
術後6日目，頭痛に加え全身に掻痒を伴う発疹が出

現した．
術後7日目，症状が持続するため，当科を受診し
た．チクロピジンの内服を中止し，サルポグレラート
に変更された．その後，発疹は一旦消失したことか
ら，症状はチクロピジンの副作用によるものと思われ
た．
術後16日目，両上肢の機械性蕁麻疹が出現した

（Figure 2）．
心エコー図検査では，erosionを示唆する所見は認
めなかった．臨床経過から NHが疑われ，ベタメタ
ゾン・d-クロルフェニラミンマレイン酸塩とフェブキ
ソスタットが処方された．その後，蕁麻疹は改善傾向
を示した．
術後1ヶ月程度で蕁麻疹は完全に消失したが，間欠

的な背部痛を認めた．背部痛は比較的軽度であり，自
制範囲内であった．
術後5ヶ月，背部痛も認めなくなり，全ての内服薬
を中止した．
臨床経過から NHの可能性が考えられたため，確

Fig. 2　Mechanical urticaria indued by nickel hypersensitivity.
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定診断のためのパッチテストが行われたが，陰性で
あった．
以降，内服中止後も症状の再燃なく経過している．

III．考察
本邦で使用される経皮的心房中隔欠損閉鎖デバイス

（Amplatzer Septal OccluderおよびOcclutech Figulla  
Flex 2）はいずれもニチノール製であり，これはチタ
ン45%とニッケル55%を含む合金である3）．ニチノー
ルは，その視認性，弾性，耐久性および形状記憶性か
ら，医療器具に広く利用されている4）．一方，NHは
欧米では広く知られており，ニッケルに対する接触ア
レルギーを示す人の約5%に認めると言われている．
今回，当院で経皮的心房中隔欠損閉鎖術後に NHと思
われる症状を呈した3例を経験した．
今回の3症例のうち，症例1では発熱と発疹を，症

例2では背部痛を，症例3では頭痛，発熱，発疹，背
部痛を認めた．これらの症状のうち，頭痛，発熱，発
疹はデバイス留置後数日の経過で出現し，背部痛は留
置後1ヶ月後以降に出現していた（Table 1）．NHの
臨床症状として発熱，頭痛，発疹，背部痛に加え，動
悸や胸部不快感，労作時呼吸困難などの症状が報告さ
れている5）．このうち，胸部不快感は術後24時間以
内に，頭痛，発熱，発疹は術後数日以内に，動悸，労
作時呼吸困難は術後3週間以内に，背部痛は術後1ヶ
月以内に発症することが多いと言われている．頭痛や
発熱，背部痛などの症状は自然軽快することも多く，
発疹などの皮膚症状もステロイド薬や抗ヒスタミン薬
の投与により2～3週程度で改善すると報告されてい
る6）．今回の3症例でも，これまでの報告と同様に頭
痛，発熱，発疹については術後数日で認められた．一
方，症例3では一度軽快した発疹が術後16日経過し
てから再度，機械性蕁麻疹として症状が再燃してい
た．
体内に取り込まれた金属は，イオン化し溶出する．

金属イオン自体は不完全抗原であるが，局所のキャリ
アタンパク質と結合することで，アレルゲンとしての
性質を有する完全抗原となる．この抗原は，遊走する
Langerhans細胞に処理され，T細胞に抗原提示され
る．T細胞は増殖・分化を繰り返し，エフェクター T
細胞が産生される．これにより，金属アレルギーの感
作が成立する．これ以降，イオン化した金属が侵入し
てくると，金属イオンは金属イオン・タンパク結合体
を形成し，Langerhans細胞の HLA-DR抗原に表現
される．感作リンパ球はそれを非自己と認識し，種々
のサイトカインを放出し炎症を引き起こす1）．
経皮的心房中隔欠損閉鎖術においては，デバイス
留置後ニッケルの血中濃度は通常1～3ヶ月後にピー
クになると言われており，血中のニッケル濃度は術
前の5倍にまで上昇する．ニッケルの放出は，デバイ
ス（の不動態酸化被膜）の上にリン酸カルシウム被膜
が形成されるか，内皮化が完成するまでは持続する．
血中のニッケル濃度が術前のレベルに戻るまでには， 
4～6ヶ月を要する 3, 7, 8）．ニッケルによるアレルギー
症状の程度には，血中に放出されたニッケル量，デバ
イスの露出面積，ワイヤーの性状など，いくつかの要
素が影響している可能性がある．
ニッケルアレルギーの診断として確立されたものは
ないが，臨床所見に加えパッチテスト，内服負荷試験
などが診断の参考となる1）．また，血中のニッケル濃
度を測定することも，診断の一助となりうる．しか
し，NH患者の中にはパッチテスト陰性である症例も
多いこと，逆にパッチテスト陽性を示す症例の全てが
NHを発症するわけではないこと，パッチテストと内
服負荷テストの結果に乖離を示すものもあり，その診
断は総合的に行われる必要がある 5, 6）．今回の症例で
は，過去にアクセサリーに対する過敏症を呈した症
例1および症例2において，パッチテスト陽性であっ
た．一方，頭痛，発熱，発疹，背部痛と多彩な症状を
呈した症例3においては，パッチテストは陰性であっ

Table 1　Summary of 3 cases of nickel hypersensitivity after percutaneous ASD closure.
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た．過去の報告においては，NHの診断がパッチテス
トで行われたもの6），臨床症状のみで行われたもの9）

など，報告によりさまざまである．
今回の症例のうち，パッチテスト陽性を示した症

例1および症例2ではアクセサリーで皮膚炎を起こし
た既往があることから，装具により事前にニッケルに
感作されていた可能性がある．今回は，いずれの症例
も閉鎖術後遠隔期でパッチテスト陽性が確認され，ま
た臨床症状も比較的軽度で経過した．しかし，このよ
うな症例の中には内科的治療に抵抗性の重症例も存在
し，そのような症例ではデバイス摘除を要する可能性
もある．そのため，術前から金属アレルギーの可能性
が疑われる症例に対しては，予めパッチテストを実施
するなどの十分な術前評価が必要であると思われる．
一方，症例3ではパッチテストが陰性であったもの
の，臨床経過からデバイス留置による NHの可能性
が否定できないと思われた．また，本症例はエビおよ
びカニのアレルギーがあるものの，これら甲殻類には
ニッケルはほとんど含有されていないことから，今回
の治療により初めて感作された可能性があった．機械
性蕁麻疹が術後16日と比較的遅れて出現したのは，
そのためであったと思われる．一方で，内服薬の変更
により一旦は症状が改善していることや，パッチテス
トが陰性であったことは，本症例における症状が薬剤
性など他の原因に起因するものであった可能性を示唆
する．デバイス留置術後に，このような症状を呈した
症例においては常に NHを鑑別する必要があるが，
NHにおける臨床症状が非特異的であることからも，
パッチテスト陰性の症例においては NHの確定診断
に苦慮すると思われる．

NHの治療として，今回の症例のように抗ヒスタミ
ン薬を投与するほかに，クロピトグレルやステロイド
投与の有用性が報告されているが，確立されたものは
ない．クロピトグレルについては，その抗炎症作用
が症状の改善に寄与するものと推測されている5）．一
方，上記治療にても症状の改善を認めない症例もあ
り，そのような症例に対してはデバイスの摘除を要す
る6）．
近年，NHに対する対策として，デバイス表面を

コーティングすることで体内へのニッケルの溶出を予
防する処置が施されるようになった．しかし，症例
2ではコーティングが施されたデバイスが留置されて
いたことから，現時点ではコーティングにても完全な
ニッケル溶出予防は困難であると思われる．

欧米では，金属アレルギーへの曝露を予防するた
め，メーカーに対しアクセサリーへのニッケル含有を
制限するという対策を講じている国も多い．一方，本
邦では未だそのような規定はなく，また金属アレル
ギーへの認知度も低いのが現状である．NHの罹患率
を考慮すると，本邦においても潜在的な症例が多く存
在するものと思われる．今後は，そのような観点から
も社会および患者への啓発が必要であると思われる．

IV．結語
経皮的心房中隔欠損閉鎖術後に，NHと思われる症
状を呈した3症例を経験した．本治療後の NHは決し
て稀ではなく，患者への病歴聴取および臨床症状か
ら，積極的に鑑別診断を行うことが重要である．

利益相反
本論文について，開示すべき利益相反（COI）はな
い．
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Nickel Hypersensitivity as a Suspected Adverse Side Effect  
after Percutaneous Atrial Septal Defect Device Closure

Takuro Kojima, Toshiki Kobayashi, Naokata Sumitomo
Department of Pediatric Cardiology, Saitama Medical University International Medical Center

Abstract

The interatrial shunt closure devices available in our country contain nitinol, which is 
an alloy composed of nickel and titanium. We report 3 cases of adverse events associated 
with nickel hypersensitivity (NH) in patients undergoing percutaneous atrial septal defect 
closures. Their symptoms include migraines, fever, urticaria, and back pain. The migraines, 
fever, and urticaria manifested a few days after the device implantation and the back pain 
manifested 1 month after the device implantation. Of the 3 cases, 2 cases had a history of 
skin irritations from accessories and they showed positive skin testing to nickel after the 
procedure. An antihistaminic agent was prescribed in 2 cases. The symptoms regressed with 
medication at the outpatient clinic. The remaining case did not require medical treatment. 
NH occurs in up to 5% of people who shows positive skin testing to nickel and it appears that 
there are many potential patients in our country. Because the patch test and oral provocation 
test for nickel have limitations, it is important to perform a comprehensive evaluation using 
the medical history and clinical symptoms.

Key words : Nickel hypersensitivity, Percutaneous atrial septal defect closure, Urticaria, 
Antihistaminic agents
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【症例報告】

短期間のミルリノン投与後にカテーテル閉鎖した 
高度左心機能低下を合併した高齢動脈管開存症

中嶌 八隅 1），森 善樹 1），金子 幸栄 1），井上 奈緒 1），村上 知隆 2）

1） 聖隷浜松病院小児循環器科
2） 聖隷三方原病院小児科

要 旨

動脈管開存症（PDA）閉鎖術後に左室機能障害が起こることが知られており，高度左室機能低
下を伴う患者では閉鎖直後の更なる左室機能障害，心不全が危惧される．今回，術前からミルリ
ノンを投与しカテーテル閉鎖術を行った左室機能低下を伴う高齢 PDA症例を経験した．
症例は68歳男性．55歳頃より動悸，易疲労感を認め PDAと診断され，67歳時当院に紹介と

なった．左室拡張末期径（LVIDd）75 mm, 左室短縮率（LVSF）0.11, LV Tei index 1.0, E/e′  
30.8と高度な左室拡大，収縮・拡張機能障害がみられた．ミルリノンを10日間投与し LVIDd 
67 mm, LVSFは0.19, LV Tei index 0.5, E/e′ 16.2に改善したため，閉鎖栓を用い PDAを閉鎖
した．術後経過は順調で BNPは術後15日50.7 pg/mlから11.5 pg/mlと正常化，6分間歩行も
487 mから560 mに改善し，自覚症状も消失した．
ミルリノンの短期間術前投与は高度左室機能低下を合併した高齢者例での PDA閉鎖術後の心

不全増悪のリスクを減らし，術後管理をより容易にする可能性がある．

キーワード： 動脈管開存症，心不全，プレコンディショニング療法

I．緒言
動脈管は発生学的に左第6咽頭弓動脈遠位部に由来

し大動脈弓と左肺動脈近位部を交通する血管で，多く
が生後1～2日で閉鎖するが，何らかの原因で閉鎖せ
ず残存した状態が動脈管開存（Patent ductus arteri-
osus: PDA）である．PDAは通常大動脈から肺動脈
に左‒右短絡を生じるため肺血流増加と左室容量負荷
をきたし，サイズが大きいものでは乳児期に心不全で
発症し，中等度以下の多くは心雑音などで発見され小
児期に治療介入が行われることが多いが，成人期に
なって発見される症例も散見される．成人 PDAは小
児例とは異なる問題があり，特に高齢者の PDAでは
心房細動，僧帽弁／大動脈弁閉鎖不全，肺高血圧症な
どの合併症が多いことが問題点として挙げられる1）．
今回我々は，NYHA機能分類 II度ではあるが高度の
左室機能低下を伴ったため，ホスホデエステラーゼ
（PDE） III阻害剤であるミルリノンの静脈投与を術
前10日間行い，カテーテルでの PDA閉鎖術を施行し
た高齢者の男性患者を経験した．短期間の術前ミルリ
ノン投与がカテーテル治療のリスク軽減に有用と思わ
れたので報告する．

II．症例
症例：68歳男性
主訴：労作時の動悸，易疲労感
既往歴：高脂血症，甲状腺機能低下症，高尿酸血症
家族歴：特記すべきことなし
現病歴：55歳頃より労作時の動悸，易疲労感を認
め，近医を受診．発作性心房細動と PDAを指摘さ
れ，症状の原因は PDAと診断された．手術を提示さ
れたが左室機能低下がみられたため積極的には勧めら
れず，本人も手術治療を希望しなかった．以降，ロサ
ルタン，フロセミド，カルベジロールが開始された．
59歳時，発作性心房細動に対してアミオダロン，ワー
ファリンが追加された．67歳時，易疲労感が増悪し
たため治療の目的で当院に紹介になった．
初診時所見：身長164 cm，体重66 kg, NYHA心機
能分類II度．血圧108/62 mmHg，脈拍76回／分，整． 
酸素飽和度97%，胸骨左縁第2肋間に最強点を有する
Levine 3/6の連続性雑音を聴取した．肝脾腫，下腿浮
腫はみられなかった．
胸部 X線所見（Fig. 1）：心胸郭比56%で，肺血管

影の増強がみられた．
心電図（Fig. 2）；正常洞調律，I度房室ブロック，
左室肥大，QRS幅122 msecで心室内伝導遅延が見ら

2020年6月2日受付　　2021年2月9日受理
連絡先：中嶌 八隅，聖隷浜松病院小児循環器科，  

〒431-0202　静岡県浜松市中区住吉2-12-12，E-mail: t-asumidn@sis.seirei.or.jp
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れた（Fig. 2）．
UCG：左室拡張末期径（LVIDd）75 mm，左室収

縮末期径（LVIDs）67 mm，左室駆出分画率（LVEF）
22%，左室Tei index 1.1, E 98.3 cm/sec, E/A 0.86, E/e′  
30.8と左室拡大と左室の収縮（ポンプ）機能と拡張機
能障害がみられた．僧帽弁逆流が軽度みられたが，大
動脈弁は狭窄・閉鎖不全はみられなかった．下行大動
脈から主肺動脈へ PDAの連続性短絡がみられ，最大

流速5.0 m/秒で肺高血圧は否定的だった．
CMR検査：左室拡張末期容量（LV-EDVI）159  

ml/m2，左室末期収縮容積（LV-ESVI）110 ml/m2，
LVEF 31%で，左室中隔midcardiumに遅延造影を
認めた．肺体血流比は1.9だった．

MDCT検査：PDAは Krichenko type Aで，肺動
脈側の最小径は6.8 mmだった（Fig. 3A）．大動脈側
に石灰化がみられた．冠動脈は左前下行枝に石灰化プ
ラークが認められたが，有意狭窄はなく，その他の冠
動脈でも狭窄はみられなかった．
血液生化学検査：WBC 4390/µl, Hb 13.6 g/dl, Plt 

13.6×104/µl, BUN 15 mg/dl, Cre 0.89 mg/dl, Na 
142 mEq/l, K 3.9 mEq/l, Cl 104 mEq/l, Ca 9.5 mg/dl, 
BNP 50.7 pg/ml, NT-pro BNP 480 pg/ml，心筋トロ
ポニン T0.012 ng/ml

6分間歩行：487 m
治療方針と入院後経過：高齢者の PDAで動脈管周

囲に石灰化がみられたため心臓手術では人工心肺を用
いた侵襲性の高い治療になることが推測された．また
高度な左室の収縮および拡張機能障害を合併してい
たため，外科と検討の結果，手術より侵襲性の低い
カテーテルによる閉鎖術を選択した．しかし動脈管
閉鎖後に急激な左室前負荷の減少，後負荷の上昇が
生じ，カテーテル治療であっても術後に左室収縮障
害の悪化，ひいては心不全が増悪することが懸念さ
れたため，外来からの内服治療に加え入院による安

Fig. 1　Chest X-ray on admission.
Cardio-thoracic ratio was 56%.

Fig. 2　ECG on admission.
ECG showed first-degree atrioventricular block with left ventricular hypertrophy. QRS duration was 122 micro-
seconds and ventricular conduction delay was observed.
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静，抗心不全薬の静脈内投与による治療を行った後
にカテーテル治療を行う方針とした．入院直後から
PDE III阻害剤であるミルリノンを0.3 µg/kg/minか
ら開始し，投与開始後副作用がないことを確認しなが
ら，開始後4日目に0.6 µg/kg/minに増量した．投与
9日目，BNPは51 pg/mlから42 pg/mlと大きな変化
はなかったが，UCGで LVIDdは75 mmから67 mm
に，LVIDsは67 mmから54 mm, LVEFは22%か
ら39%，また左室 Tei index 0.59, E 108 cm/sec, E/A 
0.96, E/e′ 16.2と改善がみられたため，カテーテル治
療は可能と判断した．経過中ミルリノンによる副作用
は見られなかった．
ミルリノン投与10日目に心臓カテーテル検査・治
療を全身麻酔下で実施した．検査中，術前から投与
していたミルリノン0.6 µg/kg/minに加え，全身麻酔
による血圧低下などの影響も考慮しドパミン（DOA）
3 µg/kg/min，ドブタミン（DOB）3 µg/kg/minを追
加した．Fick法による肺体血流比は2.1，肺動脈圧は
24/14（18） mmHgで肺高血圧はなかった（Table 1）．
閉鎖栓留置前に7 French（Fr）の直孔バーマンカテー
テルを肺動脈から PDAを介して大動脈に挿入し，15

分間カテーテルのバルーンで PDAを閉鎖し血行動態
を観察した．バーマンカテーテルは，肺動脈内に進め
たワイヤーを大動脈から PDAを介して挿入したエン
スネアで把持して肺動脈‒PDA‒大動脈のワイヤーの
ループを形成しそれに沿わせて PDAを通過させた
が，PDAの肺動脈側入口部を通過する際にかなりの
抵抗がみられた．
バルーン閉塞試験の結果，血圧は120/52から

110/60 mmHgと脈圧が減少し，心拍出量（CI）は
3.8 l/min/m2から3.6 l/min/m2に変化したが，左室拡
張末期圧（LVEDP）は12 mmHgから6 mmHgに
低下した．同時に行った UCGでの LVEFは閉塞前
47%が閉塞後は40%に変化した（Table 2）．以上
の結果から PDA閉鎖に伴う循環動態の悪化は少な
く，閉鎖可能と判断した．PDAの最小径は CTでは
6.8 mmだったが，カテーテルでの造影では2.9 mm
だった（Fig. 3B）．肺高血圧がなく太い PDAとは考
えにくいこと，7 Frカテーテルを PDAに通過させる
際抵抗がみられたことから，CTでの計測は過大評価
と判断した．カテーテル造影での計測を基準とし，残
存短絡による溶血を合併するリスクを回避するため通

Fig. 3　PDA by mutiple-dector computer tomography (MDCT) and angiogram.
A: PDA on MDCT. The minimum diameter of PDA was 6.8 mm. B: PDA on lateral view of descending aorto-
gram. The minimum diameter of the PDA was 2.9 mm. PDA, patent ductus arteriosus; Ao, ascending aorta; PA, 
pulmonary artery.

Table 1　Data of cardiac catheterization.

RA, right atrium; RV, right ventricle; PA, pulmonary artery; LV, left ventricle; AAo, ascending aorta; Qp, 
pulmonary blood flow; Qs, systemic blood flow; Rp, pulmonary vascular resistance; LVEDV, left ventricu-
lar end-diastolic volume; LVEF, left ventricular ejection fraction.
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常の選択より大きめの最狭窄部+5 mmとなる肺動脈
側 disk径8 mmのAmplatzer Ductal Occluder（ADO 
9-PDA-006）を用い閉鎖した．閉鎖後の造影では残
存短絡はなく，LV-EDVI 158 ml/m2，LV-ESVI 100  
ml/m2，LVEFは37%であった．また造影でも冠動
脈病変はみられなかった．カテーテル終了時に DOB
を終了し，血圧の低下，心拍数の急な増加など血行動
態の破綻ないことを確認し，人工呼吸器から離脱し
た．術後1日間のみ ICUに入室したが，血行動態は
安定していたため経口利尿剤（ラシックス40 mg，ア
ルダクトン A 50 mg）を再開し，翌日には DOAを終
了し一般病棟に帰室した．術後心不全の影響を考えミ
ルリノンを継続し，術後4日より減量を開始し術後11
日に終了した．その後は順調に経過し術後15日退院
した．退院時のUCGではLVEFは22%であったが，
BNPは11.5 pg/mlと正常化し自覚症状も消失した．
6分間歩行は前487 mから術後1ヶ月525 m, 2ヶ月
で560 mと改善した．6ヶ月後心エコーでは LVIDd 
64 mm, LVIDs 57 mm, LVEF 23%，左室 Tei index 
0.72, E 55 cm/sec, E/A 0.47, E/e′ 11だった．

III．考察
動脈管は通常生後1～2日で閉鎖するが，残存した

場合に左右短絡を生じ肺血流増多と左心系の容量負荷
をもたらす．その自然歴は PDAの大きさにより決ま
り，中等度以上では30歳台以降に心房粗動，心房細
動などの不整脈，心不全を伴うことが多い．中等度以
下の PDAでは小児，青年期は無症状で経過するが，
長期的な容量負荷と動脈硬化などの加齢の因子が加わ
り成人期に心不全を発症することが知られている1）．
自験例は肺血管閉塞性病変の合併がなく，血管径から
中等度以下の PDAと考えられるが，NYHA分類 II
度で著明な左室拡大を伴う高度の左室収縮（ポンプ）
障害と拡張障害を呈していた．LVEF 30%ほどの高
度な左室機能障害を呈していた原因として上述した長
期の左心系の容量負荷と加齢の因子に加え，心房細動
の合併とそのために開始された抗不整脈剤の影響もあ
り，心筋障害を呈していたと考えられた．

PDAの閉鎖術は，左室拡大などの容量負荷を呈し
かつ有意な肺血管閉塞病変がない症例では，症状に関
わらずクラス1の推奨とされている．閉鎖方法として
外科的手術，カテーテル治療があるが，一般に PDA
に対する閉塞栓・コイルを用いたカテーテル治療は有
効性が高く手術よりリスクも低いため，形態さえ適し
ていればカテーテル治療が第一選択となる1）．カテー
テル治療は外科的手術より低侵襲だが，閉鎖直後に左
室機能障害を呈することが報告されている 2‒4）．Zhan
らは成人 PDAのカテーテル治療を行った430人を
心エコー検査で検討し，左室拡張末期径が56 mmを
超える左室拡大群では56 mm以下の非拡大群より
術直後 LVEFの低下が著しく（−8.9%±12.6% vs.  
−2.1%±5.4%），回復にも長期間を要したことを報告
している2）．術後に生じる左室機能障害の機序とし
て，術後肺循環との交通が遮断されることで左室流入
血が急激に減少し，左室にかかる血管抵抗が血管抵抗
の低い肺循環と高い体循環の合算から急激に体循環の
みとなり血圧が上昇するなど後負荷が急激に増大す
ることなどが考えられている 2‒4）．術後の左室機能障
害は年齢に関わらず起こりうるが，成人では回復に
要する期間が小児より長く，6ヶ月以上経過した時点
で LVEFは術前より低いとされ，中には術後 LVEF
が正常域まで回復しない症例もあり，ROC解析で術
後の LVEFが正常域まで回復することが予測される
術前 LVEFは62%以上だったとする報告もある3）．
また Fujiiらは心房細動，軽度の肺高血圧，LVEFが
50%の左室機能障害を伴った成人男性の PDAにカ
テーテル治療を行い，閉鎖24時間後に血圧低下，術
前みられなかった心室性不整脈が出現し，血行動態維
持のため抗不整脈剤とカテコラミン使用を余儀なくさ
れた症例を報告し，術前左室機能障害を認める症例で
は術直後危機的な経過をとる場合があることを示し
た4）．PDA閉鎖に関するガイドラインでは左室機能
（ポンプ機能と拡張機能）を適応基準に挙げていない
が，本症例では肺高血圧はないものの，Fujiiらの症
例より高度の左室機能低下を伴うため，閉鎖直後に循
環が破綻し周術期は心不全治療に難渋することが危惧

Table 2　Hemodynamic changes by temporary balloon occlusion of PDA.

*PDA, patent ductus arteriosus; AAo, Ascending aorta; LVEDP, Left ventricular end-diastolic pressure; 
Qs, Systemic blood flow, LVIDd, Left ventricular internal dimension in diastole; LVSF, Left ventricular 
shortening fraction.
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され，ハイリスク症例と判断した．今回我々は周術期
の左室機能悪化，ひいては心不全のリスクを軽減させ
る目的で，術前から PDE III阻害剤の一つであるミ
ルリノンの静脈投与による抗心不全治療を行った．

PDE III阻害剤は，心筋細胞内の PDE-IIIを阻害
することで cAMP分解を抑制し cAMPを増加させ心
筋の収縮と弛緩を改善する．また DOA, DOBなどの
カテコラミンと異なりα・β受容体を介さないため，
同受容体のダウンレギュレーションによる耐性を生
じにくい．PDE III阻害剤の一つであるミルリノンは
DOBとの比較検討で，心筋酸素需要量が DOBでは
変化しないのに対しミルリノンでは減少，また DOB
より強力な血管拡張作用つまり後負荷軽減作用が示さ
れ，左心室弛緩を促す可能性もあるとされている5）．
PDE阻害剤が上記利点を有することに注目し，成人
の NYHA分類 III～IV度の慢性心不全に対してミル
リノンの短期間の静脈内投与が慢性心不全の急性増
悪患者の予後を改善するかを検討した Outcome of a 
Prospective trial of Intravenous milrinone for Exac-
erbation of Chronic Heart failure（OPTIME-CHF）
と称するランダム-コントロール研究ではミルリノン
の有効性は否定的で有害事象が多いとされたが，そ
の後のサブ解析で効果は慢性心不全の成因によって
異なり，非虚血性心疾患による心不全では有害事象
は多くなく，むしろ有効の可能性が高いと報告がさ
れている6）．今回，DOA, DOBのカテコラミンでは
なく PDE III阻害剤を使用した理由は1）本症例は
OPTIME-CHF研究で有効性が示された非虚血性心疾
患による心不全である，2）β遮断薬であるカルベジ
ロール投与下での心室機能障害に対してはβ受容体を
介さないミルリノンが他のカテコラミンに比較して
優れた効果を発揮することが期待される，3）未熟児
PDAでは閉鎖術後の急性左心不全に起因する一連の
症状を post ligation cardiac syndrome（PLCS）と
し，その PLCSにミルリノン投与の有用性が示され
ており7），成人と未熟児の違いがあるものの同様の機
序で左心不全が発症することから，本症例においても
効果が得られる可能性が高いなどが主なものである．
また成人先天性心疾患の心不全患者に対して DOA, 
DOBではなく PDE III阻害剤を選択としている我々
の経験8）からその使用に慣れていることなどもその
理由の一つとして加わる．しかし上述の報告は非短絡
疾患でのものである．短絡がある成人先天性心疾患で
の PDE III阻害剤投与の報告は，60歳以上の心房中
隔欠損症のカテーテル治療で術前から DOA，ミルリ
ノン，利尿剤を48～60時間静脈内投与することで左
室拡張障害による術後心不全が回避され抗心不全薬の
静脈投与が有効な手段としたもの9）があるが，ミル
リノンを含め各心不全薬の作用機序には言及されてい

ない．PDAは心房中隔欠損症とは血行動態も異なる
ため本症例でも同様の効果が得られるかは未知数だっ
た．また PDE III阻害剤は一般に肺血管に対しても
拡張作用もあり，動脈管が存在する状況でのミルリノ
ン投与は肺血流量を増加させ鬱血性心不全をさらに悪
化させるリスクも懸念された．しかし結果的にミルリ
ノンの術前投与により左室の収縮および拡張機能の改
善が得られた．動物実験ではあるが，ミルリノンの肺
血管拡張作用が肺高血圧のある状態のみで発揮された
との報告10）があり，本症例に肺高血圧がなかったこ
と，中等度以下の PDAだったことで，ミルリノンが
肺血管抵抗を下げる以上に体血管の血管抵抗を下げ，
心機能を改善させる方向に作用したと思われる．事
実，検査方法がMRIと心カテーテル検査と異なるも
のの，ミルリノン投与前後での肺体血流比は大差がな
かった．
本症例での抗心不全薬の使用法は，慢性心不全を
伴った PDA患者に侵襲的治療による心不全の急性増
悪を想定し，“予防的” に術前から手技による侵襲が消
失するまでの期間投与するという方法で，今までにな
い新しい試みと思われる．1例のみの経験なのでミル
リノンの適切な投与期間など明らかにすることはでき
ず，また使用する薬剤に関しても PDE III阻害剤の
ミルリノンではなく血管拡張剤，またはドブタミンな
どのカテコラミン，また併用ではどうかとの議論もあ
ると思われる．
成人先天性心疾患での慢性心不全は短絡疾患，弁逆
流などの疾患であれば容量負荷，狭窄疾患であれば圧
負荷などの長期の心負荷に加え，加齢の因子が加わる
ことが要因とされるが，その病態，薬物治療に関して
も不明なことが多い．成人先天性心疾患は対象疾患，
病態が様々で，かつ症例数が少ないため後天的心疾患
のような大規模な心不全に関する研究が難しい現状を
考えると，個々の症例を蓄積することで術前治療の有
用性，また有効な疾患，投与薬剤，投与期間などを明
らかにしていくことが必要であると思われる．手術，
カテーテル治療に通常以上のリスクを伴うと予想され
た場合，術前から積極的な抗心不全治療を行うこと
で，その状態の改善を図りそのリスクを減らすること
ができれば慢性心不全を伴う成人先天性心疾患の新し
い戦略になりうると考えられたので報告した．

IV．結語
高度の左室機能障害を伴った高齢者の PDA患者

で，術前10日間のミルリノン静注の抗心不全治療を
行い心室機能の改善がみられ，より安全にカテーテル
治療を施行できたと思われた症例を経験した．侵襲的
治療による術後心不全，またそれに起因する不整脈，
死亡などを予防する目的で，術前のある一定期間安静
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入院のもと外来治療の内服薬に加え静脈内投与による
積極的な抗心不全治療は有用であると思われ，ハイリ
スクの患者には試みて良い方法と考えられる．
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A Case of an Elderly Patient with Patent Ductus Arteriosus 
Complicated by Left Ventricular Dysfunction Closed by 

Transcatheter after Preconditioning with PDE III Inhibitor

Yasumi Nakashima1), Yoshiki Mori1), Sachie Kaneko1),  
Nao Inoue1), Tomotaka Murakami2)

1) Division of Pediatric Cardiology, Seirei Hamamatsu General Hospital
2) Seirei Mikatahara General Hospital

Abstract

Left ventricular dysfunction is well known to occur immediately after patent ductus arte-
riosus (PDA) closure. PDA closure in adult patients with left ventricular (LV) dysfunction 
remains a challenge. Herein, we report a 68-year-old patient with left ventricular dysfunction 
who underwent catheter closure with Amplatzer ductual occluder (ADO) after “pre-condi-
tioning treatment” using milrinone. The patient was diagnosed as having PDA because of 
fatigue and palpitations during work at 55 years of age. He was referred to our hospital 
for catheter closure at 67 years of age. Echocardiography showed left ventricular dilation 
(left ventricular internal dimension: LVIDd=75 mm) with poor systolic pump function (left 
ventricular shortening fraction: LVSF=11%). Magnetic resonance imaging revealed the left 
ventricular (LV) ejection fraction to be 35%. Prophylactic intravenous milrinone was started 
to prevent advanced LV dysfunction after closure. Results show that LVIDd decreased from 
75 to 67 mm, and that LVSF improved from 11 to 19% after milrinone treatment for 10 days, 
adding conventional anti-congestive medications. After PDA closure using ADO, the postop-
erative course was uneventful. At 15 days after the procedure, BNP was normalized from 50.7 
to 11.5 pg/ml. Then subjective symptoms disappeared. Six-minute walking distance improved 
from 487 to 567 m at 2 months after the procedure. “Pre-conditioning treatment” using phos-
phodiesterase III inhibitors enables us to perform transcatheter closure of PDA in greater 
safety in adult patients with severe left ventricular dysfunction, which might be a useful 
therapeutic strategy.

Key words : Patent ductus arteriosus, Heart failure, Preconditioning, Elderly
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編集後記

こうして原稿を書いている今，日本は COVID19流行の第5波に見舞われており，東京では連日2000‒
3000人の検査陽性者が発生しています．医療従事者の皆様方にとって憂慮すべき状況になってきている中，
一方ではワクチン接種の進行で，重症者や死亡者は第3波，第4波と比較すると増加が緩やかであるなど，
よい数字も垣間見えます．今回の波が最後の大きな流行であってほしいと願っています．また，1日でも
早く，臨床・学術両面において以前のような自由闊達な対面議論が可能になるよう祈る毎日です．
本号では，6編の論文が掲載されていますが，いずれも日ごろの臨床に大きく役立つであろう論文となっ
ています．日本語で書かれた症例報告を受け付ける学術誌はそう多くはない現状ですから，若手の皆様は
ぜひ積極的に投稿をされることを期待しています．

 （編集委員長　稲井　慶）
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