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【原著】

大動脈弁疾患を有する若年女性の妊娠と出産
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髙柳  佑士1)，森  善樹2)，中嶌  八隅2)，金子  幸栄2)，井上  奈緒2)，
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1)聖隷浜松病院  心臓血管外科，2)聖隷浜松病院  小児循環器科，3)聖隷浜松病院  循環器内科

要　旨

【背景】大動脈弁疾患を有する若年女性の妊娠・出産においては心不全，流出路狭窄，機械弁に関連
した周産期管理が問題となる．大動脈弁疾患を有する若年女性の妊娠・出産に対する外科的治療戦
略について検討する．
【方法】1992年から2015年に40歳までに大動脈弁手術と妊娠出産をともに経験し当院で通院管理を
行っている8例を対象とし，妊娠・出産に対する治療を後方視的に検討し，今後の課題を明らかに
する．
【結果】初回手術時年齢は16.7±7.2歳，術式は弁置換6例，Konno手術2例，4例で機械弁を使用した．
8例中2例は術後妊娠したが出産に至らず，5例は術後出産に至り，1例は出産後に初回手術を施行し
た．出産に至った5例中2例は機械弁使用症例，母体合併症は心不全2例，不整脈1例，一過性脳虚血
発作1例，出生児合併症は低出生体重5例，呼吸不全1例であった．初回手術からの平均観察期間は
94.3±51.8ヶ月，遠隔期合併症は脳梗塞1例，不整脈3例であった．
【結論】大動脈弁疾患を有する若年女性が安全に妊娠・出産に至るためには個々の症例において十分
に吟味した治療選択が必要である．

キーワード：大動脈弁疾患，若年女性，妊娠，出産，周産期管理

背  景
　先天性心疾患の治療成績の向上に伴い，先天性心
疾患を有する若年女性患者の多くは一般女性と同
様に妊娠出産可能となってきている1)．しかしなが
ら大動脈弁疾患を有する若年女性においては流出
路狭窄，心不全，弁選択の問題などがあり個々の症
例により妊娠・出産を考慮した治療戦略が必要であ
り，また疾患の程度や使用している弁の種類により
中絶を余儀なくされる場合もある2)．今回，当院で
外来通院している大動脈弁疾患を有する若年女性
について，出産・妊娠における治療戦略を後視方的
に検討したので報告する．

対象と方法
　1992年から2015年に40歳までに大動脈弁手術と
妊娠出産をともに経験し当院で通院管理を行って
いる女性患者8例を対象とし，後方視的に診療録か
らデータ抽出を行った．患者背景とともに周産期成
績，出産後遠隔期成績を評価項目とした．
　現在，当院における大動脈弁疾患を有する妊娠・

出産適齢期を控えた若年女性に対する治療戦略と
して，基本的には機械弁を使用しないという方針の
基に，生体弁による弁置換術 (Konno手術を含む) ま
たは症例によってRoss手術を第一選択としている．
しかしながら，Ross手術を行っていなかった初期の
症例や，体格のために大動脈弁輪径が小さく生体弁
が使用困難である症例，患者側が機械弁使用を希望
する症例には機械弁を使用している．また機械弁使
用患者においては，機械弁使用患者における妊娠・
出産のリスクとともに避妊に関する口頭での指導
も行っている．

結  果
　患者データ8例をTable 1に示す．大動脈弁疾患は
狭窄症2例，閉鎖不全症2例，狭窄兼閉鎖不全症3例，
大動脈弁下狭窄1例であり，8例のうち4例は二尖弁
であった．その他の心奇形は心室中隔欠損症かつ動
脈管開存症1例 (Pt.No.3)，完全大血管転位症1例
(Pt.No.8) であった．大動脈弁初回手術時年齢は
16.9±7.2歳，術式は大動脈弁置換 (Aortic valve
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Table 1.　Patient list

AS = aortic stenosis, AR = aortic regurgitation, ASR = aortic stenosis and regurgitation, SAS = subaortic stenosis, 
VSD = ventricular septal defect, PDA = patent ductus arteriosus, TGA = transposition of the great arteries, G = gravida, 

P = para, MV = mechanical valve, BV = bioprosthetic, Konno＝Konno aortoventriculoplasty, AVR = aortic valve replacement

replacement: AVR) 6例，Konno手術2例，使用弁は
生体弁4例，機械弁4例であった．
　8例のうち大動脈弁術後に妊娠を経験したが出産
に至らなかった症例は2例 (Pt.No1, 2) で，Pt.No1は
機械弁使用のために人工中絶し，Pt.No2は稽留流産
した．大動脈弁術後に出産に至った症例は5例 (Pt.

No3-9) で，2例 (Pt.No3, 4) は機械弁を使用し てい
たため妊娠を避けるべきであるとされていたが結果
的に出産に至り，そのうち1例 (Pt.No3) は2回の妊
娠を経たが，人工中絶，稽留流産をそれぞれ1回ず
つ経験し3回目の妊娠にて出産に至った．また生体
弁使用症例は3例 (Pt.No5-7) で，うち1例 (Pt.No6)

は3回の出産を経験したが，この期間に外科的治療
介入は行わなかった．出産後に大動脈弁初回手術を
施行した症例は1例 (Pt.No8) で，完全大血管転位
(III型) に対するRastelli手術 (8歳) 後の大動脈弁閉
鎖不全症の症例であり，出産から12ヶ月後に機械弁
によるAVRを施行した．
　周産期結果をTable 2に示す．最終出産時の平均年
齢は29.3±5.5歳，大動脈弁初回手術からの平均期間
は160.8±36.3ヶ月であった．平均妊娠週数は35.2

±3.2週で，うち4例が早産であり，出生児平均体重
2175±471.2gであった．1例 (Pt.No8) は出産後に卵
管結紮術による外科的避妊を行った．
　母体合併症は心不全2例 (Pt.No5, 7)，不整脈1例
(Pt.No7) (心室頻拍，上室性頻拍)，一過性脳虚血発
作1例 (Pt.No4) であった．Pt.No5は過去に2回の
AVRを経験している生体弁使用症例で妊娠経過中
に平均圧格差が40mmHgから54mmHgへ増悪し
心不全症状も出現したが，内服加療にて改善した．

Pt.No7は過去に2回のAVRを経験している生体弁使
用症例で，心不全に対しては利尿剤内服，不整脈に
対しては電解質補正で改善し抗不整脈薬は使用しな
かった．Pt.No4は過去に1回のAVRを経験している
機械弁使用症例で，ワーファリンからヘパリンへ移
行した妊娠7週に左視野狭窄が出現したが，症状は
一過性でその後自然と改善した．出生児合併症は低
出生体重5例 (Pt.No7以外)，呼吸不全1例 (Pt.No4)

で出生直後に挿管管理を行ったが一時的で呼吸器
離脱可能であった．
　機械弁使用症例2例に対する抗凝固療法として，
1例 (Pt.No.3) は胎児催奇形性を来す可能性が高い
妊娠6-12週，また出産時に胎児の出血傾向，特に脳
出血の予防のため出産直前の34-36週にはヘパリン
持続投与への切替えを行い，1例 (Pt.No.4) は妊娠
26週に妊娠が判明したためワーファリン内服 (3mg/

日) を継続し出産直前のみヘパリン持続投与へ切り
替えを行い，これらの症例では母児ともに合併症を
認めなかった．
　周産期前後における心機能評価をFigure 1に示
す．大動脈弁位の平均圧較差は，生体弁使用症例
(Pt.No3-4) は圧較差増大傾向であったのに対し，機
械弁使用症例 (Pt.No6-7) は周産期を通じて大きな
変化を認めなかった．脳性ナトリウム利尿ペプチド
は生体弁・機械弁使用症例ともに上昇傾向であった
が，機械弁使用症例 (Pt.No7) はその後緩徐に低下
し，出産後2年経過した現在は25pg/mlで推移して
いる．
　出産経験症例の遠隔期成績をTable 3に示す．6例
いずれも追跡調査可能であり，初回手術からの平均

Pt. 

No 

Aortic 

Disease 

Other 

cardiac 

disease 

Age at first 

operation 

(years) 

Interval from last 

cardiac operation 

to delivery 

(months) 

History of 

cardiac 

surgery (n) 

Valve Procedure Pregnancy 

birth history 

Abortion (n) Miscarriage (n) Type of 

delivery 

Re-operation 

after delivery 

(Yes/No) 

1 SAS 3 - 1 MV Konno  1G0P 1 0 - No 

2 AS 

(Bicuspid) 

24 - 2 BV Konno  1G0P 0 1 - No 

3 ASR 

(Bicuspid) 

VSD, PDA 
12 

144 1 MV AVR 3G1P 1 1 Caesarean  No 

4 ASR 

(Bicuspid) 
10 

215 1 MV AVR 1G1P 0 0 Caesarean No 

5 ASR  21 130 2 BV AVR 1G1P 0 0 Caesarean Yes 

6 AR 

(Bicuspid) 
25 

123 1 BV AVR 3G3P 0 0 Vaginal Yes 

7 AS 19 109 2 BV AVR 1G1P 0 0 Vaginal Yes 

8 AR TGA 21 - 2 MV AVR 1G1P 0 0 Caesarean No 
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Figure1.　Cardiac performance overtime

(a) Mean pressure gradient

Mean pressure gradient of patients with bioprosthetic valve increased during perinatal period. However, mean

pressure gradient of patients with mechanical valve did not changed markedly during perinatal period.

(b) Brain natriuretic peptide

Although Brain natriuretic peptide in patients both with bioprosthetic and mechanical valve tended to increase

during perinatal period, that in patients with mechanical valve decreased gradually after delivery.

Table 2.　Perinatal results

Table 3.　Late outcomes

観察期間205.0±50.6ヶ月，最終追跡調査時平均年齢
35.9±4.3歳であった．出産後に新規弁置換を施行し
たのは1例 (Pt.No10)，出産後に再弁置換術を施行し
たのは3例 (Pt.No7-9) であり，再手術時の平均年齢
は31.5±6.3歳，出産からの平均期間は11.5±2.7ヶ月
であった．遠隔期合併症は死亡なく，脳梗塞1例 (後
遺症なし) (Pt.No6)，不整脈3例 (心房粗動：Pt.No3，
洞不全症候群：Pt.No5，完全房室ブロック：Pt.No6)

で，心房粗動に対しては出産から136ヶ月後にカ
テーテルアブレーション，洞不全症候群・完全房室
ブロックに対してはペースメーカー植込み術をそ
れぞれ出産から114ヶ月後，11ヶ月後に行った．3例
(Pt.No5-7) は生体弁使用患者であったが，いずれも
機械弁による再手術をそれぞれ出産後9ヶ月，11ヶ
月，6ヶ月後に施行した．

考  察
　先天性心疾患の治療成績の向上に伴い，先天性心
疾患を有する若年女性患者の多くは一般女性と同
様に妊娠出産可能となってきている1)．しかしなが
ら大動脈弁疾患を有する若年女性においては病変
や心不全の程度，人工弁使用の有無とその種類など
から妊娠の適応の是非，また適応がある場合におい
てはその治療戦略が重要となる．
　心疾患患者の妊娠・出産の適応，管理に関するガ
イドラインによれば，肺高血圧症 (Eisenmenger症
候群)，流出路狭窄 (平均圧較差40-50以上)，心不全
(NYHA分類III-IV，EF<35-40%)，Marfan症候群，
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(b)

Age at last delivery (years old) 29.3±5.5

Interval from first aortic operation (months) 160.8±36.3

Gestational age (weeks) 35.2±3.2

Neonatal birth weight (g) 2175±471.2

Tubal sterilization at delivery (n) 1

Maternal cardiovascular event (n)

    Heart failure

    Arrhythmia

    Transient ischemic attack

2

1

1

Neonatal complication (n)

    Low-birth-weight

    Respiratory failure

5

1

Follow-up term from first operation (months) 205.0±50.6

Follow-up term from delivery (months) 94.3±51.8

Age at last verified (years) 35.9±4.3

First aortic valve operation after delivery (n) 1

Re-do aortic valve operation after delivery (n) 3

Age at re-do operation (years old) 31.5±6.3

Complications (n)

    Death

    Cerebral infarction

    Arrhythmia

       Atrial flatter

       Sick sinus syndrome

       Complete atrioventricular block

0

1

3

1

1

1

Additional treatment except for cardiac surgery

    Catheter ablation for 

       Atrial flatter (n)

    Pacemaker implantation for

       Sick sinus syndrome (n)

       Complete atrioventricular block (n)

1

1

1
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機械弁，チアノーゼ心疾患 (動脈血酸素飽和度＜
85%) が妊娠の際に厳重な注意を要する，あるいは
妊娠を避けることが強く望まれる心疾患であると
明記されている3)．このうち流出路狭窄，心不全，
機械弁は大動脈疾患を有する若年女性患者に該当
する可能性があり，これらの患者には妊娠・出産に
関する教育やそのリスク説明を行い，場合によって
は避妊を事前に行う必要がある．
　大動脈弁疾患を有する若年女性患者において，そ
の疾患の程度，心不全の状態などから妊娠・出産前
にその手術を余儀なくされる症例があり，その術式
選択が非常に重要となる．若年女性患者における大
動脈弁手術の術式選択としては生体弁または機械
弁による大動脈弁置換術 (Konno手術を含む)，Ross

手術，大動脈弁形成術が挙げられる．
　まず生体弁は術後一定期間経過した状態では抗
凝固療法が不要であり，良好な成績を修めている4,5)

一方で，その耐久性に問題がある．Northらの報告6)

によれば，生体弁による大動脈弁置換術を施行した
若年女性患者において，10年以内に60%の患者は再
手術を必要と報告しており，その使用は10年までと
考えられ，手術時の年齢により適応を考慮しなけれ
ばならない．本研究では19歳時に生体弁による大動
脈弁置換術を使用した1例では妊娠・出産に至らず
して弁機能不全となり26歳時に生体弁による再弁
置換術を行った後に出産に至っており，生体弁は若
年患者において特に早期に弁機能不全が進行し，妊
娠前に再手術を余儀なくされる可能性がある．また
妊娠により弁機能不全は進行しないと報告されて
はいる6,7)が，前述の通り耐久性に問題があるため出
産後比較的早期に再手術となる可能性が高い．本研
究においても3例の生体弁使用患者は出産後3例と
もに再手術を行っており，再手術を前提として上で
生体弁の使用を考慮しなければならない．
　機械弁の場合はこの耐久性の問題はないが，一方
で妊娠した際には流産となる可能性が高いこと，周
産期に徹底した抗凝固療法が必要となること，抗凝
固療法を十分に行った上でも母体死亡率が1-4%あ
り，血栓塞栓症のリスクがあること，抗凝固療法に
よる胎児の出血傾向，特に胎児脳出血のリスクがあ
ることなどが問題として挙げられる8,9)．このため基
本的には機械弁使用患者においては妊娠・出産は避
けるべきであるとされている10,11)が，妊娠しやむを
得えず出産する場合は周産期における抗凝固療法
が重要となる．低用量のワーファリン (5mg以下) で
あれば継続しても問題ないという報告もある12,13)

が，基本的には胎児催奇形性を来す可能性が高い
6-12週，胎児出血，特に胎児脳出血のリスクの高い
出産直前の34-36週にはヘパリン持続投与への切替

えが望ましい3)．本研究における機械弁使用症例2例
のうち1例は前述の通りヘパリン持続投与を併用し
たが，1例は妊娠26週に妊娠が判明したためワー
ファリンの内服を継続し出産直前のみヘパリン持
続投与へ切り替えざるを得なかった．これらの症例
では母児ともに合併症を認めなかったが，機械弁使
用患者の周産期には厳重な抗凝固療法が必要であ
る．また本研究では機械弁使用患者6例は妊娠を避
けるべきであるとされていたが，うち4例が妊娠を
経験し2例は出産に至っている．特にそのうちの1例
では3回の妊娠を経験し，人工中絶・流産をそれぞ
れ1回経てから出産に至っている．機械弁使用患者
における妊娠・出産を避けるためには，妊娠・出産
に関する教育が必要不可欠であるが，これらに加え
具体的な避妊方法の提供が重要となる．当院では避
妊に対する医療提供がこれまで不十分であること
により本報告の結果に至った可能性がある．このた
め今後は避妊に対する医療提供を十分に行い，この
点について改善する余地がある． 
　Ross手術は周産期において抗凝固療法を必要と
せず，また心機能温存が可能という利点がある一
方，術後2弁疾患として管理しなければならず，そ
の再手術が問題となる．Bansalらの報告14)によれ
ばRoss手術後の合併症は，若年者ほど右室流出路の
再手術率が高く，年長者ほど左室流出路の再手術率
が高いとされている．このため手術時の年齢により
再手術部位が異なる可能性に留意する必要がある．
若年女性に対するRoss手術の成績はMorimotoらが
報告15)しており，生体弁と比較して良好な遠隔期成
績とともに，出産時における低い左室駆出血流速や
少ない逆流などが示されている．このためRoss手術
は妊娠適齢期における出産を待機する若年女性へ
の非常に良い適応であると考えられる．本研究にお
いて2例 (Pt.No2, 7) でRoss手術を考慮したが，肺動
脈弁二尖弁のために手術を断念し，それぞれKonno

手術，AVRを施行している．本術式は幼児期から成
人期まで幅広い年齢での適応が可能で，本報告にお
いても肺動脈弁二尖弁以外の症例には適応可能で
あったと考える．周産期，遠隔期成績も良好なこと
が示されつつあるため，今後は治療選択のひとつと
して積極的に考慮すべきである．
　尾崎らの考案した，自己心膜をグルタールアルデ
ヒド処理した自己心膜を新規弁尖として使用する
大動脈弁形成術は，大動脈弁閉鎖不全症だけでなく
狭窄症にも適用可能で術後抗凝固療法を必要とし
ない．現在その良好な遠隔期成績が示されつつあ
る16)が，先天性症例や若年者，妊娠経験症例におけ
る報告はない．本症例のPt.No5-7のような妊娠・出
産適齢期にAVRを施行している症例などは大動脈
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弁形成術の良い適応であると考えられるため，今後
このような症例へ適応拡大し治療選択肢のひとつ
として考慮しなければならない．

結  語
　大動脈弁疾患を有する若年女性の妊娠・出産につ
いて後方視的に検討した．大動脈弁疾患を有する若
年女性が安全に妊娠・出産に至るためには，個々の
症例に応じた治療選択を十分に吟味して行う必要
がある．

利益相反関係の開示
　著者全員は当該研究に不適切な影響を及ぼす恐
れのある他の個人または組織との金銭的および個
人的な関係はありません．
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Abstract

Background: Various factors such as heart failure, left outflow tract stenosis, and perinatal
management of mechanical valve are associated with pregnancy and childbirth of young
patients with aortic valve disease. The purpose of this study is to evaluate the surgical
treatment strategy of young patients with aortic valve disease for pregnancy and childbirth.
Methods: Between 1992 and 2015, 8 patients who underwent the aortic valve surgery at the
pregnancy and childbearing age were retrospectively investigated. 
Results: Mean age at first aortic valve surgery was 16.9±7.2 years. Aortic valve replacement
was performed in seven cases, and Konno aortoventriculoplasty in three cases. Of 8 patients,
two patients did not have pregnancy, five patients experienced the childbirth, and one
patient underwent first aortic valve surgery after the child birth. Complications of mothers
included heart failure in two cases, arrhythmia in one case, and transient cerebral ischemic
attack in one case. Complications of children born included low-birth-weight in five cases and
respiratory failure in one case. Mean time from the last aortic valve surgery was 94.3±51.8
months. Late complications included cerebral infarction in one case and arrhythmia in three
cases. 
Conclusion: Therapeutic selection which was gave full consideration to should be taken for
young women patients with aortic valve disease in order to have them experience pregnancy
and childbirth safely.

Key words：Aortic valve disease, young women, pregnancy, operation，perinatal management


