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■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ■ 第 13 回 日本成人先天性心疾患学会の開催にあたり 

第 13 回 日本成人先天性心疾患学会
会長　　城 尾　邦 隆
（九州厚生年金病院　副院長）

“ Who studies medicine without books sails an uncharted sea, but 

who studies medicine without patients does not go to sea at all.”

(William Osler, 1847-1919)

　「第 13 回日本成人先天性心疾患学会」，2011 年 1 月 8 日‐9 日「福岡国際会議場」（福岡市），の開催にあたり，ご挨

拶申し上げます．

　本学会は，1999 年 1 月に「日本成人先天性心疾患研究会」として発足し，小児循環器科医，循環器内科医，心臓血

管外科医および産婦人科医の各専門分野の垣根をこえた学際的交流にとどまらず，看護師はじめ多種類の診療協力部門の

参加をえて，全国の診療ネットワーク構築のための日常活動をめざしています．2010 年 1 月に研究会から学会へ発展した

機会に，九州ではじめて催されることの意義は大きいと考えます．

　先天性心疾患の診療は，小児科のかぎられた専門分野とされていたのに，なぜ，成人先天性心疾患なのでしょうか．過

去 30 年間の先天性心疾患をめぐる医療，とくに心臓血管外科治療が著しく進歩し，新生児乳児期に多くが失われてきた

患者さんは，今や，その約 90％が長期生存できる時代になりました．しかし，このことは新たな課題を私どもに突きつけ

ています．1997 年，本邦の先天性心疾患の患者さんは 622,800 名で，成人はその時すでに 318,326 名（51%）でした．

その後も，毎年約 9,000 名が成人に達するため，2007 年には 409,101 名の成人先天性心疾患の患者さんが生活してい

ると推測されています（椎名）．そのなかには，かなりの頻度で，重大な医学的社会的問題をかかえて専門的診療や援助

を必要とする患者さんが居られることも明らかとなりつつあります．

　欧米諸国では，早くから成人先天性心疾患専門医を軸にした診療体系が構築され，科学的根拠に基づいたガイドライ

ンが提案されています．しかし，我が国では，残念ながら，孤立した経験による対応にとどまっています．国際交流に学

ぶところの多い分野であり，今回も海外から講師４名を招聘します．アジアへの窓口福岡市での開催には，発展著しい韓

国や台湾からの一般参加も期待されます．　

　第 13 回学会の企画にあたり，私自身が日々の診療で直面する課題二つを取りあげて講演やシンポジウムとしました．ま

ず，「フォンタン手術後遠隔期」；過去 30 年間の臨床を振りかえれば，多くの重症心疾患を新生児期に失ってきた 10 年，フォ

ンタン手術への到達と手術法改良への期待の 10 年，そして，やはり不整脈や肝機能障害，蛋白漏出性腸症 (PLE) に不安

を強くする10 年に区分され，今，Driscoll 先生の長い臨床経験に学びたいという思いを強くしています．ドイツやカナダ，

お隣韓国の事情はどうでしょうか．Kaemmerer 先生，Oechslin 先生，Choi 先生に，それぞれ，応えていただきましょう．

この企画に際し全国の会員にアンケート調査を実施したところ，本邦ではフォンタン術後成人に達して外来診療中の方は，

すでに 900 名を超えていることが判明しました．多忙な診療の中，ご協力いただいた皆さまに深く感謝するとともに，課

題の大きさと深さに足がすくむ思いです．

　つぎに「発展著しい画像診断の臨床応用」；経胸壁心エコー検査や心血管造影に満足できない分野です．経食道心エコー

検査，MD-CT, MRI, シンチグラフィーなどの選択と組合せが提案されるでしょう．野間充先生と近藤千里先生には，「情

報ネットワークシステム」と「被爆線量への配慮」に係る教育講演を−ランチョン・モーニングで−お願いしました．ご期

待ください．

　不慣れな準備と広報にもかかわらず，過去最多の 88 演題の応募をいただいた皆さまに感謝します．ご多忙な折，何か

とご助言いただいた理事長，座長を快諾された理事等関係の皆さまに感謝します．学会の趣旨にご賛同される皆さまには，

各施設の同僚，小児循環器医・循環器内科医・心臓血管外科医・看護師・臨床心理士などをお誘いのうえ，学会を盛り上

げていただくよう重ねてお願い申し上げます．プログラムや運営上の不備はご海容くださり，限られた時間ですが，創意工

夫ある研究成果の発表をかこむ活発な議論を期待します．末筆ながら，新年早々の本学会が，皆さまのご多幸と発展の

門出となることをこころより祈念いたします．

2011 年 1 月
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■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ■Welcome to Our Annual Meeting 2011

On behalf of the Japanese Society of Adult Congenital Heart Disease (JSACHD), it is my great honor and pleasure to 
welcome all of you to the 13th Annual Meeting in Fukuoka, Japan, January 8 to 9, 2011.
JSACHD was established in 1999. Our mission is to pursue and promote better care for adults with congenital 
heart disease and to facilitate collaboration and cooperation among pediatric cardiologists, adult cardiologists, 
cardiovascular surgeons, obstetricians, psychologists and other allied healthcare givers. All these healthcare 
providers have participated in the annual meetings along with guests from foreign countries. We have had many 
earnest discussions concerning adult patients with congenital heart disease. The 13th annual meeting of JSACHD is 
going to be held in Fukuoka, which is the nearest Japanese city to other Asian countries.

During the last 30 years, the evolution of patient management and surgical techniques has contributed to an 
increase in survival rates for many patients with congenital heart disease. In Japan, the number of adult patients 
with congenital heart disease is estimated to be about 500.000. Presently, this number has exceeded that of 
children with CHD. Some of the adult patients suffer not only from physical problems but also from social, economic 
and psychological obstacles. However, our understanding of these difficulties is not deep enough to allow us to 
reach our goal of a comprehensive management system for adults with CHD yet. 

In this year's Meeting of JSACHD, we are going to have discussions focusing on two specific issues. One topic will 
be the long-term mobility and mortality of adult patients who have had a Fontan operation. Although management 
techniques have evolved favorably over the last decades and we have seen increased achievement rates for Fontan 
patients, ultimately we do not know if we are providing a favorable quality of life for them. Thanks to the JSACHD 
core members, our Questionnaire Survey revealed that about 900 adults living in Japan underwent Fontan 
operation and provided some initial insight into their quality of lives. Especially now, when we are beginning to 
recognize many cardio-pulmonary problems as well as difficulties with other organs such as the liver and the 
kidneys. How do we meet these challenges? What will we need to provide for them? We would like to hear about 
and discuss long-term management of adult Fontan patients with our colleagues from other countries. 

The second topic focuses on advancements in cardiac imaging modalities. When and what should we select for our 
patients among the many modern techniques which have developed so quickly in the last several years. In practice, 
intra-hospital networks are a fundamental necessity for medical teams dealing with adult CHD patients. For this 
meeting, several distinguished speakers will offer us their insights. Dr. Driscoll from  the Mayo Clinic, Dr. Oecslin 
from Toronto General Hospital, Dr. Kaemmerer from the Munich Heart Center, Dr. Choi from Yonsei-Seoul, Dr 
Kondou from TWMS-Tokyo and Dr. Noma from KKNH-Kitakyusyu will all present their views. The   knowledge we 
will gain from their insights should encourage us to forge ahead into these complicated emerging fields.

More than 80 papers based on our members’ clinical experience and studies of a variety of topics concerning ACHD 
will be presented and discussed. Your participation in the meeting and your contribution to the discussions will be 
very much appreciated. I am sure that it will make the meeting meaningful and valuable for all of the participants 
as well as the adult patients you represent.

You and your families are sure to have a wonderful time in Fukuoka on the southernmost Japanese island of 
Kyushu. You will be able to enjoy sightseeing, going to hot springs and having Japanese food, such as sushi and 
Hakata Ramen along with sake. Finally, I hope that your happy and prosperous year 2011 starts at the meeting.

January, 2011

Kunitaka Joo, M.D.

President of 13th annual meeting of JSACHD.
Vice President, Kyusyu Koseinenkin Hospital,
Kitakyusyu, 805-8501 Japan
e-mail address: k-joo@qkn-hosp.jp

 “ Loeb’s Four Rules of Medicine
1. If the patient is getting better, keep doing what you are doing
2. If the patient is getting worse, change something
3. If you are not sure what you are doing, doing nothing
4. Try to keep the patient out of the operating room” 

(from Driscoll’s Fundamentals of PC, 2006: 89)
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■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ■会場：福岡国際会議場ご案内図
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■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ■会場内のご案内　　　

懇親会
レストラン
　「ラコンテ」

メイン会場

ポスター会場
ポスター受付

企画展示

総合受付

喫 煙 所

PC受付

会議室
学会事務局

クローク
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■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ■参加者へのご案内

1. 会　場
 福岡国際会議場 5F

2. 会　期
 2011 年 1 月 8 日（土）　午前 8 時～開場
 2011 年 1 月 9 日（日）　午前 8 時～開場

3. 参加費
 医師       10,000 円
 診療支援者（看護師・助産師・検査技師・一般企業）   5,000 円
 学生・患者さん      　　  無料

4. 懇親会
 2011 年 1 月 8 日（土）　午後 6 時 30 分
 福岡国際会議場内１Ｆ：レストラン「ラコンテ」
 懇親会費　2,000 円

5. プログラム抄録集
 別途ご購入ご希望の方は，一部 1,000 円で販売いたします．

一 般 口 演：ご発表　7 分，討論 5 分
ポスター発表：ご発表　3 分，討論 3 分
シンポジウム：ご発表 15 分
　　　　　　　　※発表は日本語ないし英語，発表スライドとポスターは極力英語での作成をお願いたします．
　　　　　　　　※プログラムの円滑な進行のため，座長の指示を優先してください．

■発表方法に関しまして
（１）発表形式は PC 発表のみといたします．プレゼンテーション作成ソフトは，Windows PowerPoint です．

　　 スライドやビデオは使用できませんので，ご注意下さい．

（２）会場へは，USB メモリ，CD-R，パソコン本体，いずれかの形で発表データをお持ち込み下さい．

（３）講演開始 30 分前迄に PC 受付にて発表データの試写と受付を済ませて下さい．PC お持ち込みの方も，30 

　　 分前迄に PC 受付へお越し下さい．

（４）パワーポイントの「発表者ツール」機能は使用できません．

（５）PC 受付のパソコンは台数が限られております．受付パソコンを独占しての長時間データ修正はご遠慮願います．

（６）PC にコピーさせていただいたメディアの内容は，事務局で責任を持って消去いたします．

■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ■演題ご発表の皆様へご案内
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■ USB メモリ，または CD-R（RW 不可）をお持ち込みの方への注意事項
（１）ソフトは，以下のものをご使用ください．

  Windows 版 PowerPoint 2000 ／ 2003 ／ 2007（XP 起動）

  ※ Macintosh をご使用の方は，PC をお持ち込み下さい．

  ※動画ファイルをご使用の方は，PC をお持ち込み下さい．

（２）フォントは OS 標準のもののみご使用下さい．

（３）画面の解像度は，XGA（1024 × 768）でお願い致します．

（４）CD-R（RW 不可）への書き込みは，ISO9660 方式をお使い下さい．

  ※パケット方式ですと，会場 PC で読み込めない恐れがあります．

  ※ CD-R は，ご自身の PC 以外でも問題なくプレビューできるかを，必ず事前にご確認ください．

  ※持ち込まれるメディアには，当日発表の完成版データ以外入れないようにして下さい．

（５）必ず事前に，ご自身でウィルスチェックを行ってください．

（６）会場スピーカーに音声は流せません．

■ノート PC をお持ち込みの方への注意事項
（１）バックアップとして，必ずメディアもご持参下さい．

（２）画面の解像度は，XGA（1024 × 768）でお願いいたします．

（３）PC 受付の液晶モニターに接続し，映像の出力チェックを行って下さい．

  ※ PC の機種や OS によって，出力設定方法が異なります．

  ※動画は使用可能ですが，本体の液晶画面に動画が表示されても，

  PC の外部出力に接続した画面には，表示されない場合があります．

  PC 受付にて，実際にお持ちいただく PC の外部出力に，液晶モニターを接続してご確認ください．

（４）プロジェクターとの接続ケーブルは，Dsub-15 ピンです．

  PC によっては専用のコネクタが必要になりますので，必ずお持ち下さい．

  ※特に Mac，VAIO，iBook 等小型 PC は，別途付属コネクタが必要な場合があります．必ずご確認のうえお持ちください．

（５）スクリーンセーバー，省電力設定は事前に解除願います．

（６）コンセント用電源アダプタを必ずご持参下さい．

  ※内蔵バッテリー駆動ですと，ご発表中に映像が切れる恐れがあります．

（７）動画がある場合は，PC 受付の際，必ずスタッフにお申し出ください．

（８）動画のファイルがある場合は，すべてのデータを同一フォルダに入れてください．

（９）PC 受付で動作確認を終了した PC は，ご発表 15 分前までに会場前方の左手演題付近の PC デスクへお越し

  の上，ケーブルを接続し発表に備えてください．

（10) ご発表後，PC デスクにて PC をお受け取り下さい．

（11）会場スピーカーに音声は流せません．
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■ PC 操作に関しまして
スライド送りなどの PC 操作は，ご自身で行っていただきますようお願いいたします．

■ポスター発表につきまして
発表は日本語ないし英語，ポスターは極力英語での作成をお願いたします．

パネルサイズは縦 210cm・横 90cm です．演題番号は事務局で用意しております．

ポスターの掲示，撤去は下記時間にお願いします．

ポスター掲示 1/9（土）9：00 ～ 10：30

ポスター撤去 1/10（日）14：00 ～ 16：00

ポスターパネルサイズは横 90 ｃｍ×高さ 210 ｃｍとなります．

演題番号は 20 ｃｍ× 20 ｃｍです．

90cm
20cm

210cm

20cm演題
番号

演題名
  氏　名（所　属）
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■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ■理事会・総　会

1. 理事会
 日時：2011 年 1 月 8 日（土）　11：45 ～
 場所：福岡国際会議場 5 階 504 会議室

2. 学会総会
 日時：2011 年 1 月 9 日（日）　12：00 ～ 12：30
 場所：福岡国際会議場 5 階 501 メイン会場

3. 懇親会
 日時：2011 年 1 月 8 日（土）18：30 ～ 19：30
 場所：福岡国際会議場 1 階レストラン「ラコンテ」
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■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ■タイムスケジュール

1 月８日（土）

口　演 座　長

8：00 ～

8：50 ～ 開会 城尾 邦隆

9：00 ～ 10：00 Session I　病態・診断 吉田　清 
（川崎医科大学循環器内科）

演題 I-1 ～ I-5

10：00 ～ 10：48 Session II　不整脈 樗木 晶子 
（九州大学循環器内科）

演題 II-6 ～ II-9

11：00 ～ 11：45
基調講演　 

 Driscoll DJ (Mayo Clinic)
福重 淳一郎 

（福岡市立こども病院）

30 years after Fontan operation

12：00 ～ 12：45 Lunch on Seminar  
（共催：Goodman ヘルスケア IT ソリューションズ）

砂川 賢二 
（九州大学循環器内科）

野間　充（九州厚生年金病院循環器科）

13：00 ～ 14：30 シンポジウム :　Fontan 遠隔期 
（共催：アボットジャパン）

Driscoll　DJ
（Mayo Clinic）

S-1 ～ S-4 河田 政明 
（自治医科大成人先天性心疾患センター心臓血管外科）

14：45 ～ 15：45 Session III　Fontan 遠隔期 藤原 慶一 
（兵庫県立尼崎病院心臓血管外科）

演題 III-10 ～ III-14 小野 安生 
（静岡県立こども病院循環器科）

16：00 ～ 16：48 Session IV Fontan・肺循環 中西 宣文 
（国立循環器病研究センター心血管内科肺循環）

演題 IV-15 ～ IV-18

17：00 ～ 18：00 Session V　妊娠・出産 松田 義雄 
（東京女子医科大学産婦人科・母子総合医療センター）

演題 V-19 ～ V-23

18：30 ～ 19：30 懇親会 １F ：レストラン「ラコンテ」
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１月９日（日）

口演 座長 ポスター

8：00 ～

8：10 ～ 8：50 モーニングセミナー 
（共催：東芝メディカルシステムズ）

上村　茂 
（昭和大学北部病院循環器センター）

近藤千里　（東京女子医科大学画像診断学）

9：00 ～ 10：00 Session VI　外科治療 市川　肇 
（国立循環器病研究センター小児心臓外科）

演題 V-24 ～ V-28 ポスター IA・ＩＢ

9：30 ～ 10：30

10：10 ～ 10：58 Asian session（共催：日本ライフライン） Heung Jae Lee 
（Samsung Medical Center）

AS-1-3 
指定講演  Choi JY（Yonsei University）

赤木 禎治 
（岡山大学循環器疾患治療部）

11：00 ～ 11：45
招待講演 1　 

Kaemmerer H（German Heart Center）
市田 蕗子 

（富山大学小児科）

Marfan syndrome and cardiac imaging

12：00 ～ 12：30 JSACHD　総会 
丹羽 公一郎 

（千葉県循環器病センター） 
城尾 邦隆

12：45 ～ ポスター IIA・IIB

12：45 ～ 14：30

15：00 ～ 15：45
招待講演 2　 

Oechslin E（Toronto General Hospital）
高橋 長裕 

（千葉市立青葉病院）

Heart Failure and Echo

16：00 ～ 16：36 Session VII　発達・心理 賀藤　均 
（成育医療研究センター循環器科）

演題 VII-29 ～ VII-31

16：36 ～ 17：36 Session VIII　診療・支援体制 城尾 邦隆 
（九州厚生年金病院）

演題 VIII-32 ～ VIII-36

17：36 ～ 閉会

＊モーニングセミナーは朝食付きです．
＊ JSACHD 総会は昼食をとりながら，執り行います．
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January 8 (Sat)

Presentation Chairman

8：00 ～

8：50 ～ Opening greeting Joo K

9：00 ～ 10：00 Session I: Pathophysiology and Diagnosis Yoshida K 
（Kawasaki Medical University）

 I-1 ～ I-5

10：00 ～ 10：48 Session II: Arrhythmia Chishaki A 
（Kyushu University）

 II-6 ～ II-9

11：00 ～ 11：45
Keynote Lecture: 

 Driscoll DJ (Mayo Clinic)
Fukushige J 

（Fukuoka Children's Hospital）

30 years after Fontan operation

12：00 ～ 12：45
Lunch on Seminar  

（Supported by：Goodman Healthcare IT solution ）
Sunagawa K 

（Kyushu University）

Noma M（Kyushu Koseinenkin Hospital）

13：00 ～ 14：30
Symposium :　Long-term after Fontan operation 

（Supported by：Abbott Japan）
Driscoll　DJ

（Mayo Clinic）

S-1 ～ S-4 Kawada M 
（Jichi Medical University）

14：45 ～ 15：45 Session III: Long-term after Fontan operation Fujiwara K 
（Hyogo Prefectural Amagasaki Hospital）

III-10 ～ III-14 Ono Y 
（Shizuoka Children's Hospital）

16：00 ～ 16：48 Session IV: Fontan/Pulmonary circulation Nakanishi N  
（National Cardiovascular Center）

 IV-15 ～ IV-18

17：00 ～ 18：00 Session V: Pregnancy/Delivery Matsuda Y 
（Tokyo Women's Medical University）

V-19 ～ V-23

18：30 ～ 19：30 Welcome Party  "1F : Restaurant RACONTER "
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January 9 (Sun)

Presentation Chairman Poster

8：00 ～

8：10 ～ 8：50
Morning Seminar 

（Supported by TOSHIBA Medical Systems）
Uemura S 

（Showa University）

Kondou C　 
（Tokyo Women's Medical University）

9：00 ～ 10：00 Session VI: Surgery Ichikawa H 
（National Cardiovascular Center）

　　　　　　

Poster I・II

10：10 ～ 10：58
Asian Session 

（Supported by Japan Lifeline）
Heung Jae Lee 

（Samsung Medical Center） 　9：30 ～ 10：30

AS-1-3 
Special lecture: Choi JY（Yonsei University）

Akagi T 
（Okayama University）

11：00 ～ 11：45
　Invited Lecture I; 

 Kaemmerer H（German Heart Center）
Ichida F 

（Toyama University）

Marfan syndrome

12：00 ～ 12：30 JSACHD plenary meeting
Niwa K 

（Chiba Cardiovascular Center） 
Joo K

12：45 ～ Poster III・IV

12：45 ～ 14：30

15：00 ～ 15：45
Invited Lecture II:  

Oechslin E（Toronto General Hospital）
Takahashi O 

（Chiba Aoba Municipal Hospital）

Heart Failure and Echocardiography

16：00 ～ 16：36 Session VII: Psychiatry Kato H 
（National Center for Child Health and Development)

VII-29 ～ VII-31

16：36 ～ 17：36 Session VIII　GUCH/Links Joo K 
（Kyushu Koseinenkin Hospital）

VIII-32 ～ VIII-36

17：36 ～ Closing session
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■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ■プログラム

1 月８日（土）

8：50 ～　　開会の挨拶
会長：城尾　邦隆（九州厚生年金病院　副院長）

9：00 ～10：00　　Session I　病態・診断
座長：吉田　　清（川崎医科大学循環器内科）

10：00 ～10：48　　Session II　不整脈
座長：樗木　晶子（九州大学循環器内科）

術後遠隔期に血腫による右室流出路狭窄をきたした４例I-01
山本　雅樹 1），大内　秀雄 1），平田　拓也 1），吉澤　弘行 1），山田　　修 1），鍵崎　康治 2），市川　肇 2）

1）国立循環器病研究センター　小児循環器診療部，2）国立循環器病研究センター　心血管外科

当院における 20 歳以上の先天性心疾患術後不整脈に対するアブレーション治療成績II-06
尾崎　智康 1），岸本　慎太郎 1），青木　寿明 1），鈴木　嗣敏 1），中村　好秀 1）

1）大阪市立総合医療センター　小児不整脈科

Fallot 四徴症根治術後の長期遠隔期に心不全を発症した 4 例I-02
山村　健一郎 1），永田　　弾 1），池田　和幸 1），原　　寿郎 1），中城　総一 2），得能　智武 2），砂川　賢二 2），
田ノ上　禎久 3），塩川　祐一 3），富永　隆治 3）

1）九州大学病院ハートセンター　小児科，2）九州大学病院ハートセンター　循環器内科，
3）九州大学病院ハートセンター　心臓血管外科

修正大血管転位症例の Double switch 手術後の不整脈II-07
豊原　啓子 1），竹内　大二 1），梶村　いちげ 1），稲井　　慶 1），篠原　徳子 1），富松　宏文 1），山村　英司 1），
中西　敏雄 1），平松　健司 2），庄田　守男 3）

1）東京女子医科大学　循環器小児科，2）東京女子医科大学　心臓血管外科，3）東京女子医科大学　循環器内科

ファロー四徴症術後遠隔期の大動脈拡大における動脈壁血管硬度の重要性I-03
関　　満 1），齋木　宏文 1），岩本　洋一 1），河野　一樹 1），葭葉　茂樹 1），竹田津　未生 1），小林　俊樹 1），
石戸　博隆 1），増谷　　聡 1），先崎　秀明 1）

1）埼玉医科大学国際医療センター　小児心臓科

成人大動脈縮窄修復術後患者の高血圧とその治療の現状I-04
藤本　一途 1），大内　秀雄 1），宮崎　　文 1），矢崎　　諭 1），杉山　　央 1），津田　悦子 1），山田　　修 1），鍵崎　康治 2），
市川　　肇 2）

1）国立循環器病研究センター 小児循環器科，2）国立循環器病研究センター 小児心臓血管外科

単心室血行動態における心臓 MRI ガドリニウム遅延造影と心機能I-05
池田　亜希 1），近藤　千里 1），中西　敏雄 2），坂井　修二 1）

1）東京女子医科大学　画像診断・核医学科，2）東京女子医科大学　循環器小児科
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思春期から若年成人期の先天性心疾患における心房細動に対する血行動態再建術の効果II-08
古川　央樹 1），宮崎　　文 2），坂口　平馬 2），大内　秀雄 2），鍵崎　康治 3），市川　　肇 3），山田　　修 2）

1）滋賀医科大学付属病院 小児科，2）国立循環器病研究センター 小児循環器診療部，3）国立循環器病研究センター 心臓血管外科

Fontan 術後遠隔期における不整脈手術を伴う Fontan conversion の効果II-09
平松　健司 1），松村　剛毅 1），小沼　武司 1），立石　実 1），小嶋　　愛 1），腰山　　宏 1），池田　ちひろ 1），宮入　聡嗣 1），
山崎　健二 1），中西　敏雄 2）

1）東京女子医科大学　心臓血管外科，2）東京女子医科大学　循環器小児科

Role of Transcatheter Therapy before and after Fontan operation  S-2
Jae Young Choi, M.D. 
Division of Pediatric Cardiology, Severance Cardiovascular Hospital, Yonsei University Health System, Seoul, Korea 

The Fontan Circulation and The Liver  S-3
Erwin Oechslin, M.D.
Director, ACHD Program, University Health Network/Toronto General Hospital; Peter Munk Cardiac Centre; 
Toronto, Ontario, Canada 

Pregnancy in Women with Fontan-Circulation S-4
Harald Kaemmerer, M.D. 
Department of Pediatric Cardiology and Congenital Heart Disease, Deutsches Herzzentrum München, Technische 
Universität München, München, Germany 

11：00 ～11：45　　基調講演　 Driscoll DJ (Mayo Clinic)
座長：福重　淳一郎（福岡市立こども病院）

12：00 ～12：45　　Lunch on Seminar 　 （共催：Goodman ヘルスケア IT ソリューション）
座長：砂川　賢二（九州大学循環器内科）

13：00 ～14：30　　シンポジウム :　Fontan 遠隔期 　（共催：アボットジャパン）
座長：Driscoll　DJ（Mayo Clinic）   河田　政明（自治医科大成人先天性心疾患センター心臓血管外科）

Clinical Experience and 30 Year Follow-up After Fontan Operation KL
David J. Driscoll, M.D. 
Division of Pediatric Cardiology, Mayo Clinic, Minnesota, USA.

ランチョンセミナー
チーム医療に欠かせない情報ネットワーク構築と心臓超音波診断の取り組み

LS

野間　充
九州厚生年金病院　医療情報部・超音波指導医

日本における成人期に達した Fontan 術後患者の疫学と臨床像
全国アンケート集計から

S-1

渡辺まみ江，宗内　　淳，弓削　哲二，城尾　邦隆
九州厚生年金病院小児科（日本成人先天性心疾患研究会幹事会）
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16：00 ～16：48　　Session IV Fontan・肺循環
座長：中西　宣文（国立循環器病研究センター心血管内科肺循環）

成人期 Fontan 術後の長期経過の検討III-11
林　　知宏 1），飯田　久子 1），吉永　大介 1），河村　加奈子 1），羽山　陽介 1），花岡　義行 1），荻野　佳代 1），
脇　　研自 1），新垣　義夫 1）

1）倉敷中央病院　小児科

フォンタン術後患者の血行動態と合併症の推移III-12
大内　秀雄 1），宮崎　　文 1），山田　　修 1），矢崎　　諭 1），鍵崎　康治 2），市川　　肇 2）

1）国立循環器病研究センター小児循環器科，心不全部，2）国立循環器病研究センター心臓血管外科

フォンタン型手術後遠隔期の酸素飽和度変動と心拍出量の関係III-13
齋木　宏文 1），先崎　秀明 1），増谷　　聡 1），小林　俊樹 1），竹田津　未生 1），石戸　博隆 1），葭葉　茂樹 1），河野　一樹 1），
岩本　洋一 1），小島　拓朗 1）

1）埼玉医科大学国際医療センター　小児心臓科

成人期 failing Fontan 患者の検討III-14
田中　靖彦 1），宮越　千里 1），三井　さやか 1），戸田　孝子 1），濱本　奈央 1），鈴木　一孝 1），金　　成海 1），
満下　紀恵 1），新居　正基 1），小野　安生 1）

1）静岡県立こども病院　循環器科

TCPC  conversion を如何に進めるべきか　施行例・拒絶例の検討IV-15
中川　直美 1），鎌田　政博 1），石口　由希子 1），中野　　諭 1），久持　邦和 2），大庭　　治 2）

1）広島市立広島市民病院　循環器小児科，2）広島市立広島市民病院　心臓血管外科

成人期段階的フォンタン手術の両方向性グレン手術時の酸素推移と追加肺血流の影響IV-16
吉澤　康祐 1），羽室　　護 1），今井　健太 1），吉川　英治 1），長門　久雄 1），大野　暢久 1），大谷　成裕 1），藤原　慶一 1），
山内　　淳 2），佃　　和弥 2），坂崎　尚徳 2）

1）兵庫県立尼崎病院　心臓血管外科，2）兵庫県立尼崎病院　小児循環器科

Eisenmenger 症候群成人例の罹病率・生存率および内科的管理の検討 IV-17
坂崎　尚徳 1），丹羽　公一郎 2），中西　敏雄 3），佐地　　勉 4），赤木　禎治 5），須田　憲治 6）

1）兵庫県立尼崎病院  小児循環器科，2）千葉県立循環器病センター成人先天性心疾患診療部，3）東京女子医科大学  循環器小児科，
4）東邦大学大森病院  小児科，5）岡山大学病院  循環器疾患治療部，6）久留米大学  循環器小児科

当科における肺高血圧合併成人先天性心疾患の予後IV-18
建部　俊介 1），福本　義弘 1），杉村　宏一郎 1），佐藤　公雄 1），三浦　　裕 1），宮道　沙織 1），下川　宏明 1）

1）東北大学循環器内科

14：45 ～15：45　　Session III　Fontan 遠隔期
座長：藤原　慶一（兵庫県立尼崎病院心臓血管外科）　小野　安生（静岡県立こども病院循環器科）

術後 30 年以上経過したフォンタン患者の長期予後と Quality of lifeIII-10
稲井　　慶 1），島田　衣里子 1），清水　美妃子 1），篠原　徳子 1），富松　宏文 1），山村　英司 1），平松　健司 2），
中西　敏雄 1）

1）東京女子医科大学心臓病センター　循環器小児科，2）東京女子医科大学心臓病センター　心臓血管外科
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マルファン症候群合併妊娠における大動脈拡大 / 解離のリスク因子V-20
桂木　真司 1），根木　玲子 1），山中　　薫 1），上田　恵子 1），神谷　千津子 1），吉松　　淳 1），森崎　裕子 2），池田　智明 1）

1）国立循環器病研究センター　周産期・婦人科，2）国立循環器病研究センター　臨床遺伝科

ファロー四徴症術後女性における妊娠・分娩の心機能への影響V-21
神谷　千津子 1），岩宮　　正 2），堀内　　縁 1），林　　永修 1），佐々木　禎仁 1），上田　恵子 1），山中　　薫 1），
桂木　真司 1），根木　玲子 1），池田　智明 1）

1）国立循環器病研究センター　周産期・婦人科，2）大阪府立成人病センター　婦人科

成人先天性心疾患患者の運動能低下は低出生体重と母体の出産時合併症と関連するV-22
田部　有香 1），大内　秀雄 1），神谷　千津子 2），宮崎　　文 1），池田　智明 2），山田　　修 1）

1）国立循環器病研究センター 小児循環器科，2）国立循環器病研究センター 周産期科

フォンタン手術後の思春期患者に対する生涯患者教室を開催して〜妊娠・出産のリスクと
避妊方法〜

V-23

大原　三代子 1），城戸　佐知子 2），平井　重世 1），谷本　江利子 1），杉友　ユリ 3），中西　亜希子 3），檜田　隆子 3），
泊　　菊子 4），深江　登志子 4），大西　美樹 4）

1）兵庫県立こども病院　循環器主体Ｂ病棟，2）兵庫県立こども病院　循環器内科，3）兵庫県立こども病院　産科病棟，
4）兵庫県立こども病院　外来

18：30 ～19：30　　懇親会
１F ：レストラン「ラコンテ」

17：00 ～18：00　　Session V　妊娠・出産
座長：松田　義雄（東京女子医科大学産婦人科・母子総合医療センター）

フォンタン術後患者の帝王切開術の麻酔経験V-19
満瀬　哲郎 1），八浪　浩一 2）

1）熊本市民病院　麻酔科，2）熊本市民病院　小児循環器科
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1 月 9 日（日）

8：10 ～ 8：50　　モーニングセミナー（共催：東芝メディカルシステムズ）
座長：上村　茂（昭和大学北部病院循環器センター）

9：00 ～10：00　　Session VI　外科治療
座長：市川　肇（国立循環器病研究センター小児心臓外科）

心内修復術後遠隔期の大動脈基部置換術 3 例の経験VI-24
猪飼　秋夫 1），小泉　淳一 1），岩瀬　友幸 1），菅野　勝義 1），佐藤　陽子 2），高橋　　信 2），小山　耕太郎 2），岡林　　均 1）

1）岩手医科大学附属病院循環器医療センター　心臓血管外科，2）岩手医科大学附属病院循環器医療センター　循環器小児科

モーニングセミナー
心臓 CT 検査にともなう放射線被曝リスクの評価

MS

近藤　千里
東京女子医科大学　画像診断・核医学科

心房心室不一致に対する Double switch 術の長期予後の検討VI-25
島田　衣里子 1），稲井　　慶 1），篠原　徳子 1），富松　宏文 1），山村　英司 1），中西　敏雄 1）

1）東京女子医科大学病院　循環器小児科

成人期に外科治療を要した房室中隔欠損症の臨床像VI-26
笠間 啓一郎 1），江村　佳子 1），鈴木　伸一 1），磯松　幸尚 1），益田　宗孝 1），金　　晶恵 2），咲間　裕之 2），市川　泰広 2），
西澤　　崇 2），岩本　眞理 2）

1）横浜市立大学附属病院　外科治療学　心臓血管外科，2）横浜市立大学附属病院　小児循環器科

高齢心房中隔欠損症患者におけるカテーテル閉鎖術後の房室弁逆流の変化についてVI-27
中川　晃志 1），赤木　禎治 2），木島　康文 1），谷口　　学 2），草野　研吾 1），伊藤　　浩 1），佐野　俊二 3）

1）岡山大学病院　循環器内科，2）岡山大学病院　循環器疾患治療部，3）岡山大学病院　心臓血管外科

成人期における先天性心臓病再手術症例の検討VI-28
帯刀　英樹 1），栗栖　和宏 1），落合　由恵 1），岩井　敏郎 1），恩塚　龍士 1），瀬瀬　　顯 1）

1）九州厚生年金病院　心臓血管外科

10：10 ～10：58　　Asian session（共催：日本ライフライン）
座長：Heung Jae Lee（Samsung Medical Center）　赤木　禎治（岡山大学循環器疾患治療部）

Midterm Follow-up result of transcatheter ASD closure in adults severe pulmonary 
hypertension: The Role of Advanced Medical Therapy for Pulmonary Arterial Hypertension

AS-1

Nam Kyun Kim1）, Su-Jin Park1）, Lucy Y. Eun2）, Jae Young Choi1）

1）Division of Pediatric Cardiology, Severance Cardiovascular Hospital, Yonsei Unversity Health System, Seoul Korea
2）Myongji Hospital Cardiovascular Center, Kwandong University Health System
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Issues of surgical cases with adult congenital heart disease in stand-
alone children’s hospital

AS-3

Satoshi Yasukoch1）, Kiyohiro Takigiku1）, Hikoro Matsui1）, Nao Inoue1）, Shigerou Watanabe1）, Hiromitu Mori1）, 
Yasuko Morimoto1）, Yorikazu Harada2）, Takahiko Sakamoto2）

Department of 1）Pediatric Cardiology and 2）Cardiovascular surgery
Nagano Children’s Hospital

History and Current Care for Adult Congenital Heart Disease in KoreaL-3
Jae Young Choi, M.D. and Heung Jae Lee, M.D.*
Division of Pediatric Cardiology, Severance Cardiovascular Hospital, Yonsei University Health System, Seoul, Korea *GUCH 
Clinic, Cardiac and Vascular Center, Samsung Medical Center, Sungkyunkwan University School of Medicine, Seoul, Korea

11：00 ～11：45　　招待講演 1　Kaemmerer H（German Heart Center）
座長：市田　蕗子（富山大学小児科）

12：00 ～12：30　　JSACHD　総会 
進行：丹羽　公一郎（千葉県循環器病センター）城尾　邦隆

Marriage among Taiwanese Adults with Congenital Heart DiseaseAS-2
Yu-Chuan Hua1）, Chun-An Chen2）, Chun-Wei Lu 2）3）, Li-Li Mo 4）, Jou-Kou Wang 1）2）, Hung-Chi Lue 1）2）, 
Mei-Hwan Wu 1）2）

1）Cardiac Children's Foundation, Taiwan; 2）Department of Pediatrics, and 3）Adult Congenital Heart Center, National 
Taiwan University Hospital, Taipei, Taiwan; 4）Department of Social Work, SooChow University, Taipei, Taiwan.

招待講演 1　 Marfan Syndrome L-1
Harald Kaemmerer, M.D. 
Department of Pediatric Cardiology and Congenital Heart Disease,  

Deutsches Herzzentrum München, Technische Universität München,  

München, Germany 

15：00 ～15：45　　招待講演 2　Oechslin E（Toronto Genral Hospital）
座長：高橋　長裕（千葉市立青葉病院）

16：00 ～16：36　　Session VII　発達・心理 
座長：賀藤　　均（成育医療センター循環器科）

招待講演 2　Doppler Echocardiography and Heart Failure
　　　　　　in Congenital Heart Disease 

L-2

Erwin Oechslin,M.D. 
 Director, ACHD Program, University Health Network/Toronto General Hospital; Peter Munk Cardiac Centre; Toronto, Ontario, 

Canada 

成人先天性心疾患患者の QOL と影響要因VII-29
水野　芳子 1），榎本　淳子 2），白井　丈晶 1），小川　純子 3），立野　　滋 1），川副　泰隆 1），村上　智明 1），森島　宏子 1），
堀端　洋子 1），丹羽　公一郎 1）

1）千葉県循環器病センター　成人先天性心疾患診療部，2）東洋大学　文学部，3）淑徳大学　看護学部
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17：36 ～　　閉　会

16：36 ～17：36　　Session VIII　診療・支援体制 
座長：城尾　邦隆（九州厚生年金病院）

成人先天性心疾患患者の精神的健康を規定する要因VII-30
榎本　淳子 1），中澤　　潤 2），水野　芳子 3），白井　丈晶 3），小川　純子 4），丹羽　公一郎 3）

1）東洋大学文学部，2）千葉大学，3）千葉県循環器病センター，4）淑徳大学

22q11.2 欠失症候群における肺動脈閉鎖兼心室中隔欠損，主要体肺側副動脈成人症例の検討VII-31
前田　　潤 1），宮田　功一 1），柴田　映道 1），古道　一樹 1），福島　裕之 1），山岸　敬幸 1）

1）慶應義塾大学医学部　小児科

当科における成人先天性心疾患患者の入院状況ー最近の変化ーVIII-32
稲井　　慶 1），島田　衣里子 1），園田　幸司 1），池原　　聡 1），篠原　徳子 1），中西　敏雄 1）

1）東京女子医科大学心臓病センター　循環器小児科

心不全が主因で予定外入院を要した成人先天性心疾患患者の臨床像VIII-33
根岸　　潤 1），大内　秀雄 1），宮崎　文 1），矢崎　　諭 1），杉山　　央 1），津田　悦子 1），山田　　修 1）

1）国立循環器病研究センター　小児循環器科

成人先天性心疾患外来での病診および病病連携VIII-34
吉村　真一郎 1），松村　正彦 1），芝　　　剛 1）

1）天理よろづ相談所病院 小児循環器科

循環器内科における成人先天性心疾患診療に関する全国調査VIII-35
落合　亮太 1），八尾　厚史 1），絹川　弘一郎 1），永井　良三 1），白石　　公 2），丹羽　公一郎 3）

1）東京大学医学部附属病院　循環器内科，2）国立循環器病研究センター　小児循環器部，
3）千葉県循環器病センター　小児科・成人先天性心疾患診療部

成人先天性心疾患外来開設 5 年後の現状VIII-36
満下　紀恵 1），田中　靖彦 1），小野　安生 1），土井　　修 2）

1）静岡県立こども病院　循環器科，2）静岡県立総合病院　循環器科
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共通房室弁の形態評価に 320 列 CT が有用であった成人先天性心疾患患者の1例P-04
白井　丈晶 1），森島　宏子 1），堀端　洋子 1），村上　智明 1），立野　　滋 1），川副　泰隆 1），丹羽　公一郎 1），杉本　晃一 2），
大場　正直 2），松尾　浩三 2），
1）千葉県循環器病センター 小児科・成人先天性心疾患診療部，2）千葉県循環器病センター　心臓血管外科

TOF 術後遠隔期の流出路起源心室頻拍の一例P-05
井上　修二朗 1），向井　　靖 1），竹本　真生 1），樗木　晶子 1），砂川　賢二 1）

1）九州大学病院ハートセンター　循環器内科

修正大血管転位（CTGA）機能的修復後の右心不全に対する CRT の経験P-06
藤井　公輔 1），佐賀　俊彦 1），北山　仁士 1），中本　　進 1），川崎　　寛 1），金田　敏夫 1），鷹羽　浄顕 1），井村　正人 1），
西野　貴子 1），湯上　晋太郎 1）

1）近畿大学医学部心臓血管外科

VSD 術後遠隔期に心室細動をきたした一例P-07
甲木　雅人 1），大井　啓司 1），井上　修二朗 1），向井　　靖 1），肥後　太基 1），竹本　真生 1），樗木　晶子 1），
砂川　賢二 1）

1）九州大学病院ハートセンター　循環器内科

VSD 術後遠隔期に発症した心房粗動〜拡張機能評価の重要性〜P-08
齋木　宏文 1），先崎　秀明 1），増谷　　聡 1），石戸　博隆 1），加藤　律史 2），新浪　　博 3），小林　俊樹 1）

1）埼玉医科大学国際医療センター　小児心臓科，2）埼玉医科大学国際医療センター　心臓内科，
3）埼玉医科大学国際医療センター　心臓外科

複数の focal VT に対してカテーテルアブレーションを行った Rastelli 術後の 1 例P-09
籏　　義仁 1），三橋　武司 1），中神　理恵子 1），渡部　智紀 1），渡辺　裕明 1），苅尾　七臣 1），白石　裕比湖 2），
片岡　功一 2），南　　孝臣 2），河田　政明 3）

1）自治医科大学 循環器内科・成人先天性心疾患センター，2）自治医科大学 小児科，3）自治医科大学 小児・先天性心疾患外科

総肺静脈還流異常症の成人例P-03
白井　丈晶 1），森島　宏子 1），堀端　洋子 1），村上　智明 1），立野　　滋 1），川副　泰隆 1），丹羽　公一郎 1），
杉本　晃一 2），大場　正直 2），松尾　浩三 2）

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

9：30 ～10：30　　ポスターセッション　Poster IA・ＩＢ

成人期心房中隔欠損閉鎖術前後における左室機能の検討〜小児期との比較〜P-01
永田 　　弾 1），山村　健一郎 1），池田　和幸 1），原　　寿郎 1），肥後　太基 2），砂川　賢二 2），田ノ上　禎久 3），
塩川　祐一 3），富永　隆治 3）

1）九州大学病院ハートセンター小児科，2）九州大学病院ハートセンター循環器内科，3）九州大学病院ハートセンター心臓血管外科

右冠尖の変形により術前のエコー診断が困難であった DORV の1症例P-02
松尾　辰朗 1），山口　眞弘 1），三里　卓也 1），日野　　裕 1），戸部　　智 1）

1）明石医療センター　心臓血管外科
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TCPC 術後遠隔期に心内膜用ショックリードを応用して ICD 装着をおこなった心室頻拍の１例P-10
塚田　　亨 1），徳永　千穂 1），林　　立申 2），今井　章人 1），金本　真也 1），高橋　実穂 2），堀米　仁志 2），平松　祐司 1），
榊原　謙 1）

1）筑波大学附属病院　心臓血管外科，2）筑波大学附属病院　小児科

Successful catheter ablation using superior approach and pacemaker 
placement using Ensite NavX for tachy-bradycardia syndrome in a post 
Fontan adult patient with limited vascular access

P-11

高橋　一浩
沖縄県立南部・こども医療センター　小児循環器科

Pulmonary artery size and late functional outcome after Fontan 
operation

P-12

1Gi Beom Kim, 1Jae Suk Baek, 1Bo Sang Kwon, 1Eun Jung Bae, 1Chung Il Noh, 1Jung Yeon Choi, 2Hong Kuk Lim, 
2Woong Han Kim, 2Jeong Ryul Lee, 2Yong Jin
Department of 1Pediatrics and 2Thoracic and Cardiovascular Surgery 
Seoul National University Children's Hospital

Fontan 手術変法（Bjork 法）後に三尖弁位に bulging sinus の三弁付グラフトを用いた
One-and one half repair に Conversion した1例

フォンタン手術後症例での酸素吸入が腎血流に与える影響

肺内シャント -Fontan 循環不全 - 肝硬変と悪化の一途をたどる単心房単心室症例に対す
るシルデナフィル投与

P-13

P-14

P-15

笠原　真悟 1），立石　篤史 1），藤田　康文 1），高垣　昌巳 1），新井　禎彦 1），三井　秀也 1），佐野　俊二 1），
大月　審一 2），赤木　禎治 3）

1）岡山大学医歯薬総合研究科　心臓血管外科，2）岡山大学医歯薬総合研究科　小児科，
3）岡山大学医歯薬総合研究科　循環器疾患集中治療部

井門　浩美 1），大内　 秀雄 2），田中　教雄 1），佐野　道孝 1），山田　修 2）

1）国立循環器病研究センター 臨床検査部，2）国立循環器病研究センター 小児循環器診療部

多田　祐子 1），今村　輝彦 1），波多野　将 1），八尾　　厚 1），絹川　弘一郎 1），永井　良三 1）

1）東京大学医学部附属病院　循環器内科

当院におけるフォンタン術後遠隔期症例の検討P-16
坂崎　尚徳 1），佃　　和弥 1），山内　　敦 1），藤原　慶一 2），大谷　成裕 2），大野　暢久 2），吉川　英治 2），長門　久雄 2），
今井　健太 2），吉澤　康祐 2）

1）兵庫県立尼崎病院　小児循環器内科，2）兵庫県立尼崎病院　心臓血管外科

Fontan 術後の肺動静脈瘻に対して肺葉切除を行った 1 例P-17
中畑　弥生 1），木村　純人 1），安藤　　寿 1），本田　　崇 1），宮地　　鑑 2），石井　正浩 1），
1）北里大学医学部　小児科，2）北里大学医学部　心臓血管外科

Total cavopulmonary connection conversion，Cardiac resynchronization 
therapy を同時に施行した Fontan 手術後の1例

P-18

井上　奈緒 1），安河内　聰 1），瀧聞　浄宏 1），松井　彦郎 1），森本　康子 1），渡辺　重朗 1），森　　啓充 1），原田　順和 2），
坂本　貴彦 2），小坂　由道 2）

1）長野県立こども病院　循環器科，2）長野県立こども病院　心臓血管外科
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12：45 ～14：30　　ポスターセッション　Poster IIA・IIB

Endothelial Dysfunction in Patients with a Systemic Right VentricleP-20
犬塚　　亮 1），Kerstin Wustman 2），Elizabeth Bedard 2），Jelena Radojevic 2），Gerhard-Paul Diller 2），
Konstantinos Dimopoulos 2），Michael A. Gatzoulis 2）

1）東京大学医学部医学部附属病院  小児科，
2）Royal Brompton Hospital Adult Congenital Heart Centre and Centre for Pulmonary Hypertension

Bosentan 内服が有効と思われたチアノーゼ性腎症の 2 症例P-21
小島　拓朗 1），齋木　宏文 1），岩本　洋一 1），河野　一樹 1），葭葉　茂樹 1），石戸　博隆 1），増谷　　聡 1），
竹田津　未生 1），先崎　秀明 1），小林　俊樹 1）

1）埼玉医科大学国際医療センター　小児心臓科

肺動脈性肺高血圧症に対して Bosentan が有効であった18p tetrasomy の一成人例P-22
發知　淳子 1），奥村　謙一 2），岡部　太一 1），星賀　正明 1），石原　　正 1），岸　　勘太 2），森　　保彦 2），花房　俊昭 1）

1）大阪医科大学　内科学 （I），2）大阪医科大学　小児科学

酸素負荷，PGI2 負荷試験で肺血管抵抗の低下を認めた多脾症・両大血管右室起始・
高度肺高血圧の一中年男性例

P-23

堀端　洋子 1），村上　智明 1），白井　丈晶 1），立野　　滋 1），川副　泰隆 1），森島　宏子 1），丹羽　公一郎 1）

1）千葉県循環器病センター　小児科・成人先天性心疾患診療部

44 歳で肺生検の結果根治手術が可能であった修正大血管転位・心室中隔欠損症の1例P-24
郷　　清貴 1），太田　宇哉 1），西原　栄起 1），倉石　建治 1），玉木　修治 2），田内　宣生 1）

1）大垣市民病院　第 2 小児科，2）大垣市民病院　胸部外科

Fontan 術後の妊娠・出産：当院の経験P-26
赤木　禎治 1），増山　　寿 2），井上　誠司 2），笠原　慎吾 3），富井　奉子 3），谷口　　学 1），佐野　俊二 3）

1）岡山大学病院　循環器疾患集中治療部，2）岡山大学　産婦人科，3）岡山大学　心臓血管外科

妊娠・出産を経験した完全大血管転位症 III 型姑息術後の１例P-27
小田切　徹州 1），鈴木　　浩 1），安孫子　雅之 1），佐々木　綾子 1），早坂　　清 1），堤　　誠司 2），吉村　幸浩 3），
ニ宮本　報 4）

1）山形大学医学部　小児科，2）山形大学医学部　産科婦人科，3）山形大学医学部　循環器・呼吸器・小児外科，
4）東北大学病院　心臓血管外科

18 歳時に手術適応なしと判断されていたが 18 年後に著明な肺高血圧を呈した ASD の
一例

P-25

中川　直美 1），鎌田　政博 1），石口　由希子 1），中野　　諭 1），久持　邦和 2），大庭　　治 2）

1）広島市立広島市民病院　循環器小児科，2）広島市立広島市民病院　心臓血管外科

One and one half repair 術後に TCPC を施行した 2 症例の検討P-19
岡田　陽子 1），小垣　滋豊 1），前川　　周 1），内川　俊樹 1），成田　　淳 1），市森　裕章 1），上野　高義 2），井出　春樹 2），
大薗　恵一 1），南都　伸介 3）

1）大阪大学　小児科，2）大阪大学　第一外科，3）大阪大学　先進心血管治療学講座



第 13 回  日本成人先天性心疾患学会　13th Annual Meeting of Japanese Society for Adult Congenital Heart Disease24

大動脈縮窄症合併妊娠の検討P-28
林　　永修 1），桂木　真司 1），神谷　千津子 1），根木　玲子 1），山中　　薫 1），佐々木　禎仁 1），堀内　　縁 1），
西尾　美穂 1），鈴木　裕介 1），池田 智明 1）

1）国立循環器病研究センター 周産期・婦人科

バルーン血管形成術後 24 年間良好な経過をたどる大動脈縮窄の１例P-34
堀口　泰典 1）

1）KKR 立川病院　小児科

多彩な症状を呈したチアノーゼ性心疾患の成人例
oBT shunt に対するバルーン形成術の効果と限界

P-35

木口　久子 1），砂田　　哲 1）

1）高知医療センター小児科

Rastelli 術後の valved conduit による冠動脈の圧排に対して冠動脈ステント留置を
行った症例の 2 年後の臨床経過

P-36

福　　康志 1），門田　一繁 1），光藤　和明 1），新垣　義夫 2），脇　　研自 2）

1）倉敷中央病院 　循環器内科，2） 倉敷中央病院 　小児科

多脾症，下大静脈欠損・奇静脈結合を合併した成人の二次孔欠損型心房中隔欠損症に
対する1手術例

P-37

高橋　英樹 1），莇　　　隆 1）

1）淀川キリスト教病院　心臓血管外科

Could PDE type 5 inhibitor Tadalafil prevent IUGR in pregnancies 
complicated by Eisenmenger's syndrome?

P-29

上田　恵子 1），神谷　千津子 1），桂木　真司 1），山中　　薫 1），池田　智明 1）

1）国立循環器病研究センター周産期・婦人科

妊娠中の肺動脈弁逆流の変化を心エコーと MRI の併用により観察した一妊婦例P-30
田澤　星一 1），柿崎　周平 1），土屋　　滋 1）

1）東北大学病院　小児科

全身麻酔が禁忌と判断された心房中隔欠損症に対するカテーテル治療P-33
赤木　禎治 1），谷口　　学 1），中川　晃志 2），木島　康文 2），五藤　恵次 3），佐野　俊二 4）

1）岡山大学病院　循環器疾患集中治療部，2）岡山大学  循環器内科，3）岡山大学  麻酔蘇生科，4）岡山大学  心臓血管外科

成人動脈管開存に対する Amplatzer Duct Occluder の使用経験P-31
木島　康文 1），赤木　禎治 2），谷口　　学 2），中川　晃志 1），岡本　吉生 3），大月　審一 3），草野　研吾 1），
伊藤　　浩 1），佐野　俊二 4）

1）岡山大学大学院医歯薬総合研究科　循環器内科，2）岡山大学病院　循環器疾患治療部，
3）岡山大学大学院医歯薬総合研究科　小児科，4）岡山大学大学院医歯薬総合研究科　心臓血管外科

Transcatheter closure of huge PDA in adults with severe pulmonary 
hypertension using Amplatzer septal occluder or muscular VSD occluder

P-32

Su-Jin Park, Nam Kyun Kim, Bong Sic Yoon, Jae Young Choi
Division of Pediatric Cardiology, Severance Cardiovascular Hospital, Yonsei University Health System, Seoul, Korea
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部分型房室中隔欠損症の成人例における僧帽弁形成の工夫 - 小児と成人の術式の融合P-38
藤田　智之 1），川﨑　志保理 1），山本　　平 1），土肥　静之 1），松村　武史 1），嶋田　晶江 1），大石　淳実 1），
中西　啓介 1），天野　　篤 1）

1）順天堂大学医学部附属順天堂医院  心臓血管外科

高度肺動脈弁狭窄症および動脈管開存症を合併した先天性風疹症候群の成人例に対する
手術経験

P-39

藤井　正大 1），神戸　　将 1），檜山　和弘 2）

1）浦添総合病院　心臓血管外科，2）熊本市民病院　小児心臓外科

根治手術後 10 年以上経過した後に再手術を必要とした先天性心疾患症例の検討P-40
金本　真也 1），平松　祐司 1），徳永　千穂 1），今井　章人 1），塚田　　亨 1），三富　樹郷 1），中嶋　智美 1），榊原　　謙
1）筑波大学附属病院　心臓血管外科

ファロー四徴症根治術後肺動脈弁置換術を施行した成人症例の手術時期についての検討P-41
枡岡　　歩 1），鈴木　孝明 1），内村　紀子 1），木村　成卓 1），加藤木　利行 1）

1）埼玉医科大学国際医療センター　小児心臓外科

Fallot 四徴症根治術後に両心不全を呈し，治療方針に難渋する一例P-42
稲葉　俊郎 1），八尾　厚史 1），牧　　尚孝 1），志賀　太郎 1），波多野　将 1），絹川　弘一郎 1），永井　良三 1）

1）東京大学医学部付属病院　循環器内科

右肺動脈 ‐主肺動脈吻合術を施行した右肺動脈上行大動脈起始症の成人例P-43
朝海　廣子 1），賀藤　　均 1），三崎　泰志 1），金子　正英 1），濱　　猛浩 1），金子　幸裕 2）

1）国立成育医療研究センター　循環器科，2）国立成育医療研究センター　心臓血管外科

左冠動脈肺動脈起始症（Bland-White-Garland 症候群）の３症例P-44
向井　　靖 1），小宮　陽子 1），甲木　雅人 1），得能　智武 1），肥後　太基 1），小田代　敬太 1），富永　隆治 1），
砂川　賢二 1）

1）九州大学病院 ハートセンター

Patrick-McGoon 術後遠隔期の LVOTO+IE（A 弁）に対し Rastelli 術転換，
大動脈弁置換を行った1例

P-45

今井　健太 1），藤原　慶一 1），大谷　成裕 1），大野　暢久 1），長門　久雄 1），吉澤　康祐 1），坂崎　尚徳 2），佃　和弥 2），
城尾　邦隆 3），渡邉　まみ江 3）

1）兵庫県立尼崎病院　心臓センター　心臓血管外科，2）兵庫県立尼崎病院　心臓センター　小児循環器科，
3）九州厚生年金病院　小児科

VSD 術後 17 年目に patch detachment，IE にて VSD 再閉鎖・AVR・右室流出路
再建を施行した一例

P-46

椛沢　政司 1），石坂 　透 1），黄野　皓木 1），石田　敬一 1）， 勝股　正義 1），丸山　拓人 1），松宮　護郎 1）

1）千葉大学大学院医学研究院　心臓血管外科学
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本邦最高齢の Ebstein 奇形の 1 手術例P-47

石神　修大 1），笠原　真悟 1），立石　篤史 1），藤田　康文 1），高垣　昌巳 1），新井　禎彦 1），三井　秀也 1），佐野　俊二 1），
大月　審一 2），赤木　禎治 3）

1）岡山大学医歯薬総合研究科 心臓血管外科，2）岡山大学医歯薬総合研究科 小児科，
3）岡山大学医歯薬総合研究科 循環器疾患集中治療部

病院内で急変し死亡した成人先天性心疾患 3 症例P-48
吉田　修一朗 1），大橋　直樹 1），松島　正氣 1），西川　　浩 1），久保田　勤也 1），今井　祐喜 1），櫻井　　一 2）

1）社会保険中京病院小児循環器科，2）社会保険中京病院心臓血管外科，

小児科フォロー中の成人女性に行った外来看護支援の試みP-52
森貞　敦子 1），新垣　義夫 1），脇　　研自 1）

1）倉敷中央病院  小児科

右室流出路形成術後長期遠隔における問題症例の検討P-53
園田　幸司 1），稲井　　慶 1），島田　衣里子 1），稲井　憲人 1），篠原　徳子 1），中西　敏雄 1）

1）東京女子医科大学病院　循環器小児科

多臓器障害を有する複雑心奇形の成人例　ー小児科医の役割ーP-49
手島　秀剛 1），吉田　　祐 1），桑原　義典 1）

1）国立病院機構長崎医療センター　小児科

成人先天性心疾患に併発したパニック発作に対し精神科的治療が有効であった一例P-50
森島　宏子 1），榎本　淳子 2），水野　芳子 1），白井　丈晶 1）， 村上　智明 1），堀端　洋子 1），立野　　滋 1），川副　泰隆 1），
丹羽　公一郎 1）

1）千葉県循環器病センター　小児科・成人先天性心疾患診療部，2）東洋大学　文学部教育学科

成人に達した当院手術後ＣＨＤ患者の外来受診状況P-51
中島　弘道 1），伊藤　健一郎 1），湧口　定衛 1），江畑　亮太 1），東　　浩二 1），青墳　裕之 1），青木　　満 2），藤原　　直 2），
杉村　洋子 3）

1）千葉県こども病院 循環器科，2）千葉県こども病院 心臓血管外科，3）千葉県こども病院 集中治療科
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Clinical Experience and 30 Year Follow-up After Fontan Operation KL

David J. Driscoll, M.D. 
Professor of Pediatrics, Division of Pediatric Cardiology, Mayo Clinic, Minnesota, USA.

 In 1971, Fontan and Baudet described a technique for definitive palliation of patients with tricuspid atresia. 
Since the original operation, the technique has evolved and changed. Changes have included elimination 
of  implanted valves, staging of the operation with a bidirectional superior vena caval anastomosis, use of a 
fenestration, the, and the intraatrial and the extracardiac tunnel modifications 
Survival 
Initial operative survival (< 30 days) was approximately 80-85% in early reported series but has increased 
to as high as 95 % in more recent series. The Kaplan-Meier survival curves demonstrate difference in 
survival reported by a number of investigators. Survival at 10 years ranges from 50-90% and at 15 years 
from 50-80% . 

Choussat and Fontan recommended 10 criteria for a successful low risk operation.  
Table 1: Criteria of Choussat and Fontan 

These are relative criteria and it is clear that some are more important than others. 
Patients lacking one or more of these criteria can survive operation. However, the length of survival and 
quality of life, indeed, are related to many of these criteria. . Also, other investigators have identified 
additional important relative risk factors. 

1. Age at operation between 4 and 15 years 
2. Presence of sinus rhythm 
3. Normal systemic venous return 
4. Normal right atrial volume 
5.Mean pulmonary artery pressure <= 15 mm Hg 
6. Pulmonary arteriolar resistance < 4 u . m2 
7.Ratio of pulmonary artery diameter to aorta diameter > 0.75 
8. Left ventricular ejection fraction >= 60% 
9. Competent mitral valve 
10. No adverse effect from prior pulmonary artery operation 
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Table 2: Additional risk factors 

Fenestration  
In 1990, Bridges, described the concept and use of fenestration as part of the Fontan operation. In high-risk 
patients, the use of a fenestration improves survival.  A fenestration reduces the duration of hospital stay, 
the duration and the volume of chest tube.

Arrhythmias  
Gelatt reported incidences of atrial arrhythmia 5 years after a Fontan operation for patients who had an 
atrio-pulmonary connection, a total caval pulmonary connection, or right atrial to right ventricle connection 
as 33 % , 18 % , and 11 % respectively. Durongpisitkul reported incidences of atrial arrhythmias of 6 % , 
12% , 17% , and 30% at 1, 3, 5 and 10 years after operation. The use of an extracardiac connection may be 
associated with a lower incidence of arrhythmias. 

Protein Losing Enteropathy   
Protein losing enteropathy has been reported to occur in 3-10% of patients after a non-fenestrated Fontan 
operation. In one study, the 5 year survival was 50 % after development of PLE.  The cause of PLE in 
this setting is multifactorial. In 2 studies, PLE after the Fontan operation has been associated with longer 
cardiopulmonary bypass time, right ventricular forms of single ventricle, longer postoperative hospital 
stay and postoperative renal failure. The following treatment strategies have been employed to manage 
PLE: albumin infusion, heparin, steroids, somatostatin, and fenestration, cardiac pacing,  Sildenafil, revision 
of the Fontan pathways, and cardiac transplantation. Each of these strategies may work in some but not 
in all patients. Infrequently, do they result in permanent resolution of the PLE.  The use of sildenafil and 
oral budesonide has been effective in reducing protein lose in some patients with PLE. Thacker, et al (Ann 
Thorac Surg, 89:837, 2010) treated 9 patients with oral budesonide. Mean serum albumin levels increased 
from 1.9 g/dL to 2.9 g/dL. We have treated 7 patients with oral budesonide. Mean serum albumin levels 
increased from 2.7 g/dL to 3.3 g/dL. However, 5 patients had exacerbations of PLE while being treated with 
budesonide. In both studies, complications of Cushingoid features and infection were observed. 

Anomalous pulmonary venous 
connection Left AV valve atresia Non tricuspid atresia forms of 

single ventricle 

Common AV valve Ventricular hypertrophy Early calendar year of op 

Lack of fenestration Non use of cardioplegia Heterotaxia syndromes 

None use of ultrafiltration Longer ischemic time Worse NYHA class 

Preoperative diuretics Valved RA-PA connection Age > 18 years 

Post operative renal failure RA-PA connection with linear 
RA incision 

Hypoplastic left ventricle  
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Thromboembolism   
Occurrence of thrombosis after Fontan operation ranged from 2.2-19 % depending upon the design of the 
study from which the data was abstracted.  

Exercise Performance  
Patients with functional single ventricle (prior to Fontan operation) have reduced aerobic capacity. In two 
different studies VO2max was 20.5 and 23.1 ml/kg/min (Table 3). The major contributing factor to reduced 
aerobic capacity is these patients is the presence of a right to left shunt. There have been numerous studies 
of aerobic capacity after the Fontan operation. The values for VO2max range from 15.9 to 28.5 ml/kg/min. 
Studies in which postoperative values were compared to preoperative values, have shown that there is a 
significant increase in postoperative VO2 max 

Quality of life   
Malhle studied the outcome of 115 patients who had a Fontan operation for hypoplastic left heart syndrome. 
The parental assessment of the child’s health and functional status was Excellent: 45% ; Good: 35% ; Fair: 
12% ; and Poor: 9% . The parental assessment of the child’s school performance was: Above average: 42% ; 
Average: 42% ; and Below average: 17% . The parents’ assessment did correlate with objective measures of 
cognitive function. 

Pregnancy   
We are aware of 71 pregnancies among 46 women. Maternal complications included atrial flutter/fibrillation 
in 7 patients, supraventricular tachycardia in 3 patients, and worsening NYHA classification in 6 and 
increased congestive heart failure in 2 patients. There were 39 live births, 8 therapeutic abortions, and 
24 spontaneous miscarriages. One of the 39 live born children had an atrial septal defect. Although these 
results may seem remarkably good one must be suspicious that the women who became pregnant may have 
been patients who were doing very well. It probably is mistake to extrapolate these results to all women 
who have had a Fontan operation. 

Summary   
The Fontan operation provides excellent long-term palliation for patients with a variety forms of functional 
single ventricle. Appropriate patient selection and selection of the appropriated surgical modification are 
crucial for insuring the best long-term outcome. Despite proper selection criteria protein losing enteropathy, 
arrhythmias, and ventricular failure remain therapeutic and management challenges. 
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国際シンポジウム : Fontan 遠隔期

13th Annual Meeting of Japanese Society for Adult Congenital Heart Disease
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Nationwide Survey of Epidemiology and Clinical Status in Adult Patients following 
Fontan procedure in Japan. 

S-1

Mamie Watanabe, M.D., Jun Muneuchi, M.D., Tetsuji Yuge, M.D., 
Kunitaka Joo, M.D. 
Departments of Pediatric Cardiology, Kyushu Koseinenkin Hospital, Japan 
Associated with the Committee Board of JSACHD 

Background: Recently the number of adult patients following the Fontan procedure is increasing due to 
improvements in surgical and medical management, but clinical status and quality of life of these patients is 
not known sufficiently. 
Method: This study was conducted with permission of the committee board of the Japanese Society 
for Adult Congenital Heart Disease. Written questionnaires about the adult patients （ ≥ 18 years of age） 
following the Fontan procedure were sent to 228 institutions. The Survey included: （1） The number of 
patients with their gender and age （2） Prefectures where the patients live; （3） New York Heart Association

（NYHA） classification; （4） Employment; （5） Physician in charge of each patient; （6） Interval between 
clinic visits; （7） The number of hospitalizations in one year; （8） Clinically significant cardiac arrhythmias; 
especially pacemaker and/or ICD implantated and （9） Medications.  
Results: Satisfactory replies were obtained from 130 hospitals （57%）. At least 1 patient has been followed 
at the outpatient clinic in each of 89 hospitals （39 %）.  （1） A total numbers of 944 adults after Fontan 
procedure were followed in Japan, and among them, 603 patients （64%） at 10 hospitals. Genders: males were 
502 （53.1%）. Age and number of patients: 18-20 years; 179, 20-30 years; 549, 30-40years; 184, ≥ 40 years; 33.  

（2） Sufficient residential data of 760 patients, except one hospital, from north to south; as follows, Hokkaido: 
21; Tohoku: 24; Kanto: 178; Chubu: 158; Kansai: 126; Chugoku: 51; Shikoku: 19; Kyushu: 181; Okinawa: 2. 
499 patients （66 %） received treatment in their residence prefecture. （3） From 910 valid answers, Class 
I: 606; Class II: 257; Class III: 43; Class IV: 4. 863 patients （94.8%） are classified in Class I or II. （4） Full 
time workers: 346; Part time workers: 144; Students: 178; Unemployed: 139; Housewives: 51; Others: 91 

（including unknown: 26）. 492 （except students, 66%） patients are employed in various fields. （5） Pediatric 
cardiologists: 769; Cardiovascular surgeons: 31; Cardiologists: 7; Pediatric cardiologists and cardiovascular 
surgeons: 108; The ACHD center in Chiba: 21; Pediatric cardiologists and cardiologists: 6; Cardiologists 
and Cardiovascular surgeons: 1. （6） Within one month: 30; 1-2 mo: 279; 3-5 mo: 328; over 6 months: 271; 
Others （irregular or unknown）: 36. Most patients visit the clinic every 2 or 3 months. （7） Number of 
hospitalizations; none: 765; 1 time: 129; 2-3 times: 38; 4 times: 6; Prolonged hospitalization: 6. （8） 293 patients 
have cardiac arrhythmia. PM implantations: 79; ICD: 5.  （9） Medication free: 133（14.0%）; aspirin: 564（59.7%）; 
anticoagulant: 423（44.8 %）; diuretics: 310（32.8 %）; angiotensin-converting enzyme inhibitors （ACE-I）: 
269（28.5%）; beta-blockers: 224（23.7%）; digoxin:170（18.0%）; angiotensin II receptor blockers: 89（9.4%）; 
Other drugs: 154. 
Limitation: For protection of the privacy, items of the questionnaires were limited, such as the patient’s 
name, birth- date and hospital ID. In addition, some institutions did not reply. These factors may cause the 
number of patients to decrease. On the other hand, some patients were counted by two hospitals, such as 
the operation center and the local care center.  
Conclusion: This survey revealed that more than 900 adult patients are living in Japan, and we can easily 
see the number will increase by 100 percent or more in a few years. Fortunately, many patients have good 
functional outcomes; more than 60% were employed. In addition, many patients have maintained a stable 
condition at outpatient clinics in their residence areas. However, three quarters of patients after the Fontan 
procedure in Japan are still young, and approximately 5% of patients are hospitalized more than twice in 
one year. Thirty percent of patients have arrhythmias which should be carefully followed up. One of the 
important findings is that two thirds of the adult patients are visiting only 10 institutions. Following this 
expanding cohort with additions every year for a decade will provide significant insight into what must be 
prepared for their lives in future. 
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日本における成人期に達した Fontan 術後患者の疫学と臨床像
全国アンケート集計から

S-1

渡辺まみ江，宗内　　淳，弓削　哲二，城尾　邦隆
九州厚生年金病院小児科（日本成人先天性心疾患研究会幹事会）

【背景】成人期に達した Fontan 術後の患者は，生命予後の改善とともに増加しているが，その生活や QOL は十

分には知られていない．【目的】日本の Fontan 術後患者の疫学と臨床像，診療状況を知る．【方法】日本成人先天

性心疾患研究会幹事会で了承され，全国 228 施設に記名式アンケートを送付し，18 才以上の Fontan 術後患者に

関する調査を実施した．130 施設から回答をいただき，（回収率 57%），うち 89 施設（39%）で対象患者の診療を行っ

ていた．手術された施設は問わず，重複を避けるため複数の施設で診療している場合には，年間の外来受診回数

が多い施設に回答を依頼した．調査項目は（1）人数・性別・年齢　（2）居住県　（3）NYHA　（4）就労状況　（5）

外来診療科　（6）通院間隔　（7）最近１年間の入院回数　（8）臨床的に問題となる不整脈，ペースメーカー・ICD

植え込みの有無　（9）内服薬について，とした．【結果】 （1）患者数は 944（男性 502・女性 442）名．20 人以上を

診療していたのは 10 施設で，計 603 名（63.9%）の患者をカバーし，その内 3 施設の患者数が 100 名を超えていた．

年齢は 18 才～ 20 才未満 179，20 才～ 30 才未満 549，30 才～ 40 才未満 184，40 才以上は 33 名．（2）居住県

は 760 名で回答を得られ，北海道 21，東北 24，関東 178，中部 158，関西 126，中国 51，四国 19，九州 181，

沖縄 2 だった．66%が自分の居住県で診療を受けていた．（3）NYHA は 910 名で回答され，ClassⅠ606，Ⅱ

257，Ⅲ 43，Ⅳ4 とClassⅠ，Ⅱで 94.8%を占めた．（4）就労状況は Full time worker 346，Part time 144，学

生 178，無職 139，主婦 51，他 91（不明 26 を含む）名で一部重複あり．学生を除く745 名中 492 名，66%が何

らかの形で職を得ている．（5）外来診療科は単科では小児科が 769 名と 8 割を超え，続いて心臓外科 31，循環器

内科が 7と小児科単独が最も多い．合同診療では小児科＋心臓外科が 108，成人先天性心疾患診療部が 21，小

児科＋循環器内科が 7，循環器内科＋心臓外科が 1 だった．（6）通院間隔は 1 ヵ月未満が 30，1 ～２ヵ月毎 279，

3 ～ 5ヵ月毎 328，6ヵ月以上 271，その他 36 （drop out 4 を含む）で，安定した遠隔期でも年間 4-6 回の受診を

受けている患者が多かった．（7）最近１年間の入院回数は入院なしが 765 名と 8 割を超え，1 回 129，2-3 回 38，

4 回以上 6，長期入院中が 6 名だった．入院理由の記載は求めなかったが 2 回以上の入院 50 中 5 名が PLE とコ

メントされていた．（8）臨床的に問題となる不整脈は 293 名にみられ全体の約 3 割，PMI は 79，ICD は 5 名に使

用されていた．（9）無投薬が 133（14.0%），処方内容は抗血小板薬 564（59.7%），抗凝固薬 423（44.8%），利尿

剤 310（32.8%），ACE 阻害薬 269（28.5%），β -blocker 224（23.7%），Digitalis 170（18.0%），ARB 89（9.4%），

その他 154，85%以上は投薬をうけている．【限界】アンケート集計で，患者個人情報秘匿のため個人の特定をして

いない．ある程度の重複や未調査対象が存在する． 【考察】今回の調査では成人に達した Fontan 術後患者は

944 名であった．限界を考慮しても，この数字はかなり信頼性が高い．更に最近の手術登録数を考慮すれば，数

年以内に 2 倍以上に増加すると推定される．9 割以上が NYHAⅠ～Ⅱ度であり，就労率は 6 割を超えていた．多

くは投薬をうけ，居住エリアで定期的な診療のもと，安定した病状を維持している．しかし日本の成人に達した

Fontan 術後患者の 75%は 30 才未満とまだ若い．約 5%は 1 年に 2 回以上入院し，3 割は不整脈の問題も抱える．

この年代の成人先天性心疾患で 10 施設に 64%の患者が集中しているのは，Fontan 術後患者の治療背景を反映し

特徴的で，今後の長期的な follow up の手がかりとなり得る．今後増加し，高齢化する患者の QOL を高めるため

にも，長期的な予後の検討や，診療に携わる医療者の備えは継続した取り組みが必要であり，今後の課題を残して

いる．
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Role of Transcatheter Therapy before and after Fontan operation  S-2

Jae Young Choi, M.D. 
Division of Pediatric Cardiology, Severance Cardiovascular Hospital, Yonsei University Health System, Seoul, Korea 

Introduction
There has been a remarkable change in the therapeutic strategy of congenital heart disease （CHD） over 
the last several decades. Parallel with the improvements of surgical techniques and outcome, development 
and evolvement of transcatheter therapy have also positively affected the outcome of CHD. Many techniques 
to dilate stenotic vessels and to close pathologically-opened structures are now essential part of routine 
practice for management of CHD in the majority of institutes. Transcatheter techniques can also be helpful 
in the treatment of complex CHD with single ventricle physiology in which surgery plays exclusive role, as 
adjuvant measures throughout every stages of preoperative （preparative）, introperative （hydrid） and/or 
postoperative （additional） period.  

Conventional transcatheter procedures in each stage of Fontan operation 
1. Before bidirectional cavopulmonary shunt （BCS） 
Patients born with univentricular heart usually have associated defects causing unbalanced systemic and 
pulmonary blood flow which results in either significant cyanosis and/or heart failure. Systemic-pulmonary 
shunt is needed for patients with pulmonary oligemia and cyanosis to resolve hypoxemia as well as to 
facilitate appropriate development of pulmonary vascular bed. Occasionally, balloon dilation of RVOT or 
PDA stenting may substitute or postpone the 1st stage palliation.[1-4] Dilation techniques with or without 
stenting can be used in case of unsatisfactory result due to focal stenosis on the shunt or pulmonary 
artery branch after systemic-pulmonary or RV-PA （Sano） shunt.[5-7] Infrequent occasion of acute shunt 
malfunction may be rescued by catheter technique.[8] Acquired and/or congenital collateral circulation 
which interfere with development of pulmonary vascular bed can also be abolished by vascular embolization 
with coil or vascular plug.[9-11]  Balloon or blade septostomy and balloon dilation of interatrial septum with 
or without stent implantation may be needed in patients with restrictive communication between both atria 
in the setting of initial palliation for univentricular heart.  

2. Post- BCS, pre-Fontan period
 Pulmonary artery distortion is usually managed surgically at the time of BCS procedure. When there 
is residual or recurrent stenosis in the pulmonary arterial tree, balloon angioplasty with/without stent 
implantation can be performed.[12, 13] More recently, angioplasty using specially designed cutting balloon 
catheters for high pressure balloon dilation resistant lesions have been introduced.[14] Significant residual 
AP collaterals or venous collaterals after BCS procedure may need to be closed using various embolization 
materials before Fontan operation,[10, 15] despite still existing debate concerning clinical impact of 
aortopulmonary collateral arteries on the outcome of Fontan procedure. Some patients after BCS with 
additional antegrade pulmonary blood flow may suffer from prolonged pleural drainage. In such a case, 
transcatheter closure of pulsatile pulmonary blood flow can be effective in resolving the pleural effusion.
[16] Pulmonary arteriovenous fistula causing systemic desaturation after BCS or total cavopulmonary 
shunt （Kawashima） operation can be reversed after appropriate surgical diversion of hepatic blood flow 
into affected pulmonary vascular bed, or in some cases, closing the fistula by means of transcatheter 
embolization may occasionally bring clinical benefits.[17, 18] 

3. After Fontan completion 
Transcatheter therapy may be even more useful after established Fontan circulation, because it is not easy 
to decide performing a repeated surgery to solve relatively minor problems such as patent fenestration, 
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residual collateral vessels and mild to moderate residual pulmonary artery distortion. Neglecting minor 
problems in these patients may lead to rather serious problems which sometimes may extend beyond the 
range of easy handling. Transcatheter embolization should be considered for significant aortopulmonary 
collateral arteries especially in patients with suboptimal condition or complications, including increased 
Fontan circuit pressure, hemoptysis originating from collateral arteries, and/or protein losing enteropathy.
[19-23] In patients with systemic desaturation, every effort to locate the source of right to left shunt shoud 
be made, and transcatheter occlusion of fenestration, baffle leak or veno-venous collateral vessels can be 
safely performed as indicated, using coils, devices and graft stent.[24-28]  
Balloon angioplasty and stent implantation can also be a good solution for patients with residual stenosis 
throughout the Fontan circuit including pulmonary arterial tree.  A graft stent can be used to close 
additional source of pulmonary blood flow or baffle leaks, and also can be used to dilate vascular stenosis 
at the same time.[29,30] Transcatheter fenestration in the baffle may be a therapeutic option in patients 
with failing Fontan physiology without or with restrictive fenestration associated with high pressure in the 
Fontan circuit , low cardiac output, prolonged pleural drainage as well as protein losing enteropathy [31-
34]. In these situations, the fenestration is preferred to be made by means of controlled techniques such as 
stenting to predetermined size [35], stenting by “diabolo” technique[36-37], or occlusion by a fenestrated 
septal occlusion devices[38, 39] to avoid unanticipated septal tearing by simple balloon dilation, which may 
lead to a catastrophic consequence[40], even though successful dilation can be achieved by just a simple 
balloon septoplasty[41].  

Hybrid procedures  
1. Intra-operative stenting 
Angioplasty with stent implantation is most frequently targeted to stenosis in the pulmonary arterial 
tree and usually performed in the catheterization laboratory. Nevertheless, dilation of a vessel with stent 
implantation can be achieved at the time of operation[42]. Intraoperative stent implantation under direct 
vision may have several advantages over cath-lab procedures; 1） Enables optimal catheter course and precise 

‘on target’ placement  2） enables stent manipulation by surgeons - migration of stent can be prevented 
by suture fixation, flaring of proximal end of stent prevents balloon rupture as well as stent protrusion to 
MPA, thus making later catheter access easier, and deformed stent can be reconfigured, enabling rapid 
second attempt 3） minimized constraints of vascular access. On the other hand, intraoperative stenting may 
have several disadvantages such as suboptimal angiographic imaging and less accurate post-procedural 
assessment （if done in an operating room other than hybrid suite）. Transesophageal echocardiographic 
and/or cardioscopic guidance may be helpful in addition to a fluoroscopic guidance by C-arm in the clinical 
setting without a hybrid suite.  

2. Staged hybrid approach to hypoplastic left heart syndrome （HLHS） 
The hybrid palliation consisting of bilateral pulmonary artery banding, creation of atrial septal defect and 
ductal stenting had been first described by Gibbs et al. [43] and nearly simultaneously, ductal stenting was 
reported as a palliative measure to stabilize infants with hypoplastic left heart syndrome （HLHS） awaiting 
heart transplantation [44]. This concept evolved further to bridge the patients either to heart transplantation 
or BCS with neoaortic reconstruction as a combined procedure later in life [45, 46]. On the other hand, 
modified surgical techniques of superior cavopulmonary shunt （modified hemi-Fontan operation） to prepare 
transcatheter completion of Fontan physiology had separately been developed [47-50]. According to the 
accumulation of experiences in the complementary catheter techniques for each stages of Fontan completion, 
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a comprehensive new strategy for high-risk HLHS patients was suggested, consists of off-pump hybrid stage 
I palliation with modified Gibbs’ method, integrated stage II repair including neoaortic reconstruction, BCS 
and preparation procedure for transcather Fontan completion, and final stage III transcatheter Fontan 
completion by implantation of covered stent inside the atrium[51]. The long-term impact of this new strategy 
should yet to be determined. 

Experience in the Severance Cardiovascular Hospital during the last 10 years 
During a 10-year period from 2001 to 2010, a total of 192 interventional procedures have been performed in 
patients with functional single ventricle physiology in Severance Cardiovascular Hospital, Yonsei University 
Health System, Seoul, Korea. The most frequent procedure was coil embolization of collateral vessels （57.8%） 
followed by percutaneous balloon angioplasty （PTA, 28.1%）, PTA with stenting （5.2%）, atrial septostomy 

（4.2%）, fenestration occlusion （2.1%）, fenestration formation （1.0%）, and others （1.0%）. There was 1 
major complication during trancatheter formation of fenestration in Fontan baffle which caused uncontrolled 
tearing of the baffle necessitating urgent surgical repair and fenestration. Minor complications include 
migration of coils to an unwanted location in 4 cases during vascular embolization procedures which were 
removed by snaring in all cases.  

Conclusion 
Evolvements of transcatheter technology have attributed to improve the quality of management for various 
CHD. Techniques of interventional cardiology may be complementally applied in every stage from initial 
palliation to Fontan completion in patients with functional single ventricle physiology, preoperatively, 
intraoeratively and post-opertively.  It is crucial for both pediatric interventionalist and congenital cardiac 
surgeon to understand each other’s capability as well as to cooperate for the best outcome. Ongoing 
evolvement in this field will further contribute to reduce the risk and improve the outcome in patients with 
CHD including Fontan candidates.  
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The Fontan Circulation and The Liver  S-3

Erwin Oechslin, M.D.
Director, ACHD Program, University Health Network/Toronto General Hospital; Peter Munk Cardiac Centre; 
Toronto, Ontario, Canada 

1. Introduction 
In 1971, the Fontan procedure was introduced as palliative procedure for patients with complex congenital 
heart disease who are not candidates for a biventricular repair. This univentricular circulation improves 
short- and mid-term survival, functional status and quality of life. The Fontan population, however, reflects 
the long-term implications on morbidity and mortality in congenital heart disease and demonstrates how 
morbidity and mortality have shifted away from the young towards the adult. The Fontan patients face 
a wide spectrum of potential complications: arrhythmias, impaired cardiac output and ventriculo-arterial 
coupling, systemic venous hypertension, protein losing enteropathy, hepatic complications and Fontan 
circulation failure amongst others. Hepatic complications range from a congested liver, to liver fibrosis, and 
liver cirrhosis with portal hypertension.   

2. Prevalence and risk predictors of hepatic complications  
The obligatory central venous hypertension intrinsic to the Fontan circulation results in hepatic congestion, 
portal hypertension and chronic hepatic injury. Hepatic complications can include: 
Complications include: 
　　• Coagulation abnormalities
　　• Cholestasis 
　　• Hepatomegaly 
　　• Liver fibrosis 
　　• Liver cirrhosis with/without evidence of portal hypertension 

a） Laboratory abnormalities 
The prevalence of abnormal blood results depends on the study population and there is a selection bias. 
Deranged liver function （up to 58%）, including abnormal transaminases, raised alkaline phosphatase and 
bilirubin, is common. Many patients present with leukopenia （12 %）, thrombocytopenia （7 %） and / or 
coagulopathy （up to 65%）. 
b） Liver fibrosis and liver cirrhosis 
Chronic systemic venous engorgement may produce a spectrum of histologic and functional abnormalities in 
the liver. These changes range from dilatation of hepatic sinusoids and centrilobular necrosis to replacement 
of perivenular hepatocytes with fibrous tissue and ultimately ‘cardiac cirrhosis’.  
Hepatic complications were found in 41% of Fontan patients （n=139） [1]: 
　　• Nodular liver surface （36%） 
　　• Heaptic nodules （3%） 
　　• Hyperbilirubinaemia （21%） 
　　• Thrombocytopenia （7%） 
Hepatic fibrosis and cirrhosis with the potential of portal hypertension are common findings late after 
Fontan palliation. [1, 2, 3] Cardiac fibrosis and cirrhosis is said to be reversible when the contributing causes 
are relieved, e.g. heart transplantation in Fontan patients. [4] There was a positive correlation between 
the extent of cirrhosis and hepatic vein pressure, and between hepatic fibrosis and the Fontan duration.
[3] Hepatic complications were also significantly associated with Fontan type, a decrease in ventricular 
function, absence of initial fenestration, thrombus in the Fontan circulation, and tachyarrhythmias.[1] In a 
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multivariate analysis, the elapsed time since the initial Fontan operation was the only measure that was 
correlated with hepatic complications in the largest cross-sectional study of 139 Fontan patients.[1] 
c） Portal hypertension
Radiologic or clinical evidence of portal hypertension （gastro-esophageal varices） can be common in 
patients with higher hepatic vein pressures and are associated with more advanced cirrhosis.[3]  
d） Hepatocellular carcinoma 
Cardiac cirrhosis with the risk of developing regenerative liver nodules, a precursor to hepatocellular 
carcinoma, is common in Fontan patients.[3] Indeed, in a report of autopsy findings in Fontan patients, 4 of 9 
patients had cardiac cirrhosis and one of whom also had a 4 cm hepatocellular carcinoma.[5] 

3. Potential factors contributing to liver disease 
Other factors than surgically altered physiology of Fontan patients may contribute to their liver disease. 
Before institution of universal donor screening for hepatitis B and C there was a substantial risk for 
hepatitis virus infection. 
Acute or chronic drug hepatotoxicity （Amiodarone!） may complicate the course of these patients. 
Arrhythmias may be poorly tolerated when there are coexisting hemodynamic alterations and are 
important contributors to liver injury/failure, morbidity and mortality.  

4. Assessment of liver disease  
Fontan patients deserve a comprehensive, routine assessment including evaluation of their liver status: 
• Annual blood work: hematology （platelet count!）, liver enzymes, albumin, total protein, total bilirubin, 

INR, creatinine, electrolytes 
• Abdominal ultrasound – every 3 years （or more frequently as needed） 
　○ To assess hepatic nodules/cirrhosis/cholecystolithiasis 
• Contrast Computed Tomography （CT）/Magnetic Resonance Imagine （MRI） if there is any evidence of 

hepatic complications by abdominal ultrasound/blood work/clinical examination 
　○ To assess hepatic nodules/cirrhosis/gastro-esophageal varices? 
• Repeat abdominal ultrasound plus/minus CT/MRI if there are any nodules; monitoring withα-fetoprotein 

levels; 
• Full hemodynamic assessment including hepatic vein and hepatic wedge pressures in the presence of a 

failing Fontan circulation and hepatic fibrosis/cirrhosis 
• Liver biopsy if hepatic wedge pressure > 10 mmHg and/or hypervascular nodules 

5. Summary   
Adults with a Fontan circulation experience a Fontan disease, which is a multisystem disorder. Late hepatic 
complications including hepatic fibrosis and cirrhosis with or without portal hypertension are common in 
these patients as a consequence of their chronic central venous hypertension. The elapsed time since the 
initial Fontan operation seems to be a strong predictor for hepatic complications. A comprehensive, routine 
assessment is required to early detect hepatic complications. The burden of these long-term complications, 
however, is not known and management strategies have to be established. 

References    

1. Baek SK, et al. Heart 2010; 96:1750-1755 

2. Kendall TJ, et al. J Clinc Pathol 2008; 61:504-508
3. Kiesewetter Ch.H, et al. Heart 2007; 93:579-584 
4. Bonis PA, et al. NEJM 2001; 344:452-454 
5. Ghaferi AA, et al. J Thorac Cardiovasc Surg 2005; 129:1348-1352 



第 13 回  日本成人先天性心疾患学会　13th Annual Meeting of Japanese Society for Adult Congenital Heart Disease 43

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

Pregnancy in Women with Fontan-Circulation S-4

Harald Kaemmerer, M.D. 
Department of Pediatric Cardiology and Congenital Heart Disease, Deutsches Herzzentrum München, Technische 
Universität München, München, Germany 

The introduction of the Fontan operation is a landmark in the surgical treatment of congenital heart 
disease. Until the late 60th, patients with univentricular circulation were significantly impaired secondary 
to progressive hypoxemia and ventricular dysfunction. Moreover, quality of life and life expectancy were 
markedly reduced. Survival beyond adolescence was uncommon. In 1968 Fontan performed his first atrio-
pulmonary connection in a 12-year-old child with tricuspid-atresia and pulmonary stenosis. The indications 
have since expanded to a variety of congenital heart lesions with single-ventricle physiology.  
In the absence of a corrective procedure, thousands of patients around the world have had a Fontan- or 
modified Fontan-operation and are now reaching their second and third decade. The Fontan procedure 
dramatically reduces symptomatology and improves quality of life. Therefore it is understandable that 
increasing numbers of post-Fontan patients present for care during a pregnancy. However, the Fontan-
operation does not return the cardiovascular physiology to normal and predisposes to particular 
complications.  

Common complications:    
• The increased systemic venous pressure leads to peripheral oedema. hepatomegaly. ascites. and pleural  

effusions.  Complications include: 
　　○ Occasionally, cirrhosis occurs secondary to passive venous congestion.  
• Atrial arrhythmias, related to scarring from surgery, or to increased atrial wall  tension from high venous 

pressure, can cause profound haemodynamic deterioration
• Thrombosis diathesis is a consequence of sluggish blood flow in the systemic venous pathways and/or in 

the right atrium. If atrial fenestrations is present paradoxical embolism may occur. 
• Cyanosis can result from venous compression, systemic venous collateralization or pulmonary 

arteriovenous malformations. 
• Decreasing ventricular function is part of the 'natural' history , particularly if the systemic ventricle has 

right ventricular morphology 
• Further serious long-term problems encompass
　○ hepatic dysfunction,  
　○ protein-losing enteropathy, 
　○ limited exercise ability 
　○ the need for reoperation,  
　○ longevity patterns, and 
　○ and the ability to withstand pregnancy.   

Even in healthy women, pregnancy and delivery put an increased load on the cardiovascular system,  
requiring significant cardiovascular adaptation. Pregnancy is associated with an increase in cardiac output 
of 30–50 % by 24 weeks of gestation, with increased stroke volume and heart rate, with an increase of 
the circulating blood volume by 30–40% ,  but a decrease in systemic vascular resistance. Moreover, fluid 
retention and a hypercoaguable state are frequent. 
Pregnant women after Fontan operation  are at increased risk for morbidity and mortality during labor 
and delivery. The limited ability to increase cardiac output, the increased venous pressure and a tendency 
toward fluid-retention exposes pregnant women to the risk of deterioration in ventricular function, systemic 
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AV-valve regurgitation, atrial arrhythmias, and thromb-embolic events.  
Therefore, for a long time, pregnancy after Fontan-Operation was thought to be contraindicated.  
The currently available data lead to the implication, that women with a good haemodynamic result after 
successful Fontan-repair apparently tolerate pregnancy and normal delivery well and should not routinely 
be advised against pregnancy. However, there is only one study from 1996 has included a large series （33 
Fontan deliveries, 21 women） with regard to maternal and fetal outcome, demonstrating well tolerated 
pregnancies without maternal mortality. 45% live births, but an increased risk of abortion （42%）.  

In any case, recommendations regarding pregnancy need to be individualized depending on cardiac function 
and clinical symptoms. Before pregnancy a meticulous evaluation is mandatory, including echocardiography, 
cardiac magnetic resonance imaging and cardiopulmonary exercise testing to assess ventricular function 
and functional status, as well as the woman’s ability to increase cardiac output and oxygen saturation 
during exercise. Moreover, prior to pregnancy, the patient and her husband must be made aware that the 
risk to the mother is increased. The high risk of miscarriage and preterm delivery should be explained 
to them carefully before pregnancy. Pregnancy in Fontan-patients should only be managed in specialized 
centers with multidisciplinary expertise and experience. For delivery cardiologist, obstetrician, anaesthetist 
and neonatologist should cooperate. Early delivery is frequently necessary to prevent myocardial 
decompensation. During labour and delivery care must be taken to maintain filling pressures and to avoid 
dehydration and vasodilation. Vaginal delivery seems to be well tolerated in most cases and carries usually 
the lowest risk of complications such as haemorrhage, thromboembolism or infection. The second stage of 
delivery should be kept short, and therefore a forceps or vacuum assisted  delivery is advisable.  

During and after （!） delivery, careful surveillance and monitoring is necessary with early recognition of 
systemic venous congestion, increased AV valve regurgitation, arrhythmias, and  thromboemboli. 
Early postpartum acute volume loading occurs. After delivery women with Fontan-circulation may develop 
difficulties to cope with the increased blood volume and enhanced venous return, as they have only a 
limited ability to increase cardiac output. 
After delivery, the risk of thromboembolic complications persists. Anticoagulation with low molecular 
weight heparin should be continued until the woman is fully mobilised.  
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招待講演 1　 Marfan Syndrome L-1

Harald Kaemmerer, M.D. 
Department of Pediatric Cardiology and Congenital Heart Disease,  

Deutsches Herzzentrum München, Technische Universität München,  

München, Germany 

Classical Marfan syndrome （MFS1） is a generalized connective tissue disorder caused by mutations in the 
fibrillin 1 gene. Marfan syndrome type II is caused by mutations in the TGFBR2 gene. In 1996 the revised 

“Ghent criteria” were offered as an international standard for the diagnosis of MFS. In 2010 these criteria 
have been revised. MFS is a hazardous condition, often associated with premature cardiovascular death 
unless surveillance and management are optimized.  

The prognosis for patients with MFS mainly depends on the severity of cardiovascular complications. 
Particularly the neonatal form is often associated with a dismal course and with premature death. 
Progressive tricuspid and mitral valve regurgitation from atrioventricular valve prolapse are main causes 
of morbidity during infancy. Aortic ectasia, aortic dissection and chronic aortic valve regurgitation is the 
foremost cause of mortality and morbidity in adults. Aortic root abnormalities predispose to progressive 
aortic dilatation and dissection, aortic- and AV-valve anomalies to congestive heart failure. Aortic rupture, 
aortic dissection, and heart failure account for approximately 90 % of all deaths in adults. 

Prior to adequate pharmacologic and surgical treatment the historically reported life expectancy of Marfan 
patients was about two-thirds of that of healthy people. The lack of diagnostic criteria and awareness of 
MFS with subsequent misdiagnosis were the main reason for high morbidity and mortality in the past. 
Over the past 4-5 decades, modern therapeutic concepts have considerably improved long-term outcome. 
Particularly, successful and timely aortic root surgery, aortic valve and mitral valve replacement or repair 
as well as earlier detection, careful follow-up and the prophylactic use of beta-blockers have reduced 
morbidity and mortality and prolonged survival. Nevertheless, cardiovascular complications are still the 
most common causes of patient loss, often due to sudden death in previously undiagnosed patients and in 
patients with rapid progression of previously diagnosed problems. 

Diagnostic imaging  
Diagnostic imaging is very important for detection and evaluation of cardiovascular involvement and case 
management, particularly to define therapeutic strategies.There is no single definite test modality for the 
diagnosis of MFS. In addition to a history of symptoms the family history and a complete, systematic 
evaluation of all potentially involved organ systems is mandatory, particularly regarding the heart and 
blood vessels, the eyes, and the musculo-skeletal system. In the past decade imaging modalities have 
shifted toward the use minimal invasive and noninvasive techniques. Doppler-echocardiography, magnetic 
resonance imaging （MRI）, and modern computed tomography （CT） are the gold standard and should be 
judged as complementary in patients with MFS. 

Management  
Patients must be well informed about potential complications from the syndrome and how life-style 
modification can improve outcome. Guidelines for physical activity depend on the severity of the disease 
and the symptoms. Strenuous exercise, maximal and isometric exercises should be refrained. There is some 
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evidence that beta-blocking agents prevent or delay the onset and rate of aortic root enlargement, reduce 
the risk of rupture or dissection and improve survival rate in all age group. The use of beta-blockers in 
MFS was established 1994 by a small prospective, open-label, randomized trial. Other retrospective studies 
confirmed the efficacy of beta-adrenergic blockade in patients with MFS. However, it is well known that 
some patients respond better than others do. Particularly from the pediatric group questions were raised, 
about the beneficial prophylactic effect. 

Currently, all （adult） Marfan patients should be maintained on long-term beta-adrenergic blockade provided 
no contraindications exist. In the future, angiotensin converting enzyme inhibitors may play the most 
important roll in the prevention and treatment of aortic wall degeneration and disproportionate growth rate 
of the aortic root.  

Cardiovascular surgery 
Elective surgery is performed in adults to prevent aortic dissection or rupture or to treat aortic valve or 
AV-valve regurgitation. The indication for elective surgery is particularly based on aortic size, rate of aortic 
growth, and family history of aortic dissection. Prophylactic aortic root replacement is usually recommended 
when the diameter reaches 50 mm. However, certain experienced institutions replace the ascending aorta in 
adults as soon as the aortic root diameter exceeds 45 mm. Early aortic surgery is also recommended if the 
aortic root diameter is enlarging rapidly. Elective surgery can be indicated in patients with a family history 
of aortic dissection or sudden cardiovascular death even much earlier to avoid a disaster. Dissection of the 
descending aorta can usually be managed medically. The descending aorta should be replaced if the aortic 
diameter exceeds 55 or 60 mm, if complications, pain or organ ischemia is present, if the aortic diameter 
increases more than 0.5 to 1.0 cm per year, or when the aortic diameter exceeds twice the diameter of the 
normal aorta. 

For infants and children no authoritative recommendations exist. Aortic surgery is performed as Composite 
Valve Graft repair （so-called modified Bentall procedure） or as valve-sparing aortic surgical repair. 
The Yacoub procedure is referred to as the “remodeling technique,” and the David procedure as the 

“reimplantation technique”. 

Recently, implantation of aortic stent grafts into the descending aorta was introduced for type B dissection 
in Marfan patients which could not be managed conservatively. However, the complication rate in MFS is 
significant and MFS patients are not ideal candidates for this procedure.  

It has to be emphasized that Marfan patients receive their ongoing medical care at a subspeciality center. 
Surgery in MFS should only be performed by cardiac surgeons with special expertise and in experienced 
cardiac centers. After surgery Marfan-patients require lifelong follow-up to detect future progression of the 
disease in time. Particularly the aortic arch and the descending aorta are at risk for later-onset aneurysmal 
formation and dissection. The proposed control interval should not exceed 12 months in untreated patients 
with an aortic root diameter under 40 mm or in pts with an uneventful postoperative or postinterventional 
course. Patients with an aortic root diameter above 40 mm, with aortic regurgitation, after surgical or 
interventional treatment of the aorta, or with a family history of aortic dissection or sudden cardiac death 
should be restudied by echocardiography, with CT or MRI at least every 6 （to 12） months, as changes 
can occur suddenly, even in asymptomatic patients. Each MFS patient with new onset of acute thoracic or 
abdominal pain or with other extraordinary symptoms should immediately seek medical attention and urge 
for medical clarification, including imaging of the aorta.  
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招待講演 2　Doppler Echocardiography and Heart Failure
　　　　　　in Congenital Heart Disease 

L-2

Erwin Oechslin,M.D. 
 Director, ACHD Program, University Health Network/Toronto General Hospital; Peter Munk Cardiac Centre; Toronto, Ontario, 

Canada 

1. Introduction 
Echocardiographic assessment of myocardial function is essential in patient with congenital heart disease, 
and patients with heart failure in particular. Evaluation of systolic function is challenging due to the 
confounding effect of many factors: ventricular geometry, variable loading conditions (pre-/afterload) and 
intrinsic myocardial function. Physiologic concepts of myocardial function and limitations of the different 
echocardiographic techniques must be understood.  

2. Mechanics of Cardiac Systolic Function 
Systolic function itself consists of intrinsic myocardial function (contractility) and ventricular pump function 
(performance). Ventricular performance further depends on many factors: ventricular geometry, loading 
conditions (venous return, valvular function, arterial impedance), myocardial perfusion, and heart rate. 
The stroke volume/cardiac output depends on: preload, afterload, heart rate and intrinsic contractility. The 
latter refers to the ability of the cardiac muscle to generate force and shorten independently of preload, 
afterload and heart rate. Most indices of cardiac function are indices of intrinsic contractility, but are also 
responsive to loading conditions and do not provide an accurate measurement of contractile function of 
the myocardium. The reference method for assessing ventricular contractility is the invasive recording of 
pressure-volume loops. 

3. Echocardiographic Assessment of Ventricular Systolic Function 
Different techniques were introduced to assess ventricular global or regional myocardial function. 

a) Dimensional Changes To Assess Ventricular Function: 
The following three measurements are used to assess global ventricular function: 

●　Fractional shortening (M-mode): to assess circumferential/radial shortening 
●　Displacement of the atrio-ventricular valve annulus – to assess longitudinal function 

(TAPSE: Tricuspid Annular Plane Systolic Excursion by M-mode; MAPSE: Mitral Annular Plane 
Systolic Excursion). Advantage: simple measurement, less dependent on optimal image quality. 
Disadvantage: assumption that the displacement of a single segment represents the function of a 
complex 3D structure, angle dependency, load dependency 

●　Ejection fraction (2 D–echocardiography, 3-D echocardiography). There are several challenges 
to calculate ejection fraction, in particular for the RV or in patients with univentricular hearts: 
abnormal geometry of the RV / univentricular hearts (geometrical assumptions); suboptimal/
poor endocardial delineation/extensive trabeculations of the RV (how do you trace the RV 
volume? Do you include the trabeculae into the blood pool?) Calculation of the ejection fraction 
by 2 D echocardiography is not possible for the right ventricle (complex geometry). Three 
D-echocardiography is used to calculate RV ejection fraction.  
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●　Fractional area change (fac):  fac = (end-diastolic area – end-systolic area)/end-diastolic area.  
●　Velocity of circumferential fiber shortening (VcF):fractional shortening (FS) is divided by 

ejection time. This index is relatively insensitive to preload changes, but highly sensitive to changes 
in contractility and afterload. Limitations: global parameter; short-axis has to be circular and LV 
shape elliptical.  

●　Maximal dP/dt: The maximal rate of rise in ventricular pressure during the isovolumic 
contraction period (dp/dtmax) is an invasive index derived from pressure traces and reflecting 
pressure-generating capacity of the cardiac muscle. It can be derived from a continuous-wave 
Doppler tracing of AV valve regurgitation jet (there is no significant rise in left atrial pressure and 
therefore the rise in AV regurgitation velocity during isovolumetric contraction period reflects dP/
dtmax). Limitation: dP/dt is not a real isovolumetric measurement because some volume changes 
in the ventricle are required for the regurgitant volume; preload-dependency; lack of data in  
normal subjects (dp/dtmax not recommended for routine use)s. Advantage: geometry-independent 
measurement and sensitivity to changes in contractility, relative independence from changes in 
afterload (measurements are performed before opening of the aortic valve).  

●　Aortic/pulmonary blood flow velocities 
●　Myocardial Performance Index (MPI): this is a non-geometrical index expressing global 

ventricular function (systolic and diastolic function). It includes isovolumic contraction time (ICT), 
ejection time (ET) and isovolumic relaxation time (IRT). MPI = (ICT + IRT) / ET. Normal values:  
0.35 ± 0.03 for the left ventricle, 0.28 ± 0.04 for the right ventricle. The larger the MPI, the more 
abnormal ventricular function. Advantages: no geometric assumptions. Disadvantages: measure 
of global myocardial function; no differentiation between systolic and diastolic dysfunction, load-
dependency; unreliable in patients with elevated atrial pressure. 

●　Doppler Tissue Imaging (DTI):  It allows non-geometric quantitative measures of both systolic 
and diastolic ventricular function that is easily obtained, reproducible and clinically valid. DTI 
is a direct assessment of myocardial function (in contrast, the previously discussed measures of 
myocardial function by looking at dimensional changes or at blood pool data during the ejection 
period). The normal pulsed-wave DTI is characterized by first a short and sharp isovolumic 
contraction peak (S-wave), followed by a longer systolic contraction peak, that corresponds to base-
to-apex motion of the myocardium during systole. This is followed by another short-lived isovolumic 
relaxation peak. Later, the early diastolic (E-wave) and the late-diastolic waves (A-wave) occur. 
Limitations: dependency on heart rate, age, geometry, preload, afterload and angle; tissue Doppler 
velocities also are unidimensional and rely on a one-dimensional assessment of the myocardial 
velocity (in either the longitudinal or radial direction); cardiac translation (movement of the heart 
within the thorax) is also measured; in addition, motion and velocity of a myocardial segment are 
influenced not only by its own intrinsic contractility but also by adjacent myocardial segments 
(defined as tethering). Advantage and disadvantage: the same as displacement atrio-ventricular 
annulus; plus segment interaction. 

All these methods have limitations but they are commonly used in daily clinical practice (except VcF). As 
discussed, geometry and load dependency are one of their main limitations. 

b) Doppler Measurements: 
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●　Myocardial acceleration during isovolumic contraction (IVA): this is an index of 
contractility calculated as the average rage of myocardial acceleration during isovolumic contraction 
and expressed in centimeters per second. IVA has been validated as a sensitive noninvasive index 
of right and left ventricular contractility that is unaffected by preload and afterload within a 
physiologic range. Limitations: heart rate dependent; preload dependent in patients with elevated 
ventricular EDP, no consistent relationship between regional IVA and regional myocardial 
contractility in patients with ischemic heart segments. IVA should only be used as global functional 
parameter when calculated from longitudinal velocities near the base of the heart.  

 
●　Strain and strain rate:  to assess regional deformation. Limitations: angle-dependent and 

load-dependent technique; no clinical validation/lack of normative data. Research tool; segment 
interaction. 

●　Speckle tracking: IAngle-independent. Limitation: load-dependent; very limited clinical use 

b) Doppler Measurements: 

4. Echocardiographic Assessment of Diastolic Function 
Diastolic function/dysfunction has been less well understood and investigated than systolic function. One 
of the major challenges are that Doppler patterns that characterize diastolic function vary significantly 
among different congenital heart defects and are not validated at all. All normal values of diastolic indices 
obtained and validated in adults with normal structure of the heart or acquired heart disease canNOT be 
extrapolated and applied to patients with congenital heart disease. What are normal diastolic indices for a 
subaortic right ventricle or a univentricular heart (Fontan circulation)? There is a lack of validated data. 
a) Doppler echocardiography: mitral/pulmonary venous inflow; tricuspid/systemic venous inflow; 
pulmonary venous inflow 
b) Tissue Doppler Imaging (TDI): Pused TDI can be useful, but there are limitations: angle-dependency; 
it is critical to interrogate the myocardial segment parallel to the wall motion in order to obtain true peak 
velocities; segmental wall motion patterns do not reflect global myocardial function. 
c) Myocardial deformation:
　　　●　strain/strain rate. Limitations as discussed above. 
　　　●　Speckle tracking 
d) Atrial volume(s): it reflects chronic cumulative filling pressures over time (in contrast to Doppler 
indices, which describe diastolic function at one moment in time). 
e) Inferior vena cava: dimension and respiratory variation 

5. What Can/Should I Measure During My Daily Clinical Practice? 
Be aware of the limitations of each method! 

a) Systolic function:
　　　●　Visual assessment 
　　　●　Fractional shortening 
　　　●　Fractional area change 
　　　●　Ejection fraction (left ventricle); it may be reasonable to reserve 3 D echocardiography to calculate 

　　volumes/ejection fraction in selected patients (right ventricle, univentricular heart?) and laboratories 
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　　　●　Displacement of the atrio-ventricular valve annulus (TAPSE/MAPSE) 
　　　●　DTI at the base of the ventricles (S’)  
　　　●　(MPI – measure of global ventricular function)  

Diastolic function: 
　　　●　Tricuspid/systemic venous inflow 
　　　●　Mitral/pulmonary venous inflow 
　　　●　DTI at the base of the ventricles  
　　　●　Atrial volume(s) / inferior vena cava (IVC) 
　　　●　(MPI – measure of global ventricular function) 

The following parameters are research tools: 
　　　●　Strain/strain rate; speckle tracking  
　　　●　IVA

6. Summary 
●　There is no single, robust technique available to measure systolic / diastolic function of the  

ventricles in patients with (complex） congenital heart disease.
●　isual assessment of systolic ventricular function is inadequate and quantitative parameters must be 

routinely obtained; at least two, reproducible parameters of systolic and diastolic function must be 
incorporated into the routine echocardiographic assessment of the ventricle(s）. Combining more 
than one measure of ventricular function is more reliable; 

●　Normal values derived from healthy subjects/patients with acquired heart disease cannot be 
extrapolated and applied to patients with congenital heart disease; each patients is his/her own 
control during follow-up; 

●　Longitudinal data and dynamic changes of the measurements are more important than one 
single measurement; 

●　All methods have major limitations including load-dependency, heart rate dependency and/or 
geometry-dependency.
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ランチョンセミナー
チーム医療に欠かせない情報ネットワーク構築と心臓超音波診断の取り組み

LS

野間　充
九州厚生年金病院　医療情報部・超音波指導医

　多職種が診療記録・検査情報・画像情報（静止画と動画）情報を共有して活用できることは，成人先天性心疾

患の診療に大変役立つことを実感しています．今回，当院で行ってきた情報ネットワーク構築の取り組みをご紹介い

たします．また，先天性心疾患の診断と病態の把握に欠かせない超音波検査への取り組みもご紹介させていただき

ます．

１．情報ネットワーク構築と運用への取り組み

　２００７年までは，放射線室・心臓カテーテル室・超音波検査室といった部署単位でシステムを順次導入した結果，

放射線画像（静止画）・心臓カテーテル画像（動画）・超音波画像（静止画と動画）の３つのシステム構成となり，同

一患者さんのデータを参照するには３台の端末で各々検索表示する必要があり業務効率は低いにもかかわらず投資

額は大きかった．２００８年に Goodnet の動画 PACS を導入して，心臓カテーテル検査画像および超音波の静止画

と動画像データを一元管理に変更した．小児循環器の解析にはカテックスのシステムを用いているが画像連携によ

り省力化も実現できた．さらに中央検査室のすべての超音波検査機器および手術室・新生児 NICU・ICU で取得

された超音波画像が，DICOM サーバーに集約されている．報告書は，柔軟に変更可能なファイルメーカーで作成

して PDF 形式で確定保存できる．このシステムでは，関連する心カテ履歴一覧や心エコー検査一覧，報告書一覧

をワンクリックで表示することが可能で作業効率は極めて高い．また，富士メディカルの放射線画像システムである

Synapse とも連携しており放射線画像やレポート一覧もワンクリックで表示可能である．２００９年に NEC 社製電

子カルテ MegaOakHR の導入によりGoodnet システムと富士メディカルのシステムを電子カルテ上から利用できるよ

うになっただけではなく，１９９４年から電子保存されている心電図情報や２００７年から電子化されている退院時

要約の表示なども可能となっており患者像の把握が容易になった．

２．成人先天性心疾患の病態の把握に欠かせない経食道心エコーの技術伝達の取り組み

　当院では，最初に循環器内科の医師ができるようになり，次に麻酔科の医師と勉強会を重ね一緒に取り組むこと

で麻酔科医への技術と判断の伝達ができた．さらに，心房中隔欠損症をディバイスで閉鎖する時に経食道心エコー

が欠かせませんので小児循環器の医師を支援して独り立ちできるようになった．また，３D エコーの画像取り込み

と解析ができる熟練した超音波検査士の育成も行った．これらの取り組みをご紹介します．

３．先天性心疾患で欠かせない血流情報の可視化と定量化の取り組み

　最後に，これまで形態診断について素晴らしい進歩がありますが血流の可視化と定量化については立ち遅れてい

ました．しかしながら東京工業大学名誉教授の大槻茂雄先生と東北大学名誉教授の田中元直先生が取り組まれて

いるEcho-Dynamography の開発により様 な々進歩が期待できるのでこの技術がもたらす展望をご紹介いたします．
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モーニングセミナー
心臓 CT 検査にともなう放射線被曝リスクの評価

MS

近藤　千里
東京女子医科大学　画像診断・核医学科

　心臓 CT 検査は，近年先天性心疾患患者に対しても広く普及してきた．小児から若年成人期にかけては放射線

感受性の高さから中高年患者とは異なった配慮が求められる．検査に関わる医療従事者は，この検査に伴う放射

線被曝リスクについて基本的な知識と正しい理解を持つことが重要である．とくに，成人期先天性心疾患患者を対

象とした場合，人生の早期に治療的介入を行って，心血管系の何らかの遺残症や中長期において発生する合併症を

監視，発見することが多く求められるため，かなりの長期にわたり繰り返し検査を施行することを前提に，検査方

法やプロトコールの選択，設計をすることが必要である．

　心臓 CT 検査では装置やプロトコールの選択により侵襲的カテーテル検査と同等かそれ以上の被曝になり得るた

め，被曝の問題を避けて通ることはできない．一方で，最新の装置や撮像方法によれば小児心臓 CT における被

曝線量は約 0.25 mSv（胸部単純 X 線写真の５枚程度）にまで抑制しうるという報告もなされるようになった．

　心臓 CT 検査に伴う放射線被曝リスクについては，臨床的にバランスのとれた考え方をすることが大切である．

そのためには，以下の複眼視的な観点，すなわち，１）患者被曝線量，および被曝に伴う生物学的リスクを推定す

る原理，ならびにこれら推定値の不確実さに関する理解，２）放射線被曝および他の原因による発がんリスク強度

の比較，３）被曝の危険性を畏れて検査を忌避することで，重要な診断や治療の決定が遅れるか行われないため

の不利益や危険性の認識，が必要である．

　本講演では，放射線被曝を伴う心臓 CT 検査を小児，若年成人において安全に施行するための考え方の枠組み

を提供する．同時に心臓 CT が有用とおもわれる心血管形態異常の具体例についても提示する予定である．
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Midterm Follow-up result of transcatheter ASD closure in adults severe pulmonary 
hypertension: The Role of Advanced Medical Therapy for Pulmonary Arterial Hypertension

AS-1

Nam Kyun Kim1）, Su-Jin Park1）, Lucy Y. Eun2）, Jae Young Choi1）

1）Division of Pediatric Cardiology, Severance Cardiovascular Hospital, Yonsei Unversity Health System, Seoul Korea
2）Myongji Hospital Cardiovascular Center, Kwandong University Health System

Background: Atrial septal defect （ASD） is one of the most common congenital diseases, but symptoms 
usually do not surface earlier in life, therefore many patients are diagnosed in adulthood.  Furthermore, 
patients with large ASD may have concomitant various degree of pulmonary arterial hypertension （PAH）, 
which may cause complications.  The purpose of this study was to investigate the progress of patients with 
ASD and severe PAH after transcatheter closure of the defect. 

Method: During the 5 year period between June, 2005 and May, 2010, total of 435 ASD patients underwent 
transcatheter closure in our institute. Patients with mean systolic pulmonary artery pressure （PAP） over 
60 mmHg at the time of defect closure were classified as severe PAH, and we reviewed these patients 
retrospectively. 

Results: Sixty-six patients had concomitant PAH （15.3% , systolic PAP >40 mmHg） and 14 patients （3.2%） 
had severe PAH. Among them, 9 patients needed selective pulmonary vasodilator therapy after defect 
closure.  The mean age in these 9 patients was 30.7±10.8 years, mean systolic PAP decreased from 83.3
±14.4 to 71.7±10.4 mmHg, after the closure.  Mean Qp/Qs ratio was 1.8 ± 0.6 and Rp/Rs ratio was 0.4 ±
0.3.  Of the 9 patients, 4 patients were successfully weaned off the medication, but 5 patients are still under 
advanced medical therapy.

Conclusion: Transcatheter closure of ASD is safe and efficacious in selected group of patients with severe 
PAH. New pulmonary vasodilators may expand indication of closure and improve clinical outcome.
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Marriage among Taiwanese Adults with Congenital Heart DiseaseAS-2

Yu-Chuan Hua1）, Chun-An Chen2）, Chun-Wei Lu 2）3）, Li-Li Mo 4）, Jou-Kou Wang 1）2）, Hung-Chi Lue 1）2）, 
Mei-Hwan Wu 1）2）

1）Cardiac Children's Foundation, Taiwan; 2）Department of Pediatrics, and 3）Adult Congenital Heart Center, National 
Taiwan University Hospital, Taipei, Taiwan; 4）Department of Social Work, SooChow University, Taipei, Taiwan.

In a previous study, we have found that marriage rate is lower among Adult Congenital Heart Disease 
（ACHD） compared to the general population. Marital status was an important factor underlying 
differences in QoL between male and female patients. Therefore, this study conducted a combined 
quantitative and qualitative survey to further investigate marriage-related issues in this unique patient 
population.Between January to March 2010, 210 valid questionnaires were collected from ACHD patients 

（patient age: 33.3 ± 11.1 years; proportion of female patients: 67.6 %）. Most research subjects had a 
mild form of CHD （47.6 %）, and good functional status （58.6 %）. Most patients had undergone either 
surgical or transcatheter repair of their cardiac defects （81.4 %）. Compared to the general Taiwanese 
population, marriage rate for ACHD was low overall （45 % vs. 66 %）. Most research subjects were 
unmarried （n = 116, 55.2 %）, and the percentage of married female patients significantly exceeded the 
percentage of married male patients （56 % vs. 19 % , P < 0.001）. Common medical-related reasons for 
remaining unmarried included: （1） Pregnancy could worsen cardiac function （31.1% of female patients）; 

（2） Children born to ACHD might also have CHD （24.1% ; women vs men: 27.9% vs 20.0% , P = NS）; （3） 
Giving a potentially negative impression to others due to CHD （18.1% ; women vs men: 21.3% vs 14.5% , P 
= NS）, and （4） Limited physical capacity to handle family duties （15.5% ; women vs men: 24.6% vs 5.5% , 
P = 0.005）.Married men seemed to be more satisfied with their marriages than women were. Regarding 
satisfaction with marriage-related issues, married ACHD appeared less satisfied with their income and 
educational or occupational achievements （percentage of satisfaction: 38.3% and 33.0% , respectively）. In 
conclusion, psychosocial concerns about CHD were common among both unmarried and married ACHD. 
Significant gender discrepancies were observed in marriage rate and marriage satisfaction among ACHD. 
Additionally, severity of CHD may be related to patient concerns and decisions about marriage.
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Issues of surgical cases with adult congenital heart disease in stand-
alone children’s hospital

AS-3

Satoshi Yasukochi1）, Kiyohiro Takigiku1）, Hikoro Matsui1）, Nao Inoue1）, Shigerou Watanabe1）, Hiromitu Mori1）, 
Yasuko Morimoto1）, Yorikazu Harada2）, Takahiko Sakamoto2）

Department of 1）Pediatric Cardiology and 2）Cardiovascular surgery
Nagano Children’s Hospital

Backgound: the number of the surgical cases with congenital heart disease （CHD） in stand-alone 
children’s hospital （SA-CH）was remarkably increased with good survival rate and outcome, but we 
faced the difficult situation and management of such postsurgical patients, especially in the case of re-do, if 
the children’s hospital does not have any affliliated hospital with adult CHD department.

Aim: to investigated the clinical and social issues of the surgical cases older than 18 years old who 
underwent cardiac surgery either at our hospital or at referral hospital.

Subjects: Of 3328 CHD surgery since 1993, 26 patients >18yo were operated at our hospital and 5 were 
referred to the other hospital outside the prefecture. Results: the twenty one cases of 26 underwent open 
heart surgery （ initial procedure （11）, re-do（13）, others five cases had pacemaker implantation（4）
and removal of graft（1）. The five of 21 underwent TCPC conversion from modified Fontan operation. 
The surgical cases >18yo increased from 15 years after opening our hospital. There was no surgical death 
but one with cardiac resynchronization therapy was lost by congestive heart failure.

Issues: Although the surgical outcome was good, the extra-cardiac complications after surgery （ 
cholecystitis（1）, liver cirrhosis（1） , depression（1）） became problematic because of inexperience of 
medical management and nursing for the adult in the pediatric ward. Those who were referred to the 
other hospital required the further professional surgery, especially in the field of aortic arch reconstruction.   
Beside these issue, the major problem is a lack of network of ACHD care beyond the border of the 
prefecture, especially for those who required the re-do surgery, because there is few cardiac surgeon who 
can manage ACHD patients in ACHD care center usually far from the patients’ hometown.
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Jae Young Choi, M.D. and Heung Jae Lee, M.D.*
Division of Pediatric Cardiology, Severance Cardiovascular Hospital, Yonsei University Health System, Seoul, Korea *GUCH 
Clinic, Cardiac and Vascular Center, Samsung Medical Center, Sungkyunkwan University School of Medicine, Seoul, Korea

Introduction
In the western countries, the survival of patients with malformed heart started to rapidly increase since the 
introduction of cardiopulmonary bypass in the 1950’s [1], and it was 10 to 15 years later when the concept of ‘GUCH 
clinic’ first surfaced [2]. In Korea, palliative surgery for cyanotic congenital heart disease started in 1957, and 
successful intracardiac repair using cardiopulmonary bypass have been performed since early 1960’s in several 
institutes. However, the initiation of special facility for adults with congenital heart disease appeared more than 
30 years later, and in the following decade additional 4 adult congenital heart disease clinics （ACHDC） had been 
established. Nowadays, the cumulative adult population with CHD is estimated to be about 150,000 to 200,000 [3, 4], 
but recent survey shows that current care for ACHD in Korea still appears to be inadequate. The lack of attention 
and investment to this group of patients exist, as experienced in leading ACHD facilities [5], and this phenomenon 
seems to have been even worse in Korea. We reviewed the history and current affairs in the care for ACHD 
patients, and speculated how primary physicians responsible for these patients perceive care of ACHD in Korea.

The History of ACHDC in Korea
The rapid achievement of successful cardiac surgeries in early 1960’s including repair of ASD, VSD and TOF did 
not reach general popularity due to the high medical cost and low income per capita in Korea. As a consequence 
of establishment of national health insurance system in 1977 and the Korea Heart Foundation in 1984, the number 
of cardiac surgery rapidly increased, and as a result, the cumulated CHD population reaching up to an adult or 
adolescent age dramatically increased since 1990’s. Professor Heung Jae Lee in the Samsung Medical Center, 
Sungkyunkwan University pioneered in this field to establish Korea’s first ACHDC in 1995. 

Current Surroundings of ACHDC in Korea and the Result of Brief Questionnaire 
There are five regularly operating specialized ACHDC in Korea. All are located in the capital area including 
4 centers in Seoul city. In average, around 1000 （660~1636） patients a year visit each of the ACHDC in these 
centers. The most frequent diagnosis was ASD （32.4%）, followed by VSD （22.7%）, TOF / DORV （21.7%）, PDA  

（5.2%）, univentricular heart （4.5 %）, d-TGA （3.3%）, AVSD （3.3%）, and pulmonary stenosis （2.6%）, in order 
of frequency. Remaining patients （4.3 %） had Ebstein anomaly, congenitally corrected TGA, coarctation of the 
aorta, Marfan syndrome, etc. However, the proportion of each disease showed wide range of variation according 
to the settings of different institute. Each clinic essentially consists of pediatric cardiologist, adult cardiologist, 
cardiovascular surgeon who majors in CHD, and specialized nurse practitioner in terms of human resources. 
Nevertheless, only 1 center had dedicated physician and nurse practitioner exclusively affiliated to ACHDC, and 
in most other centers, the personnel are adjunct to another department at the same time. In most centers, the 
care for ACHD patients was conducted also in pediatric OPD, frequently. In the remaining centers excluding the 
5 mentioned above, the number of patients visiting OPD with ACHD was below 200 per year. Other than the 5 
preexisting ACHDC nationwide, 3 other centers positively responded to the plan in building a new ACHDC in the 
near future. The obstacles for building an optimal ACHDC were said to be as follows; 1） Lack of public support 
from the government and institution （medical cost, etc.）, 2） Fixed perception of adult cardiologists, 3） Fixed 
perception of pediatric cardiologists, 4） Lack of changes in the public and/or patient’s perception, 5） Lack of 
regional centers with easy access for ACHD patients. In centers currently operating ACHD replied that 1） clause 
was the biggest obstacle and 1）, 2）, and 3） were most common multiply checked clauses.   

Conclusion
ACHDC in Korea still remains to be under an inadequate environment, and support of human resources, material 
resources, and public resources are still under challenge. For an effective management of ACHDC, learning from 
worldwide pioneering institutes in this field is foremost, and striving to reach a social consensus is also called for.        
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術後遠隔期に血腫による右室流出路狭窄をきたした４例I-01

Fallot 四徴症根治術後の長期遠隔期に心不全を発症した 4 例I-02

山本　雅樹 1），大内　秀雄 1），平田　拓也 1），吉澤　弘行 1），山田　　修 1），鍵崎　康治 2），市川　肇 2）

1）国立循環器病研究センター　小児循環器診療部，2）国立循環器病研究センター　心血管外科

山村　健一郎 1），永田　　弾 1），池田　和幸 1），原　　寿郎 1），中城　総一 2），得能　智武 2），砂川　賢二 2），
田ノ上　禎久 3），塩川　祐一 3），富永　隆治 3）

1）九州大学病院ハートセンター　小児科，2）九州大学病院ハートセンター　循環器内科，
3）九州大学病院ハートセンター　心臓血管外科

【はじめに】右室流出路再建術（RVOTR）の遠隔期には，流出路の成長に伴う狭窄や血栓や石灰化などによる狭
窄する例はよく経験する．今回，術後遠隔期に血腫の圧迫による右室流出路狭窄（RVOTS）をきたした 4 例を経
験したので報告する．【症例 1】20 歳男性．TF，PA，PDA の診断で 7 か月時に mBTS，3 歳時に外導管手術，
13 歳時に re-RVOTR が施行された．20 歳時に RVOTS の進行，右心室収縮期圧（RVP）上昇が認められ，CT
で血腫圧迫による流出路狭窄と診断し血腫除去術が施行された．【症例 2】21 歳男性．TGA（1）の診断で新生児
期に Jatene，5 歳時に RVOTR 施行された．21 歳に RVOTS 進行，RVP上昇が認められ，CT で血腫圧迫によ
る流出路狭窄と診断し血腫除去術，re-RVOTR が施行された．【症例 3】28 歳男性．3 歳時に AVD, DORVの診
断で Ventricular septationと LV-PA reconstruction，6 歳，12 歳，22 歳時に LVOTR 施行された．28 歳時に
MRI で血腫による強度な流出路狭窄が判明し LVOTR が施行された．【症例 4】33 歳男性．DORV，PS の診断
で 3 歳時に ECR，IVR，12 歳時に TVR，23 歳時に re-RVOTR, re-IVR，26 歳時に血栓による右室流出路狭窄
のため血栓除去施行された．31 歳，32 歳，33 歳，34 歳時に血腫による流出路狭窄が生じ血腫除去術を施行され
た．【まとめ】RVOTR 遠隔期に，血腫圧迫による流出路狭窄が起こる可能性を認識する必要がある．

【背景】Fallot 四徴症（TOF）根治術後の生命予後は良好だが，術後 25 年以上の長期遠隔期の遺残症や心不
全に関する情報は少ない．【目的と方法】2009 年以降，TOF 術後 25 年以上の長期遠隔期に心不全を発症し，
当センターに入院となった連続 4 例の臨床データを後方視的に検討し，その特徴を明らかにする．【結果】根
治術時年齢は 4 ～ 19（中央値 14.5）歳，心不全発症時の年齢は 39 ～ 56（47）歳，根治術から心不全発症ま
では 25 ～ 40（37）年であった．術式は自己弁温存が 2 例，Rastelli 手術が 2 例で，BT シャントを経た例は
1 例であった．NYHA 分類は I 度 2 例，III 度 1 例，IV 度 1 例．症状は浮腫が 3 例，起座呼吸が 2 例，労作
時息切れが 2 例であった．CTR 62 ～ 71（65）%．BNP 90-452（243） pg/ml．調律は心房細動が 2 例，心房
粗動が 1 例，洞調律が 1 例で，QRS 幅は 142 ～ 206（163） ms であった．RVp/LVp 比は 0.41 ～ 0.59（0.51）．
 PR は重度 1 例，中等度 1 例，軽度 2 例，TR は中等度 2 例，軽度 2 例であった．VSD leak が 2 例でみられた．
RVEDVI 117 ～ 132（127） ml/m2，RV-EF 39 ～ 55（40）%，LVEDVI 126-262（220） ml/m2, LV-EF 46-58（51）
%であった．現在，1 例は PR, VSD leak に再手術を施行し症状改善，1 例は再手術待機中，2 例は内科管理
中である．【結語】TOF 術後長期遠隔期の心不全発症の原因は様々であるが，右室圧上昇よりも PR, TR，不
整脈，VSD leak が問題となっている．再手術の至適時期を逸している症例もみられ，専門医による経過観察
が重要である．
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ファロー四徴症術後遠隔期の大動脈拡大における動脈壁血管硬度の重要性I-03

成人大動脈縮窄修復術後患者の高血圧とその治療の現状I-04

関　　満 1），齋木　宏文 1），岩本　洋一 1），河野　一樹 1），葭葉　茂樹 1），竹田津　未生 1），小林　俊樹 1），
石戸　博隆 1），増谷　　聡 1），先崎　秀明 1）

1）埼玉医科大学国際医療センター　小児心臓科

藤本　一途 1），大内　秀雄 1），宮崎　　文 1），矢崎　　諭 1），杉山　　央 1），津田　悦子 1），山田　　修 1），鍵崎　康治 2），
市川　　肇 2）

1）国立循環器病研究センター 小児循環器科，2）国立循環器病研究センター 小児心臓血管外科

【背景】われわれはファロー四徴症患者の大動脈壁血管硬度は大動脈壁の組織学的変化を表し，大動脈径拡大
と関係している可能性を報告してきた．今回，大動脈壁血管硬度と大動脈径の経年変化率との関係を明らか
にするとともに年長児あるいは成人症例における特徴を検討した．【方法】対象はファロー四徴症術後の 32
症例（年齢：7.9 ± 9.4 歳）．大動脈径は心臓超音波検査にて上行大動脈径を計測，4-10 年の観察期間を経て
再度計測し，その経年変化率を算出した．これと心臓カテーテル検査時に得られた血管硬度指標としての脈
波伝搬速度（PWV）とを比較検討した．また年長児・成人症例に着目しその特徴を検討した．【結果】大動
脈径は前値が 19.8 ± 5.0mm（139 ± 28% of Normal），後値が 25.8 ± 3.6mm（143 ± 21% of Normal）であっ
た．その経年変化率は，PWV が高いほど有意に大きく（r2=0.3218, p<0.05），大動脈血管壁の硬化が，その
後の大動脈拡大を予測することが示された．成人症例では PWV の高い症例が多く，大動脈拡大の進行も早
い傾向を認めた．【考察】ファロー四徴症患者における大動脈壁血管硬度はその後の大動脈径拡大の要因の一
つと考えられた．また拡大進行を予測する有用な指標となりうる可能性を示唆すると同時に，成人症例では
加齢変化も影響して血管硬度はさらに上昇するため，より注意深い観察が必要となると思われた．

【背景】大動脈縮窄修復術後患者（CoA）は遠隔期に高血圧（HT）を高頻度に発症するが，本邦のその頻度
や治療の現状は不明である．【目的】CoA の遠隔期成人期 HT の発症率とその治療法の現状とその効果を明
らかにする．【対象，方法】当院フォロー中の 18 歳以上の CoA 患者 74 例（内，男性 38，心室中隔欠損合併
40 例）を対象とし，染色体異常，腎疾患等の全身性疾患合併例は除外した．最終修復術施行年齢は 0 ～ 43 歳（中
央値 1.3 歳）で，術後観察期間は 0 ～ 30 年（中央値 18.1 年）であった．対象の診療録を後方視的に検討し，
HT の定義は WHO 基準（収縮期血圧 140, 拡張期血圧 90mmHg 以上）とした．【結果】経過観察中に術後 0
～ 23 年（中央値 9.2 年）で内 32 例（43%）に降圧療法が開始され，最終経過観察時点では 28 例（38％）で
HT が観察された．内 22 例（30%）で投薬が継続され，内 10 例（45％）で有効と判断されていた．投薬はレ
ニンーアンギテンシンーアルドステロン（RAAS）系阻害薬が 18 例（アンギオテンシン変換酵素阻害剤が 10 例 , 
アンギオテンシン受容体拮抗剤 8 例）と最も多く , 以下β遮断薬（β）が 7 例 , 利尿剤が 3, その他 1 例で，1
例では RAAS 系とβが併用されていた．【まとめ】CoA 遠隔期には約 40%に HT が発症し，内約 80％で降圧
療法が施行され，約 50％で有効と判断されていた．
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単心室血行動態における心臓 MRI ガドリニウム遅延造影と心機能I-05

当院における 20 歳以上の先天性心疾患術後不整脈に対するアブレーション治療成績II-06

池田　亜希 1），近藤　千里 1），中西　敏雄 2），坂井　修二 1）

1）東京女子医科大学　画像診断・核医学科，2）東京女子医科大学　循環器小児科

尾崎　智康 1），岸本　慎太郎 1），青木　寿明 1），鈴木　嗣敏 1），中村　好秀 1）

1）大阪市立総合医療センター　小児不整脈科

背景と目的：虚血性心疾患や心筋症では心筋の線維化が MRI のガドリニウム（Gd）遅延造影（LGE）とし
て描出されることが組織学的に証明されている．先天性心疾患領域ではファロー四徴症以外でのその報告は
あまりみられない．今回，単心室血行動態における LGE と心機能の関連を検討した．対象と方法：2009 年
12 月から 2010 年 11 月に単心室血行動態で心臓 MRI 検査を施行した 13 例で，右室性単心室は 4 例，左室性
単心室は 4 例，二心室が 5 例である．年齢は中央値 24 才，フォローアップ期間 9 年．LGE は Gd 投与後，10
分で遅延造影像を IR 法（TR/TE/FA = 4/1.2/15, TI は Lock-Locker 法を撮影し選択）にて撮影した．心室
収縮能は cine 水平断面よりシンプソン法で求めた．心室壁運動異常はシンプソン法での時間容量曲線評価と
cine 水平，短軸断面での視覚的な評価を行った．結果：13 例中，LGE 陽性を 6 例に認め，そのうち駆出率（EF）
や壁運動低下を 3 例に認めた．LGE 陰性は 7 例で，EF 低下は 1 例，局所の壁運動異常を 2 例に認めた．ま
た，二心室では，5 例のうち LGE 陽性 3 例，陰性 2 例で，全例に壁運動異常を認め，単心室に比し高率だっ
た（p<0.05）．考察と結語：単心室血行動態では LGE と心機能に有意な関連はみられなかった．一方，二心
室形態は心機能低下の危険因子である可能性が示唆された．

【背景】先天性心疾患術後遠隔期に不整脈（主に頻脈性）を合併することがしばしば認められる．これらは内
科的治療に抵抗性のことが多く，非薬物治療が必要になる．近年，アブレーション治療では MDCT 画像と
組み合わせた 3 次元マッピングシステムの使用や，irrigated tip カテーテルの使用で成績が向上している．【対
象】20 歳以上の先天性心疾患術後不整脈にアブレーション治療を行った 35 名（男：女 =14:21），41 回のセッ
ション（4 回が 1 名，2 回が 3 名のセッション）を対象に治療成績を後方視的に検討した．【結果】急性期成
功は 28 名でこの内再発が 5 名，無効 7 名．成功率 80%であった．1 人の患者で複数の不整脈を有した者 6 名．
不整脈の内訳は，心房内回帰性頻拍 23 名（65%），房室結節回帰性頻拍 6 名（17%），巣状心房頻拍 3 名（9%），
心室頻拍 2 名（6%），心房細動 1 名（3%）であった．合併症は血腫 2 例，仮性動脈瘤 1 例で仮性動脈瘤は手
術を要したが恒久的な合併症は認めなかった．【考察】先天性心疾患術後症例では，血管の閉塞や手術による
心臓へのアクセスが制限されることにより，カテーテル操作が困難な場合が少なくないが，概ね良好な成績
であった．心不全や術前からの合併症を伴っている症例もしばしばあるため術中・術後管理や新たな合併症
に注意を要する．
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修正大血管転位症例の Double switch 手術後の不整脈II-07

思春期から若年成人期の先天性心疾患における心房細動に対する血行動態再建術の効果II-08

豊原　啓子 1），竹内　大二 1），梶村　いちげ 1），稲井　　慶 1），篠原　徳子 1），富松　宏文 1），山村　英司 1），
中西　敏雄 1），平松　健司 2），庄田　守男 3）

1）東京女子医科大学　循環器小児科，2）東京女子医科大学　心臓血管外科，3）東京女子医科大学　循環器内科

古川　央樹 1），宮崎　　文 2），坂口　平馬 2），大内　秀雄 2），鍵崎　康治 3），市川　　肇 3），山田　　修 2）

1）滋賀医科大学付属病院 小児科，2）国立循環器病研究センター 小児循環器診療部，3）国立循環器病研究センター 心臓血管外科

対象：Double switch 手術（DSO）を行った修正大血管転位 88 例のうち，術後早期死亡例及び当院の follow 
up から drop out した症例を除いた 64 例（平均 follow up 期間 14 年）について術後遠隔期の不整脈を検討した．
結果：{SLL}44 例，{IDD}20 例である．術後の頻脈性不整脈は 18 例（26%）に認めた．術前から存在したと考
えられる基質（WPW）が原因であったのが 1 例でアブレーションを行った．14 例は術後の心房粗動，心房
内リエントリー頻拍で出現時期は平均術後 5 年であった．3 例は心室頻拍でそれぞれ術後 8 年，13 年，15 年
後に認めた．1 例に ICD 植え込みを行った．術後の徐脈性不整脈は 13 例（20%）に認めた．洞不全症候群 5 例，
房室ブロック 7 例，両者の合併が 1 例であった．徐脈のため PMI を必要としたのは 11 例であった．永久ペー
スメーカー植込み（PMI）を行ったのは 11 例であった．6 例は術直後に PMI を，1 例は術後 4 年，2 例は 10 年，
2 例は 13 年で PMI を行った．術後，頻脈または徐脈を認め，治療を必要としたのは 25 例（39%）であった．
結論：修正大血管転位症例は頻脈及び徐脈性の不整脈の基質を有する率が高く，DSO 後遠隔期にも不整脈を
起こす頻度が高いため十分な観察が必要である．

【背景および目的】先天性心疾患患者では血行動態の破綻により若年期に心房細動（AF）を発症することが
ある．成人先天性心疾患 AF 合併例に施行した血行動態再建術の効果を検討すること．【対象および方法】
1995 年から 2008 年に血行動態再建術を施行した 15 歳以上の AF 合併先天性心疾患の 10 例．術後洞調律復
帰群（SR 群）と AF 持続群（AF 群）の二群に分け，その臨床像を診療録を用いて比較した．【結果】SR
群 6 例 （60%），AF 群 4 例 （40%）．このうち永続性心房細動 3 例，発作性・持続性心房細動 7 例．術式は
TCPC conversion 4 例，TVR 3 例，RVOTR 2 例，TAP（Kay）1 例．並行して Maze 8 例，PMI 3 例に施
行された．AF 発症から血行動態再建術までの期間は 36 ± 46 vs 93 ± 60 ヶ月（p=0.04）と SR 群で短かった．
SR 群では治療介入の前後で，CI （1.9 ± 0.4 vs 2.5 ± 0.7 L/min/㎡ , p=0.04），NYHA （2.6 ± 0.6 vs 1.8 ± 0.5, 
p=0.02）の改善を認めた．【結論】成人先天性心疾患では low output が背景にあることが多く，atrial kick は
血行動態維持において重要である．こういった背景からも血行動態の破綻を伴う AF に対しては血行動態再
建術を優先して考慮すべきと考える．また AF 発症後できる限り早期に血行動態再建を行うことで洞調律復
帰が期待できると考えられた．
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Fontan 術後遠隔期における不整脈手術を伴う Fontan conversion の効果II-09

術後 30 年以上経過したフォンタン患者の長期予後と Quality of lifeIII-10

平松　健司 1），松村　剛毅 1），小沼　武司 1），立石　実 1），小嶋　　愛 1），腰山　　宏 1），池田　ちひろ 1），宮入　聡嗣 1），
山崎　健二 1），中西　敏雄 2）

1）東京女子医科大学　心臓血管外科，2）東京女子医科大学　循環器小児科

稲井　　慶 1），島田　衣里子 1），清水　美妃子 1），篠原　徳子 1），富松　宏文 1），山村　英司 1），平松　健司 2），
中西　敏雄 1）

1）東京女子医科大学心臓病センター　循環器小児科，2）東京女子医科大学心臓病センター　心臓血管外科

【目的】Fontan 術後遠隔期においては心房拡大や血栓，不整脈等の為，人工血管型の Fontan 手術への
conversion が必要となってくる症例が存在する．特に心房性不整脈は重大な術後予後決定因子の一つであ
り，当院では Fontan conversion の際不整脈を合併している場合積極的に不整脈手術を施行する方針として
おりその効果を検討した．【対象】2010 年 10 月までに Fontan conversion を施行した症例は 38 例で，RF に
よる maze 手術 +pacemaker 植え込みを同時施行した 21 例と非施行 17 例の 2 群に分け臨床経過を比較検討．
手術時年齢は平均 25.8 歳，初回 Fontan からの interval は平均 14.7 年．術前 NYHA 分類は I 度 21%，II 度
74%，III 度 5%．平均 CTR58%，平均 SpO2 91%．術後経過観察期間は 53 ヶ月．【結果】3 例の急性期死亡例
を除き，1 年生存率は 80%，5 年生存率は 64%．術前洞調律は 43%であったが，生存例の 80%は pacemaker 
rhythm を含む regular rhythm．術後の CTR は平均 50%，SpO2 は平均 94%．術後 NYHA は I 度 74%，II
度 26%．術後心房性不整脈の回避率は maze 群 91% *，非 maze 群 43% （*=p<0.05 vs 非 maze 群）．【結語】
不整脈手術を伴う Fontan conversion の成績は良好であり，術後 regular rhythm を維持することは QOL を
改善する上で重要と考えられた．

【背景】フォンタン術後の成人患者数は年々増加しており，術後 30 年を経過する症例も出現しているが，長
期遠隔期の臨床像や QOL は未だに明らかとはいえない．【目的】フォンタン手術を施行して 30 年以上経過
した患者の臨床像を明らかにする．【方法と対象】当院でフォンタン手術を施行し，術後 30 年以上経過した
患者 10 例（年齢 33 － 48 歳，中央値 37 歳，男 4 例，女 6 例）について，医療記録などから後方視的に調査
した．心耳肺動脈吻合 7 例，Bjork 型 3 例で術後平均 32 年± 2 年であった．【結果】10 名中 9 名が心房細動
または心房頻拍の治療を受けていた．7 名が洞調律，2 名が心房細動で固定しており，1 名が pacemaker 植
え込みを行っていた．5 名に無症候性の右房内血栓が認められ，うち 2 名は肺梗塞の既往があった．3 例に
TCPC conversion が施行されていた．NYHAI ４例，NYHAII 5 例，NYHAIII 1 例であった．6 名は就業し
ており（１名はパートタイム），2 名は専業主婦で，2 名が就業できていなかった．9 名に抗凝固療法が施行
されており，7 名の患者はワーファリンを内服していた．また，1 例に蛋白漏出性胃腸症が発症していた．【結
語】フォンタン患者では術後 30 年でほぼ全例不整脈を合併し，半数に右房内血栓の既往があった．また，約
3/5 は NYHAII 以上であり，今後さらなる心不全の悪化が危惧される．
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成人期 Fontan 術後の長期経過の検討III-11

フォンタン術後患者の血行動態と合併症の推移III-12

林　　知宏 1），飯田　久子 1），吉永　大介 1），河村　加奈子 1），羽山　陽介 1），花岡　義行 1），荻野　佳代 1），
脇　　研自 1），新垣　義夫 1）

1）倉敷中央病院　小児科

大内　秀雄 1），宮崎　　文 1），山田　　修 1），矢崎　　諭 1），鍵崎　康治 2），市川　　肇 2）

1）国立循環器病研究センター小児循環器科，心不全部，2）国立循環器病研究センター心臓血管外科

【目的】成人期 Fontan 術後の問題点を，当科で 10 年以上経過を追跡した 18 才以上の例で検討．【対象と方
法】Fontan 術後，当科に最終受診歴が 3 年以内の 26 例．診療録を用いて後方視的に患者背景，合併症，患
者 QOL，予後などを検討．【結果】男 17 人，女 9 人．年齢分布 18 ～ 36 才（中央値 23 才），Fontan 施行時
年齢 2 ～ 17 才（中央値 6.5 才），観察期間 12 ～ 24 年（中央値 17 年）．modified Fontan 13 例，APC 6 例，
lateral tunnel 5 例，extracardiac TCPC 1 例，Bjork 1 例．NYHA 分類ではⅠ：16 例（61.5%），Ⅱ：5 例（19.2%），
不明：3 例で，約 80%の症例が NYHA Ⅰ - Ⅱの状態にあった．遠隔死亡は 2 例（7.7%）であった．合併症は，
不整脈 9 例（34.6％），心不全 4 例（15.4%），肝障害 4 例（15.4%），腎障害 2 例（7.7%），脳梗塞 3 例（11.5%）．
TCPC conversion などの再手術は 5 例（19.2%）で施行され，内 4 例は不整脈が契機となっていたが，再手
術後に不整脈を再発したのは 1 例のみであった．死亡した 2 例はいずれも心不全例だが，不整脈・肝腎障害・
脳梗塞などの多臓器障害も来していた．合併症なく経過した例は，全体の 30%であった．【結論】10 年以上
の長期に経過した Fontan 術後の成人において，生命予後は 90%を超えていたが，全体の 70%で何らかの合
併症を来していた．Failing Fontan の症例においては，不整脈例は TCPC conversion により予後の改善が期
待されるが，予後不良であった心不全例への対応が，今後の課題と考える．

【背景】フォンタン術後患者（F）の遠隔期血行動態悪化や不整脈（Arr），蛋白漏出性胃腸症（PLE）等の合
併症の発症頻度は不明である．【目的】経時的血行動態異常と合併症の頻度を明らかにする．【方法】術後 6
か月以降に心カテを受けた F336 例で（術後 5 年 n = 247，10 年 n = 155，15 年 n = 85，20 年 n = 30），合
併症［PLE，plastic bronchitis（PB），Arr］，異常血行動態［低酸素飽和度（l-SpO2 < 85%）， 低心係数（l-CI< 2.0），
高中心静脈圧 （h-CVP > 15mmHg）, 低心室駆出率（l-EF < 40%），肺静脈狭窄（PVO），中等度以上房室弁
閉鎖不全（AVVR）］の頻度を求めた．予定外入院と上記要因のない F を優良（E 群）とした． 【結果】E 群
は術後 5，10，20 年で各々 49%，36%，10%と減少し，合併症頻度は PLE（4%，5%，10%），PB（1%，1%，
0%），Arr（12%，15%，47%）で，異常血行動態は l-CI（2%，17%，20%），h-CVP（5%，9%，3%），l-EF

（4%，7%，3%），PVO（4%，3%，0%），AVVR（14%，16%，7%）であった．全体の死亡回避率は術後 10，
20，30 年で，97%，92%および 69%であった．【結論】F は経時的に低 CI，PLE，Arr の頻度が増加し，術後
20 年で優良 F は 10％であった．
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フォンタン型手術後遠隔期の酸素飽和度変動と心拍出量の関係III-13

成人期 failing Fontan 患者の検討III-14

齋木　宏文 1），先崎　秀明 1），増谷　　聡 1），小林　俊樹 1），竹田津　未生 1），石戸　博隆 1），葭葉　茂樹 1），河野　一樹 1），
岩本　洋一 1），小島　拓朗 1）

1）埼玉医科大学国際医療センター　小児心臓科

田中　靖彦 1），宮越　千里 1），三井　さやか 1），戸田　孝子 1），濱本　奈央 1），鈴木　一孝 1），金　　成海 1），
満下　紀恵 1），新居　正基 1），小野　安生 1）

1）静岡県立こども病院　循環器科

フォンタン型手術後遠隔期には体肺静脈短絡や肺内短絡などの右左短絡，硬い心室と高い後負荷による低心
拍出量の相互作用によりしばしばチアノーゼを合併する．この循環は右左短絡を残しながら体循環を維持す
る開窓型フォンタン循環において心拍出量が低下した病態に類似する．そこで我々は開窓型フォンタン症例
21 例 30 回のカテーテルデータを基に心拍出量，Qp/Qs など種々のパラメータを変動させたシュミレーショ
ンを行い，酸素飽和度（SaO2）に対する影響を予測した．次に実際の症例に対し DOB 負荷，心房ペースを
行い心拍出量（CO）が変化した際の SaO2 の変化を観察した．SaO2 は Qp/Qs，CO の低下に対し相乗的，
加速的に低下する傾向があり，Qp/Qs か CO のいずれかが維持されれば SaO2 の高度低下は免れやすいこと
が示された．症例毎の DOB 負荷や心房ペースに対する反応では，CO 増加に伴い Qp/Qs が低下する傾向が
あったが SaO2 は概ね維持され，特に LOS 症例では SaO2 がむしろ上昇する傾向を認めた．心房ペースは徐
脈による LOS には有効であったが，過剰な心拍数では CO，SaO2 が共に高度に低下する所見を認めた．結論：
右左短絡が高度な症例においても心拍出量増加は酸素飽和度と組織循環の改善に有効である．フォンタン循
環の機械的特性に見合った心拍数の設定は安定した遠隔期循環管理に強く寄与する可能性がある．

【背景】Fontan 型手術（F 術）により多くの複雑心奇形の患者の QOL が改善した一方で failing Fontan の状
態で成人期を迎える症例も蓄積されつつある．【目的】成人期 failing Fontan の臨床像を明らかにすること．【対
象方法】当院で F 術を行い 20 歳以降に生存している 49 例中，以下のいずれかの項目を満たし failing Fontan
と診断した 5 例に関し検討する．（1）CVP ＞ 16mmHg （2）SpO2 ＜ 90% （3）NYHA ≧ 3 （4）コントロール
困難な不整脈 （5）PLE （6）外科的介入が必要な残存病変【結果】年齢は 22-31 （中央値 23） 歳，男性 2 例女
性 3 例．F 術後年数は 9-22（中央値 10）年．F 術式は全例 TCPC であるが 1 例は APC からの conversion．
CVP の平均は 15mmHg（10-19），SaO2 の平均は 86%（80-94），4 例が SpO2<90%であった．HOT は 1 例の
み施行．低酸素血症の原因は VVshunt 2 例，肺動静脈瘻 2 例，拘束性肺障害 2 例 （重複あり）．NYHA 分類
は Class2 が 2 例 Class3 が 3 例．3 例はいったん就職したが退職を余儀なくされ現時点では全員が無職．合併
症として，肝硬変 5 例，不整脈 2 例，脳梗塞または一過性脳虚血 3 例，チアノーゼ腎症 3 例，精神疾患 1 例．

【考察】成人期 failing Fontan 患者は複雑な血行動態のため成人の循環器医師のみでのフォローは不可能であ
る一方，肝硬変や脳梗塞等の合併症の頻度も高いため内科医との協力が不可欠である．
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TCPC  conversion を如何に進めるべきか　施行例・拒絶例の検討IV-15

成人期段階的フォンタン手術の両方向性グレン手術時の酸素推移と追加肺血流の影響IV-16

中川　直美 1），鎌田　政博 1），石口　由希子 1），中野　　諭 1），久持　邦和 2），大庭　　治 2）

1）広島市立広島市民病院　循環器小児科，2）広島市立広島市民病院　心臓血管外科

吉澤　康祐 1），羽室　　護 1），今井　健太 1），吉川　英治 1），長門　久雄 1），大野　暢久 1），大谷　成裕 1），藤原　慶一 1），
山内　　淳 2），佃　　和弥 2），坂崎　尚徳 2）

1）兵庫県立尼崎病院　心臓血管外科，2）兵庫県立尼崎病院　小児循環器科

【背景】初期の Fontan 型手術は心房肺動脈連結法（APC）が主流であったが，遠隔期の不整脈，心房機能不
全などが問題になることが多く，近年 TCPC conversion（TC）例が増加している．【対象】APC 後の遠隔
期に TC を進言した 7 例（男 4，女 3）．基礎疾患：TA（Ib）2 例， TA（Ic）, TA（IIb），DILV/cTGA/PS,  
DORV/TGA/PS，PA/IVS 各 1 例．APC 施行年齢 2.9 ～ 9.9 歳．TC 進言理由は心房機能不全 4 例（下肢静
脈瘤合併 1 例），心房性不整脈 5 例，大動脈弁下狭窄（SAS）1 例，挙児希望 1 例．【結果】TC 施行 6 例（1
例は現在待機中），拒絶 1 例．1.TC 施行例：施行時年齢 14.5 ～ 33.5 歳．同時手術は SAS 解除，ペースメーカー
植込み，横隔膜縫縮術（横隔神経麻痺）各 1 例．術前アブレーション（Ab）3 例．TC 術前に中葉症候群合
併の 1 例は術後早期に肺炎，著しい低酸素血症に陥り PCPS を導入したが死亡．術前 NYHA class3 の 2 例中
1 例が死亡（前記），1 例は 1，class2 の 3 例も 1 に改善．生存例全てで BNP，T.Bil は低下．心房性不整脈は
3 例中 2 例 で消失．静脈瘤 1 例は著明に改善．2. 拒絶 1 例．37 歳女性．13 年前～ AF/AT を反復．失神あり．
6 年前に Ab で一旦消失したが 4 年前～再発．昨年 再 Ab したが消失せず，種々の抗不整脈薬でも抑制不良．
数年に渡り TC を進言するも拒絶．【結論】失った中葉症候群の 1 例では中葉切除を先行させるべきであった
かもしれない．また発作が life threatning でないだけに手術を拒否する症例もある．しかし TC は心房性不
整脈のコントロール，NYHA の改善などに寄与しており APC 例には導入を視野に入れて検討することが必
要と考えられる．

【背景】われわれは未介入あるいは姑息手術のみで成人期を迎えた機能的単心室患者を積極的に再評価し，段
階的フォンタン手術を行っている．成人では小児に比べて SVC の血流が相対的に少ないこともあり，両方
向性グレン手術（BDG）後に低酸素血症を強く来すことが多い．当院では BDG 時に追加肺血流として肺動
脈狭窄（PS）の血流を残している．【目的】成人期 BDG 前後の経過から BDG 術後の SpO2 の推移，追加肺
血流の影響について検討すること．【対象】18 歳以上のフォンタン型手術非到達 25 例中，再評価により手
術適応（PAP ≦ 15mmHg，Rp ≦ 4.0）と判断し BDG を行った 8 例を，PS で追加肺血流を残した 5 例（S
群），肺動脈閉鎖で追加肺血流の残らなかった 3 例（A 群）に分けて検討した．追加肺血流としては人工心肺
離脱時の SpO2 を参考にして 4 例に PA をそのまま残し，1 例に PAB を行った．BDG 後は TCPC までの期
間全例に酸素 2L を投与している．【結果】手術死亡なし．A 群に病院死亡 1 例で，重症肺炎により失った．
SpO2，PAP の各群における推移を下表に示す（数字は平均値）．両側 SVC は 2 例（いずれも A 群）であり，
その BDG 後 SpO2 は平均 75%であった．S 群の 1 例が TCPS で，その BDG 後 SpO2 は 92%であった．房室
弁逆流に対して手術介入した症例は 3 例で，逆流が悪化した症例はなかった．S 群は全例翌日までに抜管した．
A 群の平均挿管期間は 5 日であった．【結語】追加肺血流の残らなかった群では BDG 後の低酸素血症が強く，
早期フォンタン介入や，BDG 時の積極的な追加肺血流作成に関して今後の検討が必要である．
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 Eisenmenger 症候群成人例の罹病率・生存率および内科的管理の検討 IV-17

当科における肺高血圧合併成人先天性心疾患の予後IV-18

坂崎　尚徳 1），丹羽　公一郎 2），中西　敏雄 3），佐地　　勉 4），赤木　禎治 5），須田　憲治 6）

1）兵庫県立尼崎病院  小児循環器科，2）千葉県立循環器病センター成人先天性心疾患診療部，3）東京女子医科大学  循環器小児科，
4）東邦大学大森病院  小児科，5）岡山大学病院  循環器疾患治療部，6）久留米大学  循環器小児科

建部　俊介 1），福本　義弘 1），杉村　宏一郎 1），佐藤　公雄 1），三浦　　裕 1），宮道　沙織 1），下川　宏明 1）

1）東北大学循環器内科

【背景】前年度までの後方視的研究により，Eisenmenger 症候群（ES）成人例の罹病率，生存率，内科的管
理，死亡に関する危険因子が明らかになった．これらのデータを検証するために，今年度から前向き研究を
計画している．【前方視的研究の計画】登録後 3 ヶ月以内に以下の臨床データを調べる．demographic data, 
染色体異常 , 過去の全身合併症 , 体重 , 身長 , 血圧 ,NYHA FC,social status, SPO2, 心胸郭比 ,ECGparameter, 
UCGparameter, HolterECG, 血 液 検 査（RBC Hb Ht Plt Fe UIBC ferritin BNP BNP-NT pro hANP　PT 
APTT fibrinogen，proteinC,S, 等）. さらに原則造影 CTscan を行い，左右肺動脈径を測定する．内科的管理
については，抗心不全治療，抗不整脈治療，抗凝固療法，抗血小板療法，抗高尿酸血症治療の開始時期，投
与量を調べる．DSTについては，適応と開始前の臨床データを調べる．登録後1年以内のendpointを評価する．
Primary endpoint：生存死亡 , Secondary endpoint：NYHA 悪化，不整脈（VT，AF）の出現，全身合併症（脳
梗塞，肺動脈血栓塞栓症，肺出血，大量鼻出血，腎不全，痛風等）の出現登録 1 年に，上記臨床データ（CT
検査以外）を再度検査する．新たに始まった内科的管理については，その適応と投与量を調べ，中止薬剤に
ついてはその理由を調べる．【今後の展望】本研究については，5 年間を予定しているが，その間に ES の登
録システムを検討し，将来的には，リアルタイムに情報を共有できるシステムの構築を目指す．【前向き研究
への参加依頼】現在，登録数の見込みが少なく，本学会の参加施設に是非とも本研究への参加を依頼する次
第である．

背景：治療法の進歩により肺高血圧（PH）を合併した成人先天性心疾患（ACHD）患者の増加が見込まれる
が，PH 合併心内修復後症例（ICR）の予後については報告が少ない．
方法と対象：当科PHデータベースを用い，PH合併ACHD患者の予後を死亡または肺移植をEndpointとして，
生存曲線を他の group1 PH subgroup （Dana point）のそれと Logrank 検定にて比較した．調査期間は 2000
年 8 月～ 2010 年 4 月．結果：PH（ｍ PAP ≧ 25mmHg）348 例のうち group 1PH 129 例．PH 合併 ACHD（ACHD
群）は 40 例であった．40 例中，Eisenmenger 症候群は 11 例（E 群），ICR 後の PH 合併例 14 例（ICR 群），
未手術例など 15 例．ICR 群の平均ｍ PA 圧，PVR，BNP は 53mmHg，11WU，424pg/ml．group1 全体の 5
年生存率は 61％．観察期間 1354 日（中央値）で，イベントは E 群 4 例（死亡 3，肺移植（+ICR）1），ICR
群 3 例（死亡１，肺移植 2）で認められた．ICR 群，E 群の 5 年生存率はそれぞれ 80％，50％．ACHD 群は
IPAH，CTD － PH 群より有意に生存率が高かった（各々ｐ＝ 0.03，0.02）が，ICR 群は他の subgroup との
間に有意差が無かった．結論：心内修復後 PH 合併 ACHD 患者の一部に予後不良例が存在する．
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フォンタン術後患者の帝王切開術の麻酔経験V-19

マルファン症候群合併妊娠における大動脈拡大 / 解離のリスク因子V-20

満瀬　哲郎 1），八浪　浩一 2）

1）熊本市民病院　麻酔科，2）熊本市民病院　小児循環器科

桂木　真司 1），根木　玲子 1），山中　　薫 1），上田　恵子 1），神谷　千津子 1），吉松　　淳 1），森崎　裕子 2），池田　智明 1）

1）国立循環器病研究センター　周産期・婦人科，2）国立循環器病研究センター　臨床遺伝科

今回集学的治療により無事管理しえたフォンタン術後帝王切開症例の麻酔を経験したので報告する．【症例】
32 歳女性．三尖弁閉鎖症（1c）の診断で生後 3 か月に肺動脈絞扼術，2 歳頃右 BT shunt 術，5 歳でフォンタ
ン手術を受けた．26 歳で結婚，27 歳に不整脈（Af），心不全（EF22％）が出現し，DC，抗不整脈，ワルファ
リン治療で症状が一時改善するも肺への循環が悪く，28 歳で TCPC conversion+ ペースメーカー植込術を受
け，以後経過順調であった．妊娠出産の希望が強く，十分な IC のもと当院で管理となった．妊娠反応陽性（無
月経 4 週 4 日）で入院し，ワルファリンからヘパリン治療に切り換えた．妊娠 15 週ワルファリン再開し一時
退院後，28 週で再入院．【周術期経過】産科，循環器科，麻酔科で管理方針を検討した．入院時子宮収縮が
みられ tocolysis が開始された．tocolysis の増量，IUGR の所見等から 30 週 2 日よりヘパリン治療に切り換
え，31 週 0 日で帝王切開を予定した．麻酔法は陽圧換気となる全身麻酔を避け，術後鎮痛も考慮した脊髄く
も膜下硬膜外併用麻酔で行い，観血圧，CVP をモニターした．出血量は 1829 ｇで濃厚赤血球４単位を輸血し，
呼吸循環動態は安定して経過した．術後 1 日にヘパリン，術後 3 日からワルファリンとアスピリンを再開し，
順調な経過をたどり術後 13 日に退院となった．

【目的】上行大動脈の拡張，解離は母体死亡にも関連する重篤な合併症の一つである．本邦におけるマルファ
ン症候群合併妊娠患者における，大動脈の拡張，解離のリスク因子を検討した．【方法】1985 年から 2007 年
の期間に当施設にて妊娠分娩管理を行ったマルファン症候群 28 名を対象とした．妊娠中及び産褥期に大動脈
の拡大か大動脈解離を認めた大動脈拡大 / 解離群（11 名）とそれ以外，非拡大 / 解離群（17 名）に分類し下
記項目を検討した．母体の年齢，BMI，高血圧，心エコー所見（バルサルバ洞の径，左右の心室の機能，大
動脈弁，僧帽弁逆流），家族歴，分娩方法，遺伝子異常．【成績】妊娠初期のバルサルバ洞径は大動脈拡大 /
解離群，非拡大 / 解離群の順に 44.1mm（36-61mm） vs 34.8mm（28-45mm） （p ＜ 0.005），バルサルバ洞径
40mm を超える例は同順に（6/7, 86% vs 3/14, 21% , p ＜ 0.01）であった．バルサルバ洞径の拡大のスピード
は同順に （4mm/ 年 vs 0.5mm/ 年 , p ＜ 0.005）であった．大動脈弁逆流，僧帽弁逸脱症も大動脈拡張 / 解離
群において非拡大 / 解離群より有意に多く認めた．【結論】本邦におけるマルファン症候群合併妊娠の大動脈
拡張 / 解離のリスク因子としてバルサルバ洞の拡大（≧ 40mm），バルサルバ洞の拡大のスピード，大動脈弁
逆流，僧帽弁逸脱症が示唆された．
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ファロー四徴症術後女性における妊娠・分娩の心機能への影響V-21

成人先天性心疾患患者の運動能低下は低出生体重と母体の出産時合併症と関連するV-22

神谷　千津子 1），岩宮　　正 2），堀内　　縁 1），林　　永修 1），佐々木　禎仁 1），上田　恵子 1），山中　　薫 1），
桂木　真司 1），根木　玲子 1），池田　智明 1）

1）国立循環器病研究センター　周産期・婦人科，2）大阪府立成人病センター　婦人科

田部　有香 1），大内　秀雄 1），神谷　千津子 2），宮崎　　文 1），池田　智明 2），山田　　修 1）

1）国立循環器病研究センター 小児循環器科，2）国立循環器病研究センター 周産期科

【目的】医療技術の進歩に伴い，先天性心疾患合併妊娠数も増加している．チアノーゼ性心疾患の中でも修復
術により比較的予後良好であるファロー四徴症術後女性において，妊娠，分娩による心機能への影響を検討
した．【方法】1990 年から 2009 年に，当院で周産期管理したファロー四徴症術後女性の妊娠，分娩とその前
後の心機能の変化を後方視的に検討した．【成績】23 例 37 分娩を対象とした．妊娠回数は，1 回が 13 例，2
回が 6 例，3 回が 4 例である．妊娠前 NYHA 分類では，Ⅲ度が 1 例存在したのみで，他は全例Ⅰ度であった．
分娩時平均年齢は 28.3 歳（20 ～ 40 歳），妊娠期間は平均 37 週 6 日（30 週 2 日～ 43 週 3 日），早産を 8 例（22%）
に認め，平均出生体重は 2680g（1278 ～ 3522g）であった．分娩様式は，29 例（78%）が経膣分娩，8 例（22%）
が帝王切開であった．妊娠，分娩を契機とした心血管イベント（NYHA の悪化，心不全・不整脈の出現や増悪）
を 7 例（19%）に認めた．7 例中 6 例において，右心拡大などの心臓超音波所見の異常は不可逆的であった．

【結論】ファロー四徴症術後女性において妊娠・分娩経過は概ね良好であった．しかしながら，妊娠，分娩を
契機に右心拡大などが進行することがあり，長期予後を考慮した妊娠，分娩管理の必要性が示唆された．

【背景】近年，成人先天性心疾患（ACHD）の妊娠・出産する機会が増加し，その周産期の母子の危険因子の
一つに妊婦の低身体活動性（高 NYHA クラス）が指摘されている．しかし，活動性の客観的な指標がない現
状にある．【目的】当院で心肺運動負荷試験（CPX）が施行された ACHD 中，出産経験例の運動耐容能と周
産期の母子状況の関連を検討する．【対象，方法】分娩前後 5 年以内に CPX が施行された 33 例（NYHA 1.3 
± 0.6，ASD4 例，VSD6 例，TOF8 例，その他 15 例）を対象とし，出産時の体重（g），合併症の有無，母
体の心不全進行の有無，その他合併症の有無を最高酸素摂取量（Peak VO2：ml/kg/min）との関連を後方視
的に検討した．また，健常対照からの出産児との比較も行った．【結果】対照児に比べ ACHD からの出産児
の在胎週数は短く（40 ± 1，35 ± 7，p<0.01），出生体重は小さく（3140 ± 332，2587 ± 586，p<0.001），
その出生体重は母体の peak VO2 と正相関を示した（r = 0.59，p<0.001）．また，出産時に合併症のあった
群はなかった群に比べ NYHA クラスで差はなかったが，peak VO2 は有意に低かった（28 ± 6，24 ± 4，
p<0.05）．【結論】ACHD の低い運動耐容能はその胎児発育や母体の心事故を予測し，CPX は ACHD の妊娠，
出産に有用な情報を提供する．
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フォンタン手術後の思春期患者に対する生涯患者教室を開催して〜妊娠・出産のリスクと
避妊方法〜

V-23

心内修復術後遠隔期の大動脈基部置換術 3 例の経験VI-24

大原　三代子 1），城戸　佐知子 2），平井　重世 1），谷本　江利子 1），杉友　ユリ 3），中西　亜希子 3），檜田　隆子 3），
泊　　菊子 4），深江　登志子 4），大西　美樹 4）

1）兵庫県立こども病院　循環器主体Ｂ病棟，2）兵庫県立こども病院　循環器内科，3）兵庫県立こども病院　産科病棟，
4）兵庫県立こども病院　外来

猪飼　秋夫 1），小泉　淳一 1），岩瀬　友幸 1），菅野　勝義 1），佐藤　陽子 2），高橋　　信 2），小山　耕太郎 2），岡林　　均 1）

1）岩手医科大学附属病院循環器医療センター　心臓血管外科，2）岩手医科大学附属病院循環器医療センター　循環器小児科

【目的】フォンタン手術後患者に対し妊娠・出産のリスクは説明されているが，患者の理解は充分でない．正
しい知識の提供と患者交流による思いの表出を目指して，他職種と連携した患者教室を開催し，成果を得た
ため報告する．【方法】Ａ病院に通院中の 20 歳前後フォンタン手術後女性患者を対象に，患者教室を開催した．
循環器科医師，看護師，助産師，小児専門看護師，臨床心理士が参加した．医師よりフォンタン循環と生活
上の注意・妊娠・出産のリスク，相談窓口の説明，フリートークで，自愛精神に働きかけながら助産師より
避妊に関する知識提供を行った．実施後，患者満足度等についてアンケート調査を行い評価した．【倫理的配
慮】目的，匿名性の保持，参加の自由について患者・家族に口頭で説明し，同意を得た．【結果】参加者は 7
名（17 ～ 23 歳）．講義に関しては，全員が「理解できた」と回答した．フリートークに関して「一人で煮詰まっ
ていたが相談できてよかった」「仲間がいる事を知れてうれしい」等の意見があった．参加の満足度に関して
は全員が「大変よかった」と回答し，「勇気がでた」「安心した」との意見が多かった．【考察】患者は家族や
友人にも言えない思いを抱えていたが，医療者による知識の提供と患者間の交流は社会的自立に勇気を与え
ていた．患者のニーズを知り，専門性を活かした患者教室は効果的な支援となった．今後も長期展望のもと
患者教室の定着が必要である．

【背景と目的】ファロー四徴症根治術後，大血管転換手術後などの大動脈基部の拡大は，成人期に注目される
所見であり，将来の瘤破裂の危険性を有しているが，現在その治療方針は定かではない．当院で経験した心
内修復術後遠隔期に大動脈弁閉鎖不全に対する大動脈弁置換の治療の一環として大動脈基部置換（Bentall 手
術）を行った 3 例について報告する．【対象】１）19 歳男性，ファロー四徴症．先行手術：体肺動脈短絡術（4 ヶ
月），心内修復術（5 歳）．２）22 歳女性，完全大血管転位．先行手術：体肺動脈短絡術，肺動脈絞扼術（3 ヶ月），
大血管転換手術（3 歳）．３）15 歳女性，大動脈縮窄複合．大動脈弓再建，心室中隔欠損閉鎖，大動脈弁下狭
窄解除（6 ヶ月）．症例 1，2 には大動脈弁逆流と大動脈基部拡大の進行に対して，機械弁を用いた composite 
graft による Bentall 手術を行った．症例 1 では同時に機械弁による右室流出路再建を行った．また症例 3 は
大動脈再縮窄を呈しており，また挙児希望であり，生体弁に対する再弁置換を考慮し，狭小な基部に対して
生体弁を用いた composite graft による Bentall 手術と大動脈再縮窄に対して大動脈弓部全置換術を同時に
行った．症例 3 に対しては術後補助循環を必要としたが，回復し，3 例とも現在は外来にて経過観察中である．

【結語】術後遠隔期の大動脈基部に対する再手術として，Bentall 手術を行った．成人心臓外科領域で確立さ
れた大動脈基部に対する手術の成人先天性心疾患に対する適応は今後更なる検討を要する．
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心房心室不一致に対する Double switch 術の長期予後の検討VI-25

成人期に外科治療を要した房室中隔欠損症の臨床像VI-26

島田　衣里子 1），稲井　　慶 1），篠原　徳子 1），富松　宏文 1），山村　英司 1），中西　敏雄 1）

1）東京女子医科大学病院　循環器小児科

笠間 啓一郎 1），江村　佳子 1），鈴木　伸一 1），磯松　幸尚 1），益田　宗孝 1），金　　晶恵 2），咲間　裕之 2），市川　泰広 2），
西澤　　崇 2），岩本　眞理 2）

1）横浜市立大学附属病院　外科治療学　心臓血管外科，2）横浜市立大学附属病院　小児循環器科

【はじめに】心房心室不一致に対する術式としてダブルスイッチ術が確立されているが，その長期的予後につ
いての検討は少ない．当施設での長期予後について検討したため報告する．【方法】対象は 1983 年から 2010
年の 27 年間にダブルスイッチ術を施行した 88 例（Rastelli 手術＋ Mustard/Senning 手術；71 例 , Jatene 手
術＋ Mustard/Senning 手術；17 例）．手術時平均年齢は 5 ± 4 歳（3 ヶ月 -24 歳）．周術期死亡が 7 例で，残
る 81 例のうち 69 例について後方視的に検討した．平均フォロー期間 12 ± 5 年（2-20 年）だった．【結果】
69 例中遠隔期死亡は 8 例（突然死 4 例 , 心不全 1 例 , plastic bronchitis1 例 , 感染性心内膜炎 1 例 , 不明 1 例 ）．
NYHA Ⅰ 48 例，Ⅱ 10 例，Ⅲ 2 例，Ⅳ 1 例であった．2 例が蛋白漏出性胃腸症の管理に難渋している．再手
術として Rastelli 術 3 例，SAS 解除術 1 例，Rastelli 術＋ SAS 解除術 2 例，弁置換術 2 例，弁形成術 1 例が
行われ，肺動脈狭窄に対し 12 例，SVC 狭窄に対し 5 例にカテーテル治療を行った．また，SAS と AR の進
行に対し 2 例が手術待機中である．8 例がペースメーカー植え込みとなり，1 例が ICD 植え込みとなった．【結
語】ダブルスイッチ術後の長期予後について検討した．こうした症例の経験を踏まえたフォローが今後必要
と考えられた．

過去 20 年間に当院で成人期に外科治療を要した房室中隔欠損症は 6 例存在した．平均年齢は 40 歳（28-61）
男性 1 例，女性 5 例であった．Down 症に合併した症例は 1 例であった．不完全型 5 例，完全型 1 例であった．
初回手術の 4 例はすべてに僧帽弁 Cleft 閉鎖 +ASD 自己心膜パッチ閉鎖を実施し，2 例に僧帽弁弁輪縫縮を，
1 例に人工腱索による僧帽弁形成を行った．同時手術として冠動脈バイパス術 1 例，三尖弁輪形成術 1 例，
三尖弁形成術 1 例であった．再手術症例は 2 例存在し，完全型 1 例，不完全型 1 例であった．いずれも僧帽
弁逆流増悪による心不全が原因であった．再手術は僧帽弁 Cleft 閉鎖に加え，僧帽弁弁輪縫縮を Partial ring，
もしくは両側 Kay Reed 法を用いて実施した．6 例中 3 例に心房細動を合併した．発作性心房細動の 1 例を
除いた 2 例のうち 1 例に Cryomaze を追加した．1 例は左房径の拡大及び，Af 罹患歴より適応外と判断した．
成人期心内膜床欠損症は房室弁逆流による重症化や心房粗細動の合併などにより重症化することがあり，外
科手術のタイミングも含め慎重な対応が必要と考える．
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高齢心房中隔欠損症患者におけるカテーテル閉鎖術後の房室弁逆流の変化についてVI-27

成人期における先天性心臓病再手術症例の検討VI-28

中川　晃志 1），赤木　禎治 2），木島　康文 1），谷口　　学 2），草野　研吾 1），伊藤　　浩 1），佐野　俊二 3）

1）岡山大学病院　循環器内科，2）岡山大学病院　循環器疾患治療部，3）岡山大学病院　心臓血管外科

帯刀　英樹 1），栗栖　和宏 1），落合　由恵 1），岩井　敏郎 1），恩塚　龍士 1），瀬瀬　　顯 1）

1）九州厚生年金病院　心臓血管外科

背景 : 心房中隔欠損症（ASD）カテーテル閉鎖術は高齢者においても安全性や有用性が報告されてきている
が，長期予後や弁膜症の変化については十分に検討されていない．目的・方法：2010 年 10 月までに ASD
カテーテル閉鎖術を施行した 70 歳以上の患者連続 37 例（70-84 歳，平均欠損孔径　20.2 ± 6.4 mm）につい
て，長期予後と術前後での三尖弁逆流（TR）および僧帽弁逆流（MR）の変化について検討を行った．結果：
閉鎖後 6 カ月後以上のフォローをし得た 27 名（平均フォローアップ期間 19.1 ± 11.3 ヶ月）において，74％

（20/27 例）に NYHA クラスの改善が認められた．術前に中等度以上の TR を認めた例においては 65%（11/17
例）で軽減が認められた一方，MR については 37％（10/27 例）で術後に増悪を認め，残る例では不変であっ
た．MR 増悪は高血圧症の併存との関連を認め，またフォローアップ時の BNP 値とは有意な相関を認めた
が，NYHA クラスとは有意な相関を認めなかった．結語： 高齢 ASD 患者においても，カテーテル閉鎖術後
に TR の多くは軽減が認められた．MR は増悪の懸念が示唆されたが，自覚症状との関連は認められなかった．

【目的】当院における成人期再手術症例につき検討を加えた．【対象】1990 年以降に行った成人先天性心臓病
手術は124例あり，そのうちの再手術症例26例を対象とした．原疾患の内訳は単心室症群で三尖弁閉鎖症3例，
大血管転位 2 例，二心室症群ではファロー四徴症 8 例，肺動脈閉鎖 / 心室中隔欠損症 5 例，心室中隔欠損症 3 例，
大動脈縮窄症 2 例，房室中隔欠損症，大動脈肺動脈窓，修正大血管転位症が各 1 例であった．【結果】再手術
時平均年齢は27.4歳，平均体重は52.8kgであった．最終先行手術より再手術までの期間は平均17.4年であった．
再手術は単心室症群でフォンタン手術 3 例，TCPC conversion, 側方トンネルのリーク閉鎖が 1 例ずつ，二心
室症群で再右室流出路再建術 8 例，導管再置換術 4 例，ラステリ手術 2 例，大動脈縮窄症再手術 2 例，大動
脈弁置換術，上行大動脈置換術，僧帽弁形成術，VSD 再閉鎖，セントラルシャント術が各々 1 例ずつであった．
観察期間は中央値 6.2 年であり，手術死亡は 1 例のみで遠隔期死亡は認められなかった．現在の NYHA 分類
は 2 例を除き 2 以下であった．10 例（38％）に不整脈がみられ 4 例でアブレーション治療，5 例でペースメー
カー装着が必要であった．ペースメーカー手術を除きさらに再手術を必要とした症例はなかった．【結語】疾
患群，手術は多種多様にわたるが手術成績は概ね満足のいくものであった．しかしながら不整脈合併例が多く，
更なる注意深い観察が必要と考えられた．
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成人先天性心疾患患者の QOL と影響要因VII-29

成人先天性心疾患患者の精神的健康を規定する要因VII-30

水野　芳子 1），榎本　淳子 2），白井　丈晶 1），小川　純子 3），立野　　滋 1），川副　泰隆 1），村上　智明 1），森島　宏子 1），
堀端　洋子 1），丹羽　公一郎 1）

1）千葉県循環器病センター　成人先天性心疾患診療部，2）東洋大学　文学部，3）淑徳大学　看護学部

榎本　淳子 1），中澤　　潤 2），水野　芳子 3），白井　丈晶 3），小川　純子 4），丹羽　公一郎 3）

1）東洋大学文学部，2）千葉大学，3）千葉県循環器病センター，4）淑徳大学

【目的】成人先天性心疾患（ACHD）患者の QOL への影響要因を検討する．【方法】＜対象＞専門病院に通
院する 20 才以上の ACHD 患者．＜方法＞健康関連 QOL 尺度日本語版 SF-36 及び半構成面接．＜倫理的
配慮＞当該病院倫理委員会の承認と，対象者に文書で説明し承諾を得た．【結果】対象 71 名（男性 40 女性
31）．年齢：20 代 36 名（50.7%）30 代 19 名（26.8%）40 代以上 16 名（22.5%）．疾患：チアノーゼ型未修復 7
名・修復後 29 名，非チアノーゼ型 35 名．NYHA：Ⅰ 58 名，Ⅱ 12 名，Ⅲ１名．就業：常勤 44 名（62%）主
婦 6 名（8.5%）学生 6 名（8.4%）．国民標準値と結果の平均値を比較し，20 歳代・40 歳代以上女性の MCS
と 30 歳代男性・40 歳代以上女性の PCS が低かった．個別の値は，20 歳代で MCS 低値が 36 名中 10 名（27.8%）
と多く，PCS 低値は 20 歳代・30 歳代・40 歳代以上は其々 36 名中 7 名（19.4%）・19 名中 7 名（36.8%）・16
名中 6 名（37.5%）だった．修復後で NYHA Ⅰの 50 名中，PCS 低値が 9 名で男性 5 名中常勤 4 名，女性 4
名中主婦 3 名．MCS 低値は 7 名で性別・職業に特徴はなく，不整脈・再手術に不安があった．【考察】身体
的健康の認知は年齢・病態のみでなく就業状況との関連も推察された．不整脈や再手術などに不安があり，
心理的支援の重要性が示唆された．

【背景・目的】成人先天性心疾患（以下 ACHD）患者において，不安や抑うつ傾向が強いなど精神面での問
題が指摘されている．本調査では患者の精神的健康を規定している心理的特徴を明らかにし，患者の安定し
た精神的健康には何が必要であるかを検討する．【方法】対象者：ACHD 患者 48 名（男 28 名，女 20 名）．
年齢は 18-39 歳．調査内容：心理的特徴として 1. 独立意識尺度（下位尺度は ｢独立性｣，｢親への依存性｣），2. 
社会的問題解決尺度，3. Locus of Control 尺度，4. 自尊感情尺度から成る質問紙を実施，さらに SF-36 を実
施し，精神的健康（MCS）を求めた．【結果・考察】｢精神的健康｣ を規定している心理的特徴を明らかにす
るために共分散構造分析によるパス解析を行った．その結果，｢精神的健康｣ を直接的に規定しているのは ｢
社会的問題解決｣ であること，さらにその ｢社会的問題解決｣ には主に患者の ｢独立性｣ の高さが関連して
いることが示された．このことから精神的健康を左右する大きな要因は，日常生活で生じる問題を理解し解
決する力であり，これらのスキルを得ることが安定した精神的健康につながっていくと考えられる．またこ
の社会的問題解決力を得るには主体的に自己決定できる独立性が重要である．ACHD 患者は社会的経験が少
なく，また親に依存せざるを得ない面もあるが，そういった状況においても主体的に自己決定をし，様々な
問題を自分で解決する力を身につけることが，安定した精神的健康には必要である．
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22q11.2 欠失症候群における肺動脈閉鎖兼心室中隔欠損，主要体肺側副動脈成人症例の検討VII-31

当科における成人先天性心疾患患者の入院状況ー最近の変化ーVIII-32

前田　　潤 1），宮田　功一 1），柴田　映道 1），古道　一樹 1），福島　裕之 1），山岸　敬幸 1）

1）慶應義塾大学医学部　小児科

稲井　　慶 1），島田　衣里子 1），園田　幸司 1），池原　　聡 1），篠原　徳子 1），中西　敏雄 1）

1）東京女子医科大学心臓病センター　循環器小児科

【背景と目的】肺動脈閉鎖兼心室中隔欠損，主要体肺側副動脈（PAVSD-MAPCA）は，22q11.2 欠失症候群
（22q11DS）に特徴的な複雑心奇形で，心内修復術（ICR）に至るまで複数回の姑息手術（PR）が必要であり，
ICR 適応外で PR にとどまる場合もある．当院で成人期に達した 22q11DS を有する PAVSD-MAPCA 症例の
転帰を後方視的に検討した．【対象】22q11DS 及び PAVSD-MAPCA で手術が行われ，16 歳以上まで経過観
察した 7 名（男 2 名，女 5 名，年齢 16 ～ 37 歳，中央値 24 歳）．22q11DS がなく，PAVSD-MAPCA で手術
が行われた 3 例（女 3 例，年齢 16 ～ 34 歳，中央値 18 歳）を比較対照とした．【結果】対象 7 例中 ICR は 3 例，
PR は 5 例に行われ，各々 1 例に術後死亡を認めた．PR 5 例中 4 例は肺血管低形成，1 例は肺高血圧のため，
ICR 適応外と診断された．ICR3 例では，術後肺高血圧が残存し，全例が内科的治療抵抗性で，再手術（心室
中隔欠損作製 1 例，肺動脈弁挿入 2 例）を要した．22q11DS のない 3 例では，全例に ICR が行われ，死亡症
例はなく，術後内科的治療のみで経過観察可能であった．対象 7 例中 3 例に幻聴や不穏等の精神症状が出現し，
抗精神病薬が投与された．7 例中 4 例で側彎が進行し，1 例に脊椎固定術が行われた．また，7 例全例で就労，
普通学校通学が不可能であった．【結語】22q11DS における PAVSD-MAPCA 成人症例では，肺血管分布異常，
肺高血圧により ICR 到達が困難な傾向があり，ICR 後も再手術が必要な場合がある．また，退院後の社会的
適応は心外合併症にも大きく影響され，全人的サポートが必要である．

【背景】成人先天性心疾患患者の増加とともに，入院を必要とする患者も増え，今後，新たな病棟体制や対応
法を検討する必要があると思われる．【目的】入院を必要とした成人先天性心疾患患者の臨床的特徴を調査し，
5 年前と比較して，その変化について検討する．【対象と方法】2009 年 11 月から 2010 年 10 月までの 1 年間
に当科病棟に入院した 20 歳以上の患者について検討し，2004 年のデータと比較して考察した．【結果】期間
内の入院患者は 309 名（20 代 119 名，30 代 85 名，40 代 42 名，50 代 28 名，60 代 28 名，70 代 7 名）．平均
年齢は 38 歳．このうち緊急入院は 56 名で，主な入院理由は急性心不全 30％，不整脈 25％，喀血 10％，蛋
白漏出性胃腸症 5％，感染性心内膜炎 5%であった．ICU 入室者は 10 名．死亡は 6 名であった．
2004 年には総入院数は 145 名（20 代 86 名，30 代 45 名 40 代 6 名，50 代 6 名，60 代 2 名）．平均年齢 31 歳．
このうち緊急入院は 43 名で，主な入院理由は，不整脈 29％，急性心不全 21％，喀血 9％，蛋白漏出性胃腸症 7％，
感染性心内膜炎 6%であった．ICU 入室者は 5 名，死亡は 2 名．【結語】ここ 5 年で，GUCH 病棟は緊急入院
が増加するとともに，高齢化，重症化の一途を辿っている．マンパワーの増加を含めた，重症患者に迅速に
対応できる体制を整えることが危急の課題であると考えられた．
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心不全が主因で予定外入院を要した成人先天性心疾患患者の臨床像VIII-33

成人先天性心疾患外来での病診および病病連携VIII-34

根岸　　潤 1），大内　秀雄 1），宮崎　文 1），矢崎　　諭 1），杉山　　央 1），津田　悦子 1），山田　　修 1）

1）国立循環器病研究センター　小児循環器科

吉村　真一郎 1），松村　正彦 1），芝　　　剛 1）

1）天理よろづ相談所病院 小児循環器科

【背景】成人先天性心疾患（ACHD）術後遠隔期の QOL 低下と関連する緊急予定外入院の主要な原因は不整
脈，心不全および感染に関連している．これらの内，心不全の詳細な臨床像の報告は少ない．【目的】術後遠
隔期に心不全が原因で予定外入院を要した ACHD の臨床像，治療経過の検討．【対象】2005 年 1 月から 2009
年 12 月の 5 年間に当科に予定外入院した ACHD 患者 114 例中，心不全が主要原因と判断された連続 19 例．

【方法】心不全入院は循環動態の急性増悪，腎不全，蛋白漏出性胃腸症，原因不明の胸水・腹水による入院とした．
患者背景，心疾患，心エコー（体心室機能，房室弁逆流），治療内容，予後などを診療録から後方視的に検討した．

【結果】対象期間中に 19 例で 39 回の心不全入院を認めた．年齢中央値 26 歳（21-46 歳），男性 13 例，基礎心
疾患は単心室 Fontan 術後 7 例，単心室 palliation4 例，房室錯位二心室修復術後 3 例，その他 5 例であった．
体心室機能低下が 7 例，中等度以上の房室弁逆流を 3 例に認めた．入院時初期治療としてカテコラミン投与
が 2 例，利尿剤静脈注が 9 例，利尿剤内服が 19 例で，入院期間は中央値 42 日 （10-358 日）であった．退院
後 8 例（42%）が複数回 （2-6 回） の入院を要し，内 4 例（21%）が死亡した．【総括】ACHD の心不全入院で
は，入院期間が長く，約半数で入院を繰り返し，その遠隔期死亡率も約 20%と高い．今後の ACHD 心不全患
者の予後改善を目指した治療戦略の構築が望まれる．

成人先天性心疾患（ACHD） 患者の外来管理の際にその居住地と基幹病院間の距離が問題となる．当院では
その歴史的背景もあり，奈良県のみならず近畿一円，徳島県，愛知県などの ACHD 患者の受診があり，その
定期受診の間隔，緊急受診時の対応そして終末期の管理などに苦慮することがある．そこで，先天性心疾患
診療を開始して 40 年以上の歴史ある当院の現状を評価することで，今後の日本の ACHD 診療の問題点に繋
がるのではないかと考えた．2008 年 4 月から 2010 年 10 月までに当科を受診した受診時 18 歳以上の患者は
416 名おり，死亡例は 6 例で当院，他院，自宅での死亡がそれぞれ 2 例ずつであった．患者のほとんど（93%）
は近畿圏に在住していたが，通院に 2 時間以上かかる地域に住んでいることの方が多かったにもかかわらず，
当院のみの受診をしている例を多数認めた．これらの患者の重症度による病診および病病連携について検討
する．
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循環器内科における成人先天性心疾患診療に関する全国調査VIII-35

成人先天性心疾患外来開設 5 年後の現状VIII-36

落合　亮太 1），八尾　厚史 1），絹川　弘一郎 1），永井　良三 1），白石　　公 2），丹羽　公一郎 3）

1）東京大学医学部附属病院　循環器内科，2）国立循環器病研究センター　小児循環器部，
3）千葉県循環器病センター　小児科・成人先天性心疾患診療部

満下　紀恵 1），田中　靖彦 1），小野　安生 1），土井　　修 2）

1）静岡県立こども病院　循環器科，2）静岡県立総合病院　循環器科

目的：今後，成人先天性心疾患診療への参加が期待される循環器内科における成人先天性心疾患診療の実態
と今後の方向性を明らかにすること．方法：大学病院を中心とした全国 138 施設に所属する循環器内科診療
科長相当の医師を対象に，自記式質問紙調査を実施した．質問紙では，現在の成人先天性心疾患診療の実態，
今後の成人先天性心疾患診療の方向性，専門外来設置の意向，専門医育成への意向，今後の診療体制に対す
る要望などを尋ねた．調査は東京大学医学部倫理委員会の承認を得て実施した．結果：138 施設中，109 施設
から回答を得た（回収率 79%）．回答があった施設のうち，「現在，循環器内科で高度な疾患を含め全ての成
人先天性心疾患を診療している」と回答した施設は 34 施設（31%），「今後，全ての成人先天性心疾患を診療
していく気がある」と回答した施設は 37 施設（34%）であった．成人先天性心疾患専門外来を有する施設は
29 施設（27%），うち 11 施設は循環器内科主導型の専門外来であった．また，10 施設が新たに循環器内科主
導型の専門外来の設置を予定していた．今後の診療体制に対する要望では，診療機能の集約化と教育体制の
充実への要望が多かった．結論：現時点で成人先天性心疾患診療を行っている循環器内科の数は限られてい
るが，今後，この分野に参加する意向を有する循環器内科は少なくない．診療体制と教育体制の整備が望ま
れる．

【背景】小児専門施設においてキャリーオーバーの問題は年々大きくなってきているがその解決は簡単ではな
い．当科では，2005 年 1 月から静岡県立総合病院循環器科内に成人先天性心疾患（ACHD）外来を設け，小
児循環器科医と内科循環器科医が協同でキャリーオーバー群の診療を行ってきた．【目的】ACHD 外来開設 5
年間の現状を把握する．【結果】2009年12月までの5年間で193例の患者が受診．初診時年齢は12歳～67歳（中
央値21歳）．静岡県立こども病院で小児期に加療をうけ紹介された例が168例．他施設などからの紹介が25例．
内訳は先天性心疾患二心室修復術後が 112 例，フォンタン術後 24 例，弁膜症 10 例，Eisenmenger 症候群を
含むチアノーゼ例 9 例，心筋症 5 例，手術不要経過観察例 28 例，その他 5 例．年間受診者のべ数は 2005 年
114 名，2009 年は 310 名．経過観察中の死亡例 3 例はすべてチアノーゼ残存例．受診頻度は年 1 ～ 2 回が 103 例，
年 6 ～ 12 回 17 例．複雑心奇形術後の評価や再手術目的などで，紹介後にこども病院を再診した例は 10 例．
また，他科疾患で入院加療の必要な際に転院できなかった例も認めた．【まとめ】症例は増えており加療例も
増加していたが，連携不十分で完全に成人施設への移行ができない例もあり，診療体制の確立が難しいこと
がうかがわれた．
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成人期心房中隔欠損閉鎖術前後における左室機能の検討〜小児期との比較〜P-01

右冠尖の変形により術前のエコー診断が困難であった DORV の1症例P-02

永田 　　弾 1），山村　健一郎 1），池田　和幸 1），原　　寿郎 1），肥後　太基 2），砂川　賢二 2），田ノ上　禎久 3），
塩川　祐一 3），富永　隆治 3）

1）九州大学病院ハートセンター小児科，2）九州大学病院ハートセンター循環器内科，3）九州大学病院ハートセンター心臓血管外科

松尾　辰朗 1），山口　眞弘 1），三里　卓也 1），日野　　裕 1），戸部　　智 1）

1）明石医療センター　心臓血管外科

【背景】学校心臓検診の普及とともに心房中隔欠損症（ASD）は早期に診断され治療されるようになり，可及
的早期に治療介入することは異論のないところと思われる．では，成人と小児とで ASD 閉鎖が左室に与え
る影響がどう違うのか．今回，Ea（後負荷），Ees（収縮性）のパラメータを用いて，ASD 閉鎖術前後にお
ける左室機能について検討した．【対象】対象は 2003 年 1 月から 2010 年 10 月までに当院で ASD 閉鎖術を
行った 52 例（20 歳以上の成人 20 例（53.5 ± 9.5 歳），20 歳未満の小児 32 例（7.4 ± 4.4 歳））．【方法】ASD
閉鎖術前と術後早期（術後 1 週間）における経胸壁エコーから得られた LVDd（左室拡張末期径），LVDs（左
室収縮末期径）と血圧から LVEDVI（左室拡張末期容積），LVESVI（左室収縮末期容積），EF（駆出率），
Ees,Ea,SW/PVA（左室エネルギー効率）を算出し，成人と小児における ASD 閉鎖術前後での変化を検討し
た．【結果】小児ではほぼ全例において EF（術前 vs 術後 : 64.1 ± 8.9 vs 72.2 ± 6.6, p<0.05）が術後に上昇し，
Ea/Ees（0.83 ± 0.36 vs 0.56 ± 0.19, p<0.05）， SW/PVA（71.5 ± 8.2 vs 78.5 ± 5.7, p<0.05）が術後に有意に
改善した．一方成人では EF,Ea/Ees,SW/PVA で有意な変化がみられず，約半数において術後早期では左室
機能が低下するという結果であった．【結論】成人では右室容量負荷による長期間の左室圧排や，合併症に対
する手術（三尖弁逆流に対する弁形成術など）により手術時間が長くなることが術後早期の心機能に影響し
ているのではないかと推測された．

36 歳男性　呼吸困難感で近医を受診したところ心雑音を指摘され当院紹介となった．心エコー検査で
perimembranous VSD を認め，Qp/Qs ＝ 2.1 を呈していた．手術適応と判断したが，手術拒否のため投薬加
療して 5 年間経過観察となっていた．この経過中，心エコー検査で，大動脈弁閉鎖不全症を伴わない右冠尖
の変形と開放制限，体肺血流比の低下（Qp/Qs ＝ 1.5）を認めたが，心不全症状繰り返す様になり手術希望
され，手術施行となった．手術時の経食道心エコー検査で perimembranous VSD とは別に subaortic VSD も
指摘された．手術は右房切開にてアプローチし，三尖弁中隔尖を切開して視野を確保したが，欠損孔の左上
方の露出困難であった．このため，右室切開を追加し観察したところ，欠損孔は VIF の最右側から大動脈弁
下部の左側まで進展していた．また，大動脈弁下部欠損孔辺縁には，変形した右冠尖の弁腹左側が癒着して
いた．大動脈は 50％以上右室から起始していたため，術中所見により DORV と診断した．20 × 25mm の欠
損孔に対し D 型パッチを用いて閉鎖した．術後経過良好にて術後 12 日目に退院となった．本例においては，
DORV に伴う subaortic VSD 辺縁に変形した右冠尖が癒着したため，欠損孔の正確な診断が困難となり，体
肺血流比が減少した様に観察されたものと考えられた．
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総肺静脈還流異常症の成人例P-03

共通房室弁の形態評価に 320 列 CT が有用であった成人先天性心疾患患者の1例P-04

白井　丈晶 1），森島　宏子 1），堀端　洋子 1），村上　智明 1），立野　　滋 1），川副　泰隆 1），丹羽　公一郎 1），
杉本　晃一 2），大場　正直 2），松尾　浩三 2）

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

白井　丈晶 1），森島　宏子 1），堀端　洋子 1），村上　智明 1），立野　　滋 1），川副　泰隆 1），丹羽　公一郎 1），杉本　晃一 2），
大場　正直 2），松尾　浩三 2），
1）千葉県循環器病センター 小児科・成人先天性心疾患診療部，2）千葉県循環器病センター　心臓血管外科

【背景】総肺静脈還流異常（以下 TAPVR）の多くは，乳児期・新生児期に発症し，未手術例の多くは乳児期
に死亡するとされているが，まれに成人例の報告が散見される．今回，TAPVR の 58 歳女性に対して 320 列
CT での詳細な診断後修復術を行い，良好な経過が得られたため文献的考察を加えて報告する．【症例】中学
校の検診で心臓の異常を指摘され，手術を勧められるも，家族の反対により放置．その後，就職・結婚・出
産を経験するが，自覚症状なく経過．30 歳代後半になり労作時の息切れを自覚．近医で心臓の肥大を指摘さ
れたが放置．55 歳頃から，著明な発汗と動悸を自覚．再度，近医受診．心臓の検査にて非持続性心房細動と
心房中隔欠損を指摘され，検査・手術目的で入院した．頚静脈波の V 波の増高を認め，心音ではⅡ音亢進と
Ⅲ音，収縮中期雑音 Levine3/6 を聴取した．NYHA はⅡ度．心エコーおよび心臓造影 CT にて肺静脈共通
幹と垂直静脈を明瞭に描出．大きな心房中隔欠損孔を認めた．カテーテル検査にて，LVEDP 13mmHg, Qp/
Qs=5.4 , PVR=2.3unit, LVEDV 107ml （82ml/m2），上心臓型 TAPVR と診断し，修復術を施行．術後，一過
性の接合部頻拍を認めたが，経過とともに消失．NYHA はⅠ度に改善．経過は良好である．【考察】文献上，
成人まで軽度の症状で経過する TAPVR の特徴として，大きな心房中隔欠損孔，肺静脈還流路狭窄の欠如，
肺血管閉塞性病変の欠如が指摘されているが，本症例でも同様の特徴が見られた．成人の心房中隔欠損症例
では，心臓 CT などでの形態診断が有用であると考えられた．

【背景】弁形態および機能の非侵襲的な評価方法としては，心エコーがゴールドスタンダードであるが，
Computed Tomography （ 以下 CT）の進歩に伴い補助的な画像評価としての CT-Angiography（以下
CTA）の有用性が報告されている．一方，成人先天性心疾患患者では再手術を繰り返している場合など，経
胸壁心エコーによる画像描出が困難なことも少なくない．今回，成人期の TCPC 手術症例において心血管
系のみならず房室弁の形態評価に 320 列 CT が有用であった 1 例を経験したので報告する．【症例】right 
isomerism, dextrocardia, {A（S）,D,D}, ECD（C）, DORV, TAPVC（return to ltSVC）の 31 歳男性． 5 ヶ
月時に Waterston，3 歳時に rtBTshunt，19 歳時に right side BCPS および ligation of ltSVC を施行された．
さらなる外科的治療は困難と判断され，経過観察がなされていたが，NYHA がⅡからⅢに悪化し，上室性
不整脈の出現を認めたため，今後の方針決定のため当院に紹介入院となった．心電図同期 CTA にて腕頭動
脈分岐部と下行大動脈から主要な AP 側副路を認めた．CAVV の形態および機能が４D 画像にて明瞭に描出
され，共通後尖の中心に cleft が確認された．カテーテル検査にて Qp/Qs 0.8, PVR 1.2, CAVVR Ⅱ度であり，
同時に AP collate に対するコイル塞栓術と三尖弁周囲に旋回する IART に対するアブレーションを行った． 
TCPC 術適応と判断し，TCPC（intraatrial conduit）, CAVV plasty, division of the PA trunk, cryoablation 
of isthmus を施行した．術中の経食道エコーでも CAVV に同様の cleft が確認された．【考察】CTA は，心
臓血管系の形態および弁の形態評価の補助診断装置として有用であり，成人先天性心疾患患者の複雑な治療
戦略を計画する上で有益である．
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TOF 術後遠隔期の流出路起源心室頻拍の一例P-05

修正大血管転位（CTGA）機能的修復後の右心不全に対する CRT の経験P-06

井上　修二朗 1），向井　　靖 1），竹本　真生 1），樗木　晶子 1），砂川　賢二 1）

1）九州大学病院ハートセンター　循環器内科

藤井　公輔 1），佐賀　俊彦 1），北山　仁士 1），中本　　進 1），川崎　　寛 1），金田　敏夫 1），鷹羽　浄顕 1），井村　正人 1），
西野　貴子 1），湯上　晋太郎 1）

1）近畿大学医学部心臓血管外科

症例は 40 才代男性．5 才時にファロー四徴症（TOF）根治術を施行された．近年以前から指摘されていた
肺動脈弁逆流（PR）および大動脈弁逆流（AR）が増悪し，息切れを生じるようになったため入院となった．
PR および AR は重症で，待機的手術（PVR, AVR）の方針となった．時々 fainting を伴う動悸の自覚があ
り，モニター心電図にて下方軸の 150bpm 程度の非持続性心室頻拍（NSVT）を認めた．右室流出路（RVOT）
起源が疑われ，RVOT 形成部位，VSD patch 周囲関連の VT を疑った．CARTO にて洞調律下で RVOT の
substrate mapping を行い，RVOT 自由壁側に切開線を示唆する分裂電位，RVOT 中隔側に VSD patch と思
われる低電位領域を認めた．Session 中に clinical VT を誘発することは出来なかったが，pace mapping で良
好な VSD patch 下縁と思われる部位に対して可及的通電を施行して終了した．ABL 術後は臨床経過上，動
悸の自覚は明らかに減少し通電の有効性が示唆された．その後 PVR, AVR が施行され，術中に CryoABL も
追加され，順調に経過している．TOF 術後慢性期の心室性不整脈は少なからず突然死の原因になり得るとさ
れており，薬物，ABL，ICD 埋め込みなどの集学的治療を要すると考えられる．貴重な症例と考えられたた
め報告する．

【はじめに】修正大血管転位症は，遠隔期の右心不全の問題から，特に合併疾患のある場合，乳幼児期に
double switch が行われている．しかし，体心室を解剖学的右室に依存したまま成人期に達している症例もあ
り，成人期に右心不全のため治療を要することがある．今回，機能的根治術後の修正大血管転位遠隔期右心
不全に対し，CRT を２例に移植し治療を行ったので報告する．【症例】症例１:CTGA，VSD　Ebstein 奇形
の３２歳の男性．４歳時に VSD 閉鎖・三尖弁置換術，以後 2 回の開心術の既往がある . 30 歳ごろから右室
不全発症．NYHA Ⅳ度　心房細動，右脚ブロック（QRS120 ｍｓ）を合併 .RVEF は 20.9％，BNP　847pg/
ml であった . 冠動脈の走行を確認後，経静脈的に CRT-D　を移植した．CRT-D を移植後，NYHA Ⅱ度・洞
調律へ復・RVEF　29.9％・BNP420.3pg/ml の改善を認めた . 症例２: CTGA　の 80 歳男性，68 歳の時に腱
索断裂による三尖弁閉鎖不全症のため　三尖弁置換術の既往がある．78 歳ごろより右室不全を発症．NYHA
Ⅲ度，心電図で心房細動，右脚ブロック（QRS148 ｍｓ）を伴っていた．RVEF27％　BNP1005.3pg/ ｍｌであっ
た．冠静脈の走行を確認後経静脈的に CRT-D を移植した．CRT-D 移植後　RVEF は 25％と改善を認めない
ものの NYHA Ⅱ度，BNP345.5pg/ml の改善を認めた．【まとめ】CTGA における右脚ブロックを伴う右心機
能不全に対して，CRT は一定の心不全治療効果があり，解剖学的修復の困難な症例において特に有用な治療
法と考えられた．



第 13 回  日本成人先天性心疾患学会　13th Annual Meeting of Japanese Society for Adult Congenital Heart Disease94

ポ
ス
タ
ー

VSD 術後遠隔期に心室細動をきたした一例P-07

VSD 術後遠隔期に発症した心房粗動〜拡張機能評価の重要性〜P-08

甲木　雅人 1），大井　啓司 1），井上　修二朗 1），向井　　靖 1），肥後　太基 1），竹本　真生 1），樗木　晶子 1），
砂川　賢二 1）

1）九州大学病院ハートセンター　循環器内科

齋木　宏文 1），先崎　秀明 1），増谷　　聡 1），石戸　博隆 1），加藤　律史 2），新浪　　博 3），小林　俊樹 1）

1）埼玉医科大学国際医療センター　小児心臓科，2）埼玉医科大学国際医療センター　心臓内科，
3）埼玉医科大学国際医療センター　心臓外科

症例は 19 歳男性．9 歳時に VSD 手術を施行され，以後合併症なく経過，内服薬なし．これまで胸痛や失神
歴もなく，そのほか特記すべき既往歴もなかった．2010 年 7 月，大学の授業中に突然倒れ，心肺停止状態と
なった．5 分後に AED 装着されたところ，心室細動を記録，除細動が作動し，自己心拍は再開した．当院搬
入時，自発呼吸はあったが意識障害（JCS-300）の状態であった．低体温療法，人工呼吸管理を行い，第 2 病
日に復温，抜管となった．徐々に意識は回復し，神経学的後遺症は認めなかった．安静時の 12 誘導心電図で
はⅡ，Ⅲ，aVF 誘導で J 波を認めたが，Brugada 型心電図ではなく，LP も陰性であった．ホルター心電図，
心エコー，心臓 MRI などでは VSD 術後である以外には異常所見を認めなかった．心臓カテーテル検査では
左冠動脈へのアセチルコリン負荷試験で，V1-V3 でごく一過性の ST 上昇を認めたものの，冠動脈スパズム
の所見は認めなかった．右心負荷はほとんどなく，右室内の mapping でも VT の基質となるような異常は認
めなかった．サンリズム負荷試験，VT/VF induction も陰性であった．最終的には ICD 植え込み術を行った．
VSD 術後遠隔期には心室性不整脈による突然死が稀にあり得るが，早期再分極症候群による特発性心室細動
であった可能性も考えられた．文献的考察を交えて報告する．

症例：18 歳男児．2 歳時に心室中隔欠損修復術を受け，以後投薬や運動制限なく経過していた．17 歳時，失
神し心電図で AFL を指摘．胸腹水貯留，うっ血肝，左室収縮不良（EF 33％）を認め頻拍源性心筋症と診断．
内科管理を行い，同年にカテーテル焼灼術を施行したが再発．以後次第に起座呼吸など急性右心不全症状が
強まり，内科管理を強化した．心不全管理目的に当院紹介受診．著明な心房拡大と両心室機能低下，中等度
以上の MR および TR，全身性浮腫，腹水を認めた．不整脈に起因する心臓収縮・拡張障害を第一に考えた
が，洞調律回帰時にも頸静脈怒張が高度なことから収縮性心膜炎（CP）の可能性も考慮し AFL 治療に先行
し評価を行った．超音波検査の両房室弁血流波形は偽正常化を伴う拘束型で中隔拡張期 dip を伴い，TDI 所見，
E 波呼吸性変動も CP を示唆した．MRI/CT では特異的な所見は得られなかったが，カテーテル検査でも両
心室の著明な拡張障害が示され，心膜剥離手術と僧帽弁形成手術を施行した．心膜は広範な癒着ではなかっ
たが右室の拡張障害は高度であり，術後拡張能は著明に改善した．結論：本例の心房頻拍は術後発症した収
縮性心膜炎による拡張障害 / 心房拡大が不整脈器質形成に一部関与したと考えられ，診断には CT/MRI より
も身体所見と超音波検査による機能評価が有用であった．経過観察には拡張能への配慮も欠くべきでないこ
とを示唆する症例であった．
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複数の focal VT に対してカテーテルアブレーションを行った Rastelli 術後の 1 例P-09

TCPC 術後遠隔期に心内膜用ショックリードを応用して ICD 装着をおこなった心室頻拍の１例P-10

籏　　義仁 1），三橋　武司 1），中神　理恵子 1），渡部　智紀 1），渡辺　裕明 1），苅尾　七臣 1），白石　裕比湖 2），
片岡　功一 2），南　　孝臣 2），河田　政明 3）

1）自治医科大学 循環器内科・成人先天性心疾患センター，2）自治医科大学 小児科，3）自治医科大学 小児・先天性心疾患外科

塚田　　亨 1），徳永　千穂 1），林　　立申 2），今井　章人 1），金本　真也 1），高橋　実穂 2），堀米　仁志 2），平松　祐司 1），
榊原　謙 1）

1）筑波大学附属病院　心臓血管外科，2）筑波大学附属病院　小児科

【症例】11 歳の女児．生後 2 週間で PA，VSD，PDA の診断を受け，3 歳時に PDA 結紮と Rastelli 手術を施された．
7 歳時に VT1（negative concordant, superior axis, 150/min）が確認された．その後，軽労作時に VT2（LBBB, 
superior axis, 125/min）を繰り返すようになった．CARTO を用いて EPS を行った．右室自由壁の三尖弁側
に障害心筋領域を認めた．VT2 はプログラム刺激で誘発と停止が容易であり，His 近傍を最早期とする focal 
pattern を示した．同部位で pace map score 12/12 も得られ，頻拍中に焼灼を行い VT2 は停止した．その後，
conduit 近位を最早期とする focal VT3（LBBB，inferior axis，TCL316ms）が誘発された．pace map score 
11/12 も得られ，頻拍中に焼灼を行い VT3 は停止した．さらに VT3 の焼灼部近傍を最早期とする focal VT4

（negative concordant，inferior axis，TCL452ms）と右室心尖部起源の focal VT1 が誘発され，各々に対し
て焼灼を行った．その後，いかなる VT も誘発不能となった．【まとめ】一部は障害心筋領域とは関係ない起
源である複数の focal VT を有する Rastelli 術後症例を経験した．

症例は 15 歳の男子中学生．無脾症候群．総肺静脈還流異常 Ib の修復と両方向性 Glenn を経て，2008 年に心
外導管 TCPC を完了していた．術後安静時 40bpm 程度の徐脈傾向にあったが，日常生活には支障なかった．
2010 年 10 月，食欲不振で近医受診したところ不整脈を指摘され当院へ入院．直後に心室頻拍からショック
に陥り，蘇生後アミオダロンやβ遮断薬を用いたが除脈と QT 延長を伴う心室頻拍を繰り返し制御不能に陥っ
た．徐脈を発端とする不整脈であるため，ペーシングで心拍を保ちつつ抗不整脈薬を用いる必要があった．
心室頻拍再発の恐れもあり ICD の適応と判断されたが，TCPC 後であり経静脈的植込みは不可能であった．
再胸骨正中切開でアプローチし，心尖の対側にあたる左側心房と心室前面を露出，心房・心室各々に双極ペー
シングリードを縫着した．除細動電極の選択に逡巡したが，パッチ電極は単心室に対して広範な可動制限を
加える恐れがあり，心内膜用の棒状 coil 式ショックリードを心室外膜および癒着組織で 30mm ほど包み込む
ように固定した．25J による除細動が可能なことを確認し，全てのリードを左腹直筋膜下の ICD-pacemaker
本体に接続，AAI 80 でペーシングを開始した．その後一切の不整脈は見られなくなり社会復帰した．TCPC
術後の ICD 植込みにあたって，心内膜用ショックリードを心外膜装着に応用した例は稀であり，その適否を
考察しながら報告する．
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Successful catheter ablation using superior approach and pacemaker 
placement using Ensite NavX for tachy-bradycardia syndrome in a post 
Fontan adult patient with limited vascular access

P-11

Pulmonary artery size and late functional outcome after Fontan 
operation

P-12

高橋　一浩
沖縄県立南部・こども医療センター　小児循環器科

1Gi Beom Kim, 1Jae Suk Baek, 1Bo Sang Kwon, 1Eun Jung Bae, 1Chung Il Noh, 1Jung Yeon Choi, 2Hong Kuk Lim, 
2Woong Han Kim, 2Jeong Ryul Lee, 2Yong Jin
Department of 1Pediatrics and 2Thoracic and Cardiovascular Surgery 
Seoul National University Children's Hospital

症例：２３歳の肺動脈閉鎖の患者で５歳時に心耳 - 肺動脈型フォンタン手術を受けている．中学生ころから
の徐脈に対して transvenous リードによる AAI ペースメーカー植込みを受けた．数年前から頻回の心房頻拍
が生じ，ソタロールなど抗不整脈薬内服しているが頻拍は生じ，pace terminate，或いは，DC で対応されて
いた．また，Spike-QRS が非常に長く，心房ペーシング閾値が高いため，電池交換が頻回であった．EPS 及
びカテーテルアブレーションののちペースメーカー植込みを行った．大腿静脈閉塞によりブラッドアクセス
が制限されていたため，superior approach により４種類の心房頻拍を根治した．Ensite NavX system を使っ
て voltage map を得て，よりよいペーシング部位を見つけて，新規に心房リードを留置し電池交換を行った．

Background: Pulmonary artery （PA） growth after a Fontan procedure tends to be suboptimal to the 
somatic growth. This study aimed to investigate whether the PA size affects the late outcomes of the 
Fontan procedure. Methods: One hundred twenty patients undergone Fontan operation were enrolled. 
Mean age was 19.3 ± 5.6 years. The PA size was measured from CT images. Patients were divided into 
three groups according to the PA index （Nakada index）: PAI < 180 mm2/m2 （Group I: N = 37）, 180 
mm2/m2 ≤ PAI < 250 mm2/m2 （Group II: N = 56）, and PAI ≤ 250 mm2/m2 （Group III: N = 26）. The 
data on hemodynamics, biochemical test including B-type natriuretic peptide （BNP）, and cardiopulmonary 
exercise performance were analyzed.Results: Three groups showed no differences in the occurrence 
of adverse outcomes such as protein losing enteropathy, arrhythmia, and hepatic changes. There were 
no significant differences in Fontan pathway pressure and ventricular end-diastolic pressure on cardiac 
catheterization among three groups. Various parameters of cardiopulmonary exercise test showed no 
significant difference among three groups. However, BNP level was significantly higher in Group III （146.0 
± 230.6 pg/ml） than in the other groups （p = 0.010）; there was no difference between Groups I and II. 
The age of ventricular volume unloading in Group III was later than that in Group I （4.6 ± 3.7 vs. 2.6 ± 
2.7 years, respectively; p < 0.05）.Conclusions: The PA size does not affect late outcomes or functional 
status in the Fontan survivors. Therefore, pre-Fontan palliative procedure to augment the PA size, at the 
expense of ventricular overload, is not recommended.
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Fontan 手術変法（Bjork 法）後に三尖弁位に bulging sinus の三弁付グラフトを用いた
One-and one half repair に Conversion した1例

P-13

フォンタン手術後症例での酸素吸入が腎血流に与える影響P-14

笠原　真悟 1），立石　篤史 1），藤田　康文 1），高垣　昌巳 1），新井　禎彦 1），三井　秀也 1），佐野　俊二 1），
大月　審一 2），赤木　禎治 3）

1）岡山大学医歯薬総合研究科　心臓血管外科，2）岡山大学医歯薬総合研究科　小児科，
3）岡山大学医歯薬総合研究科　循環器疾患集中治療部

井門　浩美 1），大内　 秀雄 2），田中　教雄 1），佐野　道孝 1），山田　修 2）

1）国立循環器病研究センター 臨床検査部，2）国立循環器病研究センター 小児循環器診療部

段階的な手術治療の結果，Fontan 手術の適応拡大が得られる一方で，遠隔期の問題点，とくに不整脈やタン
パク漏出性胃腸症といった致死的な問題点も散見される．移植医療が徐々に浸透しつつあるが，Fontan 手
術を回避する術式というのも考慮すべきなのだろうか？今回我々は，3 歳時に Bjork 法を行った症例に対し
One-and one half repair に Conversion した 1 例を経験し，Fontan 手術を回避するという観点から検討したい．

【症例】29 歳男性，診断は三尖弁閉鎖症である．3 歳時に Fontan 手術変法（Bjork 法）が行われ順調に経過
した．術後 25 年を経過し，易疲労感と不整脈感が出現し近医受診し，心房細動と著明な右房拡大を認めた．

【術前検査】心臓超音波検査では LVEDd 67.7mm で LVEF は 44.5％であった．また心臓カテーテル検査では
右室圧は 22/EDP=11 で RVEDV は 60.4%ではあったが，EF は 50％程度で収縮性は保たれていると判断し
た．また肺動脈弁は狭窄，逆流も認められなかった．【手術】人工心肺下に IVC 血流を bulging sinus の三弁
付グラフトを用いて右室に導き，SVC は肺動脈に吻合するいわゆる One-and one half repair を完成させた．
心房細動に関しては MAZE 手術を併用した．【術後経過】術後の平均 SVC 圧（PA 圧）は 14-15mmHg で，
平均 IVC 圧は 12mmHg であった．また超音波検査では RVEF は 40％台で，IVC からの Conduit の Flow は
1.3m/sec であったが，逆流波は認められなかった．【まとめ】この症例の術後経過を今後とも注意深く観察し，
Fontan 手術を回避する術式の選択性を拡大したい．

【背景】腎機能低下はフォンタン術後（F）患者を含めた成人先天性心疾患患者の死亡の予測危険因子である．
一方，腎血流抵抗指数（RI：Resistance　index）は，腎機能と関連することに加え，高い中心静脈圧（CVP），
低い大動脈圧に加え，酸素飽和度（SpO2）低下が RI 上昇と関連する．また，RI は F の心事故と関連する．

【目的】酸素投与による低酸素の改善が RI からみた腎血流動態に与える影響を検討すること．【対象と方法】
連続 F15 例（男性 7 例，平均 23 ± 6 歳）を対象とし，超音波ドプラ法にて酸素投与（2-3L/ 分，10 分間）前
後の腎区域動脈血流波形を記録し，収縮期最高流速（S，cm/s），拡張末期流速（E，cm/s）を計測し，抵抗
指数｛RI=（Ｓ－Ｅ）/ Ｓ｝を算出し，心不全の重症度と比較した．【結果】酸素投与で SpO2 は増加したが

（91 ± 9%→ 96 ± 4%，p<0.01），心拍数と血圧の変化はなかった．酸素投与で S に変化はなかったが（50 ±
15 → 48 ± 11，ns），E は上昇し（12 ± 4 → 14 ± 4，p<0.05），RI は低下した（0.75 ± 0.08 → 0.70 ± 0.09，
p<0.001）．RI 変化度と SpO2 変化，安静時 BNP，ノルエピネフリン，CVP，心係数は関連がなかった．【結論】
F 患者では酸素投与で RI は低下する．従って，酸素療法は F 遠隔期の心事故軽減に繋がる可能性がある．
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肺内シャント -Fontan 循環不全 - 肝硬変と悪化の一途をたどる単心房単心室症例に対す
るシルデナフィル投与

P-15

当院におけるフォンタン術後遠隔期症例の検討P-16

多田　祐子 1），今村　輝彦 1），波多野　将 1），八尾　　厚 1），絹川　弘一郎 1），永井　良三 1）

1）東京大学医学部附属病院　循環器内科

坂崎　尚徳 1），佃　　和弥 1），山内　　敦 1），藤原　慶一 2），大谷　成裕 2），大野　暢久 2），吉川　英治 2），長門　久雄 2），
今井　健太 2），吉澤　康祐 2）

1）兵庫県立尼崎病院　小児循環器内科，2）兵庫県立尼崎病院　心臓血管外科

【症例】26 歳男性【主訴】強度のむくみと労作時呼吸困難【現病歴】出生時に多脾症による単心房単心室症（肺
動脈狭窄+左上大静脈遺残）と診断され， 生後2ヶ月でoriginal Blalock Taussig shunt術を施行された．4歳時，
感染性心内膜炎に罹患し，Fontan 術（左上大静脈 - 左肺動脈吻合＋右房右肺動脈吻合＋心房中隔形成）に加え，
房室弁置換術施行され，房室ブロックに対し VVI ペースメーカを挿入された．しかしながら，チアノーゼと
肝硬変が進行し，2010 年 7 月呼吸困難増悪し，当科初診し緊急入院した．【経過】入院時 NYHA Ⅲ度で，チ
アノーゼ，肝硬変および下腿うっ滞性皮膚炎を認めた．造影 CT スキャンにて，奇静脈が左上大静脈に流入し，
肝静脈が右房に流入していることが判明し，左肺に動静脈瘻によるシャントの存在が判明した．心エコーで
は中等度房室弁狭窄が疑われた（平均圧較差 12mmHg）．これらが相俟ってチアノーゼと Fontan 循環不全の
要因と診断した．肺血管抵抗低下を期待し Sildenafil を導入したが，血圧低下から急性腎不全に陥り，カテコ
ラミン投与による治療を要した．【考察】Fontan 循環不全に Sildenafil の有用性が報告されているが，本例で
は循環不全を引き起こすに至った．その可能性として，肝硬変による実質臓器血流増大が sildenafil により増
幅され有効循環血漿量が低下したことと房室弁狭窄の存在といった要因が心室前負荷の顕著な低下を招いた
ことが考えられる．Fontan 循環に対しての Sildenafil 使用には注意が必要である．

【背景】フォンタン（F）手術後遠隔期には，不整脈，右心不全，蛋白漏出性胃腸症（PLE），肝障害など様々
な合併症が問題となる．【方法】当院でフォンタン手術を受け成人期に達した 16 例（女性 9 例，最終受診時
年齢中央値 30 歳，20 から 42 歳）の臨床経過を後方視的に調べた．【結果】心疾患は，単心室 9 例，三尖弁
閉鎖 5 例，肺動脈閉鎖 2 例，F 手術時年齢の中央値は 9 歳（5 ～ 16 歳），経過年数の中央値は 20 年（13 ～ 25 年），
術式は，APC7 例，TCPC6 例，AVC3 例であった．TCPC 転換術は 9 例に行われた．遠隔死は 2 例（突然死
１，TCPC 転換術＋弁置換術後 LOS １）で，胸腹水貯留は 2 例に，胸水貯留は 1 例，PLE は 1 例に認めら
れ，いずれも APC または AVC 術後例であった．一方，TCPC 術後 6 例は，再手術（lateral tunnel の leak
閉鎖と fenestration）を受けた 1 例を除き，問題なく経過している．【考察】APC，AVC 後症例については，
mortality および morbidity は高く，TCPC 転換術後も綿密な内科的管理が必要であるが，TCPC 症例につい
ては，現在のところ問題なく経過している．TCPC 症例は，再手術例を除くと，Fontan 手術適応 low risk 群
であり，遠隔期予後も良いと考えられる．【結論】Fontan 適応に問題のなかった TCPC 症例の遠隔期成績は，
現在のところ概ね良好であったが，APC，AVC 症例については綿密な外科的内科的管理が必要である．
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Fontan 術後の肺動静脈瘻に対して肺葉切除を行った 1 例P-17

Total cavopulmonary connection conversion，Cardiac resynchronization 
therapy を同時に施行した Fontan 手術後の1例

P-18

中畑　弥生 1），木村　純人 1），安藤　　寿 1），本田　　崇 1），宮地　　鑑 2），石井　正浩 1），
1）北里大学医学部　小児科，2）北里大学医学部　心臓血管外科

井上　奈緒 1），安河内　聰 1），瀧聞　浄宏 1），松井　彦郎 1），森本　康子 1），渡辺　重朗 1），森　　啓充 1），原田　順和 2），
坂本　貴彦 2），小坂　由道 2）

1）長野県立こども病院　循環器科，2）長野県立こども病院　心臓血管外科

24 歳女性　TA（Ib）．生後 11 ヶ月 classical Glenn，3 歳 Fontan（modified Bjork）施行，術後 SaO2 91%．
11 歳時 SaO2 86%，以後徐々に低下し 18 歳時のカテーテル検査では IVC（17） SVC（11） SaO2 82%，右肺
に pulmonary AV fistula が多発していた．Hepatic factor の分配を考慮して 19 歳時に TCPC conversion を
施行したが，SpO2 80%となった．術後 17 日の心臓カテーテル検査でオクルージョンカテーテルにより右肺
動脈下葉枝閉塞試験を行った．閉塞前後で SVC 圧は 11mmHg が 12mmHg，SaO2 は 68%から 78%へ上昇した．
また閉塞中の造影検査にてAV fistulaを介してのshunt量が減少することが確認された．22歳時の心臓カテー
テル検査では SVC 圧 10mmHg SaO2 77%で，右下葉枝閉塞試験にて SVC 9mmHg SaO2 90%へと上昇した．
この結果から右下葉の AV fistula のコイル閉鎖を検討するも，カテ治療適応はないとの判断のため 23 歳時
に胸腔鏡下右下葉切除を行った．術後 SaO2 95%まで上昇し経過は良好である．Fontan 術後の肺動静脈瘻に
対する肺葉切除は症例を選んで行う事で良好な経過が得られると考えられた．

【 は じ め に 】 今 回 我 々 は Fontan 術 後 遠 隔 期 の 心 不 全 に 対 し て，TCPC conversion と Cardiac 
Resynchronization Therapy（CRT）が著効した症例を経験したので報告する．【症例】22 歳男性，診断は
concordant criss-cross heart，DORV，PS で 4 歳時に Fontan 手術（APC）を施行された．次第に心拡大

（CTR 55%），BNP 上昇（883pg/ml）を来たし，NYHA は III 度．βブロッカー療法を開始したが症状の改
善は得られず，21 歳時に両心室間の dyssynchrony の評価と CRT の simulation を施行した．Dyssychrony
は 2D スペックルトラッキングで定量評価を試みたが，トラッキングが困難で eye ball で判断した．
Interventricular dyssynchrony は明らかで，左室は収縮極早期に収縮して後すぐに拡張し，続いて右室がゆっ
くりと収縮していた．ペーシングカテーテルを用いて pacing site を左室と右室におき，両心室間でペーシン
グを行うと，interventricular dyssynchrony は改善し，心電図は CLBBB pattern，から CRBBB pattern に
変化したが，QRS 幅は前後ともに 140ms だった．この結果から TCPC conversion と CRT を同時に施行す
ることが有用と考え，22 歳時に施行した．心外膜側からペーシングリードを早期収縮を呈する左室に＋極，
遅れて収縮する右室に－極を置いた．至適装着部位は，術中心エコーで右室流出路の velocity time integral

（VTI）が最大となり，かつ eye ball でも両心室間の dyssynchrony がもっとも改善する位置とした．術後，
LV に装着したペーシングリードの閾値が高く RV のみの pacing となったが dyssynchrony は改善し，術後
13 日目に退院となった．現在外来通院中で，自覚症状は NYHA II 度と改善傾向である．【結語】Fontan 術
後遠隔期症例では，心臓同期不全を含めた問題点の十分な把握と詳細な評価に基づいて治療を行っていく必
要がある．心室間同期不全に対する CRT 施行時は TCPC conversion の効果を高めることが可能である．
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One and one half repair 術後に TCPC を施行した 2 症例の検討P-19

Endothelial Dysfunction in Patients with a Systemic Right VentricleP-20

岡田　陽子 1），小垣　滋豊 1），前川　　周 1），内川　俊樹 1），成田　　淳 1），市森　裕章 1），上野　高義 2），井出　春樹 2），
大薗　恵一 1），南都　伸介 3）

1）大阪大学　小児科，2）大阪大学　第一外科，3）大阪大学　先進心血管治療学講座

犬塚　　亮 1），Kerstin Wustman 2），Elizabeth Bedard 2），Jelena Radojevic 2），Gerhard-Paul Diller 2），
Konstantinos Dimopoulos 2），Michael A. Gatzoulis 2）

1）東京大学医学部医学部附属病院  小児科，
2）Royal Brompton Hospital Adult Congenital Heart Centre and Centre for Pulmonary Hypertension

【背景】APC- Fontan 術後患者の心房性不整脈治療および心拍出量増大を目的として TCPC conversion が選
択され良好な結果が得られているが，one and one half repair（以下 1.5VR）術後患者に対して TCPC を施
行することで得られる結果は予測困難な点がある．【目的および方法】1.5VR 術後に TCPC を施行した 2 症
例について手術前後に施行した心臓カテーテルデータをもとに血行動態の変化を検討する．【症例 1】critical 
PS の 30 歳女性．1 歳 6 ヶ月時に 2 心室修復術を施行した．14 歳より PLE の増悪があり 23 歳時に 1.5VR お
よび CEP 弁による TVR を施行した後，31 歳時に TCPC を施行した．術前 SVC, IVC 圧はそれぞれ（9）,（10）
であったが，術後ともに（15）と上昇が認められた．CI は 2.06 から 2.64l/min/㎡に増加した．PVRI は 1.21
から 1.32units.㎡となり LVP は 99/8mmHg から 85/11mmHg と EDP の上昇が認められた．活動性は一過性
に増大したが PLE の悪化が認められた．【症例 2】PAIVS の 28 歳女性．2 ヶ月時に Brock 手術，10 ヶ月時
に lt modified BT shunt，5 歳時に Bjork 手術，17 歳時に 2 心室修復術を施行した．その後浮腫が出現し 18
歳時に 1.5VR を施行．27 歳時に TCPC を施行した．術前 SVC,IVC 圧はそれぞれ（10）,（8）であり，術後
ともに（16）に上昇した．CI は 3.05 から 2.14L/min/㎡に低下した．PVRI は 0.98 から 2.80units.㎡となり，
LVP は 89/8mmHg から 98/10mmHg となった．不整脈は消失し NYHA はⅢからⅡに改善している．【考察】
1.5VR 術後に TCPC を施行した 2 症例において IVC 圧のみならず SVC 圧も上昇が認められ，その一因とし
て LVEDP 上昇が認められた．境界域の右室サイズを持つ患者に TCPC を施行する際には，左室機能の変化
を考慮する必要がある．

（目的）慢性心不全の患者において，血管内皮機能不全は心血管イベントのリスクファクターであるだけでな
く，心不全の病態進行に寄与する事が分かってきた．しかし，先天性心疾患において，血管内皮機能と心不
全の関係はよくわかっていない．今回我々は，Systemic right ventricle（SRV）の患者において，血管内皮
機能不全の有無，また血管内皮機能が，運動耐用能と関係しているかについて検討した．（方法）完全大血
管転位症に対し心房内血流転換手術を施行された 20 名において，血流依存性血管拡張反応検査（FMD）を
用い血管内皮機能を評価し，20 名の健常コントロールと比較した．また，患者群において心肺運動負荷試験
を行い，血管内皮機能と運動耐用能の関係を調べた．（結果）患者平均年齢は，31.1 ± 6.1 歳，40%が女性，
70%は NYHA　I であった．75%の患者において，FMD に異常（<7%）を認め，正常コントロール群に比べ
有意に低かった（p<0.0001）．一方で，NTG 誘発血管内皮非依存性血管拡張反応は両群で有意差を認めなかっ
た（p=0.64）．運動試験における最大酸素摂取量と FMD との相関は認めなかった．

（結論） SRV において，血管内皮機能不全を認めた．今回の研究では，血管内皮機能と運動耐用能との関係は
明らかにならなかったが，心不全の病態進行との関係について今後の更なる研究が必要と考えられた．
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Bosentan 内服が有効と思われたチアノーゼ性腎症の 2 症例P-21

肺動脈性肺高血圧症に対して Bosentan が有効であった18p tetrasomy の一成人例P-22

小島　拓朗 1），齋木　宏文 1），岩本　洋一 1），河野　一樹 1），葭葉　茂樹 1），石戸　博隆 1），増谷　　聡 1），
竹田津　未生 1），先崎　秀明 1），小林　俊樹 1）

1）埼玉医科大学国際医療センター　小児心臓科

發知　淳子 1），奥村　謙一 2），岡部　太一 1），星賀　正明 1），石原　　正 1），岸　　勘太 2），森　　保彦 2），花房　俊昭 1）

1）大阪医科大学　内科学 （I），2）大阪医科大学　小児科学

【背景】チアノーゼ性先天性心疾患に伴う腎疾患であるチアノーゼ性腎症は，先天性心疾患患児において特
に思春期から成人期における重要な合併症となってきた．本症における蛋白尿の有無は，糸球体病変の程度
と相関し，腎症の進行を反映すると言われる．今回，Bosentan 内服にて蛋白尿の改善を認めた 2 例を経験し
た事から，他の投与例も含めその有効性を検討したい．【症例 1】24 歳男性．単心室 / 肺動脈閉鎖に対する
Glenn 術後．19 歳時より持続的な蛋白尿が出現（100-300mg/dL）．ACE 阻害剤・利尿剤などの内服が行われ
ていたが，症状の改善は認めず．21 歳時に Bosentan 内服を開始．内服 1 ヶ月後より蛋白尿が著明に減少し

（0-30mg/dL），その後蛋白尿は陰性化している．【症例 2】15 歳女児．純型肺動脈閉鎖に対する Glenn 術後．
14 歳時より蛋白尿が出現（100-200mg/dL）．Bosentan 内服開始後から，蛋白尿は減少傾向（10-20mg/dL）．
現在，内服を継続しながら経過観察中．【考察】チアノーゼ性先天性心疾患においては，慢性的な低酸素によ
りエリスロポイエチン増加が血管内皮細胞の増殖を促し，そこから産生される ET-1 がチアノーゼ性腎症の
進行に関与していると考えられている．従来から指摘されている RAA 系を介する腎障害の進行に対しては，
ACE 阻害剤が有効であるとされている．しかし，腎障害の進行に関与する要因は ET-1 も含め多岐にわたる
事から，従来の治療に加え Bosentan 投与が，チアノーゼ性腎症の進展予防に有効な治療オプションのひと
つとなる可能性がある．

【症例】30 歳，男性．【主訴】労作時呼吸困難．【現病歴】生直後より口鼻周囲にチアノーゼを認め，先天性
心疾患を疑い精査するも否定された．染色体検査にて部分 18 trisomy と診断された（0 歳時）が，医療機関
での定期的な経過観察はなされていなかった．平成 17 年頃（26 歳時）より労作時呼吸苦を自覚するように
なり，以後徐々に増悪．平成 21 年 6 月（30 歳時），心エコーにて ASD（左－右シャント）及び肺高血圧（推
定右室圧 100mmHg）を認め，精査目的で入院となった．【現症】身長 160cm，体重 43kg．心音は I 音　正
常　II音　亢進，III音は聴取せず．ばち状指は認めず．【胸部レントゲン】CTR 65%．肺血流は正常．【心エコー】
経食道心エコーで ASD は restrictive．心外シャントは認めず，二次性の肺高血圧症は否定的であった．【心
臓カテーテル検査】Qp/Qs=0.9，PCWP 8 mmHg，PAp 67/38 mmHg （mean 46 mmHg），RAp 3 mmHg，
肺血管抵抗は 9.37U （748.77 dyne・sec・cm－ 5）．以上より肺動脈性肺高血圧症（PAH）と診断．【染色体検査（再
検）】18p tetrasomy と診断した．【臨床経過】Bosentan 31.25mg より内服開始し，250mg まで増量した．肺
高血圧の改善（推定右室圧　60 ～ 70 mmHg 程度）と血漿 BNP 値の改善（130 pg/ml → 20 ～ 30 pg/ml）を
認めた．【まとめ】PAH を発症した成人 18p tetrasomy に対して，Bosentan が有効であった一例を経験した
ので若干の文献的考察を加え報告する．
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酸素負荷，PGI2 負荷試験で肺血管抵抗の低下を認めた多脾症・両大血管右室起始・
高度肺高血圧の一中年男性例

P-23

44 歳で肺生検の結果根治手術が可能であった修正大血管転位・心室中隔欠損症の1例P-24

堀端　洋子 1），村上　智明 1），白井　丈晶 1），立野　　滋 1），川副　泰隆 1），森島　宏子 1），丹羽　公一郎 1）

1）千葉県循環器病センター　小児科・成人先天性心疾患診療部

郷　　清貴 1），太田　宇哉 1），西原　栄起 1），倉石　建治 1），玉木　修治 2），田内　宣生 1）

1）大垣市民病院　第 2 小児科，2）大垣市民病院　胸部外科

症例は 47 歳男性．診断は多脾症・両大血管右室起始・心室中隔欠損・心房中隔欠損（冠静脈洞型，unroofed 
coronary sinus）・下大静脈欠損・半奇静脈結合・部分肺静脈還流異常・肺高血圧．5 ヶ月時に心雑音を指摘
され，2 歳時に心臓カテーテル検査を施行し，多脾症・心房中隔欠損・半奇静脈結合と診断され，肺高血圧
のため経過観察となった．24 歳時に Eisenmenger 症候群と診断され，手術は困難と判断された．その後自
覚症状なく経過していたが，46 歳頃から食後の腹部膨満感，体重増加を認め近医を受診，利尿薬を処方され
症状は改善した．今回手術適応の判断のために当科を紹介受診した．現在 NYHA II，SpO2 83%．心臓カテー
テル検査で肺動脈圧 106/33（61） mmHg，左室圧 104/edp13 mmHg，左房圧（9） mmHg, Qp 3.2 L/min/m2, 
Qs 2.9 L/min/m2, Qp/Qs 1.1, L-R shunt 54% , R-L shunt 49% , 肺血管抵抗（PVR） 16.0 unit・m2 であった．
100%酸素投与を行ったところ PVR 7.1 unit・m2, SpO2 95%と肺血管抵抗は低下し，また PGI2 投与（10ng/
kg/min）でも PVR 7.9 unit・m2, SpO2 92%と肺血管抵抗の低下を認めた．多脾症では肺動脈狭窄の無い両
大血管右室起始は，比較的早期に Eisenmenger 症候群となることが知られている．しかし本症例のように酸
素負荷や肺血管拡張薬にて肺血管抵抗の低下を認め，中年期でも肺血管の可逆的変化が保たれている希な例
があり，注意深い判断が必要である．本症例は肺動脈狭窄を認めず，中年に至っても Eisenmenger 化してい
ない要因は明らかではない．また病態を判断するうえで酸素負荷の際の留意点に関しても概説する．

症例は44歳の男性．生後1か月に肺炎で入院した際，聴診，胸部X線，心電図所見より先天性心疾患を指摘され，
小学生時に生存していれば受診するようにと伝えられていた．幼少時に自覚症状はほとんどなく，100m は
楽に走れていた．21 歳時に当院循環器内科にて心臓カテーテル検査を行い，修正大血管転位・心室中隔欠損
症と初めて診断．肺動脈圧 =108/34（62）mmHg と高値のため手術適応なしと判断され外来経過観察となった．
大学生から完全房室ブロックであった．44 歳時に失神のエピソードあり，肺高血圧および手術適応の再評価
のため当科紹介となった．この時点で NYHA3 度，心臓カテーテル検査では，Qp/Qs=2.05　CI=3.04L/min/
㎡　FA146/64（84） MPA108/37（58） LV98/EDP8mmHg で PS はなく，TR ＝Ⅲ°であった．酸素負荷試験
にて Pp/Ps=0.85 → 0.84，RpI=7.86 → 2.88WoodU・㎡に低下した．根治術の可否の検討のため胸腔鏡下肺生
検を行い，閉塞性血管病変は内膜の線維性肥厚や縦走平滑筋細胞の増殖はあるものの軽度にとどまっており，
根治術可能と診断，三尖弁置換術・心室中隔欠損閉鎖術およびペースメーカー植込術を施行した．術後 24 時
間，一酸化窒素を使用したが経過は良好であり，14 日目に退院．6 か月後の心臓カテーテル検査では，Qp/
Qs=1.04 CI=3.26L/min/㎡ RpI=7.60 woodU・㎡　Pp/Ps=0.33（0.39） FAP138/72（92）mmHg　PAP52/27（38）
mmHg　LV46/EDP12mmHg　と肺高血圧の改善がみられ，NYHA2 度で日常生活に支障なく経過している．
高肺血流である修正大血管転位・心室中隔欠損の症例で，40 歳以降に根治術を施行できた報告は稀であるの
で，報告する．
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18 歳時に手術適応なしと判断されていたが 18 年後に著明な肺高血圧を呈した ASD の
一例

P-25

Fontan 術後の妊娠・出産：当院の経験P-26

中川　直美 1），鎌田　政博 1），石口　由希子 1），中野　　諭 1），久持　邦和 2），大庭　　治 2）

1）広島市立広島市民病院　循環器小児科，2）広島市立広島市民病院　心臓血管外科

赤木　禎治 1），増山　　寿 2），井上　誠司 2），笠原　慎吾 3），富井　奉子 3），谷口　　学 1），佐野　俊二 3）

1）岡山大学病院　循環器疾患集中治療部，2）岡山大学　産婦人科，3）岡山大学　心臓血管外科

【症例】36 歳女性．18 歳時，胸部 X-ray で心拡大，肺血管陰影増強を指摘．UCG で ASD（II）と診断．心臓カテー
テル検査（BHC）で手術適応なしと診断．定期フォローの予定を受診せず．26 歳時に挙児 1 回（イベントなし）．
36 歳で動悸，易疲労感を主訴に受診．UCG で Qp/Qs>2，mild PH を指摘され当科紹介受診．X-ray で CTR 
0.54，MPA ～左右 PA 中枢部の拡大を認めた．UCG で右心系は著明に拡大．ASD は 20mm 大で左右短絡
血流あり．TR 流速 5m/s. から推定 RVP ≒ 110mmHg（BP=108mmHg）．BHC で PAP=64/27/40 ｍｍ Hg，
LVP=86mmHg．酸素負荷試験で Rp=9.2 → 6.8U/m2，Qp/Qs=1.11 → 2.04 と反応性あり．トラクリアを導入
し 3 か月後に Flap valve double patch closure を施行．術後 PH crisis なし．シルデナフィル，HOT を導入
し退院．術後 5 ヵ月で推定 RVP ≒ 40mmHg に改善．肺生検では肺小動脈に筋弾性線維症と内膜の線維 性
肥厚が混在していたが側副血行路なし．中膜の肥厚は明らかでなく IPAH の合併は否定された．また初回の
BHC で Qp/Qs=1.2 とされていたが再調査の結果 3.2 であったことが判明した．【考察】PH を伴う ASD では
Rp ＞ 6-8U/m2 で血管拡張試験や肺生検での閉鎖適応判断が勧められている．また閉鎖術前の肺血管拡張治
療導入，Fenestration を置いた閉鎖，閉鎖術後の十分な肺血管拡張治療などが重要である．本症例が高度の
PH に陥った主原因は初回の手術適応判断を誤ったことにある．UCG で右心系の明らかな拡大を指摘されて
おり Qp/Qs の過小評価に気付くべきであった．また中年期以降には加齢に伴う左室コンプライアンスの低下
から短絡量が増加したり PH が顕性化することがあるため，若年時に適応外であっても継続的な観察が必要
である．

Fontan 手術後は，成人先天性心疾患のなかでもハイリスク妊娠あるいは妊娠を避けることがすすめられる疾
患と位置づけられており本邦での妊娠例の報告はいまだ少ない .【症例１】33 歳．PA ＋ IVS の診断のもと，
7 歳で Fontan 術（RA-PA 吻合）が施行．心拡大，不整脈が増強したため 28 歳で TCPC conversion，ペースメー
カー植え込み術が施行された．妊娠が判明したため，当科受診し入院管理下でワーファリンからヘパリン皮
下注に変更した．妊娠 11 週　多量の性器出血を認め，絨毛膜下血腫の診断にて入院管理．妊娠 16 週からは
腹水貯留を認めた．妊娠 28 週，大量の性器出血とともに頻回の子宮収縮，絨毛膜下血腫の増大，胎児徐脈を
認めたため緊急 C/S 施行．出生体重 1070 ｇ．入院管理のもと母児ともに元気に退院した．

【症例２】31 歳　Double Inlet LV に対し 12 歳で Fontan （RA-PA 吻合），左室流出路狭窄が進行したため 27
歳で TCPC conversion を施行．近医で体外受精にて妊娠成立．妊娠確認後ワーファリンを中止し，ヘパリン
開始されて当院紹介された．ヘパリンの皮下注を継続し，妊娠 15 週からはワーファリンへと変更した．妊娠
37 週で計画的に陣痛を誘発し，吸引分娩で 2142 ｇの男児を出生した．【結論】Fontan 術後の妊娠・出産に
は多くのリスクが存在するが，不可能なことではない．
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妊娠・出産を経験した完全大血管転位症 III 型姑息術後の１例P-27

大動脈縮窄症合併妊娠の検討P-28

小田切　徹州 1），鈴木　　浩 1），安孫子　雅之 1），佐々木　綾子 1），早坂　　清 1），堤　　誠司 2），吉村　幸浩 3），
ニ宮本　報 4）

1）山形大学医学部　小児科，2）山形大学医学部　産科婦人科，3）山形大学医学部　循環器・呼吸器・小児外科，
4）東北大学病院　心臓血管外科

林　　永修 1），桂木　真司 1），神谷　千津子 1），根木　玲子 1），山中　　薫 1），佐々木　禎仁 1），堀内　　縁 1），
西尾　美穂 1），鈴木　裕介 1），池田 智明 1）

1）国立循環器病研究センター 周産期・婦人科

完全大血管転位症姑息術後の妊娠・出産の報告例はまれである．今回，２回目の妊娠・出産を経験した完
全大血管転位症 III 型姑息術後の１例を経験したので報告する．症例は d-TGA（III）, 右 Blalock-Taussig 
shunt 手術術後，左肺動脈閉塞の 38 歳の女性で，7 妊 1 産であった．36 歳時の妊娠では，心不全悪化のため
妊娠 30 週で帝王切開術を施行されていた．今回，妊娠 14 週に当院に紹介された．NYHA 分類 III 度，SpO2
は 82％であった．出産のリスクは高いと考えられたが，本人の意志は固く慎重に経過をみた．妊娠 23 週か
ら管理入院とし，安静の上，酸素投与を開始した．妊娠 25 週に心機能低下を認め，milrinone 持続静注を開
始した．胎児は IUGR であり，母体のリスクも考慮して妊娠 27 週 0 日に全身麻酔下で選択的帝王切開術を施
行した．術後は ICU で管理し，milrinone 持続静注は 2 日間，酸素投与は 4 日間行った．出産後の心機能は
比較的保たれており，術後 9 日で退院した．児は出生体重 607g で NICU 管理とし，以後順調に経過した．
本症例は母体への抗心不全療法追加，IUGR，早産，超低出生体重児の出生，と母児ともにリスクの高い妊娠
であった．個々のケースの多様性に対応していくためには，リスク評価，管理法に関する知見の蓄積が必要
である．

【目的】大動脈縮窄症の妊娠中のリスクは高血圧 , 狭窄部位修復または拡張後の再狭窄 , 大動脈瘤の破裂 , 大
動脈解離 , 脳動脈瘤が挙げられる . さらにバルーン拡張手技は血管壁の伸展と断裂により大動脈を拡張するも
ので , 妊娠中は循環血液量が増加し , エストロゲンによる血管組織が脆弱化するため , リスクが増加する . 大
動脈縮窄症合併妊娠の妊娠経過管理・分娩方法の決定について , 当科の症例を報告する . 【方法】当科で妊娠
初期から分娩まで管理した大動脈縮窄症合併妊娠 3 症例において , 妊娠中 , MRI 及びエコー検査にてリスク
評価を行い , 分娩方法を検討した . 【成績】症例 1  24 歳 , G0P0, 2 回バルーン拡張 , ASD 自然閉鎖後 , 内膜剥
離所見あり . バルーン拡張による血管壁へのダメージ , 内膜剥離所見により分娩様式を帝王切開と決定した . 
37 週 2 日に選択的帝王切開にて女児を出産した . 症例 2  29 歳 , G0P0, 手術修復後の再狭窄に対し 1 回バルー
ン拡張 , VSD 手術閉鎖後 . 手術修復部位周囲の癒着により , バルーン拡張後の大動脈瘤形成や破裂のリスク
は低いと考えられたため , 分娩様式は経膣分娩とした . 38 週 4 日に自然破水 . 陣痛促進・無痛・鉗子分娩にて
女児を出産した . 【結論】今回は大動脈縮窄症合併妊娠においては , 妊娠中に高血圧の有無 , エコーや画像検
査により病変部位を評価し , 総合的に分娩の時期や分娩方式を決めた . 
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Could PDE type 5 inhibitor Tadalafil prevent IUGR in pregnancies 
complicated by Eisenmenger's syndrome?

P-29

妊娠中の肺動脈弁逆流の変化を心エコーと MRI の併用により観察した一妊婦例P-30

上田　恵子 1），神谷　千津子 1），桂木　真司 1），山中　　薫 1），池田　智明 1）

1）国立循環器病研究センター周産期・婦人科

田澤　星一 1），柿崎　周平 1），土屋　　滋 1）

1）東北大学病院　小児科

【Background】Tadalafil., Phosphodiesterase type 5 （PDE5） inhibitor is one of the most potential agents for pregnancy cases with Eisenmenger syndrome. 
Although there have been a few recent reports of pregnancy cases where a PDE5 inhibitor was administered, the fetuses/ newborns in these cases were not 
fully discussed. We present the fetal growth of the cases with Eisenmenger's syndrome treated with Tadalafil.【Methods】The body weights of fetuses/
newborns from patients diagnosed with Eisenmenger syndrome were compared in two groups: cases with Tadalafil treatment and those without Tadalafil 
treatment. All cases were managed in Department of Perinatology, National Cerebral and Cardiovascular Center. Eisenmenger syndrome was defined as 
those with severe pulmonary hypertension caused by non-operated congenital heart defects, with a mean pulmonary atrial pressure （PAP） of more than 
55 mmHg.【Results】Two （1 case with Ventricular septal defect （VSD） and the other with  Transposition of grate artery （TGA）） cases were treated 
with Tadalafil during pregnancy, and 4 were not in the treatment group （patent ductal aortasis（PDA） and 3 with VSD）. There were no significant 
differences in PAP in the two groups. Fetal developmental curves are shown in table 1. Treated cases delivered at 28w2d and 29w1d of gestation, and 
newborn body weights were 1027g （-1.4SD） and 1380g （+1.4SD） respectively. On the other hand, in the cases without Tadalafil treaatment, babies were 
born at 33w0d, 30w5d, 31w3d and 32w6d of gestation. Their body weights were 1490g （-3.4SD）, 1240g（-1.9SD）, 1074g （-3.6SD） and 1578g （-1.7SD） （mean 
+SD : 1348.8g+228.9g （-2.7SD））, suggesting an delay of intrauterine growth tendency in the fetal growth curves of the cases without Tadalafil treatment, 
including two cases of severe IUGR.【Discussion】Birth weights were likely to be higher in cases of group T,although IUGR is known to be a risk for 
fetuses in pregnancies complicated by Eisenmenger's syndrome. Some studies have shown effects of PDE5 inhibitors on fetal growth such as increased 
placental circulation, amino acid metabolism and a direct effect on uterine muscles in animal tests. However there have not been any reports on clinical cases. 
Although there were only a few cases we experienced in the This is the first case report showing the possibility that PDE5 inhibitors might accelerate fetal 
growth, opening a new discussion on the longterm outcome of neonatal/infantile cases born to mothers with adult congenital heart disease.

【背景】妊娠中の重症肺動脈弁逆流の存在は心血管系の転帰に悪影響を与えるとされ，経時的な変化を追うこ
とが望ましい．しかし，MRI を用いて肺動脈弁閉鎖不全（PR）の定量化は可能であるが頻回の検査は困難で
あり，一方で繰り返し検査可能な心エコー検査は定量化が難しい．【症例】19 歳女性．乳児期に重症肺動脈
弁狭窄症に対して Brock 手術を施行．妊娠 13 週で当科を受診した．心エコーにて右室拡大を認めず，右室
および左室流出路の断面積と速度時間積分値を用いて算出した肺動脈弁逆流分画（PRF）は 0.32 であった．【経
過】妊娠 16 週，心臓 MRI 検査を施行．Phase contrast 法を用いた velocity mapping から算出された PRF は 0.33
であり心エコー検査と乖離していなかった．心エコーによる PRF は妊娠 31-33 週に 0.45-0.55 と上昇し心室中
隔の奇異性運動を認めた．以後，PRF は増加せず，心血管イベントの発生もなかった．38 週 3 日，経膣分娩
にて健常男児を出産し，産後の経過も良く退院した．【結語】当初中等度の PR を認め，妊娠経過中に PR の
増悪を来したが良好な経過をたどった症例を経験した．PR の変化を捉えるために反復して施行できる心エ
コーは有効である．また，エコーの妥当性を MRI で検証することで，心エコーを用いた妊娠中の PR の変化
の観察により確実性を与えることができると思われる．
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成人動脈管開存に対する Amplatzer Duct Occluder の使用経験P-31

Transcatheter closure of huge PDA in adults with severe pulmonary 
hypertension using Amplatzer septal occluder or muscular VSD occluder

P-32

木島　康文 1），赤木　禎治 2），谷口　　学 2），中川　晃志 1），岡本　吉生 3），大月　審一 3），草野　研吾 1），
伊藤　　浩 1），佐野　俊二 4）

1）岡山大学大学院医歯薬総合研究科　循環器内科，2）岡山大学病院　循環器疾患治療部，
3）岡山大学大学院医歯薬総合研究科　小児科，4）岡山大学大学院医歯薬総合研究科　心臓血管外科

Su-Jin Park, Nam Kyun Kim, Bong Sic Yoon, Jae Young Choi
Division of Pediatric Cardiology, Severance Cardiovascular Hospital, Yonsei University Health System, Seoul, Korea

成人動脈管開存（PDA）に対しての経カテーテル的閉鎖はこれまでコイル閉鎖術が一般的に施行されてきた
が，直径３㎜を越える大きな動脈管では複数個のコイルを留置する必要があるなど成人期の大きな動脈管で
は使用経験が限られていた．2009 年より Amplatzer Duct Occluder が本邦でも臨床使用が可能となり，成人
領域での有効性が期待されている．当施設での成人 PDA に対する Amplatzer Duct Occluder の初期成績を
報告する．【症例 1】症例は 77 歳女性．45 歳頃より PDA を指摘され，近医で内科的に薬剤加療されていたが，
心不全症状の増悪を認めたため，カテーテル治療目的で当院紹介となった．心臓カテーテル検査での短絡率
は Qp/Qs 2.61 あった．大動脈造影上 6.6mm の PDA に対して 10mm の Amplatzer Duct Occluder を用いて
閉鎖術を施行した．閉鎖術直後より臨床症状の著明な改善が認められ，経胸壁心エコーでは治療１ヵ月後に
完全閉鎖が確認された．【症例 2】症例は 84 歳女性．70 歳代後半より労作時呼吸苦を認め，PDA を診断された．
近医で内科的に薬剤加療されていたが，心不全症状の増悪を認めたため，カテーテル治療目的で当院紹介
となった．心臓カテーテル検査での短絡率は Qp/Qs 2.64 であった．大動脈造影上 4.2mm の PDA に対して
10mm の Amplatzer Duct Occluder を用いて閉鎖術を施行した．閉鎖直後より臨床症状の著明な改善が確認
され，閉鎖術１か月後の経胸壁心エコーで PDA の完全閉鎖が確認された．成人 PDA において Amplatzer 
Duct Occluder を用いることで，これまでコイル閉鎖術では難しかった大きな PDA もより確実に安全に閉鎖
できる可能性があり，外科手術が躊躇われる成人（特に高齢者）の PDA に対し，有用な治療ディバイスと
なりうるものと考えられた．

Background: Transcatheter closure has been established as the treatment of choice of PDA. Occasionally 
in huge adult PDAs, commercially available devices are not sufficient in size. Case report: First case 
was 38 year old female, diagnosed as PDA with severe pulmonary hypertension, but was extremely 
incompliant to medical advice.  After 2 medically unadvised complicated pregnancies, she visited ER 
with exacerbated heart failure (NYHA class IV).  Fortunately, her condition stabilized in ICU and she 
underwent cardiac catheterization. The PDA size was 19 mm and Qp/Qs ratio was 4.3.  Mean pulmonary 
pressure (PAPmean) was 55 mmHg and showed a positive response in vasaoreactivity test and balloon 
occlusion test (VRT/BOT). We successfully performed the device closure using an Amplatzer muscular 
VSD occluder (d=18 mm). Second case was 39 year old female patient, diagnosed as PDA 13 years ago, but 
refused treatment. She developed symptoms of severe heart failure (NYHA class III) in the past 3 years, 
but visited the clinic only recently. During cardiac catheterization, the PDA size was 22 mm and Qp/Qs 
ratio was 3.1.  PAPmean was 75 mmHg and showed a positive response in VRT/BOT. We successfully 
performed the procedure using an off-label Amplatzer septal occluder (d=24 mm). Post-procedural progress 
was uneventful for both patients and they were discharged under good health. Conclusion: We present 2 
cases of successful closure of huge PDA, by off-label use of devices for ASD or VSD closure. This approach 
may be used to reduce potential morbidity in high risk patients, while further experience in larger 
population is warranted.
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全身麻酔が禁忌と判断された心房中隔欠損症に対するカテーテル治療P-33

バルーン血管形成術後 24 年間良好な経過をたどる大動脈縮窄の１例P-34

赤木　禎治 1），谷口　　学 1），中川　晃志 2），木島　康文 2），五藤　恵次 3），佐野　俊二 4）

1）岡山大学病院　循環器疾患集中治療部，2）岡山大学  循環器内科，3）岡山大学  麻酔蘇生科，4）岡山大学  心臓血管外科

堀口　泰典 1）

1）KKR 立川病院　小児科

【背景】成人期の心房中隔欠損症にはさまざまな合併症を有した症例があり，中でも慢性閉塞性肺疾患に代表
される呼吸機能不全を伴う患者の全身麻酔は抜管困難など高いリスクが予想される．【目的】当院で実施した
心房中隔欠損症のカテーテル治療 430 例中，術前の麻酔科との検討により，全身麻酔が禁忌であると判断さ
れた 3 例について，治療戦略を検討した．【対象】3 例のうち 2 例は長期の喫煙が原因と思われる慢性閉塞性
肺疾患（76 歳，77 歳），他の 1 例は筋委縮性側索硬化症を合併していた．3 例とも術前の呼吸機能検査で重
度の混合性呼吸障害が存在し，在宅酸素療法を併用していた．【方法】術前の経食道エコー検査を実施し，欠
損孔径，周囲縁の評価を行い，使用するデバイス選択の情報を得た．麻酔科医による呼吸状態のモニター下に，
局所麻酔下に通常のプロトコールに沿って欠損孔の閉鎖を行った．２例で Boston Scientific 社製の心腔内エ
コーを用い，また他の 1 例では経胸壁エコーをガイドとして，デバイスの留置を行った後，咽頭麻酔で経食
道エコーを挿入し，デバイスの確実な留置状態を確認したのち，デバイスの離脱を行った．術後は ICU で 24
時間全身状態の確認を行った．3 例とも術後 3 ～ 4 日で退院した．【結論】全身麻酔のリスクが高く外科手術
の適応とならない症例でも，綿密な医療連携によりカテーテル治療が可能であった．

（目的）大動脈縮窄に対しバルーン血管形成術を実施した後 24 年間良好に経過している１例を報告する．（症
例）症例は 35 歳女性．11 歳 10 ヶ月時 Native Co/Ao に対して Balloon Angioplasty（BAP）を実施した．圧
差は前値 40mmHg から BAP 後 10mmHg となった．その後順調に経過し，最峡部径は BAP 前 1.8 mm か
ら BAP 直後 6.2mm，11 年後 8.8 mm，22 年後 13.0mm と推移した．この間病変部には明らかな瘤形成，石
灰化等は認めなかった．また有意な側副血行路の発達も無かった．11 年５ヶ月後のカテーテル検査では圧
差 20mmHg であった．妊娠出産（帝王切開）も経験されたが妊娠中収縮期圧 140 ～ 150mmHg となった以
外に高血圧は認めなかった．現在，血圧は右上肢 116/73mmHg，右下肢 112/67mmHg で圧差は 4mmHg と
なっている．（考案）Native Co/Ao に対する治療は BAP を第一選択とする施設の他，外科治療を第一選択
とし術後再狭窄を BAP で行なうという意見もある．本例は１回の BAP の後 20 年以上良好な経過をたどっ
ていることから新生児期以後の Co/Ao の治療として BAP は第一選択で良いと思われる．大動脈弓は形態的
には Co/Ao 様で「不格好」ではあるが高血圧，左室肥大，石灰化などの発生も無く血行動態上問題はない．
Native Co/Ao であっても形態的に適していれば外科的治療よりはるかに侵襲が少ない BAP は患者さんに
とって良い治療と考える．（結論）① Native Co/Ao に対し BAP を行ない 24 年間経過良好な１例を報告した．
② Native Co/Ao であっても形態的に適していれば BAP は第一選択とすべき治療である．
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多彩な症状を呈したチアノーゼ性心疾患の成人例
oBT shunt に対するバルーン形成術の効果と限界

P-35

Rastelli 術後の valved conduit による冠動脈の圧排に対して冠動脈ステント留置を
行った症例の 2 年後の臨床経過

P-36

木口　久子 1），砂田　　哲 1）

1）高知医療センター小児科

福　　康志 1），門田　一繁 1），光藤　和明 1），新垣　義夫 2），脇　　研自 2）

1）倉敷中央病院 　循環器内科，2） 倉敷中央病院 　小児科

症例：48 歳男性．乳児期からチアノーゼあり 12 歳でファロー四徴症と診断，BT シャントを施行された．20
歳台で痛風を発症した際に根治手術を検討されたが適応なしと判断，フォロー中止となっていた．以後，心
不全症状はあったが建設会社で重機操作に従事していた．46 歳で左脳梗塞を発症したが，麻痺なく回復．そ
の際に左頚動脈閉塞を指摘され当院心臓外科紹介，さらに先天性心疾患精査目的で当科紹介となった．初診時，
SpO2 62%，息切れが著明で全身チアノーゼ，ばち指を認めた．四肢関節に複数の痛風結節を認め，一部は自
壊し潰瘍を形成していた．血液検査では多血，代謝性アシドーシス，BUN,Cr 高値，低蛋白血症，尿酸高値，
CRP 高値を認めた．心臓超音波，造影 CT にて DORV/Hypo RV/MGA/PS と診断，BT シャントの肺動脈
吻合部に高度狭窄を認めた．在宅酸素療法を開始し，狭窄部のバルーン血管形成術を Sterling  10mm/2cm
を用いて施行した．容量負荷増大により胸水貯留および BNP 上昇が一時的にみられたが，SpO2 は 85%（room 
air） まで上昇し ADL は著明に改善した．治療から７ヵ月が経過した現在，多血はやや改善，難治性潰瘍も
一部痂皮化したが，腎機能は改善していない．まとめ：チアノーゼ性心疾患による長期にわたる低酸素血症
は多臓器に深刻な影響をもたらす．本症例では SpO2 は上昇したが痛風，腎不全は改善は得られずより早期
の治療介入が必要と考えられた．一方，根治術の対象とならない症例においてカテーテル治療は侵襲が小さ
く QOL の改善には非常に有用と考えられた．

【症例】26 歳男性．ファロー四徴，肺動脈閉鎖にて 2 歳 9 ヶ月時に Rastelli 手術が行われた．以前から労作時胸部不
快があり，心臓 CT を施行したところ，右冠動脈入口部および左前下行枝入口部（左前下行枝は左回旋枝と別々に起
始しており，右冠動脈洞起始）に狭窄が認められた．CAG では右冠動脈入口部に 99%狭窄（左回旋枝から良好な側
副血行路あり）および左前下行枝入口部に 75%狭窄を認めたが，狭窄は Rastelli 手術の valved conduit による圧排
が原因と判明し，同部位に冠動脈インターベンションを施行した．右冠動脈入口部には Multilink Vision stent 4.0 ×
12mm を留置し，左前下行枝入口部には Cypher stent 3.0 × 18mm と 3.5 × 8mm を留置し，それぞれ良好な拡張が
得られた．治療後 20 ヵ月の follow up CAG で再狭窄は認めず，治療後 2 年の経過も胸部症状なく良好である．【結語】
conduit の圧排が原因の冠動脈狭窄に対して冠動脈 stent 留置を行い，良好な中長期成績が維持された症例を経験した．
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多脾症，下大静脈欠損・奇静脈結合を合併した成人の二次孔欠損型心房中隔欠損症に
対する1手術例

P-37

部分型房室中隔欠損症の成人例における僧帽弁形成の工夫 - 小児と成人の術式の融合P-38

高橋　英樹 1），莇　　　隆 1）

1）淀川キリスト教病院　心臓血管外科

藤田　智之 1），川﨑　志保理 1），山本　　平 1），土肥　静之 1），松村　武史 1），嶋田　晶江 1），大石　淳実 1），
中西　啓介 1），天野　　篤 1）

1）順天堂大学医学部附属順天堂医院  心臓血管外科

 症例は 75 歳女性．1981 年より他医にて心房細動を指摘されていた．2009 年 4 月より心房中隔欠損症，三尖
弁逆流，肺高血圧症を指摘され，今回精査・加療目的にて当科紹介となった．術前の CT 検査にて下大静脈
は肝門部で欠損しており，直接右房には流入せず，奇静脈と上大静脈を介して右房に流入していた．肝静脈
は右房に開口していた．体外循環の脱血管回路は通常の上大静脈と下大静脈の他に大腿静脈より下大静脈に
挿入することで問題なく施行し得た．手術は心房中隔欠損孔閉鎖術，三尖弁輪形成術，MazeⅣ手術を施行した．
術後経過は良好であり，独歩にて軽快退院した．多脾症，下大静脈欠損・奇静脈結合を合併した成人の二次
孔欠損型心房中隔欠損症の報告例は稀であり，文献的考察を含めて報告する．

部分型房室中隔欠損症は，小児期に根治術を受けるもの以外は無症状なことから成人期まで carry over され
る症例も多い．carry over した症例の中には増悪する僧帽弁閉鎖不全症に対し外科治療の工夫を必要とする
症例があり，また，小児期に根治術を施行した場合でも，その遠隔期において僧帽弁閉鎖不全症が問題とな
る症例が散見される．今回我々は，初回手術と再手術を含め，部分型房室中隔欠損症の成人期症例 6 例の僧
帽弁形成術を経験した．初回手術症例（4 例）は全例で心房中隔欠損孔のパッチ閉鎖を施行した．僧帽弁形
成に対しては疾患の特徴である左室流出路の狭小化を増悪させることから，逸脱型僧帽弁逆流に通常使用さ
れる人工弁輪は使用できないため裂隙修復のみを第 1 選択としている．初回例 4 例とも裂隙修復のみで僧帽
弁逆流は消失またはⅠ°以下に減弱した．1 例に flexible ring による三尖弁輪縫縮を，1 例に Maze 手術を施
行した．再手術症例（2 例）のうち 1 例は僧帽弁形成（裂隙修復，Physio ring ，乳頭筋接合術），residual 
shunt 閉鎖を施行し，1 例は僧帽弁形成（Alfieri 法），三尖弁輪縫縮，Maze 手術を施行した．小児期と成人
期の僧帽弁・左室形態の差異に対する双方の特徴を生かした手術手技の工夫と，僧帽弁形成術の短期または
遠隔期の成績について文献的考察を含め報告する．
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高度肺動脈弁狭窄症および動脈管開存症を合併した先天性風疹症候群の成人例に対する
手術経験

P-39

根治手術後 10 年以上経過した後に再手術を必要とした先天性心疾患症例の検討P-40

藤井　正大 1），神戸　　将 1），檜山　和弘 2）

1）浦添総合病院　心臓血管外科，2）熊本市民病院　小児心臓外科

金本　真也 1），平松　祐司 1），徳永　千穂 1），今井　章人 1），塚田　　亨 1），三富　樹郷 1），中嶋　智美 1），榊原　　謙 1）

1）筑波大学附属病院　心臓血管外科

妊婦の風疹ウィルスによる感染は，児に対し白内障，感音性難聴，動脈管開存を 3 徴とする多彩な先天異常
をきたし，先天性風疹症候群と称される．心疾患としては動脈管開存，肺動脈狭窄，肺動脈弁狭窄が多い．我々
は高度肺動脈弁狭窄症および動脈管開存症を合併した先天性風疹症候群の成人例に対し外科治療を経験した
ので報告する．症例は離島在住の 45 歳女性，先天性風疹症候群で両側感音性難聴，白内障，精神発達遅滞を
認めており聾学校に籍を置いていた．17 歳時に心疾患への加療を勧められたが，家族が拒否．今回，胆摘を
機に心疾患を精査した結果，引き続き心臓手術を家族が希望し当科紹介となった．心臓カテーテル検査で右
室圧 105mmHg，肺動脈－右室圧較差 79mmHg と肺動脈弁狭窄を認め，他に動脈管開存や三尖弁逆流と診断
された．インフォームド・コンセントは全て両親および長姉に行った．手術は通常体外循環を用い低体温・
循環停止下で動脈管を閉鎖．循環再開し弁輪拡大・肺動脈再建を伴う肺動脈弁置換術（生体弁 19mm），三尖
弁輪縫縮術（リング 27mm）を施行した．1965 年の沖縄では風疹の大流行に引き続き，先天性風疹症候群が
高頻度で発生している．多彩な合併症にもかかわらず本症例は成人まで達し開心術を行ったが，視聴覚障害
や発達遅滞を伴ったため周術期を通して本人の理解・フォローのため各種医療スタッフの協力が欠かせない
貴重な症例を経験した．

【目的】先天性心疾患（CHD）根治手術後 10 年以上経過した後に再手術を必要とした CHD 症例を検討した．
【対象】CHD に対する根治手術施行後 10 年以上経過した後に，当院で再手術を行った 8 症例．（TOF 3 例，
ASD 2 例，VSD 2 例，DORV １例；ペースメーカー電池交換，段階的手術症例を除く） 根治手術時の平均
年齢は 15 歳（1-55），再手術時の平均年齢は 34 歳（13-66 ）．根治手術から再手術までの期間は平均 177 か月

（129-241）であった．【結果】 術前 NYHA 分類は，Class Ⅰが 4 例，Class ⅡおよびⅢが各 2 例であった．再
手術の原因は，人工物に起因する右室および左室流出路狭窄が 4 例，僧帽弁閉鎖不全が 2 例，三尖弁閉鎖不全，
洞機能不全，収縮性心膜炎が各 1 例で根治手術時遺残病変の悪化による再手術は 3 例（3/8）であった．8 例
中 1 例を再手術中の出血で失った．再手術後の経過は概ね順調であったが，三尖弁逆流に対する再再手術と
心房粗動に対する ablation を必要とした症例が各 1 例あった．8 例中 2 例は根治手術時の手術記録が入手で
きず，手術の詳細が不明であった．【結語】CHD の手術成績は向上しているが，術後 10 年以上経過した後に
も再手術を必要とする症例が存在し，今後増加する事が懸念される．遠隔期再手術の可能性も考慮した術式
の選択，手術記録を含めた診療記録の整備・共有が不可欠と考えらえた．
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ファロー四徴症根治術後肺動脈弁置換術を施行した成人症例の手術時期についての検P-41

Fallot 四徴症根治術後に両心不全を呈し，治療方針に難渋する一例P-42

枡岡　　歩 1），鈴木　孝明 1），内村　紀子 1），木村　成卓 1），加藤木　利行 1）

1）埼玉医科大学国際医療センター　小児心臓外科

稲葉　俊郎 1），八尾　厚史 1），牧　　尚孝 1），志賀　太郎 1），波多野　将 1），絹川　弘一郎 1），永井　良三 1）

1）東京大学医学部付属病院　循環器内科

【背景】ファロー四徴症根治術後の肺動脈弁逆流による右心不全に対しては，手術介入の至適時期に関して
は一定の基準は存在しない．【目的】ファロー四徴症術後肺動脈弁置換術を施行した成人症例の術後臨床症
状の改善度について検討した．【対象】2007 年 4 月～ 2010 年 3 月までに当院でファロー四徴症根治術後，生
体弁による肺動脈弁置換術を施行した強い右心不全症状を伴う NYHA3 度の症例 2 例と，比較的軽度な右心
不全症状であったが，早めの手術を希望したため肺動脈弁置換術を施行した症例 2 例を対象とした．再手術
時平均年齢は 29.3 歳（20 歳 -53 歳），根治手術後から平均 18.75 年であった．【結果】 4 例の術前平均 CTR は
64.5%，NYHA3度が3例，NYHA2度が1例であった．また術前の心エコーでの右室径は平均で36mmであった．
このうち NYHA が 3 度の強い右心不全症状を伴う 2 症例では術後の CTR の改善率（術後 CTR/ 術前 CTR）
は 92.6%，比較的軽度な右心不全症状の 2 症例では 84.8%であった．また右室径は，強い右心不全症状の 2 症
例での改善率（術後右室径 / 術前右室径）は 75.9%，比較的軽度な右心不全症状の 2 症例では 68.7%であった．
現在全例で NYHA は 1 度に改善している．【考察】ファロー四徴症術後の肺動脈弁逆流は強い症状が出にく
いため，患者本人を含め，手術時期の決断に苦慮することが多い．しかし右室拡大による不整脈などの合併
症を未然に防ぐためにも軽い右心不全症状が出現した段階で，手術介入を決断することが重要ではないかと
考えている．

症例は 38 歳女性．2 歳時に Fallot 四徴症と診断され，左 B-T シャント術，6 歳時に根治術（心室中隔欠損（VSD）
閉鎖，右室流出路拡大術）施行された．2010 年 7 月頃より呼吸困難感出現し，頻脈性心房細動による心不全
と診断され入院した．心臓超音波検査では VSD 残存の左右シャント，心機能低下（左室駆出率 41%），右心
系拡大を認めたが，入院時の低酸素血症（PaO2　47.8mmHg）から右左シャントの存在が示唆された．胸部
CT と経食道心エコー検査にて，心房中隔欠損（10x14mm）と上大静脈に合流する部分肺静脈還流異常が判
明した．心臓カテーテル検査では，肺血管抵抗の上昇はなく，肺体血流比は 1.14（両方向性シャント）で，
圧波形にて収縮性心膜炎の合併も示唆された．また，肺動脈圧の右室化ならびに肺動脈弁が同定できないこ
とから，顕著な肺動脈逆流が示唆された．心臓 MRI では右室，左室の著名な収縮能障害（駆出率はそれぞれ
17%と 33%）を認めた．入院後は抗凝固療法，ACE 阻害剤，β遮断剤，利尿剤，酸素療法にて心不全の改善
を認めた．心房中隔欠損閉鎖＋肺動脈弁形成術＋心膜切除＋右室縫縮術を行なうか，右室機能不全が著明な
ため TCPC（Total Cavopulmonary Connection）手術とするか，内科治療の継続で保存的に診るか，治療方
針に難渋する症例であるため，報告する．
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右肺動脈 ‐主肺動脈吻合術を施行した右肺動脈上行大動脈起始症の成人例P-43

左冠動脈肺動脈起始症（Bland-White-Garland 症候群）の３症例P-44

朝海　廣子 1），賀藤　　均 1），三崎　泰志 1），金子　正英 1），濱　　猛浩 1），金子　幸裕 2）

1）国立成育医療研究センター　循環器科，2）国立成育医療研究センター　心臓血管外科

向井　　靖 1），小宮　陽子 1），甲木　雅人 1），得能　智武 1），肥後　太基 1），小田代　敬太 1），富永　隆治 1），
砂川　賢二 1）

1）九州大学病院 ハートセンター

【背景】右肺動脈上行大動脈起始症（AORPA）は通常乳児期に心不全を生じ自然予後は不良であるが，稀に
成人まで生存する例が存在する．今回，AORPA に対して根治術を施行した成人例を経験したので，術後経
過と共に報告する．【症例】24 歳女性，幼児期に AORPA と診断されていたが，自己判断で通院は中断され
ていた．24 歳時に軽度の喀血を主訴に数年ぶりに受診され，治療方針の決定のため心臓カテーテル検査を施
行した．心臓カテーテル検査では，右肺動脈圧は体血圧と等圧で，左肺動脈平均圧は 25mmHg と軽度上昇を
認めた．右室起始側左肺動脈の血管抵抗値はそれほど高くないと考えられることから，右肺動脈血圧を低下
させ喀血の危険性を小さくできる可能性があること，肺血管病変のさらなる進行を防げること，左心系の容
量負荷が軽減することを期待し，肺動脈 ‐ 主肺動脈吻合術を行う方針となった．一期的に右肺動脈 ‐ 主肺
動脈吻合術を施行したが，懸念されていた喀血や肺高血圧クリーゼなく，周術期管理に難渋することなく経
過し，術後 7 日目に退院となった．退院前の肺血流シンチでは右肺への血流は確認できなかったが，喀血の
症状は消失し，左室容量負荷は軽減した．右肺動脈の肺血管抵抗は術後数年の経過で肺血管抵抗が正常化し
たという成人例の報告もあり，今後も注意深く経過観察していく必要がある．

左冠動脈肺動脈起始症（Bland-White-Garland 症候群，BWG 症候群）は先天性心疾患の 0.5%以下で成人例は特
に稀である．症例１（27 歳女性）は連続性雑音を指摘され当院紹介．心エコーでは左室拡大，右冠動脈の拡大，
左冠動脈の起始異常（血流は肺動脈へ流入），中隔枝の逆行性血流を認め，左冠動脈領域が右冠動脈からの側副
血行路により灌流されている所見であり，BWG 症候群を疑った．心臓ＣＴ・カテーテル検査で BWG 症候群と診断
した．症例 2（38 歳女性）は動悸，倦怠感のため当センター入院．心エコー図で左室拡大，僧帽弁逆流，心内膜
肥厚と輝度上昇を認めた．心臓カテーテル検査で左冠動脈起始異常が判明，心臓ＣＴと併せ BWG 症候群と診断
した．症例１，２とも心筋虚血が証明され，根治手術を行った．症例３は 70 歳女性で，BWG 症候群に対し肺動脈
からの左冠動脈起始部閉鎖と冠動脈バイパスを行った１２年後に心不全症状があり，肺動脈と左冠動脈が再開通し
ていた．心筋虚血の所見もあり，再手術の方針となった．以上，BWG 症候群成人例の経験をまとめた．近年心臓
CT により，冠動脈の特徴的形態が明らかで，診断が容易になったと考えられる．心エコーでも左冠動脈肺動脈起
始および側副血行路と冠循環の概要を診断できるケースがあった．治療は手術が原則であるが，長期的な成績は
不明であり，症例３のような経過もあり得ると考えられた．
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Patrick-McGoon 術後遠隔期の LVOTO+IE（A 弁）に対し Rastelli 術転換，
大動脈弁置換を行った1例

P-45

VSD 術後 17 年目に patch detachment，IE にて VSD 再閉鎖・AVR・右室流出路
再建を施行した一例

P-46

今井　健太 1），藤原　慶一 1），大谷　成裕 1），大野　暢久 1），長門　久雄 1），吉澤　康祐 1），坂崎　尚徳 2），佃　和弥 2），
城尾　邦隆 3），渡邉　まみ江 3）

1）兵庫県立尼崎病院　心臓センター　心臓血管外科，2）兵庫県立尼崎病院　心臓センター　小児循環器科，
3）九州厚生年金病院　小児科

椛沢　政司 1），石坂 　透 1），黄野　皓木 1），石田　敬一 1）， 勝股　正義 1），丸山　拓人 1），松宮　護郎 1）

1）千葉大学大学院医学研究院　心臓血管外科学

【はじめに】Patrick-McGoon（P-M）法が適応となる症例は稀で，その再手術に関する報告はない．我々は
P-M 法術後遠隔期症例に対し，Rastelli 術への転換および大動脈弁置換を行い良好な結果を得たので報告する．

【症例】症例は 23 歳，36kg の女性．診断は DORV（false Taussig-Bing 奇形）で 6 歳時に P-M 法による修復，
12 歳時に左室流出路狭窄（LVOTO）解除が他院で行われた．23 歳時に感染性心内膜炎に罹患，高度 AR が
残存した．また LVOTO（エコー圧較差 100mmHg）認められており，手術目的で当院へ紹介となった．【手術】
手術は再胸骨正中切開，完全体外循環で行った．心停止下に LV-Ao route のパッチを切開し内部を観察した．
route は長く一部屈曲し，大動脈弁下狭窄を伴っていた．三尖弁辺縁と大動脈弁直下の一部を残してパッチ
を可及的に除去した．上行大動脈横切開し大動脈弁を観察．弁尖に穿孔を認めた．弁下のconusと残存するパッ
チを可及的に切除した後 AVR を行った（SJM Regent 19mm）．肺動脈を離断閉鎖し，心内 routing を行った．
右室流出路は 21mm Freestyle+20mm PTFE graft にて再建した．癒着が高度であった大動脈～右肺動脈間
の出血が制御困難であったため，上行大動脈人工血管置換を追加した．【結果】術後経過は良好で ICU 帰室
同日抜管，3 日目に退室，16 日目に退院となった．術後 8 ヵ月の心エコー，カテーテル検査にて左室および
右室流出路に問題は認めなかった（LVOT max velocity 1.0m/s，RVP45/8，PAP 26/6（14），PR trace）．【結
語】 P-M 法術後，高度 LVOTO，AR の症例に対し Rastelli 術への転換および AVR を行い良好な結果を得た．
右室流出路に関しては今後も注意が必要であるが，LVOTO に関する危惧は軽減化できたと考える．

症例は 32 歳男性．15 歳時に肺動脈弁下型 VSD に対し ePTFE パッチを用いて心内修復術を施行した既往が
ある．2009 年秋頃より咳嗽が出現，徐々に心不全症状を呈するようになり，2010 年 1 月に熱発・息切れが出
現し前医入院．血液培養検査にて陽性（Streptococcus Gordonii）・経胸壁心臓超音波検査にて感染性心内膜
炎が疑われ，抗生剤加療が開始された．2 月より感染性多発性肺梗塞の所見も認め症状増悪傾向にあるため，
3 月に当院転院となった．血痰・感染性多発性肺梗塞を認めるため，緊急での人工心肺下手術は困難である
と判断し，転院後も内科的加療を行ったが，心不全，感染徴候のコントロールがつかなかった．この時点で
血痰は改善しており，準緊急にて手術を施行した．経食道エコーにて大動脈弁にも疣贅の付着を認めたため，
VSD パッチ再閉鎖・右室流出路再建に加え，AVR（CEP Magna #21mm, Valsalva repair を伴う）を施行し
た．術後経過は良好で術後 16 日目に紹介元の前医に転院した．手術手技の工夫および準緊急手術を決断した
タイミングについて文献的考察を含め報告する．
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本邦最高齢の Ebstein 奇形の 1 手術例P-47

病院内で急変し死亡した成人先天性心疾患 3 症例P-48

石神　修大 1），笠原　真悟 1），立石　篤史 1），藤田　康文 1），高垣　昌巳 1），新井　禎彦 1），三井　秀也 1），佐野　俊二 1），
大月　審一 2），赤木　禎治 3）

1）岡山大学医歯薬総合研究科 心臓血管外科，2）岡山大学医歯薬総合研究科 小児科，
3）岡山大学医歯薬総合研究科 循環器疾患集中治療部

吉田　修一朗 1），大橋　直樹 1），松島　正氣 1），西川　　浩 1），久保田　勤也 1），今井　祐喜 1），櫻井　　一 2）

1）社会保険中京病院小児循環器科，2）社会保険中京病院心臓血管外科，

Ebstein 奇形は稀な疾患であり，新生児期から症状が出現する重症なタイプとそれ以降発症するタイプと
に分かれる．新生児期以降の症例では心機能は保たれていることが多いが，無治療で 50 年以上生存する例
は全体の 5%に留まるという報告もある．今回我々は Ebstein 奇形の 70 歳女性に対し，三尖弁形成術（the 
cone reconstruction）を行い良好な経過を得たので，文献的考察を加え報告する．【症例】身長 154cm，体重
48.8kg であった．10 年以上前に Ebstein と診断されるものの，無症状ということで手術拒否されていた．本
年となり労作時呼吸困難が出現し，徐々にそれが増悪した．【術前検査】慢性心房細動を認め心胸隔比は 82%
で，心臓超音波検査上重度の三尖弁逆流と 35mm 程度の三尖弁中隔尖の plastering を認めた．さらに巨大右
室に左室は圧排されている所見を認め，LVDd 40mm で LVEF 53%，RVDd/LVDd ＝ 1.7 であった．また心
筋シンチでは虚血を示唆する所見はなく，頭部 CT でも脳梗塞等の合併症は認められなかった．また肝腎機
能も血液検査上正常範囲内であった．【手術】術後の抗凝固療法の問題も含め，三尖弁形成術を優先させた．
人工心肺下に三尖弁形成術を行った．【術後経過】術後一時的に左心不全を認め，術後長期の呼吸器管理を要
したが，心胸隔比は 63%となり，超音波検査上三尖弁逆流は mild で RVEDd/LVEDd=0.8 となった．【まとめ】
70 歳女性の Ebstein 奇形に対し，三尖弁形成術を行い良好な経過を得た．本症例は文献的に調べ得た限りに
おいては，本邦最高齢の Ebstein 奇形の 1 手術例である．

【はじめに】近年手術成績の向上などにより成人先天性心疾患患者は急速に増加している．今回は病院内で急変
し死亡した成人先天性心疾患３症例につき報告する．【症例１】27 歳男性．乳児期より精神発達遅滞あり．1ヶ月検
診で VSD と診断．1 歳時に根治手術を施行．9 歳時に徐脈を認めたためペースメーカー植え込みを施行．12 歳時
に Vf になり蘇生．以降心機能は悪化．24 歳時に蛋白漏出性胃腸症に罹患．27 歳時に胸水貯留，心不全悪化の
ため当院入院．薬物療法を行い改善し一旦退院したが，数日後症状悪化にて当院受診．外来で急変しそのまま蘇
生に反応なく死亡．【症例 2】25 歳女性．低出生体重児，低酸素性虚血性脳症で精神発達異常あり．5 歳時に当
院にて AS・AR と診断．その後通院は自己中断あり．25 歳時に呼吸困難，浮腫を認め心不全と診断し入院．薬
物治療を開始したが，処置後に徐脈となり蘇生するも反応を認めず死亡．【症例 3】32 歳男性．ダウン症，VSD，
Eisenmenger 症候群で手術適応なし．喀血により入退院を繰り返していた．32 歳時に喀血にて外来受診．受診後
外来で再度喀血をきたし心肺停止となり蘇生に反応なく死亡．【考察】いずれの症例も病院内で急変し死亡した症例
であった．本症例は，成人とはいえ精神発達遅滞があり，意思疎通が難しく病状の進行把握が困難であった．そ
のため普段より急変の可能性を考慮し，通常時接している患者家族との密なコミュニケーションが必要である．
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多臓器障害を有する複雑心奇形の成人例　ー小児科医の役割ーP-49

成人先天性心疾患に併発したパニック発作に対し精神科的治療が有効であった一例P-50

手島　秀剛 1），吉田　　祐 1），桑原　義典 1）

1）国立病院機構長崎医療センター　小児科

森島　宏子 1），榎本　淳子 2），水野　芳子 1），白井　丈晶 1）， 村上　智明 1），堀端　洋子 1），立野　　滋 1），川副　泰隆 1），
丹羽　公一郎 1）

1）千葉県循環器病センター　小児科・成人先天性心疾患診療部，2）東洋大学　文学部教育学科

外科手術及び管理治療技術の発展に伴い，複雑心奇形症例の成人へのキャリー・オーバーが増加してきている．
今回，我々が経験した治療管理に苦慮しているチアノーゼ性心疾患の成人例を通して，小児科医としてこれ
らの成人例にどのように対応すればよいか考察してみたい．症例は無脾症候群，単心室，肺動脈閉鎖の 32 歳
男性で，活動性は NYHA・III 度．乳児期に体－肺短絡手術を受けているが，それ以上の修復手術は行われ
ておらず，内服薬投与で外来管理されていた．20 歳前後より房室弁逆流に伴う上室性頻拍発作が頻発するよ
うになり心機能低下も進行してきたため，24 歳で房室弁形成術，28 歳でカテーテルアブレーションを施行さ
れているが，不整脈のコントロールが十分でないため，アミオダロン内服を継続している．また 20 歳頃から
心機能低下に伴う腎前性腎不全および腎性腎不全が徐々に進行し水分管理に苦慮している．30 歳頃から上気
道感染から下気道感染に進行する事が多くなり，32 歳になってからは喀血と続発性貧血，敗血症，全身性血
管炎をしばしば併発し，そのたびに心不全・腎不全の急性増悪を伴って血液透析濾過や呼吸管理が必要とな
り腎臓内科・集中治療科の援助を得て治療を行っている．高尿酸血症に伴う痛風発作もあり，小児科医にとっ
ては未知の領域に到達しつつあるが，未完治の先天性心疾患は内科医にとっても経験が少なく，引き受け手
がいないのが現状である．

【症例】35 歳，女性【主訴】動悸，胸部圧迫感，発汗，息切れ，嘔気【現病歴】三尖弁閉鎖症（Glenn 術後），
慢性心不全，肺内出血【経過】一側肺動脈閉鎖のため Fontan は未施行で高度のチアノーゼを認めている．
肺内出血のため，救急蘇生と呼吸管理を要した既往がある．心理的な問題に対して平成 21 年 4 月より臨床心
理士の面談も受けていた．平成 22 年 5 月頃より悪夢の訴えあり，精神科的診療も開始．平成 21 年の秋頃よ
り夜間の動悸と胸部圧迫感が出現し中途覚醒，平成 22 年 3 月頃より症状の増悪を自覚．服薬困難の訴えにて
定期的な服薬は困難と考えられたため，抗不安薬を動悸時の頓用として処方し，精神療法を主に施行．抗不
安薬の効果で一時的に安心感も得られたが，効果がなかったことを契機に服用への抵抗感が認められた．同
年 7 月，入院治療を希望．入院後，心拍モニターにて観察するも，心拍変動と動悸の自覚が一致せず，精神
的な要素やパニック発作が疑われたため，SSRI の服用を開始し症状軽快，入院 9 日目に退院となった．退院
後も服薬継続にて症状は安定している．【考察】先天性心疾患患者には，動悸や胸部症状が認められる患者が
多い．その症状は，心疾患自体に起因，心疾患の症状に対する不安等の精神的な要素に起因，パニック発作
の併発等が考えられる．精神的な要素やパニック発作が疑われる場合には，精神科的治療が有効な可能性も
示唆される．
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成人に達した当院手術後ＣＨＤ患者の外来受診状況P-51

小児科フォロー中の成人女性に行った外来看護支援の試みP-52

中島　弘道 1），伊藤　健一郎 1），湧口　定衛 1），江畑　亮太 1），東　　浩二 1），青墳　裕之 1），青木　　満 2），藤原　　直 2），
杉村　洋子 3）

1）千葉県こども病院 循環器科，2）千葉県こども病院 心臓血管外科，3）千葉県こども病院 集中治療科

森貞　敦子 1），新垣　義夫 1），脇　　研自 1）

1）倉敷中央病院  小児科

【はじめに】小児病院での成人患者の管理は難題であるが，当院は県内に千葉県循環器病センターがあり比較
的恵まれてはいる．しかしながら交通の便などで難しい場合も多い．そこで当院の成人患者の受診動向を調
査し現状を報告する．【方法と結果】平成 22 年 9 月で 20 歳に達し，生存している（あるいは生存していると
考えられる）当院手術後ＣＨＤ患者 218 人のカルテを確認し現在の外来受診状況を調査した．対象のうち当
院通院中は 13 人，他院紹介は 72 人，経過観察終了は 59 人，5 年以上来院せずは 74 人におよんだ．疾患で
は ASD 69 人（紹介 10 人，終了 28 人，来院せず 31 人），VSD 51 人（通院 3 人，紹介 9 人，終了 16 人，来
院せず 21 人），TOF 32 人（通院 3 人，紹介 22 人，来院せず 7 人）であった．単心室系は 17 人（Fontan15 人，
Glenn1 人，1+1/2 手術 1 人）であるが，このうち 3 人が通院中，13 人は他院紹介．2 人は 5 年以上来院せず（1
人は後日連絡）であった．紹介先では県外が 10 人，県内では千葉県循環器病センターが 44 人，県内他施設
に 18 人（うち 6 人は内科）であった．単心室系は 11 人が循環器病センターへの紹介である．【結語】軽症の
患者の多くがドロップアウトしていた．また成人以後も管理を要する CHD の多くは紹介できたが，Fontan
後も来院しない患者がおり注意を要する．

はじめに：小児科フォロー中の成人女性 1 例に外来で看護介入を試みたため報告する．症例：20 歳代の独身女性．
5 歳の時に川崎病に罹患．左右冠動脈瘤，LAD stenosis と診断．成人以降も希望にて小児科でフォローをしてい
た．途中，主治医の交代あり．看護介入：患者にパートナーがいるという情報があり，今後にむけた生活環境調整
を目的に小児看護専門看護師が外来で介入を開始した．患者とパートナーの関係は良好であり，疾患についての理解・
援助も得られていた．問題点としては，患者は発症時よりフロベンを内服していたが，フロベンの胎児への安全性
は確立されておらず，それを一因として過去に妊娠中絶をしていた．患者は，将来妊娠を望まれており，薬剤の変
更を希望しながらも不安も大きく，どうしたらいいかわからなかったと言われた．薬歴を調べた上で主治医と相談し，
アスピリンへの変更を患者に提案した．患者の思いを聴きながら不安の解消を行い，介入から 4 ヶ月後に薬剤の変
更を行うことができた．考察：長期に渡る小児科のフォローでは情報も混在しやすく，小児を専門としているため成人
期にあわせた援助も不慣れな部分がある．ライフステージに合わせた支援が必要であるが，医師だけでなく看護師
も介入可能な分野であり，役割分担を行いながら援助を行うことは有効であった．現在，看護外来を研究的に立ち
上げ，成人期の患者への支援もできるよう準備をしている．
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右室流出路形成術後長期遠隔における問題症例の検討P-53

園田　幸司 1），稲井　　慶 1），島田　衣里子 1），稲井　憲人 1），篠原　徳子 1），中西　敏雄 1）

1）東京女子医科大学病院　循環器小児科

ファロー四徴症などに対する右室流出路形成術（RVOTR）後の続発症は多彩であり，長期遠隔期管理で問
題となる．術後，青壮年期に至る症例の中には自覚症状がなく，外来通院の自己中断等によりその後の治療
に難渋することがある．最近経験した術後長期遠隔期における，問題症例を検討した． 【症例 1】35 歳男性
術後 24 年経過，労作時息切れを主訴に 6 年ぶりに受診．重度の右心機能低下を認めた．Rastelli 導管部の重
度狭窄を認め，再手術．右心機能の改善が認められた．【症例 2】48 歳男性　術後 28 年経過し，動悸，労作
時息切れ，下腿浮腫を主訴に 24 年ぶりに受診．重度の両心機能低下を認め，抗心不全療法経過中，感染症併
発し死亡． 【症例 3】47 歳男性　術後 36 年経過し，動悸，労作時息切れを主訴に 35 年ぶりに受診．両心機
能低下を認め，安静，抗心不全療法にて軽快． 【症例 4】42 歳男性　術後 11 年で喀血が出現，20 歳時に他
院にてアスペルギローマで左肺摘出．術後 38 年経過し，動悸，労作時息切れを主訴に 23 年ぶりに受診．右
心機能低下，拘束性肺機能障害，軽度肺高血圧認め，加療開始している．【まとめ】RVOTR 後フォローが中
断されていた長期遠隔期患者で高度心不全をきたした症例を経験した．長期遠隔期の心不全の原因検索と治
療を迅速に行うために，継続的受診の動機付けが重要であると考えられた．





■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ■第 13 回  日本成人先天性心疾患学会　13th Annual Meeting of Japanese Society for Adult Congenital Heart Disease 協賛企業リスト

アクテリオン株式会社

アステラス製薬株式会社

アボット ジャパン株式会社

エーザイ株式会社

小野薬品工業株式会社

化学及血清療法研究所

科研製薬株式会社

株式会社カテックス

株式会社グッドマンヘルスケア IT ソリューションズ

グラクソ・スミスクライン株式会社

サノフィ・アベンティス株式会社

CSLベーリング株式会社

第一三共株式会社

武田薬品工業株式会社

東芝メディカルシステムズ株式会社

ラジオメーター株式会社

ファイザー株式会社

日本ライフライン株式会社

（順不同　平成 22 年 12 月現在）




















