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巻頭言
フォンタンの壁
中西 敏雄

東京女子医科大学先天性心疾患臨床研究講座

先天性心疾患の成人患者が増え続けています．私の外来でも，つい最近まで子どもと思っていたのに，い
つのまにか成人して，といった患者がたくさんいます．その子の小さかったときのことを想い出しては，苦
労したなあ

などと親と話していますが，やがてその親も来なくなって，伴侶を連れてきます．そうすると，

次には妊娠，出産，生まれる子どもの話になります．主治医が年をとるに連れ，患者さんの人生も変わって
いきます．結婚し次の世代を作っていくひともいれば，独身のままのひともいます．職業をもち，社会で活
躍するひともいれば，働ける力を持ちながら，社会に出ないひともいます．まさに人生様々です．
いろいろな先天性心疾患の中で，もっとも問題を抱えているのが，フォンタン術後です．患者は術後 10−

20年位は，何も問題なく過ごします．体育も普通に行います．管理区分も「E禁 (ただしマイペースで運動す
ること)」と記載する患者が多いです．テニス部や卓球部に入る患者もいます．しかし，成人後には，徐々に
いろいろな問題がでてきます．
易疲労，軽度心不全，心機能低下，収縮能低下，拡張能低下，肺血管抵抗上昇，不整脈，蛋白漏出性胃腸
症，浮腫，血栓，塞栓，突然死，肝線維症，肝硬変，肝がん，腎不全，透析，成人病の早期発症といった問
題です．ここまでボデーブローのようにじわじわ問題が出てくる手術，20 年後に壁がひかえている手術は，
他にあるでしょうか．
単心室血行動態疾患の中でも，三尖弁閉鎖はほとんどの患者がフォンタンに到達するし，左心低形成症候
群でも，かなりの確率でフォンタンに到ります．患者家族は，手術直後にはうまくいったと喜びますが，

20 年後にはフォンタンの壁が待っています．我々は，フォンタン手術に満足してはいけないと思います．次
の世代の医師は，フォンタン手術に代わる手術法を考案して欲しいです．
今の世代の医師にもできることがあります．易疲労，軽度心不全，心機能低下，収縮能低下，拡張能低下
といった心室機能の問題にいかに対処するか，最適の薬物療法を研究する必要があります．肺血管抵抗上昇
に対しても，やみくもに肺血管拡張薬を投与するのでなく，前方視的な臨床研究をすべきです．
不整脈はよい防止法がないので，発生してからの治療になるとおもいます．高度な不整脈治療技術を持つ
センターが必要です．蛋白漏出性胃腸症の治療は，できることは限られていますし，難病です．
血栓，塞栓に対しては，いまだ，抗血小板薬，抗凝固薬の投与に関して，一定のエビデンスがありません．
ある施設は厳密な抗凝固管理をおこない，ある施設は抗凝固はやらない方針です．世界中がバラバラな管理
法をとっていて，誰も自分の管理法が正しいと信じています．誰もエビデンスを確立しようとしません．
肝線維症，肝硬変，肝がんに対する管理にしても，いまだまとまったエビデンスがないのが現状です．な
にか画期的な対策がありそうですが，肝臓専門の医師に丸投げの状態です．慢性腎不全は，幸い頻度が少な
いですが，たまに発生するので，注意が必要です．正確な頻度は分かっていません．
フォンタン術後に確実に発生してくるこれらの問題に対して，いかに対処するか，今の世代の医師に回答
が求められています．日本のフォンタン手術を行っている主な施設の医師が結集して，これらの問題に対処
するためのエビデンスを構築する必要があります．フォンタン術後の患者のために，2016年の年頭にあたり，
会員の皆様の一層の奮起を御願いしたいと思います．
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第9回日本成人先天性心疾患学会理事会報告
日

時：2015年6月27日(土曜日) 12：30〜13：50

会

場：聖路加国際大学 1階会議室

(以下敬称略)
出

席：池田智明，市川
庄田守男，立野

欠

席：赤木禎治，白石

肇，市田蕗子，稲井

慶，大内秀雄，賀藤

均，河田政明，佐野俊二，

滋，丹羽公一郎，日沼千尋，松尾浩三，松田義雄，八尾厚史
公，森

善樹，檜垣高史，照井克生，筒井裕之，中澤

潤，中西宣文，

中西敏雄，高橋長裕，森田紀代造
事務局：佐藤亜希子
議

題

1. 第8回 理事会 (2015年1月16日) 報告 (資料1)
2. 現在の会員数 (資料2)：567人：
医師509人 (名誉会員14人)，多領域専門職36人，一般22人 (2015.5.31現在)
3. 理事，監事，名誉会員，会則
理事，監事，名誉会員 (資料2)，会則
理事長，副理事長，理事，監事の改選 (2016.1) (資料3)
評議員の選任
理事，評議員選任委員会 (赤木，八尾，外科，周産期，麻酔，看護などの理事を含んで，構成) 選考方法
の決定と会則の変更 (八尾) (資料)
詳細は，理事，評議員選任委員会の今後の報告による．また，今後は，e-mail会議などで討議継続．
以下，概要を記載．

A. 理事，評議員の年齢：基本的に65歳定年制であるが，本会は新しい，小規模の学会であり，今後の継
続的発展の必要性を考慮すると，当分の間，今後の学会活動に貢献度が非常に高いと考えられる理事
には，年齢制限を設けずに理事の再任を妨げない.
B. 理事，評議員数：理事数：会員の約5%，評議員の約10%
選考方法 (2016年の選考に関して)：地域，分野を考慮し選考．
理事：継続意思のある理事は理事を継続，それ以外の新理事は理事の互選．評議員は，理事の推薦．
C. 理事，評議員の選考に関する会則の見直し．
4. 学術集会
第17回学術集会 (2015年1月17，18日，サテライト：1月16日，東京学術総合センター ) (庄田 守男)
収支報告 (資料)
第18回学術集会 (2016年1月16，17日，サテライト：1月15日，大阪国際会議場) (市川 肇) (資料)
第19回学術集会 (2017年1月14，15日，サテライト：1月13日，三重県津市，ホテルグリーンパーク津)

(池田 智明)
5. 関連学会学術集会 (ISACHD, APSACHD, ESC GUCH)，成人先天性心疾患セミナー
A. 5th APSACHD Meeting in Shanghai, 2016
B. ISACHD (AHA November 7th, Chicago) and Euro GUCH (ESC, August 30, London)
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C. 第12回成人先天性心疾患セミナー (2015年6月27，28日，聖路加国際大学講堂)
第13回成人先天性心疾患セミナー (2015年11月21日，千里ライフサイエンスセンター，大阪)
日本循環器学会 (ジョイントセッション) (2015.4)
ACHD部会session：2015年12月 (九州)
日本心臓病学会教育セッション (アドバンスコース) (大阪，東京)
D. 先天性心疾患対策委員会，ACHD治療研究会 (2015年7月25日)
委員会報告

6. 学術委員会報告 (研究委員会，セミナープログラム) (稲井)：大きな進展はない．
A. 妊娠出産登録委員会：松田，稲井，池田
B. Fontan登録：城尾，渡辺，大内
C. ACHD登録制度：八尾，犬塚
D. ACHD network (ACHD診療における循環器内科の体制)：八尾
E. 厚労省；移行モデル事業：(白石)
F. 社会保障体制：(檜垣)
G. Repaired TOFの再手術に関する全国調査 (2次調査)：丹羽 公一郎，水野 篤
H. ファロー四徴症修復手術後の成人における大動脈基部拡大に関する研究：三浦
顕彰 (YIA) は検討中

7. 学会誌編集委員会 (稲井)：学術集会の演題農地1件の投稿あり．学会誌投稿へのアピールが必要．
Web journalの公開は，会員だけではなく，一般にも行なう方向．
8. 戦略委員会 (丹羽) (資料)：他学会とのジョイントセッションの開始 (日本循環器学会，心エコー図学会)
9. 広報委員会報告 (学会web) (立野)：e-learningを広く行っている (APSACHDも含む)，ビデオ内容は医療
関係者に限っている．
10. 財務委員会報告 (立野)
11. 渉外 (国内，海外) 委員会 (赤木)
12. 専門医制度検討委員会 (市田，八尾，庄田)
13. 倫理委員会 (森，河田)
倫理規定，倫理委員会委員の選定，役員のCOI規定，学術集会時の利益相反 (COI) 規定
倫理委員会申請書，COI申請書，学術集会発表時，共同演者のCOIもすべて記載．

14. 保険委員会 (賀藤)：成人先天性心疾患に関する難病認定の開始．
15. 移植委員会 (市川)：大きな進展はない．
16. 看護部門：看護ワーキンググループ (日沼)：症例検討の集積．
17. 日本循環器学会学術委員会，成人先天性心疾患部会 (市田)
18. 日本心臓病学会 成人先天性心疾患問題検討委員会 (丹羽)
19. 心臓手帳 (全国心臓病の子どもを守る会)
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20. 心疾患全国アンケート (池田) (資料)：心疾患妊娠出産登録制度を開始する．
21. ジョイントセッション：心エコー図学会 (大阪，2016.4)
22. 学術集会時のプログラム集の作成に関して：学術集会時のプログラム集は，学会誌として作成されてい
た．今後，プログラム集を学会誌とは別に作成する (表紙などをcustomizeする) (学会誌は抄録集とする)
か，学会誌として発行するかは，学術集会担当施設の裁量に任せる．
23. 学術集会時のプログラム作成に関して：プログラム委員会を立ち上げて，学術集会担当施設との協議の
上ですすめる．委員会委員の構成は今後決定．
24. 学術集会時のファンドの獲得について：プログラム委員会に学術集会の資金確保に関する委員会をくわ
える．
理事長，副理事長に以前の学術集会会長 (庄田，佐野，松尾)，今後の会長 (市川，池田) を加え委員会を
構成する．
25. 第10回理事会 (2016年1月16日，大阪，大阪国立会議場)
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❑ 資料1
第8回日本成人先天性心疾患学会理事会報告
日

時：2015年1月16日 (金曜日) 15：30〜17：30

会

場：学術総合センター 101会議室

(以下敬称略)
出

席：赤木禎治，池田智明，市川
佐野俊二，白石

公，庄田守男，立野

松尾浩三，松田義雄，森
欠

席：筒井裕之，中澤

議

題

肇，市田蕗子，稲井

慶，大内秀雄，賀藤

均，河田政明，

滋，照井克生，中西宣文，丹羽公一郎，日沼千尋，

善樹，八尾厚史，高橋長裕

潤，中西敏雄，檜垣高史，森田紀代造

1. 前回の第7回 理事会2014年5月31日の報告 (資料1)
2. 現在の会員数 (資料2)：497人：
医師443人 (名誉会員14人)，多領域専門職31人，一般23人 (2014.12.31現在)
3. 理事，監事，名誉会員 (資料2)，会則
新監事：高橋長裕 (ちば県民保健予防財団)
理事長，副理事長，理事，監事の改選 (2016.1)．
参考

理事の選任

第12条

理事は，理事会で推薦し，承認する.
理事長は，理事会で理事が推薦し，承認する.

事前に理事継続の意思の確認
評議員も選任する
理事，評議員の選任には，理事，評議員選任委員会を設置 (赤木，八尾，外科，周産期，麻酔，看護など
の理事を含んで，構成) し，選考方法，

D. 理事，評議員の年齢 (①原則65歳以下 (65歳以上でも可能) とするか，②選任時65歳以下とするかなど)
E. 理事，評議員数 (理事数：会員の約5%，評議員の約10%)
F. 選考方法 (理事の推薦により理事会で決定)
G. 理事，評議員の選考に関する会則の見直し．
4. 学術集会
第16回学術集会 (2014年1月11，12日，サテライト：1月10日，岡山コンベンションセンター ) (佐野 俊二)
第17回学術集会 (2015年1月17，18日，サテライト：1月16日，東京学術総合センター ) (庄田 守男)
第18回学術集会 (2016年1月16，17日，サテライト，大阪国際会議場) (市川 肇)
第19回学術集会会長 (2017年1月) (池田智明)

5. 関連学会学術集会 (ISACHD, APSACHD, ESC GUCH)，セミナー
A. 5th APSACHD Meeting in Shanghai, 2016
B. ISACHD (ACC, March 14, San Diego) and Euro GUCH (ESC, August 30, London)
C. 第12回成人先天性心疾患セミナー (2015年6月27，28日，聖路加国際大学講堂)
第13回成人先天性心疾患セミナー (2015年11月21日，大阪)
日本循環器学会地方会：ACHD sessionを2015年は3回開催の方向．
5
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日本心臓病学会教育セッション (アドバンスコース (2015年2月22日 (大阪)，6月14日 (東京))

D. 先天性心疾患対策委員会，ACHD治療研究会 (2015年7月25日)
E. 49回日本循環器学会学術集会 (2015年) 日本循環器学会成人先天性心疾患部会
成人先天性心疾患部会セミナー (大阪)，日本成人先天性心疾患joint symposium (TOF)
委員会報告

6. 学術委員会報告 (研究委員会，セミナープログラム) (稲井) (資料)
A. 妊娠出産登録委員会：松田，稲井
厚労科研池田班で登録制度を開始
B. Fontan登録：城尾 邦隆，渡辺 まみえ：大内先生中心に共同研究も開始．
C. PLE，小児循環器学会と共同で，厚労科研を申請：採択されず (岡山：大槻)
D. ACHD登録制度：八尾，犬塚
E. ACHD network (ACHD診療における循環器内科の体制)：八尾
F. 厚労科研；成人先天性心疾患の診療体制の構築：白石
G. 社会保障体制：檜垣
H. Repaired TOFの再手術に関する全国調査 (2次調査)：丹羽 公一郎，水野 篤
I. ファロー四徴症修復手術後の成人における大動脈基部拡大に関する研究：三浦
顕彰 (YIA) の検討

7. 学会誌編集委員会 (稲井)：第4号，第5号 (抄録号) を発行，投稿規定，Web journal：日本語版，英語版
を作成，投稿増加：学術集会発表者やAPSACHD webなどで投稿依頼
8. 戦略委員会 (将来計画，学術集会，fund) (丹羽) (資料)
9. 広報委員会報告 (学会web) (立野)；ウェブの現状，e-learningの定期的掲載 (学術集会とセミナー )
10. 財務委員会報告 (立野)；決算報告，予算案，会計監査報告 (高橋) (資料)
学術集会の資金確保に関する委員会 ( 個別に庄田，理事長で，学術集会時の継続的援助に関する交渉を
行う)

11. 渉外 (国内，海外) 委員会 (赤木)
日循，日心臓，ISACHD, Euro GUCHとの交流
ト ル コ で，2015,3,26-28 に 開 催 さ れ る 11th International Congress of Update in Cardiology and

Cardiovascular Surgery & 64th Congress of European Society for Cardiovascular and
Endovascular Surgery (president Oztekin Otto MD) への協力とjoint session.
12. 専門医制度検討委員会 (市田，八尾，庄田)：循環器専門医認定項目にACHDをより多く取り入れる
13. 倫理委員会 (森，河田) (資料)
倫理規定，倫理委員会委員の選定，役員のCOI規定，学術集会時の利益相反 (COI) 規定
倫理委員会申請書，COI申請書などをwebに掲載

14. 保険委員会 (賀藤)：医療費給付に関して，小児慢性特定疾患から難病指定への移行 (成人後も継続可能な
報告を目指す)
15. 移植委員会 (市川)：数例の施行経験しかなく，今後の急な進展も望みにくい
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16. 看護部門：看護ワーキンググループ (日沼)：症例検討会の継続
17. 日本循環器学会学術委員会，成人先天性心疾患部会 (市田)：日本循環器学会：循環器関連学会 (専門医
3単位)，日本循環器学会地方会のACHD教育セッション
18. 日本心臓病学会 成人先天性心疾患問題検討委員会 (丹羽)：教育セッションアドバンスコース，アンケー
ト結果
19. プログラム集は今後web journalに移行の可能性も考え，現状通り学会誌の形とする．
20. 第9回理事会 (2015年6月27日)
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❑ 資料2 会員総数（2015.5.31現在）
567人：医師509人 (名誉会員14人)，多領域専門職36人，一般22人 (2015.5.31現在)
理事・監事 (敬称略)
理

事 (25人)

赤木

禎治 (岡山大学)

池田

智明 (三重大学)

市川
市田

肇 (国立循環器病研究センター )
蕗子 (富山大学)

稲井

慶 (東京女子医科大学)

大内

秀雄 (国立循環器病研究センター )

賀藤

均 (国立成育医療研究センター )

河田

政明 (自治医科大学)

佐野

俊二 (岡山大学)

庄田

守男 (東京女子医科大学)

白石

公 (国立循環器病研究センター )

立野

滋 (千葉県循環器病センター )

照井

克生 (埼玉医科大学総合医療センター )

中西

敏雄 (東京女子医科大学)

中西

宣文 (国立循環器病研究センター )

中澤

潤 (千葉大学)

丹羽公一郎 (聖路加国際病院)
檜垣

高史 (愛媛大学)

日沼

千尋 (東京女子医科大学)

松尾

浩三 (千葉県循環器病センター )

松田

義雄 (国際医療福祉大学)

森

善樹 (聖隷浜松病院)

森田紀代造 (東京慈恵会医科大学)

監

事 (1人)

八尾

厚史 (東京大学)

筒井

裕之 (北海道大学)

高橋

長裕 (ちば県民保健予防財団)

理事の科別人数 (25人)：循環器小児科：10
循環器科：5
外

科：5

産

科：2

麻酔科：1

名誉会員 (14人)

看

護：1

心

理：1

門間

和夫

大川真一郎

加藤

裕久

中林

正雄

宮武

邦夫

松田

暉

石沢

瞭

大江

透

黒澤

博身

中澤

誠

八木原俊克

千葉

喜英

高橋

長裕

城尾

邦隆
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❑ 資料3 理事会役員と委員会
理事長：丹羽 公一郎
副理事長：赤木 禎治，八尾 厚史
理事・監事：別記
2016年学術集会会長：市川 肇
総

務：白石 公

財

務：立野 滋

常務委員会
広報交流委員会：立野 滋
戦略委員会 (将来計画，学術集会，fund)：理事長，副理事長，総務，広報，学術
渉外委員会 (国内，海外)：赤木 禎治
学術委員会：稲井 慶，大内 秀雄，八尾 厚史，森 善樹，渡辺 まみえ，中西 宣文，宮崎 文，河田 政明
学会誌編集委員会：稲井 慶，立野 滋，檜垣 高史，森 善樹
専門医制度検討委員会：市田 蕗子，八尾 厚史，庄田 守男
倫理委員会：森 善樹，河田 政明
保険委員会：賀藤 均
移植委員会：市川 肇
学術集会財務関連委員会：庄田 守男，八尾 厚史，松尾 浩三，佐野 俊二，赤木 禎二，
(学術集会会長経験者)

9

日本成人先天性心疾患学会雑誌 (2015年12月)

日本成人先天性心疾患学会会則
2013.2.28
名 称
第 1 条 本会は日本成人先天性心疾患学会 (英文名 Japanese Society for Adult Congenital Heart Disease,
略称：JSACHD) と称する．
事務局
第 2 条 本会の事務局は 〒 135-0063 東京都江東区有明三丁目 6 番地 11 TFT ビル東館 9 階 株式会社プロコ
ムインターナショナル 日本成人先天性心疾患学会 事務局に置く．
目 的
第 3 条 本会は成人先天性心疾患研究を通して広く人類の健康の増進に資することを目的とする．
事 業
第 4 条 本会は，第3条の目的を達成するために次の事業を行う．

1. 学術集会の開催
2. 成人先天性心疾患に関する調査研究事業
3. 成人先天性心疾患診療に関する教育事業
4. その他
入会および会費
第 5 条 1. 会員
本会の会員は，理事，監事，正会員，名誉会員，その他とする．

(1) 理事
(2) 監事
(3) 正会員：本会の目的に賛同して入会した個人
(4) 名誉会員：本会に対し顕著な功績のあった者の中から理事会が推薦した個人
(5) 賛助会員
2. 入会
入会する者は，住所・氏名・所属機関・その他の必要事項を明記し，当該年度の会費を添えて，
総会参加時などに本会事務局に申込む．

3. 会費
会員は毎年年会費を納入しなければならない．年会費の額は別途定める．ただし，名誉会員は会
費の納付を必要としない．
退 会
第 6 条 退会を希望する会員は退会届を事務局に提出し，任意に退会することができる．
会員の資格喪失
第 7 条 1. 会員が3年以上の会費滞納する場合には，その資格を喪失する．

2. 本会を休会しようとする者は，休会届けを本会の事務局に提出する．海外留学などで，会費納入
不能と認められた場合は，休会届けを提出することにより，休会中の会費を納入することなく，
本会の会員としての資格を継続させることが出来る．
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役員の種類と定数
第 8 条 本会に次の役員を置く．

1. 理事長，副理事長，理事．理事は，会員の5%程度．理事長1名．副理事長2名．監事1名．監事を
除く役員は，65歳定年制とする．
2. 学術集会会長1名．
学術集会会長
第 9 条 学術集会会長は理事会において推薦，総会で最終決定する．
役員の職務
第10条 1. 理事長は本会を代表し，会務を総括し，理事会，総会において議長となる．

2. 副理事長は，理事長を補佐し，理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは，その職務を
代行する．
3. 理事は，理事会を構成し，この会則の定め又は理事会の議決に基づき，この本会の業務を執行
する．
4. 監事は，理事の業務執行の状況を監査すること，この学会の財産の状況を監査すること，理事の
業務執行の状況又はこの学会の財産の状況について，理事に意見を述べること，前号の報告をす
るため必要がある場合には，総会を招集すること，などを行う．
5. 会長は学術集会を企画運営する．
役員の任期
第11条 原則として2月1日から始まり，翌々々年度の1月31日に終わる．役員の任期は，理事長，理事は3年
とするが，再任を妨げない．会長は1年とする．
理事の選任
第12条 理事は，理事会で推薦し，承認する．
理事長は，理事会で理事が推薦し，承認する．
原則として5年以上の会員歴を有し，任期中に65歳を越えない会員を対象とする．
議 決
第13条 理事会は次の事項を議決する．

1. 会則の変更
理事会の決定により会則の記載内容の変更ができる．

2. 事業計画，報告及び収支予算，決算
理事会の議事は，この会則に規定するもののほか，出席した理事の過半数をもって決し，可否同
数のときは，議長の決するところによる．
会 議
第14条 本学会の会議は，総会及び理事会の2種とする

1. 総会は，通常総会及び臨時総会とし，学会員を持って構成する．
2. 理事会は，理事をもって構成する．
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資産及び会計
第15条 1. 資産の構成

本学会の資産は，次の各号に掲げるものをもって構成する．

(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 学会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
この本学会の資産は，本学会活動に係る事業に関する資産とする．

2. 資産の管理 この本学会の資産は，理事長が管理し，その方法は，理事会の議決を経て，定める．
本会の会計年度は1月1日より12月31日とする．
会則施行細則
第 1 条 会費年額は次の通りとする．理事会の決定により，変更することが出来る．
正会員 (医師)：5,000円
正会員 (医師以外の医療関係者)：3,000円
正会員 (一般の方で団体・賛助会員以外)：1,000円
団体会員：20,000円
賛助会員：5,000円
第 2 条 名誉会員は理事会が推薦する．

1. 会長，理事の経験のある者
2. 名誉会員の任期は終身とする．
3. 名誉会員は学術集会参加費を免除される．
4. 名誉会員は，理事会に出席は出来ないが，その通知を受け，事前に事務局宛に意見を開陳するこ
とができる．
第 3 条 委員会
会務の執行のため，理事会の議決により，常置委員会，臨時委員会等を設置する．

1. 研究委員会
本会会員を中心とする成人先天性心疾患に関する研究は，理事会で承認し，研究委員会を構成し
て，遂行することが出来る．理事会の承認により研究費の補助を行うことが出来る．

2. 作業部会
本会会員を中心とする成人先天性心疾患に関する作業部会は，理事会で承認し，作業部会を構成
して，遂行することが出来る．理事会の承認により作業費の補助を行うことが出来る．

3. 学術集会
(1) 参加費は，学術集会会長により決定される．
(2) 海外，国内招待講演者は，会長が学術集会参加費を免除することができる．
(3) 海外からの学術集会参加者は，会長が学術集会参加費を免除することができる．
4. 成人先天性心疾患セミナー
(1) 成人先天性心疾患の分野の教育的な内容を中心として開催する．
(2) 2011年からは，年2回の開催とする．
(3) 参加費は，セミナーの世話人により決定される．
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学会・セミナー情報

❑ 第18回日本成人先天性心疾患学会 総会・ 学術集会
日 時：2016年1月16日(土) 〜17日(日)
場 所：大阪国際会議場
会 長：市川 肇

大阪

国立循環器病研究センター 小児心臓外科

❑ 第19回日本成人先天性心疾患学会 総会・ 学術集会
日 時：2017年1月14日(土) 〜15日(日)
場 所：ホテルグリーンパーク津
会 長：池田 智明

三重

三重大学医学部 産科婦人科学教室

❑ 7th World Congress of Pediatric Cardiology & Cardiac Surgery
日 時：2017年6月18日(日) 〜23日(金)
場 所：Istanbul, Turkey

13

日本成人先天性心疾患学会雑誌 第4巻 第2号 14〜21 (2015年)

【総説】

成人先天性心疾患と死生学
中澤 誠
一般財団法人脳神経疾患研究所附属南東北病院 小児・生涯心臓疾患研究所
要

旨

わが国では人の死に対する学問的探求は極めて遅れており，ましてや，成人先天性心疾患 (ACHD)
患者の死とそれを取り巻く諸問題については未だアプローチすらされていない．人の死を人称で見
る見方があるが，ACHD 患者の診療に携る我々にとっては，患者本人の死 (1 人称の死 ) のみに関わ
ればよい訳ではなく，2人称の死を経験する家族たちにも対応するニーズがあると考える．その対応
の基礎を考える学問は Thanatology であるが，わが国では「死を考え，同時に生を考える意味を込
めて」死生学と称される．そこで，ACHD 患者の死生学を探るにあたって，まず，一般的な 1 人称
の死，2 人称の死についての死生学を文献的に考察し，その上で，筆者の僅かながらの経験を加え
て，ACHD患者の死生学を考えてみたい．
キーワード： thanatology, the 1st/2nd person, interdependent self

ち患者のその質問は「死」と「生き方」をKey Words

はじめに
「私，あと何年生きられますか？」と，先天性心

として含んでいると考えてよい．死について考察す

疾患をもって成人になった患者から尋ねられるこ

る学問は thanatology であるが，上智大学で教鞭を

とがある．余りにもストレートな質問に，一瞬怯ん

とったデーケン氏は thanatology を，死について学

でしまうが，それでもその方の必死な問いかけに何

ぶことであるが，同時に，生き方を考えることなの
で「死生学」と訳し，また，同様の意味から1904年

らかの “真実” を伝えなくては，医師としての責務を

加藤咄堂が「死生観」と題する著書を著している3)．

果たしたとは言えないであろう．

今，医療のパラダイムが大きくシフトしている．

その質問は私のその患者に特有なことなのか，あ

それは，①終末期における “延命の医療” から，その

るいは一般的なことなのか．平野らによる一患者の

人らしい最期を生きる “ ヒトの尊厳尊重の医療 ” へ

事例研究1) や，第17回成人先天性心疾患学会で発表

のシフト，② Evidenced Based Medicine から，患

された中村氏の事例報告 2) で示されたように，個々

者の個人の語り，すなわち気持ちや思いに配慮する

の例の報告は散見される．このテーマは極めてデリ

Narrative Based Medicineへのシフトである．これ

ケートで，このことを話題にすることへの患者側医

まで，医学界医療界が生物医学的医療の向上に邁進

療側双方の抵抗感 (あるいは嫌悪観)，また，話題に

してきた結果，治療成績は極めて良くなった．しか

なったときの患者の自分自身への医療側からの適

し，その一方で，時として生物学的生命の長さや

切な対応への期待感と，延命救命を第一義的使命と

データが重視されすぎて，ヒトが生きることの両輪

教育されてきた医療側の “ 死について述べる ” こと

の一方である “ その人らしさ ” に目を配ることが少

への戸惑い，から，この問題は正面から論じられて

し疎かになってきたことは否めない．その反省とし

こなかった．また，一般に近代社会において “ 死を

て今のパラダイムシフトが興っている．すなわち，

忌避 ” する風潮が強いことも，このテーマについて

患者の「あと何年生きられるか？」の突然の問いを

の総合的な研究が進んでいない理由であろう．

このパラダイムの中で受け止め，患者の気持ちや期

死について考える学問として thanatology が知ら

待に沿って適切に対応する要求が高まっている．そ

れている．冒頭の「あと何年生きられるか？」の問

のため，先天性心疾患という “死を連想させる疾患”

いは，その患者が自分の死 (近い遠いではなく) を意

あるいは “ 実際に余命が制限される疾患 ” を持った

識し始め，その上で残された人生の生き方を真剣に

人たちの診療に直接携る私たちは，生物医学的医療

模索し始めたことを示すのではなかろうか．すなわ

技量の維持向上へのたゆまぬ研鑽は当然であるが，

連絡先：中澤 誠，一般財団法人脳神経疾患研究所附属南東北病院 小児・生涯心臓疾患研究所，
〒963-8563

郡山市八山田7丁目115，E-mail：mako-nakazawa@mt.strins.or.jp
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それと並行して，死生学の素養を身に着けることが

とは言えCHD児／者を生んだこと，それ故，患者本

重要になっている．

人の人生に負担をかけたことへの自責の念や罪悪

しかし，ACHD患者の死生学に関する研究は皆無

感 を 持 ち 続 け る．老 年 期 に 達 し た 親 が「こ の 子

に近いので，本稿では一般論に筆者の経験を重ねて

ヒトは誰にでも訪れる死をどのように感じてい

(ACHD患者) を残しては死ねない」と語るのを聞く
と，その思いの深さを感じざるを得ない．ACHD患
者の子どもたちが親の死をどのように感じている
のか，大きなテーマである．残された子の年齢，す
なわち親の心疾患を理解できない年齢，理解できる
年齢によって違うのか？それぞれに彼らがどのよ
うな状況であるのか．これについても，研究もなけ

るのか．芹沢は 58 歳男性の神父の話を引用してい

れば私自身の経験もないが，後に関連すると思われ

述べることをお許し願いたい．なお，本稿は既に公
表されている自著「先天性心疾患診療における死生
学」4)と重複する部分があることを断っておきたい．

死の人称

5)

怖いですね．いろんな人の死を見てきて思うのは，

る論文を引用する．
繰り返すが，本テーマを直接対象とした研究は極

ひどく苦しみながら死ぬのは怖いということです．

めて乏しいので，本稿では，一般論に加えて，関連

そういう時，人はとても孤独ですから．」この言葉

すると思われる事項を私自身の経験も交えながら

は，死を客観視する場合と主観的に見る場合の違い

述べたい．

「死そのものは怖くありませんが，死ぬのは
る ．

を 端 的 に 表 し て い る．そ の 観 点 か ら ジ ャ ン ケ レ
ヴィッチはヒトの死を人称で分類した (表1) 6)．

1人称の死：ACHD患者の死
自身の死は不安や恐怖に溢れている．井手はデー

成人先天性心疾患患者の死の特殊性

ケン氏の指摘から中から主なものとして以下の 7 つ
を挙げている7)．①苦痛への恐怖，②孤独への恐怖，

先天性心疾患を持った成人 (ACHD 患者 ) の事例
研究で，平野は 1)「(40 歳の患者が ) 先天的に心臓が

③家族や社会の負担になる恐怖，④未知なるものを

悪いという自覚を子どもの頃からもっていた｡そし

前にしての不安，⑤人生が不完全なまま終わること

て，先天性心疾患を抱えながら人生を送ってきてい

への不安，⑥自己消滅への不安・恐怖，⑦死後の審

る．・・・・そのことは，常に生や死について意識

判や罰に関する不安，である．最後は宗教的な側面

しながら生活せざるを得ない状況であった．」と述

が強く，我が国では該当しない人たちもいる．

べており，冒頭の質問は，潜在的に意識してきた死

これらのうち，ACHD患者で特に大きな不安とな

が自身の死 =1 人称の死として現実になる不安や恐

る項目は③と⑤で，他は一般的な死に共通している

怖の表れであり，同時に確認のための質問とも考え

と考えられる．③では，死への潜在的不安の現実化，

られる．

更に “ 早期死亡 ” による残される家族への “ 済まな

ACHD 患者の配偶者，存命の親，子どもなどに
とって，患者の死は2人称の死になる．配偶者にとっ
てはACHD成人と結婚した時から，ある程度は抱い
ていた “ 喪失への潜在的不安 ” の現実化であって，
だからこそ死期が近いことを感じたらもっと生き
ていて欲しいとの願望が強く，亡くなった後はその
裏返しとして喪失感が強い．存命の親は，成人した

い ” との思い，家族の将来への大きな不安である．
生命保険への加入が極めて限定的なこと，CHD 故
に収入が多くないことは大きな要因であろう．⑤で
は，健常者とは違って「自分にCHDがなければ」と
の解決できない心残りがある．冒頭の質問は，その
心残りの解決への模索であり，限られた残りの人生
を精一杯生きて何か身の丈に合った目的を完遂した

表 1 人の死の人称

1ே⛠

⮬ᕫ䛾Ṛ

⤒㦂ྍ⬟䠈Ᏻ䜔ᜍᛧ䛜ᙉ䛔

2ே⛠

ぶᏊᘵ䛺䛹䛾Ṛ

ᐈほどᅔ㞴䛷႙ኻឤ䛜ᙉ䛔

3ே⛠

ே䛾Ṛ

ᐈほど䛥䜜ᑐ㇟䛥䜜䜛

出典：文献6，ジャンケレヴィッチ（仲沢紀雄訳）：「死」．みすず書房．1978年
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い，何 か を 残 し た い と の 強 い 意 志 を 感 じ る．ア

しも配偶者に限定したものではないが，その著作か

ティッグは8)

，死に行く人々は「(自分亡き後，自分

らは配偶者の心情を強く反映していると受け取れ

が生きてきたことを ) 忘れられたくない．残った

る．図の心理反応は段階的に進むのではなく，各

人々の人生の中で何らかの位置を占めたい」と望む

phase を行き来しながら，適応 phase に至るとして
いる．
ACHD 患者の場合，配偶者は “ 潜在的な不安が遂
「もっと何か出
に現実になったことの悲嘆” が強く，
来たはず」「CHD があってももっと永生きさせられ
たのではないか」との後悔の感情も一般より強く，
最終段階では「適応」と言う表現からイメージされ
「諦めの容認」といった，
るpositiveな心理ではなく，
ややnegativeな感情が残るように思える．

と述べており，死に行く人はそれを実行する最後の
機会を探している．
ヒトは自身の死の不安や恐怖に対してどのよう
な心理的反応を示すのか．キューブラー・ロスの観
察・仮説が有名である 9)．死の宣告ないし認知後，
「衝撃，ショック」「否認」
「怒り」
「取引」
「抑うつ」
「受容」
「虚脱」を経験するとされる ( 詳細は原著に
譲る)．これらは必ずしもその順で経過して最終段階
に至るのではなく，一旦ある段階に達しても何かの

（2）存命の親

きっかけで「否認」
「怒り」
「抑うつ」の感情が再び

Drotarらは15)，児の重篤な先天異常の診断に対す
る親の心理反応を示している ( 図2 上段 )．これは
ACHD患者の出生以後の親の心理経過と同様で，患
者の成長とともに現実を容認し，価値観を転換させ
て気持ちを落ちつかせ，CHD 患者の居る生活へと
再構成していく．ところが，成人した患者の死は，
存命の親にとって子どもの死であり，この経過を一
気に逆戻りさせ，ショックから始まる一連の反応を
繰り返すと考えられる．その際の心理過程を図2下
段に私見として示したが，この真偽は今後の研究に
待たねばならない．ニーメヤーは「何歳であっても，
子どもに先立たれる親は辛い，何歳であっても最
悪」と述べているし 11)，CHD があればなお一層そ
の念が強く「この子＝ ACHD 患者を残しては死ね
ない」と老齢に達した親の叫びにも似た言葉をしば
しば聞く．ACHD患者の死によって，親特に母親は
CHD 児を産んだことへの自責の念を強く再燃させ，
極めて複雑で重い心理負担となることは想像に難
くない．

強くなり，この繰り返しが続き，受容に達しないま
ま終わることもある，と言われている8,10,11,12)．事
実，キューブラー・ロス自身は「抑うつ」に留まっ
たままであったと言われている．また，死に行く人
は “死を受け入れて” 静かに死ぬのではなく，常に生
きる希望を持ち続け，死に向かって生きてはいるの
ではなく，最後まで生に向かって生きている 9,10) と
指摘されている．この希望は本人のみならず 2 人称
の死に臨む家族も同様と考えられ，臨死に当たって
は十分に留意しておく必要がある．
門林氏は，がん闘病記に見られる語り (かたり) か
ら患者の死に対する思いをまとめている13)．
「がん」
が死を意識させる点，語りの主が成人である点で，

ACHD患者にも共通する点がある (表2)．一方で，私
見ではあるが，先天性心疾患患者の死の捉え方は，
がん患者とは多少違っているように思う．ACHD患
者では，死は出生後物心付いた時から継続して身近
なものであり 1)，常に否定的で死に対して忌避・逃
避的なネガティブな感情があるが，一方で，心疾患

（3）子どもにとってのACHD親の死

があることをバネにした生き方を模索する人たち

この研究は皆無であるが，関係すると思われる研

も少なくない．死を現実のものとして意識せざるを

究を示しておく．

得なくなると，冒頭の患者のように，残りの人生を

まず「子どもは何歳から死を理解するのか」につ

前向きに捉える患者が出てくる．そのことを表2の

いて，仲村氏のデータ16)を引用するが，他の観察も

中の右端の図で表したが，これは，患者の数の推移

ほぼ同様である．死の特性は，普遍性，不可避性，身

をある程度表すが，それだけでなく一人の患者の気

体機能停止，非可逆性，最終性の5つに集約される．

持ちの中での割合をも示したつもりである．そのポ

この諸点についての理解度を，仲村氏は 3 〜 13 歳の

ジティブな気持ちは，少し古くなるが，安藤の「青
年の生き方調査」14)

205 名を対象に個別面談によって分析した 16)．その
結果は図3に示されるように，子どもたちは 6 〜 8 歳
になると人の死の理解している．
親と死別した子どもの心理はどうか．その研究も
ないが，芳賀らは，親の死を “仮定” して学童へのア
ンケート調査を行った ( 図4) 17)．親が “ もし死んだ
ら ” の問いに対して，60〜 70% が「生き返って欲し
い」と反応している．また “親の死が近いことを話

の結果 (表3) にも表れている．

2人称の死：家族にとってACHD患者の死
（1）配偶者
大切な人との死別を経験した者の心理反応は
個々で大きく違うが，ニーメヤーは共通してみられ
る反応を図1のようにまとめている 11)．これは必ず
16
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表 2 癌の闘病記に見られる心理と状況と ACHD患者の死の捉え方

５つの語りと「死」の捉え方：「がん」の場合

ACHD ：筆者の私見
死の捉え方

語りの発生時期
幼少期（死の概念形成以前）
“根治”術後
非予期的入院（合併症発生など）
長期予後の示唆～告知

ネガティブ

合併症の持続・治療選択肢の減少
同病同年代の死
ポジティブ

身体機能の低下・合併症の悪化
長期入院・濃厚治療・回復不十分
長期にわたる闘病終末期

表3

“青年の生き方 ” 調査
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出典：文献14，安藤正彦：先天性心疾患患児の精神・心理的問題．臨床発達心臓病学改訂3版
（編集：高尾篤良他）．中外医学社．2001年，p322-331
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図 1 残された者の “正常 ” の心理反応
出典：文献11，ニーメヤー，RA（鈴木剛子訳）
：大切なものを失ったあなたに−喪失をのりこえるガイド．春秋社．2006年
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図 2 Drotar の仮説：児の奇形宣告（〜死）に対する親の心理反応
出典：文献15，Drotar Det al. The adaptation of parents to the birth of an infant with a congenital malformation:
A hypothetical model. Pediatrics 1975; 56（5）:710-717

図 3 年齢と死の特性の理解度
出典：文献16，仲村照子：子どもの死の概念．発達心理研究 1994; 5:61-71
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親の死に対する子どもの思い（一般論として）

出典：文献17，芳賀美和，他．学童期の子どもがもつ親の死に対する思い−親の死を仮定したアンケート調査からの考察．
第31回成人看護II．2000; 84-86（抄録）

して欲しいか ” の問いに対しては，70 〜 90% の子ど

「1 人称の死の項」で述べた “ 死にゆく人の願望 ” に

もたちが「はい」と答えていて，その理由として

叶うことではなかろうか．これこそが Thanatology

「何かやってあげたい」「自分が傍に居たい」，その

実践の目的の一つである「死にゆく人がより良い死
を迎えるように」援助すること10)にあたる．

ため「急に居なくなったら困る」と答えている．
医療の高度化とともに死が医療側に委ねられた

（4）喪失に対する心理反応の二つのパターン

こともあって，一般社会において死はタブー視され

ヒトは喪失を経験すると，基本的には図1，図2の

てきた．特に，子どもに対しては，子どもを衝撃か

ような心理反応を起こす．これらは一様に段階的に

ら守るためとして，ほぼ完全に遮蔽してきた．子ど

経過するのではなく，進んだり後戻りを繰り返した

もたちは上述のごとく死を理解しており，大人と同

りすることは既に述べた．Damroschらは19)，Down

じように死別を悲しみ，その後の心理過程を辿って

症が生まれた時の親の心理反応に二つのパターン

適応していくと考えられる．しかし，現実からの遮

があると述べている ( 図5)．一つは，ショックから

蔽，特に死後直近からの遮蔽によって，適応への正

次第に着実に回復していくパターン，他は気分が上

常の心理過程の機会が失われ，喪失感や悲嘆の感情

下を続け回復に向かわないパターンである．後者を

が解決されず心に沈殿して継続する結果となる．こ

慢性的悲哀 (Sorrow) と呼び，女性に多い傾向があ

れを “未解決の悲嘆” “困難で複雑な悲嘆” と言い，そ

るとしている．これは死別でも同様と考えられ，残

の子どもたちのその後の人格形成に大きな悪影響

された者への対応の際には留意する必要がある．特

を及ぼす可能性が指摘されている18)．すなわち，親

に母親は，CHD 児・者を産んだとの自責の念から

の死に際して子どもたちの気持ちを聞き出して，子

Sorrowが強いため，不用意な言葉かけは怒りさえ生

どもたちの理解できる方法で，それに十分に応える

みかねない (次項)．

必要があると考える．

（5）残された者への援助

子どもたちに親の死を正確に伝えることは死に
ゆく本人 (親) にとっても大切なことと思われる．自

喪失・死別を経験した者が期待することは，問題

分の子どもが，自分の死に際して “ 何かをしてくれ

の解決や助言などではなく，一緒に居てもらうこと

たら ” あるいは “ 気持ちを出してくれたら ” それは

や，心の奥深く仕舞い込んだ思いを分かち合うこと
19
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図 5 児の奇形宣告に対する親の心理反応：二つのパターン
（喪失に対する心理反応にも当てはまる）

出典：文献19，Damrosch SP, et al. Self-reported adjustment, chronic sorrow, and coping of parents of children with
Down syndrome. Nursing Research 1989; 38（1）:25-30

である．そのための大原則は，彼らの話にただ耳を

日本人の自己観と死生観

傾けることが80%であって，彼らの気持ちを受け止

ヒトの自己観は，自己を他人のとの関係で考える

めるような言葉かけはせいぜい残り 20% に留める

「つながりの自己」(interdependent self)，自己を他

ことであると，ニーメヤーは述べている11)．

人から独立した主体とみる「アトム的自己」に大別

高橋も20)，余計な言葉かけは逆効果のことが多い

できるという22)．日本人は多くの場面で自分を取り

と述べている．そして，遺族を傷つける可能性のあ

巻く他者のことを気にして考え行動するが，これが

る言葉として，あなたの気持は分かります ( 分かる

「つながりの自己観」である．このつながりの自己

訳がない )，頑張ってください ( もう既に精一杯頑

観は，人が死にゆく際の鈴木氏の言う「仲良し時

張っている)，そのうち楽になりますよ (グリーフは

間」に端的に現れる．それは，人が死に臨んで，家

一生続く)，あなたが生きていてよかった (生き残っ

族，友人，あるいはお世話になってきた人たちと別

た人は何らかの罪悪感を持っており，それをグサッ

れを告げるためにわざわざ創る時間のことを言い，

と刺す)，など挙げている【なお ( ) 内は遺族の気持

生きている時の “ つながり ” の終了への気遣いとし

や状況】
．

ている23)．

インフルエンザ脳症でお子様を突然亡くされた

佐々木は，2 人称の死にはポイントの死とプロセ

坂下氏も “ 親切すぎるお悔やみ ” として「お悔みを

スの死があり，前者は生物医学的死で，立川の言う

言われるのはいいが，必ずその後で何かを教えてく

「生命の死」である．後者は，故人との関係を再構

れるのが辛かった．」と述べ，辛かった言葉を挙げ

築していく過程で「関係性の死」と呼んでおり，立

ている．いくつかを引用すると，あなたはまだ若い

川の「いのちの死＝人間的社会的死」に相当する

んだから頑張ってすぐにもう一人産みなさい；いつ

24,25)．日本では，故人を偲ぶ会や追悼式典，死後の

までも泣いていたら成仏できないって言うよ；天国

法要・回忌やお盆での迎え火・送り火，彼岸など，

はこの世より楽しいところなんだって，など．選び

故人とのつながりを持ち続けることが日常生活の

抜かれた言葉だろうが，人は親切すぎた・・・死を

中にしっかりと根付いて，このプロセスこそが「つ

覚悟させる言葉ばかり探してくれた．・・・「私は

ながりの自己観」を表す．前述のように死は「孤独

とても困った．私は普通にあゆみのことを話した

への恐怖」「自己消滅への不安・恐怖」を呼び起こ

い．それを聞いて欲しかった」と述べている21)

す．それは，誰も悲しまない，誰も悔やんでくれな

．
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Adult Congenital Heart Disease and Thanatology
Makoto Nakazawa
Pediatric and Lifelong Congenital Cardiology Institute, Southern Tohoku General Hospital
Abstract

Adult congenital heart disease (ACHD) patients are increasing, resulting in the increase
of their mortality. Generally the physician cares a patient in the case of the patient death,
but, when an ACHD patient dies, the ACHD specialist has to care the patient as well as his/
her families who experience the death of the ACHD patient as a spouse, a father, or a child of
surviving aged parents. In order to handle this difficult task, we have to understand the
psychology and sociology related to the death of ACHD patients. However, the death itself
has been scarcely a subject to scientific investigation in Japan, and further, there has been
almost no published information in relation to the death of ACHD patients not only in Japan
but worldwide. In this review, I will first discuss “general” thanatology based on literatures
and books, and then I will describe some thoughts from my own experience of 40 years
carrier as a congenital cardiologist.
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【総説】

マルチモダリティ時代の成人先天性心疾患の画像診断
川松 直人，椎名 由美
聖路加国際病院 心血管センター 循環器内科

キーワード： congenital heart disease, multimodality imaging, echocardiography,
magnetic resonance imaging, computed tomography

現在，成人期に達した先天性心疾患患者数は先天

患全般においてもそのカットオフ値を用いて良い

性心疾患患児数を上回っており，今後もさらに増加

ものかどうかについては今後検討が必要である5)．

していくことは明らかである 1)．早期に再手術を主

② RV Fractional area change（RVFAC）

とした治療介入を要する症例も少なくないが 2)，そ

右室断面積の収縮末期と拡張末期の変化率を以

の中で画像診断が果たす役割は非常に大きい．従来

て右室収縮能を表す指標である．RVFAC = {(拡張末

から用いられてきた心エコー図に加えて特に心臓

期右室断面積 )-( 収縮末期右室断面積 )}/( 拡張末期右

MRI および CT の発展は目を見張るものがあるが，

室断面積 ) x100 (%)．一般成人の正常値は 35% 以上

いずれも万能なものではなくそれぞ れの画像診断

と報告されている6)．

の特徴 (表1，図1) を理解したうえでの選択・併用が

③S

必要不可欠である．今回，成人先天性心疾患診療に

組織ドプラ法を用いることで局所心筋の移動速

おける画像診断モダリティとして心エコー図，心臓

度を計測することができる．これを同様に心尖部四

MRI，心臓CTについて概説する．

腔像自由壁側三尖弁輪部に関心部位を設定し，収縮
期に得られる陽性方向の最高血流速度が S’ である．

I. 心エコー図法

これまで 8.8 〜 11cm/s をカットオフ値として報告さ

先天性心疾患では心臓が胸骨裏に存在する症例

れている7-9)．

も多く，充分な評価が困難なことがある．しかしな

④ RV Myocardial Performance Index

がら簡便性と機動性が高いため，救急外来や集中治
療室での検査も可能であることは先天性心疾患症

（RVMPI，Tei index）

例においても変わらず支持される点である．多くの

収縮機能のみでなく拡張機能も含めた心室とし

先天性心疾患患者において右心機能がその予後や

ての機能を表すもので ( 等容収縮時間 + 等容弛緩時

QOLを大きく左右し，治療介入のきっかけとなる場

間)/駆出時間で求める．等容時間が長いほどRVMPI

3)．下記に心エコー図を用いた代表的な右

は高値となり，心室機能が低下していることを示

心機能評価法を挙げる．いずれも一般成人診療では

す．これは先天性心疾患症例でもその有用性が報告

検討がされている ( 表2) ものの，先天性心疾患患者

されている10)．このRVMPIには2通りの測定方法が

ではまだ不十分な点が多く正常値の範囲も確立し

報告されており，従来の左室のTei Indexと同様，右

ているとは言い難い．

室流入路に Pulse Wave Doppler 法を用いて求める

合が多い

方法と，右室自由壁側三尖弁輪を関心領域として組

① Tricuspid Annular Plane Systolic Excursion

織ドプラ法を用いて求める方法とがある．これらは

（TAPSE）：三尖弁輪部収縮期移動距離

互いに良い相関を示すことが報告されており，また

心尖部四腔像を描出し，M-mode 法で右室自由壁

ともに右室機能評価に有用である11)．

側の三尖弁輪の長軸方向移動距離を計測する 4) もの

⑤ Speckle tracking法による右室心筋strain

である．主に右室の長軸方向の収縮機能を反映して
いる．一般成人での計測値でTAPSE<15mmが右室

Strain は関心領域の局所心筋が心周期において変

4)，先天性心疾

形する割合をpercentageで定量化した，主に心収縮

機能障害を示唆するとされているが

連絡先：椎名 由美，聖路加国際病院 心血管センター 循環器内科，
〒104-8560

東京都中央区明石町9-1，E-mail：yushiina@luke.ac.jp

22

日本成人先天性心疾患学会雑誌 (2015年12月)

表1

先天性心疾患における各モダリティの比較
心エコー図

心臓MRI

CT

核医学

簡便さ

++++

++

心電図非同期+++
心電図同期++

++

機動性

++++

-

-

-

被ばく

-

-

++++

++++

金属アーチファクト

+

+++

+

5〜10mm

空間分解能

<1mm

1〜2mm

<1mm

時間分解能

20ms

30ms

60ms

核種による

心内構造の把握

++++

++++

心電図非同期++
心電図同期+++

-

心外構造物

++

++++

++++

-

右室機能の定量評価

+

++++

心電図非同期++
心電図同期++++

++

拡張能の評価

+++

++

-

-

大動脈/肺動脈血流の定量化

+

++++

-

-

弁逆流の定量化

+++

++++

-

-

圧格差の評価

++++

+

-

-

心筋評価

+

++++

+

++++

Stress imaging

++++

+++

-

++++

冠動脈の描出

+

++

++++

-

表2

右室機能評価指標と異常値（文献4. より改編）
測定項目

異常値

心室径・面積
右室基部径

>42mm

右室中部径

>35mm

右室長軸径

>86mm

右室拡張末期面積

>25cm2

右室収縮末期面積

>14cm2

収縮機能

図1

ACHD診療における画像診断フロー

TAPSE

<15 mm

S’

<10cm/s

MPI (パルスドプラ法)

>0.40

MPI (組織ドプラ法)

>0.55

Fractional area change

<35%

に関連する指標のひとつである．Speckle tracking

のではなく，左室で用いているものをそのまま右室

法から求めたpeak systolic strainはejection fraction

に応用する場合が多い．右室心筋strainの評価につい

では明らかとならない，さらに微小な心筋障害を描

ては右室腔を囲むようにtrace するのではなく，心室

出し得ること12)

中隔部分を除いた自由壁のみで検討する方が，より

や，心不全患者の予後予測にも有用

であることが報告されている 13)

tracking法も多数報告されているが，現時点では右

右室機能を反映しやすいとの報告もされている14)．
各分節の局所心筋運動を継時的に表現できるこ

室専用の Speckle tracking システムを使用している

とが Speckle tracking 法の最大の特徴である．これ

．右室の Speckle
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RVEF を算出できると報告されている 18,19)．一般
成人では RVEF 44 〜 69% が正常範囲であると考え
られているが 8)，やはり成人先天性心疾患について
はそのカットオフ値について検討が必要である．さ
らに前述した speckle tracking 法もこの技術と組み
合わせて 3D-speckle tracking 法が報告されている
(図2) 20)．

を利用して両室の peak systolic strain のタイミン
グから心室内および心室間の非同期を表現する方
法も試みられている．Mueller M らはこれをファ
ロー四徴症例で検討し，健常対照例群よりもファ
ロー四徴症例群で有意に心室間非同期および心室内
非同期が大きく，またこれらが右心圧負荷および容
量拡大と相関していることを示している15)．Speckle

tracking法はそのframe rateが50〜60Hzと限られて
いること，機種により測定値が異なることなど，そ
もそもの原理としての改善が期待されるべき点も残
されている．しかしながらこのモダリティの登場に
よりこれまで充分に表現することが困難であった局
所心筋運動が解析可能となり，新たな知見が広まっ
ている．
さらに先天性心疾患におけるventriculo-ventricular
interaction の概念について述べる．Kempny らは
ファロー四徴症患者における longitudinal strainを
両心室でそれぞれ解析し，LV peak systolic strain
とRV peak systolic strainに有意な相関があること
を報告した16)．これによりこれまで報告されていた
ファロー四徴症例における左室機能と右室機能の
相 互 関 係 (ventriculo-ventricular interaction) は
心筋自体の運動が大きく関わっていることを証明
している．また同グループは完全大血管転位症例
(TGA) および修正大血管転位症例 (ccTGA) につい
ても同様の検討を行い，これまでファロー四徴症の
特徴であると考えられていた ventriculo-ventricular
interactionが他の先天性心疾患にも存在し，特に肺
動脈狭窄を伴う ccTGA 症例により強い ventriculoventricular interaction が存在することを示した17)．
加えて，RV global longitudinal strainがMRIで求
めた RVEF と同様に予後を予測するモダリティとな
り得る事も報告されている．

II. 心臓MRI
先天性心疾患にておいて成人患者の増加に伴い，
心臓MRIの需要は著明に増加している21,22)．体型に
関係なく再現性の良い画像描出が出来ることが最
大の魅力である (図3)．非造影にて撮影出来る一方，
数十分の検査時間を要するため，幼児例や mental

retardation の成人症例において施行が困難なこと
がある．先天性心疾患の心臓MRIにおいては解剖の
把握と血流量および血流速度の評価，また治療介入
の大きな根拠のひとつともなる各心腔容量の測定
が非常に重要である．
① 解剖の把握
心臓 MRI 施行時の routine で撮像すべき像につい
ては European heart journal の推奨する MRI 像の
一覧を参考にするとよい 23)．Cine MRI は心血管構
造と心機能の把握に非常に有用なモダリティであ
り，空間分解能は CT には劣るものの造影剤を用い
ずに画像を描出できる．もちろんMRI非対応デバイ
スの使用など制限がある際には CT や超音波での評
価を選択しなければならない．また不整脈患者では
画像構築がpoorとなり易い．しかしそれでも放射線
被爆を含む若年患者への身体的侵襲がないことか
ら，1年〜数年に1度の経過観察や心疾患合併妊婦症
例には非常に有用であるといえる．
② 血流量および血流速度の測定

⑥ Vector flow mapping

解析に必要な断面の画像を描出しphase contrast

血行力学的指標を算出し，心臓血管内の血流をベ
クトルで表示する技術であるが，これにも speckle

tracking法が応用されている．現在使用できる機器
はごく限られているが，血流を可視化することで自
由な方向での血流計測が可能である．これにより

wall share stressの解析や，また血流energy lossの
検討にも利用される．これらの知見が蓄積されるこ
とで複雑心奇形の術前評価や治療方針決定，術後の
心機能予測など応用が期待される．
⑦ 3次元心エコー図より求めたRVEF
他の右室評価項目と異なり，従来の機器に加えて
新たなソフトウェアやエコープローベが必要とな
る．3 次元心エコー図法を用いることで一般成人の

図 2 右室の 3D speckle tracking image.
（文献20. より引用 一部改変）

みならず先天性心疾患においても信頼性の高い
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シネ MRI

Whole heart imaging

図3

造影 MRA

心臓 MRI

法を用いることで任意の断面の血流を求めること

の撮影が行われるようになってきている．従来の

ができる．上行大動脈での血流量を求めることで心

あることも時々あり，臨床所見に十分に照らし合わ

2D flow MRIはある方向のフローをメインとして血
流速度 (velocity) 計測を行っており，心エコーと比
較し血流速度が過小評価されることが欠点であ
る．これを克服した，新技術4D flow MRIは心臓以
外の臓器血流評価はすでに行われつつある．医療
工 学 の 4D 画 像 の 再 構 築 の 技 術 を 用 い る こ と で，
個々の症例における大血管の vorticity ( 渦巻き ) や
helicity ( らせん )，eccentricity が評価出来る 27,28)．
特に aortopathy が問題となるような疾患群 ( 大動脈
二尖弁等 ) において，近年多くの報告がされている
29,30)．もともと組織学的に上行大動脈中膜の危弱性
が存在することが知られているが，さらにvorticity
(渦巻き) やhelicity (らせん)，eccentricity等血流の
異常が加わると物理的に大動脈拡大が助長される．
また，これらの異常血流により TGF-β や MMP 等
aortopathy に関与すると考えられている遺伝子発
現がさらに促される等の仮説も報告されており 29)，
今後発展する分野の一つである．

せ，数字が独り歩きしないようにする必要がある．

③ 心腔容積の測定

拍 出 量 が 得 ら れ，左 右 シ ャ ン ト が 存 在 す る 疾 患
においてはさらに肺動脈主幹部の血流量を求める
ことで肺動脈弁通過血流量 / 大動脈弁通過血流量

(Qp/Qs) を求めることができる．これは心臓カテー
テル検査で求めるQp/Qsおよびシャント量と良い相
関を示すことが報告されている 24)．欠点としては
Velocity encoding (VENC) の設定や撮像断面の設
定にlearning curveが存在すること，CTとは異なり
画像の再構築ができないため retrospective に任意
の断面の血流測定ができないことなどがあげられ
る．心エコー図と比較して時間分解能が悪いことが
大きな原因であるが，最高血流速度を過小評価し易
い点にも注意が必要である．また血流計測に関して
は，若年者の上行大動脈のように上下にダイナミッ
クに動き，過収縮する血管の場合には誤差が生じる
と言われている．計測上の逆流率が過大/過小評価で

心臓の血流のみならず，左右肺動脈の血流測定に

心腔容積や血流の測定は一連の解析として専用

非常に有用であることも先天性心疾患の画像診断

ソフトウェアを用いて行われる．国内の主流のソフ

において強調すべき点である．シンチグラフィーと

トウェアは 3 社 (ZAIO，AZE，エントーレス ) であ

異なり，下肢より造影を注入せずとも左右肺動脈の

るが，海外で主流のソフトウェアと異なり，いずれ

血流量を測定することができるため25)，特にフォン

も全心周期における肺動脈弁 / 三尖弁位置の把握の

タン循環において役立つモダリティである．グレン

ためのトラッキング機能はないことを知っておく

術後・大動脈縮窄症等においても狭窄の程度のみな

必要がある．そのため，右室計測の際には肺動脈弁

らず側副血行路の血流量を測定することも可能で

/ 三尖弁の位置が把握しやすい Transaxial 像が望ま
しいとされている．特にエブスタイン病等，弁の付
着部異常を有する疾患の場合には必ず Transaxial

ある26)

．

さらにここ数年は研究ベースで 4D flow imaging
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にて計測するよう推奨されている31)．拡張期末期あ

症例においても T1mapping 陽性例の報告は散見さ

るいは収縮期末期に時相を合わせて等間隔にスラ

れるが 36)，今後発展する技術の一つと考えられて

イスされた断面像における心内膜面をトレースし，

いる．

これを各断面で心尖部から心基部まで繰り返して
それぞれで得られた断面積を積分することで容積

III. 心臓CT

を求めることができるが，心内膜のトレースにも

CTは空間分解能が非常に高く，詳細な心血管構造

ラーニングカーブがある．オートトレース機能の付

把握における優位性については現在用いられてい

いたソフトウェアもあるが，オートトレースでは特

る他のどのモダリティよりも大きい ( 図4)．また検

に右室容積を過小評価する傾向にあるため，マニュ

査時間も短く済むという特徴がある．CTは石灰化の

アルトレースが望ましい．心臓 MRI は右室容積 /EF

描出にも有用で，川崎病成人症例の石灰化した冠動

計測のゴールドスタンダードとされており，例えば

脈のみならず，Rastelli 導管の石灰化・高齢者の動

ファロー四徴症の再手術適応基準の 1 つとして，重

脈管開存症例における石灰化の程度の把握等にも

症肺動脈弁逆流に加えて心臓 MRI による拡張末期

有用である．しかしながら被ばくの問題，そして造

容量 >170mL/m2が挙げられている32)．

影剤使用に伴う腎機能への影響については常に配

④ その他のシークエンス：Tagging，心筋遅延造影，

慮が必要であり，特に若年者が多い成人先天性心疾

T1 mapping

患診療においては検査施行を最小限に留めるよう

Tagging MRI ( タ ギ ン グ MRI) は myocardial
deformation を描出する目的にて 20 年以上前より行
われているシークエンスである．通常のシネMRIに
追加して別のシークエンスで撮影しなければなら
いない点が難点であり，近年は心エコーストレイン
法の方が盛んに行われている．MRI でもシネ MRI
画像を用いた feature tracking という方法を用いる
ことも可能であるが，フレームレートの観点から心
エコーストレイン法の方がより正確である．無症状
の フ ァ ロ ー 四 徴 症 で あ っ て も 左 室・右 室 局 所 の

特に注意すべきである．例えば同量の放射線を被ば
くしたと仮定すると，40歳の成人と比較し小児への
影響 ( 肺癌発症のリスク ) は 4-5 倍とされている 38)．
さらに 99mTcsestamibi を用いた心筋核医学シンチ
グラフィー (SPECT) は，小児において CT の 2 倍の
被ばくとされており39)，モダリティ選択の重要性は
明らかである．CT の良さは MRI 非対応のペース
メーカー症例や冠動脈走行異常合併症例において
特に強調されよう．撮影条件の工夫 ( 低管電流・低
管電圧等 ) も必要である．撮影に関しても工夫が必

myocardial deformation は正常とは明らかに異な
り，またセンニング手術後の体心室右室のtorsionも
特異的であることが報告されており，EF のみでは
評価できない myocardial deformation は一つの注

要である．成人先天性心疾患における心臓CTでは右
心系や側副血行路，シャントの有無などの把握を目
的とすることが多いため，造影剤投与部位 ( 左上肢
からか右上肢からか，あるいは下肢からか) と撮像

目 点 で あ る 33,34)．心 筋 遅 延 造 影 late gadolinium

enhancement：LGE は心筋の線維化の程度を評価
する方法として汎用されている．2005年前後にファ
ロー四徴症の右室流出路の遅延造影の報告が数多
くあり 35) ，薄い心筋の右室であっても LGE が確認
されたとの報告が数多く認められるが，日本国内の
症例では散見される程度である．その理由としては
①欧米では大きく数センチにわたり右室流出路に
切開線を入れるため，瘢痕化しやすいこと ② LGE
は心筋のみならず大きな Transannular patch を見
ている可能性があることなどが理由として挙げら
れる．いずれにせよ，明らかに心機能が低下してい
てもLGEを認めない症例が圧倒的に多く，近年では
LGE は心筋ダメージのごく一部を見ているに過ぎ
ないと考えられている．心筋障害を描出する新技術
として T1mapping/T2mapping が近年研究ベース
で行われているが 36,37)，未だにシークエンスさえ
図 4 心臓 CT による側副血行路描出

も統一されていない現状である．成人先天性心疾患
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Lawrence Rudski, MD, FASE, Kirk T. Spencer,MD,
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Quantification by Echocardiography in Adults: An
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Imaging. J Am Soc Echocardiogr 2015;28:1-39.

のタイミング，撮像範囲の決定が良好な画像描出の
最重要事項である．冠動脈造影同様に上行大動脈に

ROIを置く撮影タイミングでは右室の造影が抜けて
しまい，綺麗な右心の描出はできない．また，右左
シャントのある症例・単心室症例等では上行大動脈
にROIを置いた場合には非常に早いタイミングで上
行大動脈に造影剤が到達するために，心室が充分に
染まりきらないうちに撮影が開始されてしまう．
ゆっくりした速度 (1 〜 3ml/s) で多めの造影剤を比
較的長時間流し続け，全体が染まったタイミングで
撮影する方法は一つの解決策である．その場合，全
体がまんべんなく染まるために，バッフルリーク等
の描出は困難である．造影剤がどの時点で関心領域
に現れるか予想しきれない症例では造影剤の染ま
り具合を観察しながらマニュアル撮影を行うのも
一つの手である．構造のだけであれば必ずしも心電
図同期である必要はないが，小血管等の径が多少過
大評価される傾向にある．
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Multimodality imaging in adults with congenital heart disease
Naoto Kawamatsu, Yumi Shiina
Cardiovascular center, St.Luke’s International Hospital
Abstract

The number of adults with congenital heart disease has been dramatically increasing.
Comprehensive assessments using with non-invasive, multi-modality imaging investigations
including echocardiography, compute tomography and magnetic resonance imaging are
obviously important in adults with congenital heart disease. There are advantages and
disadvantages in each modality, therefore the appropriate combination of these modalities is
required for the optimal assessments in this challenging population.
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【総説】

チアノーゼの全身合併症
山村 健一郎
九州大学病院 小児科・ハートセンター 成人先天性心疾患外来
要

旨

チアノーゼ性先天性心疾患の全身合併症には，様々なものがある．まず組織の酸素供給を満たす
ための適度な多血症でバランスが取れた状態である代償性多血症か，過粘調度症候群がみられる非
代償性多血症かを見極めることが重要である．フェリチンや総鉄結合能等も参考に，相対的鉄欠乏
の有無を見極め，必要な場合は鉄剤補充を少量より開始する．瀉血や，抗血小板薬，抗凝固薬の投
与は，脳卒中症の予防には有効との根拠はなく，漫然と行われている場合は必要性を再確認し，中
止も検討する．多臓器にわたる合併症を念頭におき，全身的な視点で管理を行うことが重要である．
キーワード： cyanotic congenital heart disease, compensated erythrocytosis, iron replacement
therapy

表1

はじめに
チアノーゼの全身合併症には，様々なものがある

チアノーゼの全身合併症

多血症，過粘調度症候群

(表1)．チアノーゼ残存成人先天性心疾患患者の管理

血小板減少，凝固系異常

においては，これらの多臓器にわたる合併症を念頭

チアノーゼ腎症

におき，全身的な視点で管理を行うことが不可欠で
ある．本稿では，臨床現場での疑問に答える形で，

脳血管障害

これらの全身合併症について概説し，最後に実際に

喀血，肺出血

診療を行う際の要点について述べる．

高尿酸血症，痛風発作
ビリルビン代謝異常，胆石

チアノーゼ性先天性心疾患の患者さんが新患
で紹介されてきたら，まずどこに注目すべき？

末梢血管拡張，血管新生，冠動脈拡張

チアノーゼがある患者では，慢性的な組織の低酸

ばち指，肥厚性骨関節症

素により，腎でのエリスロポエチン分泌が増加，二

低コレステロール血症

次性赤血球増加をきたす．適度の多血症により組織
感染性心内膜炎，脳膿瘍

の酸素需要が満たされ，バランスの取れた状態であ
る「代償性赤血球増加症」か，組織の酸素需要を満
たせないことから造血亢進が続き，過粘調度症候群

表2

がみられる「非代償性赤血球増加症」かを，きちん
と見極める必要がある．

過粘調度症候群の症状

頭痛

代償性赤血球増加症では，過粘調度症候群はみら

めまい，失神

れず，ヘモグロビン値は，

視力障害

Hb = 57.5 – (0.444 x 酸素飽和度)
の式で表される至適ヘモグロビン値で定常状態と

耳鳴り

なる1)

．
一方，非代償性赤血球増加症では，組織の酸素需

易疲労感
筋肉痛，筋力低下

要を満たせないため，造血が続き鉄欠乏をきたし，

手指，足趾，口唇の感覚異常

過粘調度症候群や後述の多臓器合併症がみられやす

連絡先：山村 健一郎，九州大学病院 小児科・ハートセンター 成人先天性心疾患外来，
〒812-8582

福岡市東区馬出3丁目1-1，E-mail：yamamura@pediatr.med.kyushu-u.ac.jp
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い．SpO2 < 75% では，非代償性赤血球増加症とな

shear stress により慢性的に活性化・消費されるこ

るリスクが高いとされる．

と，巨核球が肺循環へ流入せず，正常な血小板への

過粘調度症候群の症状は，多岐にわたり不明瞭な

分化が行われないことなどが，その機序と考えられ

ことも多いが，表2のような症状に注意をして判断

ている5,6)．また，残った血小板も顆粒放出後で凝集

をする．

能が低下しており，血小板数と出血時間は比例しな
い7)．von Willebrand因子や凝固第V，VII，X〜XII

鉄欠乏は血液粘度を増悪させる？
鉄剤の適切な補充法は？

因子なども消費されて低下しており，PTやAPTTは
延長，FDPやD-dimerが上昇する8)．

鉄欠乏による小球性赤血球は，通常のディスク

チアノーゼ性先天性心疾患患者では，頭部MRIで

状赤血球より変形能が乏しく，同じヘマトクリッ

無症候性の脳虚血の所見がみつかることは少なく

ト (Ht) 値でも血液粘度は上昇すると報告されてい

ない 5)．しかしながら，脳血管障害の主な危険因子

る 2)．一方，血液粘度にもっとも影響を与えるのは

は，心房細動，高血圧，小球性貧血であり，多血症

Ht との報告もあり，鉄欠乏が実臨床の場で血液粘
度を上昇させるかについては議論がある3)．
適切な鉄剤補充により，運動耐容能やQOLの改善
がみられるとの報告もあり 4)，MCV，MCH，フェ
リチン，TIBC を参考に，鉄欠乏が診断された場合
は，鉄剤を補充すべきである．しかしながら，経口
鉄剤はいきなり通常量で投与すると急速な Ht 上昇
をきたし，過粘調度症候群をきたすことがあるた
め，少量 (50mg/日) より開始するのがよい．

自体は脳卒中の危険因子としての意義は少ないと
される ( 表3) 9) このように，チアノーゼ性先天性心
疾患患者では，血小板数減少・機能低下，PT・APTT
延長がみられ，本来出血傾向があり，時に肺出血が
致命的となることから，多血症だけを理由とした抗
血小板薬，抗凝固薬の投与は，安易に行うべきでは
ない．

Ammashらの報告では，抗血小板薬，抗凝固薬の
投与の有無で，脳卒中の頻度に有意差はみられず，
脳卒中の予防という意味では，抗血小板，抗凝固薬
の投与は大きな意味はないとされている．抗血小板
薬，抗凝固薬投与は，脳梗塞を含む全身血栓症既往
例や，心房細動合併，フォンタン術後などの症例に
限り，注意して用いられるべきである．

抗血小板薬，抗凝固薬は，脳卒中の予防に
有用？
チアノーゼ性先天性心疾患患者では，Htと逆相関
す る 血 小 板 減 少 が み ら れ る．赤 血 球 増 加 に 伴 う

表3

脳卒中の有無による各種臨床パラメータの差異
脳卒中なし

脳卒中あり

n=140

n=22

EF (%)

53±9.8

52±89

0.701

ヘモグロビン (g/dl)

17.7±1.9

18.4±2.2

0.081

ヘマトクリット (%)

53.3±6.0

54.4±6.7

0.11

MCV (fL)

87.8±9/7

85.7±9.8

0.345

高血圧

4 (2.8%)

3 (14%)

0.021

心房細動

13 (9.3%)

6 (27.3%)

0.015

喫煙

17 (12.1%)

2 (9.1%)

0.68

瀉血

35 (25%)

11 (50%)

0.016

鉄欠乏性貧血

30 (21.4%)

11 (50%)

0.004

抗血小板薬

17 (12.1%)

2 (9.1%)

0.68

ワーファリン

17 (12.1%)

1 (4.5%)

0.29

p値

(文献9より引用改変)

31

日本成人先天性心疾患学会雑誌 (2015年12月)

在のところ存在しない．

多血だと喀血しやすい？
チアノーゼ性先天性心疾患患者では，喀血，肺出

2. 高尿酸血症，痛風発作

血が一定の割合でみられる．血小板数低下・機能異

高尿酸血症の主因は，尿細管異常に基づく尿酸再

常，凝固異常と，側副血管の発達が原因とされるが，

吸収の増加とされる．約20%の症例で痛風性関節炎

時に致命的となるため重要である．喀血は肺外出血

がみられるが，尿酸値から予想されるほど高頻度で

であり，肺内出血の量とは必ずしも相関しないの

はない．無症状の高尿酸血症については，基本的に

で，CT検査により，肺内出血の程度，肺血栓の有無

治療は行わない．痛風発作時の治療法は一般的な通

を評価することが大切である．基本的には安静，鎮

風性関節炎と同様である．発作後は尿酸産生阻害

咳剤投与，酸素投与で保存的に加療する．広範な出

薬，尿酸排出促進薬などを投与する．

血の場合は，輸血やビタミンK製剤の投与を行う．

3. ビリルビン代謝異常，胆石

チアノーゼ性先天性心疾患患者における多血症

赤血球数増加により，肝臓でのビリルビン処理能

と血液凝固能，喀血の関係を調べたJansenらの報告
では，clot formation，clot strengthともにヘマトク

を越えたビリルビンの過剰産生が起こり，胆道系内

リット値と逆相関がみられたとされ，多血であるほ

の非抱合ビリルビンが増加する．その結果約30%の

ど出血傾向がみられ，喀血しやすいと考えられる．

症例でビリルビン胆石がみられる．修復術後にもみ

また，瀉血後と喀血後の clot formation における変

られるので，注意が必要である11)．急性胆嚢炎では，

化は同様であり，喀血を起こしていた 10 例全員で，

グラム陰性菌による菌血症，感染性心内膜炎の合併

瀉血開始後は喀血がみられなくなったとしている8)．

にも注意が必要である．
4. 末梢血管拡張，血管新生，冠動脈拡張

瀉血は本当に不要？急に止めても大丈夫？

Shear stress の増大により，血管内皮を介して一
酸化窒素，プロスタグランジン分泌亢進が起こり，

瀉血の適応は，①Ht > 65%で，重症の過粘調度症

末梢動脈拡張を生じる．また，血中VEGF値も上昇

候群を呈する場合，②術中出血を軽減するため術前
10)

．過粘調度症候群を認めた

し，血管増生を生じる．これらは喀血，肺出血の原

場合は，まず鉄欠乏と脱水の有無を評価し，必要で

因となる．また，手術時も出血のリスクを増すので

あれば補正する．これらの所見を認めない場合だ

注意が必要である．

に行う場合，とされる

け，瀉血を検討する．Htの値だけを参考にした安易

一方，冠動脈は拡張と蛇行を認める．冠動脈血流

な瀉血は，鉄欠乏の原因になることがあるため，避

量は安静時，負荷時ともに一般と比べ多く，冠血流

けるべきである．

の予備能も保たれている12)．

一方，個人的な経験では，瀉血を中止する際には，

5. 低コレステロール血症

出血性合併症に注意が必要と考える．図1に，最近

総コレステロール，HDL コレステロール，LDL

瀉血を中止した 2 例における，SpO2 値と血液検査

コレステロールのすべてが修復術後でも低値を取

データの変化を示す．2 例とも過粘調度症候群がみ

る 13)．冠動脈は拡張し，粥状硬化病変を認めにく

られないため瀉血を中止したが，その結果血小板数

い．加齢に伴う虚血性心疾患の頻度は低いものと予

は10万以下に低下し，APTTも延長している．因果

想される．

関係は証明できないが，症例 1 ではその後喀血がみ

6. 肥厚性骨関節症

られ，症例 2 では脳出血がみられた．瀉血を中止す

チアノーゼ性成人先天性心疾患の 30% にみられ

る際は，血小板数や凝固系パラメータの変化，出血

る．痛風発作と誤診されていることもあり注意が必

性合併症に注意が必要な可能性がある．

要である．長管骨の遠位端に始まる．診断は X 腺で
骨膜不整，肥厚を認めることによる．骨シンチグラ

そのほかどのようなことに注意すればいい？

フィーも早期診断に有効とされる．治療は NSAIDs

1. チアノーゼ腎症

や，ステロイドの全身投与，局所注射などを行う14)．

多血のため，糸球体内静水圧が上昇し，蛋白尿を

7. 脳膿瘍，感染性心内膜炎

生じる．蛋白尿は30歳代以降で60%以上の症例でみ
られる．初期は蛋白尿がみられるのみで，血液検査

右左シャントがあるため，脳膿瘍や感染性心内膜

データに異常をきたす症例は少ないが，徐々に糸球

炎を合併することがあり，注意が必要である．図2

体硬化が進行し，血液浄化療法を必要とする症例も

に，当施設で経験した脳膿瘍からのクモ膜下出血の

いる．定期的な検尿が重要である．ACE阻害薬が有

1 例を示す．幸い抗生剤と内科的治療で神経学的後

効との報告もあるが，多数例で検討したデータは現

遺症なく退院した．
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図1

2 症例における瀉血中止前後の変化．症例1（実線）
，症例2（点線）ともに，
瀉血中止後ヘマトクリット，MCV，フェリチンが上昇するとともに，
血小板数は低下し，APTTは延長している．
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図 2 35 才男性，単心室症，BTシャント手術後．SpO2 79%, Hb 23.4 g/dl．
脳膿瘍からクモ膜下出血を合併した（矢印）が，幸い抗生剤と内科的治療で神経学的後遺症なく退院した．
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Systemic complications of cyanotic congenital heart disease
Kenichiro Yamamura, MD, PhD.
Department of Pediatrics, Adult Congenital Heart Disease Clinic, Kyushu University Hospital
Abstract

Cyanotic congenital heart disease has impacts on multiple organ systems, including
hematology, coagulation system, nervous system, kidneys, gastrointestinal tract, uric acid
metabolism, pulmonic and systemic circulation (endothelium), renal function, etc. It is
important to distinguish compensated erythrocytosis and decompensated erythrocytosis.
Identification of iron deficiency by ferritin and total iron binding capacity is important, and
appropriate iron replacement therapy from small dose is mandatory. Prophylactic
phlebotomies to maintain the hematocrit level to prevent cerebrovascular events are not
justified. Anticoagulation or antiplatelet therapy does not have evidence of effective
prevention of cerebrovascular events. A systematic clinical approach is needed to treat this
multisystem disorder.
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【総説】

肺側心室としての右室機能不全の心臓カテーテル評価
増谷 聡，先崎 秀明
埼玉医科大学総合医療センター 小児循環器科
要

旨

先天性心疾患の多くが成人に至る現在，肺側心室としての右室機能は，QOLや生命予後，再手術
必要性に関わる重要因子である．かつて心血管造影を要した心血管形態・容積評価の多くは，発達
著しい CT/MRI などの非侵襲的画像診断により評価可能となった．しかし，非侵襲的画像検査では
正確な右心系の圧情報は得られない．心臓カテーテル検査では，随所の圧を直接測定でき，血液ガ
ス測定と併せ，心血管機能や体・肺循環を詳細に評価できるため，今日でも重要な評価法である．
本総説では，先天性心疾患の右心カテーテル検査における，通常の評価，詳細な評価，今後の課題
を概説する．
キーワード： Congenital heart disease, right ventricle, function, stiffness, flow

肺動脈の末梢まで挿入して (Fig. 2)，バルーンを拡

はじめに
循環器内科領域において，肺循環を担うポンプで

大して血流を遮断し，左房圧を反映する肺動脈楔入

ある肺側心室としての右室は，体循環を担う左室と

圧を測定する．その後，圧測定を行いながらカテー

比して，これまで十分な検討が加えられてこなかっ

テルを引き抜きつつ，末梢肺動脈，中心肺動脈で圧

た．しかし，最近，拡張型心筋症1)や，肺高血圧症2)

と酸素飽和度を測定する．対側の肺動脈で同様に計

で，右室 (RV) 駆出率 (EF) が予後と密接に関連す

測した後，さらに右室・右房と引き抜きながら，各

ることが報告されるようになり，肺側心室としての

部位でそれぞれ，圧と酸素飽和度を測定する．この

右室機能の重要性に関心が高まっている．

計測により，圧較差 (狭窄の程度)，肺血流量や肺血

一方，先天性心疾患 (CHD) では，ファロー四徴

管抵抗を定量できる．通常その後に心血管造影を施

症をはじめ右室自体に課題を有する疾患が多く，以

行する．右室造影で，右室容積や右室駆出率，肺動

前より右心系の重要性が注目されてきた．しかし，

脈弁形態，三尖弁逆流を評価する．肺動脈造影では，

右室は流入路・肉柱部・流出路を有し，元来左室か

肺動脈形態や肺動脈逆流のほか，静脈還流相まで撮

ら圧排されて存在する形状のため，容積評価が難し

像することにより肺静脈狭窄の有無，左心系の大き

く，右室機能にはなお解明すべき点が多く残されて

さ・壁運動までを評価できる．肺動脈弁逆流は肺動

いる．近年 MRI や心エコー，CT といった非侵襲的

脈弁だけでなく，肺血管床，右室の影響を受け，右

検査法の発達は目覚ましく，心臓カテーテル検査の

室拡張末期容積や仕事効率を左右する．右室拡張末

適応は著しく狭くなってきた3)．しかし，CHDの右

期容積はファロー四徴症術後の肺動脈弁逆流に対

室機能評価における心臓カテーテル検査には，圧を

する再手術判断に用いられ，その拡大は左室機能に

直接・正確に計測できるという他の検査にはない利

も影響する4,5)．
では，心血管MRIが多く施行されるようになった

点があり，現在なお重要な意義がある (Fig. 1)．先
天性心疾患に対する心臓カテーテル検査における，

今日，この心臓カテーテル検査は，MRI等と比較し

通常の評価，詳細な評価，今後の課題を概説する．

てどのような意義があるだろうか．

通常の評価

CHDの右心造影と，MRI等の比較

一般的な CHD の右心カテーテル検査 (Fig. 1) は，

CHDの右心造影は通常，侵襲的に心血管内に挿入

随所の (1) 圧測定・(2) 酸素飽和度測定を行った後，

したカテーテルから造影剤を流しながら，ある一方

(3) 心血管造影で終了する．はじめにカテーテルを

向か，二方向から撮影する．MRIは非侵襲的に，造

連絡先：増谷 聡，埼玉医科大学総合医療センター 小児循環器科，
〒350-8550

埼玉県川越市鴨田1981番地，E-mail：masutani@saitama-med.ac.jp
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Catheter Right Heart Assessment
General
Assessment

Procedure
Pressure Measure
Blood Sampling

Ventriculo- &
Arteriography

Special
Assessment

Pressure & Gradient
Cardia index
Qp/Qs
Pulmonary artery resistance
Valve orifice area

PH evaluation
O2, N2, pulmonary arterial dilator

Detailed function
Pressure-Volume (Area) Relation
Catecholamine & Chronotropic reserve
Impedance
Wave intensity

RV volume
Valve characteristics
Regurgitation (Sellers)

Biopsy
IVUS, ICE

Fig. 1 Right heart assessment in cardiac catheterization.
Pressure and oxygen saturation measurements and angio-/ventriculography yield general and special
assessment of right heart.
Qp/Qs, pulmonary to systemic flow ratio; RV, right ventricle; PH, pulmonary hypertension; IVUS, intravascular
ultrasound; ICE, intracardiac echocardiography.

Pressure Waveform of Right Heart
A
Pulmonary
Capirally
Wedge Pressure

(mmHg)
30.0

B
Pulmonary
Artery

D
Right
Atrium

C
Right
Ventricle

v

a

A
B
D
C

-5.0

ECG

Fig. 2 Pressure waveform of right heart.
In regular catheterization, pressure and oxygen saturation measurements are performed using “drawback”
fashion from pulmonary capillary wedge.
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影剤を使用せずに撮像可能で，一度の計測で多方向

だし，心臓カテーテル検査の侵襲や放射線被爆を考

からの観察が可能である．近年ではMRIは右室容積

慮すると，心エコーを超えた形態診断のみを目的と

計測のゴールド・スタンダードとされ，geometric

するなら一般的に MRI ( ＞ CT) でよいと思われる．

assumption を用いずに定量可能である．これに対
し，右室造影による右室容積は，断面積と径の測定
によるarea-length法6)，あるいは薄い円盤の総和と
して求める Simpson 法 7) を用いた，仮定に基づいた
計測法である．MRIでは逆流量を定量できるのに対
し，心血管造影による逆流評価は，造影剤がどれ位
の濃さで逆流部位を染めるか (Sellers 分類 ) や，造
影剤がどれだけ前方に順調に流れるか，といった定
性的評価が主体である (表)．しかし心血管造影での
逆流評価ではダイナミックに流れを観察でき，直観
的に捉えやすく，外科医とも共有が容易であるとい
う利点がある．従って，心臓カテーテル検査施行時
には不整脈を誘発しにくく，良好な心血管造影とな
るように撮像条件を工夫する．MRIは右室容積測定
のゴールド・スタンダードとされるが，内腔の決定
やROIの設定，その他に多くの人の手と目が入るた
め，human errorの余地はゼロではない．検査した
モダリティごとに容積評価を行った上で，総合判断
するべきである．
MRI には特有の禁忌症例があり，CT と心カテに
は放射線被ばくがあり，CT は静的イメージのみで
ある．空間分解能に最も優れるのが心血管造影であ
り (心カテ＞CT＞MRI)，詳細な血管描出をはじめ，
形態診断のみであっても，症例により心臓カテーテ
ル検査の意義は残る．MRIやCTでは致命的な “多少
の体動 ” でも心血管造影ならば評価可能である．た

従って，心臓カテーテル検査の意義は，次項以降に
述べる，心血行動態の基本および詳細把握に必要な
随所の圧が直接記録可能なことと，カテーテル治療
が同時に施行できることとまとめられる．

圧を用いた機能計測
本項では，心臓カテーテル検査の最大の利点，圧
を用いた一般的計測について述べる．
心臓カテーテル検査では直接の圧測定ができる
ため，随所の圧や圧較差を正確に計測できる．肺血
流流量，体血流量は一般に，酸素飽和度測定を行い，

Fick 法により算出する．正確に肺動脈圧・血流量・
血管抵抗測定を行うには，心臓カテーテル検査が必
須であるため，肺高血圧症評価・治療効果判定は，
心臓カテーテル検査のよい適応である 3)．この際，
低圧系の右心では，ドリフトが測定値に与える影響
が大きいため，ゼロ点を厳密に合わせることに細心
の注意を払う．
平均肺動脈圧 25mmHg 以上が肺高血圧症の定義
である．しかし，肺動脈圧がわかっただけでは肺高
血圧評価として不十分である．そのことは，平均肺
動脈圧と肺動脈楔入圧の差が同じでも，肺血流量が
増加していれば，肺血管抵抗は低下していることを
考えれば，容易に理解できる．心エコーで三尖弁逆
流から右室収縮期圧が，肺動脈弁逆流速度から平均
肺動脈圧が推定可能だが，この際も肺血流量を併せ

Table Comparison between cardia and MRI catheterization for assessment of right heart.
Cardiac catheterization

vs

MRI

＜＜

Gold Standard

Right ventriuclography
Right ventricular volume

Conductance catheter
(uncommon)
Right ventriuclography
Pulmonary arteriography

Flow measurement

Fick method

Ventricular volume change
＜＜

Thermodilution

Phase Contrast

Flow wire (uncommon)
Pulmonary regurgitation
volume

Qualitative

＜＜

Quantitative

Possible

＞＞＞

Impossible

Pressure measurement
Blood sumpling
Catheter intervention
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考えることが重要である．簡便には心エコーで肺血

数値を80で除した値である．一回拍出量を収縮期と

流量を概算するか，あるいは電気的速度測定法を

拡張期の差 (脈圧) で除すと，簡易的に肺動脈コンプ

用いたエスクロンミニ ® を参考にする．後者は電極

ライアンスが求められる．同じ一回拍出量を肺血管

8)

を貼付するだけで体血流量が計測可能であり ，短

床に入力したときに脈圧が大きいと，コンプライア

絡がなければ肺血流量と考えることができる．こう

ンスが低い，すなわち広がりにくい血管床とわかる．

した血流量情報を圧情報に加味した検討が大切で

右室圧は，収縮期圧と拡張末期圧 (EDP) を計測
する．EDP は前負荷と右室の硬さ (stiffness) で決

ある．
成人肺動脈性肺高血圧の検討で，肺血管抵抗と右

定される簡便・有用な統合的拡張能指標である．さ

室駆出率は負の相関関係を有する9)

らに右室最小圧も記録する．最小圧は，収縮期に心

(Fig. 3 (a)) こと
からもわかるように，肺血管抵抗はもっとも大切な
肺高血圧の決定因子であり，右室後負荷として重要
である．肺高血圧症治療に伴う肺血管抵抗低下と平
行して右室容積が低下し，右室駆出率が改善して
いった症例の経時変化の報告 10) (Fig. 3 (b)) は右室
挙動と肺血管抵抗との関連を考える上で興味深く，
肺血管抵抗が600 dyne/sec/cm5 (7.5単位・m2) より
低下すると右室駆出率が急速に改善して，“ 動ける
右室” になったのがわかる．
肺動脈圧は収縮期，拡張期，平均を，左右および
中心肺動脈で記録する．平均肺動脈圧から肺動脈楔
入圧を減じたものが，肺循環にかかる圧較差で，そ
れを肺血流量で除すと，肺血管抵抗を算出できる．
小児領域では，体表面積を乗じて，Wood 単位 ×m2
で表すことが多い．これはdyne/sec/cm5で表された

(a)

室がどこまで収縮できたか，その後の弛緩は速やか
か，心室の吸引 (suction) はいかほどか，それらが
相互に影響した結果の，拡張能を知る上で重要な情
報である．右房圧，中心静脈圧の上昇は，三尖弁に
問題がなければ右室拡張障害や容量増多を示唆す
る．さらに圧測定のみから，収縮性の指標dp/dt max
や，拡張期前半の弛緩の指標である dp/dt min，弛
緩時定数tauが計算できる．
しかし，生理的食塩水を満たした圧ラインを介し
トランスデューサで測定する通常の圧測定では，圧
波形が瞬時の変化を追随しにくく，右室最小圧付近
ではオーバーシュートの傾向があり実際より最小
圧が不自然に低く振れることが多い．従って，右室
最小圧の測定には，正確な圧曲線がどうあるべきか
を念頭において圧曲線を解釈する必要がある．さら

(b)
RV volume

Fig. 3 Relationship between pulmonary vascular resistance and right ventricular ejection
fraction in patients with adult pulmonary arterial hypertension.
(a) Right ventricular ejection fraction (RVEF) negatively correlated with pulmonary vascular resistance
(PVR). (Reprinted with permission with Inaba et al.9))
(b) Serial change of right ventricular end-diastolic volume index (RVEDVI), end-systolic volume index
(RVESVI) and ejection fraction (RVEF) in an adult patient with pulmonary arterial hypertension.
Reduction of PVR by pulmonary vasodilator caused improvement of RV dilation and reduced RVEF.
Marked improvement of RVEF occurred below 600 dyne/sec/cm5. (Reprinted with permission with
Yao10). Modified)
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に通常の圧測定では，圧波形の微分dp/dt max，dp/

で得られたデータのみからも，圧容積関係を推測・

dt min や，tau の正確な算出は難しい．一般的では

考慮することは十分に可能13)であるため，我々の知

ないが，カテーテル内に細い圧センサー付きのワイ

見とともに次項に述べる．

ヤー

11,12)

を挿入することで，小児でもこれらの評

心室圧容積関係・圧断面積関係

価を正確に行い得る．
収縮期が終わり，拡張期の最初のプロセスが弛緩

横軸に心室容積 (または断面積)，縦軸に心室圧を

である．弛緩の間，心室容積は一定のまま，圧を降

とると，一心周期で反時計まわりの一ループを描く

下させ，心室圧が心房圧を下回るまで低下すると，

(Fig. 4)．これを心室圧容積 (断面積) 関係という．圧

房室弁が解放して心房から心室への充満のプロセ

容積関係を考えると，心機能を心拍数・前負荷・後

スが始まる．従って，心室充満を円滑に開始させる

負荷・収縮性・拡張性の各要素に分け，かつ併せて

ために，弛緩速度 ( 時定数 tau) は左心同様に重要で

評価でき13)，心室機能の全体像把握に有用な考え方

あると予想される．しかし，肺高血圧がなく低圧系

であるため，概略を述べる．圧容積関係は右室でも

の肺循環を担う右室で tau がどのような臨床的意義

左室と基本的に同様に成立し，生理学的意義を持つ

を有するかについては，これまでに十分に解明され

ことが動物実験で示されている 14)．( 右室でも可変

ているとはいえず，今後さらなる検討が必要であ

弾性モデルは成立し，酸素消費量と圧容積面積の関

る．さらに圧のみに由来する指標は，前負荷・後負

係も左室と同様に成立する14) ) 横軸は，拡張末期容

荷の影響を受け，それぞれに限界・課題がある．負

積 (＝前負荷)，収縮末期容積を表し，従って，一回

荷に依存しない ( しにくい ) かたちで右室機能を評

拍出量や駆出率も表している (Fig. 4)．逆に容積が

価する，あるいは考察することが大切であり，次項

わかれば，圧容積関係の横軸の位置が決まる．縦軸

に述べる圧容積関係の考え方が右室においても役

は心室圧であるので，ループの高さは，左室なら平

に立つ．一般臨床では圧容積関係は適用・評価が困

均血圧で，右室なら三尖弁逆流圧較差から，およそ

難とされるが，その考え方を知れば，一般的な計測

非侵襲的に推定可能できる．
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Fig. 4 Representative pressure-area relationship.
(a) Analog recordings of simultaneous measurements of right ventricular pressure, area, and electric
cardiography.
(b) Right ventricular pressure-area relationship before and during inferior vena-cava occlusion.
End-diastolic area represents preload. Effective arterial elastance (Ea), the ratio of end-systolic pressure
to stroke area, represents afterload. End-systolic elastance (Ees), the slope of end-systolic points during
inferior vena cava occlusion, represents load-insensitive measure of contractility. The position and slope
of end-diastolic points represents stiffness. Thus, this relationship shows all components of ventricular
function in one plane.
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同じ一回拍出量を拍出するのに，どの位の収縮末

ファロー四徴症術後両側末梢性肺動脈狭窄に対

期圧を必要とするかを血管エラスタンス (Ea) とい

して，両側ステント留置を施行した症例の右室圧断

い，Fig. 4の右下がりの直線の傾きである．Ea は優

面積関係の変化はFig. 5のようであり 19)，ステント

れた後負荷の指標であり，非侵襲的に算出可能であ

留置は右室前負荷・後負荷を軽減したのみならず，

る．Eaを考えることにより，圧が高くて心臓が動け

収縮性向上の傾向も観察された．即ち，予想通り右

ていない ( 一回拍出量が小さい ) なら，後負荷が高

室圧・右室後負荷が軽減し，右室を張らせなくても

い，と直感的に理解できる．一方，負荷に依存しな

十分な拍出ができるようになり，その際に収縮性に

い収縮の指標，収縮末期エラスタンス (Ees) を求め

も好影響がもたらされた．この関係からは，圧較差

るためには，負荷条件の異なる複数のループが必要

のみの評価では見落とされがちな，右室挙動の全体

で，各ループの左上の肩が描く直線の傾きとして算

像とその変化を読み取ることができる．狭窄解除に

出する．負荷条件を変えるには，下大静脈を閉塞用

より圧較差が不変でも，血流量が十分に増えたな

バルーンで一過性に閉鎖するのが比較的簡便だが，

ら，その部位の抵抗は低下しており，有効であると

実臨床では一般的でない．そのため左室ではさまざ

考えられる．実際に圧容積関係が描けなくとも，血

まな単一ループからの，あるいは非侵襲的な Ees 推

流量や容積がどう変化したかを併せ考え，圧容積関

定法が報告されている15,16)．しかし，右室Eesが単

係の変化を思い描くことにより，全体像を体系的に

一ループから推定できるかは今後の検討を待たな

把握できる．

ければならない．

次に拡張後期の拡張能である Stiffness ( 硬さ ) に

収縮性Eesと後負荷Eaの比，Ees/Eaを心室血管統
合関係といい，後負荷に見合った収縮性であるかを

ついて考える．Stiffnessは，ある容積を増やすのに

表し，心エネルギー効率と関連する大切な概念であ

どれだけ圧がいるか，である．Stiffness評価の代表

る 17,18)．心室圧容積関係の横軸に容積の代わりに

的な指標として，負荷を変えて拡張末期の点からな

断面積を用いても，同様の観察ができる11)ことを利

る曲線を指数関数で近似 (Fig. 6 (a)) して求める係

用し，心臓カテ ― テル検査中に心室圧断面積関係を

数 (β) がある．βは負荷非依存性の Stiffness 指標だ

構築して，右心カテーテル治療が右室機能dynamics

が，侵襲的にも算出は難しい．実際の充満にはこの

に及ぼす影響を検討した示唆に富む 1 例

19)

βよりも，心室最小圧から拡張末期にかけての圧変化

を提示

する．

を同じ時間の容積変化で除した chamber stiffness

(a)

(b)

Before stent

After stent

Afterload

Fig. 5 Pressure-Area relationship before and after bilateral stent implantation for the patients with
bilateral peripheral pulmonary stenosis after intracardiac repair for tetralogy of Fallot.
(a) Pressure-area loops during inferior vena cava occlusion revealed high afterload relative to contractility.
(b) Pressure-area loops after bilateral stent implantation improved elevated preload and afterload with an
improvement of contractility.
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Fig. 6 Assessment of diastolic ventricular stiffness.
(a) Exponential fit to end-diastolic points on pressure-volume (or area) relationship during inferior vena cava
occlusion produce the passive stiffness (β) 32).
(b) Chamber stiffness (K). The slope of dashed line is the average LV chamber stiffness (K) during diastole,
which was obtained by dividing the change of the pressure from the time of minimal LV pressure to enddiastolic pressure by the change of the volume during this period 33). The slope of real line, which is the
ratio of same pressure change to stroke volume index, is an approximation of K.

(K) の方が重要20)とも考えられる．我々は，これを
さらに簡略化し (Fig. 6 (b))，
K＝拡張期の圧上昇/体表面積補正一回拍出量
拡張期の圧上昇＝拡張末期圧−最小圧
と近似して求め 12,21)，左室 stiffness が心房中隔欠
損症の肺体血流比の独立規定因子であること，すな
わち左室stiffnessが大きいほど肺体血流比が大きく
なること21)や，小児における左室stiffnessとエコー
指標の関係 12) を報告してきた．この方法であれば，
通常の心臓カテーテル検査データのみから容易に
stiffness が算出可能であり，右室にも応用できる．
右室 K が右房収縮性 Ees と正相関すること ( 未発表
データ ) から，右房収縮からみた後負荷である右室
stiffnessが増大するほど，右房収縮を増大させて対
応していることがわかり，右房右室連関の存在が示
唆される．一見難解と思われる拡張能 stiffness も，
このように一般的な心臓カテーテル検査により簡
略化して定量することが可能であり，今後，先天性
心疾患の拡張能の検討に貢献すると考えられる．

詳細な情報を提供し，今後先天性心疾患の病態解明
が進むと考えるためである．
拍動する圧や血流は各々，一拍一拍の周期関数と
みなすことができるため，定常流と，一心周期を基
本周波数とするいくつかの正弦波の和で近似でき
る．圧と血流の定常流成分の比 (血管抵抗) であるほ
か，各周波数の振幅の比が各周波数成分に対する

“抵抗” にあたり，これら全体の特性をインピーダン
スと呼ぶ．肺動脈で圧と血流を同時計測することに
より，右室後負荷としての肺動脈入力インピーダン
スを求めることができ，肺血管抵抗のみならず，膨
らみやすさを表すコンプライアンス，近位部壁硬度
を表す特性抵抗22)，反射などの肺血管床の詳細な性
質23)を評価できる．ファロー四徴症術後ではコント
ロールと比し，血管抵抗，反射が大きく，肺動脈コ
ンプライアンスが小さい23)，すなわち，流れにくい，
跳ね返りが大きい，拍出を受け止める容量が小さ
い，肺循環に不利な血管床であることがわかる．
ファロー四徴症術後，肺動脈弁逆流が右室拡大の原
因と考えられている．しかし，肺動脈コンプライア
ンスが小さいことは，Fig. 7に示すように右室拡大
と関係し，多変量解析により肺動脈弁逆流と独立し
た右室拡大の因子である23)ことからも，肺動脈コン
プライアンスは重要な肺血管特性であることがわ
かる．さらに個々の症例の解析でも，先に提示した

圧と血流の同時計測
本項では，圧と血流の同時計測によってわかるイ
ンピーダンスとウェーブ・インテンシィティの二つ
の概念について，ごく簡単に述べる．前者は肺血管
床について，後者は肺血管右室相互作用について，
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Fig. 7
Impact of pulmonary arterial wall stiffness on the right ventricular (RV) end-diastolic volume in patients with
tetralogy of Fallot. Significant correlations between RV end-diastolic volume and pulmonary arterial
compliance were observed among patients with moderate or severe pulmonary regurgitation (closed
circles) and patients without moderate or severe pulmonary regurgitation (open circles). (Reprinted with
permission with Inuzuka et al.23))

ファロー四徴症術後両側末梢肺動脈狭窄に対する

を決定するのは，弁の性状だけではなく，血管抵抗，

両側ステント留置では，肺血管抵抗，近位部の硬さ

コンプライアンスなどを含む肺血管床の性質，右室

を表す特性抵抗，低周波成分のインピーダンス，反

機能，さらには右室肺動脈相互作用が大きく影響し

射 (Fig. 8) のいずれもが低下し，スムーズな肺循環

得るため，同じ圧較差でも，狭窄軽減のメリットが

となったことが，インピーダンス解析により捉える

上回る場合と，逆流増加により長期的にデメリット

ことができた19)．

が上回る場合があり得る．末梢肺動脈狭窄への介

ウェーブ・インテンシィティは圧と血流波形を同

入・非介入を考える際も，介入によりもたらされる

時計測し，それぞれの微分を乗じたものであり，波

変化には肺血管床特性，右室機能，右室肺動脈相互

動強度の次元を持ち，心室血管相互関係を評価でき

作用が重要な影響を与えているはずである．形態と

る24,25)．ウェーブ・インテンシィティは肺動脈にも

圧較差のみによる介入方針決定を超えて，肺血管床

応用され26)，MRIを使用した非侵襲的な算出も試み

の性質，右室機能，さらには右室肺動脈相互作用の

られている27)．心臓カテーテル検査では，コンボワ

理解を踏まえた上で，どのようにtailor-madeな治療

イヤー使用により圧と血流を同時計測できる．我々

選択を行えばよいかは今後の重要な検討課題と思

の検討では，ファロー四徴症術後の多量の肺動脈弁

われる．

逆流と，ウェーブ・インテンシィティ第二波との独
立した関連が認められた28,29)．

おわりに

こうした肺血管床の性質や右室肺動脈相互連関
は，病態にいかに影響を与えているだろうか？例え

心エコー発達以前，心臓カテーテル検査は心機能

ば，ファロー四徴症術後で，軽度の残存肺動脈弁狭

計測のもっとも基本的な評価法であった．非侵襲的

窄が肺動脈弁逆流による右室拡大に抗する，という

検査法が発達するにつれて侵襲的検査の敷居が高

良好な影響が示唆されている 30,31)

くなるのは時代の必然だが，正確な肺循環や右室機

．肺動脈弁逆流
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Fig. 8 Wave reflections before (left panel) and after (right panel) stent implantation.
(Reprinted with permission with Khono et al.19))

Tetralogy of Fallot: a combined cardiac magnetic
resonance and echocardiographic speckle tracking study.
International journal of cardiology. 2012;154:259-264.

能評価には今日なお心臓カテーテル検査には重要
な意義がある．心臓カテーテル検査が供出する情報
は多く，より深い右室肺血管評価・病態解明へ発展

6) Arcilla R. A., Tsai P., Thilenius O., et al.: Angiographic
method for volume estimation of right and left ventricles.
Chest. 1971;60:446-454.

させる余地が大きく残っている．先天性心疾患は同
じ疾患名でも，一人一人病態は異なり，各疾患の症

7) Graham T. P., Jr., Jarmakani J. M., Atwood G. F., et al.:
Right ventricular volume determinations in children.
Normal values and observations with volume or pressure
overload. Circulation. 1973;47:144-153.

例数が多くないため，治療方針決定のための一律の
科学的根拠は構築しにくい．従って個々の病態把握
に基づく方針決定が重要と思われる．個別詳細評価

8) Tomaske M., Knirsch W., Kretschmar O., et al.: Cardiac
output measurement in children: comparison of Aesculon
cardiac output monitor and thermodilution. British
journal of anaesthesia. 2008;100:517-520.

に基づく介入法決定が病態や予後に与える影響を，
今後明らかにしていく必要がある．
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Evaluation by cardiac catheterization for right ventricular
dysfunction as a pulmonary ventricle
Satoshi Masutani, Hideaki Senzaki
Pediatric cardiology, Saitama Medical University Saitama Medical Center, Japan
Abstract

Recently, growing number of difficult cases with congenital heart disease can grow up
and become adults. Function of right ventricle as a pump for pulmonary circulation has great
impact on the quality of life, mortality, and the necessity of re-operation in such patients.
Cardiovascular visualization and volume measurements, which previously required cardiac
catheterization, can be obtained by non-invasive well-developed modalities such as computed
tomography or magnetic resonance imaging. However, only cardiac catheterization can
provide the direct pressure and oxygen saturation measurements for the irreplaceable
assessment of cardiovascular function, and systemic and pulmonary circulation. This review
summarizes and discusses the common and detailed evaluations, and future direction of
right heart catheterization.
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【総説】

MRIで右室機能をみる
石川 友一1,2)，寺島 正浩1)，石川 司朗2)
1)

CVIC 心臓画像クリニック飯田橋，2)福岡市立こども病院 循環器科

成人一般循環器領域ではこれまであまり注目されてこなかった右心系が，近年左心不全の予後因
子であることが判明し，脚光を浴びている．一方，先天性心疾患領域では長らく右心系は高頻度に
介入すべき対象として扱われ，手術対象とされてきたが，右室そのものの予後への影響などは明確
にされていたわけではなかった．近年，成人先天性心疾患領域で，右室のサイズや機能が治療方針
決定の一大要因として提唱され，この領域でも右心系の重要性とその定量評価法が確立されつつあ
る．この背景には，右心系を非侵襲的かつ正確に評価できるImaging modalityの進歩があり，その
主翼を担っているのが心臓MRI といえる．心臓MRI は直接仮定を用いることなく右室容積・機能・
心筋重量を評価でき，他にも血流量や3D形態といった特異かつ多彩な機能を有する．扱いが煩雑で
あることが難点だが，我が国でも今後より一層の活用が期待されるImaging modalityである．
キーワード： Cardiac magnetic resonance imaging, Right ventricular function, Congenital
heart disease, Pulmonary arterial hypertension, Tetralogy of Fallot

非常に重要であることが示されるようになった1-7)．

はじめに

Groote らは，連続205症例の中等度心不全患者の追
跡 か ら，右 室 駆 出 率 (RVEF：Right Ventricular
Ejection Fraction) が NYHA 分類，%peak VO2 と
ならんで中等度心不全の独立した予後因子と報告
している 1)．また，Ghio らは慢性心不全患者連続
377 例を対象に RVEF のみならず肺動脈圧も独立し
た付加的予後因子である結論した3)．さらに，Nath
ら に よ れ ば 左 室 駆 出 率 (LVEF：Left Ventricular
Ejection Fraction) や RVEF，肺 動 脈 圧 (PAP：
Pulmonary Arterial Pressure) に加えて，三尖弁
逆 流 (TR：Tricuspid Regurgitation) の 重 症 度 も
独立した予後因子とされる 7)．このように右心系に
ついてはその重要性が大きく見直されている．より
右室機能が直接関与する疾患としては肺動脈性肺
高血圧 (PAH：Pulmonary Arterial Hypertention)
がある．PAHでは肺動脈圧や肺血管抵抗よりも，駆
動力の源である右心室の機能不全が予後に直結す
ることが示され 8)，非侵襲的かつ正確に繰り返し右
室機能を評価し，治療や病態を判断することがきわ
めて重要とされるようになった9)．
右心系の重要性が判明したのは，病態研究の進歩
と同時に，右心室の特性や機能を，非侵襲的かつ正
確に評価できる imaging modality の進歩があった
からこそといえる．本稿は，肺心室としての右心室
機能を評価するに当たって心臓 MRI の果たす役割
についてReviewする．

先天性心疾患 (CHD：Congenital Heart Disease)
領域は右心室とはなじみが深い．先達がたんねんに
積み重ねてきた多くの CHD の病態には，ほぼ必ず
肺 循 環 駆 動 力 と し て の 右 心 室 が 関 与 し て い る．

Fontan 循環は究極の右心不全ともいえるし，ファ
ロ ー 四 徴 症 (TOF：Tetralogy of Fallot) の 右 心 系
が重要な予後因子と判明したことも記憶に新しい．
体心室としての右室機能が予後を左右する修正
大血管転位症 (cTGA：Corrected Transposition of

Great Arteries) や心房間血流交換術後の大血管転
位症 (TGA：Transposition of Great Arteries) の追
跡から，右心室の特性についての知見も数多く蓄積
されてきた．
一方，成人領域では右心室への興味はややうす
く，どうしても予後や病態に直接関与する左心室を
中心とする研究が優先されてきた．予後や病態のみ
ならず，左心室そのものが幾何学的な仮定を用いや
す く，Imaging modality で 評 価 を し や す い 形 で
あったことも関与しているだろう．つい最近まで右
室・右房・三尖弁などの右心系はどこか注目の外で
あり，左心系疾患や肺高血圧を考えるときの数多く
の要素の中のひとつで，左心室と同じポンプであり
ながら，主役としてその存在感を示すことは皆無で
あった．
しかし，近年，左心不全の予後因子として右室が
連絡先：石川 友一，CVIC 心臓画像クリニック飯田橋，

東京都新宿区新小川町1-14 リープレックス・ビズ4F，E-mail：yishikawa@cviclinic.com
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成人先天性心疾患 (ACHD：Adult CHD) にお
ける右室機能

正確に定量できるようになると 12-14)，複数の単一

近年の右心室研究の進展から，ACHDにおいても

や左右心室機能低下が adverse clinical event の予

右室機能が注目されている．M.J. Schuuring らは

測因子とされ，QRS時間に代わって頻用されるよう

91例のCHD-PAH症例の解析により，心不全入院な
ど の clinical event よ り も NT-proBNP お よ び 右 室
機 能 (TAPSE：Tricuspid Annual plane systolic
excursion で評価 ) の方が鋭敏に生命予後を反映す
ると結論した10)．彼らの症例は平均年齢42歳とCHD
としてはやや高齢のグループに属するが，8 年死亡
率37%と高率であり，より早期からこの右心機能を
モニターし，介入を検討することの重要性を示唆し
ている．
また，TOF術後については術後生存例に突然死を
認めるようになった 1970 年代から予後因子の検索
が行われたが，当時はサンプルサイズが小さく特定
困難であった．同時期より手術手技や人工心肺技術
の革新が始まり，術後成績が飛躍的に向上するとサ
ンプルサイズは大きくなったが，遺残病変の主座が
あると思われた右室については，正確に機能を測定
できるmodalityがなく，研究がそれほど進まなかっ
た．そのような状況下で，二十世紀終盤Gazoulisら
の主導した多施設共同研究から QRS 時間 180ms 以
上が生命予後・不整脈の予後因子と判明した11)．心
臓MRI (CMR：Cardiac Magnetic Resonance) の実
用化とともに，両心室容積や弁逆流が非侵襲的かつ

になった15,16)．いかんせん少数例の報告で検出能が

施設による研究から，CMR による重度の右室拡大

不充分とされたため，米欧の多施設 TOF レジスト
リー (INDICATOR) が設立され，臨床徴候，心電
図・運動負荷・CMR データに基づいた多数の TOF
術後症例からリスク層別化が計られた．その結果，

873例 (平均24.4歳，追跡期間中央値1.9年) のデータ
から右室心筋容積比 (RVmass/volume)，LVEF，心
房頻拍 (AT：Atrial Tachycardia) が，生命予後お
よび心室頻拍 (VT：Ventricular Tachycardia) のリ
スクであることが判明した 17)．実際に CMR で TOF
術後の評価に推奨されている項目をTable 1に示す
13)
．これら CMR の指標は，肺動脈弁位人工弁置換
術 (PVR：pulmonary valve replacement) の適応評
価にも欠かせない項目であると同時に予後予測指
標としても汎用されている．

右心室の特性とPAH/CHDにおける病態進行
心不全や PAH，TOF などの CHD の予後への右室
機能の関与が明らかとなった背景には，imaging

modality，特に CMR の進歩に負う部分が大きい．
回転楕円体と仮定できる左心室と異なり，右心室は
三角錐型で，流入路と流出路が同軸にない (60-90°

Table 1 Criteria for PVR rely on CMR-measured parameters
文献12）より引用

Indicaons for pulmonary valve replacement in paents with repaired TOF or similar physiology with
moderate or severe pulmonary regurgitaon (regurgitaon fracon > 25%)
Asymptomac paent with two of the following criteria:
a. RV end-diastolic volume index >150 mL/m2 or Z score >4.
In paents whose body surface area falls outside published normal data, RV/LV enddiastolic volume rao >2
b. RV end-systolic volume index >80 mL/m2
c. RV ejecon fracon <47%
d. LV ejecon fracon <55%
e. Large RVOT aneurysm
f. QRS duraon >140 ms
g. Sustained tachyarrhythmia related to right heart volume load
h. Other hemodynamically signiﬁcant abnormalies:
• RVOT obstrucon with RV systolic pressure ≥2/3 systemic
• Severe branch pulmonary artery stenosis (<30% ﬂow to aﬀected lung) not amenable
to transcatheter therapy
• ≥ Moderate tricuspid regurgitaon
• Le-to-right shunt from residual atrial or ventricular septal defects with pulmonaryto- systemic ﬂow rao ≥ 1.5
• Severe aorc regurgitaon
• Severe aorc dilataon (diameter ≥5 cm)
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う (Figure 1)．

ずれる)．さらに，心内膜下深層には心尖部から基部

心不全の病期・治療効果を判断するには，右心室

に向かう長軸方向の厚い筋層が配列し，心外膜下浅
層には円周方向に筋層が配列している
収縮様式も長軸方向が主体となり

18)

リモデリングにより進行する病態を理解すること

．従って，

19)，右室の一断

が不可欠であり，そのために CMR による右室評価
はきわめて重要である．

面をもって収縮能を評価することは難しい．また，
心筋層は左室に比較すると薄くコンプライアンス
が高いため，心外膜の影響を受けやすく，拡張能は

右心室のimagingとしてCMRの優位性
(Strong point) 〜正確性 (Accuracy) と
再現性 (Reproducibility) 〜

必ずしも心筋特性にのみ依存するわけではない．

TOF 術後では術中の酸化ストレス 20) や術式 21) と拘
束型心機能障害 (Restrictive physiology) との相関
が指摘されているし，術後の癒着や胸骨など他臓器
からの圧排も関係するかもしれない．心外膜に大き
な問題がない場合，やわらかい右室は前負荷増大に
は比較的柔軟に適応するが，後負荷増大には耐性が
低く，後負荷の急激な増大により容易に循環が破綻
する．
PAH や左心性心疾患に伴う肺高血圧による右心
不全の進展は，後負荷による壁応力増大が心筋リモ
デリングを惹起することが基礎にあると考えられ
ている22)．リモデリングの要因は，圧負荷のみなら
ず，容量負荷や内因性の心筋異常に，冠動脈奇形
による虚血やミトコンドリアリモデリング，神経
体液性因子・免疫応答の活性化，遺伝的素因等が加
わり生じるとされる 23)．結果，催不整脈器質化や
dyssynchrony を生じ，右室拡張および機能不全，
三尖弁逆流の増悪として表出し，循環破綻へと向か

Anatomical
Coronary
Issues

CMR の優位性は Window によらない高い可視性，
空間分解能とそれに基づく正確性および再現性で
ある．特にCHDで顕著だが，右室形態は複雑で，疾
患・病態とともに大きく様変わりする．多様な形の
右心室を正確に評価するためには，高い可視性が必
須で，Window に大きな制限のある心エコーの限界
とされる点である．心エコーは，描出対象が小さ
く，Window が得やすい新生児や未手術小児では静
脈系を含めた大血管構造まではっきり描出できる
が，学童期以降，とくに術後症例では Window が制
限され，CMRが圧倒的に有利である．右心室全体が
乳頭筋を含めて明瞭に描出されることで，ありのま
まの右心室の姿 (容積・心筋重量・壁運動) が数値と
して表現される．しかも撮影方法は一貫しており，
検者によって評価断面がずれてしまう心エコーと
比較して再現性という点でも大きな利点を有してい
る．Mooijら12)は，60小児例 (健常・心房中隔欠損・

RV pressure overload
RV volume overload
Intrinsic myocardial disease
↑ RV Wall Stress
Neurohormonal and
Immunological acvaon

Altered bioenergecs
(ischemia, mitochondrial remodeling)

Myocardial remodeling
Genec determinants
Role of miR-1,miR-204

(matrix remodeling, apoptosis)

Maladaptave Remodeling

f 
RV dysfuncon
RV dilataon and TR

Scarring

Ischemia

Dyssynchrony

parally causing

Arrhythmias
Sudden death

Protein losing enteropathy

Figure 1 General mechanisms contributing to RV failure with CHD
RV：right ventricle，CHD：congenital heart disease
文献23）より引用，一部改変
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TOF) のCMRデータから，右室拡張末期容積・心筋
重量の検者内および検者間変動係数は 6.4% および
11.3%と低く，左室の3.6%から10.5%と大きく変わ
らなかったと報告している．また，Grothues ら 24)
は，同係数を6.2%と8.7%と報告している．Clarkeら
25)
は，CHD50 例で short-axis plane と axial plane
を比較し，右室収縮末期容積以外，両者に有意差は
なかったと結論した．Blalockら26)は，TOF30例症
例の RV解析から，容積・心筋重量・EF 等の値が同
一症例の時期の異なる検査間でも高率に一致する
ことを示し，同一症例の経時的変化をとらえること
ができると主張した．
このように CMRによるRV評価から，代替指標で
はない生の RV の data を正確に得ることができる．
これを用いることで TOF のみならず PAH や心不全
症例でも心機能や治療効果の経時的評価が可能と
なり，今日では容積・心筋重量のGoldstandardとさ
れている．
一方で，自施設の容量解析レポートが臨床感覚と
一致しない，値が正しいのか怪しいということをよ
く耳にする．CMR は容積・心筋重量を正確に算出
できるが，計測方法が適切でなければ，当然その値
は不正確となる．誤差を生む最大の要因は，心基部
(右房右室境界) および乳頭筋のトレース法にあると
考える．心基部の三尖弁輪は右室収縮に伴い変位す
るため，拡張末期と収縮末期では大きく位置が異な

る．その結果，拡張末期に右室であった短軸断面で
も，収縮末期には右房しかない，という場合が存在
する (Figure 2)．本来どの phase でも右室と右房を
見極め，忠実に心内膜をトレースするべきである
が，経験や労力が必要となるため，右室心筋が円周
の50%以上残存する場合はROIを設定し，50%未満
の場合は無視する，という簡便な手法を用いる場合
もある．ただし，心基部のスライスは心室容積の10
−15%を占めるとされており，無視することで相応
の誤差が生じることを知っておく必要がある．基部
を明瞭に判別するために，Axial plane での撮影か
ら容積計量する方法も用いられる．また，乳頭筋の
処理も議論のあるところであり，乳頭筋を一切無視
すると左室については容積が 6.5% 増大するとされ
る 27)．特に心肥大の強い右室でその影響が大きく，
誤差が増大するため，pixel-intensity から乳頭筋を
自動的に判別し，内腔から除外するソフトを用いる
ことが勧められている 28)．CMR で計測を適切に行
うことによりありのままの右室の情報を非侵襲的
に得ることができる．Figure 3は自験例の右室容積
を CMR と Angiogram で比較した図である．良好な
相関が得られており，今まで用いてきた心カテの造
影による右室容積評価とほぼ同様の臨床感覚で，よ
り正確な数値の CMR による右室容積を用いること
ができる．

Figure 2 右室基部の同定が正確な容積計測に必須
TVA：Tricuspid valvular annulus
長軸方向に三尖弁輪が動くため，拡張末期に右室基部であった部分が
収縮末期には右房になる断面で，正確に右室をトレースする必要がある．
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Figure 3 CMR および angiogram で計測した右室拡張末期容積の比較
CMR：Cardiac Magnetic Resonance
A. N=83，morpholigical RV計測全症例
B. N=57，pulmonary RV chamber でBVR physiology に限定

血流量の Validation は異なる部位で同量となるは

CMRのもうひとつの優位性 (Strong point)
〜多機能性 (Versatility) 〜

ずの血流量が一致しているかどうかで検証する．例
えば主肺動脈血流と左右肺動脈血流の和である．ま

CMRのより大きなAdvantageは，そのVersatility
(多機能性) にある (Figure 4)．CHDにおいてはこの
多機能性は重要で，心大血管形態 (Figure 5)，心機能・
血行動態に加えて，造影すれば4D MRA (Magnetic
Resonance Angiography) や 心筋性状 評価ま で可
能である．Figure 5は TOF 術後症例の Whole heart
MR Angiographyである．遺残心室中隔欠損の存在
や肉柱の張り出しによる右室流出路狭窄，冠動脈形
態などが明瞭に描出されている．
CHD診断におけるCMR撮影シークエンスの中で，
さらに重要で他に代えられないものとして，Phase
Contrast法 (PC法 ) による血流量の計測がある．現
時点で，任意部位の血流量を正確かつ非侵襲的に計
測できる Imaging modality は MRI しかない．関心
領域の血流量を計測するのは単純な作業であり，撮
影およびROIの設定が正しければ値はまず正確であ
る29,30)．ただ，乱流や渦流となる部位では流量が過
大もしくは過小に計測されることがあり注意が必
要である．得られた血流量の解釈には，数値そのも
のの Validation と患者本人の生理に符合するかどう
かを検証できる実臨床の経験が重要である．

た，健常人では上行大動脈 (AAo：Ascending Aorta)
＝主肺動脈 (MPA：Main pulmonary artery) の血
流量となるはずであり，臨床に応用する前に自施設
の装置が正しく計測できるか検証しておくことが
望ましい．PC法では静脈系も計測可能である．通常
大静脈は二相性の血流パターンを示し，それらの総
和 ( 上大静脈＋下大静脈血流 ) はシャントのない症
例では AAo 血流に一致する．Fontan 術後症例では

AAoと大静脈の総和が一致しないことから，体肺短
絡血流が相応に存在することが判明した 31)．また，
Volume data との整合性を検証することで心室容
積の正確な算出および房室弁逆流の定量も可能と
なる．
右室機能評価に際しては，cine MR からの容積算
出のみならず，主肺動脈や左右肺動脈の血流量や
波形が病態を推測する手がかりとなるし，Volume
data の validation となる．Volume data より得られ
た RV Stroke volume = MPA 順 行 性 血 流 (Flow
data)＋三尖弁逆流 (Flow data) であり，TRが小さ
い場合は無視しても良い．Figure 6は自験例にて左
50

日本成人先天性心疾患学会雑誌 (2015年12月)

右心室の容積変化から算出した拍出量 ( 横軸 ) と大

ような症例では渦流・乱流の要素が強くなり，流量

血管血流量と房室弁逆流の和 ( 縦軸 ) の比較である．

が不正確となり Volume data との乖離が生じやす

左室では両者が高度に，右室でもかなりの精度で一

い．そのような場合は左右肺動脈 ( 導管の形状に近

致していることがわかる．主肺動脈が瘤化している

い) の和を用いてValidationを行う．
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Figure 4 CMR の Versatility

A

B

TOF術後症例のWhole heart MR Angiographyである．
遺残心室中隔欠損の存在や肉柱の張り出しによる右室流出路狭窄，冠動脈形態などが明瞭に描出されている．

Figure 5 Whole heart MRA による形態評価
A. 3D VR（Volume Rendering）画像．
流出路の肉柱の張り出しや冠動脈形態が明瞭に描出されている．図は単一冠動脈例．
B. 2D Coronal 画像．
遺残心室中隔欠損孔や流出路狭窄が明瞭に描出されている．
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Figure 6 CMR で測定した容積と血流量の整合性
A. 左室拍出量

B. 右室拍出量

PC法：Phase Contrast 法，Ao：Ascending Aorta，
MR：Mitral regurgitation，PA：Pulmonary artery，TR：Tricuspid regurgitation

右室機能評価の実際

まとめ

CMR での右室を含む詳細な心機能血行動態の評
価は，以下のように包括的に行う．

CMRにより右室容積，心筋重量，血流量といった
予後にかかわる指標が正確に測定でき，形態や流量
評価から心室への load 評価も可能となる．そのう

＜非造影protocol＞

え，強磁性体を体内に有する症例を除き，被曝や侵

1) Whole heart MRA による心大血管の (3D) 形態
の把握・確認

襲もなくWindowが得られる．従って再現性が高く，
検者内・検者間誤差も小さい．短期間に繰り返し検

2) Cine MRによる短軸・4chなど主要断面の動画か
ら心機能や動態を把握

査をすることが可能で，病態や治療効果の経時的追
跡に最適である．欠点は検査および解析に時間と専

3) Phase contrast法による主要部位の血流量の計測

門性が必要なことであり，とくに検査中の患者管理

＜造影protcol＞

に十分な配慮が要することは言を俟たない．我が国

4) 4D MRAもしくはPerfusion study

でも今後の一層の活用が期待される．

5) 遅延造影 (LGE) によるMyocardial edema，
fibrosisの評価．
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Quantitative MR imaging of right ventricular function
Yu-ichi Ishikawa1,2), Masahiro Terashima1), Shiro Ishikawa2)
2)Fukuoka

1)
Cardiovascular Imaging Clinic Iidabashi,
children’s hospital, Department of Pediatric Cardiology

Abstract

Recently, the assessment of right ventricular size and function have played a key role for
guiding clinical decisions in adult congenital heart disease. Even in left heart failure due to
acquired heart disease such as ischemic heart disease and cardiomyopathy, right ventricular
function became viewed as very important. Among the diagnostic imaging tools available to
clinicians for right ventricular imaging, cardiac magnetic resonance (CMR) has emerged as
the reference standard. Because it allows comprehensive assessment of cardiovascular
morphology and physiology without radiation, CMR is ideally suited for the assessment of
the RV. I will review the evidence about right ventricle and CMR, highlight how CMR data
are used to guide clinical decisions, and discuss the feature of CMR.
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成人先天性心疾患患者の医療費負担と
社会保障制度利用に関する実態調査
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城戸 佐知子6)，丹羽 公一郎7)，中西 敏雄8,9)，白石 公10)
1)

東京女子医科大学看護学部 成人看護学 講師，2)現 横浜市立大学医学部 看護学科 准教授，
3)
愛媛大学医学部附属病院 地域小児・周産期学講座 教授，
4)
国立成育医療研究センター 病院長，5)東京女子医科大学病院 看護部，
6)
兵庫県立こども病院 循環器科 部長，7)聖路加国際病院 心血管センター 特別顧問，
8)東京女子医科大学病院 循環器小児科 教授，
9)現 東京女子医科大学病院 循環器小児科 非常勤嘱託医師，
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要

旨

【背景】本研究は近年見直しが進んでいる成人先天性心疾患患者の医療費負担と社会保障制度利用実
態を明らかにすることを目的とした．
【方法】20歳以上の患者会会員1626名をとした自記式質問紙調査．
【結果】373名 (22.9%) から有効回答を得た．対象者の年齢は中央値28歳 (範囲：20-78)，身体障害
者手帳取得者は303名 (81.2%) であった．通院中の346名 (92.8%) の年間通院医療費自己負担額は，
1万円未満92名 (26.6%)，1万円以上5万円未満87名 (25.1%) の順で多く，25万円以上負担する8名中
6 名が在宅酸素を使用していた．重度心身障害者 ( 児 ) 医療費助成制度を 5 割以上の者が利用してい
た．直近3年間に入院経験のある130名 (34.9%) の年間入院医療費自己負担額は，1万円以上5万円未
満29名 (22.3%)，5万円以上10万円未満と10万円以上25万円未満が各17名 (13.1%) であり，25万円
以上負担する 6 名のうち，3 名が不整脈，1 名が肝炎に対する内科治療を目的に入院していた．入院
医療に関わる医療費助成制度利用率は全て1割台であった．339名 (90.9%) が「就労や福祉の相談に
乗ってくれるスタッフ」を「とても必要だと思う」「まあまあ必要だと思う」と回答した．
【結論】本研究より，特に内科治療に対する入院医療費助成制度の充実と，制度活用のための相談支
援事業の必要性が示唆された．
キーワード： Adult, Congenital Heart Defect, Welfare for the Disabled, Social Security,
Medical Assistance

専門施設の整備が進みつつある 2)．同時に，データ

緒 言
外科治療や内科管理の進歩により，先天性心疾患

ベース構築も試みられ，今後，多施設共同研究推進

を有する患者の多くが，成人期を迎えるようになっ

とエビデンス蓄積，診療ガイドライン充実が期待さ

た．成人先天性心疾患患者数は国内で既に40万人に

れている3)．

達し，今後，年間 9 千人の増加が見込まれ 1)，将来，

他方，近年では患者の社会生活への注目度も増し
ている．欧米の研究では，疾患重症度などの医学的

全人口の1%近くに達する可能性がある．
成人先天性心疾患に関する過去の研究では，主に

要因よりも，学歴や雇用形態などの社会的要因が患

治療成績や合併症・続発症発症率，小児科と循環器

者の QOL に影響すること 4,5)，国内の研究では，就

内科が連携した診療体制構築など，医学的側面が注

労と就業継続，所得，障害年金受給などの経済的問

目されてきた．特に診療体制に関しては，研究や学

題とQOLが関連すること，障害年金や医療費助成な

会単位の取り組みが活発化し，従来は小児科中心の

どの社会保障制度整備が必要であることが指摘さ

体制が主であったが，近年では循環器内科をはじめ

れている 6)．また，21 歳以降は小児慢性特定疾患治

とした成人医療従事者が積極的に診療に参加する

療研究事業の対象外となり医療費負担が増加する

2015年8月25日 受付

2015年11月30日 受理

連絡先：落合 亮太，横浜市立大学医学部看護学科 准教授，
〒236-0004

横浜市金沢区福浦3-9 横浜市立大学看護教育研究棟613号室，E-mail：rochiai@yokohama-cu.ac.jp
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ため，治療継続に消極的になる患者の存在も指摘さ

分析

7)

れている ．患者・家族の心理・社会的問題に対す

各調査項目について，記述統計量を算出した．入

る制度整備は，成人先天性心疾患に関する医療体制

院関連医療費は直近 3 年間の負担額を年数で除し，

のおける主要4課題の1つに挙げられており，重要度

年間の平均負担額を算出した．さらに，医療費自己

8)

が高い ．

負担額の大きい患者の属性を明らかにするため，通

成人先天性心疾患患者に対する社会保障制度に

院医療費自己負担額と入院医療費自己負担額につ

関しては，障害者手帳受給，障害年金受給，生命保

いて，年間自己負担額 5 万円未満・以上で対象者を

険加入等に関する小から中規模の実態調査が既に

2 群に分け，疾患重症度などの各属性について，連

行われている 6,9,10) が，医療費負担と医療費に関連

続データとみなせるデータにはt検定，カテゴリカル

する社会保障制度の利用状況を調査した研究は少

データにはχ二乗検定とフィッシャーの直接確率検

ない．そこで，本研究では，今後の社会保障制度設

定を用いて比較を行った．疾患重症度は米国心臓協

計に資するため，成人先天性心疾患患者の医療費負

会/米国心臓病学会の基準11)に基づき，自記式質問紙

担と社会保障制度利用の実態を明らかにすること

に記載された疾患名と術式から重度・中等度・軽度

を目的とした．

の 3 群に分類した．さらに，特に高額の自己負担を
迫られている対象者の属性を検討するため，通院医

方 法

療費と入院医療費について，年間自己負担額25万円

研究デザインと調査内容

以上の者を「高額負担者」と操作的に定義し，高額
負担者の属性を検討した．すべての解析は両側検定

本研究は自記式質問紙を用いた質問紙調査であ

とし，有意水準は5%とした．統計解析パッケージは

る．下記の項目を含む質問紙を対象者に郵送し，研

IBM SPSS Statistics ver.22.0を用いた．

究協力の同意が得られた場合，回答後，返送しても

調査期間

らった．

調査期間は2013年6月〜2013年10月であった．

1. 対象者基礎情報 (性，年齢，疾患名，手術歴，術式，
患者の自己申告による一般状態区分・NYHA 分
類，通院頻度，直近3年間の入院経験)

倫理面への配慮
本研究は，東京女子医科大学倫理委員会の承認を

2. 社会保障制度の利用状況 ( 障害者手帳の有無と級
数，療育手帳の有無と種別，障害基礎年金受給状
況，生命保険加入状況等)

得て実施した (承認番号：2798)．調査の実施にあた
り対象者には，研究の全過程において個人を特定で
きる情報は匿名化し，患者会関係者を含む第三者に

3. 直近1年間の通院関連医療費負担 (通院医療費自己
負担額，通院交通費，利用した医療費助成制度，
医療費の負担感等)

は明かさないこと，調査への参加は自由意思であり
調査協力をしないことによる不利益は生じないこ
とを趣意書にて説明し，書面にて同意を得た．

4. 直近3年間の入院関連医療費負担 (入院回数，入院
日数，入院医療費自己負担額，利用した医療費助
成制度，医療費の負担感等)

結 果
調査票を郵送した 1626 名のうち，386 名から回答

5. 必要と考える社会制度

を得た (回収率23.7%)．このうち，加齢に伴う弁疾患

対象

等，明らかな後天性心疾患を主疾患とする患者を除

全国心臓病の子どもを守る会およびその内部組

いた373名を分析の対象とした (有効回答率22.9%)．

織である全国心臓病の友の会 ( 以下，両者を含めて

対象者基礎情報（表1）

「患者会」とする) 会員のうち，20歳以上，かつ調査

対象者の年齢は中央値 28 歳 ( 範囲：20-78)，回答

への参加に同意した患者を対象とした．質問紙への

者は本人255名 (68.4%)，親90名 (24.1%)，男女比は

回答は原則として患者本人に依頼し，精神発達遅滞

ほぼ等しかった．対象者の居住地は全国46都道府県

等の事情により本人による回答が困難な場合は，そ

にわたり，内訳は，東京都42名 (11.3%)，大阪府26名

の家族に依頼した．

(7.0%)，愛知県 25 名 (6.7%)，神奈川県 24 名 (6.4%)

調査手順

の順に多かった．

研究事務局より，患者会各支部へ調査票を郵送

疾患名と手術歴，術式をもとにした疾患重症度分

し，各支部が適格基準を満たす所属会員宛に調査票

類では，213名 (57.1%) が重症，126名 (33.8%) が中

を郵送した．調査票の総配布数は，1626 通であっ

等症に分類された．対象者の自己申告による一般状

た．調査票の回収は郵送にて行った．

態区分は，(ア) 133名 (35.7%)，(イ) 196名 (28.4%)，
56

日本成人先天性心疾患学会雑誌 (2015年12月)

Table 1 Subject’ Backgrounds
n=373
Age
The respondent's relationship to the patient

Gender
Prefecture of residence

Patient
Parent
Other (Grandparents/Siblings)
Unknown (name only written)
No answer
No answer
Male
Female
Hokkaido
Iwate
Miyagi
Akita
Yamagata
Fukushima
Ibaraki
Tochigi
Gunnma
Saitama
Chiba
Tokyo
Kanagawa
Niigata
Toyama
Ishikawa
Fukui
Yamanashi
Nagano
Gifu
Shizuoka
Aichi
Mie
Shiga
Kyoto
Osaka
Hyogo
Nara
Wakayama
Tottori
Shimane
Okayama
Hiroshima
Yamaguchi
Tokushima
Kagawa
Ehime
Kochi
Fukuoka
Saga
Nagasaki
Kumamoto
Oita
Miyazaki
Kagoshima
Okinawa
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n or median
28
255
90
2
20
6
2
177
196
11
2
4
2
1
4
8
3
9
14
13
42
24
3
2
3
3
3
10
5
11
25
6
4
3
26
14
6
5
3
4
23
20
8
4
1
7
3
4
1
1
13
3
1
3
6

% or range
20-78
68.4
24.1
0.5
5.4
1.6
0.5
47.5
52.5
2.9
0.5
1.1
0.5
0.3
1.1
2.1
0.8
2.4
3.8
3.5
11.3
6.4
0.8
0.5
0.8
0.8
0.8
2.7
1.3
2.9
6.7
1.6
1.1
0.8
7.0
3.8
1.6
1.3
0.8
1.1
6.2
5.4
2.1
1.1
0.3
1.9
0.8
1.1
0.3
0.3
3.5
0.8
0.3
0.8
1.6
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Table 1（continued）

Primary disease (includes overlaps)

History of surgery

Severity of the disease

New York Heart Association Functional
Classification

Functional classification for disability pension

Frequency of hospital visits

Treatment (includes overlaps)

Hospitalization in the last 3 years

Tetralogy of Fallot
Ventricular septal defect
Pulmonary artery stenosis
Single ventricle
Complete transposition of great arteries
Double-outlet right ventricle
Aortic stenosis and insufficiency
Atrial septal defect
Asplenia and polysplenia syndromes
Triscupid atresia
Patent ductus arteriosus
Atrioventricular septal defect
Congenital mitral insufficiency
Coarctation of the aorta
Corrected transposition of the great arteries
Pure pulmonary artresia
Total anomalous pulmonary venous return
Truncus arteriosus
Ebstein’s anomaly
Hypoplastic left heart syndrome
Aortic dilation disorder
Other
Yes
No
No answer
Severe
Moderate
Mild
I
II
III
IV
No answer
a
b
c
d
e
No answer
At least once a month
Once every 2 months
Once every 3 months
Twice a year
Once a year
Once every few years
No visit
Medication
Valve replacement
Home oxygen therapy
Pacemaker implantation
Implantable cardioverter defibrillator implantation
No treatment
Yes
No
No answer
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n or median
92
72
46
45
35
33
31
31
30
28
18
15
15
15
14
8
7
4
3
2
1
72
348
24
1
213
126
34
139
106
116
9
3
133
196
24
16
2
2
121
59
66
38
52
10
27
238
84
42
38
3

% or range
24.7
19.3
12.3
12.1
9.4
8.8
8.3
8.3
8.0
7.5
4.8
4.0
4.0
4.0
3.8
2.1
1.9
1.1
0.8
0.5
0.3
19.3
93.3
6.4
0.3
57.1
33.8
9.1
37.3
28.4
31.1
2.4
0.8
35.7
52.5
6.4
4.3
0.5
0.5
32.4
15.8
17.7
10.2
13.9
2.7
7.2
63.8
22.5
11.3
10.2
0.8

130
238
5

34.9
63.8
1.3
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(ウ) 24名 (6.4%)，(エ) 16名 (4.3%)，(オ) 2名 (0.5%)

4 級 20 名 (6.6%) であった．療育手帳取得者は 29 名
(7.8%)，内 訳 は 重 度 13 名 (48.3%)，中・軽 度 13 名
(44.8%) であ っ た．障害 基 礎年 金受 給 者は 126 名
(33.8%)，内訳は1級28名 (22.2%)，2級88名 (69.8%)
であった．障害福祉手当受給者は35名 (9.4%)，特別
障害者手当受給者は 14 名 (3.8%)，生命保険加入者
は112名 (30.0%) であった．

であった．
定期的に医療機関を受診している対象者は 346 名

(92.8%)，直近 3 年間に入院経験のある対象者は 130
名 (34.9%) であった．
社会保障制度の利用状況（表2）
対象者のうち，身体障害者手帳取得者は 303 名

(81.2%)，内訳は 1 級 214 名 (70.6%)，3 級 (20.8%)，

Table 2 Social and medical subsidy coverage
n=373
%

n
Physical disability certificate

Physical disability certificate class(n=303)

Rehabilitation certificate

Rehabilitation certificate class(n=30)

Certificate of the Mentally Disabled

Basic disability pension

Basic disability pension class(n=130)

Disability Welfare Allowance

Special Disability Welfare Allowance

Public welfare assistance
Life insurance subscription

Life insurance subscription conditions (n=112)

Declaration of illness for life insurance (n=112)

Reason for not subscribing in life insurance (n=249)

No answer

303
27
36
4
3
214
63
20
4
2
29
322
22
14
13
2
4
335
34
126
207
26
14
28
88
10
35
313
25
14
333
26
358
15
112
249
12
53
44
15
75
16
21

81.2
7.2
9.7
1.1
0.8
70.6
20.8
6.6
1.3
0.7
7.8
86.3
5.9
48.3
44.8
6.9
1.1
89.8
9.1
33.8
55.5
7.0
3.8
22.2
69.8
7.9
9.4
83.9
6.7
3.8
89.3
7.0
96.0
4.0
30.0
66.8
3.2
47.3
39.3
13.4
67.0
14.3
18.8

Uninsurable

114

45.8

81
54

32.5
21.7

Receiving
Not receiving
Never applied
Previously received it, but became ineligible
No answer
1st
3rd
4th
Other
No answer
Receiving
Not receiving
No answer
Severe(A)
Others (B)
No answer
Receiving
Not receiving
No answer
Receiving
Not receiving
Previously received it, but became ineligible
No answer
1st
2nd
No answer
Receiving
Not receiving
No answer
Receiving
Not receiving
No answer
Not receiving
No answer
Yes
No
No answer

Standard subscription
Subscription under conditions
No answer
Yes
No

Never applied
No answer
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通院医療費負担とその関連要因（表3，4）

負担者 6 名のうち，4 名がフォンタン術後患者であ
り，それぞれ不整脈治療，不整脈治療と心不全治療，

定期的に医療機関を受診している 346 名の年間通
院医療費自己負担額の内訳は，1 万円未満が 92 名

不 整 脈 治 療 と Total Cavo-Pulmonary Connection

(26.6%) で最も多く，次いで1万円以上5万円未満87

conversion (以下，TCPC conversionとする)，TCPC
conversion と肝がんに対する内科的治療を目的に
入院していた．このうち，TCPC conversionを受け
た2名は，直近3年間で複数回入院しており，外科治
療目的の入院以外に別途，内科的治療目的の入院を
経験していた．高額負担者6名のうち他2名は，術後
の肝炎治療を目的とした患者と補助人工心臓を使
用中の移植待機患者であった．

名 (25.1%)，負担なし 49 名 (14.2%) の順であった．

25万円以上を負担している高額負担者は8名 (2.3%)
であった．年間通院交通費の内訳は，1 万円未満が

155名 (44.8%) で最も多く，10万円以上負担してい
る者は 13 名 (3.8%) であった．利用している医療費
助成制度は，重度心身障害者 (児) 医療費助成制度が

179 名 (51.7%) と最も多かった．主観的負担感にお
いて，
「とても負担である」
「まあ負担である」と回

必要とする社会制度（図1）

答した者は144名 (41.6%) であった．

全ての項目において4分の3以上の対象者が「とて

対象者を自己負担額 5 万円未満と以上に分けた分

も必要だと思う」「まあまあ必要だと思う」と回答

析では，NYHA 分類が重症であるほど (p=0.003)，

した．最も多くの対象者が「とても必要だと思う」

一般状態区分が重症であるほど (p<0.001)，通院頻

「まあまあ必要だと思う」と回答した項目は，
「就労

度が高いほど (p<0.001)，服薬をしているほど (p<

や福祉の相談に乗ってくれるスタッフ」の 339 名

0.001)，在宅酸素療法を受けているほど (p<0.001)，
自己負担額が多い傾向にあった．疾患重症度分類，
人工弁やペースメーカ，埋め込み型除細動器の使
用，重度心身障害者 (児) 医療費制度の利用割合では
両群に有意な差は認めなかった．高額負担者 8 名の
うち，6名が在宅酸素を使用しており，他2名は補助
人工心臓を使用中の移植待機患者と移植後患者で
あった．

(90.9%) であった．

考 察
通院に関連した医療費自己負担
本研究を実施した2013年時点で，成人に限らず先
天性心疾患患者が利用できる主な医療費助成制度
には，公的医療保険に加え，国の公的医療費助成と
して，20歳未満を対象とした小児慢性特定疾患治療

入院医療費とその関連要因（表5，6）

研究事業，外科治療を受ける18歳未満の患者を対象

直近 3 年間に入院経験のある対象者 130 名のうち，
51 名 (39.2%) が 3 年間で 2 回以上の入院を経験し，
37 名 (28.5%) の総入院日数が 30 日を超えていた．
年間入院医療費自己負担額の内訳は，1万円以上5万
円未満が 29名 (22.3%) で最も多く，次いで 5万円以
上 10 万円未満と 10 万円以上 25 万円未満が各 17 名

とした自立支援医療 (育成医療)，外科的治療を受け
身体障害者手帳を有する 18 歳以上の患者を対象と
した自立支援医療 (更生医療)，特定疾患を有する患
者を対象とした特定疾患治療研究事業などがあっ
た12)．また，自治体が独自に行う助成として，すべ
ての児童を対象としたこども医療費助成制度，身体

(13.1%) であった．25万円以上を負担している高額
負担者は6名 (4.6%) であった．直接の入院医療費以

障害者手帳取得に伴い利用できる重度心身障害者

(児) 医療費助成制度などがあった12)．このうち，20
歳以上の成人先天性心疾患患者が通院の際に利用
できる制度は，公的医療保険，重度心身障害者 (児)
医療費助成制度，特定疾患治療研究事業に限られ，
身体障害者手帳を持たず，疾患が特定疾患の対象で
ない患者が利用できる制度は，公的医療保険のみと
いう状況であった．
本研究の対象者のうち，8 割が身体障害者手帳を
有しており，うち 7割にあたる 214名が1級を取得し
ていた．これらの患者は所得制限にかからなけれ
ば，重度心身障害者 (児) 医療費助成制度を利用する
ことで，入院・通院医療費自己負担が軽減されうる．
本研究では，定期的に医療機関を受診している対象
者の約半数がこの制度を利用しており，75%の対象
者の通院医療費自己額が負担なしから 25万円未満

外で，差額室料，リネン費，付添交通費，付添宿泊費
のそれぞれにおいて年間 5 万円以上を負担している
者は，各14名 (10.8%)，3名 (2.3%)，16名 (12.3%)，

7 名 (5.4%) であった．利用した医療費助成制度で
は，重度心身障害 ( 児 ) 者医療費助成制度が 21 名
(16.2%) と最も多かったが，いずれの助成制度も利
用率は10%台であった．主観的負担感において，
「と
ても負担である」「まあ負担である」と回答した者
は94名 (74.6%) であった．
対象者を入院医療費自己負担額 5 万円未満と以上
に分けた分析では，年間通院医療費自己負担額が高
いほど (p=0.012)，直近 3 年間の入院回数が多いほ
ど (p=0.001)，直 近 3 年 間 の 入 院 日 数 が 多 い ほ ど

(p<0.001)，自己負担額が多い傾向にあった．高額
60
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Table 3 Outpatient medical care expenses（Outpatients only）
49
92
87
22
11
6
1
1
77
19
155
82
12
11
1
1
65

n=346
%
14.2
26.6
25.1
6.4
3.2
1.7
0.3
0.3
22.3
5.5
44.8
23.7
3.5
3.2
0.3
0.3
18.8

179

51.7

30

8.7

62
50
94
97
88
17

17.9
14.5
27.2
28
25.4
4.9

n
Total out-of-pocket costs for outpatient medical care (annual)

Nothing paid
<10,000 yen
<50,000 yen
<100,000 yen
<250,000 yen
<500,000 yen
<1 million yen
≥1 million yen

No answer

Nothing paid
<10,000 yen
<50,000 yen
<100,000 yen
<250,000 yen
<500,000 yen
≥1 million yen

Transportation costs to the medical institution (annual)

No answer

Subsidy system for persons (children) with
severe physical and intellectual disabilities
Research Project for the Treatment of Special
Chronic Diseases
Other medical subsidies
Very large expense
Large expense
Not a large expense
Not at all a large expense
No answer

Medical expense subsidies used

Perception of the cost of outpatient medical care

Table 4 Factors influencing outpatient medical expenses

Severity of the disease
Mild
Moderate
Severe
New York Heart Association Functional Classification
I
II
III
IV
Functional classification for disability pension
a
b
c
d
e
Frequency of hospital visits
At least once a month
Every 2 months
Every 3 months
Twice a year
Once a year
Once every few years
Medication
Yes
No
Artificial valve use
Yes
No
Home oxygen therapy use
Yes
No
Pacemaker use
Yes
No
Implantable cardioverter defibrillator use
Yes
No
Subsidy system for persons (children) with severe physical and intellectual disabilities
Used
Not used
Research Project for the Treatment of Special Chronic Diseases
Used
Not used
Other medical subsidies
Used
Not used
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<50,000 yen
Subtotal
n
228
13
77
138
227
88
68
68
3
227
84
127
11
5
0
228
57
39
51
31
46
4
225
147
78
215
51
164
215
17
198
213
20
193
213
3
210
228
108
120
228
20
208
228
44
184

≥50,000 yen

%

Subtotal
41

5.7
33.8
60.5

n

%
4
8
29

9.8
19.5
70.7

7
13
18
2

17.5
32.5
45.0
5.0

6
26
3
5
1

14.6
63.4
7.3
12.2
2.4

31
9
1
0
0
0

75.6
22.0
2.4
0.0
0.0
0.0

38
3

92.7
7.3

10
31

24.4
75.6

14
27

34.1
65.9

5
36

12.2
87.8

0
41

0.0
100.0

20
20

50.0
50.0

4
36

10.0
90.0

6
33

15.4
84.6

40
38.8
30.0
30.0
1.3

0.003

41
37.0
55.9
4.8
2.2
0.0

>0.001

41
25.0
17.1
22.4
13.6
20.2
1.8

>0.001

41
65.3
34.7

>0.001

41
23.7
76.3

0.927

41
7.9
92.1

>0.001

41
9.4
90.6

0.581

41
1.4
98.6

1.000

40
47.4
52.6

0.759

40
8.8
91.2

0.802

39
19.3
80.7

P
0.554

0.563
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Table 5 Inpatient medical care costs

Number of hospitalizations in the last 3 years

Total number of days hospitalized in the last 3 years

Total out-of-pocket costs for inpatient medical care (annual)

Private or semi-private room costs (annual)

Hospitalization food and linen costs (annual)

Transportation costs of accompanying family members (annual)

Accommodation costs of accompanying family members (annual)

Medical expense subsidies used in the past 3 years

Perception of the cost of inpatient medical care
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1
2
3
4
≥5
No answer
<1 week
<30 days
<100 days
≥100 days
No answer
Nothing paid
<10,000 yen
<50,000 yen
<100,000 yen
<250,000 yen
<500,000 yen
<1 million yen
≥1 million yen
No answer
Nothing paid
<10,000 yen
<50,000 yen
<100,000 yen
<250,000 yen
<500,000 yen
No answer
Nothing paid
<10,000 yen
<50,000 yen
<100,000 yen
<250,000 yen
No answer
Nothing paid
<10,000 yen
<50,000 yen
<100,000 yen
<250,000 yen
<1 million yen
No answer
Nothing paid
<10,000 yen
<50,000 yen
<250,000 yen
<500,000 yen
≥500,000 yen
No answer
Subsidy system for persons
(children) with severe physical
and intellectual disabilities
Research Project for the
Treatment of Special Chronic
Diseases
Medical care to improve
independence/Rehabilitation
Other
No answer
Very large expense
Large expense
Not a large expense
Not at all a large expense
No answer

n
65
27
12
5
7
14
25
52
31
6
16
9
12
29
17
17
1
2
3
40
10
8
12
10
3
1
86
2
46
20
1
2
59
2
27
32
7
8
1
53
11
13
8
5
1
1
92
21

n=130
%
50.0
20.8
9.2
3.8
5.4
10.8
19.2
40.0
23.8
4.6
12.3
6.9
9.2
22.3
13.1
13.1
0.8
1.5
2.3
30.8
7.7
6.2
9.2
7.7
2.3
0.8
66.2
1.5
35.4
15.4
0.8
1.5
45.4
1.5
20.8
24.6
5.4
6.2
0.8
40.8
8.5
10.0
6.2
3.8
0.8
0.8
70.8
16.2

15

11.5

15

11.5

17
1
46
41
17
14
12

13.1
0.8
35.4
31.5
13.1
10.8
9.2
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Table 6

Factors influencing inpatient medical care expenses
≥50,000 yen

<50,000 yen

Subtotal
Severity of the disease

n

%

50
2
10
38

4.0
20.0
76.0

I
II

9
17

III

21

18.0
34.0
42.0

9
31
5
4

18.4
63.3
10.2
8.2

23
6
13
5
2
1

46.0
12.0
26.0
10.0
4.0
2.0

40
9

81.6
18.4

13
35

27.1
72.9

9
38

19.1
80.9

10
36

21.7
78.3

0
46

0.0
100.0

10
11
13
5
2
0
0

24.4
26.8
31.7
12.2
4.9
0.0
0.0

36
4
2
2
2

78.3
8.7
4.3
4.3
4.3

14
25
6
0

31.1
55.6
13.3
0.0

Mild
Moderate
Severe

50

New York Heart Association Functional Classification

Functional classification for disability pension

Frequency of hospital visits

Medication

Artificial valve use

Home oxygen therapy

Pacemaker use

Implantable cardioverter defibrillator use

Total out-of-pocket costs for outpatient medical care (annual)

Number of hospitalizations in the last 3 years

<1 week
<30 days
<100 days
≥100 days

63

60.0
17.5
12.5
7.5
2.5
0.0

36
4

90.0
10.0

11
28

28.2
71.8

6
32

15.8
84.2

7
31

18.4
81.6

2
37

5.1
94.9

3
6
13
6
3
1
1

9.1
18.2
39.4
18.2
9.1
3.0
3.0

9
15
7
3
2

25.0
41.7
19.4
8.3
5.6

1
14
16
5

2.8
38.9
44.4
13.9

0.091

0.266

0.907

0.686

0.706

0.210

0.012

36

45

Total number of days hospitalized in the last 3 years

24
7
5
3
1
0

0.776

33

46
1
2
3
4
≥5

12.5
70.0
10.0
7.5

39

41

Nothing paid
<10,000 yen
<50,000 yen
<100,000 yen
<250,000 yen
<500,000 yen
<1 million yen

5
28
4
3

P
0.776

0.995

38

46
Yes
No

16

15.4
38.5
41.0

38

46
Yes
No

6
15

39

47
Yes
No

0.0
25.0
75.0

40

48
Yes
No

0
10
30

40

49
Yes
No

%

40

50
At least once a month
Every 2 months
Every 3 months
Twice a year
Once a year
Once every few years

n

39

49
a
b
c
d

Subtotal
40

0.001

36

>0.001
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Figure 1 Demands for medical care and social welfare system

に分布していた．身体障害者手帳を有する患者は，

度は複数存在するが，原疾患が特定疾患ではなく，

有さない患者と比べ重症度が高く，通院医療費が高

検査や内科的治療等を目的とし，外科的治療を目的

くなると考えられるが，対象者を自己負担額 5 万円

としない入院の場合，特定疾患治療研究事業と自立

未満と以上に分けた分析では，両群で重度心身障害

支援医療更生医療は利用できない．その際，身体障

者 (児) 医療費助成制度の利用割合に差はなく，この

害者手帳を有し，重度心身障害者 (児) 医療費助成制

制度が重症患者の通院医療費の軽減に寄与し，全体

度を利用できれば自己負担は軽減される．しかし，

の医療費自己負担額を押し下げていたと考えられる．

身体障害者手帳を有さない場合は，高額療養費制度

自己負担額 5 万円未満と以上に分けた分析で，両

における同一月上限額までの自己負担が発生する

群において原疾患の疾患重症度には差が見られな

可能性があった．具体的には，カテーテル検査や，

かった一方で，NYHA分類や一般状態区分，通院頻

慢性心不全や不整脈の内科的治療を目的とした入

度，服薬の有無では差が見られた．先天性心疾患は

院がこれに該当していた．

疾患名が同一でも病態は多様であり，年齢や治療状

自己負担額 5 万円未満と以上に分けた分析では，

況によっても病状は大きく異なる．先天性心疾患患

通院医療費では関連が見られた NYHA 分類や一般

者に対する医療費助成の対象範囲を検討する際に

状態区分では両群に有意な差は認められず，年間通

は，疾患名だけでなく，患者の病状を考慮する必要

院医療費自己負担額が高い患者ほど入院の自己負

がある．また，在宅酸素療法を受けている患者は，

担額も高い傾向にあった．この背景として，入院治

自己負担額が 5 万円以上になる傾向にあり，年間 25

療を必要とする患者の中には，通院で積極的治療を

万円以上の高額負担者のうち，8名中6名が在宅酸素

行っている患者が多いことが考えられる．入院医療

使用者であった．在宅酸素を使用している患者は在

費の負担額が大きい患者は通院医療費負担も大き

宅酸素管理指導料がかかり，所得などの条件によっ

く，患者にとって二重の負担となる．本研究の対象

ては重度心身障害 ( 児 ) 者医療費助成制度を利用し

者のように入院回数が複数で，入院期間が複数月に

ても自己負担額が大きくなる可能性が示唆された．

わたるほど，自己負担額は増加しやすい．特に，年

入院に関連した医療費自己負担

間25万円以上の高額負担者6名のうち，3名が不整脈

入院医療費自己負担額に関しては，通院医療費に

治療を必要とするフォンタン術後患者，1 名が肝炎

比べ患者の負担額が高めに分布しており，患者の主

治療を目的とした患者であったことから，内科的治

観的負担感も，通院医療費に比べ高かった．調査時

療を目的に入院する患者に対する助成が求められる．

点で成人先天性心疾患患者が入院時に利用できる

入院に関しては，入院医療費以外に，差額室料，

主な医療費助成には，公的医療保険，自立支援医療

リネン費，付添交通費，付添宿泊費のそれぞれにお

( 更生医療 )，特定疾患治療研究事業，重度心身障害
者 (児) 医療費助成制度などがあった12)．しかし，制

いて 1 割前後の患者が年間 5 万円以上を負担してい
た．特に，付添交通費と月宿泊費は年間10万円以上
64
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負担している者が，各9，7名見られた．患者が通院

通費に対する公的助成はない．成人先天性心疾患専

NPOに事業委託しており，その委託先に大学病院の
小児循環器科医が参加することで，患者の病状や希
望，発達段階を考慮しつつ，必要に応じて相談，就
労支援，患者同士の相互交流事業などに結びつける
ことができている．さらに，大学病院の小児循環器
外来に隣接する形で定期的に相談窓口を設置し，
コーディネーターが患者からの相談を受け付ける
体制を取っている．
また，2014年5月23日に「難病の患者に対する医
療等に関する法律」14)が成立し，これまで法律に基

門施設は全国的にまだ数が少ない13)ため，特に重症

づかない予算事業として運営されていた特定疾患

患者は遠方の医療機関に入院する必要があること

治療研究事業が，
「特定医療費の支給」となった．さ

が少なくない．医療体制が全国で均てん化されてい

らに，2015 年 7 月 1 日には給付の対象となる「指定

ない現状において，成人患者に付き添う家族に対す

難病」が従来の 56疾病から 306 疾病に拡大され，先

る交通費・宿泊費助成のあり方は今後の検討課題で

天性心疾患関連では，総動脈幹遺残，修正大血管転

ある．

位症，完全大血管転位症，単心室症，左心低形成症

今後の医療費助成制度のあり方

候群，三尖弁閉鎖症，肺動脈閉鎖症，ファロー四徵

する際の交通費については，身体障害者手帳を有し
ていれば，患者本人と介助者 1 名に対し公共交通機
関の運賃割引やタクシー券，ガソリン代の補助など
を受けることができる．また，島根県のように育成
医療の対象となる 18 歳未満の患者が県外医療機関
に入院する際，距離に応じて 1 万円から最大 39 万円
までの交通費助成を独自に行っている自治体もあ
る．しかし，入院中の成人患者への付添で生じる交

症，両大血管右室起始症，エプスタイン病のうち，

必要とする医療制度において，「就労や福祉の相

NYHA心機能分類II度以上の者が新たに「特定医療
費の支給」の対象となった15)．これにより，身体障
害者手帳を有さない成人先天性心疾患患者の多く
が医療費助成を受けられる可能性が高まった．本研
究では，NYHA分類の高い患者で通院医療費が高い

談に乗ってくれるスタッフ」という項目が最も支持
されていた．先天性心疾患患者が利用しうる医療費
助成は，複数の制度が入り組んでおり，また地域に
よって対象となる身体障害者手帳の等級や給付内
容 (全額給付・一部負担金ありなど)，所得制限等に

ことが示されており，原疾患の重症度だけでなく，

違いがあるため，理解と制度利用が難しい．さらに，

この基準が助成対象の判断基準に含まれたことは

小児慢性特定疾患治療研究事業のように成人期へ

現状に即していると考えられる．さらに，「特定医

の移行時に助成が終了となる制度もあり，患者・家

療費の支給」は外科・内科治療を問わず，入院医療

族の適切な制度利用をさらに困難にしている．患

費も助成の対象としている16)．これにより，本研究

者・家族が必要に応じて複雑な福祉制度を適切に利

における高額負担者であった不整脈治療を必要とす

用できるよう，相談者や正確な情報を得る手段が必

る患者など，内科的治療を目的に入院する患者も自

要とされている．

己負担の軽減が期待できる．しかし，難病法による

本調査実施後，2015 年 1 月 1 日に小児慢性特定疾

「特定医療費の支給」は，所得に応じて最大2割の医

患治療研究事業が小児慢性特定疾病対策に引き継

療費自己負担を求めるものであり 16)，月額 2500 円

がれ，対象となる慢性心疾患にフォンタン術後症候

から3万円を上限とした自己負担が生じる．また，本

群と肺静脈狭窄症が追加された 14)．また，「慢性的

研究で患者・家族の自己負担が示された差額室料，

な疾病を抱える児童及びその家族の負担軽減及び

リネン費，付添交通費，付添宿泊費は助成の対象と

長期療養をしている児童の自立や成長支援につい

はならない．制度の見直しに伴い，医療に関連した

て，地域の社会資源を活用するとともに，利用者の

患者負担がどのように変化するかについては，新た

環境等に応じた支援を行う」14)自立支援事業の実施

に調査を行い検討する必要がある．

が都道府県・指定都市・中核市に義務付けられ，必
須事業として相談支援事業が位置付けられた14)．相

本研究の限界と今後の課題
本研究の限界として，対象者が患者会会員に限ら

談支援事業の詳細は，実施者である自治体に委ねら

れていること，有効回答率が 22.9% と低いことが挙

れているが，自治体と医療機関が連携することで，
患者個々の状況に応じた適切な制度利用が促され

げられる．本研究の対象者は 8 割が身体障害者手帳

ることが期待される．特に，先天性心疾患患者を多

を取得していたことからも，重症度の高い集団で

く経過観察・治療する施設においては，患者の社会

あったと考えられ，本研究の結果を成人先天性心疾

生活を支え，自立を支援する意味でも，自治体と連

患患者全体へ一般化することは難しい．また，本研

携した相談支援事業への積極的参画が求められる．

究では，対象者に通院・入院医療における自己負担

一例として，愛媛県と松山市では自立支援事業を

額と利用した医療費助成制度を尋ねたが，助成制度
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5) Vigl M, Niggemeyer E, Hager A, Schwedler G, Kropf S,
Bauer U. The importance of socio-demographic factors
for the quality of life of adults with congenital heart
disease. Qual Life Res 2011;20:(in press).

の具体的な給付額や，複数回入院していた場合の入
院別・治療内容別の自己負担額は把握できなかっ
た．今後は，結果の一般化可能と信頼性を高めるた
め，複数施設の外来・入院患者を対象としたレセプ

6) 落合亮太，池田幸恭，賀藤均，白石公，一般社団法人全国心
臓病の子どもを守る会．障害者手帳を有する成人先天性心
疾患患者の社会的自立と心理的側面の関連．日本小児循環器
学会雑誌 2012;28:20-27.

ト調査が必要である．さらに，本研究実施後に小児
慢性特定疾患治療研究事業と特定疾患治療研究事
業が見直されており，今後，医療費負担額や社会保

7) 横谷進，落合亮太，小林信秋，駒松仁子，増子孝徳，水口
雅，et al. 小児期発症疾患を有する患者の移行期医療に関す
る提言．日本小児科学会雑誌 2014;118:98-106.
8) Ochiai R, Murakami A, Toyoda T, Kazuma K, Niwa K.
Opinions of physicians regarding problems and tasks
involved in the medical care system for patients with
adult congenital heart disease in Japan. Congenit Heart
Dis 2011;6:359-365.

障制度の利用状況に変化が予測される．本研究結果
を比較対象とした継続的調査が必要である．

結 論
成人先天性心疾患患者の年間の通院医療費負担
は25万円未満に集中しており，重度心身障害者 (児)

9) 丹羽公一郎，立野滋，建部俊介，杉田克生，寺井勝，青墳裕
之．
【社会的自立の現況と問題点 自立を妨げる要因】成人期
先天性心疾患患者の社会的自立と教育，保険，社会保障体
系．日本小児循環器学会雑誌 2003;19:69-71.

医療費助成制度の寄与が大きいと考えられた．3 人
に1人の患者が過去3年間に入院を経験しており，入
院医療費負担は通院医療費に比べ重い一方，入院医

10) 坂崎尚徳，鈴木嗣敏，槙野征一郎．成人先天性心疾患の社会
的自立の実際．小児科診療 2003;7:103-107.
11) Warnes CA, Williams RG, Bashore TM, Child JS,
Connolly HM, Dearani JA, et al. ACC/AHA 2008
guidelines for the management of adults with congenital
heart disease: a report of the American College of
Cardiology/American Heart Association Task Force on
Practice Guidelines (Writing Committee to Develop
Guidelines on the Management of Adults With
Congenital Heart Disease). Developed in Collaboration
With the American Society of Echocardiography, Heart
Rhythm Society, International Society for Adult
Congenital Heart Disease, Society for Cardiovascular
Angiography and Interventions, and Society of Thoracic
Surgeons. J Am Coll Cardiol 2008;52:e1-121.

療費助成の利用率はいずれも10%台で，助成を利用
できない対象者の存在が示唆された．今後，入院医
療費助成と，医療費助成を十分に活用するための相
談支援事業の充実が必要と考えられた．
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Abstract

Background: The aim of this study is to elucidate out-of-pocket coverage of medical fees and
the use of social and medical subsidy systems by adult congenital heart disease patients.
Methods: A total of 1,624 members of a patient association aged 20 years or older were
surveyed via a questionnaire on medical expenses.
Results: Valid responses were received from 373 survey participants (22.9%). The median
age of participants was 28 years (range: 20-78 years), and 303 patients (81.2%) possessed a
physical disability certificate. A total of 346 patients (92.8%) were receiving outpatient care.
Of these, the most common annual expense bracket was “less than 10,000 yen” annually (92
patients; 26.6%), followed by “10,000-49,999 yen” (87 patients; 25.1%). Of the 8 patients who
paid 250,000 yen or more, 6 were using home oxygen therapy. Over 50% of the patients
received medical subsidies for persons (children) with severe physical and intellectual
disabilities. Among the 130 respondents (34.9%) who had been hospitalized in the last 3
years, 29 patients (22.3%) paid 10,000-49,999 yen, 17 patients (13.1%) paid 50,000-99,999
yen, and another 17 patients paid 100,000-249,999 yen. Of the six respondents who paid
250,000 yen or more for impatient care, 3 patients had been hospitalized for arrhythmia and
1 patient had been hospitalized for hepatitis treatment. In general, the percentage of
patients who received medical subsidies ranged from 10-19%. A total of 339 respondents
(90.9%) “strongly agreed” or “moderately agreed” to the statement that “counselors for work
and welfare-related issues are needed.”
Conclusion: The results of this research suggested the need for improvement of the
inpatient care expense subsidy system especially in the field of internal medical care, and
counseling support to allow users to take full advantage of the system.
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社会福祉制度関連用語 英日対照表
英語

日本語

Basic disability pension

障害基礎年金

Certificate of the Mentally Disabled

精神障害者保健福祉手帳

Disability Welfare Allowance

障害者福祉手当

Functional classification for disability pension

一般状態区分

Life insurance

生命保険

Medical care to improve independence/Rehabilitation

自立支援医療（更生医療）

Physical disability certificate

身体障害者手帳

Public welfare assistance

生活保護

Rehabilitation certificate

療育手帳

Research Project for the Treatment of Special Chronic Diseases

特定疾患治療研究事業

Special Disability Welfare Allowance

特別障害者手当

Subsidy system for persons (children) with severe physical and intellectual disabilities

重度心身障害者（児）医療費助成制度
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Clinical Impact of Interventricular Dyssynchrony in Repaired
Tetralogy of Fallot: Myocardial Strain Analysis Using
Semi-automatic Tracking of Cine Magnetic Resonance Imaging
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Abstract

Background: The interventricular dyssynchrony (IVD) is one of important functional
parameters for patients with adult congenital heart disease (ACHD). In this study, we
proposed semi-automatic myocardial strain analysis using 4-chamber (4CH) cine magnetic
resonance imaging (MRI) to calculate IVD, and investigated the clinical impact of IVD in
patients with repaired tetralogy of Fallot (TOF).
Methods: Data of cardiac MRI with 3-Teslar in 30 patients with repaired TOF was
retrospectively analyzed. The longitudinal strains of biventricular free walls in the 4CH cine
MRI were calculated using semi-automatic strain analysis. IVD was defined as a delay
duration between peak times of longitudinal strain for right and left ventricles. Pulmonary
regurgitant fraction (PRF, %) was derived from phase-contrast MRI. Comparison of IVD
between repaired TOF patients with PRF of <30% and >30% was analyzed by Wilcoxon ranksum test. Receiver-operating-characteristic (ROC) analysis was performed to determine the
optimal cutoff of IVD for differentiating patients with PRF >30%.
Results: IVD was significantly greater for patients with PRF >30% than those with PRF
<30% (63.7 ± 31.0 ms vs. 32.4 ± 23.2 ms, p = 0.004). ROC analysis revealed optimal cutoff IVD
of 45.8 ms for differentiating patients with PRF >30% from patients with PRF <30% with Cstatistics of 0.83, a sensitivity of 86%, and a specificity 70 %.
Conclusions: IVD obtained from semi-automatic myocardial strain analysis of cine MR
imaging is related to the severity of pulmonary regurgitation in repaired TOF, and has a
clinical impact on determination of the treatment strategy.
Key words：repaired tetralogy of Fallot, cardiac magnetic resonance imaging, interventricular
dyssynchrony, myocardial strain

Introduction

dyssynchrony in ACHD patients has already been

Improvement of surgical care for congenital

investigated 6-8), the impact of IVD has not been

heart disease leads to a growing number of
patients with adult congenital heart disease

fully investigated.
We previously reported that longitudinal

(ACHD) 1-3). Patients with ACHD often have

strain analysis using 4-chamber (4CH) cine

interventricular dyssynchrony (IVD) due to right

magnetic resonance imaging (MRI) could predict

4,5).

the response to cardiac resynchronization therapy

Although the impact of left ventricular (LV)

in advanced heart failure 9). This method evaluates

ventricular (RV) volume or pressure overload
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cardiac dyssynchrony by manual measurement of
the lengths of the LV and RV free wall through a

MRI protocol
All MRI examinations were performed in a

cardiac cycle. In another study, an MRI feature

supine position using a 3.0T system (Achieva

tracking technique that can extract cardiac

3.0T TX; Philips Medical Systems, Best, the
Netherlands) with a 32-element cardiac coil using
ECG gating. The 4CH cine images of 20 cardiac
phases / RR intervals on the ECG were obtained

contours semi-automatically and accurately

10,11)

is applied for longitudinal strain analysis using
4CH cine MRI 12). The purpose of this study is to
quantify IVD using this new semi-automatic

by steady state free precession (SSFP) sequences.
The imaging protocol was as follows: TR = 2.9 ms,

method and to investigate the clinical impact of
IVD in patients with repaired tetralogy of Fallot
(TOF).

TE = 1.5 ms, flip angle = 45°, slice thickness = 8
mm, field of view 380 mm × 380 mm, acquisition

Materials and Methods

matrix = 176 × 162, and reconstruction matrix =
512 × 512. Phase contrast (PC) MRI with a flowsensitive gradient echo sequence was obtained for
30 cardiac phases. The imaging protocol was as
follows: TR = 6.5 ms, TE = 4.0 ms, flip angle = 10°,

Patients
The study protocol was reviewed and approved

by the institutional review board, and written
informed consent was obtained from all patients.
Thirty consecutive patients with repaired TOF

slice thickness = 3 mm, field of view 320 mm × 300
mm, acquisition matrix = 128 × 256, and velocity
encoded value (VENC) set to 100 - 250 cm / s.
Cine images were analyzed using commercial
software (Extended Work space, Philips
Healthcare, Best, The Netherlands). The LV and
RV volumes were measured at end-diastole and
end-systole by manually tracing endocardial
contours from base to apex on the short-axis cine
MRI. The LV ejection fraction (LVEF) was
calculated from LV end-diastolic and systolic
volumes. The RV ejection fraction (RVEF) was
similarly obtained with transverse cine MRI.
In patients with repaired TOF, the pulmonary
regurgitant fraction (PRF, %) was defined as the
percentage of the retrograde to anterograde flow
for the main pulmonary artery, and was
calculated from time-flow curves derived from

who underwent cardiac MRI were retrospectively
enrolled between January and December 2014. In
addition, 5 patients who had normal cardiac
function and no prior cardiac disease were
enrolled as controls. All patients had sinus
rhythm on electrocardiography (ECG). Table 1
shows clinical characteristics and ventricular
function.

Table 1 Patients Characteristics
Repaired TOF

Control

(n = 30)

(n = 5)

30 ± 12

65 ± 5

Clinical characteristics
Age

14

3

Heart rate (beat / min)

Female

69 ± 12

59 ± 7

QRS duration (ms)

131 ± 35

87 ± 9

phase-contrast MRI (Fig. 1).
Semi-automatic myocardial strain analysis
LV and RV free walls were semi-automatically

CMR measurements
LV function
EDV (ml)

136 ± 38

122 ± 21

ESV (ml)

64 ± 19

47 ± 18

EF (%)

52 ± 6

63 ± 10

delineated as a polygonal line with control points.
First, the LV and RV free walls were manually
delineated on the 4CH MRI only at end-diastole
(Fig. 2a). Second, the control points were
automatically set on the delineated line on the
ventricular free wall at each interval of 25 pixels
(Fig. 2b). Third, control points were propagated

RV function
EDV (ml)

217 ± 86

ESV (ml)

126 ± 71

EF (%)

44 ± 9

for a cardiac cycle with a local template matching
technique similar to the MRI feature tracking

Baseline characteristics of all patients are shown.
CMR: cardiac magnetic resonance, LV: left ventricular,
RV: right ventricular, EDV: end diastole volume,
ESV: end systolic volume, EF: ejection fraction

technique (Fig. 2c). The square template size and
square search area were configured for 25 × 25
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pixels in size for all tracking. Finally, the
longitudinal lengths of the ventricular free walls
were calculated as the summation of the distances
of each point throughout a cardiac cycle (Fig. 2d).
The longitudinal strain was calculated as the
percentage of the differences between the
longitudinal length at each phase and enddiastole to the longitudinal length at end-diastole.
The IVD (ms) was defined as the time delay
between the peak times of longitudinal strain for
LV to RV (Fig. 3).

Fig. 1 Pulmonary regurgitant fraction in repaired TOF
Pulmonary regurgitant fraction (PRF, %) was calculated
from PC MRI as the percentage of the retrograde flow
volume to anterograde flow volume for main pulmonary
artery.

Statistics
Continuous data are expressed as the means ±
standard deviation (SD). Comparison of IVD
between the two groups was analyzed by the
Wilcoxon rank-sum test. Receiver-operatingcharacteristics (ROC) analysis was performed the
optimal cutoff parameters for predicting repaired
TOF patients with PRF of >30%. Correlations
between IVD and right ventricular end-diastolic
volume (RVEDV), and between IVD and QRS
duration were analyzed using Pearson correlation
coefficients in patients with repaired TOF,
respectively. All statistical analyses were
performed using SAS software for Windows
(version 11, SAS Inc., Cary, NC, USA). All
statistical tests were two-sided. A p value of < 0.05
was considered significant.

Results
IVD was significantly greater for patients with
repaired TOF than controls (45.5 ± 31.6 ms vs. 9.4
± 21.0 ms, p = 0.02).
In patients with repaired TOF, PRF could not
be calculated in 3 patients due to metallic artifact
and post-operative changes. PRF for 27 patients
was 32.6 ± 24.3 %. IVD was significantly greater
for patients with PRF >30% (n = 13) than patients
with PRF <30% (n = 14) (63.7 ± 31.0 ms vs. 32.4 ±
23.2 ms, p = 0.004) (Fig. 4). ROC analysis revealed
optimal cutoff IVD of 45.8 ms for differentiating
patients with PRF >30% from patients with that
<30% with C-statistics of 0.83, a sensitivity of
86%, and a specificity 70 %. A significant
correlation between IVD and RVEDV (r = 0.47, p
< 0.01) were observed (Fig. 5). No significant
correlation between the IVD and QRS duration
was observed (r = 0.20).

Fig. 2 Semi-automatic myocardial strain analysis
a. First-step, ventricular free walls were manually
delineated (LV: solid line, RV: dashed line) only at the
end-diastole 4CH MRI.
b. Second-step, the control points were automatically set
on the delineated line on ventricular free wall at each
interval of 25 pixels.
c. Third-step, control points were propagated for a
cardiac cycle with the local template matching
technique (upper to lower). The square template size
and square search area were configured for 25 × 25
pixels in size.
d. Final-step, the longitudinal lengths of ventricular free
walls were calculated as the summation of the
distances of the each point throughout cardiac cycle.
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Discussion
The present study proposed semi-automatic
myocardial strain analysis of cine MRI to calculate
IVD. In patients with repaired TOF, IVD was
helpful for detecting of severe pulmonary
regurgitation. PC MRI has a limitation in the
calculations of PRF. Main pulmonary artery flow
cannot be measured due to metallic artifact and
post-operative changes in prior pulmonary valve
replacement. Actually, PRF could not be measured
in 3 patients with repaired TOF in this study.
Tricuspid regurgitation (TR) caused by RV volume
or pressure overload in repaired TOF might affect
pulmonary artery flow. In the present study, both
PRF and IVD tended to be greater in 5 patients
with TR than those in 22 patients without TR
(PRF; 41.8 ± 24.0 % vs. 30.5 ± 23.9 %, IVD; 65.5 ±
29.0 ms vs. 41.5 ± 30.5 ms). According to this
result, IVD might be more progress in patients
with TR than patients with only pulmonary
regurgitation. IVD obtained from tagged MRI can
detect the RV dysfunction in ACHD patients 4),
and IVD obtained from echocardiography is
significantly longer for repaired TOF patients
than control 5). Our results completely agreed
with these previous reports. Therefore, IVD is a
candidate to determine the treatment strategy in
repaired TOF, and is a helpful tool in routine
cardiac MRI protocols without a special scan such
as tagging MRI. As indicated in the results, no
association between QRS duration and IVD
suggests that prolonged QRS is not equal to the
presence of mechanical dyssynchrony. Despite a
high incidence of complete or incomplete right
bundle branch block in patients with repaired
TOF, the interval from QRS onset to rapid RV
pressure upstroke (i.e., RV systolic time interval)
was not prolonged 13). This is most probably the
result of peripheral bundle branch block of the
genesis of the QRS pattern by right ventricular
hypertrophy. In ACHD, prolonged QRS complexes
and RV apical site pacing tend to be associated
with a greater risk of pacing-induced ventricular
dysfunction 14). This is caused by the fact that
prolonged QRS is not equal to a delay in RV
contraction. Accordingly, IVD might reflect more
strictly a delay in RV contraction than QRS
duration.
Tagged MRI has generally been used in

Fig. 3 Calculation of IVD
IVD was defined as a delay time between end-systolic
times for biventricular free-walls.

Fig. 4 Comparison of IVD between the patients with
and without pulmonary regurgitation
IVD was significantly greater for patients with PRF >30%
than those with PRF <30% (63.7 ± 31.0 ms vs. 32.4 ±
23.2 ms, p = 0.004).

Fig. 5 Correlation between IVD and RVEDV
Significantly correlation between IVD and RVEDV was
observed (r = 0.47, P < 0.01).
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myocardial strain analysis 4,15). However, tagged
MR imaging has restrictions to appending tags to
the RV because of the complex RV structure in
ACHD. Our semi-automatic myocardial strain
analysis is based on an algorithm with matching
of the template image. Accordingly, our method is
a simple and accurate method to quantify
myocardial strain. This is a great advantage in
the assessment of longitudinal RV function,
compared with tagging MRI. Furthermore, this
algorithm may possibly be applied to LV short axis
or 2-chamber cine MRI. Additional strain
parameters and geometric cardiac motion analysis
are possible 16-19).

ventricular volume overload on three-dimensional global
left ventricular mechanical dyssynchrony after surgical
repair of tetralogy of Fallot. Am J Cardiol. 2008; 102:
1731-1736.
7) Raedle-Hurst TM, Mueller M, Rentzsch A et al.
Assessment of left ventricular dyssynchrony and function
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patients with congenital right heart disease. Am Heart
J. 2009; 157: 791-798.
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Limitation
Although our study was limited by small
number of patients and controls, our proposed
method can be applied in various ACHD
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【症例報告】

Fontan術後25年で発症した乳び胸の一例
小野 隆志1)，森島 重弘1)，中澤 誠2)
財団法人脳神経疾患研究所附属総合南東北病院

1)

要

旨

小児心臓外科

2)

小児・生涯心臓疾患研究所

Fontan術後25年で発症した乳び胸の一例を報告する．中心静脈圧の上昇は非外傷性乳び胸発症の
一つの原因であるが，Fontan術後遠隔期の合併症として乳び胸が発症することは文献上見当たらな
い．本症例は三尖弁閉鎖症で6歳時にFontan手術を施行した31歳の女性で，3年前に出産歴がある．
動悸・息切れ・易疲労感を主訴に受診し，レントゲンで右側胸水貯留を認めた．胸水の性状と中性
脂肪の値から乳び胸と診断され，絶食及び中心静脈栄養やソマトスタチンのアナログ製剤であるオ
クトレオチドの使用にても改善しないため，MRIによる胸管の描出後に胸腔鏡下の胸管クリッピン
グ術施行し改善した．
Fontan 術後遠隔期の乳び胸発症の報告はなく，MRI による術前診断が治療に有用だったたこと
を含めて報告する．
キーワード： Fontan operation, chylothorax, magnetic response imaging, video-assisted
thoracoscopic surgery

三尖弁閉鎖症の診断で右 Blalock-Taussig 手術原法

緒 言

(乳児期)
右心耳−肺動脈吻合によるFontan手術 (6歳時)
3年前に男児を無事に出産している．
紹介元では，ジゴキシン，ビルジカイニド塩酸塩，

Fontan 術後遠隔期に高い中心静脈圧を原因とし
て蛋白漏出性胃腸症を合併することはよく知られ
ているが 1)，同様の機序で発症すると考えられる乳
び胸が術後遠隔期に出現することは文献上見当た

ワルファリンカリウムを処方されており，このため

らない．乳び胸の内科的治療としては，脂肪制限，

か，来院時には洞性徐脈であった．

絶食，中心静脈栄養，胸膜癒着術などに加えて，最

家族歴；特記すべきことなし

近ではソマトスタチンのアナログ製剤の有効性も

現病歴；2013 年 5 月頃から労作時息切れと易疲労感

報告されている 2,3)．内科的治療に抵抗を示す場合

出現し 8 月 31 日に当院を紹介受診，胸部レントゲン

には外科的に漏出部位を閉鎖するか横隔膜上で胸

で著明な右胸水貯留を認めたため入院し治療開始

管を結紮することで治癒することが多い．ただし，

された．前医での Holter ECG で心拍数 150/ 分の持

術中に乳びの漏出部位を同定することが困難であ

続性上室頻拍を認めていた．

ることや，胸管の走行にはanatomic variationが存

入院時現症；身長156.6cm，体重44.8kg，体温35.4

在するものの，術前の画像診断が難しいなどの外科

ºC，脈拍62/分整，血圧82/38，SpO2 93%，心音は

治療上の問題点も多い．今回我々は，Fontan 術後

ややdistantで，肝臓に叩打痛があった．

25年の超遠隔期に発症した難治性乳び胸に対し，術

入院時検査所見；

前 MRI による胸管の同定を行い胸腔鏡による横隔

血液検査上，炎症所見・貧血なく，TP 7.0g/dl，

膜上胸管クリッピングを施行し治療し得たので報

ALB 4.2g/dl と低蛋白血症も認めず．BNP 42.4pg/

告する．

mlと軽度上昇していた．
胸部レントゲンでは右に著明な胸水の貯留を認

症 例

めたが，心陰影の拡大は認めなかった (Fig. 1a)．

症例；31歳

心エコーでは，右房および下大静脈の著明な拡張

女性

主訴；動悸，労作時息切れ，易疲労感

を認めた．左室駆出率は 55% と軽度低下を認めた

既往歴；

が，局所的に明らかな壁運動低下は認めず，僧帽弁

2015年1月15日 受付

2015年3月16日 受理

連絡先：小野 隆志，財団法人脳神経疾患研究所附属総合南東北病院 心臓血管外科，
〒963-8563

福島県郡山市八山田七丁目115，E-mail：t.ono@mt.strins.or.jp
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は軽度の閉鎖不全を示すのみであった．

苦痛強く持続ドレナージを中止し患者の強い希望

経過；入院後胸水穿刺施行され510mlの白濁した胸

により10月5日一時退院となった．

水が吸引され，胸水中の中性脂肪が 280mg/dl と高

10月 19日同症状訴え再び入院し 1020ml の乳び胸
水を穿刺吸引した．10 月 25 日から持続ドレナージ
と脂肪制限を開始し，1 週間後にソマトスタチンの
アナログ製剤であるオクトレオチド開始．更に 1 週
間後には絶食と完全中心静脈栄養 (TPN) 管理に移
行した．以後2週間の厳重管理を行うも400〜800ml

値を示したため乳び胸と診断された．胸水穿刺吸引
後に簡易的に測定した中心静脈圧は 7mmHg であっ
た．2 週間後の胸部レントゲンで再び胸水の貯留を
認めたため，持続ドレナージとともに脂肪制限食を
開始．1 日の排液量は 1000ml/ 日前後が持続したが，

a b
Fig. 1 Chest X-ray
a: At the time of the first medical examination
b: 1 year after thoracic duct clipping
4 clipps recognized in the dashed line circle

オクトレオチド
絶食・TPN

operation
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Fig. 2 Amount of drainage in the second hospitalization
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/ 日の排液が持続するため (Fig. 2)，内科的治療の限
界と判断し外科的治療となった．11月19日MRIで胸

めることがあったが，経過観察中に消失し 1 年経過
後も再発を認めていない (Fig. 1b)．

管の走行を確認し，11月25日胸腔鏡下胸管クリッピ
ング術施行した．

MRI所見；1.5テスラのMRI装置を用い，magnetic
response cholangiopancreatography (MRCP) の
撮像法を縦隔に応用して胸管を撮像した．左右の胸
管が存在する anatomic variation が認められたが，
左上部で合流し左静脈角に流入する所見が得られ

(Fig. 3)，右胸管を横隔膜上で結紮することにより右
胸腔への乳びの漏出を減少させることは可能であ
ると判断した．
手術所見；胸腔鏡による右胸腔の観察では，Blalock-

Taussig 手術によると思われる癒着が上葉を中心に
高度に認められたが下葉の癒着は軽度で，剥離して
横隔膜と椎体による壁側胸膜の隆起を同定するこ
とが可能であった．手術 3 時間前に牛乳を摂取して
もらうことにより術中に乳びの漏出部位確認を試
みたが，乳びの貯留は確認されるものの漏出部位は
同定できなかった．横隔膜直上で椎体前面の壁側胸
膜を縦切開し，奇静脈と下行大動脈，食道との位置
関係から右胸管を同定し 4 か所クリッピング施行

(Fig. 4)，fibrin glueを塗布して手術を終了した．
術後経過；術後右胸腔の排液量は次第に減少，術2日
後に脂肪制限食再開してもその 1 週間後には 100ml/

Fig. 3

日程度となり (Fig. 2)，術後9日にドレーンを抜去し

Preoperative MRI showing the right thoracic duct
(arrow) and the left thoracic duct (arrow head) from
cisterna chyli (arrow of long dashed tail) to the left
in the supraclavicular region (arrow of long tail)

た．術後 2 週間で脂肪制限も解除したが胸水の再貯
留認めず，12月15日退院となった．術後外来での経
過観察中レントゲン上のわずかな胸水再貯留を認

anterior
head

feet
posterior

Fig. 4 Intraoperative photograph showing the thoracic duct clipped
arrow of long tail; thoracic duct

arrow; azygos vein
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し乳び流量を減少させると推定されている．

考 察
乳び胸はおもに胸管の損傷によりリンパ液が胸

また，ボセンタンやシルデナフィルなどの肺高血

腔内に貯留した病態である．先天性心疾患の術後急

圧治療薬が中心静脈圧を下げるのに有効である可能

性期発症の原因としては，胸管やリンパ管の手術操

性も考えられる．しかし本症例の経過中にもこれら

作による直接損傷部からのリンパ液漏出と，中心静

の使用を行ったが，明らかな効果は得られなかった．

脈圧の上昇により胸管から静脈系への流入が障害

保存的治療が奏功しない場合の選択肢としては，漏

され胸管から胸腔へのリンパ液漏出が引き起こさ

出部閉鎖術，胸管結紮術，胸膜癒着術，胸腔腹腔シャ

れるメカニズムが考えられている．特に Fontan 手

ント術がある．術中に乳びの漏出部を同定すること

術は術後中心静脈圧が上昇しやすいため，乳び胸を

が困難であること，胸膜癒着術は高度な発熱と疼痛

発症しやすいと言われている4,5)．

を伴い再発も多いこと，胸腔腹腔シャントはシャ

また，Fontan 手術の遠隔期合併症には，不整脈，

ント閉塞や感染の合併症があること 7) から胸管結紮

血栓塞栓症，心不全，蛋白漏出性胃腸症，肝障害，

術を選択した．しかし，胸管の走行には anatomic

plastic bronchitisなどがあり，術後患者のQOLに大
きく影響している 6)．なかでも蛋白漏出性胃腸症は
慢性的な中心静脈圧上昇に原因する間質リンパ管
拡張が消化管への蛋白漏出を引き起こすと考えら
れており，乳び胸発症の原因に類似している．しか
し，Fontan 術後遠隔期の乳び胸発症の報告は調べ
えた範囲内では見つからなかった．
本症例では乳児期早期に Blalock-Taussig 手術が
施行されておりリンパ管の直接損傷の影響の可能
性は否定できないが，胸腔鏡で確認できたように右
肺上葉の癒着は高度であり，直接損傷が原因である
とは考えにくかった．また，経過中に簡易的に測定
した中心静脈圧は 7mmHg と上昇していなかったが
この値は脱水の影響も否定できず，後日脱水補正後
の測定では13mmHgと軽度上昇していたこと，さら
に心エコー上の右房と下大静脈の拡張所見と併せ
て慢性的な中心静脈圧上昇の存在が考えられた．拡
大した右心房が胸管を圧迫し中枢側胸管内圧上昇
を引き起こす可能性も考えられる．しかし，術前
MRI では胸管の走行する右心房と椎体の間にはス
ペースが存在し，画像上の圧迫所見は得られなかっ
た．当院初診前の前医での Holter ECG に認められ
た上室性頻拍の持続期間や反復頻度は不明だが，発
作時の体静脈圧上昇が今回の乳び胸発症の引き金
となった可能性は否定出来ない．また，産後経過は
順調であったものの 3 年前に出産を経験しており，
これが超遠隔期の乳び胸発症に影響した可能性に
ついても不明である．今後の経験の集積を待ちたい．
次に乳び胸の治療に関してであるが，まず保存的
治療としての脂肪制限食から，絶食およびTPNに移
行することは異論のないところであると思われる．
近年，これらに加えてオクトレオチドの有効性が多
く報告されている 2,3)．オクトレオチドはソマトス
タチンのアナログ製剤であり，ガストリン・胃酸分
泌の抑制，胃・小腸蠕動の抑制，胆収縮の抑制，膵
外分泌の抑制，内臓血流の減少から脂肪吸収を抑制

variation が多いため術前にその走行を確認するこ
とは手術の成否を左右する重要なポイントである
と思われる．我々はリンパ管シンチグラフィーを施
行したが有効な情報が得られなかったため，MRI装
置を用い MRCP の撮像法を縦隔に応用して胸管を
撮像する magnetic response thoracicductography
(MRTD) を施行した8)．体幹深部のリンパ本管の内，
左上半身と体腔および下半身を担当する左リンパ
本幹は胸管と言われ，第二腰椎前方に存在する乳び
槽に始まって横隔膜を貫き縦隔を上行して通常は
左静脈角に開口する．しかし，胸管は発生学的に左
右対称の構造物であり，発生の過程で左右胸管の間
で複数の横吻合が生じることにより部分的な発達
と消失が起こり，通常右胸管の上 1/3 と左胸管の下
2/3 が消失し，残った右下 2/3 と左上 1/3 が連結して
単一となる．そこで，この過程で様々な anatomic
variationが生じる．40%で二重あるいは三重の胸管
の並走が確認され，静脈への開口も一般的な左静脈
角の他に左右の静脈角に分かれて開口する場合も
存在するとの報告がある 9)．よって，外科的に胸管
結紮術を行う場合には術前に胸管の走行を確認す
ることは確実に結紮するためには必須で，MRTDは
非常に有用であった．CT 画像と MRTD 画像を併せ
て評価することにより，胸管と胸部下行大動脈，椎
体，奇静脈，食道など他の構造物との位置関係を把
握しておくことは，同定の難しいと言われる胸管を
胸腔鏡下の手術でも確実に結紮およびクリッピン
グすることの一助になると思われた．
Fontan 手術後に成人を迎える症例は今後増加し
ていくと考えられるが，中には本症例のように妊娠
出産を迎える症例も増えると思われ，これまで報告
されなかった遠隔期合併症が出現してくることも
想像される．様々な合併症への対応法と病態や原因
究明のためにさらなる症例の集積が必要になると
思われた．
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結 語
Fontan 手術 25 年後という遠隔期に発症した乳び
胸を経験し治療し得た．Fontan 術後患者の遠隔期
QOL を保つためには様々な合併症に対し如何に対
応するかが重要であると思われる．症例の集積と詳
細な検討が今後も行われることを期待したい．

5) Higgins CB, Mulder DG: Chylothorax after surgery for
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Chylothorax late after Fontan operation
Takashi Ono1), Shigehiro Morishima1), Makoto Nakazawa2)
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of Pediatric Cardiovascular Surgery and
Pediatric and Lifelong Congenital Cardiology Institute,
Southern Tohoku General Hospital, Koriyama, Japan
Abstract

We describe a case of chylothorax that occurred 25 years after Fontan operation. In
general, nontraumatic chylothorax is often seen early after Fontan operation due to high
central venous pressure. But it has not been reported that chylothorax occurs very late after
Fontan operation.
This case is 31-years-old woman who underwent a Fontan operation at 6-years-old with a
diagnosis of the tricuspid atresia. She gave birth of a boy uneventfully 3 years ago. She
visited us for palpitations, shortness of breath, and fatigability. Chest X-ray revealed a
massive right side pleural effusion. As the effusion was milky white and triglyceride level
was high, she was diagnosed chylothorax. She was initially started with medical and
conservative treatment, but with no favorable effects. We then performed thoracic duct
clipping under video-assisted thoracoscopic surgery after magnetic response imaging (MRI)
of the thoracic duct. The chylothorax improved and she has been well after 1 year of the
clipping.
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編集後記
例年のように年末おしつまったところで本年の学会誌をお届けいたしました．今年に入って，おかげさま
で投稿数が増加し始めています．今号では，総説5編と原著論文2編，症例報告1編の掲載となっていますが，
現在査読進行中の論文が何編かあり，来年半ばにはもう1号を上梓することができそうです．当雑誌は唯一の
成人先天性心疾患の専門誌として，医師のみならず，medical staff の方々すべての学術的交流の場となるこ
とを目指しております．今後も会員の皆様のご高配を賜って，年間3号，4号となるべく多く発刊できること
を願っています．1例報告からでかまいませんので，特に若い先生方に積極的にご投稿いただきたいと思って
います．それではよいお年をお迎えください．

(稲井 慶)
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