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巻頭言

QOL指向型かつ侵襲最小化の治療戦略を

稲井  慶   東京女子医科大学成人先天性心疾患病態学研究部門

　近年内科・外科治療の発展によって，成人に達する先天性心疾患患者が増加している一方で，様々な遺残
症や合併症をかかえて，治療に難渋する患者が増えていることも確かである．それとともに，試みられる治
療が相当にリスクの高い方法にならざるを得ないこともしばしばであるのが，専門施設の現状であろう．エ
ビデンスに基づいた治療戦略を考えていくことはもちろんであるが，本分野では十分なエビデンスが揃って
いない領域も多く残されており，また疾患の希少性から今後もレベルの高いエビデンスの構築が困難な疾患
もすくなくない．そのような状況の中で，患者にある種のリスクの高い治療戦略を提案するとき，医療者側
でもその選択に様々な意見がかわされて，必ずしも，一致しえない場合も多々起こってくる．
　もちろん，多くの疾患や治療について，ハイレベルなエビデンスとはいかずとも，様々な研究がなされて
おり，それらの論文はわれわれ臨床家にとって，大いに参考になっている．しかし，その研究の設定したア
ウトカムによって，治療戦略の効果判定は大きく変わってくる．多くの論文で設定されるアウトカムが，患
者が社会でより幸福に生活していくこととどこまで結びつくかが不確かな場合も多いことにわれわれは自覚
的であるべきだと筆者は考えている．
　筆者の施設では，1970年代にユニットが開設されて以来，現在では年間400人以上の成人先天性心疾患患
者が入院されて様々な治療を受けている．解決すべき問題はそれぞれだが，外科手術も含めたある種の治療
を選択し，血液データや心機能の数字が改善しているにもかかわらず，患者の当初の苦痛があまり変わって
いないといったケースに遭遇することも少なくない．医療者側が，結果よしと考えても，患者側がその恩恵
をまったく意識できないこともあるであろう．そういった経験の蓄積の中から，自然と考えるようになった
ことだが，いずれの治療を選択するとしても，その結果もたらされるものがなんであるか，つまり何を指向
した戦略を組み立てるのかについて，一定の原理が必要だということである．そして，何が指向すべき公準
になるかといえば，間違いなく筆者はQOLだと考えている．SF36をはじめとしたQOL指標をみるとわかる
ように，QOLは身体面から精神・感情面，社会面にいたる多くの要素で複合的に成り立っており，人間が社
会の中で幸福に生きていくということを重層的な視点でとらえている．極端な話をすれば，EFが5%改善し
ても，本人の健康意識や感情・精神状況が悪くなってしまっていては，成功した治療とはいいがたいと思わ
れるのだ．これは目指すアウトカムをQOLに置いて初めて出てくる発想である．
　筆者は長らく臨床現場で運動負荷試験に携わってきたが，患者に運動を勧めるときに懸念していた点があ
る．適切なレベルの運動を行うことで，運動耐容能が改善されることが期待されるが，果たして，運動能力
が上昇することがQOLの改善に役立つといえるかどうかという問題である．そこで，筆者はフォンタン術後
患者のQOLをSF36で評価し，何が各指標を規定しているかを調査した．十分な多人数での研究結果ではな
いが，最高酸素摂取量と6分間歩行距離は患者本人の健康観と社会的役割，精神状態と深く関係していること
が分かった．もちろん，この検討はある断面での評価であり，当施設がその創成期から主張してきた，縦長
的視点（ライフロングケア）の観点からは試されていない．しかし，であるからこそ，この指向性で長期的な
治療計画の立案と結果の検証を行っていくべきだと考えている．さらに，これは当然の主張と思うが，同じ
結果をもたらすものであれば，必ず侵襲の少ない方法を選択すべきということも常に念頭に置いておきたい．
　本分野に携わり始めて以来，様々な機会にそのような点を述べてきたつもりであるが，再度ここで繰り返
しておきたい．成人先天性心疾患患者の診療においては，侵襲の最小化を基本としたQOL指向型の原理で臨
むべきである．検査データorientedでも，医療者のconfidence orientedでもない，Minimal invasive care

based, QOL orientedに舵をとっていきたいという意を強くしている昨今である．
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【原著】

右室拘束性循環動態 (restrictive physiology) の
先天性心疾患の妊娠・出産における意義

関根  美輪子1)，椎名  由美2)，服部  加奈子1)，吉野  順子1)，
中原  弘美1)，佐々木  友紀1)，井上  可奈子1)，石田  万理1)，

森町  梨香1)，新沼  廣幸2)，丹羽  公一郎2)

聖路加国際病院 　1)臨床検査科　2)循環器内科

要　旨

【目的】右室圧負荷を伴う成人先天性心疾患において約40-50%に右室拘束性A波の出現を認めるこ
とが報告されている．先天性心疾患の妊娠中は両心室に容量負荷が加わるが，妊娠中の右室拘束性
A波の出現頻度，原因，臨床的意義に関しての報告はない．本研究では先天性心疾患合併妊娠・出
産における右室拘束性A波・右室拘束性循環動態の意義について検討した．
【方法・結果】後方視的に47例の先天性心疾患合併妊娠症例の臨床所見と心エコー指標を検討した．
47例中11例に右室拘束性A波陽性を認め (23.4%)，妊娠前より4例 (未修復右室二腔症，肺動脈弁狭
窄術後，肺動脈弁狭窄＋心房中隔欠損修復後，ファロー四徴症心内修復術後)，妊娠30-32週におい
て新規の右室拘束性A波を3例 (修正大血管転位ダブルスイッチ後 (マスタード手術＋ラステリ手術
後) 2名，左室単心室septation・肺動脈弁狭窄解除後1名)，出産1-2日後において新規の右室拘束性
A波を4例 (漏斗部肺動脈弁下狭窄修復術後2名，肺動脈弁狭窄術後1名，ファロー四徴症心内修復術
後1名) に認めた．妊娠中・出産後の心血管イベント (心不全) の発生率は総じて低く (4人  8.5%，妊
娠高血圧症に関係しない心不全  2人  4.2%)，統計的な有意差はないが (p=0.053)，右室拘束性A波
陽性群においてNYHA functional class (FC) II度以上の頻度と妊娠中・出産後の心血管イベント
(心不全) の頻度とNT-pro BNPは高い傾向があった．全ての時期において，右室拘束性A波陽性群の
右室は肥厚し，推定右室収縮期圧は高く，右室長軸方向移動距離TAPSEは低かった．両心室拡張機
能の指標は全ての時期においてRV Eaが低い傾向にあったが，統計上の有意差は認めなかった．
【結語】先天性心疾患合併妊娠・出産において，右室拘束性A波陽性群のNYHA functional class

(FC) II度以上の頻度と妊娠中・出産後の心血管イベント (心不全) の頻度とNT-pro BNP値は高い傾
向がある．右室拘束性A波が妊娠中のイベント予測に有用である可能性は否定できないが，総じて
心血管イベント (心不全) の発生率は低く，A波陽性先天性心疾患合併妊娠においても，妊娠に伴う
容量負荷に対し比較的耐容能は高い．

キーワード：先天性心疾患，妊娠，右室拘束性循環動態，右室拘束性A波

背景・目的
　先天性心疾患を合併する妊娠・出産では，妊娠中
の右室容量負荷の増悪により時に心不全を合併す
る．先天性心疾患の妊娠中の心エコーでは，主肺動
脈血流の拡張末期に順行性血流を時々認めること
がある．Gatzoulisらが報告したこの右室拘束性A波
(Restrictive A wave) は，拡張末期に右室圧が肺
動脈圧より高いことを示し，右室拘束性循環動態
(restrictive physiology) 1)の存在を示唆するとされ
ている．右室拘束性A波は術後遠隔期思春期ファ
ロー四徴症の52.6%1)，中等度から重症度の右室流
出路狭窄・肺動脈弁狭窄を合併する成人の肺動脈弁

狭窄症の42%2)で認めることが報告されている．た
だし右室拘束性A波の頻度の報告は幅広く，若年成
人のファロー四徴症では38-60%1, 3-6)，若年者の肺
動脈弁狭窄症の42-48%2,7)との報告もあり，研究デ
ザインや対象症例年齢，症例群の背景の相違から生
じている．右室拘束性A波を示すファロー四徴症は
2つの異なる病態を反映して混在していると考えら
れており，①右室拘束性循環動態の好影響により右
室拡大が軽度で運動耐容能が保たれている群と②
肺動脈弁逆流による右室拡大が著明であり，右室拡
張障害により運動耐容能が著明に低下している群
の両群をみていると考えられており8)，後者の右室
2
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拘束性A波を示すファロー四徴症は予後が悪いと
考えられる．一方肺動脈弁狭窄症においては，右室
拘束性A波陽性群では心エコーにおける右室拡張能
の指標の有意差はないものの，右室の長軸方向の収
縮 (三尖弁輪長軸方向移動距離tricuspid annular

plane systolic excursion：TAPSE) と運動耐容能が
低下していることが判明しており，右室拘束性A波
陽性群では極早期の右室拡張不全に伴う運動耐容
能低下を観察しているものと考えられている2)．
　今までに先天性心疾患の妊娠中の右室拘束性A波
の出現頻度，原因，臨床的意義に関しての報告はな
く，本研究では先天性心疾患合併妊娠・出産におけ
る右室拘束性A波・右室拘束性循環動態の意義につ
いて検討した．

方  法
　対象は2009年2月より2015年7月の間に当院で妊
娠・出産した妊産婦のうち，単心室と先天性不整脈
疾患，肥大型・拡張型心筋症を除いた先天性妊娠症
例計47例とし，後方視的に検討した．心エコーデー
タ検討の際のコントロール群として，年齢が相応の
正常妊婦計10例 (年齢34.8±5.1歳) を検討した．心
エコー検査は妊娠前もしくは妊娠極初期 (妊娠8週
未満)，30-32週，出産後1-2日，出産後1か月に施行
したデータを2名で解析し，2名の解析データの平均
値を使用した．各時期において主肺動脈におけ
る連続波ドプラによる拘束性A波 (図1) の有無と，
両心室の収縮能 (左室駆出率，僧帽弁輪長軸方向移

図1　右室拘束性A波（Restrictive A wave）
主肺動脈における連続波ドプラによる血流記録で，拡張
末期の順行性血流を右室拘束性A波と定義．拡張末期に
右室圧が肺動脈圧より高いこと示し，右室拘束性循環動
態の存在を示す所見である．文献1に示すように，洞調律
において少なくとも連続3心拍で認められるものを陽性
とした．呼吸に関しては息止めはせずに自然な状態で計測
を行った．

動距離mitral annular plane systolic excursion

MAPSE，TAPSE)，拡張能の指標 (両心室等容弛緩時
間isovolumic relaxation time：IRT，組織ドプラ法
Ea，左室E/A)，推定右室収縮期圧 (三尖弁逆流圧較
差＋推定右房圧) を測定した．また各時期の血清ヒト
脳性ナトリウム利尿ペプチド前駆体N端フラグメン
ト：NT-pro BNPも測定した．超音波装置はPHILIPS

社製iE33，EPIQ7，SIEMENS社製SC2000を使用
した．その他の臨床情報はカルテと患者聞き取り調
査にて収集した．統計は，2群比較はStudent t検定
またはMann-Whitney U検定またはχ二乗検定，3群
比較はOne-way ANOVA検定を用いた．結果は平均
値＋/－標準偏差値表示とした．解析ソフトはMed

Calc version15.6.1を用いた．

結  果
①右室拘束性A波の出現頻度と右室拘束性A波陽性
　群の特徴（表1，表2，表3）
　47例中11例に右室拘束性A波を認めた (23.4%)．
妊娠前より4例 (未修復右室二腔症，肺動脈弁狭窄術
後，肺動脈弁狭窄＋心房中隔欠損修復後，ファロー
四徴症心内修復術後) に右室拘束性A波を認め，妊娠
中・出産後も消失することなく継続して認めた．妊
娠30-32週において新規の右室拘束性A波を3例に認
めており，修正大血管転位ダブルスイッチ後 (マス
タード手術＋ラステリ手術後) 2名，左室単心室
septation・肺動脈弁狭窄解除後が1名であった．出
産1-2日後において新規の右室拘束性A波を4例に認
めており，漏斗部肺動脈弁下狭窄修復術後が2名，肺
動脈弁狭窄術後が1名，ファロー四徴症心内修復術
後が1名であった．一方，コントロール群において
は妊娠中・出産後に右室拘束性A波を呈する例は皆
無であった．
　右室拘束性A波陽性群と陰性群を比較したとこ
ろ，出産年齢，出産週数，早産の頻度，2500g未満
の低出生体重児の頻度，第二子出産，帝王切開，産
科的合併症 (妊娠高血圧症) において有意差を認め
なかった．児の出生時体重は右室拘束性A波陽性群
の方が低い傾向にあったが，統計上の有意差は認め
なかった．
　表2に妊娠前または妊娠極初期の心エコーデータ
とカテーテル検査データを示す．当院は他の施設か
らのハイリスク妊娠紹介が非常に多く，妊娠前のカ
テーテル検査が可能であったのは1例のみであった．

②右室拘束性A波の陽性時期と心血管イベント発生
　率（表3）
　心血管イベント (心不全) は右室拘束性A波陽性
群3例と右室拘束性A波陰性群1例に認めた (8.5%)．
3
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表1　右室拘束性A波陽性群・陰性群の特徴

表2　右室拘束性A波の陽性11例の特徴

右室拘束性A波  陽性  11人 右室拘束性A波  陰性  36人 P value

心疾患

肺動脈弁狭窄症術後 2例

肺動脈弁狭窄症＋心房中隔欠損症術後 1例

肺動脈弁下狭窄症術後 2例

修正後ファロー四徴症  肺動脈弁狭窄症残存 2例

未修復右室二腔症 1例

修正大血管転位症 (マスタード＋ラステリ術後 ) 2例

左室単心室septation後  肺動脈弁狭窄解除後 1例

未修復心室中隔欠損症　　　　7例

修復後心室中隔欠損症　　　　3例

未修復心房中隔欠損症　　　　3例

修復後心房中隔欠損症　　　　3例

先天性僧帽弁逆流症　　　　　5例

先天性僧帽弁狭窄症　　　　　1例

川崎病後冠動脈瘤　　　　　　4例

修復後動脈管開存症　　　　　2例

修復後複雑大動脈縮窄症　　　2例

修復後ファロー四徴症　　　　2例

未修復修正大血管転位症　　　1例

修復後部分肺静脈還流異常症　1例

マルファン症候群　　　　　　1例

ターナー症候群　　　　　　　1例
NYHA I/II/III/IV 8/3/0/0 35/1/0/0 0.053

出産年齢 (歳 ) 32.7±4.9 33.5±4.5 ns

出産年齢 ≧35歳 5 (45.5%) 15 (41.7%) ns

出産週 36.1±4.9 38.2±2.3 ns

児の生下時体重 (g) 2447±865 2701±551 ns

低出生体重児 
(2500g未満 )

4 (36.4%) 9 (25.0%) ns

第二子出産 4 (36.4%) 4 (10.8%) ns

帝王切開 9 (81.8%) 21 (58.3%) ns

産科的合併症
(妊娠高血圧・切迫早
産・高位破水等 )

2 (18.2%) 4 (10.8%) ns

妊娠中の心血管
イベント (心不全)

3 (27.3%) 1 (2.8%) 0.053

妊娠前推定
右室圧
mmHg

肺動脈弁 /
右室流出
路狭窄

肺動脈弁
逆流

三尖弁
逆流

TAPSE
mm

RVEa
cm/s

NT-proBNP
pg/ml

カテーテル
RVEDP
mmHg

カテーテル
RV圧

mmHg

肺動脈弁狭窄術後 51 中等度 中等度 軽度 13.4 10 86.9 データなし データなし
肺動脈弁狭窄+
心房中隔欠損術後 30 軽度 中等度 軽度 21 15.3 60.6 データなし データなし

ファロー四徴症術後 55 中等度 中等度 軽度 16 12 72 データなし データなし
未修復右室二腔症 35 軽度 軽度 軽度 16 14 69 データなし データなし
修正大血管転位症 
(マスタード＋ラステリ
術後 )

85 中等度 中等度 中等度 12 8 508 データなし データなし

修正大血管転位症 
(マスタード＋ラステリ
術後 )

55 軽度 中等度 中等度 16 13.6 110 8 16/7/11

左室単心室septation後
肺動脈弁狭窄解除後 40 軽度 軽度 中等度 15 11 381 データなし データなし

肺動脈弁下狭窄症術後 32 軽度 軽度 軽度 18 19 72 データなし データなし
肺動脈弁下狭窄症術後 45 軽度 軽度 軽度 24 15 113 データなし データなし
肺動脈弁狭窄術後 45 軽度 軽度 軽度 14 15 79 データなし データなし
ファロー四徴症術後 49 中等度 中等度 軽度 16.2 15 44.9 データなし データなし
4
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表3　右室拘束性A波の陽性時期

4例全例が妊娠第3期に心不全を発症した．右室拘
束性A波陽性1例と右室拘束性A波陰性群1例は重症
妊娠高血圧症に引き続いて心不全を発症しており，
妊娠高血圧症や周産期心筋症の合併がない心不
全の発症は右室拘束性A波陽性2例のみであった
(4.2%)．心血管イベント (心不全) 発症4例のうち，
低左心機能 (左室EF45%程度) の妊婦は2名おり，
1名は右室拘束性A波陽性の左室単心室septation

後，もう1名は右室拘束性A波陰性の修復後ファロー
四徴症であった．NYHA functional class (FC) と妊
娠中の心血管イベント (心不全) においては統計的
な有意差はないものの (p=0.053, p=0.053)，右室拘
束性A波陽性群の方がNYHA FCが悪く，心血管イ
ベント (心不全) の頻度が高い傾向にあった．右室拘
束性A波陽性群のNYHA FC IIの3人は修正大血管
転位症ダブルスイッチ (マスタード＋ラステリ術)

後2人，左室単心室septation後1人であり，3人全員
が33-35週で心不全症状を呈したため，帝王切開に
て出産した．

③右室拘束性A波陽性群の心エコー指標・NT-pro 
　BNP（表4）
　右室拘束性A波陽性群の推定右室収縮期圧は全て
の時期において有意に高値であった．また右室拘束
性A波陽性群のTAPSEは全ての時期において有意
に低値であった．妊娠前と妊娠30-32週のNT-pro

BNPは陰性群と比較し有意に高値であった．妊娠前
の右室壁厚は，右室拘束性A波陽性群において有意
に厚かった (P<0.001)．両心室拡張機能の指標は全
ての時期においてRV Eaが低い傾向にあったが，統
計上の有意差は認めなかった．右室拘束性A波陽
性・陰性群において，その他の両心室拡張機能の指
標 (等容弛緩時間，左室E/A，E/Ea)，MAPSE，左
室駆出率は，全ての時期において統計上の有意差は

認めなかった．
　妊娠前の肺動脈弁逆流は，右室拘束性A波陽性群
11例中mild 8例，moderate 2例，severe 0例，描出
困難1例であり，右室拘束性A波 陰性群36例中mild

35例，moderate 0例，severe 1例であり，2群間に
有意差は認めなかった．陽性群の右室拘束性A波が
出現した時期に，心エコー上の肺動脈弁逆流が著明
に増加，減少する例はなかった．

④妊娠中または出産直後から新規の右室拘束性A波
　を認めた7例の検討
　サブ解析として妊娠中・出産直後から新規の右室
拘束性A波を認めた7例 (14.9%) において検討を
行った．その結果，患者背景において有意差を認め
たものは，NYHA FCと妊娠中の心血管イベント (心
不全) と児の出生体重，帝王切開であった (それぞれ
p<0.05)．妊娠中・出産後から新規の右室拘束性A波
を認めた症例では，NT-pro BNP，推定右室収縮期
圧は高く，TAPSEは有意に低かった．右室拡張能の
指標も低い傾向を示したが，7例と少数例の統計で
あり有意差を示さなかった．

考  察
　本研究において妊娠中・出産後に右室拘束性A波
陽性症例では，陰性群と比較し妊娠前のNYHA FC

が悪く妊娠中の心血管イベント (心不全) とNT-pro

BNPの頻度が高い傾向にあった．児への影響 (出産
週，出生時体重) や産科的合併症 (妊娠高血圧合併・帝
王切開) に関しては統計上の有意差は認めなかった．

①右室拘束性A波陽性の原因
　前述の通り右室圧負荷疾患では中等度以上の右
室流出路狭窄・肺動脈弁狭窄が存在する場合には約
40-50%に右室拘束性A波を認めることが判明して

妊娠前 30-32週 出産後1-2日 出産後1か月

肺動脈弁狭窄術後 ＋ ＋ ＋ ＋

肺動脈弁狭窄+心房中隔欠損術後 ＋ ＋ ＋ ＋

ファロー四徴症術後 ＋ ＋ ＋ ＋

未修復右室二腔症 ＋ ＋ ＋ ＋

修正大血管転位症 (マスタード＋ラステリ術後 ) ＋ ＋ ＋

修正大血管転位症 (マスタード＋ラステリ術後 ) ＋

左室単心室septation後  肺動脈弁狭窄解除後 ＋ ＋ ＋

肺動脈弁下狭窄症術後 ＋ ＋

肺動脈弁下狭窄症術後 ＋ ＋

肺動脈弁狭窄術後 ＋ ＋

ファロー四徴症術後 ＋ ＋
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表4　右室拘束性A波陽性群の心エコー指標とNT-pro BNP

妊娠前

妊娠30-32週

出産後1-2日

A波陽性 A波陰性 コントロール群 3群比較ANOVA 陽性 vs 陰性
RVSP mmHg 46.5+/-14.9 28.9+/-6.0 26.0+/-5.7 <0.05 <0.05

TAPSE mm 16.5+/-3.4 18.7+/-2.8 18.1+/-8.8 <0.05 <0.05

RV IVRT msec 57.1+/-7.6 55.3+/-7.9 53.3+/-5.8 ns ns

RV Ea cm/s 13.2+/-3.0 15.2+/-3.5 15.6+/-1.7 ns ns

RV Aa cm/s 7.9+/-1.7 8.5+/-2.1 8.5+/-2.1 ns ns

RV 自由壁壁厚 mm 6.1+/-0.8 3.3+/-0.9 3.1+/-0.3 <0.01 <0.001

MAPSE mm 16.5+/-4.2 16.8+/3.5 17.9+/-6.3 ns ns

LV IVRT msec 69.7+/-2.6 70.1+/-3.6 67.8+/3.1 ns ns

LV E/A 1.9+/-0.4 1.9+/-0.4 1.6+/-0.5 ns ns

LV Ea cm/s 18.8+/-5.4 18.4+/-1.1 19.4+/-2.3 ns ns

LV Aa cm/s 8.3+/-1.3 8.3+/-1.3 8.6+/-2.8 ns ns

LV E/Ea 4.6+/-2.7 4.9+/-0.3 4.2+/-2.1 ns ns

LV EF % 60.8+/-6.8 61.2+/-3.2 60.8+/-6.8 ns ns

NT-pro BNP pg/ml 145.1+/-152.0 35.0+/-21.9 23.8+/-71.1 <0.05 <0.05

HR bpm 66.8+/-6.2 65.0+/-11.8 62.6+/-7.3 ns ns

A波陽性 A波陰性 コントロール群 3群比較ANOVA 陽性 vs 陰性
RVSP mmHg 49.9+/-20.7 35.3+/-16.4 30.3+/-9.2 <0.05 <0.01

TAPSE mm 18.9+/-3.6 21.8+/-4.5 22.9+/-2.1 <0.05 <0.05

RV IVRT msec 57.1+/-5.6 55.3+/-7.9 55.7+/-9.3 ns ns

RV Ea cm/s 13.2+/-2.4 14.1+/-3.4 14.1+/-1.7 ns ns

RV Aa cm/s 9.1+/-2.9 9.4+/-2.8 10.6+/-3.1 ns ns

MAPSE mm 14.0+/-3.3 13.9+/-2.0 16.3+/-3.4 ns ns

LV IVRT msec 66.1+/-9.1 63.9+/-11.9 61.5+/-4.5 ns ns

LV E/A 1.9+/-0.3 1.71+/-0.6 1.4+/-0.3 ns ns

LV Ea cm/s 13.5+/-4.3 15.8+/-3.4 15.3+/-3.0 ns ns

LV Aa cm/s 8.6+/-2.0 8.7+/-2.4 9.5+/-2.0 ns ns

LV E/Ea 9.0+/-3.5 8.7+/-2.4 6.2+/-2.0 ns ns

LV EF % 57.5+/-6.8 61.6+/-8.0 63.3+/-3.1 ns ns

NT-pro BNP pg/ml 141.9+/-169.9 50.0+/-32.2 40.3+/-30.9 <0.05 <0.05

HR bpm 72.6+/-9.7 75.1+/-10.9 72.3+/-7.0 ns ns

A波陽性 A波陰性 コントロール群 3群比較ANOVA 陽性 vs 陰性
RVSP mmHg 42.6+/-10.8 35.5+/-12.9 28.5+/-8.2 <0.05 <0.01

TAPSE mm 17.4+/-3.7 21.4+/-4.1 20.3+/-1.2 <0.05 <0.01

RV IVRT msec 60.8+/-9.1 59.2+/-8.0 56.3+/-6.3 ns ns

RV Ea cm/s 10.1+/-4.1 12.6+/-3.8 12.1+/-2.6 ns ns

RV Aa cm/s 7.9+/-2.9 8.9+/-4.5 9.0+/-3.1 ns ns

MAPSE mm 17.2+/-1.7 17.1+/-2.0 18.5+/-2.2 ns ns

LV IVRT msec 69.8+/-10.7 70.2+/-11.6 65.9+/-4.9 ns ns

LV E/A 1.9+/-0.5 1.8+/-0.5 1.4+/--0.2 ns ns

LV Ea cm/s 12.8+/-2.4 14.6+/-4.6 13.8+/-5.1 ns ns

LV Aa cm/s 7.9+/-2.9 9.5+/-2.6 9.0+/-1.7 ns ns

LV E/Ea 7.6+/-1.9 6.7+/-2.7 6.6+/-3.1 ns ns

LV EF % 60.0+/-5.2 61.2+/-8.7 64.6+/-3.4 ns ns

NT-pro BNP pg/ml 256.1+/-390.5 237.1+/-207.7 29.7+/-24.3 ns ns

HR bpm 69.9+/-6.6 71.2+/-8.0 65.5+/-10.5 ns ns
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出産1か月後

略語：RVSP: right ventricular systolic pressure 右室収縮期圧，TAPSE: tricuspid annual plane systolic excursion三尖弁輪長軸方
　　　向移動距離，IVRT: isovolumic relaxation time 等容弛緩時間，Ea 組織ドプラ拡張早期波形，Aa組織ドプラ拡張後期波形，
　　　HR 心拍数

おり1,2)，基礎疾患が右室圧負荷疾患で右室壁肥厚を
伴う先天性心疾患症例に，さらに妊娠中の循環血液
量の増加・出産の運動負荷と出産後の静脈還流量の
増加という容量負荷が比較的短期間に加わること
で，拡張末期に右室圧が肺動脈圧を凌駕するという
右室拘束性循環動態を示し，右室拘束性A波が陽性
になったと考える．特に心疾患合併妊娠ハイリスク
群である修正大血管転位症や左室単心室septation

後症例の3例では循環血液量の増加した妊娠30-32

週で右室拘束性A波が陽性となり，2例で出産後には
消失していることより，潜在的な拡張障害を有する
右室にさらに妊娠よる容量負荷がかかった結果と
考える．妊娠前の右室壁厚は，右室拘束性A波陽性
群において有意に厚い傾向にあり，心エコー右室拡
張能指標の統計上の有意な低下を示さない程度の
軽度の右室壁肥厚の症例 (早期の拡張障害症例) に
おいても，右室拘束性A波が陽性となった可能性が
考えられる．また，右室拘束性A波はコントロール群
では全く出現しなかったが，単純先天性心疾患の肺
動脈弁狭窄でも陽性例を認めることより，過去の外
科手術による心膜の癒着や潜在する心筋障害，手術
時期の遅延，加齢性変化の総合的な要素が加わり，
より妊娠・出産時の血行動態の変化を表面化しやす
くなった可能性は否定出来ない．さらに先天性心疾
患の「肺動脈の硬さ」の問題も右室機能に影響を及
ぼすことはいくつかの論文で報告されており9-11)，
肺動脈の硬さの違いにより，妊娠中の容量負荷が右
室へ影響しA波出現に関与した可能性がある．妊娠

30-32週で右室拘束性A波が陰性で出産後1-2日で陽
性化した4例に関しては，①出産の運動負荷＋静脈
還流量の増加もしくは②妊娠32週以降に右室拘束
性A波が陽性となったが，心エコー検査のタイミン
グの問題で陽性の事実を逃している可能性を考え
ているが，心臓のフォローアップ病院と出産病院が
異なる妊婦が複数存在するため，35-36週の心エ
コーの評価は不明である．

②右室拘束性A波・右室拘束性循環動態の先天性心
　疾患の妊娠・出産における意義
　ファロー四徴症や肺動脈弁狭窄1,2)の報告と比較
し，妊娠中・出産後の右室拘束性A波陽性率は23.4%，
妊娠による新規の陽性率は14.9%と低い傾向にあっ
た．今回の研究は単一疾患群を検討しているわけで
はないため単純な比較はできないが，妊娠・出産に
臨むことが出来る先天性心疾患合併妊婦は，比較的
両心機能が良好でNYHA FCが良いことが低い陽性
率の理由の一つとして考えられる．妊娠中・出産後
に右室拘束性A波が陽性であった症例では，妊娠前
のNYHAFCがII度以上の頻度 (3人，27.2%)，妊娠
中の心血管イベント (心不全) の頻度 (3人，27.2%)

が高い傾向にあった．その一方で出産後に右室拘束
性A波陽性を示した4例 (36.4%) では妊娠による心
不全は認めなかった．この右室拘束性A波に関して
は注意深く解釈する必要がある．妊娠前のNYHA

FCが悪いと妊娠中の心血管イベント (心不全) の頻
度が高いことは既知であり12,13)，感度の低い右室拘
束性A波が既知の妊娠・出産の予後予測因子に優る

A波陽性 A波陰性 コントロール群 3群比較ANOVA 陽性 vs 陰性
RVSP mmHg 42.2+/-13.5 32.5+/-14.7 28.5+/-2.2 <0.05 <0.05

TAPSE mm 18.9+/-3.3 21.3+/-4.7 20.3+/-1.2 <0.05 <0.05

RV IVRT msec 57.7+/-4.8 59.7+/-3.1 56.9+/-3.4 ns ns

RV Ea cm/s 11.6+/-4.4 14.4+/-2.4 15.2+/-3.1 ns ns

RV Aa cm/s 9.0+/-3.1 10.5+/-3.5 9.9+/-2.7 ns ns

MAPSE mm 17.1+/-2.8 17.1+/-2.0 18.7+/-2.9 ns ns

LV IVRT msec 70.2+/-10.2 70.2+/-11.6 66.0+/-5.1 ns ns

LV E/A 1.7+/-0.7 1.8+/-0.5 1.4+/-0.2 ns ns

LV Ea cm/s 12.9+/-5.1 16.6+/-4.1 17.4+/-3.3 ns ns

LV Aa cm/s 6.4+/-3.0 6.7+/-1.7 8.0+/-1.7 ns ns

LV E/Ea 8.0+/-3.6 6.1+/-0.9 6.0+/-3.7 ns ns

LV EF % 57.2+/-7.8 61.2+/-8.7 64.6+/-3.4 ns ns

NT-pro BNP pg/ml 155.3+/-260.1 82.8+/-77.1 41.0+/-40.9 <0.05 ns

HR bpm 65.3+/-9.2 64.6+/-7.7 68.7+/-13.3 ns ns
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とは決して言えないことを強調する．本研究の対象
症例の基礎疾患は単一疾患ではなく，右室容圧負荷
のみ，右室容圧負荷＋容量負荷，右室容量負荷，両
心室不全症例が混在しており，妊娠前のNYHA FC

が今回の結果に影響を及ぼしている可能性がある．
また心血管イベント (心不全) が出現した陽性群3例
のうち1例と陰性群1例は妊娠高血圧症に続発した
心不全が含まれており，純粋な妊娠に伴う心不全は
陽性群の2例のみであり，ごく少数例のため統計上
有意差が出にくく，今後大規模な検討が必要である
と考える．特に妊娠30-32週で右室拘束性A波が出現
した場合には妊娠中の循環血液量増加による右室
拘束性循環動態の変化を表している可能性があり，
本報告は初であり意義のあるものと考えるが，3例
と少人数のためその意義を議論し明確に提示する
ことは難しい．

③心エコー指標による右室機能と右室拘束性A波・
　NT-pro BNPについて
　先天性心疾患合併妊娠における右室拘束性A波
は，2群 (①右室拘束性循環動態の好影響により右室
拡大が軽度で運動耐容能が保たれている群と②肺
動脈弁逆流による右室拡大が著明であり，右室拡張
障害により運動耐容能が著明に低下している群) の
うち①にあたる予後良好群を観察していると考え
る．心エコー検査上右室の拡張能指標に関しては統
計上の有意差が出ず，以前の陽性群と陰性群を比較
した報告と同様の結果であったが14)，今回の検討で
は症例数が少ないため統計の有意差が生じなかっ
た可能性があり，右室拡張能の指標が著しく低下す
る前に先に右室拘束性A波が出現している可能性が
ある．
　NT-pro BNPに関して述べると，右室拘束性A波
陽性群において，妊娠30-32週でNT-pro BNPと推
定右室収縮期圧の有意な上昇を認めTAPSEに有意
差な低下を認めた．本研究において右室拘束性A波
陽性群・陰性群の中で低左室機能症例はそれぞれ
1例のみであり (左室型単心室septation後と修復後
ファロー四徴症)，今回の結果において右室機能が一
定の影響を及ぼすことは明白である15)．大規模臨床
研究のZAHARAスタディにおいて，妊娠中のNT-

pro BNPの上昇は先天性心疾患合併妊娠中の心疾
患イベント予測に有用であることが報告されてお
り12,13)，右室拘束性A波陽性群において妊娠中の
NT-pro BNPが有意に高値であったことは無視でき
ない．しかし，今回の規模の研究ではNT-pro BNP

値が20-500台まで幅広く，右室拘束性A波陽性群と
右室機能とNT-pro BNP値の関係は不明であった．

本研究の限界と今後の課題
　今回の研究では妊娠前の心臓カテーテル検査が
ほとんどの症例で未施行であり，侵襲的に正確な評
価が行われていない．また症例数が少ない故に統計
上の有意差が出難い可能性が残る．今回は後方視的
研究であり，検討した項目では拡張機能をすべて把
握するには充分ではなく，今後前視的研究により複
数の右室拡張機能の指標にて総合的に検討する必
要がある．
　今回の検討では，A wave陽性群と陰性群ともに
出産年齢35歳以上の割合は40%を超え，先天性心疾
患を合併する女性においても妊娠・出産の高齢化を
示唆しており，妊娠・出産の負荷と加齢により右室
拡張障害を生じる可能性がある．右室拘束性循環動
態を示唆するとされる右室拘束性A波が極早期の右
室拡張障害を示しているのか，全く異なる病態を示
しているのかに関しては，カテーテル検査の結果も
含め今後更なる大規模な検討が望まれる．

結  語
　先天性心疾患合併妊娠・出産において，右室拘束
性A波陽性群はNYHA functional class (FC) II度以
上の頻度と妊娠中・出産後の心血管イベント (心不
全) の頻度とNT-pro BNP値は高い傾向がある．右室
拘束性A波が妊娠中のイベント予測に有用である可
能性は否定できないが，総じて心血管イベント (心
不全) の発生率は低く，A波陽性先天性心疾患合併妊
娠においても，妊娠に伴う容量負荷に対し比較的耐
容能は高い．
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Impact of Right Ventricular Restrictive Physiology in 
pregnancy and childbirth with congenital heart disease

Miwako Sekine1), Yumi Shiina MD, PhD2), Kanako Hattori1), Junko Yoshino1), 
Hiromi Nakahara1), Yuki Sasaki1), Kanako Inoue1), Mari Ishida1), 

Rika Morimachi1), Hiroyuki Niinuma MD, PhD2), Koichiro Niwa MD, PhD2)

St.Luke’s International Hospital 1)Clinical Laboratory, 2)Cardiovascular Center

Abstract

Aim: No study has reported potential right ventricular (RV) restrictive physiology in
pregnant patients with congenital heart disease (CHD). We aimed to evaluate the impact of
RV restrictive A wave and RV restrictive physiology on cardiac events in pregnancy with
CHD. 
Methods and results: etrospectively, we enrolled 47 patients who had successful delivery
and assessed RV restrictive physiology and NT-pro BNP in addition to conventional echo
parameters. Eleven patients (23.4%) showed RV restrictive A wave. Four patients had
cardiac events (heart failure) during pregnancy (8.5%), whereas only 2 patients had heart
failure which was not associated with pregnancy induced hypertension (4.2%). In the group
with RV restrictive A wave, there was a tendency of worsen NYHA FC and higher cardiac
events (heart failure), compared to the group without RV restrictive A wave (P=0.053,
P=0.053). There was no significant difference in mother’s age, obstetric events, or influences
on childbirth between the two groups. The estimated RV systolic pressure, RV wall thickness
and NT-pro BNP were significantly higher and TAPSE was lower in the group with RV
restrictive A wave at baseline and 30-32 weeks pregnancy. The group with RV restrictive A
wave had a tendency of lower RV Ea, but there was no statistical difference.
Conclusions: The group with RV restrictive A wave shows a tendency of worsen NYHA FC,
higher incidence of heart failure and higher NT-pro BNP. There is a small possibility that
restrictive A is informative in pregnancy with CHD, whereas overall pregnancy is well-
tolerated even in this challenging group.

Key words：Congenital heart disease, Pregnancy, Restrictive physiology, Restrictive A wave
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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

古田  晃久1)，小出  昌秋1)，國井  佳文1)，前田  拓也1)，岡本  卓也1)，
髙柳  佑士1)，森  善樹2)，中嶌  八隅2)，金子  幸栄2)，井上  奈緒2)，

村上  知隆2)，磯崎  桂太朗2)，岡  俊明3)，杉浦  亮3)

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
11
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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 
12



日本成人先天性心疾患学会雑誌 (2016年7月)
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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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
14
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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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Pregnancy and deliver of young women patients with 
aortic valve disease
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2)Department of Pediatric Cardiology, Seirei Hamamatsu General Hospital

3)Department of Cardiology, Seirei Hamamatsu General Hospital

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
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Fontan術後の運動中の周期性呼吸変動

宗内  淳1)，渡辺  まみ江1)，長友  雄作1)，落合  由恵2)，
城尾  邦彦2)，折口  秀樹3)，城尾  邦隆1)
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要　旨

【背景と目的】周期性呼吸変動は成人慢性心不全患者の約20%に観察される現象で予後不良因子と
される．Fontan術後患者において周期性呼吸変動の有無と臨床像との関連の報告は少ない．そこで
周期性呼吸変動の有無と遠隔期の臨床症状との関連を検討した．
【対象と方法】心肺運動負荷試験 (CPET) を施行したFontan術後患者のうち15歳以上に到達した
43例を対象とした．CPET施行年齢は9 (6～30) 歳，Fontan術後4 (1.8～15) 年であった．最終観察
時年齢20 (15-34) 歳におけるNYHA分類を検討した．
【結果】最大酸素摂取量 (Peak VO2) 31.8 (18.8-48.1) ml/分/kg，%peak VO2 66 (41-102) %，二酸
化炭素換気当量変化 (VE/VCO2 slope)  32.0 (18.2～40.5)，%VE/VCO2 slope 72 (41-92) %，最大
心拍数145 (104-198)／分であった．CPET中の周期性呼吸変動を23例 (53%) に認め，周期性呼吸性
変動を認めた患者群の方がpeak VO2 (35.5 vs28.4 ml/分/kg, p＜0.001) と%peak VO2 (74 vs 59 %,

p=0.001) が高値であった．VE/VCO2，% VE/VCO2，最大心拍数においては周期性呼吸変動の有
無と有意な関連はなかった．またCPETと同時期の血行動態評価において，周期性呼吸変動の有無
と中心静脈圧，心係数，PA indexに差がなかった．周期性呼吸性変動を認めた群では最終観察時
NYHA分類I度20例(87%)，II度3例(13%)であったのに対して，周期性呼吸変動を認めなかった群に
おいてはNYHA分類I度15例(75%)，II度2例(10%)，III度3例(15%)であった．
【結論】Fontan術後患者で周期性呼吸変動が高頻度に生じていた．小児期の周期性運動中の周期性
呼吸変動を認めないことと遠隔期に有症状となる傾向が示唆された．

キーワード：Fontan手術，心肺運動機能試験，周期性呼吸，遠隔期予後

緒  言
　Fontan型手術は二室修復不能な機能的単心室患
者の最終的姑息術として広く行われるように
なってきたが，肺への駆動心室欠如のため肺循環に
おける換気血流不均衡を生じていることや，直列と
なった体肺循環から生じる心室後負荷増加，およ
び複数回に及ぶ先行手術や潜在する刺激伝導系の
異常などから心拍応答低下を生じることにより運
動耐容能低下がみられる1-3)．そのためFontan術後
患者において心肺運動機能試験 (cardiopulmonary

exercise test；CPET) を行うと，運動負荷時最大酸
素摂取量 (peak VO2) は健常者の40～60%であると
される1,4,5)．一方でFontan術後患者の多くで運動
中に周期性呼吸変動を観察する6)．運動中の周期性
呼吸変動は分時換気量 (VE) が周期性に変動する現
象で，運動強度の増加に伴い定常的に認められる．
Cheyne-Stokes呼吸の一種と考えられているが，
Cheyne-Stokes呼吸とは異なり間欠的な無呼吸期

を伴わない．周期性呼吸変動の詳細な病態生理は不
明だが，循環不全・低心拍出状態を背景として循環
調節に主要な働きをもつ末梢組織や中枢神経にお
ける圧受容体および化学受容体の過剰反応が関連
しているとされる7,8)．この現象は成人慢性心不全患
者の約20%に観察され，その所見は重要な予後不良
因子とされる9)．Corraらは成人慢性心不全患者の
CPET中の周期性呼吸性変動の有無で2群の予後を
比較したところ，周期性呼吸変動を認めた群におい
て有意に生存率が低かったことを報告している．既
報のpeak VO2や二酸化炭素換気当量変化 (VE /

VCO2 slope) よりも高い感度で遠隔期予後を反映
すると報告し，欧州心臓病学会からの急性・慢性心
不全の診断と治療に関するガイドラインにおいて
も運動中の周期性呼吸変動は予後不良因子の一つ
として挙げられている．Fontan術後患者もまた潜在
的な慢性心不全の状態であるが，Fontan術後患者
における運動中の周期性呼吸変動とその予後に関
17
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する知見は少ない．そこで今回私たちはFontan術
後患者における周期性呼吸変動の有無が遠隔期の
NYHA心機能分類にいかに影響するかを検討した．

対象と方法
　当院で2014年までに施行したFontan型手術140

例中63例において，Fontan型術後5年目に血行動態
評価として，心臓カテーテル検査およびCPETを
行った．全ての患者において書面による説明と同意
を得た後に検査を実施した．ペースメーカ植え込み
患者や脳神経障害・発達障害のある患者は運動負荷
が十分行うことができないため除外した．CPETは
自転車エルゴメーターによる漸増負荷 (Ramp法)

により負荷を行ったが，体格的に自転車エルゴメー
ターができない場合はトレッドミルによる負荷を
行った．3分間のウォームアップ後，1分間に15%

ずつ負荷を増加させていった．患者の検査に対する
不安を軽減させ正確な運動負荷状態を評価するた
めに，CPET施行の前日に実際にマスクを装着して
練習をした．呼気ガス分析はCpex-1 (インターリハ
株式会社，東京) を用いて呼吸ごとの分時換気量
(VE)，分時酸素摂取量 (VO2)，分時二酸化炭素排泄
量 (VCO2) を算出した．酸素・二酸化炭素分析器や
感知器はそれぞれの検査ごとにキャリブレーショ
ンした．またVEとVCO2を継時的にプロットするこ
とでVE／VCO2 slopeを求めた．更にpeak VO2と
VE／VCO2は年齢よる正常値との比率を% peak

VO2と% VE／VCO2として算出した10)．全ての患
者において最大運動が行われるように努力し，十分
な運動負荷の客観的指標とされるVCO2／VO2＞

1.2を目標とした．運動負荷中の周期性呼吸変動の判
定はCorra` Uらの報告に基づき行った9)．負荷中VE

の経時的変化をグラフ化し，VE変動において安静時
の15%よりも大きくなる振幅の変動が，総負荷時間
の60%以上において観察される場合を周期性呼吸
変動とした (Figure 1)．また心臓カテーテル検査を
CPETとほぼ同時期に施行し，圧測定と心拍出量測定
(Fick法) をした．また心血管造影によりpulmonary

arterial (PA) indexを算出した．
　対象患者をCPETによる周期性呼吸性変動があ
る群とない群の2群に分け，CPET中の指標として
peak VO2，% peak VO2，VE／VCO2 slope，% VE

／VCO2 slope，最大心拍数，また血行動態指標とし
て中心静脈圧，PA index，肺血管抵抗，心係数を2群
間で比較した．またそれぞれの群において最終観察
時年齢が15歳以上となった時点での，死亡例，心血
管イベント，NYHA心機能分類を検討した．ここで
の心血管イベントは新たな不整脈，蛋白漏出腸症，
血栓・塞栓症，あるいは心症状のための予期せぬ入
院とした．
　数値は中央値で表し，括弧内に最小値と最大値を示
した．統計学的検討はMicrosoft社製Excelのアドイ
ンソフトExcel統計2012年度版 (SSRI, 東京) を用い
た．2群間比較はχ2乗検定またはMann-Whiteney

U検定により比較検討し，p値＜0.05を統計学的に
有意とした．

結  果
　患者データをTable 1に示す．全対象43例の性別は
男26例で，主心室形態は左心型 (三尖弁閉鎖・純型肺

Figure 1.　EOV was defined as cyclic fluctuations in VE lasting 60% of the exercise protocol duration,

with an amplitude15% of the average amplitude of cyclic fluctuations at rest.

VE
 

Warm-up Warm-up Exercise Exercise 

Without EOV With EOV 
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Table 1.　Demographic, CPET and hemodynamic data in the patients  with EOV and without EOV

動脈閉鎖等) 16例 (37%)，右心型 (左心低形成・右心
型単心室等) 40例，分類不能 (血管関係異常のある房
室中隔欠損・修正大血管転位等) 10例 (23%) であっ
た．また内臓錯位症候群合併は9例 (右側相同6例，
左側相同3例) であった．Fontan手術年齢4.1 (1.8～
15.4) 歳であり，全例においてtotal cavopulmonary

connection (心外導管法31例，心内導管法12例) を
行った．CPET施行時年齢は9.8 (7.2～30.7) 歳で，
Fontan術後4.1 (1.8～15.4) 年であった．全43例に
おいてCPETの結果はpeak VO2 31.8 (18.8-48.1)

ml/分/kg，%peak VO2 66 (41-102) %，VE/VCO2

slope 32.0 (18.2～40.5)，%VE/VCO2 slope 72 (41-

92) %，最大心拍数145 (104-198)／分であった．心
臓カテーテル検査に基づく血行動態データは心係
数4.1 (2.5～5.6) L／分／m2，中心静脈圧11 (6～23)

mmHg，肺血管抵抗係数1.1 (0.3～2.5) Wood単位／
m2，PA index 232 (149～490) mm2／m2であった．
　運動中の周期性呼吸変動は23例 (53%) に認めら
れた．周期性呼吸変動を認めた群 (23例) と認めな
かった群 (20例) の各群における，peak VO2，%

peak VO2，VE/VCO2 slope，%VE/VCO2 slope，最
大心拍数，心係数，中心静脈圧，肺血管抵抗係数，
PA indexをTable 1に占示す．周期性呼吸を認めな
かった群のpeak VO2と%peak VO2はそれぞれ28.2

(18.8～39.9) ml／分／kgと74 (56～102) %であり，
周期性呼吸変動を認めた群のpeak VO2 35.7 (26.5

～43.1) ml／分／kgと% peak VO2 59 (41～81) %

に対して有意に低値であった (p＜0.0001)．VE／
VCO2，% VE／VCO2，最大心拍数に有意差はな
かった．また心臓カテーテル検査による血行動態指
標 (心係数，中心静脈圧，肺血管抵抗係数，PA index)

も2群間において有意差はなかった．

　最終観察時の年齢は20.6 (15.4～34.1) 歳であり，
Fontan術後15.2 (5.5～21.5) 年，CPET施行後9.1

(0.3～12.1) 年であった．周期性呼吸変動を認めた群
と認めなかった群では最終観察時年齢やFontan術
後期間およびCPET施行後観察期間において有意差
はなかった．観察期間中の死亡例，心血管イベント
およびNYHA心機能分類をTable 2に示す．観察期
間中の死亡例はなかった．心血管イベントを11例
(26%) に認め，周期性呼吸変動を認めた群では5例
(不整脈2例，蛋白漏出腸症1例，予期せぬ入院2例)，
認めなかった群では6例 (不整脈1例，蛋白漏出腸症
1例，血栓・塞栓症2例，予期せぬ入院2例) であり有
意差はなかった．最終観察時のNYHA心機能分類
は，周期性呼吸性変動を認めた群ではNYHA分類I

度20例，II度3例であったのに対して，周期性呼吸
変動を認めなかった群においてはNYHA分類I度15

例，II度2例，III度3例であった．心血管イベントお
よびNYHA心機能分類を比較した場合，周期性呼吸
変動を認めなかった群において遠隔期において有
症状となる傾向であった．

考  察
　今回の検討では，Fontan術後患者の約半数に運動
中周期性呼吸変動を認め，周期性呼吸変動を認めな
い群の方がpeak VO2が低い傾向であった．周期性
呼吸変動の有無と心臓カテーテル検査による安静
時血行動態指標との間には関連がなかった．また観
察期間中央値20年 (Fontan術後中央値16年) におい
て，周期性呼吸変動を認めない群では，NYHA心機
能分類III度3例であったのに対し，周期性呼吸変動
を認めた群では全例NYHA心機能分類I／II度であ
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Table 2.　Death, cardiovascular events and NYHA functional class at the last follow up 

in patients with EOV and without EOV.

り，周期性呼吸変動を認めない群では遠隔期におい
て有症状となる傾向があることを明らかにした．
　Fontan術後患者における運動中周期性呼吸変動
は46%に認められ，成人慢性心不全患者における既
存の報告と比較して高い頻度で観察された．運動中
の周期性呼吸性変動はCheyne-Stokes呼吸の一種
と捉えられ，運動による酸素需要量の増加に応じた
呼吸循環調節反応の異常と考えられている7,8,9)．つ
まり慢性心不全状態により生じる換気血流不均衡，
生理学的死腔増大，一回換気量減少，動脈血CO2分
圧感受性閾値亢進を背景とし，低心拍出量のために
自律神経の求心性経路と遠心性経路を介した呼吸
循環調節フィードバック機構の情報伝達に時間的
差異を生じることで引き起こされる現象である．
従って，末梢組織で運動による血中CO2上昇を感知
すると求心路を介して伝達されるものの低心拍出
量のため伝達に時間を要することと，CO2分圧感受
性閾値亢進のため過剰応答が生じるために過換気
状態となる．末梢組織でのCO2は速やかに低下する
ものの，その情報伝達にもまた時間を要してしまう
ためCO2低下は進行し，その情報を中枢神経が感知
したときには低CO2血症となっているために中枢
組織は低換気状態を引き起こす．この時間的差異を
伴う情報伝達の繰り返しが周期性呼吸変動の病態
であるとされる．Fontan術後患者における運動中の
呼吸運動反応の様々な研究において，肺への駆動心
室欠如のため肺循環における換気血流不均衡を生
じていることや，直列となった体肺循環から生じる
心室後負荷増加，また複数回に及ぶ先行姑息手術の
ため肺拘束性障害を生じていることが知られてい
る1-3)．またFontan術後患者の運動時における交感
神経亢進 (副交感神経低下) や末梢化学受容体感受
性閾値亢進も報告されており，Fontan術後に特有の

血行動態を背景として慢性心不全としての呼吸循
環反応の不調和を生じている11,12)．このような背景
から運動中に周期性呼吸変動を生じることは容易
に想像され，今回の検討のようにFontan術後患者に
おいて高頻度で周期性呼吸変動が観察されたと考
えた．近年ボストン小児病院からFontan術後患者
235名のCPET中の周期性呼吸変動による検討が報
告された12)．その報告によると周期性呼吸変動は
38%に観察されたと報告され，やはり周期性呼吸変
動がFontan術後患者では比較的高い頻度で観察さ
れる現象であると考えた．
　また，周期性呼吸変動を認めなかった群では周期
性呼吸を認めた群と比較してpeak VO2が低値であ
り，NYHA心機能分類が高い傾向であることを明ら
かにした．この結果は二室循環における慢性心不全
患者とは異なる結果であった9)．Fontan術後患者に
おいては運動中の呼吸回数増加が認められ，臥位運
動中の心臓MRIによる評価では心拍出量の約30%

が呼吸運動に影響していることが示されている14)．
実際に私たちは心臓カテーテル検査時の下大静脈
造影で吸気時の造影剤の流速の増加を観察し，呼吸
運動が循環に大きく影響することを目の当たりに
する．近年の詳細な報告では，Fontan術後患者の運
動中の血行動態評価においては運動中の心拍出量
増加は主に骨格筋の筋肉ポンプによる影響が大き
いものの，呼吸運動も重要であり，運動中の胸腔内
圧上昇は静脈還流量低下を招き運動耐容能低下に
大きく寄与するとされている15)．このことからも
Fontan術後患者において運動による心拍出量増加
を生じるために呼吸運動の役割は大きいように思
える．今回の検討では，Fontan術後者では運動中の
周期性呼吸変動を認めない群においてpeak VO2が
低値であったことから，周期性呼吸変動を認めない

without EOV with EOV p value
Death
Cardiovvascular events 6 5 ns

Arrhythmia 1 2
Protein losing enteropathy 1 1

Thromboembolism 2
Unexpectable admission 2 2

NYHA functional class
I 14 20 ns

II 3 3 ns
III 3 ns
IV
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群ではこのような呼吸調節反応が十分に生じてい
ないのではないかと推測し，今後の更なる検討が必
要と考える．また，周期性呼吸変動を認めない群に
おいてpeak VO2が低値であった別の理由として，
運動中に十分な心拍出量増加が得られない症例に
おいては死腔換気増加によるCO2貯留が生じてし
まうために周期性呼吸変動が消失してしまうのか
もしれないと考えられるが，今回の検討で周期性呼
吸変動ある群とない群の間でVE／VCO2 slopeに有
意差はなかったこと，Ohuchiらの報告でFontan術
後患者のCPET中に血中CO2濃度はさほど上昇しな
いことなどから否定的である．一方で前述したボス
トン小児病院からの報告によると，周期性呼吸変動
を認めた群においては若年者が多く，VE／VCO2

slopeが高値である傾向にあったが，peak VO2には
差がなかったとされる13)．
　Fontan術後患者における運動中の周期性呼吸変
動と予後との既存の報告は少ない．周期性呼吸変動
を認めなかった群においてはNYHA心機能分類III

度／IV度の症例は認めなかったものの，周期性呼吸
変動を認めた症例ではIII度／IV度の症例が約5%に
認められ，中央値5年の経過観察期間において生存
率・心移植回避率が有意に低く，運動中の周期性呼
吸変動は予後不良因子であった13)．今回の検討にお
いてはCPET施行年齢中央値9.8歳であり，ボストン
小児病院の報告が10代後半～20代を対象としてい
たことに比較すると，かなり低年齢を対象としている
ので，周期性呼吸変動の観察頻度が高かったものと
考えられる．また今回の検討では観察期間はFontan

術後中央値16.3年，CPET施行後中央値10.1年で
あった．ボストン小児病院の報告では10年以上の観
察を行っているのは27名と少数である一方で，私た
ちのデータは学童期のCPETによる周期性呼吸変動
の有無が，成人期の予後を反映するものとして位置
づけられる．peak VO2低値であることは運動中の
心拍出量増加不良を反映している可能性があり，遠
隔期に有症状となりやすい傾向にあることを反映
していると推測した．
　安静時の血行動態指標は運動時の呼吸循環反応
とは関連はなかった．この結果はこれまので数多く
のFontan術後患者におけるCPETデータと血行動
態データとの関連を検討した報告においても，低い
心拍出量や高い中心静脈圧がpeakVO2低下と関連
しているという報告が散見されるものの，報告によ
り結果が異なり決定的な関連因子が見いだせない
ことからも推測される結果であった．Fontan術後
患者においては運動によってどの程度心拍出量
増加を生じることができるかどうかは，心室機能の
みならず，肺循環受容量，すなわち肺循環コンプラ

イアンスや静脈キャパシタンスが影響してくると
考えられる16)．これまで多くの小児循環器医が，
Fontan術後患者がより良い運動耐容能を獲得でき
るようにFontan手術に至るまでの治療計画を工夫
してきたことに加え，今後いかに良い循環状態を維
持してゆくかを考える上で心臓リハビリテーショ
ンの重要性にも着目したい．Fontan術後患者におい
ては継時的にpeak VO2は低下してゆくことが知ら
れる18)．一方で心臓リハビリテーションによる介入
を行うとpeak VO2が改善することも知られる19)．
また前述したように筋肉ポンプが心拍出量増加に
寄与していることから，運動による筋量増加が生じ
てくることも運動耐容能改善に良い効果が得られ
るとの報告もある20,21)．このような研究結果から，
Fontan術後患者の運動耐容能維持における積極的
な運動療法に期待したい．

本研究の限界
　今回の研究では，幼少期より臨床症状のある患
者，つまりNYHA心機能分類V度の症例，蛋白漏出
性腸症合併や不整脈合併症例は含まれておらず，比
較的，自覚症状の乏しい患者，NYHA心機能分類の
低い患者の前方視的検討であったため，最終観察時
点において高いNYHA心機能分類の患者が含まれ
なかった．そのため周期性呼吸変動の有無と心血管
イベント発症数や最終NYHA心機能分類の間に有
意な関係性は見られず，周期性呼吸変動がない症例
群においてNYHA心機能分類III度の症例が3例含ま
れたにとどまった．更なる症例数や観察期間が必要
であるかもしれない．また運動負荷試験は最大運動
負荷を目標として，VCO2／VO2＞1.2となることを
目標としたが，今回の研究ではVCO2／VO2は中央
値1.0 (最小0.9～最大1.9) であった．研究対象年齢
が中央値10歳であったので十分な運動負荷ができ
てない可能性は否定できない．

結  論
　Fontan術後患者における運動中の周期性呼吸変
動は，Fontan循環の特徴から生じる慢性心不全を背
景として比較的高率に観察される現象であった．し
かし周期性呼吸変動を認めない症例において，遠隔
期において有症状となる傾向にあり，二室血行動態
の慢性心不全患者とは異なる反応を示すことは特
筆すべきことであった．

利益相反に関して
　日本循環器学会，日本小児循環器学会および日本
成人先天性疾患学会の定める利益相反に関する開
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示事項はありません．

　本研究の内容は第17回日本成人先天性心疾患
学会で発表したものである．
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Exertional oscillatory ventilation in Fontan patients

Jun Muneuchi M.D.1), Mamie Watanabe M.D.1), Yusaku Nagatomo M.D.1), 
Yoshie Ochiai M.D.2), Kunihiko Joo M.D.2), Hideki Origuchi M.D.3), 

Kunitaka Joo M.D.1)

1)Department of Pediatrics, Japan Community Healthcare Organization Kyushu Hospital, 
2)Department of Cardiovascular Surgery, Japan Community Healthcare Organization Kyushu Hospital, 

3)Department of Cardiology, Japan Community Healthcare Organization Kyushu Hospital

Abstract

Background: Exertional oscillatory ventilation (EOV) during exercise has been noted in
about 20% of adult patients with chronic heart failure, which is considered as the poor
prognostic factor. There is few reports about the relationship between EOV and clinical
symptoms among Fontan patients.
Patients and Methods: We studied 43 Fontan patients above 15 years of age who
underwent cardiopulmonary exercise test (CPET). Age at CPET was 9(6-30) years and
interval after Fontan operation was 4 (1.8-15) years. We analyzed NYHA classifications at 20
(15-34) years of age among these patients.
Results: Peak VO2, %Peak VO2, VE/VCO2 slope, %VE/VCO2 slope and peak heart rate were
31.8 (18.8-48.1) ml/min/kg, 66 (41-102) %, 32.0 (18.2~40.5), 72 (41-92) %and 145 (104-198)
bpm, respectively. EOV was noted in 23 patients (53%), and peak VO2 and % peak VO2 were
significantly higher in the patients with EOV than those without EOV (35.5 vs 28.4 ml/min/
kg, p<0.001; 74 vs 59 %, p=0.001). There was no significant relation in VE/VCO2 slope, % VE/
VCO2 slope and peak heart rate. Hemodynamic data at around the same time of CPET was
not related to CPET data including central venous pressure, cardiac index and pulmonary
index. At the last follow up, 20 patients (87%) with EOV were in NYHA functional class I and
the rest 3 patients(13%) were in class II, whereas 15(75%), 2 (10%) and 3 patients (15%)
without EOV were in NYHA functional class I, II and III, respectively. 
Conclusions: EOV is a frequent phenomenon among Fontan patients. We noted that there
were some symptomatic patients in the follow up period among patients without EOV during
childhood.

Key words：Fontan, Cardiopulmonary exercis test, Exertional oscillatory ventilation, 
Long-term outcome
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【症例報告】

褐色細胞腫を合併したfailing Fontanの2例

満下  紀恵，田中  靖彦，新居  正基，佐藤  慶介，
芳本  潤，金  成海，小野  安生
静岡県立こども病院  循環器科

要　旨

　チアノーゼが常在しているfailing Fontan症例に褐色細胞腫を合併した2例を経験した．症例1は，
単心室，肺動脈閉鎖の女性で，11歳でFontan術をおえた．静脈静脈短絡や先天性側弯により，Fontan

術後もチアノーゼが常在していた．術後の中心静脈圧 (CVP) は17mmHgと高値だった．心房頻拍の
合併も認められた．19歳時に，心房頻拍，労作時息切れなどが悪化，発作性高血圧を認め血中カテ
コラミンの上昇と123I-MIBGシンチグラフィーで髄外褐色細胞腫と診断された．手術で摘出したが
22歳に再発が確認され，25歳頭部への転移認めた．27歳時に呼吸不全が悪化し死亡された．症例2

は左心低形成症候群の男性．1歳でFontan術をおえた．術後から静脈静脈短絡によるチアノーゼが
常在していた．3歳から心機能低下に対してβブロッカーを導入された．術後の中心静脈圧は
14mmHgだった．15歳時に心室性期外収縮の増加を認めた．17歳時になり，チアノーゼが悪化，呼
吸困難，浮腫，頭痛，動悸で入院し発作性高血圧を認め，血中カテコラミンの上昇，123I-MIBGシ
ンチグラフィーで髄外褐色細胞腫と診断された．手術により全摘出でき症状も改善した．褐色細胞
腫の高リスク因子に低酸素症，チアノーゼ性心疾患が報告されており，先天性心疾患患者で特にチ
アノーゼの時期が長かった症例では，経過中に急速な心不全症状，不整脈の悪化がある場合，褐色
細胞腫も念頭に置く必要がある．

キーワード：Fontan, pheochromocytoma, cyanosis, congenital heart disease

　Fontan術は単心室型心疾患に対してチアノーゼ
を改善する手術として広く行われてきた．一方で，
術後の問題として高い静脈圧，低い心拍出，それら
に伴う不整脈，血栓塞栓症，右左短絡増加によるチ
アノーゼ，蛋白漏出性胃腸症，plastic bronchitis，
肝硬変，発達障害などがみられ問題となっている1)．
また，Fontan術の適応が拡大するとともに，Fontan

循環不全状態 (failing Fontan) 症例も増えてきてお
り一層管理が難しくなってきている．一方，褐色細
胞腫は，神経内分泌腫瘍の一種で稀な疾患であり，成
人高血圧患者の1%にも満たないといわれている2)．
近年，褐色細胞腫症例にチアノーゼ性心疾患患者が
多いことが報告されている3)．髄外褐色細胞腫を合
併したfailing Fontan症例を2例経験したので報告
する．

症例1

27歳  女性
【診断】右室型単心室  肺動脈閉鎖  右側大動脈弓  

両側上大静脈  口唇口蓋裂  胸椎骨変形  耳介低形成
【経過】生後チアノーゼにて上記診断された．生後

1ヶ月で左modified BTシャント術 (人工血管径
4.0mm) を施行された．チアノーゼが悪化したた
め，3歳時に右modifed BTシャント術 (人工血管径
5.0mm) を追加施行された．幼児期は房室弁逆流が
重度で心不全症状がみられた．6歳時，右上大静脈
(rSVC) は結紮し左上大静脈のみのGlenn術を施行
した．10歳時，右側房室弁閉鎖と心房中隔欠損拡大
術を施行した．11歳時，直径18mmの人工血管によ
るFontan術 (TCPC) を施行した．結紮したrSVCか
らの静脈静脈短絡血管により術後も経皮的動脈血
酸素飽和度 (SpO2) は80%台半ばとチアノーゼは改
善しなかった．13歳から心房頻拍を認めるように
なった．16歳時の心臓カテーテル検査では，中心静
脈圧は16～17mmHgと高値だった (Table1)．この頃
より側弯が悪化し，呼吸機能検査では，%肺活量
(%VC) =23.7%，一秒率 (FEV1.0) =96.5%と著明な
拘束性換気障害パターンを呈した．チアノーゼは常
在していたが，New York Heart Association心機能
分類 (NYHA) class1で日常生活は送ることができ
ていた．17歳時に心房頻拍に対してアブレーション
を試みたが焼杓できずベプリジル内服投与で頻度
24
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は減ったが，時にベラパミル頓用を必要とした．
SpO2が70%台と低下しNYHAclass2となり，在宅
酸素療法 (HOT) を導入した．
　19歳時，心房頻拍の頻度が増加し，気分不快，嘔
気嘔吐，腹痛を頻回に認めるようになった．心エ
コー検査は側弯により評価は難しかったが，心室の
収縮は低下傾向，房室弁逆流は微量であった．入院
時に，収縮期血圧が160～200mmHg以上になる発
作性高血圧に気づかれた．血中カテコラミン3分画
測定では，アドレナリン30pg/ml (基準値≦100)，ノ
ルアドレナリン12166pg/ml (基準値100～450)，
ドーパミン64pg/ml (基準値≦20) とノルアドレナ
リン，ドーパミンが高値を示した．腹部造影CTでは
左腎前内側で左腎静脈の頭側に辺縁が比較的明瞭
な径3cm大で内部に点状の造影効果がみられる腫瘤
を認めた (Figure1)．123I-MIBGシンチグラフィーで
も同部位のみに集積を認め，褐色細胞腫と診断し
た．20歳時，開腹式左副腎腫瘍摘出術を施行した．
手術前の血圧調整にはアンギオテンシン変換酵素
阻害薬 (ACEI)，アンギオテンシン受容体拮抗薬
(ARB)，α受容体拮抗薬を経口投与して調整した．腫
瘍は3cm大で，上腸間膜動脈と左腎動脈の間，大動
脈の左側に位置していた．周囲の血管との癒着が強
度で，フォンタン循環不全状態も合併しており静脈
のうっ血が強く，出血約2000ml，手術時間約10時
間とかかり，術中に血圧の変動が大きくドブタミ
ン，ドーパミン，ノルアドレナリン3剤を併用した．
術後は，心房頻拍が頻発し血圧低下するためアミサ
リン投与でコントロールし，術後6日目で人工呼吸
器離脱した．病理所見では，免疫染色でクロモグラ
ニンAとシナプトフィジン陽性で被膜形成はある
が，血管浸潤皮膜浸潤が一部に認められ，髄外褐色
細胞腫，パラガングリオーマと診断された．また，
術中行った肝生検では，中心静脈から門脈域までの
肝細胞の脱落と線維化が認められ肝硬変の所見が
みられた．
　22歳時，腰痛，左側腹部痛，嘔吐で入院，腹部CT

で腫瘍摘出した部位に褐色細胞腫の再発が確認さ
れた (Figure2)．123I-MIBGシンチグラフィーでは，
原発部位と椎体右側の2カ所に集積が認められた．
手術は困難とされ経過観察となったが，労作時息切
れ，嘔吐，浮腫で度々入院するようになった．SpO2

はHOT使用下でも常時70%台を示し，静脈血二酸化
炭素分圧は100mmHg前後とチアノーゼと高炭酸ガ
ス血症が悪化していった．25歳時，123I-MIBGシン
チグラフィーで22歳時の集積部に加えて，頭頂部に
1カ所の集積を認め悪性化が示唆された (Figure3)．
26歳時，夜間のみBIPAPでの呼吸補助を導入する
が，拘束性換気障害と低酸素血症の改善はなく，

Table1　Cardiac Catheterization at 16 y.o.

Abbreviations: SVC, superior vena cava; IVC, inferior

vena cava; lPA, left pulmonary artery; lPCW, left

pulmonary capillary wedge; RV, right ventricle; AO, Aorta;

PaO2, partial pressure of oxygen in arterial blood;

PaCO2, partial pressure of carbon dioxide in arterial

blood; CI, cardiac index;

Figure 1　Case1 at 19 y.o, abdominalCT shows 

para-aortic tumor(arrow)

Figure 2　Case1 at 22 y.o. abdominalCT shows 

relapsed tumor(arrow)

SVC(mmHg) 16
IVC(mmHg) 17
lPA(mmHg) 17
lPCW(mmHg) 10
RV(s/edp,mmHg) 113/15
AO(mmHg) 115/57
PaO2(mmHg) 57.5
PaCO2(mmHg) 64.1
CI(l/min/m2) 4.37
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NYHAclass2～3となった．BNPは再発後100pg/ml

以下で推移していたが，26歳頃から徐々に上昇して
いった (Table2)．27歳時，転倒により右大腿骨骨折
し入院．急速に心不全，呼吸不全が悪化し死亡さ
れた．

Figure 3　Case1 at 25 y.o. 123I-MIBG scintigraphy 

shows abnormal accumulation at head 

and para-aortic region

症例2

18歳  男性
【診断】左心低形成症候群　大動脈弁閉鎖　僧帽弁
閉鎖
【経過】生後14日でNorwood術施行．生後6ヵ月で
Glenn術を施行された．1歳7ヵ月で直径16mmの人
工血管によるFontan術 (TCPC) を施行されたが，術
後からSpO2は80%台後半だった．三尖弁逆流と大
動脈弁逆流による心不全をきたし，4歳時カルベジ
ロールの内服導入された．Fontan術後もSpO2は
80%台だったため，9歳時，13歳時に静脈静脈短絡
血管のコイル塞栓術を施行した．13歳時の肝生検で
は，門脈域から線維化が小葉にのびており，中心静
脈を中心とした線維化がめだつ所見であり前肝硬
変状態と診断された．13歳時のコイル塞栓術後は
SpO2は90%を超えるところまで改善したが，CVP

は13～14mmHgと高めで推移しており，状態の改
善を図るために，14歳時，左肺動脈にステント留置，
右肺動脈にバルーン拡張術を施行した．15歳ごろか
ら徐々にSpO2が80%台半ばまで低下したため，再
度静脈静脈短絡血管に対しコイル塞栓術を施行．同
時期ごろより，心室性期外収縮が目立つようにな
り，総心拍数の12.6%と多かったためメキシレチン
内服を追加した．また，アデノイド肥大による睡眠
時無呼吸を指摘されたため16歳時にアデノイド摘
出術を施行した．術後もチアノーゼの改善は認めら
れず，SpO2は労作時に70%前後まで低下するよう
になった．労作時呼吸困難も悪化し，NYHA class2

になった．
　17歳時，安静時もSpO2は70%台となりHOTも開
始したが，呼吸困難，浮腫，頭痛，冷や汗を認め入
院．入院後，通常80～90mmHg程度の収縮期血圧
が160～170mmHg台まで上昇し，心拍数 (HR) 130

Table 2　Case1 course of plasma B-type Natriuretic Peptide(BNP) levels
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～140台/分の洞性頻脈がみられ頭痛を伴うエピ
ソードが頻回に認められた．心エコー検査では三尖
弁逆流中等度や大動脈弁逆流中等度認めたが，右室
の収縮は悪くなく，弁逆流も以前にくらべて悪化は
認めなかった．評価目的の心臓カテーテル検査で
は，CVPは12～13mmHg (Table3) と著明な高値で
はなかったが，同時に行った肺動脈でのコントラス
トエコーでは，両側肺動静脈瘻が認められた．検査
は全身麻酔下で施行，観血的動脈圧モニターで，瞬
時に収縮期血圧が200mmHg以上まで増高する状態
が度々認められた．血中アドレナリン11pg/ml，ノ
ルアドレナリン13438pg/ml，ドーパミン71pg/ml

と，ノルアドレナリン，ドーパミンが高値だった．
腹部造影CTで左腎門部近傍の左傍大動脈に直径
2cm弱の結節を認め，内部に血管が流入している像
が認められた (Figure4)．123I-MIBGシンチグラ
フィーで同部位への集積を認めたが，他への集積は

認めなかった．手術前の血圧調整にはACEI，ARB，
α受容体拮抗薬を経口投与して調整した．開腹にて
腫瘍摘出術を施行，手術時間は2時間，出血約140ml

で術中はドブタミン，ドーパミン，ノルアドレナリ
ン3剤を併用した．術後1日で呼吸器離脱可能で経過
良好だった．病理所見では，被膜形成された腫瘍で
被膜，血管への浸潤はみとめなかった．免疫染色で，
クロモグラニンA，シナプトフィジンが陽性であり，
髄外褐色細胞腫，パラガングリオーマと診断され
た．同時に行った肝生検では肝実質は広範に線維増
生がみられ小葉構造は不明瞭となっており肝細胞
の巣状変性壊死線維性変性がみられ肝硬変と診断
された．術後経過は良好で，SpO2は80%台後半と
なりHOTは中止でき，NYHAclass1に回復した．経
過中のBNPは褐色細胞腫が発見されたときのみ
321.2pg/mlと高値だったが，その後は二桁台で推移
している (Table4)．

Table 3　case 2 course of cardiac catheterization 

Abbreviations: rPA, right pulmonary artery; rPCW, right pulmonary capillary wedge; 

SaO2, arterial oxygen saturation;

Figure 4　Case2 at 17 y.o. abdominalCT shows para-aortic tumor(arrow)

1y9m 4y6m 9y4m 13y10m 15y4m 17y0m

SVC(mmHg) 12 14 14 14 12 13
IVC(mmHg) 12 13 14 13 13 12
lPA(mmHg) 8 13 11 11 10 11

lPCW(mmHg) 6 8 7 8 6 8
rPA(mmHg) 10 8 12 12 10 10
rPCW(mmHg) 6 4 6 9 6 7
RV(s/edp,mmHg) 110/5 81/6 87/2 87/9 83/8 87/12

AO(mmHg) 107/62 78/48 90/53 82/51 80/50 -
SaO2(%) 88.2 85.2 85.5 92.9 90.7 -
CI(l/min/m2) 4.06 3.24 - 3.00 2.72 -
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Table 4　Case2 course of plasma B-type Natriuretic Peptide(BNP) levels

考  察
　褐色細胞腫は，副腎髄質，傍神経節のクロム親和
性細胞から発生する．前者を褐色細胞腫 (PCC)，後
者を髄外褐色細胞腫もしくはパラガングリオーマ
(PGL) とよぶ．稀な疾患であり，無機能の腫瘍も認
められるが，多くはカテコラミンを分泌し，過剰な
カテコラミンによる様々な症状を呈す．頭痛，発汗
過多，頻拍，動悸，顔色蒼白，腹痛，胸痛といった
身体症状から，パニック，不安などの精神症状をみ
とめることもある4)．まれではあるが，心筋症を発
症し急性心不全症状，突然死が発見時症状となる場
合もある5)．高血圧は発作的であるため発症当初は
気づかれないこともある．PCC/PGLは一般的には
稀な疾患であり，海外では高血圧患者の0.1～0.6%，
小児の高血圧患者では1.7%と報告されている2,4)．
遺伝子異常はSDHB，SDHD，VHL，RET，NT1な
どが知られており，生殖細胞系列遺伝であり，遺伝
性褐色細胞腫/パラガングリオーマ症候群 (HPPS)，
von Hippel Lindau (VHL) 病や多発性内分泌腫瘍
症 (MEN) 2型などで同定される．孤発例の好発年齢
が40歳代であるのに対し，VHL病での褐色細胞腫の
好発年齢は30歳と若年である2)．
　その他のリスクファクターとして慢性の低酸素
血症があげられる．1973年にSaldanaらにより，孤
発性頸動脈小体由来のPGLが高地生活者に低地生
活者の10倍以上の高率で発症することを報告し6)，
また，1964年にチアノーゼ性心疾患にPCC/PGLを
合併した5例の症例報告後7)，先天性心疾患に合併し
たPCC/PGL例の報告が散見される．その多くは慢
性の低酸素症を合併しており，低酸素症とPCC/

PGLの発症の関係が示唆されてきた．近年チアノー
ゼ性心疾患は小児期に最終手術をおえ，長期間にわ
たってチアノーゼを呈す症例は減ってきているが，

2015年Alexander Rらは，PCC/PGLと診断された
先天性心疾患症例20例のうち，18例がチアノーゼ性
心疾患であり，その18例のうち半数はPCC/PGL診
断時にチアノーゼはない状態であり，そのうち5例
がFontan術後であったと報告している3)．他にも，
Fontan術を幼児期に終了しチアノーゼのない状態
だったがそれぞれ11歳，18歳でPCC/PGLを発症し
た症例報告や8,9)，Alexander Rらの報告群のうちの
1例だが，failing Fontan症例で20歳でPGLと診断
された症例報告10)がある．我々の2症例は，症例1は
Fontan術後8年，症例2は術後16年たってはいたが，
側弯による拘束性換気障害，静脈静脈短絡血管や肺
動静脈瘻があり，いずれも生後から発症までSpO2

が90%以上を維持できていた期間はなかった．しか
も，不整脈，労作時息切れなどの症状や，中心静脈
圧高値や肝硬変はPCC/PGLを診断された時期より
数年前から認め，failing Fontan状態であった．
　低酸素血症とPCC/PGLの因果関係については
はっきりと立証はされてはいないが，低酸素シグナ
リングの活性とPCC/PGLにおける遺伝子異常との
関連が判明してきている．PCC/PGL発症の原因遺
伝子の1つに，succinate dehydrogenase D (SDHD)

遺伝子における突然変異があげられるが，そのサブ
ユニットであるSDH遺伝子の変異をもったPGL

では，低酸素シグナルと血管新生が強く誘導されて
いることが判明している．低酸素シグナル伝達系に
より低酸素誘導因子が誘導され，さらに低酸素状態
がその分解を阻害し低酸素誘導因子の存在が安定
化することにより，低酸素誘導因子の働きの1つで
ある腫瘍形成にいたるのではないかと推察されて
いる．反対に，SDH遺伝子異常をもつ個体が，早期
のうちに低酸素状態にさらされることによりPGL

の発症リスクを増加させているとも示唆されてい
る11)．ガイドラインでは，孤発例のPCC/PGL症例

0
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に対しては，遺伝子検査を強くすすめるものではな
いが12)，今後低酸素症とPCC/PGLの関連性を立証
していくためには先天性心疾患合併のPCC/PGL症
例の遺伝子検査も考慮されるべきであろう．
　Fontan手術後は，顕著なチアノーゼは認めない
が冠静脈洞が酸素化血側の心房に還流していたり，
高静脈圧による静脈静脈短絡が出来やすい環境で
あり，右左短絡がのこる血行動態をとる．報告した
2例は，failing Fontan症例であり，静脈静脈短絡血
管や肺動静脈瘻のため顕著なチアノーゼが存在し
たが，安定したFontan症例であっても，わずかな
がらの低酸素状態であることは想像され，それが
PCC/PGLの発症に関与している可能性もあるが断
定はできない．前述したAlexander Rらの報告では，
SpO2は90%以上で非チアノーゼ群としていたた
め，PCC/PGL診断時にSpO2値は90台前半であって
も非チアノーゼ群と分類されている．この群のなか
でPCC/PGL診断時にSpO2が96%以上の症例は2例
しかなく，結果としてPCC/PGL診断された症例で
先天性心疾患合併例全体の20例中，SpO2が96%以
上あった例は4例しかないことになる．つまりはこ
の症例群の8割は正常な酸素飽和度ではなく，程度
の差はあれ低酸素状態にあったということがいえ
よう．これより，軽微な低酸素血症でも低酸素シグ
ナリングの活性と腫瘍形成がおこることも示唆さ
れる．
　また，興味深いことに，低酸素血症の程度にかか
わらず我々の症例を含めてFontan術後のPCC/PGL

合併例は，比較的若年で発症していることに気づく．
診断時年齢がはっきりと記載してある過去の報告
からまとめると，Alexander Rらの報告ではFontan

術後例は7例あり，それらのPCC/PGL診断年齢の中
央値は22歳であった (16歳～54歳)．その他の症例報
告では前述した11歳例，18歳例8,9)，われわれの症例
は19歳，17歳時に診断されており，これらも全部含
むと中央値は19歳とさらに若年となる．一方，それ
以外の先天性心疾患症例のPCC/PGL診断年齢は，
Alexander Rらの報告の13例では中央値46歳 (15歳
～57歳) であり，単発の症例報告ではKita Tらによ
る45歳，41歳のFallot四徴 (TOF) 2例13)，Glenn術
後の32歳例14)，チアノーゼの残存するTOFの29歳
例15)，Eisenmenger症候群の45歳例16)，チアノー
ゼと心不全を合併している単心室，肺動脈閉鎖の
Holt Oram症候群の23歳例17)などがあり，これらも
全部含むと中央値は43歳となる．これらのFontan

術後症例は，我々の経験した2症例のように強いチ
アノーゼを認めている症例ばかりではなくSpO2は
90%以上あるものも含まれている．推察の域はでな
いが，この発症年齢の差違と低酸素症の程度から

は，低酸素症だけではなく例えば高静脈圧などの
Fontan術後症例がとる特殊な血行動態が，PCC/

PGL発症にさらに影響を及ぼしている可能性も考
慮される．また，孤発例PCC/PGLやVHL病での
PCC/PGL診断年齢よりも若年で発症している傾向
も指摘できるだろう．
　failing Fontan症例では，房室弁逆流や心室機能
低下などによる心不全症状，不整脈，血栓塞栓症，
静脈静脈短絡によるチアノーゼ，チアノーゼ性腎症
や高静脈圧によるうっ血肝や肝硬変，蛋白漏出性胃
腸症，plastic bronchitisなどの臓器障害などを発症
してくる．当症例は，不整脈や労作時呼吸困難，チ
アノーゼは発症前から認められていた．PGL診断時
には，不整脈の頻度が増加し浮腫，頭痛，腹痛など
の今までとは違う症状が出現しても，当初は原疾患
の悪化と考えられていた．入院し発作性高血圧に気
づかれて診断に至るまでに時間がかかった．PCC/

PGLは，過剰カテコラミンによる症状であるため，
心血管系におよぼす影響は原疾患の悪化による内
因性カテコラミン分泌増加状態と類似した部分も
あり，それも診断に時間がかかった理由と思われ
る．ただし両症例とも，血液検査ではBNPの急激な
上昇を認めており，通常の何倍にもおよぶBNPの上
昇は原疾患の悪化だけでは考えにくく，診断の一助
になるかもしれない．治療は，孤発性であれば外科
的切除が第一選択とされる．failing Fontan症例で
あり，かつカテコラミン分泌過剰状態でもあり，術
中はじめ術前後の血圧の管理は難しく，特に症例1

では術後の血圧維持と不整脈の管理に難渋した．断
端陰性の完全切除術を行ったが，2年後には切除同
部位に再発が認められ，かつ頭頂部にも転移してお
り悪性化していた．診断時に多発性のPCC/PGLと
診断されている例もあり，症例2も慎重に経過観察
を行う必要がある．

結  語
　チアノーゼが常在していたfailing Fontan症例
2例に髄外褐色細胞腫の発症を認めた．発作性高血
圧の認識がきっかけとなり，血中ノルアドレナリ
ン，血中ドーパミンの高値，123I-MIBGシンチグラ
フィーで診断確定された．チアノーゼ性心疾患や低
酸素症は褐色細胞腫においてリスクファクターで
ある．本症例もfailing Fontan症例であり，チアノー
ゼが常在していた．因果関係の立証については今後
の研究を待たねばならないが，先天性心疾患患者で
特にチアノーゼ期間が長かった患者において，急に
心不全症状や不整脈の悪化を来した場合に，褐色細
胞腫を鑑別として留意するべきである．
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Two Cases of Failing Fontan with Pheochromocytoma

Norie Mitsushita, Yasuhiko Tanaka, Masaki Nii, Keisuke Sato, 
Jun Yoshimoto, Sung-Hae Kim, Yasuo Ono

Department of Cardiology, Shizuoka Children’s Hospital

Abstract

Pheochromocytoma/paraganglioma(PCC/PGL) is rare tumor secreting catecholamine.
Some case reports of PCC/PGL with congenital heart disease have been seen in recent years.
In addition, a strong link between hypoxia/cyanotic congenital heart disease and PCC/PGL
has been suggested. We report two failing Fontan patients developed PGL. Case1 : Female
with single ventricle and pulmonary atresia who had undergone Fontan operation at the age
of 11. Severe cyanosis had remained due to venous-venous fistulas and scoliosis. Central
venous pressure(CVP) was 17mmHg. Her symptoms such as palpitation, dyspnea on effort,
abdominal pain, and vomiting worsened at the age of 19. She was diagnosed with
paraganglioma based on the elevation of blood catecholamine and 123I-MIBG scintigraphy
findings because we noticed paroxysmal hypertension during her hospitalization. She
undergone surgical tumorectomy, but  the tumor had relapsed and developed metastasis
after several years. At the age of 27, she died because of respiratory failure. Case2 : Male
with hypoplastic left heart syndrome, aortic atresia and mitral atresia, who had undergone
Fontan operation at the age of 1. He was under medication with βblocker due to his right
ventricle dysfunction with tricuspid valve regurgitation and aortic valve regurgitation from
the age of 3. Mild cyanosis had remained due to venous-venous fistulas. CVP was 14mmHg.
At the age of 15, his PVCs increased. At  the age of 17, he was hospitalized because of
worsening cyanosis, dyspnea, edema, headache and palpitation. At that time, he was
diagnosed with paraganglioma based on the elevation of blood catecholamine and 123I-MIBG
scintigraphy findings. After he undergone surgical tumorectomy, his symptoms has
improved.

Key words：Fontan, pheochromocytoma, cyanosis, congenital heart disease
31



日本成人先天性心疾患学会雑誌   第5巻   第2号   32～38 (2016年)
【症例報告】

星状神経節光線療法により植え込み型除細動器作動抑制が
可能であったファロー四徴症根治術後，
心室細動電気的ストームの1例

松下  紀子1)，副島  京子1)，上田  明子1)，長岡  身佳1)，百瀬  裕一1)，
樋口  聡1)，星田  京子1)，宮越  睦1)，三輪  陽介1)，冨樫  郁子1)，

佐藤  俊明1)，森山  久美2)，萬  知子2)，吉野  秀朗1)

1)杏林大学医学部付属病院  循環器内科，2)杏林大学医学部付属病院  麻酔科

要　旨

　症例は25歳男性．ファロー四徴症にて6歳時根治術，13歳時肺動脈ホモグラフト移植術の既往が
ある．19歳時に心室細動 (VF) を生じ高次脳機能障害を残したが蘇生された後に，ICD植え込みを
受けた．24歳時に心室頻拍 (VT) による電気的ストーム (ES) となり入院した．高次脳機能障害のた
め，カテーテルアブレーション (CA) 時には鎮静が不可欠であったが，鎮静下ではVFのみ誘発可能
であった．予防的に右室流出路三尖弁輪間低電位領域へ基質アブレーションを行ったが，その後も
興奮時などにVTでのICD作動を認めた．半年後に再度CAを施行，三尖弁輪側壁のgood pacemapが
得られた部位を通電した．しかし，9か月後にVFでのICD頻回作動のため再入院した．薬物療法は
無効で，VFの契機となる心室性期外収縮に対するCAを行ったが，翌日ESとなり抑制に静脈麻酔，
気管内挿管を要した．19日後の抜管を契機にVFが再燃し，VF発生に交感神経緊張が関与すると考
え持続硬膜外麻酔 (Th1-4) を施行した．以後VFなく経過し，硬膜外カテーテル抜去後に慢性的な効
果を期待して星状神経節光線療法 (SGP) を継続したところ，VFの再燃なく退院となった．SGPを
外来にて継続し，退院後18ヶ月でICD作動は2回にとどまっている．
　VFストームに対するSGPによる交感神経修飾術の有効性の報告はなく，貴重な症例と考えら
れた．

キーワード：stellate ganglion phototherapy, sympathetic neuromodulation, electrical storm, 

ventricular arrhythmia

背  景
　Fallot四徴症 (Tetralogy of Fallot; TOF) の根治
術後患者では，術後遠隔期に約10%の症例で心室性
不整脈や突然死を生じることが知られている．心電
図におけるQRS幅，肺動脈逆流症の程度が心室性不
整脈，突然死のリスクである1)．単形性心室頻拍
(ventricular tachycardia; VT) は，手術瘢痕に関連
しており，カテーテルアブレーション (catheter

ablation; CA) の有効性が報じられているが，多形
性VTや心室細動 (ventricular fibrillation; VF) を
生じることもある．一次予防あるいは二次予防
で植込み型除細動器 (implantable cardioverter

Defibrillator; ICD) 植込みを受けた先天性心疾患患
者の中でもTOFは多数を占める2)．TOF術後患者の
心室性不整脈の管理は，遠隔期予後に関係する重要
な課題である．

　交感神経系は，心室性不整脈の発生とその維持に
重要な役割を果たすことが知られている．電気的ス
トーム (electrical storm; ES) の治療には，アミオ
ダロンを中心とした抗不整脈薬，β遮断薬，全身麻
酔が用いられてきた．
　通常，心室頻拍や心室細動の治療は，抗不整脈薬，
CAであるが，近年，左/両側星状神経節切除や星状
神経節ブロック，胸部硬膜外麻酔など交感神経の
修飾がESの治療に有効であることが報告されてい
る3-6)．長期に交感神経の抑制を維持するためには星
状神経節切除術が選択されるが，患者の全身状態に
よっては必ずしも施行できない．
　今回我々は，星状神経節への神経修飾術の一種
である，星状神経節光線療法 (stellate ganglion

phototherapy: SGP) によりESのコントロールに成
功したTOF術後症例を経験したため報告する．
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症例：26歳男性
主訴：ICDの頻回作動
現病歴：父親はBrugada症候群でICD植え込み後．
生下時より心雑音を指摘され，TOFと診断された．
1歳時にBlalock-Taussig (B-T) シャント術を受け
た．5歳時の心臓カテーテル検査で，B-Tシャントが
ほぼ閉塞しており，肺動脈弁下狭窄・弁上狭窄，卵
円孔開存，右肺動脈発達不良を指摘された．その後，
6歳で根治術を受けた．7歳時の心エコーで肺動脈弁
狭窄兼逆流症と三尖弁逆流を指摘され，心臓カテー
テル検査を受けた．右室圧 (outflow) 78/4 mmHg，
主肺動脈70/0/26 mmHg，右肺動脈27/3/13 mmHg

と，主肺動脈-左右肺動脈に40-50mmHgの圧較差を
認めたため，左右肺動脈に肺動脈拡張術を施行した
が改善は認めなかった．
　12歳時の右心カテーテルでは，主肺動脈84/2/29

mmHg，右肺動脈59/9/51mmHg，右室圧 (outflow)

95/5 mmHgと，肺高血圧の進行を認め13歳で肺動
脈ホモグラフト移植術を受けた．術後8カ月の右心
カテーテルでは主肺動脈44/9/20 mmHg，右肺動脈
26/7/15 mmHg，左肺動脈 25/8/15 mmHgであり，
左右各肺動脈-主肺動脈間の圧較差は14mmHg程
度，グラフト内狭窄も認めなかった．

　以後，心イベントなく経過していたが17歳時に失
神を生じ，精査のため施行された心臓電気生理学的
検査でpolymorphic VTが誘発された．ソタロール
の内服を開始したが，その後も失神を繰り返した．
ICD植え込みを勧めていたが同意を得られず経過観
察となっていた．
　19歳時VFを発症し高次脳機能障害を残したもの
の蘇生され，ICD植え込み術を受けた．胸部レント
ゲンでは，心胸郭比は64%と拡大しており，心エ
コーでは，左室駆出率 (Left ventricular ejection

faction; LVEF) 73%，三尖弁逆流は軽度，肺動脈弁
逆流はわずかで，肺動脈狭窄も軽度であった．経過
中の心電図の推移をFigure1に示す．QRS幅は12歳
時にはすでに200msを超えているが，VF発症時の
QRS幅の大きな変化は認めず，RR間隔はやや延長
傾向であった．
　内服はアミオダロンに変更されたが経過中に甲
状腺機能亢進症を生じたため中止となり，再度ソタ
ロール内服となった．23歳時VT/VFでの作動を繰り
返した．心エコーでの三尖弁逆流，肺動脈弁逆流，
肺動脈弁狭窄はいずれも軽度で進行は認めなかっ
た．頻回作動に対して初回CAを施行した．

Figure1
Upper; Secular change of 12 lead ECG: Left; limb leads. Right; precordial leads. 

Lower; changes of ECG parameters.

12 y.o 13 y.o 14 y.o 16 y.o 19 y.o 24 y.o 

Event homograft 
replacement VF VT/VF 

QRS (ms) 217 217 225 220 208 225 

RR (ms) 756 913 1130 1156 1095 947 
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　CAでは，高次脳機能障害のため鎮静が必要であ
り，VFが誘発されるのみであった．Substrate map

では，右室流出路後壁 (三尖弁-肺動脈弁間) の低電
位領域のborder zoneで心室性期外収縮 (premature

ventricular contraction; PVC) のgood pacemapを
認め，基質アブレーションを施行した (Figure2)．
　半年後VTによるESとなり入院，2度目のCAと
なった．ISP投与下で誘発されたVTは，血行動態が
不安定であり，三尖弁輪側壁でVTのgood pacemap

siteにてアブレーションを行った (Figure2)．通電部
位周辺ではカテーテルコンタクトで容易にVFを生
じ，繰り返し除細動を要したために最終的な誘発性
の確認はしていない．
　ICD作動回数は減少したものの，完全には抑制さ
れなかった．VT/VFの発作は，自転車に乗っている
時や，ゲームに興じているときなど，交感神経緊張
との関連を考えるようなエピソードが大多数を占
めた．
　9か月後，VFに対する頻回のショック作動のため

再入院となった．アミオダロンは有効ではあったも
のの甲状腺機能亢進症のために内服困難，ソタロー
ルは効果不十分であり，ベプリジルへ切り替え，入
院13日目にVFの契機となるPVCに対するCAを
行った．
　しかしCA翌日には異なるPVCをトリガーにVF

のESとなり静脈麻酔，気管内挿管，βブロッカー経
静脈投与ならびにアミオダロンを投与し，ようやく
沈静化した．その後，βブロッカーとNaチャネル遮
断薬ではあるがKチャネル遮断作用をも有するフレ
カイニドを開始した．しかし，入院19日目に抜管を
契機にVFが再燃し，交感神経緊張がVF発生に関与
すると考えられた．21日目よりロピバカインによる
持続硬膜外麻酔 (Th1-4) を施行したところ，以後VF

なく経過した．両側の星状神経節切除をすすめた
が，同意が得られず，慢性期の交感神経抑制を期待
してキセノン光によるSGP施行することとした．入
院43日目よりSGPを連日行いVFの再燃なく経過し
た (Figure3)．

Figure2
Left upper panel: 

The substrate map of the right ventricle in first catheter ablation is shown (PA view). Normal myocardium is

shown with a purple, and abnormal low voltage area is shown with red, yellow, green and blue. The upper

range for the voltage is set to be 1.5 mV. Red tags represent the ablation sites.

Left lower panel:

The substrate map of the right ventricle in the second catheter ablation is shown (RAO view).

Yellow tags represent good pacemap site and red tags represent ablation sites.

Right; 12 lead ECG of ventricular tachycardia induced in the second catheter ablation is shown. Tachycardia

cycle length was 380ms.
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Figure 3: Hospital course and ICD therapy of patient is shown.

Medical therapies and CA had not suppressed VAs but inhibition of sympathetic nervous system by thoracic

epidural anesthesia with ropivacaine and subsequent SG phototherapy successfully controlled VAs. ICD

therapy includes both antitachycardia pacing and ICD shock.

　心室性不整脈のコントロールに難渋した症例で，
父がBrugada症候群の診断でICD植え込みを受けて
いることもふまえ，本人・父に遺伝子検索を行った
ところ，SCN5A遺伝子のミスセンス変異 (R367H)

が確認された．
　59日目に退院となり，以後は外来で月1回のSGP

を継続し，退院後18ヶ月でICD作動は2回にとど
まっている (Figure4)．

考  察
1. Fallot四徴症患者での心室性不整脈
　本症例は，薬物療法・CAによっても心室性不整
脈のコントロールに難渋した症例であった．Fallot

四徴症患者での心室性不整脈のリスクとして，心電
図でのQRS幅，RR間隔，肺動脈弁閉鎖不全の程度
が知られる1)．本患者では，QRS 200msを超えて延
長しており，RR間隔も経過中に延長を示しており，
リスクの高い患者であったと思われる．一方で，肺
動脈閉鎖不全については軽度逆流症のみで経過し
ていた．

2. SCN5A遺伝子異常
　本症例では，父親がBrugada症候群の診断で一次
予防のICD植え込みを受けており，本人・父親いず
れもSCN5A遺伝子異常を有している．
　SCN5A遺伝子異常は，QT延長症候群やBrugada

症候群に認められるが，先天性心疾患での合併は比
較的稀といわれる．Repaired TOFでは，hERG遺
伝子異常やSCN5A遺伝子異常やなどのQT延長症
候群の遺伝子異常を有する場合に，心室性不整脈イ
ベントが増えると報告される7)．
　本例は，SCN5A遺伝子変異を有することも難治
性心室性不整脈発生の基盤となったと考えられる．

3. 星状神経節光線療法
　星状神経節への光線療法は，ペインコントロール
や多汗症の治療目的に本邦では麻酔科のペインク
リニックなどで広く行われてきた．皮膚温や血流変
化の検討から，星状神経節ブロックのように照射に
より皮膚温上昇や血流増加をもたらすことが示さ
れている8)．また，手技としても簡便で非侵襲的で
あり，星状神経節ブロックの副作用として知られる
ホルネル症候群や穿刺による出血，局所麻酔の動脈
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Figure 4: Clinical course of a patient with ICD therapy is shown. Despite the repetitive catheter 

ablation, he had frequent ICD shocks, which decreased significantly following the SG phototherapy.

内注入や，局所麻酔中毒などのリスクがない．ペイ
ンクリニックでは，持続的な効果を得るために週2

～3回の照射を行っている．
　星状神経節光線療法で用いられる光線には，本例
で用いたキセノン光のほかに，直線偏光近赤外線が
ある．生体に照射された光は，皮膚表面で反射・吸
収され，皮膚を透過した光が生体組織で吸収・散乱
されて減衰するため，体内への深達性が高く，生体
内で吸収されない波長の光線が光線療法に適して
いる．キセノン光は，可視光から近赤外線までの波
長帯を有し，生体深達性の高い800～1000nmの波
長帯にスペクトルピークをもつ光線で，光線療法に
適しているといわれる．Figure5にキセノン光線で
の照射例を示す．手掌大のプローブを星状神経節近
傍の頸部に密着させて照射する．一方，直線偏光赤
外線は600～1600nmの波長帯の近赤外線をのみを
光学フィルターで取り出す治療器 (Superlizer®) に
用いられている．患者の鎖骨上，甲状腺横の頸部へ
プローブを当てて照射することで，その深部に存在
する星状神経節に対しての照射効果が期待できる．

4. 星状神経節と交感神経神経
　交感神経活動の亢進は，心臓突然死，致死的心室
性不整脈の誘因となりえる．急性心筋梗塞後患者や
心不全患者の心臓突然死予防に，β遮断薬投与は有
効で主要な治療法となっている1)．
　心臓への交感神経は，第7または第8頸椎から第5

または第6胸椎にある脊髄前根を通って，星状神経
節や上胸部交感神経節に達し，神経線維を節前線維
から節後線維へ乗り換える．そのため，星状神経節
に対する修飾は，心臓交感神経活動に大きな影響を
及ぼす．
　近年，種々の手法による交感神経の修飾がESの治
療に有効であることが報告されている．
　左星状神経節切除術は，薬物療法下でも心室性不
整脈イベントを繰り返すハイリスクのQT延長症候
群患者に対して施行され，術後にはQT間隔が短縮
し，心室性不整脈が著明に減少することが報告され
ている6)．
　また，Vaseghiらは，左あるいは両側星状神経節
切除を心筋症に由来するVT stormや薬物療法に抵
抗性のVTに対して施行し，いずれの場合でも心室性
不整脈の抑制に効果を認めているが，左側よりも両
側星状神経節切除のほうがより不整脈再発率が低
いと報告している3)．
　星状神経節ブロックにより，薬剤抵抗性のVT/VF

ストームを抑制した症例報告は多数あり4)，また，
胸部硬膜外麻酔によりVTの抑制に成功しているこ
とも報告されている5)．
　一方で，これらの治療は侵襲的であり，患者の全
身状態によっては必ずしも施行できない．また，心
室性不整脈患者の基礎心疾患が虚血性心疾患の場
合には抗凝固療法や抗血小板療法がされており，ブ
ロック注射や硬膜外麻酔は施行できないことも多い．
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Figure 5: The phototherapy with the xenon light is shown. 

Hand-held probes on bilateral neck emit the xenon light.

5. 星状神経節光線療法による自律神経への影響
　先述のように，星状神経節光線療法は，星状神経
節ブロックに伴う副作用なく星状神経節ブロック
と同様の効果が得られるといわれている．
　しかし，星状神経節への光線療法が自律神経に与
える影響についての評価は限られている．心拍数や
血圧の有意な変動は来さなかったとする報告もあ
るが，LF/HFが低下傾向を示したとする報告もあ
る9-12)．佐伯らは，20代女性と，中年女性を対象と
した星状神経節光線療法を行い，中年女性の右側星
状神経節照射では心拍数が有意に低下し，中年女性
の左星状神経節照射，20代女性の左側・右側星状神
経節照射では心拍数の変化がなかったことを報告
し，光線療法により自律神経の不均衡を是正するの
ではないかと考察している11)．
　また，既報はいずれも単回照射での評価をしてお
り，繰り返し照射をすることでの心拍数や血圧，LF/

HFの変化など，交感神経抑制効果の持続あるいは
経過に関する報告はない．
　本症例では，頻拍抑制のために今回の入院時から
ICD設定をDDDとして心房ペーシングとなってお
り，光線療法前後でのHRVによる自律神経の変化は
評価できていない．一方，照射前後の直接比較はで
きないが，発汗量が減ったとの患者の実感がある．

6. 先天性心疾患術後症例に対する交感神経修飾術
　心室性不整脈のコントロールのための交感神経
修飾術は，虚血性心疾患や非虚血性心筋症，あるい
はQT延長症候群，カテコラミン感受性多形性心室
頻拍症に対して施行されている．特に，薬物療法下

でも心室性不整脈イベントを繰り返すハイリスク
のQT延長症候群患者に対しては，左星状神経節切
除術により，術後にはQT間隔が短縮し，心室性不
整脈が著明に減少することが報告されている7)．一
方で，先天性心疾患術後症例での報告は未だない．
先天性心疾患術後症例で，治療に難渋する場合に交
感神経修飾術は有用な治療手段となる可能性が
ある．

結  語
　星状神経節への光線療法により，薬剤抵抗性，
カテーテルアブレーションでもコントロールの
つかなかったTOF術後のVFストームを乗り越え
ることが可能となった．星状神経節光線療法は，
非侵襲的に施行可能であり，全身状態が不安定な
症例や，CA施行不能例，治療難渋例の心室性不
整脈のコントロールに有用と考えられる．
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Successful Neuromodulation with Stellate Ganglion Phototherapy 
for Drug-refractory Ventricular Tachyarrhythmias 

in a Patient after Radical Repair of Tetralogy of Fallot

Matsushita Noriko1), Soejima Kyoko1), Ueda Akiko1), Nagaoka Mika1), Momose Yuichi1), 
Higuchi Satoshi1), Hoshida Kyoko1), Miyakoshi Mutsumi1), Miwa Yosuke1), Togashi Ikuko1), 

Sato Toshiaki1), Moriyama Kumi2), Yorozu Tomoko2), Yoshino Hideaki1)

1) Department of Cardiology, Kyorin University Hospital
2) Department of Anesthesiology, Kyorin University Hospital

Abstract

A 25-year-old male with Tetralogy of Fallot (TOF), with a history of intracardiac repair at
6, pulmonary homograft replacement at 13, and aborted sudden cardiac death at 19 years
old, complicated with the higher brain dysfunction, was admitted to our hospital for
repetitive implantable cardioverter defibrillator (ICD) discharges for VF.  He had multiple
ICD therapies for both ventricular tachycardia (VT) and ventricular fibrillation (VF), despite
the multiple antiarrhythmics, catheter ablation for VT and triggering premature ventricular
contraction (PVC). But under sedation, VT was not inducible, and substrate-based catheter
ablation (CA) was performed.  He still suffered from repetitive ICD therapies for VT and
underwent second CA, and ablation at the sites with good pace match was performed.  Nine
months later, he had repetitive ICD discharges for VF.  Antiarrhythmic therapies failed to
suppress the VF, and CA for triggering PVC was performed. But he developed electrical
storm on the following day, and the general anesthesia, intubation and administration of
landiolol and amiodarone were required to suppress the electrical storm.  Extubation
triggered the VF again, and increased sympathetic tone seemed to be related to his VF
episodes.  Thoracic epidural anesthesia suppressed VF.  To maintain the suppression of
sympathetic activity, stellate ganglion phototherapy (SGP) was performed daily for 22 days
and once a month on outpatient basis.  He has had only 2 episodes of ventricular arrhythmias
for 18 months. 

Neuro modulation by SGP can be a useful therapy to suppress the refractory ventricular
arrhythmias.

Key words：stellate ganglion phototherapy, sympathetic neuromodulation, electrical storm,
ventricular arrhythmia
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