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【原著】

定期観察からはずれた成人ファロー四徴症術後の臨床像
－地域病院での経験－

浅野  遼太郎1)， 森  善樹2)，中嶌  八隅2)，杉浦  亮1)，小出  昌秋3)，岡  俊明1)

1)聖隷浜松病院  循環器科，2)聖隷浜松病院  小児循環器科，3)聖隷浜松病院  心臓血管外科

要　旨

【背景】ファロー四徴症修復術後 (r−TOF) 遠隔期は肺動脈弁逆流，狭窄により右室機能不全や致死
的不整脈が出現するため，専門医による年1回の定期観察 (FU) が推奨されている．しかしFUから
はずれた (Lost FU) 患者の臨床像は明らかでなく，予後も不明である． 
【方法】2006年から2011年に外来受診した成人TOF患者を対象に3年以上定期観察のないものを
Lost FUと定義し，FU群と比較した．
【結果】対象は66人．Lost FU群は30例 (45%) で，12例 (40%) は10年以上のLost FUであった．
Lost FU群は高齢 (Lost FU群：41歳 vs. FU群：27歳) で，緊急入院歴が多く (30% vs. 0%)，突然
死を含め3例 (10%) が死亡していた．Lost FU群の受診理由は，自覚症状 (45%)，妊娠出産 (21%)，
検診 (14%) などで，未受診理由は自覚症状なし (82%)，多忙 (43%)，根治手術で受診必要ない (21%)

であった．
【結論】r−TOFのLost FU患者は多数存在し重篤な転帰をたどっていた．彼らは自覚症状に乏しく，
いかに外来受診を促し定期観察を継続させるかは今後の課題である．

キーワード：Tetralogy of Fallot, Loss to Follow-up, Adult Congenital Heart Disease, 

Clinical Features

背  景
　成人期をむかえる先天性心疾患は年々増加し，複
雑心奇形の多くは成人になっても定期観察が必要
である．本邦では2002年に最初の成人先天性心疾患
ガイドラインが，2006年，2011年に改訂版が発表
され1)，疾患別の経過観察の方法が示されている．
その中でファロー四徴症 (TOF) 術後に関する問題
点，外来診療の要点もまとめられた．心エコーは毎
年，MRIは2～3年毎，CTは随時施行が望ましく，十
分な専門知識をもつ循環器専門医のいる医療機関
で少なくとも年1回の観察が薦められている1,2)．
　しかし移行期診療の問題などで定期観察からは
ずれた (Lost FU: Lost Follow-up) 患者が存在する
ことが報告されている3-6)．このLost FU患者がどの
ような経過をたどっているかは定期観察していな
いために医療者が知ることはできない．疾患によっ
ては病状が進行してから受診し，重篤な経過をたど
ることが予想されるが実態は明らかでない．そこで
定期観察が必要とされる複雑心奇形の中で，頻度が
最も多いTOF患者に焦点をあて，Lost FUの対策を
探る目的でその実態を調べた．

方  法
　2006年から2011年の間に当院の循環器内科，小
児循環器科，心臓血管外科を外来受診した18歳以上
のTOF患者を対象にして診療録から後方視的に調
査した．未修復症例も対象に含めた．その中で3年
以上専門外来を未受診であった患者を「定期観察か
らはずれた (Lost FU: Lost Follow Up) 患者」と定
義し，「定期観察を継続していた (FU: Follow Up)

患者」と2群に分類した．両群において年齢，性別，
NYHA分類，精神疾患の有無，手術施設，2015年
12月までの肺動脈弁置換術，右室流出路形成術など
再手術の既往，入院歴，重症イベント (死亡，心不
全， 脳梗塞) を比較した．また画像検査として胸部レ
ントゲンの心胸郭比 (CTR)，心電図でのQRS幅，心
エコーでの肺動脈弁逆流 (PR) の程度，MRI施行例
では右心機能を反映する指標の中で右室拡張末期
容積 (RVEDVI)，駆出率 (EF) を比較した．心エコー
でのPRの程度はカラードプラ法にて5段階 (0: な
し，1: Trivial, 2: Mild, 3: Moderate, 4: severe) に
分類し評価した．またLost FU患者については受診
に至った理由と未受診となっていた理由，未受診の
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間に一次診療施設に通院していたか，専門外来への
未受診期間，受診後の経過などを調べた．未受診と
なっていた理由は重複も含めた．すべての記述統計
量の算出にはSPSS ver.19.0を使用した．正規性を
仮定できないデータにはMann-WhitneyのU検定，
独立性2群間の検定にはPearsonのカイ2乗検定，
Fisherの直接法を用いて検定した．すべての有意水
準は両側5%とした．

結  果
1. Lost FU患者
　対象となった患者は19歳から65歳の66例で，Lost

FU患者は30例 (45%) で1例のみがBT短絡のみで修
復術未施行，以外はすべて修復術後であった．Lost

　FU患者の平均年齢は40.6歳，初診時平均年齢は
36.6歳であり，FU群の平均27歳と比較して高齢で，
手術時年齢も平均8.7歳と高かった．性差，精神疾患
合併率，当院での手術の割合はいずれもFU群と同
じであった．NYHA分類はI度17例，II度10例，III

度3例，IV度0例であり，III度以上が10%を占めた．
一方，FU群 (神経学的後遺症で評価できない2人を
除く) ではIII度以上の患者はなく，Lost FU群でよ
り心不全の重症度が高い傾向がみられた．画像検査

では，QRS幅は突然死のリスクとなる180ms以上1)

がLost FU群では2例 (6.7%)，FU群では0例であり，
QRS幅，胸部レントゲンでのCTRはLost FU群で，
より大きい値を示したが，統計的に差はなかった．
PRの程度，右室駆出率 (RVEF) もFU群とで差は
なかった．MRIを施行していたのはLost FU群では
13例 (43%)，FU群では23例 (68%) であった．Lost

FU群のRVEDVIは平均181ml/m2と肺動脈弁置換
術の適応1)となる容積に達しており，FU群の平均
131ml/m2と比較して有意に大きかった (Table 1)．
　Lost FU群で肺動脈弁置換術を施行した患者は
3例 (10%) で，再手術施行率はFU群の肺動脈弁置換
術を含めた再手術例8例 (16.6%) と同程度であっ
た．しかしLost FU群の中には手術適応にも関わら
ず，年齢が60歳以上と高齢で手術リスクが高いため
に，本人や家族が手術を希望しなかった症例が4例
あった．一方で，無症状でCTR 50%前後，心電図は
不完全右脚ブロックでQRS幅が狭く，NYHA分類
I度の症例も4例あった．また，Lost FU患者の30例
のうち12例 (41%) が10年以上専門外来へ通院して
いなかったが，14例 (46%) は高血圧や脂質異常症
などの慢性疾患で一次診療施設には通院していた．

Table 1.　Characteristics

FU (n=36) Lost FU (n=30) p value
Age 27.2 ± 6.7 40.6 ± 13.4 <.0001
Age (First visit) 36.6 ± 13.4
Age at repair 4.7 ± 3.0 8.7 ± 10.0 0.04
Male (%) 17 (47.2) 17 (56.6) 0.59
Mental disorder (%) 6 (16.7) 4 (13.3%) 0.71
Repaired in our hospital (%) 20 (55.5) 23 (76.7) 0.12
NYHA Class 0.06

I 26 16
II 8 11

III 0 3
IV 0 0

CTR (%) 56 ± 7 57 ± 8 0.52
QRS duartion (msec) 134 ± 33 144 ± 28 0.30 
PR grade (Echo) 2.5 ± 0.6 2.6 ± 0.7 0.47
MRI**

RVEDVI 131 ± 29 181± 79 0.04
RVEF 44 ± 9 38 ± 14 0.15

CTR:Cardio-thracic ratio, NYHA:New York Heart Association, PR*pulmonary regurgitation,
MRI: Magnetic resonance imaging, RVEDVI: Right ventricular End-diastolic volume index, 
RVEF: Right ventricular ejection fraction

** MRI: n=23(FU), n=13(Lost FU)
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　緊急入院歴はFU群ではなかったが，Lost FU群
で9例 (30%) にみられ，有意にLost FU群で多かっ
た．緊急入院の理由は頻脈性不整脈3例，心不全3例，
不整脈，血栓が原因と考えられる脳梗塞1例，感染
性心内膜炎1例，気胸1例であった．頻脈性不整脈
3例は心室頻拍2例，1:1伝導の心房粗動1例でいずれ
も救急処置を必要とした．特に頻脈性不整脈の1例
は入院時プレショック状態で，徐細動後に心不全が
悪化した．脳梗塞の1例は集中治療室での加療後に
片麻痺，構音障害の後遺症を残した．心不全で緊急
入院した3例も集中治療室での加療を要したが，内
服での抗心不全薬投与にて退院可能となった．緊急
入院した9例中2例は退院後に突然死し，1例が再入
院中に心不全死した．FU群ではこの期間の心不全
入院，脳梗塞，死亡はなかった (Table 2)．またLost

FU群では初診時，感性性心内膜炎の可能性やその
予防法を知っている患者はいなかった．
　退院後に突然死した2症例について経過を記載
する．
症例1：57歳男性．3歳でTOFと診断され，8歳時に
当院で心内修復術が施行された．16歳時まで定期観
察されていたが，自覚症状もなく通院を強く勧めら
れていなかったために定期観察から脱落した．56歳
時に心房細動を契機として心不全を発症し緊急入
院した．初診時の胸部X−PではCTR66%，心電図で
は心房細動，心室期外収縮がみられ，QRS 幅は
138ms，NYHA分類II度であった．カテーテル検査
で，両心室等圧，肺体血流比3.4で，心房中隔欠損症，
心室中隔欠損症，肺動脈弁下狭窄 (圧格差67mmHg)

が残存していた．心不全症状は利尿薬投与などの抗
心不全治療で軽快し自宅退院となったが，再手術の
待機中に突然死した．
症例2：31歳男性．出生時にTOFと診断され，6歳時
に他院で心内修復術，8歳時に肺動脈狭窄に対して
バルーン拡大術が施行された．26歳まで他院循環器
内科に通院していた．通院中は心不全，心室頻拍が

あり，複数回電気的除細動を受けていた．その後詳
細不明だが定期観察から離脱，投薬は開業医からう
けていた．31歳時，当院へ紹介受診．受診時，NYHA

分類III度で重度の肺動脈弁閉鎖不全と三尖弁閉
鎖不全があり，胸部X−PではCTR 74%，心電図で
はQRS幅216msと著明に延長，MRIではRVEDVI

353ml/m2，EF 24%であった．弁置換術，植込み型
除細動器留置の方針となった．再手術待機中に持続
性心室頻拍で緊急入院し，心室頻拍は右室流出路起
源であったためカテーテルアブレーションを施行
し一旦退院したが，手術待機中に突然死した．

2. 再受診理由と未受診の理由
　Lost FU患者の再受診した理由をFigure 1に示し
た．不整脈，心不全，感染性心内膜炎，脳梗塞と
いった重度な自覚症状が出現して受診した患者が
13例 (43%) を占めた．また妊娠出産を契機に受診し
た患者が6例 (20%) あり，そのうち出産後に再び定
期観察からはずれた患者も1例みられた．会社健診
や開業医から受診を指導された患者が4例 (13%) み
られた．その他，「体が重たい」「胸がチクチクする」
といった不定愁訴や生活習慣病で開業医から紹介
された患者，気胸などの他科疾患を契機に受診した
患者，5年以上毎に受診するよう指導されていた患
者が6例 (20%) いた．
　未受診となっていた理由をTable 3に示した．28例
から回答が得られ，「症状がなかった」と答えた患
者が23例 (76%) と多数を占め，「社会生活が多忙で
通院が手間だった」が12例 (40%) いた．また「根治
したため通院不要と伝えられた」と答えた患者が
6例 (20%) みられ，「5年以上毎に受診するよう指導」
の6例をあわせ12例 (40%) が正しくない指導をうけ
ていた．「精神疾患合併のため通院困難だった」が
3例 (10%)，「大人になって小児科に通院したくな
い」が1例 (3%) みられた．

Table 2.　Outcome of Lost FU

FU (n=36) Lost FU (n=30) P value
Re-operation (%) 8 (16.6) 3(10) 0.16

Pulmonnary valve replacement (including RVOTR) 6 3
Other operations 2 0

Emergent hospitalization 0(0) 9(30) 0.0004
Seroius Events 0(0) 8(26.7) 0.002

Acute heart failure (%) 0 4(13.3) 0.02
Stroke (%) 0 1(3.4) 0.27
Death (%) 0 3(10.0) 0.05
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Figure 1.　The main reasons to visit a special cardiologist

Table 3.　Reasons for Loss of FU (multiple answer)

考  察
　多くの先天性心疾患患者は生涯の定期観察が必
要だが，Lost FU患者が存在するという事実は多く
報告されている3-6)．Mackieらは6歳以前に診断を
うけた成人先天性心疾患患者は小児期からLost FU

がはじまり，18歳に達する頃には61%の患者が循環
器専門医の受診がなく，重症心疾患に分類される疾
患のうち21%の患者がLost FUであったと報告して
いる3)．また米国の多施設，前向き研究では，対象
となった922人のうち3年以上Lost FUした患者は
42%存在した．さらにその頻度は疾患重症度によっ

て異なり，軽症から中等度に分類される疾患ほど頻
度が高く，TOFのような中等度に分類2)される疾患
は重症と分類される疾患より2.2倍も経過観察から
はずれやすいとの結果を報告している5)．このよう
にLost FUの頻度やそれにより生ずる問題は疾患の
重症度によって異なるが，疾患別に焦点絞った報告
は少ない7,8)．TOFの心内修復術は多くの複雑心奇
形同様に，“根治手術”ではない．修復術後の遺残病
変である肺動脈弁逆流や肺動脈狭窄は遠隔期に右
室拡大を来たし，右室機能障害や致死的不整脈をお
こし突然死のリスクとなる1,2,9-11)．右室機能障害
は左室機能にも悪影響を与える10)．時期に関しては

Endocarditis
3%

Stroke
3%

Arrhythmia
21%

Pregnancy and 
delivery

21%

Heart failure
17%

Health screening
14%

Others
21%

n=28
No symptoms 23
Busyness 12
Told that they were completely cured 6
Explained to visit every >5 years 4
Mental disorders 3
Hesitated to visit pediatric clinic 1
Others 2
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まだ議論はあるが，不可逆的右心室機能障害に陥る
前に肺動脈弁置換術施行が薦められている1,2,9-11)．
しかし右室機能障害がよほど重症にならないかぎ
り，自覚症状は出現せず，患者自身は心疾患のない
人同様の生活を送れていると思っている11,12)．この
ことがFontan術後患者などの小児期から薬剤投与
を要するような重症な複雑心奇形術後患者と比較
して，TOF患者がLost FUとなりやすい原因と考え
られる．実際，Lost FUになった理由で「症状がな
かった」が82%を占めた．
　TOF患者のLost FUに関しては，Great Ormond

Street Hospital (London) のWrayらの多数例の報
告がある8)．それによると，1964年から2009年の間
に修復され生存しているTOF術後患者，893人中
216人 (24%) が3年以上専門外来の定期観察からは
ずれていた．さらに遠隔期死亡例の48%がLost FU

であったとも報告している．当院のTOF術後のLost

FUの頻度の45%はWrayらの報告と比較し多かっ
たが，日本では大規模なTOF術後患者を含めたLost

FUに関する検討がなく，単純に比較はできない．欧
米内でも国によりその頻度は大きく異なるとの報
告もある6)．欧米では1980年代から成人先天性心疾
患診療部門が開設され，移行医療の問題も本邦より
早くから取り組みがはじまった状況がある．さらに
中川らは広島市民病院で半年以上外来受診のな
かった成人先天性心疾患患者をドロップアウトと
定義した検討の中で，疾患としてTOF患者が最も多
いと報告している13)．これらのことから日本での
TOF患者のLost FUは欧米より高頻度で存在する
可能性があると思われた．
　今回の検討で，Lost FU患者が予想を超えて多く
存在するばかりか，約4割が10年以上も定期観察か
らはずれていたことが明らかになった．さらに緊急
入院症例が9例 (30%) あり，突然死を含めた死亡症
例が3例 (10%) とFU患者群と比較して明らかに重
篤な転帰をたどっていた．我々が調べた範囲内で
Lost FU患者が死亡も含めた重篤な転帰を招くとの
報告はなかったが，Lost FU患者がFU患者の3.1倍
の頻度で緊急治療を必要としたという報告4)，5年以
上のLost FU患者の5%未満にNYHA分類III度から
IV度の重症心不全患者が存在するという報告14)な
ど，Lost FU患者の予後が悪いことの報告がある．
しかし我々の施設でのTOF術後のLost FU患者は
定期観察されている患者より高齢で，手術時年齢も
高く，受診するまでの期間も長かった．Lost FU群
では手術した年代がFU群より古く，心筋保護など
手術方法，周術期管理もFU群と異なっている可能
性があり，Lost FU群の予後が悪かった原因が単純
に定期観察していないとは言い切れない．TOF術後

の突然死の原因となる心室頻拍や，心房粗細動を含
めた上室性頻拍などの不整脈は35～45歳で急に増
加することが知られている15)．我々の経験したLost

FU患者の年齢とほぼ同様である．もしこれらの患
者が専門施設で定期的観察をしていれば，無症状の
うちにMRIなどで心機能評価を行い，早期に内科的
治療や肺動脈弁置換術の適応検討などの治療介入
で突然死を含めた重篤な転帰を回避できたかもし
れない．また細菌性心内膜炎予防の指導でなどでそ
の発症予防の可能性があったのではないかと考え
ている．実際に，施行例のみでの検討ではあるが
MRIでのRVEDVIがLost FU群でより大きかった
点，手術適応があるにも関わらず高齢で手術リスク
が高いなどの理由から手術を希望されず，内科的管
理のみとなっている患者が4人いた点を考えると，
定期観察で重篤な転帰を回避できた可能性が示唆
されるのではないかと考察される．
　Lost FUになった理由の中で，「症状がなかった」
以外に，「根治したため通院不要と伝えられた」が
一定数を占めた．これは “Cure＝病気が治った” と
同じ意味だと誤解を招く “根治手術” という言葉が，
当施設でも術後説明に使用されていたことと関係
すると思われる．またLost FU患者の平均年齢が
41歳であることから，当時の修復年齢が5歳から
10歳とすると約30年から35年前の修復ということ
になる．当時，TOF術後の遠隔成績も不明で，上記
のような術後遠隔期の問題点，肺動脈弁置換術の必
要性などの事項は医療者の認識になかったと推察
される．
　またLost FU患者の48%は高血圧や脂質異常症な
どの慢性疾患で一次診療施設に通院し投薬をうけ
ていた．それにもかかわらず成人先天性心疾患専門
医への受診を薦められず，症状が出現して初めて専
門医受診となっていた．これは一次診療を担う，循
環器内科医をはじめとした地域の開業医が成人先
天性心疾患診療への関心が乏しく，その重要性を認
識していないことを示している．MackieらもLost

FU患者を減らす方策としてプライマリーケア医と
の連携が重要であると述べている3)．
　現在，成人先天性心疾患診療を行う循環器内科グ
ループが2011年に “ACHD循環器ネットワ−ク” を
立ち上げ16)，日本循環器学会，日本心臓病学会での
成人先天性心疾患部会，設立準備委員会の設立な
ど，全国で循環器内科医が成人先天性心疾患診療に
参加するように働きかけがおこなわれている17)．ま
た成人先天性心疾患学会が主体となってセミナー
や教育講演を，心友会などの患者の会では全国支部
会で成人先天性心疾患診療に関する問題点と改善
策を話題にとりあげた勉強会を開いており，浜松を
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含め静岡県もその例外ではない．
　今後，Lost FU患者を専門医へ受診させるために，
地域の成人先天性心疾患診療の中核をなす病院が，
積極的にプライマリーケア医や地域と連携するこ
とが重要である．プライマリーケア医などに対し成
人先天性心疾患の定期観察の必要性を啓発し，地域
の市民公開講座などを利用して患者自身への教育
が必要である．また新たにLost FU患者のつくらな
いために，欧米では小児期に診療している主に小児
科，小児循環器科からの移行医療のプログラムが作
成されている18)．日本でも2015年に小児科学会か
ら移行医療に関する提案19)がなされ，移行時期，病
名告知，患者本人の病気の理解度，患者の自立，経
過観察する施設などについて議論がされはじめた．
今後Lost FU患者を少しでも減らすべく，さらなる
努力が必要である．

結  論
　定期的観察からはずれたTOF術後患者が多数存
在し，これらの患者は重篤な転帰をたどっていた．
またこれらの患者の半数が地域の一次診療施設
に受診していた．従って地域連携，病院連携を通じ
プライマリーケア医へTOF術後患者の定期観察の
必要性を啓発し，市民公開講座などを利用して患者
自身への教育を行い，定期観察を促す対策が急務で
ある．
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Abstract

Background: Adults with repaired tetralogy of Fallot (r-TOF) were recommended to have at
least annual follow-up (FU) with a cardiologist who has expertise in adult congenital heart
disease (ACHD). Nevertheless, it has been reported that patients with ACHD are frequently
lost to FU. However, little is known about the clinical features and outcomes in adults with r-
TOF who had been lost to FU.
Methods: We reviewed 66 adults with r-TOF in our hospital between 2006 and 2011. The
loss to FU was defined as not being received medical care from cardiology specialists for >3
years.
Results: 45% (30/66) had been lost to FU and 40% (12/30) had been lost to FU for >10 years.
The mean age of the loss group was older than that of the FU group (Loss to FU group: 40.6
years vs. FU group: 27.2 years). Compared with FU group, the loss to FU group more likely
required emergency hospitalization and occurred the serious events including the sudden
death. The most common reason for the loss to FU was no symptom (76%), and there were
relative numbers of patients who were misinformed about need for FU (21%).
Conclusions: Many adults with r-TOF do not receive optimal long-term care. The patients
who had been lost to FU are associated with adverse events. This is an urgent issue how to
decrease the loss to FU.

Key words：Tetralogy of Fallot, Loss to Follow-up, Adult Congenital Heart Disease, 
Clinical Features


