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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



日本成人先天性心疾患学会雑誌 （2022年5月）

5

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1月6日（土）～ 8日（月・祝）
場 所：学術総合センター（一橋講堂）　東京　予定

❑第26回成人先天性心疾患セミナー

日 程：2022年6月4日（土）8時55分開始，15時00分終了予定
場 所：Zoom開催
テーマ：体心室右心室症例を掘り下げる

❑第27回成人先天性心疾患セミナー

日 程：2022年11月19日（土）予定

日本成人先天性心疾患学会雑誌 （2022年5月）
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Severity classification of  
Fractional Area Change (FAC) in the left ventricle:  

A pilot study for evaluating systemic ventricular function  
by using FAC

Naoko Ichikawa1), Yumi Shiina, MD, PhD2), Yasufumi Kijima2),  
Nobuyuki Komiyama2), Koichiro Niwa2)

1) Clinical Laboratory, St. Luke’s International Hospital
2) Department of Cardiovascular Medicine, St. Luke’s International Hospital

Abstract

Purpose: The disk summation method cannot assess systemic right ventricular function and 
single ventricular function because of its unique shape. Fractional area change (FAC) and 
eyeball ejection fraction (EF) methods are often used in such cases; however, the FAC cutoff 
value is vague. Estimation of left ventricular (LV) EF is classified into four stages; however, 
a severity classification system using the FAC method is lacking. This study aimed to assess 
LVFAC cutoff values based on systemic LVEF for evaluating systemic ventricle with compli-
cated shape using FAC. We also evaluated the accuracy of the eyeball FAC method in the left 
ventricle because we are generally accustomed to evaluating eyeball right ventricle FAC, not 
LVFAC.
Methods: A total of 320 consecutive patients who underwent echocardiography were retro-
spectively enrolled. Eyeball LVFAC was estimated by well-trained sonographers. LVFAC was 
assessed simultaneously at the time of LVEF measurement.
Results: A total of 303 patients were classified as follows: 115 patients with normal con-
traction (LVEF>52%), 78 patients with mild dysfunction (40%<LVEF<51%), 62 patients 
with moderate dysfunction (30%<LVEF<40%), and 48 patients with severe dysfunction 
(LVEF<30%). The cutoff value of actual LVFAC measurements calculated from the receiver 
operating characteristic curve was 33% for mild dysfunction, 25% for moderate dysfunction, 
and 20.8% for severe dysfunction. The correlation between measured LVFAC and eyeball 
LVFAC was strong (r=0.94).
Conclusion: We classified LVFAC into four severity stages. LVFAC may be used as a sim-
plified screening tool for any LV shape in local hospitals and emergency rooms, but further 
studies are needed.

Key words : Fractional area change, Eyeballing, Echocardiography

Introduction
Left ventricular ejection fraction (LVEF) estima-

tion using the disk summation method (modified 
Simpson’s rule) is a typical index for evaluating the 
contractile function of the systemic LV1), which is 
not always feasible to assess systemic ventricular 
function in complicated structures, such as systemic 
right ventricle (RV) or single ventricle with a rudi-
mentary chamber.

Three-dimensional (3D) measurements may be 
used in cases of complicated morphology, but the 
analysis software is expensive and its availability 
is limited in local hospitals. Therefore, fractional 
area change (FAC) and visual estimation (eyeball) 
EF methods are often used; however, there is no 
severity classification of LVFAC2). RV dysfunction is 
defined as FAC<35%; however, it remains unknown 
whether FAC is feasible to assess mild or moderate 
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RV dysfunction, and not severe RV dysfunction.
FAC assessment of complicated ventricular shape 

is preferred for the following reasons. 1) The regu-
lar use of 3D measurements is cumbersome in daily 
practice3). 2) FAC use is more practical in local hos-
pitals. Therefore, we mainly evaluated the cutoff 
value of LVFAC severity based on LVEF using the 
disk summation method in this study. This is the 
first step in evaluating LVFAC in normal structural 
subjects, and we plan to evaluate LVFAC in com-
plicated congenital heart disease (CHD) cases as a 
next step.

We also evaluated the accuracy of the eyeball FAC 
method in the left ventricle, because we are gener-
ally accustomed to RVFAC in CHD, but not LVFAC. 
Well-trained sonographers used this simplified 
method, because a good correlation between eyeball 
FAC and actual FAC is important to improve the 
measurement accuracy of sonographers.

Materials and methods
Patients

A total of 320 consecutive patients who under-
went transthoracic echocardiography between 
July 2019 and October 2019 were enrolled. All 320 
patients had systemic LV, and no cases of CHD 
were included in this study. Patients with atrial 
fibrillation or those with poor imaging findings were 
excluded. This study used the data obtained within 
the scope of routine medical care.

Echocardiography
Echocardiography was performed using EPIQ7 

(PHILIPS) and an X5-1 transducer. Apical views 
were obtained with the patient in the left lateral 
recumbent position. An apical four-chamber view 
was recorded at a field depth of 12 cm and a frame 
rate of 70. Firstly, the apical four-chamber and 
two-chamber views were used to estimate left ven-
tricular eyeball LVFAC. LVEF was calculated from 
the apical four- and two-chamber views using the 
biplane disk summation method. The LV function 
results were classified into normal, mild, moderate, 
and severe using the LVEF severity assessment 
values listed in the American Society of Echocar-
diography (ASE) guidelines2). LVFAC was calcu-
lated from LV end-diastolic area (LVEDA) and LV 
end-systolic area (LVESA) that were measured 
simultaneously with the disk summation method. 

LVFAC was calculated from the apical four- and 
two-chamber views using the following equation: 
100×(LVEDA-LVESA)/LVEDA. To avoid bias, mea-
surements were taken only once.

Statistical analysis
Data was analyzed using the Statistical Program 

for Social Science (SPSS) version 24.0 (SPSS, Inc., 
Chicago, IL, USA). Categorical data were expressed 
as percentages, and continuous data were expressed 
as mean±standard deviation. The Kruskal‒Wallis 
test was used to compare the four groups, while 
the Steel-Dwass method was used as a multiple 
comparison method. Linear regression was per-
formed for correlation analysis. Bland‒Altman plot 
analysis was used to assess the agreement between 
different methods. Receiver operating character-
istic (ROC) curve analysis was used to determine 
the optimal cutoff value. The areas under the curve 
(AUC) and 95% confidence intervals were obtained 
to confirm the predictive power of ROC curve analy-
sis. Intra- and inter-subjective errors were assessed 
using intraspecific correlation coefficients (ICCs) for 
50 LVFAC values randomly selected from all cases. 
Statistical significance was set at P<0.05.

The study protocol conformed to the ethical guide-
lines of the 1975 Declaration of Helsinki. The ethics 
committee of our hospital approved this study (20-
R004). The requirement for informed consent was 
waived owing to the retrospective nature of the 
study, with an opt-out option.

Results
A total of 303 patients (mean age, 66±16 years; 

216 [71%] were men) were included in the anal-
ysis, excluding eight patients with poor image 
quality and nine patients with atrial fibrillation 
(Table 1). Using the LVEF severity assessment 
described in the ASE guidelines, the patients were 
classified into four groups: 115 patients with nor-
mal contraction, 78 patients with mildly reduced 
contraction, 62 patients with moderately reduced 
contraction, and 48 patients with severely reduced 
contraction (Table 2). The mean FAC of the nor-
mal group was 44±5%, mild systolic dysfunction 
was 32±4%, moderate systolic dysfunction was 23
±5%, and severe systolic dysfunction was 14±6% 
(Table 2). A strong correlation was noted between 
LVEF and LVFAC (r=0.96, p<0.01) (Fig. 1). The 
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correlation between LVFAC and eyeball LVFAC 
was very strong (r=0.94) (Fig. 2a, 2b). The cor-
relation between LVEF and eyeball LVFAC was 
also very strong (r=0.957) (Fig. 3). ROC analysis 

of LVFAC cutoff showed mildly reduced contrac-
tion (LVEF<51%) in 33% of patients (AUC=0.999, 
p<0.001; sensitivity: 94.2%; specificity: 99%) (Fig. 

4a), moderately reduced contraction (LVEF<40%) 
in 25% (AUC=0.978; p<0.001; sensitivity: 97.4%; 
specificity: 80.9%) (Fig. 4b), and severely reduced 
contraction (LVEF<30%) in 20.8% (AUC=0.974; 
p<0.001; sensitivity, 93.7%; specificity, 92%) (Fig. 

4c) (Table 3). The intra-rater reliability for LVFAC 
measurements was ICC (1,2)=0.965, while the 
inter-rater reliability was ICC (2,1)=0.939, both of 
which are good results.

Discussion
Cardiac echocardiography is non-invasive, can 

be performed at the bedside, and is the first choice 
for imaging studies in cases of suspected cardiac 
disease even in small clinics without high spec 
machines; therefore, simple echo parameters are 
desirable to assess systemic LV contraction. To 
the best of our knowledge, this is the first study to 
examine the cutoff value of LVFAC and classify the 

Table 1　Patient characteristics

Table 2　Echocardiographic measurements

LVEF, left ventricular ejection fraction; FAC, fractional area change; LVEDV, left ventricular end-diastolic volume; 
LVEDA, left ventricular end-diastolic area

Fig. 1　Correlation plot: Fractional area change versus 
left ventricular ejection fraction.
The correlation between FAC and LVEF was 
strong (r=0.96, P<0.01). 
LVEF, left ventricular ejection fraction; FAC, frac-
tional area change
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severity into four levels.

The cutoff value of LVFAC based on the severity of 
contraction

Determining EF using the disk summation method 
is recommended for LV assessment because it is 
ideal for obtaining a simple and non-invasive index 
of contractility1). This is the most accurate method 
in 2D LV volumetric measurement because it is less 
affected by LV morphology. According to the revised 
ASE criteria in 2015, the normal LVEF is 52%‒72% 
in men and 54%‒74% in women2). Conversely, ASE 
guidelines only state that an RV FAC≤35% is abnor-
mal2), suggesting that the normal and abnormal cut-
off values of the RV are very ambiguous.

We believe that echocardiogram findings should 

describe whether a contraction is mildly, moder-
ately, or severely reduced in the case of LVEF. 
However, the patient’s habitus or complex anatomy 
limits the accuracy4). MRI is believed to be the gold 
standard for assessing ventricular volume and 
EF5, 6); however, MRI is not available in all cases. 
Therefore, the role of echocardiography in the fol-
low-up of contraindicated cases is important. The 
AUC value of this study exceeded 0.9, suggesting 
that the severity classification of LVFAC based on 
LVEF was very accurate.

In children’s hospitals, there are many well-
trained sonographers for CHD, who can understand 
CHD abbreviations on case notes and can distin-
guish a single LV from a single RV. Conversely, 
there are a few trained sonographers and doctors 
for CHD in general adult cardiology clinics, local 
hospitals, and emergency rooms. It is sometimes 
very challenging for them to understand the 
diagnoses and anatomy of the case notes. Fontan 
patients sometimes present with breathlessness or 
palpitations at the emergency room at night, but 
they often cannot explain their initial diagnosis; 
therefore, ER doctors cannot know whether they 
have left- or right-dominant single ventricle. CHD 
education for sonographers or ER doctors, as well 
as patients themselves, is one of the key factors for 
a smooth transfer in CHD patients. In the case of 
complex morphology in CHD, standard LV mea-
surements are sometimes challenging. In our hospi-
tal, the staff who treat adult CHD patients recom-

Fig. 2　(a) Correlation plot: Eyeballing fractional area 
change versus fractional area change. (b) 
Bland‒Altman analysis comparing FAC and 
eyeball FAC.
(a) The correlation between FAC and eyeball FAC 
was strong (r=0.94, P<0.01). (b) Bland‒Altman 
analysis comparing FAC and eyeball LVFAC 
(Bias=−1.7%, limits of agreement (LOA)=−9.1 
to 5.7). 
FAC, fractional area change

Fig. 3　Correlation plot: Eyeballing fractional area 
change versus left ventricular ejection fraction.
The correlation between eyeball FAC and LVEF 
was strong (r=0.957, p<0.001). 
LVEF, left ventricular ejection fraction; FAC, frac-
tional area change
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Fig. 4　(a) FAC cutoff showed mildly reduced contractility (LVEF<51%). (b) FAC cutoff showed moderately reduced 
contractility (LVEF<40%). (c) FAC cutoff showed severely reduced contractility (LVEF<30%).
(a) ROC analysis of FAC cutoff showed mildly reduced contractility in 33%. Area under curve (AUC)=0.999, 
p<0.001, sensitivity=94.2%, specificity=99%. (b) ROC analysis of FAC cutoff showed moderately reduced con-
tractility in 25%. AUC=0.978, p<0.001, sensitivity=97.4%, specificity=80.9%. (c) ROC analysis of FAC cutoff 
showed severely reduced contractility in 20.8%. AUC=0.974, p<0.001, sensitivity=93.7%, specificity=92%.
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mend the measurement of both EF and FAC before 
a remote consultation when they cannot understand 
the CHD diagnosis in detail. Post-operative reports 
of complete transposition of the great arteries show 
a systemic LVFAC<33% with an LVEF<50% on 
MRI7). These results are similar to our cut-off val-
ues. The LVFAC measurement is a good parame-
ter for both intra- and inter-test errors in terms of 
statistical reproducibility. The FAC is considered a 
simple measure of accuracy and ease of use if the 
cross-section of images to be drawn in the facility 
is unified. This study showed a good correlation 
between the LVEF and LVFAC. As a further study, 
we are planning to continue to investigate whether 
there is a discrepancy between eyeball EF and FAC 
in CHD, such as systemic RV or single ventricle.

Usefulness of eyeball LVFAC
Eyeball EF lacks objectivity; however, eyeball 

EF is widely used in local hospitals and emergency 
rooms because it can be used to visually verify a 
quantitative value8, 9). Even non-specialists can 
imagine the extent of the decline in cardiac function 
by determining the EF value. Moreover, eyeball EF 
and the disk summation method EF by a skilled 
evaluator are strongly correlated10). For the same 
reason, the accuracy of eyeball FAC is important 
because it enables us to judge the validity of actual 
FAC measurements. Even if FAC are carefully 
measured, they are meaningless if inaccurate. 
Based on the current guidelines, it is difficult to 
determine whether measured FAC is accurate and 
consistent with EF in mildly or moderately reduced 
contractions. In this study, the correlation between 
measured LVFAC and eyeball LVFAC was strong 
(r=0.94). Our findings suggest that eyeball FAC 
can be easily learned with experience as well as 
assessing eyeball EF.

Limitations
In this study, we assessed a highly authentic 

parameter, which is a non-novel marker. In many 
small clinics, high-specification echocardiographic 
equipment is not available; therefore, we believe 
that this basic study using a simple marker is still 
clinically informative. We investigated the correla-
tion with LVFAC, using EF with the most com-
monly used disk summation method, rather than 
MRI, which is believed to be the gold standard. It is 
unknown whether the severity classification of this 
study can be applied to the systemic RV and single 
ventricle, so we plan to investigate these hypothe-
ses in the future.

Conclusion
This study evaluated the cut-off values of LVFAC 

based on the severity of LV contraction: 33% for 
mild dysfunction, 25% for moderate dysfunction, 
and 20.8% for severe dysfunction. LVFAC may be 
used as a simplified screening tool for any LV shape 
in local hospitals and emergency rooms, but further 
studies are needed.

Acknowledgment: We appreciate that this manu-
script was proofread for English language revision 
by Editage.
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先天性心疾患領域に携わる医師が 
移行期医療支援センターに期待する機能
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要 旨

【背景】2017年から各都道府県に移行期医療支援センターを設置することとなっている．本研
究では先天性心疾患領域において移行期医療支援センターに期待される機能を明らかにすること
を目的とした．
【方法】日本成人先天性心疾患学会認定修練施設81施設の責任者である医師を対象に自記式質
問紙調査を行った．期待される機能は，先行研究から抽出した移行期支援の内容16項目につい
て，必要性と期待を各5件法で尋ね比較した．
【結果】79施設から回答を得た（回収率97.5%）．移行期医療支援センターへの期待が高い項目
は「患者に利用できる医療費助成制度を知ってもらう」「患者に利用できる福祉制度を知っても
らう」「患者に自身が成人期以降も受診できる医療機関を知ってもらう」「患者が就職に関して相
談できる機会を持つ」「患者が進学に関して相談できる機会を持つ」などの社会・福祉的支援に
関する項目であった．
【結論】移行期医療支援センターには社会・福祉的支援が期待されていることが明らかとなっ
た．

キーワード： 移行期医療，移行期医療支援センター，成人先天性心疾患

I．背景
小児期発症慢性疾患患者の予後は改善し，先天性心

疾患患者の97%が成人期に達するようになった1）．こ
れに伴い小児期から成人期医療へ移り変わる移行期医
療が注目されている．本邦では2011年に日本小児科
学会より小児期発症疾患を有する患者の移行期医療に
関する提言2），2017年には先天性心疾患の生涯診療に
携わる医師や多職種専門職が所属する8学会合同で先
天性心疾患の成人への移行医療に関する提言3）が出さ
れている．
移行期医療における課題は，医療提供体制と患者の

自立支援である3）．医療提供体制では，成人期を迎え
た小児期発症慢性疾患患者に対する小児診療科・成人
診療科の垣根を超えた診療提供，患者の自立支援で
は，健康管理行動の主体が保護者から患者本人へ移る
過程で患者本人が疾患理解をし，自己決定権を持つこ
とができるよう支援することが求められている．

移行期医療を推進すべく，2017年に厚生労働省よ
り移行期医療を総合的に支援する機能をもつ移行期医
療支援センターを各都道府県に設置する旨が通達さ
れ4），2021年2月時点で，全国7都府県（埼玉県，千
葉県，東京都，神奈川県，長野県，静岡県，大阪府）
に設置されている5）．移行期医療支援センターの役割
は，移行期医療に関係する各機関の調整や，患者自
律（自立）など移行期医療を総合的に支援することで
ある．具体的な支援として，小児期および成人期の診
療科・医療機関間の連携促進を目指した連絡体制の整
備，医師・患者等からの相談体制の整備，患者自身の
病気に対する知識を深め患者の自律（自立）を促進す
ること，各診療科・医療機関で行われる自律（自立）
支援の取組に対する支援を行うことなどが挙げられ
ている4）．前述の通達4）では，移行期医療支援におい
て，小児診療科・成人診療科の医師，看護師，保健師，
ソーシャルワーカー，教育機関関係者，小児慢性特定

2021年9月7日受付　　2021年11月25日受理　　2022年3月25日早期公開
連絡先： 秋山 直美，横浜市立大学　医学部看護学科成人看護学， 

〒236‒0004　神奈川県横浜市金沢区福浦3‒9，E-mail: akiyama.nao.hr@yokohama-cu.ac.jp
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疾病児童等自立支援員など多職種による連携体制の構
築を行うこと，設置場所については，自治体，医療機
関，難病支援センターなど地域の実情に応じて取り組
みが実施できる機関に設置することが望ましいとされ
ている．
先天性心疾患領域での移行期医療に関しては，成人

先天性心疾患学会による修練施設認定専門医施設の認
定6）や，病院間連携7）などが進み，医療提供体制は整
備されつつあるが，患者の自立支援のための取組みは
十分とは言えない現状がある．そこで本研究では，先
天性心疾患領域で移行期・成人期医療に携わる医師が
移行期医療支援センターに期待する機能を明らかにす
ることを目的とした．先天性心疾患領域の医師が移行
期医療支援センターに期待する機能を明確にすること
で，今後，移行期医療支援センターの機能を各自治体
で検討する際の基礎資料になるとともに，他領域で同
種の調査を行う際の指標になると考えられる．

II．方法
1.　調査方法および調査対象

2019年10月時点で，日本成人先天性心疾患学会認
定修練施設81施設の修練指導責任者・施設指導責任
者である医師6）へウェブフォームを用いた自記式質問
紙調査を実施した．ウェブフォームへのリンクはメー
ルで送付し，回答は施設責任者本人に依頼した．調査
期間は2019年11月から12月であった．

2.　調査内容
ウェブアンケートは，以下の6つの内容で構成され

た．
1）施設背景
2）移行期支援に関係する多職種との連携体制
3）移行期医療支援センターの認知度・設置状況
4） 移行期医療支援センターに関する自施設への設
置・協力依頼状況，関与する意向

5）移行期支援全般に必要な内容
6）移行期医療支援センターに期待する機能

1）の施設背景では，①所属施設名，②経過観察，
成人期の検査・治療など，移行目的での患者受け入れ
数と患者紹介数，③移行期支援の提供状況，④小児慢
性特定疾病児童等自立支援事業，難病支援事業への関
与状況，⑤施設における地域連携状況を尋ねた．

2）の移行期支援に関係する多職種との連携体制で
は，小児医療機関もしくは大学病院などの総合医療機
関に勤務する小児循環器科医，成人医療機関もしくは
大学病院などの総合医療機関に勤務する成人先天性心
疾患担当医，総合診療施設もしくは連携修練施設に勤
務するソーシャルワーカー，総合診療施設もしくは連
携修練施設に勤務する院内学級教員，小児慢性特定疾

病自立支援員，難病相談支援員，教育委員会・学校
長・学校教員などの教育機関を代表する関係者，障害
者雇用担当者などのハローワーク関係者，母子保健や
難病担当の保健師，先天性心疾患に関する患者会・家
族会関係者について「担当者の名前や顔がわかる」「担
当者はいるが名前や顔はわからない」「担当者がいる
かわからない」「担当者はいない」の中から選択する
よう依頼した．

3）の移行期医療支援センターの認知度・設置状況
では，移行期医療支援センターを知っているか，自治
体に移行期医療支援センターが設置されているかを尋
ねた．

4）の移行期医療支援センターに関する自施設への設
置・協力依頼状況，関与する意向では，移行期医療支
援センターの設置に向けて自治体から自施設へ設置・
協力要請が来ているか，施設責任者である医師が移行
期医療支援センターにどの程度関与する意向があるか
を尋ねた．

5）の移行期支援全般に必要な内容と，6）の移行期
医療支援センターに期待する機能では，先行研究 3, 8）

や研究者間の協議により抽出した移行期支援の具体的
内容16項目について，以下の方法で尋ねた．移行期
支援全般に必要な内容では，具体的内容16項目につ
いて，「とても必要だと思う」「まあ必要だと思う」「ど
ちらとも言えない」「あまり必要だと思わない」「全く
必要だと思わない」，移行期医療支援センターに期待
する機能では，必要性と同一の16項目について，「と
ても期待する」「まあ期待する」「どちらとも言えない」
「あまり期待しない」「全く期待しない」の5件法で回
答を依頼した．なお，移行期支援は各医療機関で移行
期支援外来による支援も行われている9）．そのため本
研究では，移行期医療支援に必要な内容の中でも，特
に移行期医療支援センターに期待される内容を明らか
にするために移行期支援全般に必要な内容と移行期医
療支援センターに期待する機能を尋ねた．

3.　分析方法
移行期医療支援センターに期待する機能が高い項目
を明らかにするために，「移行期支援全般に必要な内
容」と「移行期医療支援センターに期待する機能」の
各回答について，記述統計量を算出した．

4.　倫理面への配慮
研究実施にあたっては日本成人先天性心疾患学会の
倫理審査委員会の承認を得て実施した．対象者同意
は，ウェブフォーム内に個人情報保護，調査協力の任
意性について文書で記載し，ウェブフォーム内の調査
同意欄への確認および回答の送信をもって同意とみな
した．
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III．結果
対象施設背景（Table 1）
ウェブアンケートを送付した81施設のうち，79

施設から回答を得た（回収率97.5%）．うち総合修
練施設は40施設（50.6%），連携修練施設は39施設
（49.4%）であり，小児専門病院は9施設（11.4%）で
あった．移行目的での患者受け入れ数は，年間10～
24例である施設が32.9%と最多で，0例と回答した
施設は全て小児専門病院であった．移行目的での患者
紹介数は，年間1～9例が約半数を占め，紹介数が9
例以下と少なかったのは全て小児専門病院以外の施設
であった．移行期支援の提供状況（複数回答）は，医
師による外来などでの個別支援が56施設（70.9%），
先天性心疾患に特化した移行期支援外来の設置が28
施設（35.4%），小児期発症疾患全般の移行期支援外
来の設置，および看護師による個別支援はそれぞれ
11施設（13.9%）であった．

移行期支援に関係する多職種との連携体制（Figure 1）
小児循環器科医，成人先天性心疾患担当医に関し

て，9割以上が「担当者の名前や顔がわかる」と回答
した．一方，難病相談支援員，母子保健や難病担当の
保健師，小児慢性自立支援員，教育関係者，ハロー
ワーク関係者などの行政職に関しては「担当者の名
前や顔がわかる」と回答した者が2.5～12.7%，「担当
者がいるかわからない」と回答した者が46.8～62.0%
を占めた．

移行期医療支援センターの認知度・設置状況（Figure 2）
認知度に関して，「自治体での設置状況を含めて

知っている」と回答したのは17施設（21.5%）であ
り，「名前は聞いたことがある」は43施設（54.4%），
「このアンケートで初めて知った」は19施設（24.1%）
であった．設置状況に関しては「すでに設置されてい
る」が14施設（17.7%），「今はないが設置準備が進
んでいる」は6施設（7.6%），「今はなく，今後の設置
予定も未定」は25施設（31.6%），「わからない」は
34施設（43.0%）であった．

移行期医療支援センターに関する自施設への設置・協
力依頼状況と関与する意向（Table 2）
「自施設または自施設関係者に移行期医療支援セン
ターの設置・協力依頼が来ている」と回答した施設は
9施設（11.4%）であり，「来ていない」と回答した施
設は37施設（46.8%）であった．また，関与する意向
は，「積極的に関与したい」が22施設（27.8%），「依
頼があれば関与したい」が55施設（69.6%）であった．

移行期支援に必要な内容と移行期医療支援センターに
期待する機能（Figure 3）
移行期支援全般に必要な内容に関して，「とても
必要だと思う」と回答した者の割合が高い項目は順
に，「患者に受診継続が必要な理由を理解してもら
う（91.1%）」「患者に自身の病状を理解してもらう（
89.9%）」「患者に今後起こりえる合併症を理解しても
らう（84.8%）」「患者が妊娠・出産に関して相談でき
る機会を持つ（83.5%）」「患者に服薬アドヒアラン
スを高めてもらう（78.5%）」「患者に緊急受診が必要
な症状を理解してもらう（75.9%）」「患者に使用して
いる薬剤の効果や副作用を理解してもらう（73.4%）」
であり，医学的側面の強い項目が上位を占めていた．
移行期医療支援センターに期待する機能に関して，

「とても期待する」と回答した者の割合が高い項目は
順に，「患者に利用できる医療費助成制度を知っても
らう（74.7%）」「患者に利用できる福祉制度を知って
もらう（72.2%）」「患者に自身が成人期以降も受診で
きる医療機関を知ってもらう（67.1%）」「患者が就職
に関して相談できる機会を持つ（64.6%）」「患者が進
学に関して相談できる機会を持つ（58.2%）」「家族
が患者の現状や将来について相談できる機会を持つ
（55.7%）」「患者が学校生活に関して相談できる機会
を持つ（54.4%）」であり，社会・福祉的支援に関す
る情報や相談に関する項目が上位を占めていた．

IV．考察
本研究では，先天性心疾患領域の医師が移行期医療
支援センターに期待する機能を明らかにすることを目
的に調査を行った．本研究の結果から，移行期医療支
援センターに期待される機能は，患者を含めた家族が
医療費助成制度や福祉制度，成人期以降も受診可能な
医療機関について知る機会の提供，学校生活，進学，
就職に関して相談できる機会の提供といった社会・福
祉的支援であることが示された．一方で，移行期医療
支援センターに積極的に関与する意向のある医師に協
力依頼が来ていないこと，社会・福祉的側面の支援に
必要となる医療者以外の多職種との連携は十分でない
ことが示された．

先天性心疾患領域の医師が移行期医療支援センターに
期待する機能
移行期医療支援センターに「とても期待する」と
回答した者の割合が高かった項目は，「患者に利用で
きる医療費助成制度を知ってもらう」「患者に利用で
きる福祉制度を知ってもらう」「患者に自身が成人期
以降も受診できる医療機関を知ってもらう」「患者が
就職に関して相談できる機会を持つ」「患者が進学に
関して相談できる機会を持つ」「家族が患者の現状や
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Table 1　Institution background. (n=79)
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将来について相談できる機会を持つ」「患者が学校生
活に関して相談できる機会を持つ」といった成人期以
降も利用できる制度，医療機関への案内や，就職，進
学といった社会・福祉的支援であった．社会・福祉的
支援は，患者の生活の質向上や社会的自立に向けて課
題とされている公的医療費助成や所得保障，就学・進
学，就労・就労継続と共通している 10, 11）．
医療費助成制度に関しては，成人期になると小児期

に利用できていた医療費助成制度が利用できなくな
り，新たに手続きが必要となる場合や，自治体によっ
て制度が異なる場合がある．また，福祉制度に関して

も患者の状態によって障害年金受給や受けられるサー
ビスなどが異なる．患者の経済的苦痛は心理的苦痛
にも影響を及ぼすことは先行研究12）でも示されてお
り，患者に医療費助成制度や福祉制度に関して知って
もらうための支援は重要である．しかし，本調査の対
象となった医師や，普段の診療で患者と関わる医療従
事者は，医療費助成制度に関しては専門家ではない．
よって移行期医療支援センターに期待する割合が高
かったと考えられる．
成人期以降も受診できる医療機関に関しては，成人
先天性心疾患専門施設での継続受診が死亡率の低下と

Table 2　Request status regarding the TMSC to the facility and the participants' willingness to participate 
in the TMSC. (n=79)

Fig. 1　Collaboration with other professionals related to transitional support.

Fig. 2　Recognition and establishment status of the Transitional Medical Support Centers. (n=79)
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関連していることが示されており13），専門施設での継
続受診は患者の予後に影響するとも言える．しかし，
継続受診の中断は移行期医療が提供される思春期から
青年期に増加することが指摘されている14）．受診中
断経験のある患者が新たに受診できる専門医療機関を
探す場合や，生活の変化による転居などで新たに受診
先を探す場合，患者が都道府県に設置された移行期医
療支援センターを利用することで，医療機関への橋渡
しとなる可能性がある．
患者の家族を含めた学校生活，進学，就職に関して

相談できる機会の提供は，疾患の特徴が関連している
と考えられる．先天性心疾患は，外から病気であるこ
とがわかりづらい内部障害であり，通院・入院による
欠席や身体活動制限に関して周囲の理解を得ること
や，進学先選択，障害者雇用，就業継続に関する支援
が必要となる場合がある．これに関連する内容では，
小児慢性特定疾病児童等自立支援事業15）においても
相談支援事業が行われている．具体的には，医療機関
からの連絡票に基づく療育相談指導や自立に向けた育
成相談，患者同士の交流を深める機会や地域関係者へ
の情報提供などが挙げられる．また，難病患者に対し
ては難病相談支援センターで公的手続等の相談支援や
就労支援関係機関と連携した支援が行われている．移
行期医療支援センターの業務については，既存事業と
の連携も可能とされているため4），小児慢性特定疾病
児童等自立支援事業や難病支援事業との連携を推進し
ていくことで移行期医療支援センターに期待される機
能の充実が可能であると思われる．

また，染色体・遺伝子異常や精神発達遅滞を有する
先天性心疾患患者は成人診療科への移行が特に困難で
あるということが明らかになっている16）．今回，移
行期医療支援センターに求める機能が社会・福祉的支
援であることが明らかになったことで，このような患
者に対する相談窓口となるとも予想される．
患者の生活の質向上や社会的自立に向けては，特に
教育と雇用，雇用と所得の関係は切り離せず17），患
者にとってこれらの社会的因子は低い生活の質につな
がる18）．教育や雇用，社会保障制度といった社会的
因子は患者の社会的自立に直結する問題であり，移行
期支援外来で一部扱うこと9）はあっても十分な介入に
は限界があると推察される．今後移行期医療支援セン
ターが拡充していくことにより，移行期医療支援に必
要とされる内容がもれなく患者に提供され，患者の生
活の質向上や社会的自立の一助になることが期待され
る．

移行期医療支援センターの設置・協力依頼状況，多職
種との連携について
移行期医療支援センターについて「自治体での設
置状況を含めて知っている」と回答した施設は17施
設（21.5%）であり，「すでに自治体で移行期医療支
援センターが設置されている」と回答した施設は14
施設（17.7%）と，認知度，自治体での設置状況とも
に低いことが明らかとなった．認知度，設置状況とも
に低い理由には，一部の自治体にのみ設置されている
こと，設置場所が医療機関に限られていないことが考

Fig. 3　The need for transitional support and the expected role of the Transitional Medical Support Centers.
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えられる．今後，移行期医療支援センターの設置が進
み，医療機関との連携や支援の実例などが報告される
ことで認知度向上につながると考えられる．
移行期医療支援センターに関する自施設への設置・

協力依頼状況と関与する意向では，移行期医療支援セ
ンターへ関与する意向がある施設が77施設（97.4%）
である一方で，実際に設置主体である都道府県から設
置・協力依頼があるとした施設は9施設（11.4%）で
あり，移行期医療支援センターに積極的に関与する意
向のある医師に協力依頼が来ていないことが明らかと
なった．移行期医療支援センターへの関与する意向の
高さは，都道府県からの設置・協力依頼があった際の
円滑な移行期医療支援センターの設置につながると考
えられる．特に学会認定修練施設は移行期支援を必要
とする患者数も多いため，設置・協力依頼によって支
援につながる患者も多く存在すると思われる．
移行期支援に関係する多職種との連携体制では，病

院内で活動する医師やソーシャルワーカーなどの名前
や顔がわかる割合が高い一方で，医療者以外の多職種
との連携が十分でない状況が示唆された．多職種との
連携は，移行期医療支援センターの設置通達以外に先
天性心疾患患者の移行医療に関する提言3）でも求め
られており，特に社会・福祉的支援の必要性から医療
職以外の行政で活動する職種の連携も必要とされてい
る．前述の小児慢性特定疾病児童等自立支援事業や難
病支援事業は，定期的に協議会が行われており，構成
員に医療関係者や慢性疾病児童自立支援員，教育機
関，患者会，NPO法人などが含まれている．このよ
うな協議会に参加していると多職種と名前や顔がわか
る関係になると考えられたため，本調査では，連携体
制評価の指標に「担当者の名前や顔がわかる」ことを
基準とした．しかし，本調査では79施設のうち，「慢
性疾患児地域支援協議会に参加している」と回答した
のは13施設（16.5%），「難病医療連絡協議会に参加
している」と回答したのは11施設（13.9%）であっ
た．施設責任者である医師が地域で行われている協議
会に参加しているとは限らないが，移行期医療支援セ
ンターの設置にあたっては，各地域の特徴・実情に応
じて既存の会議体を活用しても良いとされており4），
小児慢性特定疾病児童等自立支援事業や難病支援事業
の協議会に医療機関が参加することで，医療者以外の
多職種との連携の場となると考えられる．

本研究の限界と今後の課題
本研究の課題は2点である．1点目は，移行期医療

支援センターに関する認知度，自治体での設置状況が
低い中で行われた調査であることである．移行期医療
支援センターの認知度によって，移行期医療支援セン
ターに期待する機能に差がないことは分析の過程で検

証を行ったが，今後移行期医療支援センターの設立が
進むと実際の運用の中で期待される機能は変化する可
能性がある．2点目は調査対象者が日本成人先天性心
疾患学会認定修練施設の施設責任者である医師のみで
あったことである．医師は主に診療に携わっているた
め，必然的に移行期医療支援センターに期待する機能
が社会・福祉的支援に偏った可能性がある．移行期医
療支援センターに期待する機能は，職種ごとに差があ
る可能性があり，今後は，移行期支援に関わる多職種
や先天性心疾患領域以外の対象者を含めた調査を実施
するとともに，移行期医療支援センターの整備を進め
つつ，支援内容の周知を行っていく必要がある．

V．結論
先天性心疾患領域の医師が，移行期医療支援セン
ターに期待する機能は，「患者に利用できる医療費助
成制度を知ってもらう」「患者に利用できる福祉制度
を知ってもらう」「患者に自身が成人期以降も受診で
きる医療機関を知ってもらう」「患者が就職に関して
相談できる機会を持つ」「患者が進学に関して相談で
きる機会を持つ」「家族が患者の現状や将来について
相談できる機会を持つ」「患者が学校生活に関して相
談できる機会を持つ」といった社会・福祉的支援であ
ることが明らかとなった．しかし，医療機関と行政の
連携，移行期支援に関わる多職種間の連携は十分でな
い現状があり，小児慢性特定疾病児童等自立支援事業
や難病支援事業とも連携し，移行期医療支援を進めて
いく必要があると考えられた．
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Expected Functions of the Transitional Medical Support 
Centers in the Field of Congenital Heart Disease

Naomi Akiyama1), Ryota Ochiai1), Yoshihide Mitani2), Atsushi Yao3), Takashi Higaki4), 
Atsushi Mizuno5), Koichiro Niwa5), Isao Shiraishi6)

1) Department of Nursing, Graduate School of Medicine, Yokohama City University
2) Department of Pediatrics, Mie University Graduate School of Medicine

3) Division for Health Service Promotion, The University of Tokyo
4) Department of Regional Pediatrics and Perinatology, Graduate School of Medicine, Ehime University

5) Department of Cardiovascular Internal Medicine, Cardiovascular Center,  
St. Luke’s International Hospital

6) Department of Education and Research Promotion, Department of Pediatric Cardiology, National 
Cerebral and Cardiovascular Center

Abstract

Background: As of 2017, each prefecture was supposed to establish a Transitional Med-
ical Support Center. The purpose of this study was to clarify the expected functions of Transi-
tional Medical Support Centers.

Methods: We conducted web-based surveys of physicians who are managers of 81 train-
ing facilities certified by the Japanese Society for Adult Congenital Heart Disease, to under-
stand the functional expectations of Transitional Medical Support Centers. Based on previous 
studies, we selected 16 items to assess the needs for and expectations of the Transitional 
Medical Support Centers. The participants responded to each item on a five-point scale.

Results: The responses were obtained from managers of 79 facilities (response 
rate=97.5%). The items with the highest expectations for the Transitional Medical Support 
Centers were those related to social and welfare support, including “Provide support to under-
stand the medical expense subsidy system,” “Provide support to understand the welfare sys-
tem,” “Provide support to understand where to receive medical care in adulthood,” “Provide 
consultation about employment,” “Provide consultation about further education.”

Conclusion: The Transitional Medical Support Centers were expected to provide social 
and welfare support.

Key words : Transitional care, Transitional medical support center, Adult congenital heart disease
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【症例報告】 doi: 10.34376/jsachd.C-2021-0002

集学的治療を要した子宮体癌を合併した Ebstein病成人例

丸谷 怜 1），西 孝輔 1），上嶋 和史 1），髙田 のり 1），西野 貴子 2）， 
城 玲央奈 3），中松 清志 4），法里 慧 5），杉本 圭相 1），稲村 昇 1）

1） 近畿大学医学部小児科学教室
2） 近畿大学医学部心臓血管外科学教室

3） 近畿大学医学部産科婦人科学教室
4） 近畿大学医学部放射線医学教室（放射線腫瘍学部門）

5） 近畿大学医学部麻酔科学教室

要 旨

症例は51歳の女性．生来健康であったが，50歳前から腹部膨満を自覚していたが放置してい
た．51歳になり労作時呼吸困難で前医を受診し，経皮酸素飽和度の低下と大量の腹水を指摘さ
れ緊急入院となった．Magnetic Resonance Imaging (MRI）で子宮体癌を疑われ，内膜細胞診
で確定診断したが，腹水細胞診は陰性であった．心エコー検査で重度の三尖弁閉鎖不全を伴う
Ebstein病と診断した．腹水と経皮酸素飽和度の低下は右心不全によるものと判明し，当院に転
院となった．我々は関連各科が連携してがん治療と心臓治療を行った．どちらの疾患も早期の治
療が必要であった．子宮体癌には放射線治療を選択し，放射線治療後に弁形成を行い救命するこ
とができた．本症例は先天性心疾患を含む複数の異なる疾患を合併し，複数科の連携で治療に成
功した貴重な症例であり，報告する．

キーワード： Ebstein anomaly, Uterine cancer, Multidisciplinary treatment

I．緒言
Ebstein病は，先天性心疾患の中でも1%未満の稀

な疾患であり，三尖弁の形成異常が病態の中心で，右
室機能によって症状の程度は様々である．成人例の場
合，チアノーゼ，上室頻拍，肺高血圧を合併すること
に加えて，長期間の心負荷による心予備力の低下，加
齢によって起こる他臓器の病態が問題となる．今回，
51歳の子宮癌を合併した重症 Ebstein病を経験し，
治療経過に複数科が関与する貴重な症例であったので
報告する．

II．症例
症例は51歳の女性．生来健康で，学校心臓検診で
異常を指摘されたことはなかった．これまで2回妊
娠し，2人の出産を経験しているが，出産前後に異常
はなかった．50歳前から腹部膨満を自覚していたが，
家族の介護で忙しく放置していた．51歳になって労作
時呼吸困難を自覚し前医を受診したところ，著明な腹
部膨満を認め，経皮酸素飽和度（SpO2）の低下と大
量の腹水を指摘され緊急入院となった（Figure 1）．
Magnetic Resonance Imaging（MRI）で子宮内膜が
肥厚し T2強調画像で低信号を示したことより子宮体

癌を疑い，内膜細胞診を施行し，grade1の子宮体癌
と診断した．腹水貯留の原因が癌性であることを疑い
腹水細胞診を施行したが陰性であった．子宮体癌の進
行期分類は，病変が子宮内膜に限局していることから
IA期と判断した．腹水貯留の原因は心エコー検査で
Ebstein病による右心不全と診断され，当院に転院と
なった．
入院時の身長は167 cm，体重は75 kgであった．
心不全症状としては，New York Heart Association
（NYHA）分類では III度であった．入院時診察では
脈拍は110回／分，血圧は86/65 mmHg, SpO2はマス
クで酸素5L／分を吸入下で87%，室内気では70%台
まで低下を認めた．
胸部レントゲンでは心胸郭比は65%で心拡大を認
め，心電図は心房粗動を呈していた（Figure 2）．心
エコー検査では左室拡張末期径39.6 mm（71.2% of 
Normal），右室拡張末期径60.4 mmで，三尖弁中隔
尖の plastering，巨大な前尖の sailing，右房化右室，
重度の三尖弁逆流を認めた（Figure 3）．三尖弁逆流
の最大速度から推定した右室圧は20 mmHg程度で
肺高血圧はないと考えられた．血液検査では，脳性
ナトリウム利尿ペプチド（brain natriuretic peptide, 

2021年4月23日受付　　2021年6月22日受理　　2022年3月25日早期公開
連絡先：丸谷 怜，近畿大学医学部小児科学教室， 

〒589-8511　大阪府大阪狭山市大野東377-2，E-mail: s-marutani@med.kindai.ac.jp
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BNP）404.4 pg/mLと高値であった．
Ebstein病による心不全の治療は内科的治療では効

果がなく，早急に外科治療が必要と考えた．一方，子
宮体癌も転移は認めていなかったものの早期治療が必
要であった．
心臓手術には人工心肺が必要であるが，悪性腫瘍が

全身に播種する危険がある．一方，子宮体癌の治療に
は子宮全摘術が第一選択であったが，SpO2 70%の強
いチアノーゼと不整脈を伴う心不全状態では侵襲の高
い長時間手術はリスクが高いと考えられた．小児科循
環器チーム，心臓血管外科，産婦人科，麻酔科，放射
線科による合同カンファレンスを行い，心房粗動を含

Fig. 1　Computed tomography at admission.

Fig. 2　 A1 Chest X-rays at admission, A2 ECG at admission (atrial fibrillation），B1 Chest X-rays at dis-
charge, B2 ECG at discharge (sinus rhythm).
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Fig. 3　 Echocardiography pre and post operation: A: Preoperation, B: Postoperation (1: diastolic phase, 
four-chamber view, 2: systolic phase, color doppler, four-chamber view).

Table 1　Cardiac catheterization at pre and post operation.

SVC, superior vena cava; IVC, inferior vena cava; RA, right atrium; RV, 
right ventricle; PA, pulmonary artery; LPA, left pulmonary artery; LPA 
wedge, left pulmonary artery wedge pressure; LPV, left pulmonary vein; 
RPV, right pulmonary vein; LA, left atrium; LV, left ventricle; LVED-
V(EF), left ventricular end-diastolic pressure (ejection fraction) ; RVEDV, 
right ventricular end-diastolic pressure; Qp/Qs, pulmonary blood flow/sys-
temic blood flow ratio; C・I, cardiac index.
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めた内科的心不全治療を継続し，子宮体癌は外科的侵
襲を避けて放射線治療を選択し，完治できた時点で三
尖弁形成を行うこととした．
心房粗動はワーファリンコントロールができた時点

で電気的除細動を行い洞調律に復した．洞調律に復し
た後は，BNPは低下し，心不全症状もNYHA分類 II
度に改善した．放射線治療は全骨盤腔照射と6週間に
わたる局所照射を施行した．放射線治療中，治療体位
の問題，心房粗動の再発などで内科的治療の継続が必
要であったが，放射線治療を終了することができた．
放射線治療後に心臓カテーテル検査を行った

（Table 1）．洞調律下で施行したが，高度の三尖弁逆
流により心房圧の a波は13 mmHgと高値であった．
肺血管抵抗値は5.6 wood単位とやや高かったが，平
均肺動脈圧は11 mmHgと正常で，左右肺静脈の酸
素飽和度は95.6%, 95.4%と肺での酸素化に異常はな
かった．左房の酸素飽和度は64.5%と低値で，SpO2

の低下は心房間での右左短絡によるものであった．右
心室は拡張末期容積が正常値の309%と拡大していた
が，収縮率は47%であった．一方，左心室は正常値
の80%と小さかったが，収縮率は56%と保たれてい
た．三尖弁逆流を修復できれば左室への前負荷が増
し，心不全は改善すると考えられた．手術は coneの
三尖弁形成を施行した．術後，右心室が十分機能でき
ない場合を考え，心房間に5 mmの短絡を残した．不
整脈に対してはmazeの手術を施行した．術後は血圧
低下や尿量低下など心不全が遷延し術後11日目まで
ドブタミンを使用し，その後もカテコラミンサポート
を要する状況が続き，術後34日目にカテーテル検査
を行うまではドパミンを使用した．カテーテル検査に
より手術による形成に問題はなく，慢性的な心不全管
理としてβ遮断薬を導入し，BNP 113.7 pg/mLで退院
に至った．心不全症状は，日常生活は可能なレベルを
維持できており，子宮体癌の再発・転移も認めていな
い．

III．考察
Ebstein病は，その解剖学的異常の個体差から病態

が非常に幅広く，新生児期から症候性で重症の症例か
ら無症状で経過して成人になってから発見される例ま
で幅広く存在する1）．本症例は50歳前後まで自覚症
状はなく，学生時代はスポーツ活動をしており，2回
の出産も問題なく経過していた．日本での出生であ
れば，学校心臓検診での発見が期待されるところで
ある．学校心臓検診が義務化されたのは1973年であ
り2），本症例は学校心臓検診を受検していると考えら
れる．しかし学校心臓検診で心電図検査の施行が義務
化されたのは1995年であり2），本症例はおそらく聴
診による検診のみであったと考えられ，心雑音や多呼

吸がなかったとすれば発見は困難だと考えられた．つ
まり，無症状で心電図が発見の契機となりうる心疾患
は1979年以前の出生では小学校，中学校，高校での
発見が困難であることが考えられる．
次に本症例の手術適応について考える．Ebstein病

の成人例では，NYHA分類 III度以上の心不全症状，
チアノーゼ，奇異性塞栓，不整脈が手術適応の条件と
考えられ3），本症例では初診時は奇異性塞栓以外のす
べてを満たした．しかし，自覚症状出現時の詳細は不
明であるものの，入院後に心房粗動を治療すると心不
全症状が改善したことからは，不整脈をコントロール
して心不全を改善すれば手術適応の条件から外れた可
能性も考えられた．そこで不整脈に対するカテーテル
アブレーションも考慮されたが，長年にわたる心房負
荷を考えると，不整脈基質は複数存在することが予想
され，Ebstein病に対するカテーテルアブレーション
治療の成績（特に心房粗動での成績の悪さ）を考える
と完全なアブレーション治療は相当に困難と考えられ
た4）．また長期経過は心房・心室筋の負荷による線維
化を助長し，不整脈基質の増加が考えられることか
ら5），今回は手術による弁形成とmaze手術による不
整脈治療を行った．それでも心不全の改善に長期を要
していることからは，すでに心筋のダメージの進行が
示唆され，手術による状態の改善が著しいとは言い難
いことからは，成人症例の手術適応は慎重に判断され
るべきだと考える．
担癌患者の人工心肺下の心臓手術については，悪性
腫瘍細胞の播種や免疫の低下による増悪の可能性が
あるとされる一方，特に影響はないとするものもあ
る 6, 7）．しかし個々の疾患について研究があるわけで
はなく，議論の余地は残る．自験例ではリスクを避け
る意味でも子宮体癌の治療を優先することとした．
子宮体癌の IA期治療の第1選択は子宮全摘術とさ

れ，手術不可能な症例では放射線治療を選択するとさ
れるが，手術に比べて成績は劣る8）．また放射線治療
では特殊な体位の必要性と治療にかかる期間から心不
全の対応が難しいことも考えられた．しかし自験例で
は，産婦人科の診断に基づく放射線科の治療検討，小
児科，心臓血管外科，麻酔科による心不全治療とその
後の手術検討，その5科による十分な検討と説明によ
る本人・家族の納得により，侵襲の少ない子宮体癌の
放射線治療から始めて心臓の外科治療に至り，退院ま
で一貫した方針で治療をすすめることができた症例で
あると考える．

利益相反
本報告に開示すべき利益相反（COI）はない．
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Adult case of Ebstein anomaly complicated with uterine 
cancer requiring multidisciplinary treatment
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Abstract

This case involved a 51-year-old woman who had previously been in good health. Although 
she became aware of abdominal distension before the age of 50 years, she left it unattended. 
At the age of 51 years, she insisted exertional fatigue at work and visited a hospital. Marked 
ascites and cyanosis were noted, and the patient was immediately hospitalized. Uterine can-
cer was suspected based on the magnetic resonance imaging (MRI) findings, and this diagno-
sis was confirmed by endometrial cytology. Although cancerous ascites was suspected, ascites 
cytology was negative. Echocardiography revealed severe tricuspid valve insufficiency, and 
ascites retention from right heart failure due to Ebstein anomaly was noted. Both diseases 
required early treatment. After she was transferred to our hospital, an interdepartmental 
conference was conducted regarding the treatment of her cancer and cardiac disorder, and 
a decision was made to prioritize radiotherapy. Treatment of arrhythmias and heart failure 
accompanied the radiotherapy. We performed tricuspid valvuloplasty after radiotherapy. 
Here, we report a rare case complicated by several different diseases, including congenital 
heart disease, which was successfully treated through multi-departmental collaboration.

Key words : Ebstein anomaly, Uterine cancer, Multidisciplinary treatment
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【症例報告】 doi: 10.34376/jsachd.C-2021-0004

フォンタン循環における洞調律維持を 
基本とする不整脈管理の重要性

梅井 正彦 1），相馬 桂 1），齊藤 暁人 1），小島 敏弥 1）， 
常盤 洋之 1），後藤 耕策 1），小室 一成 1），八尾 厚史 2）

1） 東京大学医学部附属病院循環器内科
2） 東京大学　保健・健康推進本部

要 旨

フォンタン循環患者は，術後慢性期に上室頻脈性不整脈の発症リスクが高く，心不全増悪や突
然死を引き起こす可能性がある．
症例は，右室型単心室に対して extracardiac total cavo-pulmonary connection術後の29歳男
性．持続性心房粗動に対しソタロール内服し，洞調律維持は難しいものの脈拍コントロールは良
好であった．その後，低酸素血症・下腿浮腫の増悪を認めたため，心臓カテーテル検査施行し，
静脈圧・肺動脈楔入圧の高値のほか，veno-venous shuntが多数確認された．心房粗動における
心室拡張障害から，心房圧・肺静脈圧が上昇し，受動的な肺動脈圧上昇に加え，反応性肺血管抵
抗値の上昇が誘起された結果，静脈圧の更なる上昇と心拍出量の低下から心不全の悪循環を生じ
ていたと考えられた．本症例では心房粗動の洞調律化後に心房圧・肺静脈圧低下のみならず肺血
管抵抗値も正常化していた．心房粗動の洞調律化前後で心拍数は著変なく，フォンタン循環維持
には，心拍数のコントロールのみならず洞調律の維持も重要であるということを示す教育的な症
例であると考えられた．

キーワード： Fontan circulation, extracardiac total cavo-pulmonary connection, atrial flutter, 
diastolic heart failure, veno-venous shunt

I．背景
フォンタン術後遠隔期には，うっ血性心不全のほ

か，不整脈・血栓塞栓症・房室弁膜症・肺動脈静脈瘻
といった循環障害のほか，肝機能不全や蛋白漏出性胃
腸症などの重篤な消化器系疾患の発症も認め，それぞ
れ予後不良因子となりうることから注意深い管理が望
まれる1）．不整脈に関しては，心房粗動・心房細動な
どの上室頻脈性不整脈や洞機能不全による徐脈性不整
脈の合併が多く，いずれも重篤な心不全や突然死の原
因となる．古典的フォンタン術である心房肺動脈連結
法（APC: atriopulmonary connection）に比較して，
心外導管-大静脈肺動脈連結法（ex-TCPC: extracar-
diac total caco-pulmonary connection）では不整脈
発生率が低いとされているが，経年的にはカテーテル
治療が必要となることも少なくない．今回，フォンタ
ン循環症例において，薬剤にて脈拍数がコントロール
された持続性心房粗動下に心不全が増悪し，心房粗動
の洞調律化による心不全の軽快からフォンタン循環の
安定を認めた症例を経験したため，文献的考察を含め
報告する．

II．症例
29歳，男性．
【主訴】下腿浮腫増悪．
【診断】単心房，右室型単心室，共通房室弁，両大血
管右室起始（大血管転位型），大動脈縮窄，動脈管開
存
【手術歴（Figure 1）】
生後4日：大動脈縮窄形成術（subclavian flap aor-
toplasty），動脈管結紮術（patent ductus arteriosus 
ligation），肺動脈絞扼術（PAB: pulmonary artery 
banding）
3ヶ月：心房中隔開窓術，再 PAB
9歳4ヶ月：両方向性グレン術（bi-Glenn: bidirec-
tional Glenn operation）
9歳6ヶ月：ex-TCPC術
20歳3ヶ月：右室大動脈流出路再建術（RV-AoOTR: 
right ventricular aortic out-flow tract reconstruction）
21歳2ヶ月：心室瘤縫縮術
【現病歴】症例は入院時29歳男性，妊娠33週2000 g
にて出生した．出生後，新生児仮死からチアノーゼを

2021年6月1日受付　　2021年6月22日受理　　2022年3月25日早期公開
連絡先：八尾 厚史，東京大学　保健・健康推進本部 

〒113-0033　東京都文京区本郷7-3-1，E-mail: yaoa-int@h.u-tokyo.ac.jp
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生じ心雑音が聴取された．心エコーならびに心臓カ
テーテル検査が施行され，単心房・単心室，共通房室
弁（左側房室弁閉鎖），大動脈縮窄，動脈管開存，完
全大血管転位（両大血管右室起始）と診断された．前
述の手術歴の通り，生後4日，当院にて PDA結紮術・
大動脈縮窄形成術・PABを行い，9歳にて bi-Glenn
術から ex-TCPC術を施行され，フォンタン循環と
なった．19歳時に残存右室流出路狭窄を指摘され，
20歳時の心臓カテーテル検査で大動脈弁下右室流
出路に peak to peak 62 mmHgの圧較差が見られ，
RV-AoOTR施行された．21歳時，心筋切開部分から
の心室瘤を生じ，心室瘤縫縮術も施行された．22歳
頃より，しばしば心拍数200以上の心房頻拍・心房細
動を認めるようになり，適宜電気的除細動を施行する
とともに，ソタロール（80 mg／日）内服によるリズ
ムコントロールを行っていた．しかしながら，28歳
時より持続性心房粗動となった．ソタロール内服下，
頻脈とならず，利尿薬のコントロールのみで心不全を
認めることなく経過していた．29歳時に下腿浮腫の
増悪から，2週間で11 kgの体重増加を認め，心不全

の診断にて加療目的に入院となった．
【入院時現症】身長160 cm，体重68.1 kg，意識清明，
血 圧106/60 mmHg， 脈 拍100 bpm（不 整），SpO2 
91%（室内気），胸部：呼吸音は清でラ音聴取せず，
汎収縮期雑音あり．両側下腿浮腫著明．両下腿に下肢
静脈瘤あり．
【入院時検査所見】
［血液検査所見（Table 1）］鉄欠乏性貧血，血小板

Fig. 1　Surgical history.
The patient was diagnosed with single right ventricle (SRV) with common atrioventricular valve (left atrioventric-
ular valve atresia), complete transposition of the great arteries (TGA), double-outlet right ventricle (DORV), patent 
ductus arteriosus (PDA), Coarctation of Aorta (CoA) at birth (A). He underwent subclavian flap aortoplasty, PDA 
ligation, and pulmonary artery banding (PAB) at four days of age (B), and atrial septal defect (ASD) creation and 
re-PAB at the period of 3 months (C). He underwent Glenn procedure (D) and extracardiac total cavopulmonary 
connection (Ex-TCPC) using an epicardial conduit (E) at nine years, resulting in Fontan circulation. Cardiac cathe-
terization at age 20 showed a 62 mmHg pressure gradient in the right ventricular aortic outflow tract (RV-AoOT) 
below the aortic valve (F), and the patient underwent RV-AoOTR (RV-AoOT reconstruction) by Damus‒Kaye‒
Stansel type double tract repair (G).

Table 1　Data of blood tests at the admission.
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減少，ビリルビン高値，BNPの軽度上昇（普段は
60‒80 pg/ml程度）
［胸部レントゲン（Figure 2）］心胸郭比51%，胸横隔
膜角　鈍，葉間胸水貯留あり，肺血管陰影増強
［心電図（Figure 3）］心拍数81拍／分，通常型心房
粗動，心室期外収縮

［心エコー検査］右室内腔面積変化率23%，軽度房室
弁逆流，右室流出路加速血流無し
［造影 CT（Figure 4）］明らかな肺動脈血栓は認めな
い，心外導管内に明らかな狭窄や血栓形成は認めな
い，腹水貯留あり．
【治療経過】入院時，呼吸苦症状は認めていなかった

Fig. 2　X-ray examinations.
Pulmonary edema and pleural e�usion were observed at the admission (A) and disappeared due to the sinus 
rhythm conversion (B).

Fig. 3　Electrocardiograms.
At the admission, 3 : 1 atrial flutter was observed as shown in the panel of A, while the sinus rhythm was recov-
ered by cardioversion and maintained for one month as shown in the panel of B.
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が，体重増加・下腿浮腫が著明であり，内服薬の強化
（トルバプタンの追加・15 mgまで増量），適宜利尿剤
（フロセミド）静注による除水を行い，緩やかに体重
減少，下腿浮腫の改善を認めた．約10 kgの体重減量
を認めた時点で右心カテーテル（Table 2左）を施行
したところ，体静脈圧25 mmHg前後と著明な圧上昇
に加え，（左）肺動脈楔入圧も16 mmHgと上昇してい
た．また，左鎖骨下静脈より冠静脈洞に流入すると思
われる veno-venous shunt（V‒V Shunt）など，他の
無数の V‒V shuntが確認された（Figure 5 C, D）．
循環動態維持のためには，体・肺静脈圧の両方を

低下させる手立てを講じる必要があると考えられ
た．ここで，肺血管抵抗値は3.5 WUと上昇を来して
いたが，シルデナフィルなどの肺血管拡張薬投与は
PAWP上昇を来すのみとなる可能性があり，結果と
して肺うっ血の悪化から心拍出量低下を来す恐れがあ
ることから，投与の有用性は低いと考えた．通常の心
臓では，洞調律に比し心房細動や心房粗動では，心房
収縮が上手く使えないため心室充満障害が生じ，結果
左房圧は上昇する2）．僧帽弁狭窄症の時のように，上
昇した左房圧は肺血管抵抗値を上昇させ左室への還流
を制限するような機序を誘起することがある3）．本症
例においては，治療の第一選択としては，こういった
機序を取り除くことが重要と考え，洞調律維持を強化
しその効果を検討する方針とした．電気的除細動を行

いソタロール（80 mg／日）内服で洞調律化が維持さ
れたため，除水加療を行った後，まずは外来で内服加
療継続となった．
しかしながら，約4ヶ月後に再度心房粗動の再発と

Fig. 4　Contrast computed tomography (CT) images.
The axial slice of the chest CT revealed no significant stenosis in the pulmonary artery (A) and the conduit (B). 
Also observed were the ascites around the hypertrophied liver accompanied by the splenomegaly (C).

Table 2　Cardiac catheterization data.

CI, cardiac index; CO, cardiac output; IVC, infe-
rior vena cava; HR, heart rate; NIBP, non-in-
vasive blood pressure; PA, pulmonary artery; 
PAWP, pulmonary artery wedge pressure; Qp/Qs, 
pulmonary to systemic perfusion ratio; RVEDP, 
right ventricular end-diastolic pressure; PVR, 
pulmonary vascular resistance; SV, stroke vol-
ume; SVC, superior vena cava; SVI, SV index; 
SVR, systemic vascular resistance.
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静脈圧上昇に伴う肝機能の増悪傾向が認められた．カ
テーテルアブレーションの適応も考えられたが，導管
穿刺に伴う右左シャント追加による低酸素助長を引き
起こす可能性があり，一旦再度の洞調律化を行い，心
血行動態を評価する方針とした．電気的除細動にて洞
調律化し，1ヶ月後（同年11月）に右心カテーテル検
査（Table 2右）を施行した．体静脈圧と肺動脈楔入
圧はそれぞれ16 mmHg, 12 mmHgと高いものの前回
よりかなり低下した．心房粗動下における前回の血行
動態に比較して体肺静脈両方の低下が認められ，しか
も肺血管抵抗値も0.8 WUと正常化し，心拍出量の増
加が得られた．この結果から，洞調律化を維持すること
が血行動態安定化のために重要であると結論し，リズム
コントロール用の抗不整脈薬をソタロールよりベプリジ
ル（100 mg／日）およびアプリンジン（20 mg／日）へ
と変更した．その後半年間，同内服薬では心房粗動の
再発なく経過しており，現在も心不全症状（体重増加
や肝機能の悪化など）も認めていない．

III．考察
単心室患者において，フォンタン循環は大静脈を肺

動脈に外科的に直接短絡・交通させることによって全
身への酸素化を維持する確立された唯一の治療方法で
ある．しかしながら導管の機械的な閉塞，頻脈性・徐
脈性不整脈，肺循環の障害（肺血管抵抗の増加など），
心室機能障害，弁膜症・動脈系狭窄症，大動脈‒肺動
脈シャント，体静脈‒肺静脈シャントなどが原因とな
り経時的にフォンタン循環不全（failed Fontan）へ
と進行してしまうリスクがある．
まず，本症例の心不全増悪を来した要因として，心
房粗動，肺血管抵抗値の上昇，心室拡張機能不全，
V‒Vシャント，鉄欠乏性貧血といった複数の要因が
絡んでいる可能性が判明した．心収縮能は正常下限～
軽度低下程度であり，房室弁も軽度逆流のみであり，
収縮機能については大きな問題はなく，肺動脈楔入圧
上昇は主に心室拡張障害を反映していると考えられ
た．既往として大動脈縮窄術後や流出路狭窄による手
術加療歴からも，長年にわたる後負荷増大による心肥
大や，そもそもの体心室右室ゆえの拡張不全は潜在す
るとしても，2019年の洞調律を維持していた時期で
は心不全増悪イベントを認めていないという病歴から
も，今回は心房粗動による拡張障害（心室充満障害）

Fig. 5　Catheter angiography images.
There was no significant stenosis at conduit (A), pulmonary artery, and superior vena cava (SVC) (B). Several 
veno-venous (VV) shunts from the subclavian vein were found (C, D).
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が重要な要因と考えられた．もちろん，鉄欠乏性貧血
と V‒V shuntの発達が，低酸素血症の増悪や直接的
な体心室容量負荷により，肺動脈楔入圧上昇から肺静
脈圧引いては受動的体静脈圧の上昇を来し，下腿浮腫
や心不全増悪に一役を買ったことは否めない．しかし
ながら，貧血は治療できるとしても，それ以外では非
侵襲的に介入できかつ効果が期待できるポイントとし
ては，心房粗動の洞調律化であった．なぜなら，理論
的背景のみならず，過去に洞調律では心不全を起こ
していないからである．V‒Vシャント閉鎖に関して
は，一般にその有効性は認められておらず，特に平均
肺動脈圧>18 mmHg症例に関しては無効と報告され
ており4），治療が上手く行き平均肺動脈圧<18 mmHg
でかつ低酸素が残存する・進行する場合に追加治療の
選択肢として考慮することとした．
洞調律化は，心室拡張障害を大きく解消し，肺動脈

楔入圧を低下させ，心拍出量（一回心拍出量）も上昇
させた．静脈圧・肺動脈圧については，肺血管抵抗の
低下も得られたため心拍出量増加にもかかわらず，さ
らに大きな低下を認めた．本症例は，持続性心房粗動
のため心室拡張障害を生じ，心房圧・肺静脈圧の上昇
ならびに肺血管抵抗値の上昇が誘起され，肺動脈圧・
体静脈圧の著明な上昇を来し，うっ血性心不全を生じ
たと考えられた．
本症例では TCPC手術を行った12年後頃より不整
脈イベントが頻発するようになっている．フォンタン
循環では従来心房内の縫合線を由来として上室性不整
脈が生じることが主な原因とされる一方，フォンタン
循環における体心室機能不全は程度に差はあるがほと
んどの症例に見られる．体心室が右室の場合は，後負
荷への脆弱性や房室弁の気弱性といった要因も加味さ
れる．圧負荷に伴う心房・心室組織の損傷などによる
線維化や心筋細胞のアポトーシスなどから，術式を問
わず遅発性上室性・心室性不整脈発症を来しうること
が今後の課題となっている5）．心外導管を用いた Ext-
racardiac TCPC（Ex-TCPC）法が術式の主流になっ
た現在では心房への縫合線の影響が最小限に抑制され
ていることもあり短期的には不整脈の出現頻度も改善
傾向が見られているが，長期的な観察研究においては
lateral tunnel TCPC法と比較して有意な改善は認め
てないというのが現状である6）．薬剤抵抗性不整脈に
おいてカテーテルアブレーションが1つの選択肢とし
てあげられるが，フォンタン循環という心臓内構造異
常の難しさに加え，ExC-TCPC法術後の場合，心腔
への穿刺には人工血管を貫く trans-conduit puncture
法を用いた手技も必要になることから熟練した術者と
施設で行う必要があるという問題点がある．したがっ
て，本症例でも心房粗動に対しては，電気的除細動お
よびソタロール内服による洞調律化維持を図っていた

が，入院1年前頃より薬剤によるリズムコントロール
が困難となっていた．本症例におけるカテーテルアブ
レーションについては，もともと多数の V‒V shunt
の影響から Qp/Qsは0.7程度，SpO2は85‒90%程度
の低酸素血症を認めており，trans-conduit puncture
による更なる右左シャントの増加は，低酸素血症の増
悪を来す可能性があり，第一選択の治療としては危険
であると判断した．
まずは本症例における洞調律化の重要性を検討する
方針とし，心房粗動に戻らない時期として洞調律化
1ヶ月後を選択し，右心カテーテル検査を施行した．
先にも述べたように，前回カテーテル検査後から服薬
する利尿薬の増量をすることなく，著明な静脈圧・肺
動脈楔入圧の改善を認めており，洞調律を維持するこ
とが重要であると判断できた．
フォンタン循環のような単心室症例では，種々の原
因で心室拡張機能不全を来しやすいと言われている
が，いまだその要因は突き詰められていない7）．肥大
や虚血を起こすような負荷では，拡張末期圧の増加
は圧力‒体積ループの上方へのシフトにより生じる．
容量負荷では拡張末期は右上方へ移動し，慢性的には
肥大反応を誘起するため圧‒容積関係を上方へもシフ
トさせる．本症例は，体心室右室という条件自体で，
すでに肥大・虚血反応が進む状況下，V‒Vシャント
による低酸素血症と貧血は，虚血の悪化，高心拍出反
応，前負荷の増加も来し，心室拡張機能不全悪化から
拡張末期圧上昇を生じる大きな要因であったとも考え
られる．
肺血管抵抗の増加により静脈圧上昇と前負荷低下に
よる低心拍出によりフォンタン循環が破綻したという
報告は多く，肺血管抵抗には注意が必要である．一般
に，フォンタン循環患者では，血中エンドセリンが上
昇しているといった肺動脈性肺高血圧症（PAH: pul-
monary arterial hypertension）と同様な機序が働い
ていることが示されている8）．したがって，肺血管抵
抗の上昇が認められやすいことからシルデナフィルを
投与することで運動能力と運動に対する血行動態の改
善を示した9）という報告もあり，PAH治療薬は1つ
の治療薬として考えられている．今回の右心カテー
テル検査において心房粗動時は肺血管抵抗値3.5 WU
と有意な上昇を認めていた．しかし，洞調律時には
PVR 0.8 WUと低下したことから，何らかの反応性の
上昇を示していたのではないかと考えられる．僧帽弁
狭窄症による左房圧・肺静脈圧の上昇時に肺血管抵抗
値が上昇し，外科的治療により自然に低下することが
知られているが，本症例も何らかの反応性の肺血管抵
抗上昇を来していたのではないかと考えられる．心房
圧・肺静脈圧上昇による肺血管抵抗値上昇が反応性に
生じていた可能性はあるものの直接的な立証は難し
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い．しかし，心房粗動が結果として肺血管抵抗値上昇
に寄与したことは報告するに値し，同様なフォンタン
循環患者に有益な情報となると考える．この病態の機
序の解明が今後の課題である．
フォンタン術後は経時的に肺動静脈瘻（A‒V 

shunt）や V‒V shuntが発達することが知られてお
り，特に V‒V shuntは体静脈から起始して機能的左
房や肺静脈へ交通する側副血行路であることから，
右左短絡を生じたチアノーゼ増悪の原因となる．V‒
V shuntはフォンタン術後患者の20%程度に認めら
れ，さらにその中の40%程度に複数のシャントが確
認されたという報告もある10）．V‒V shuntに対する
加療としてはコイル閉塞術や外科的結紮などが行われ
ることがあるが，V‒V shuntの発達は静脈圧上昇に
対する生理的な代償機構でもあり，shunt閉塞に伴っ
て静脈圧の更なる上昇リスクがあるため，シャント
閉塞の適応は明確な指標はなく症例ごとに検討され
ることが多い．本症例でも低酸素血症の1つの原因と
して V‒V shuntの影響が考えられたが，複数の V‒V 
shuntが存在する以上，シャントを1つ閉鎖しても別
の V‒V shuntが発達するだけとなる可能性が高く，
またmPAP >18 mmHgの場合，その効果はないとす
る報告4）もあり，第一選択としての閉鎖は行わない方
針とした．今後，薬剤抵抗性の不整脈が出現した際に
は，trans-conduit puncture法を用いたカテーテルア
ブレーションが必要となる可能性があり，更なるチア
ノーゼ増悪予防のために V‒V shuntに対する加療も
検討する必要が生じるかもしれない．
本症例における反省点として，心房粗動が持続した

時点で除細動による洞調律化と抗不整脈薬の変更を検
討すべきであったことがあげられる．成人先天性心疾
患においては上室性不整脈であっても心不全発症や突
然死リスクが高く，速やかな除細動が望まれる．本症
例ではソタロール内服下でレートコントロールが良好
で症状もないことから外来で経過観察となっていた
が，今後の心不全増悪を来す可能性を考慮して内服の
変更などを念頭に治療すべきであったと思われる．コ
ントロール不良な上室性不整脈に対してしばしばアミ
オダロンが使用されるが，長期使用における間質性肺
炎や甲状腺機能異常，肝機能障害のリスクがあること
から若年である本症例においては導入しづらいことが
あり，他の薬剤によるコントロールを試みるに至っ
た．本症例で重要なことは，心不全入院となる前に，
専門医チームでのディスカッションを行い，洞調律を

目指すべく，薬剤変更を含めた早期治療へと踏み込む
べきだったと思われる．

IV．結語
フォンタン術後慢性期の持続性心房粗動によるフォ
ンタン循環破綻に対する治療的考察を報告した．フォ
ンタン循環下において，一見心拍が安定している心房
粗動であっても，心室拡張障害を誘起するため心房
圧・肺静脈圧は上昇する．それにより，肺動脈圧・体
静脈圧の受動的な上昇に加え，肺血管抵抗値の上昇も
誘起され，著明な肺循環不全と心房粗動の両方による
心室前負荷低下（拡張障害）から心拍出量低下を生
じ，V‒Vシャント血流の増加による低酸素血症が相
俟って，心不全の悪循環を生じていたと考えられた．
心房粗動の洞調律化維持は，心拍に関係なく，フォン
タン循環維持のためには極めて重要であるということ
を示す教育的な症例であると考えられた．
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Importance of arrhythmia management  
for sinus rhythm maintenance in the Fontan circulation

Masahiko Umei1), Katsura Soma1), Akihito Saito1), Toshiya Kojima1), 
Hiroyuki Tokiwa1), Kohsaku Goto1), Issei Komuro1), Atsushi Yao2)

1) Department of Cardiovascular Medicine, The University of Tokyo Hospital
2) Division for Health Service Promotion, The University of Tokyo

Abstract

After the Fontan procedure, there is a high risk of developing supraventricular tach-
yarrhythmias such as atrial flutter and atrial fibrillation in the chronic phase, leading to 
worsening heart failure and/or sudden death. Therefore, specific care for Fontan circulation 
is required.

The patient was a 29-year-old man having undergone extracardiac total cavo-pulmonary 
connection for a single right ventricle. Although he had persistent atrial flutter, his heart rate 
was well controlled around 70 beats per minute under the treatment with sotalol. However, 
his hypoxia and leg edema was worsened, suggesting congestive heart failure. The ventricular 
diastolic dysfunction under the atrial flutter was thought to be the primary reason, causing 
the elevation of atrial and pulmonary venous pressures (as indicated by mean pulmonary 
arterial wedge pressure of 16 mmHg). In addition, the pulmonary vascular resistance was 
found to be increased to be 3.3 WU, causing a marked elevation in the systemic venous pres-
sure and a so-called out-of-proportion pulmonary hypertension as indicated by mean pul-
monary arterial pressure of 26 mmHg. In this case, it was confirmed that atrial and venous 
pressures and pulmonary vascular resistance so much improved after conversion of atrial 
flutter to sinus rhythm. We believe that this is an educational case to show that sinus rhythm 
maintenance rather than the heart rate control under the atrial flutter is vital to keep stable 
the Fontan circulation.

Key words : Fontan circulation, extracardiac total cavo-pulmonary connection, atrial flutter, diastolic 
heart failure, veno-venous shunt
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【症例報告】 doi: 10.34376/jsachd.C-2021-0003

Fallot四徴症に対する Rastelli手術後遠隔期に 
上行大動脈仮性瘤と心外導管狭窄をきたした一例

若林 豊 1），椛沢 政司 1, 2），浅野 宗一 1），村山 博和 1），立野 滋 2, 3）， 
川副 泰隆 2, 3），岡嶋 良知 2, 3），武智 史恵 2, 3），森島 宏子 2, 3），松尾 浩三 1, 2）

1） 千葉県循環器病センター心臓血管外科
2） 千葉県循環器病センター成人先天性心疾患診療部

3） 千葉県循環器病センター小児科

要 旨

症例は52歳，男性．Fallot四徴症に対して5歳時にWaterston手術，11歳時に Rastelli手術
が行われている．その際に，左肺動脈が閉塞していたため，上行大動脈右側を経由して右肺動
脈へ Hancock弁（22 mm）付心外導管再建手術が行われた．44歳時から動悸を自覚するように
なり，外来での心エコー上，右室流出路狭窄の進行が認められた．今回，心臓カテーテル検査
にて心房内リエントリー頻拍，上行大動脈仮性瘤，右室‒右肺動脈心外導管狭窄と診断され，手
術目的にて当科へ紹介となった．胸部 CTにて，心外導管狭窄は上行大動脈仮性瘤による圧排と
Hancock弁の劣化によるものであると考えられた．手術は，上行大動脈仮性瘤切除，心外導管
交換，右房Maze手術を施行した．術後31日目に軽快退院となった．人工弁を使用した右室流
出路再建手術後には，心外導管の走行経路によって，人工弁ステントポストの慢性的な機械的刺
激が上行大動脈に加わり，大動脈仮性瘤を形成する可能性があることも念頭においてフォローす
る必要があると思われた．

キーワード： Fallot四徴症，Rastelli手術，上行大動脈仮性瘤

I．はじめに
近年の手術および術後管理の進歩に伴い成人先天性

心疾患全体の長期予後は著明に改善しており，Fallot
四徴症の術後遠隔期予後も改善している．長期生存
が可能となってきた現在，合併症も数多く認めるよ
うになってきている．今回，Fallot四徴症に対する
Rastelli手術後遠隔期に上行大動脈仮性瘤を形成し，
更にその仮性瘤による外部からの圧迫で心外導管狭窄
をきたした症例を経験したので報告する．

II．症例
症例：52歳，男性．
主訴：動悸．
家族歴：特記事項なし．
既往歴：特記事項なし．
診断：上行大動脈仮性瘤・心外導管狭窄・心房内リ

エントリー頻拍．
現病歴：Fallot四徴症に対して5歳時にWaterston
手術，11歳時に Rastelli手術が行われている．その
際に，左肺動脈が閉塞していたため，上行大動脈右側
を経由して右肺動脈へ Hancock弁（22 mm）付心外

導管再建手術が行われた．外来で経過観察が行われて
いたが，44歳時から動悸を自覚するようになった．
頻回に動悸を自覚するようになり，精査にて心房内リ
エントリー頻拍と診断された．心エコー上，右室流出
路狭窄の進行が疑われ，胸部 CT及び心臓カテーテル
検査にて上行大動脈仮性瘤と心外導管狭窄が明らかに
なった．心房内リエントリー頻拍，上行大動脈仮性
瘤，心外導管狭窄に対して手術目的に当科入院となっ
た．
入院時現症：身長163.6 cm，体重53.6 kg，体温

36.5°C，血圧133/83 mmHg，心拍数102回／分，酸
素飽和度92%（room air）．心音は整で，II音の分裂
はなく，第2肋間胸骨左縁で Levine 2/6の収縮期雑音
を聴取した．

III．検査所見
血液検査：軽度の腎機能低下以外には特記すべき所
見なし．
心電図：洞調律，心拍数74回／分，完全右脚ブロッ
ク，PQ時間180 ms, QRS時間160 msであった．
術前心エコー検査：左室駆出率49%，右室内腔面積

2021年5月17日受付　　2021年8月27日受理　　2022年3月25日早期公開
連絡先：椛沢政司，千葉市立海浜病院心臓血管外科， 

〒261-0012　千葉市美浜区磯辺3-31-1，E-mail: kabachan01@aol.com
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変化率24%，三尖弁輪収縮期移動距離11 mmであっ
た．大動脈弁閉鎖不全mild，僧帽弁閉鎖不全 triv-
ial，三尖弁閉鎖不全moderate，三尖弁逆流最大血流
速度5.1 m/s，三尖弁圧較差104 mmHgであった．右
房径は60 mm×64 mmで，心室中隔欠損シャントは
認めなかった．
術前心血管造影検査（Fig. 1）：上行大動脈仮性瘤

と，左肺動脈閉塞を認めた．
術前右心カテーテル検査：右房平均圧20 mmHg，
右室圧115/25 mmHg，右肺動脈圧31/21 mmHgで

あった．心外導管末梢側吻合部以遠と Hancock弁下
間の圧較差は85 mmHg, Hancock弁下と右室流出路
間の圧較差は4 mmHgであった．
術前造影 CT（Fig. 2）：上行大動脈上に径5 mm，
突出高9 mmの仮性瘤を認めた．上行大動脈最大短径
は35 mm．心外導管の Hancock弁末梢側が仮性瘤に
より圧排され，狭窄を認めた．左肺動脈は閉塞してい
た．
手術所見（Fig. 3）：右大腿動静脈から部分体外循環
を開始し，胸骨再切開および心嚢内の剥離を行った．

Fig. 1　 Preoperative cardiac angiographic findings revealed a pseudoaneurysm of the ascending aorta and 
occlusion of the left pulmonary artery.

Fig. 2　 Preoperative CT findings indicated a pseudoaneurysm of the ascending aorta and stenosis of the 
extracardiac conduit due to the compression by the pseudoaneurysm.
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上大静脈から脱血を追加して完全体外循環とし，右室‒ 
右肺動脈心外導管を切開すると，Hancock弁は高度
に石灰化し，弁上の左背側に上行大動脈仮性瘤による
高度狭窄を認めた．上行大動脈仮性瘤は Hancock弁
ステントポストの先端に存在し，Waterston手術の
吻合部や Rastelli手術時の送血管刺入部や心筋保護
液注入部とは一致せず，Hancock弁ステントポスト
による慢性的な機械的刺激によって上行大動脈仮性瘤
形成に至ったと推測された．仮性瘤を切除し，15 mm
×10 mm大の大動脈欠損部を人工血管（Triplex®）に
てパッチ閉鎖し，予め作成した25 mm径の3弁付き
導管（ウシ心膜ロール，弁尖に0.1 mm ePTFE sheet
（GORE-TEX®））を用いて右室‒右肺動脈心外導管交

換を行い，大動脈遮断解除後に右房Mazeを行った．
人工心肺時間376分，大動脈遮断時間105分であっ
た．
術後経過：術後に施行した心エコー検査では，三尖
弁閉鎖不全mild，肺動脈弁閉鎖不全 trivial，三尖弁
逆流最大血流速度2.8 m/s，三尖弁圧較差32 mmHgと
改善した．リハビリテーションを施行し，術後31日
目に退院となった．
術後右心カテーテル：右房平均圧6 mmHg，右室圧

42/8 mmHg，右肺動脈圧36/10 mmHgで，右室圧が
改善した．
術後3DCT（Fig. 4）：上行大動脈仮性瘤は修復さ
れ，心外導管の形態は良好であった．

IV．考察
本症例は，5歳時にWaterston手術，11歳時に

Rastelli手術が行われており，術後41年を経て，人
工弁ステントポストによる慢性的な機械的刺激を原因
とする上行大動脈仮性瘤と，その仮性瘤による外部か
らの圧迫に起因する心外導管狭窄という非常に稀な遠
隔期合併症をきたして再手術が行われた．
一般的に上行大動脈仮性瘤が形成される要因は外
傷，感染，結合織異常，血管炎，心血管手術合併症が
挙げられる．心血管手術後の発生頻度は0.5%以下と
報告されており，その内，最多要因は大動脈基部手
術，ついで冠動脈バイパス手術の順と報告されてい
る1）．
そして，Rastelli手術後遠隔期の心外導管再置換

については，1994年の Uwabeらによる報告2）で，
1970年1月から1991年4月までに施行した simple 
Rastelli手術223例の内で，心外導管再置換術を15
例（心外導管内の狭窄が14例，感染性心内膜炎が1

Fig. 3　Intraoperative findings.
(A) An incision was made in the anterior wall of the extracardiac conduit, and the lumen of the extracardiac 
conduit and the stent post of the Hancock valve were confirmed (green arrow). The posterior wall of the extra-
cardiac conduit above the Hancock valve was compressed by the ascending aortic pseudoaneurysm, resulting 
in the stenosis of the extracardiac conduit (blue arrow). (B) After the removal of the extracardiac conduit and the 
aneurysmal wall of the ascending aorta, the aortic defect could be confirmed (blue arrow). The size of the defect 
was 15×10 mm.

Fig. 4　 Postoperative 3D CT image. The pseudo-
aneurysm was repaired and the RVOT was 
reconstructed with a valved conduit.
RVOT: right ventricular outflow tract.
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例）に施行したと報告している．狭窄症例14例の内
訳は，導管内の弁が原因であった症例が8例，導管内
の弁以外が原因であった症例が5例，人工弁と導管内
の両者に同程度の強い狭窄を呈した症例が1例で，弁
以外の狭窄の原因は導管内の線維性組織によるもので
あったと報告している．
右室流出路再建手術に人工血管を使用し，遠隔期に

吻合部仮性瘤を形成した報告3）や，パッチ形成術施行
後に瘤を形成した報告4）は散見されるが，本症例の
ように，Rastelli手術後に慢性的な機械的刺激によっ
て上行大動脈仮性瘤を形成し，更に，その仮性瘤によ
る外部からの圧迫で心外導管狭窄をきたした報告は
Pubmed，医中誌で検索した限りにおいても認めな
かった．
今回，本症例で上行大動脈仮性瘤が形成された原因

として，①心外導管内の人工弁による慢性的な機械的
刺激，②心外導管の走行経路，という二つが考えられ
た．

Hancock弁をはじめとする生体弁使用グラフトの
特徴として，弁輪やステントポストが金属により保護
されているため，周囲からの外圧が存在しても，その
径を保持して狭窄をきたすことがない5）というメリッ
トが考えられる．一方で，ステントポストによって周
囲への慢性的な機械的刺激を与えることが考えられ
る．
また，一般的に Rastelli型手術では，心外導管は右

室前面から上行大動脈左側を経由し，主肺動脈または
肺動脈左右分枝部へ吻合されることが多い．その際，
心外導管の走行経路は，左方向へ緩い弧を描いて上行
大動脈の左側を走行するため，上行大動脈と心外導管
の間に間隙が生じやすい．一方，本症例はWaterston
手術後に肺動脈の変形によって右肺動脈根部が狭窄し
て左肺動脈が閉塞したため，Rastelli手術においては
心外導管をWaterstonシャントの吻合口付近の右肺
動脈へ吻合する必要があり，上行大動脈右側を経由し

たと考えられる．心外導管は，右方向へ弧を描いて走
行する上行大動脈に押されるように併走し，右肺動脈
と急角度に吻合される．このため，上行大動脈は心外
導管から，常に機械的刺激を受けたと考えられる．
上記二つの要因により，上行大動脈仮性瘤が形成さ
れたと考えられた．

V．まとめ
Fallot四徴症に対してHancock弁付きグラフトを

用いた右室流出路再建手術後遠隔期に，人工弁ステン
トポストによる慢性的な機械的刺激を原因とする上行
大動脈仮性瘤と，その仮性瘤による外部からの圧迫に
起因する心外導管狭窄をきたした症例を経験した．近
年，成人先天性心疾患の術後遠隔期症例数は増加傾向
にあり，今後，同様の再手術症例が出現してくる可能
性があると考える．使用した人工弁の性質，心外導管
の走行経路によって，遠隔期に上行大動脈仮性瘤を形
成する可能性があることも念頭においてフォローする
必要があると考えられた．

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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A Case of Ascending Aortic Pseudoaneurysm Which  
Caused Extracardiac Conduit Stenosis  

in the Long Follow-Up Period after Rastelli Procedure  
for Tetralogy of Fallot

Yutaka Wakabayashi1), Masashi Kabasawa1, 2), Soichi Asano1), Hirokazu Murayama1), 
Shigeru Tateno2, 3), Yasutaka Kawasoe2, 3), Yoshitomo Okajima2, 3),  

Fumie Takechi2, 3), Hiroko Morishima2, 3), Kozo Matsuo1, 2)

1) Department of Cardiovascular Surgery, Chiba Cerebral and Cardiovascular Center
2) Department of Adult Congenital Heart Disease, Chiba Cerebral and Cardiovascular Center

3) Department of Pediatrics, Chiba Cerebral and Cardiovascular Center

Abstract

The patient was a 52-year-old man who underwent Waterston shunt and Rastelli proce-
dure for tetralogy of Fallot at 5 and 11 years of age, respectively. Because the left pulmonary 
artery was occluded, reconstruction of an extracardiac conduit with Hancock valve (22 mm) 
was performed to the right pulmonary artery via the right side of the ascending aorta. From 
44 years of age, the patient experienced palpitations, and progression of right ventricular 
outflow tract stenosis was noted in an outpatient echocardiographic examination. Intra-atrial 
reentry tachycardia, ascending aortic pseudoaneurysm, and right ventricle-to-right pulmo-
nary artery extracardiac conduit stenosis were diagnosed by cardiac catheterization, and the 
patient was referred to our department for operative treatment. Chest computed tomography 
findings showed that extracardiac conduit stenosis was due to compression by the ascending 
aortic pseudoaneurysm and deterioration of the Hancock valve. Ascending aortic pseudoan-
eurysmectomy, extracardiac conduit replacement, and right atrial Maze procedure were per-
formed. The patient was discharged on postoperative day 31. It should be taken into consid-
eration that after right ventricular outflow tract reconstruction using a prosthetic valve, the 
path of extracardiac conduit may add chronic mechanical stimulation of the prosthetic valve 
stent post to the ascending aorta, forming an aortic pseudoaneurysm.

Key words : Tetralogy of Fallot, Rastelli procedure, ascending aortic pseudoaneurysm
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【症例報告】 doi: 10.34376/jsachd.C-2021-0001

肺高血圧による肝不全を合併したMustard術後の 
完全大血管転位の成人例

上田 寛修 1），高橋 信 1），佐々木 航人 1），小泉 淳一 2），森野 禎浩 1）

1） 岩手医科大学附属病院　循環器内科
2） 岩手医科大学附属病院　心臓血管外科

要 旨

完全大血管転位症に対するMustard心内修復術後の肺高血圧が遷延した成人例を経験した．
症例：38歳男性．生後に完全大血管転位，心室中隔欠損と診断され，その後 Blalock-Hanlon手
術と肺動脈絞扼術，6歳でMustard手術と心室中隔欠損閉鎖術が施行された．転居後の38歳で
当院を受診時には，下肢の浮腫と重度の低酸素血症を認めていた．心エコーおよび CTで肺高血
圧と肺動静脈瘻，Mustardルートの狭窄を認め，Child-Pugh分類 grade Bの肝障害の状態であっ
た．心カテ所見は，combined post- and pre-capillary PHであった．その後，解剖学的左室機能
低下と肺動静脈瘻，うっ血性肝硬変の増悪を認め多臓器不全となり死亡した．まとめ：Mustard
手術後の完全大血管転位症例は，体心室である解剖学的右室機能低下に加えて pre-capillary PH
やMustardルート狭窄の合併があると予後不良である．PH治療は早期の介入が必要であり成
人期への継続的な管理が重要である．

キーワード： 完全大血管転位症，マスタード手術，肺動脈性肺高血圧症，うっ血性肝障害，両心
機能不全

I．はじめに
完全大血管転位症（dextro-transposition of the 

great arteries: D-TGA）の外科治療は，心房内血流
転換術（Mustardおよび Senning手術）から大血管
転換術にとって代わり久しく経過する．しかし姑息手
術である心房内転換術を施行し，現在もフォローアッ
プを受けている成人例が多く存在するのは事実であ
る．Mustardおよび Senning手術後の完全大血管転
位症例の予後規定因子は，体心室である解剖学的右室
（anatomical right ventricle: aRV）機能に依存するの
は周知の事実である．しかしこの疾患は術後肺高血圧
（pulmonary hypertension: PH）合併の報告もあり予
後を左右する．今回，Mustard術後に引き続く肺高血
圧の遷延により肺心室である解剖学的左室（anatom-
ical left ventricle: aLV）機能低下，およびMustard
ルート狭窄をきたし，うっ血性肝硬変から肝不全をき
たした成人例を経験した．臨床経過および管理の問題
点を報告する．

II．症例
症例：38歳，男性．
主訴：下腿浮腫，チアノーゼ，呼吸苦
家族歴：特記すべき事項なし

既往歴：生後6か月で完全大血管転位，心室中隔欠
損と診断され，10か月に Blalock-Hanlon手術と肺動
脈絞扼術．6歳でMustard手術と心室中隔欠損閉鎖
術を施行．13歳と21歳の心臓カテーテル検査では肺
高血圧を指摘されているが詳細は不明．28歳で結婚
し，子供2名およびサラリーマンとして営業の勤務を
行っていた．
現病歴：術後は居住地の循環器内科で定期診察を受
けていた．結婚後からは手術元の病院は未受診となっ
ていた．30歳過ぎから爪の色が紫になるのを感じ始
め，35歳頃から易疲労感を強く感じるようになった．
定期診察では，肝障害は指摘され管理を受けていたが
肺高血圧は指摘されてはいなかった．当地区に転勤後
の38歳過ぎに呼吸苦が強くなり当院の呼吸器内科を
受診．下肢の浮腫とチアノーゼを認めるため当科に紹
介となった．
入院時現症：身長167.0 cm，体重50.0 kg, BMI 

17.9 kg/m2，血圧98/74 mmHg，脈拍102/分，経皮
的酸素飽和度65%（室内気），呼吸数32/分，体温
36.7°C, GCS E4V5M6，口唇チアノーゼあり，頚静脈
怒張あり，心音不整，II音亢進，第3肋間胸骨左縁に
Levine 2度の収縮期雑音，呼吸音　清，軽度の腹部
膨満と下腿浮腫認める．

2021年4月15日受付　　2021年8月31日受理　　2022年3月25日早期公開
連絡先：高橋 信，岩手医科大学附属病院　循環器内科， 

〒028-3695　岩手県紫波郡矢巾町医大通２丁目1-1，E-mail: shint@iwate-med.ac.jp
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入院時胸部 X線（Fig. 1a）：心胸郭比57%，右肺下
葉中心にうっ血所見あり，右胸水あり．
安静時12誘導心電図（Fig. 1b）：心拍数105/分，心

房細動，不定軸，V1‒4 negative T, V1 high R，右室
肥大，完全右脚ブロック
肺血流シンチグラフィー（Fig. 1c）：左右肺ともに

mottled appearanceを呈する
血液検査所見：WBC 2690/µL, Hb 12.7 g/dL, Plt 

7.7×104/µL, TP 6.7 g/dL, Alb 3.1 g/dL, AST 29 U/L, 
ALT 21 U/L, LD 293 U/L, γGTP 66 U/L, ChE 91 U/L,  
T-Bil 2.7 mg/dL, TBA 90.0 μM/L, NH3 114 µg/dL, 
BUN 16.1 mg/dL, Cre 0.58 mg/dL, PT時間15.0秒，
HPT 42.6%, BNP 145.1 pg/mL, KL-6 331 U/mL, HBs
抗原0.01 IU/mL, HCV抗体0.1 S/CO，抗 ds-DNA IgG 
抗体4.4 IU/mL，抗 RNP抗体5.2 IU/mL，抗 SS-A/Ro 
抗体0.5 U/mL，抗 SS-B/La抗体0.9 U/mL，抗 Scl-70
抗体5.5 IU/mL

血液ガス分析（動脈血，2 LO2投与下）：pH 7.467 
PCO2 28.8 mmHg PO2 46.6 mmHg BE −2.3 mmol/L 
SaO2 83.8%

Child-Pugh分類：Grade B, 8点，軽度の腹水と見
当識低下の軽度肝性脳症所見あり
胸部 CTおよび血管造影検査（Fig. 2）：大きな肺動
脈内血栓および塞栓所見はなく，右下葉にびまん性の
肺動静脈瘻とMustardルートの石灰化と狭窄を認め
る．右胸水あり．
経胸壁心臓超音波検査（Fig. 3）: aRVEF 55%,  

aRVFAC 0.3, TR mild, aLVEF 48%, MR moderate, 
MRの pressure gradient 70 mmHgで PHあり．AR 
mild, Mustard route狭窄（white arrowhead）と sys-
temic venous atriumから pulmonary venous atrium
への baffle leak（black arrowhead）あり．
初回入院時心臓カテーテル検査（1 LO2カヌラ， 

Table 1）: SVC 16 mmHg, IVC 15 mmHg, RA 

Fig. 1　a: Chest X-ray. b: Electrocardiogram. c: Lung perfusion scintigraphy.

Fig. 2　Chest computed tomography and angiography.
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11 mmHg, aLV 83/e12 mmHg, PA 67/24/43 mmHg, 
PAW 15 mmHg, TPG 28 mmHg, DPG 9 mmHg, aRV 
88/e15 mmHg, Pp/Ps 0.82, PVRI 7.0 WU·m2, CI 
2.6 L/min/m2, Qp/Qs 1.16, aRVEF 56%, %aRVEDV 
157%N, aLVEF 50%, %aLVEDV 140%N. Post and 
precapillary PHの combine所見，Mustardルート
の4‒5 mmHgの圧較差および肺動脈造影および con-
trast echoでの両側肺動静脈瘻を認めた．カテーテル
施行時は，エナラプリル，カルベジロール，フロセミ
ド，スピロノラクトンの内服を行っていた．
入院後経過（Fig. 4）：初診からの当院の入院は 

5回．初回入院後，低酸素血症および体心室右室の
うっ血性心不全症状および心房細動を認めているこ
とから，酸素投与，利尿薬，ACE阻害薬，β遮断薬の
投与を行った．その後，心房細動は酸素投与と内服

開始後に洞調律に回復した．また baffleを介しての
心房間左右短絡を認めたが短絡量は多くなかった．
初回カテーテル検査で preおよび post-capillary PH
の状態を確認した．心不全治療を強化し，カルベジ
ロールの増量とビモペンダンの追加，トリクロルメチ
アジドの利尿剤も追加投与した．カテーテル検査で
TPG（transpulmonary pressure gradient），DPG
（diastolic pressure gradient）とも上昇し，PVRI
（pulmonary vascular resistance index）も高値であ
ることから，pre-capillary PHの因子も大きく，静脈
圧上昇に関与していると考えられたため利尿剤を調整
しながら肺血管拡張薬を投与した．タダラフィルの通
常量投与で四肢痛，視覚異常，頭痛が生じ減量したが
症状が続き中止した．ボセンタンの少量投与から開始
しシルデナフィルも少量投与から行った．投与後も明
らかな低酸素血症の改善は認めず経過した．長期の静
脈圧上昇に起因すると考えられる肝機能障害のために
肺血管拡張薬の忍容性が悪く，副作用が出ない量まで
の投与となった．低酸素血症は肺うっ血と肺動静脈瘻
による肺内シャントに起因しており，閉塞性や間質性
病変，線維化病変を疑う気腫やすりガラス像，蜂巣肺
所見は認めなかった．肺動静脈瘻の家族歴も認めな
かった．呼吸機能検査は未施行．同時に Child-Pugh
分類 grade Bのうっ血性肝硬変に対して肝庇護療法
を行い，頭痛や頭重感の肝性脳症所見に対しては抗
アンモニア治療を行った．1年後に狭窄したMustard
ルートに経皮的バルーン形成術を行った．多剤による
抗心不全療法を追加したが，肝障害は改善せず両心不
全の進行を認め，頻回の入院を余儀なくされ強心剤の
併用から離脱できず経過した．
初診後1年の心臓カテーテル検査（Dobutamine 

2.5γ投与，2 LO2カヌラ）およびMustardルート
への PTA（Table 2, Fig. 5）: SVC 20 mmHg, IVC 
19 mmHg, RA 16 mmHg, aLV 82/e20 mmHg, PA 
77/29/48 mmHg, PAW 22 mmHg, TPG 26 mmHg, 
DPG 7 mmHg, aRV 80/e23 mmHg, Pp/Ps 0.96, PVRI 
8.1 WU·m2, CI 3.0 L/min/m2, Qp/Qs 1.09, aRVEF 
45%, aLVEF 35%．前回と同様に両側肺動静脈瘻は

Fig. 3　Echocardiography on admission.

Table 1　Cardiac catheterization data at first hos-
pitalization.
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Fig. 4　Clinical course after hospitalization.

Table 2　Cardiac catheterization data after 1 year.

Fig. 5　Percutaneous transluminal angioplasty to 
Mustard route.
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認めていた．肺高血圧の改善はなく解剖学的左室機能
低下による静脈圧上昇の悪化を認めていた．解剖学的
右室駆出率は45%で以前よりは低下していたが，解
剖学的左室に比較して温存されていた．しかし肺動脈
楔入圧は顕著に上昇しており拡張不全（heart failure 
with preserved ejection fraction: HFpEF）が主病態
と考えられた．この時点での治療は，ドブタミン持続
静注および利尿剤増量の心不全治療と，肺血管拡張薬
は2/3量のシルデナフィルと1/4量のボセンタンが投
与されていた．少量の肺血管拡張薬の使用であった
が，解剖学的右室の前負荷による HFpEFの悪化と肺
高血圧への影響は懸念されたが pre-capillary PHの
要因は大きいと判断し，同量のシルデナフィルおよび
肝障害を考慮し半量のアンブリセンタンに変更して投
与を継続した．Mustardルートは扁平状に狭窄して
おり再狭窄部が6 mmであったためにMustang cath-
eterを用い段階的に10 mmまで PTA（percutaneous 
transluminal angioplasty）施行したが，上下大静脈
との圧較差は2 mmHgに低下しただけで有意な治療
効果は得られなかった．
最終入院時の腹部 CT検査（Fig. 6）：肝実質の委縮

およびひび割れ像の肝硬変所見と，門脈から食道，
胃への門脈体循環短絡（porto-systemic shunt; PSS）
の存在を確認した．Child-Pugh分類は grade Cに移
行し，irreversibleなhepatic failureの状態であった．
その後の経過：肺高血圧に伴う解剖学的左室機能

低下と，うっ血性肝硬変による門脈圧亢進症，脾機
能亢進症および肝肺症候群（hepatopulmonary syn-
drome; HPS）により生じたと考えられる肺動静脈廔
の進行を認めた．治療に反応なく，解剖学的左室機能
低下の進行および肝不全へ移行した．その後肺炎を契
機に敗血症，DICから腎不全を併発し多臓器不全と
なり死亡した．

III．考察
完全大血管転位症の術式は，1975年に Jateneらに

より大血管転換術が行われるまでは，Mustardおよ
び Senning手術による心房内血流転換術が主に行わ

れていた．この手術は，正常血流動態になるが，体
心室は解剖学的形態の右室が担うことになる．この
Mustardおよび Senning手術後の完全大血管転位の
予後規定因子は，体心室である解剖学的右室機能に依
存する．この循環は，術後10年で10%以上の頻度で
解剖学的右室機能低下や重度の不整脈を認めると報告
されている1）．体心室右室の冠血流量は正常と比較し
安静時は変わりないが運動時の血流増加は少なく，ま
た心筋還流も不均一と言われており，解剖学的右室機
能障害の原因と言われている．しかし修正大血管転位
症と比較すると心房内血流転換した完全大血管転位の
右心機能障害は冠血流以外の因子も大きいといわれて
いる2）．
また心房内血流転換を施行した術後20年の生存率

は76%との報告がある3）．心房内血流転換術の長期合
併症では，心房性不整脈，体心室右室機能低下および
三尖弁逆流，心房 baffleの石灰化，閉塞やリークと
言われている4）．それに加えて予後に影響する因子と
して，完全大血管転位症の胎児期からの高肺血流によ
る血管内組織変化による肺高血圧の存在がある．生後
早期には1‒3%の症例で新生児遷延性肺高血圧を認め
るとの報告5），術後の遅発性肺高血圧が生じる症例も
報告されており6），Mustard手術後に関しては成人に
移行した7%に認めたとの報告もある7）．
今回の症例は，Mustard術後に認められる解剖学
的右室機能低下が主因ではなく，肺高血圧による解剖
学的左室機能低下および肝障害が問題となった症例で
ある．生後の詳細は不明であったが，30年以上前の
症例であることから診断および治療時期が今回の予後
に大きく関係している可能性がある．しかし初回治療
までの重度の症状の出現なく生活が可能であったの
は，完全大血管転位と心室中隔欠損の合併例でより早
期に肺血流量が増加する形態であったが，生後6か月
までの間に早期の肺高血圧から急速な肺血管抵抗上
昇をきたし，心室中隔欠損での動静脈混合がなされ
たために循環が保たれた可能性があること，その後
に肺動脈絞扼術を施行しているが肺内血管の reverse 
remodelingが不十分な状態でMustard手術，心室中

Fig. 6　Abdominal computed tomography.
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隔欠損閉鎖術をしたために，根治術後に残存肺高血圧
が肺血管閉塞性病変の進行により悪化した可能性は否
定できない．文献上での肺動脈病理組織学的な報告で
も，完全大血管転位は早期の内膜，中膜の肥厚により
肺血管病変を生じやすいが，心室中隔欠損を伴うほう
が逆シャントを生じその後の中膜肥厚の進展が遅いと
の報告がある8）．この症例の時代背景を考えると肺高
血圧に対しての有効な選択的薬剤はなくベラプロスト
やエポプロステノール製剤が1990年代後半からの使
用を考えると管理が非常に難しかったのは想像に難く
ない．
当院の初診時には，肺高血圧が原因と考えられる肝

障害をきたしており，Child-Pugh分類 grade Bの状
態であった．低酸素血症は肺動静脈瘻が主たる原因で
あり肝肺症候群に矛盾しない所見であった．両心室の
収縮能は比較的保たれていたが，肺心室である解剖学
的左室の僧帽弁逆流は中等度であり肺高血圧の所見
を呈していた．心房 baffleのリークとMustardルー
トの石灰化も認めておりMustard手術後の長期合併
所見を認めていた．初回心臓カテーテル検査では，
平均肺動脈圧43 mmHg，肺動脈楔入圧15 mmHg, 
TPG 28 mmHg, DPG 9 mmHg, PVRI 7.0 WU·m2で
あり，post- and pre-capillary PHの状態であった．
Pre-capillary PHの原因として，心房 baffleリーク
は少量で Qp/Qs 1.16であったことより高肺血流が主
たる原因とは考えにくい．13歳と21歳のカテーテル
所見が不明なことから推測の域は出ないが，生後の高
肺血流の影響で肺動脈絞扼術後にも肺高血圧が残存
し，Mustard手術後に徐々に肺高血圧が顕性化した
可能性がある．成人先天性心疾患の肺高血圧に対する
日本循環器学会肺高血圧ガイドラインでは，治療は特
発性肺動脈性肺高血圧に準ずることが推奨されている
がエビデンスはない9）．加えて，体心室である解剖学
的右室機能低下による post-capillary PHが肺動脈収
縮およびリモデリングを増悪させ，さらなる肺高血圧
の上昇をきたしたものと考えられる9）．本症例のうっ
血性肝硬変は，肺高血圧の遷延が引き起こしたもので
あるが，Mustard手術の長期合併症である baffleの
石灰化に伴う狭窄が肝臓のうっ血を助長させたと考え
る．また低酸素血症も予後を悪化させた要因と考えら
れるが，HPSに伴い肺動静脈瘻を併発した病態と考
えられた．HPSは，低酸素血症およびmicrobubble
テストによる肺動静脈瘻の存在と PSSを伴ううっ血
性肝硬変から診断した10）．Porto-pulmonary hyper-
tension（PoPH）は，門脈圧亢進症に伴って発症する
高い肺血管抵抗を有する PSSを有する肺動脈性肺高
血圧であり，肺動静脈拡張と低い肺血管抵抗を特徴と
する HPSとは病態が異なる．しかし両者のオーバー
ラップ症例もみられることから，本症例のような肺高

血圧と肺動静脈瘻の合併もその病態の可能性がある．
今回，最終入院時の Child-Pugh分類 grade Cの時点
で PSSの存在を確認したが，肝障害が軽度の時点で
の肺高血圧の症例に対し PSSの検索をすることは病
態を考えるうえで有用かもしれない．
本症例は行いうる治療は限られていたが，心不全治
療と並行して肺高血圧治療薬の導入および肝庇護療法
を行った．今回の pre-capillaryおよび post-capillary
の combined PHの病態に対しての肺血管拡張薬の投
与は賛否が分かれる．肺血管拡張薬の投与に伴う心拍
出量の増加と肺血管拡張により体心室右室の前負荷が
増える．もし解剖学的右室の拡張障害が存在すれば，
当然肺動脈楔入圧は上昇し肺うっ血が進行する．同
時に肺動静脈瘻を介した stealも増加し低酸素を助長
させることは十分に考えられる．今回の症例は pre- 
capillary PHの要因も強いことから，解剖学的左室
機能を温存させるために肺動脈圧を下げるのと同時
に，解剖学的右室機能低下による肺うっ血をきたさな
いようにバランスをとりながら少量の肺血管拡張薬の
使用をすべき症例ではなかったかと考える．
肝障害があることから肺血管拡張薬の少量からの導
入で行い，心不全治療と並行して治療を行ったが，結
果的には心不全や酸素化の改善は認められなかった．
初診から1年後には，両心不全となり肝障害も進行し
Child-Pugh分類 grade Cの状態となった．その半年
後に感染から多臓器不全をきたし救命できなかった．

IV．まとめ
今回，Mustard術後の肺高血圧を呈する完全大血
管転位症の長期経過症例を経験した．肺高血圧が主た
る原因でうっ血性肝硬変をきたした症例であり，受診
時にはすでに Child-Pugh分類 grade Bの状態であっ
た．治療は困難を極め，特に肺血管拡張薬の使用に
は十分な配慮が必要であった．Mustard手術後の予
後は，体心室である解剖学的右室機能に依存するとい
われているが，肺高血圧の合併およびMustardルー
ト狭窄の双方を合併すると非常に予後不良である．肺
高血圧治療の早期介入の重要性を痛感した症例であっ
た．

V．結語
複雑先天性心疾患の術後は，小児期から成人期を経
ても一貫した継続的な管理が必要である．
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An Adult Case of D-TGA with PAH and  
Irreversible Hepatic Failure after Mustard Operation
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Yoshihiro Morino1)
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Abstract

Prolonged pulmonary hypertension (PH) after Mustard operation for dextro-transposition 
of the great arteries (D-TGA) results in dysfunction of the functional pulmonic ventricle, the 
so-called anatomical left ventricle (aLV), and congestive liver cirrhosis. We report our expe-
rience with this in an adult. Case: A 38-year-old man had been diagnosed with D-TGA and 
ventricular septal defect after birth, and following the Blalock-Hanlon procedure and pulmo-
nary artery banding in the neonatal period, Mustard operation and ventricular septal defect 
closure were performed at 6 years of age. PH was identified by cardiac catheterization at 13 
and 21 years of age. At 38 years of age, when he visited our hospital, he had edema of the 
lower limbs, deep cyanosis, and severe hypoxemia with an oxygen saturation of 68% on room 
air. The patient’s condition was classified as Child-Pugh class grade B due to thrombocytope-
nia, elevated total bilirubin, and coagulation abnormalities. Cardiac catheterization revealed 
increased venous pressure and Mustard route pressure gradient, along with combined post-
and pre-capillary PH. In the subsequent course of treatment, aLV dysfunction associated 
with PH, portal hypertension following congestive cirrhosis, and exacerbation of pulmonary 
arteriovenous fistula were identified as the causes of hypoxia. Subsequently, the patient died 
of multiple organ failure.

Conclusion: D-TGA cases are often fatal due to pre-capillary PH and Mustard root steno-
sis after Mustard operation, in addition to anatomical right ventricular dysfunction, which is 
functionally a systemic ventricle. PH treatment requires early intervention and continuous 
management into adulthood.

Key words : dextro-transposition of the great arteries, Mustard operation, pulmonary artery 
hypertension, congestive liver dysfunction, biventricular heart failure
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編集後記

2012年の発刊以来，編集面での責任者を務めさせていただきましたが，この度その立場を離れることにな
りました．約10年間に渡り，当学会雑誌の編集に携わり私自身非常に勉強になりました．関係者の皆様はじ
め，投稿してくださった多くの先生方に深謝いたします．当初は論文の投稿も非常に少なく，依頼原稿で何
とか編集にこぎつけるなど苦労した時期もありましたが，最近では徐々に投稿数も増えてきつつあり，定期
的な刊行が可能となっております．次号からは椎名由美先生を編集委員長とした新体制がはじまります．今
後も症例報告をしっかり採用掲載していく邦文雑誌として継続していくことと思います．是非多くのご投稿
をいただければ幸いです．Journal of ACHDをこれからもどうぞよろしくお願い申し上げます．

 （編集委員長　稲井　慶）
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