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巻頭言

林立する学会，研究会，セミナーについて思うこと

稲井  慶   東京女子医科大学循環器小児科・成人先天性心疾患病態研究講座

　学術活動としての会合が極めて多く，むしろそのことが論文作成の時間を医師から奪っているような気が

するのは筆者だけだろうか．

　大小さまざまな研究会が東京だけでも毎週のようにどこかで開催される．発表の機会が多いことはいいこ

とではあるが，その反面，多すぎれば，演題の質の低下につながるだろう．しかも，いかにも類似した演題

を何度か聞く羽目になる．プレゼンテーションを作る労力と時間はそれなりのものがあるに違いない．論文

を書く暇があるだろうかと心配になることがある．さらに，研究の倫理的な側面はおろそかになっていない

だろうか？筆者の勤める施設では，学会発表であっても倫理委員会への申請と承諾が必要なので，その労力

たるや今では尋常一様ではない．最近では，発表時のCOIの公表は大部分の学会で義務化されるようになっ

たが，倫理委員会の承認については学会ごとにまちまちであるのが現状だろう．ひとつひとつの研究をデザ

インから公開範囲，公表手段などに至るまで丁寧に議論し，組み立てて，さらに倫理面をクリアして，学会

にsubmitするというのは，現在の小児循環器科医をめぐる労働状況から考えると，相当大変な話だと思う．

しかし，研究そのものや演題の質を，現在要求されるまたはされつつあるものに近づけようとすれば，相応

の努力とそれを当然とする意識改革が必要だろう．

　セミナーや講演会も非常に増えてきている．まさに座学の隆盛だ．多くの経験がつめる施設での研修の機

会がない若手医師にとっては，大きな恩恵ではあろう．しかし，専門医に必要な様々な経験や技能をstate of

artと呼ぶなら，座学だけでは学べないことが多くあると思うのだ．筆者の施設で開催されているセミナーで

は，最近，極力講演を聴くだけでは終わらせずに，カテインターベンション・心エコーのハンズオン，病理

標本観察など実際に手や体を動かすメニューを中心に据えるように配慮している．これだけ，多種多様な媒

体で多くの情報に触れることができる時代になると，セミナーや講演会の在り方も今後変化してくる可能性

もあるだろう．ただし，主催者側の尽力も有限のものであるので，セミナーの適切な数や質については今後

も多くの議論が必要だろう．
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第11回日本成人先天性心疾患学会理事会報告

日　時：2016年6月25日(土曜日)  12：30～13：30

議　題

  1. 第10回理事会報告 (資料1) 

  2. 現在の会員数 (資料2)：650人： 

正会員 (医師) 579人 (名誉会員12人)，正会員 (医師以外の医療関係者，多領域専門職46人，正会員 (一般
の方で団体・賛助会員以外) 25人 (2016.5.31現在)

  3. 理事，評議員選 (資料3)

選挙および理事会推薦による新理事，評議員の承認．今後決定された，新理事，評議員本人の承諾を得
た後，最終決定． 
新理事，評議員の任期は，2016年1月13日の次回理事会以降とした．

  4. 学術集会

第18回学術集会：2016年1月16，17日，大阪国際会議場 (市川 肇)：会計報告　

第19回学術集会：2017年1月14，15日，三重県津市，ホテルグリーンパーク津 (池田 智明)：準備状況報告

第20回学術集会：2018年1月27，28日，東京学術総合センター (河田 政明)：JPICと同時日程であり，日
程調整可能かどうかなどなど，JPIC担当者と討議．

  5. 関連学会学術集会 

A. 5th APSACHD Meeting in Shanghai, 2016年10月20-22日：シンポ内容提案

B. ISACHD (AHA November 13, New Orleans), Euro GUCH (ESC, August 31, Rome)　

C. 第15回成人先天性心疾患セミナー (2016年10月16日，岡山大学病院Jホール) 

D. 先天性心疾患対策委員会，ACHD治療研究会 (2016年7月23日，品川)

F. 心エコー図学会とのjoint session (2017年1月，JSACHD，三重，2017年4月21日(金)-23日(日)，
名古屋)  

G. 日本心臓病学会 (2016年9月23-25日，東京)

E. 日本循環器学会 (2017年3月17-19日，金沢)

F. 日本循環器学会とのjoint session (2017年1月，JSACHD，三重および2017年3月17-19日，日循，金沢)

委員会報告 (資料3)

  6. 学術委員会 (稲井)： 新規研究委員会申請1件

  7. 学会誌編集委員会(稲井)：年3回程度の発刊が可能．今回，4巻2号を紙媒体で発刊しセミナーで配布 (学
会誌の認知を高めるため．) 

  8. 戦略委員会 (丹羽) 

  9. 広報委員会報告 (学会web) (立野) 

10. 財務委員会報告 (立野)

11. 渉外委員会 (赤木) 
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12. 専門医制度検討委員会 (市田)  

13. 倫理委員会 (森)：COIなど．

14. 保険委員会 (賀藤)：指定難病制度第3次募集は，CHDの新規認定は困難．

15. 移植委員会 (市川) 

16. 看護部門：看護ワーキンググループ (日沼)：看護ネットワークの拡充．

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)：部会セッション，ACHDガイドラインの発
刊予定．

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)：新規に学術集会での問題検討委員会セッショ
ンの設置 (2016.9月から開始)．

19. プログラム委員会 (池田)

20. 学術集会の資金確保委員会

21. 第12回理事会 (2017年1月13日，三重) 
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日本成人先天性心疾患学会雑誌 (2016年12月)
❑資料1

第10回日本成人先天性心疾患学会理事会報告

日　時：2016年1月15日 (金曜日) 15：30～17：30

議　題

  1. 第9回理事会報告

  2. 現在の会員数 (資料2)：596人：正会員 (医師) 531人 (名誉会員13人)，正会員 (医師以外の医療関係者，多
領域専門職41人，正会員 (一般の方で団体・賛助会員以外) 25人 (2015.12.31現在)

名誉会員より中林先生退会．
物故会員：石沢 瞭 (名誉会員) 

  3-1. 理事，監事，名誉会員，会則

理事，監事，名誉会員，会則

理事長，副理事長，理事，監事の改選 (2016.1) 

理事選任委員会 (赤木，八尾)：理事選考方法の決定と会則の変更  選考方法の決定と会則の変更 (八尾)

2015年6月の前回理事会にて，理事任期については現在の学会の規模および成熟度からみて，訂正不能
な定年を設けるのは，学会の損失につながる人事になりかねないとの意見が広くでたことから，会則
の任期に関する部分の改正を行うことになった．

　　第 8 条　理事は，会員の5%程度 (現状では30人程度 )．理事長1名．副理事長2名．監事1名．
　　　　　　これら役員は，原則として65歳を定年とするが，学会運営上の有益性を鑑みて必要と
　　　　　　される場合には，定年延長を理事会にて承認することができる．

　　理事改選：2016年6月の理事会開催時とする．

　　選考方法：地域，分野を考慮し選考．

  3-2. 評議員

会員の10%程度とする (このうち理事が5%含まれる) 

対象は原則会期2年以上の会員とする．

  以上に関して，会則，細則を，加筆，修正する．

  4. 学術集会

第17回学術集会 (2015年1月17，18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，大阪国際会議場) (市川 肇)

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) 

第20回学術集会：(河田 政明) 日時，会場未定

  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年10月20-23日 (開催の有無未定)

B. ISACHD (ACC April 3rd, Chicago) and Euro GUCH (ESC, August 31, Rome)

C. 第14回成人先天性心疾患セミナー (2016年6月18，19日，聖路加国際大学講堂) 

第15回成人先天性心疾患セミナー (2016年10月16日，岡山大学) 

D. 日本循環器学会 (2016年3月18-19日，仙台) 

ACHD部会session，JSACHD-日循joint session
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E.  先天性心疾患対策委員会，ACHD治療研究会 (2016年7月23日，品川)

F. 心エコー図学会とのjoint session (2016年4月22日，大阪)  

G. 日本心臓病学会 (2016年9月23-25日，東京)

委員会報告

  6. 学術委員会報告 (稲井)：

A. Fontan登録：大内

C. ACHD登録制度：八尾

D. ACHD network (ACHD診療における循環器内科の体制)：八尾

E. 厚労省，AMED；ACHD登録制度：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)：水野 

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

  7. 学会誌編集委員会 (稲井) 

  8. 戦略委員会 (丹羽) 

  9. 広報委員会報告 (学会web) (立野) 

10. 財務委員会報告(立野)

11. 渉外委員会 (赤木) 

12. 専門医制度検討委員会 (市田)  

13. 倫理委員会 (森) 

14. 保険委員会 (賀藤)  

15. 移植委員会 (市川)

16. 看護部門：看護ワーキンググループ (日沼)

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. プログラム委員会 (池田)

20. 学術集会の資金確保委員会

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．

21. 第11回理事会 (2016年6月，東京) 

22. 会費未納者の取り扱い (3年以上滞納は退会) 
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❑資料2　会員総数

会員総数：650人 (2016.5.31現在)

　正会員 (医師) 579人 (名誉会員12人) 

　正会員 (医師以外の医療関係者，多領域専門職) 46人
　正会員 (一般の方で団体・賛助会員以外) 25人 

理事・監事 (敬称略) (2016.5.31現在) 

　理　事 (25人) 赤木　禎治 (岡山大学) 

池田　智明 (三重大学) 

市川　　肇 (国立循環器病研究センター ) 

市田　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) 

八尾　厚史 (東京大学) 

筒井　裕之 (北海道大学)

　監　事 (1人) 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

看　護：1

心　理：1

名誉会員 (12人) 門間　和夫　　大川真一郎　　加藤　裕久　　宮武　邦夫　　松田　　暉
　　 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

2017年学術集会会長：池田 智明

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，池田 智明
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日本成人先天性心疾患学会雑誌 (2016年12月)
日本成人先天性心疾患学会会則

　2016.6.25

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，評議員，正会員，名誉会員，その他とする.

(1) 理事
(2) 監事
(3) 評議員
(4) 正会員：本会の目的に賛同して入会した個人
(5) 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
(6) 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．
8
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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，監事，評議員．

• 理事は，会員の5%程度．理事長1名．副理事長2名．監事1名．これら役員は，原則として65歳を
定年とするが，学会運営上の有益性を鑑みて必要とされる場合には，定年延長を理事会にて承認
することができる．評議員は，理事を含み10%程度とする．

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，評議員会，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，評議員会，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. 評議員は，理事およびそれ以外の評議員で構成される．学会運営などにつき理事に意見を述べる
こと，を行う

6. 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，監
事，評議員は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する会員を対象とする．

評議員は，理事の選挙および推薦により理事会で承認する．

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，評議員会の3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．
9
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3. 評議員会は，評議員を持って構成する．

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．
10
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学会・セミナー情報

❑ 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　三重

会  長：池田 智明　三重大学医学部 産科婦人科学教室

❑ 第20回日本成人先天性心疾患学会  総会 ・ 学術集会

日  時：2018年1月27日(土) ～28日(日)

場  所：学術総合センター  一橋講堂　東京

会  長：河田 政明　自治医科大学とちぎ子ども医療センター 小児・先天性心臓血管外科



日本成人先天性心疾患学会雑誌   第5巻   第3号   12～16 (2016年)
【総説】

Fontan術後の肝疾患

藤澤  知雄1)，田中  靖彦2)

1)済生会横浜市東部病院  小児肝臓消化器科，2)静岡県立こども病院  循環器科

キーワード：Fontan circulation, Fontan associated liver disease, Liver fibrosis, Liver tumor, 

Central venous Pressure

はじめに
　肝臓は門脈と肝動脈からの血流を受けており，全
身の循環系と関連が深い．肝臓は全心拍出量の約
25%の血流が灌流しており，種々の循環障害に対し
影響を受けやすい臓器である．肝の循環障害として
は先天性心疾患の中では虚血性肝障害とうっ血肝
に分けられる．うっ血肝としては，僧房弁狭窄症，
三尖弁閉鎖不全症，肺性心，心筋炎，収縮性心内膜
炎など，すべての右心不全が原因となる．うっ血肝
では肝静脈圧上昇により肝類洞周囲の浮腫を来た
し，肝細胞への酸素拡散が低下し，炎症を伴わない
虚血性の小葉中心性の線維化を来すことが，主な原
因と考えられる．

I. FALDに関する主な報告
　単心室症例に対するFontan手術の成績が向上し
ているが，遠隔期における多くの問題点が浮上して
いる．Fontan循環の生理学的特徴である高い中心静
脈圧 (以下CVP) が原因でうっ血肝に起因する肝障
害の代表はFontan associated liver disease (以下
FALD) である．1981年にStantonらがFontan術後
の剖検例で肝硬変があったことを報告して以来，多
くの報告があるが，2010年までに報告されたFALD

に関する主な報告例を表1に示した1)．FALDには肝
線維化のみならず，肝硬変，限局性結節性過形成
(Focal nodular hyperplasia以下FNHと略)，肝腺
腫，肝細胞がんの報告がある2)．

表1　Fontan術後の肝合併を報告した主な論文（2010年までに限った）

（各論文に関しては文献1を参照されたい）

, 

Stanton RE, 1981 Fontan 21 .

Lemner JH,1987 15 . Fontan 5 . .

van Nieuwenhuizen RC, 
1999 

Fontan 20 γGTP

Narkewics MR, 2003 Fontan 12 4 11 , 2 . 
. 

Ghaferi AA, 2005 Fontan 18 9 .7 CPC, 5 CLN, 4 , 1 .

Kisewetter CH, 2005 Fontan 12 11/12 CT , 4/12 , 7/12
, .

, 2007 Fontan 16 . .

Kendall TJ, 2007 Fontan 18 , , 14 , 2 . .

Composilvan S, 2008 Fontan 34 , .

Friedrich-Rust M, 2008 Fontan 39 FibroScan elastrography , 37 .

Saliba T, 2010 Fontan 2 . 

Babaogu K, 2010 Fontan 7 MRI .

Baek JS, 2010 Fontan 139 57 (41%) . (26%), (7%),
(21%), (3%) .

CPC: chronic passive congestion, CLN: centrilobular necrosis
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　FALDの病態はCVPの慢性的な上昇，およびそれ
に伴う下大静脈，肝静脈のうっ血に起因し，肝線
維化が進行するとうっ血性肝硬変になると考えら
れる．しかし，Fontan術の術式，心房中隔開窓術
(fenestration) の有無，CVP上昇がどのように肝臓
に影響し，肝線維化を進展させ肝硬変に至る過程な
どに関する検討もされているが，まだ不明な部分が
少なくない肝組織所見では肝小葉の中心静脈周囲
に放射線状の線維化，中心静脈間の線維性隔壁の形
成，類洞の著明な拡大がみられる．またFALDの中
にはうっ血肝にとどまらず，肝線維化に関して，
Fontan術後のうっ血性肝性硬変例において，血清線
維化マーカーが肝線維化の進行に関連している3)．
この点に関して筆者らは肝組織や超音波から肝硬
変と非肝硬変例の線維化マーカーを比較したが有
意差はなかった (表2)．2010年以以降の重要な論文
として，類洞の線維化にとどまらず，小葉内の門脈
域にも線維化が半数の症例にみられる．また肝針生
検による肝組織を検討ではほぼ全例に肝類洞の線
維化がみられ，高率に小葉の門脈域の線維化があ
る．心機能と肝組織に関しては，肝線維化とCVPは
相関している6)．また類洞の圧負荷のみならず，前
述したような心拍出の減少による酸素供給の低下
も肝線維化の一因と考えられている．さらに，うっ
血性肝硬変は類洞内に血栓が増加し，小葉内の中心
静脈から肝静脈に波及し，虚血性の変化により実質
細胞量の減少することが線維化に関与している．

II. FALD発症のメカニズム
　FALDの頻度に関して，欧米ではFontan術後に
約50%にFALDがみられるとされている．Pundiら
は195例のFALDを調査しているが，肝組織所見な
どから40例 (21%) が肝硬変であったと報告してい
る3)．またLindsayらはFontan術後，平均18年後で
は53例中29例 (55%) が肝硬変であるとしている4)．
本邦におけるFALDの頻度に関する報告はきわめて
少ない．FALDはまだ一般の小児科医や内科医に知
られていないためである．
　一般に肝線維化の原因は肝炎ウイルス感染，アル
コール過剰摂取，メタボリック症候群，うっ血肝な
ど多岐にわたっている．この中で肝炎ウイルス感染
における肝線維化のメカニズムは炎症により肝内
マクロファージであるKupffer細胞が活性化すると
Transforming growth factor-β (TGF-β) などのサ
イトカインやMatrix metalloproteikinase (MMP)

などの蛋白分解酵素が産生される．TGF-βなどのサ
イトカインは類洞内皮細胞と肝細胞間のDisse腔
(類洞周囲腔) に存在する肝星細胞 (伊東細胞) を活
性化し，筋線維芽細胞へと形質転換させる．活性化
された肝星細胞は細胞外マトリックスであるコ
ラーゲンを産生する．また同時にMMPはコラーゲ
ンの分解を促進するが，肝組織中のMMPの抑制因
子が動員されないと線維産生が優位になると考え
られる．結局，肝線維化はこの線維合成系と分解系
の平衡が破綻することによると考えられている．
肝線維化の要因として肝炎ウイルス感染以外には
アルコールや類洞内圧に増加も原因となることが
報告されている．動物実験では肝静脈を結紮して

表2　Comparison of blood tests between non-LC and LC

LC(-) n=33 LC(+) n=8 
PT-INR 1.19  0.01 1.26  0.19 n.s. 

TBil 1.19  0.50 1.79  0.95 n.s. 
ALT 20.1  8.1 28.0  24.5 n.s. 
Plt 16.0  6.5 13.6  6.6 n.s. 

WBC 5100  1300 4300  1000 n.s. 

BNP 46.5  77.0  87.8  126.6 n.s. 

P-III-P 0.73  0.21 0.60  0.13 n.s. 

IV Collagen 186.1  59.3 199  61 n.s. 

Hyaluronic a. 50.6  30.1 78.5  46.1 n.s. 

(Tanaka Y, et al. Hepatic complications in adult patients after Fontan operation, 2009)
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うっ血肝を作成すると肝星細胞が筋線維芽細胞に
形質転換しコラーゲンなどのマトリックス蛋白を
産生されることを確認されている．また最近，
Simonettoらはうっ血肝をマウスの肝臓直下の下
大静脈を結紮して作成し，詳細に検討している
が，類洞の周期的な機械的な拡張により，類洞内
に血栓 (thrombosis) が発生し，これが星細胞から
fibronectionのreleaseを促進することを証明した7)．
　このように，現時点ではFALDは肝静脈圧の上昇
による肝類洞の拡張による機械的刺激，血栓形成，
虚血により肝細胞への酸素供給の低下により肝類
洞の線維化がみられ，さらに門脈域の線維化が加わ
ることで肝硬変に進展すると考えられる．このよう
にFALDでは肝類洞の線維化に留まらず門脈域の線
維化があることが肝硬変に進展ことはFontan術後
の管理上，重要であり，いったん肝硬変が完成すれ
ば著明な肝機能低下に伴う慢性肝不全や血行動態
の変化によって脾腫，門脈体静脈シャント，血小板
減少，消化管静脈瘤など門脈圧亢進症状が発現す
る．さらに肝硬変まで進行すると肝細胞がんの発生
する頻度は高くなる．

III. FALDの臨床診断
　ASTやALTなど一般的な肝機能検査では肝の予
備能，慢性的な肝障害を十分に反映しない．肝病変
を示す検査としてはプロトロンビン時間，血小板値
が有用である．プロトロンビン時間は肝予備能を判
定するには良いので，経時的に測定すべきである．
さらに一部は肝硬変に進展しており，門脈域の線維
化と血液検査では血小板減少が相関している．血小
板減少は肝線維化が進行すると門脈圧亢進による
脾機能亢進と肝実質細胞の減少によるトロンボポ
エチン産生の低下が原因と考えられる．しかし，
Fontan術後ではアスピリンやワーファリン®など
を服用している例が多く，慎重に評価すべきであ
る．またIV型コラーゲン，ヒアルロン酸，プロコ
ラーゲン-III-ププチド (P-III-P) などの線維化マー
カーがFALDの評価には有用であるが，前述したよ
うに肝硬変と非肝硬変の区別はこれらの線維化
マーカーだけでは困難である．また血小板数も重要
であり肝線維化が進行すると血小板数は減少する．
血小板数はワンポイントでの判断や無脾症候群での
評価は難しいが，経時的に検査すべき項目である．
　一方，肝線維化が進展した場合は常に肝細胞がん
などの発生に注意すべきでありアルファフェトプ
ロテイン (AFP) やPIVKA-IIも定期的に検査すべき
であるが，ワーファリン®使用時では変性ビタミン
Kが増加するために後者は疑陽性になるので注意す
る必要がある．最近，C型慢性肝炎の線維化の程度

を血清中のMac-2Binding Protein (M2BP) 糖鎖修
飾異性体 (M2BPGi) を測定することにより推測す
ることが可能になり，C型肝炎以外の慢性肝疾患に
おいても応用ができるか検討されている．筆者らも
FALD例にM2BPGiを測定したが，肝生検による線
維化とM2BPGiは有意な相関はなかったが，心不全
の指標であるBNPとM2BPGiは有意な相関がみら
れた (未発表)．

IV. FALDの画像診断

1. 画像
　超音波検査は肝表面の凹凸，辺縁，肝静脈の拡張，
占拠性病変などを観察する．肝硬変になれば超音波
検査の診断は比較的容易であるが，肝線維化の進展
度の判断は難しい．超音波所見の中では実質内の
hyperechoic spots (HES) が注目されている (図1)．
線維化を定量的に評価するのは困難であるが，超音
波装置を用いた肝の線維化による弾性診断が可能
となっている．すなわちFibroScan®弾性波が肝を伝
搬する速度を計測することにより肝の弾性値を測
定することが可能になった．またMR elastography

はMRIを用いて非侵襲的に物体の硬さを定量する
方法であり客観的評価に優れている．造影CT所見
として造影効果を有する網目状陰影，表面の凹凸，
hypervascular mass，腫瘍形成などを重視している
が，とくに肝硬変になる前の重症な肝線維化例にお
いてZonal enhancementの頻度が高い．画像診断は
肝硬変にとどまらずHCC，肝腺腫，FNHなどの腫
瘤性病変の診断や鑑別診断に重要である．

2. 肝組織
　肝生検はサンプリングエラーの可能性はあるが，
現時点では最も信頼できる肝線維化の診断手段で
ある．多数例の検討では，ほぼ全例が肝類洞線維化
と中心静脈の線維化がみられ，その他には中心静脈
壊死，門脈域の線維化がみられる．図2にFALDの肝
組織を示した．
　肝生検を行えば肝線維化の評価は可能となるが，
Fontan術後では肝静脈圧が高く，血栓予防のため抗
凝固療法をしている場合があるので通常の肝針生
検は出血のリスクが高くなる．経頸静脈経由のカ
テーテルを用いた肝生検は比較的安全であるが，
Fontan循環の解剖学的特性から肝静脈wedge肝生
検は困難な場合もある．

V. FALDの治療と管理
　肝線維化から肝硬変に至るまでの経過を表3に示
すが，重要な点は，いかにして肝線維化から肝硬変
への進展を防ぐことであり，肝硬変への進展を防ぐ
14
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図1
11歳，女児．無脾症候群．単心室であり3回の心臓手術を経て2歳9か月にFontan術を受けた．精査入院した．

AST 27 IU/l，ALT 18 IU/l，GGT 127 IU/l，ヒアルロン酸，P-III-Pは高値，%PTは74%であった．
超音波では右葉全体にHyperechoic spotsがみられた．

図2
図1と同一症例であり，でHESの見られた部分をエコーガイド下で狙撃肝臓針生検査をした．

門脈域には炎症を伴わない線維化（A），中心静脈周囲の類洞の著明な拡張（B），
架橋形成（C），偽小葉形成（D）がみられ，肝硬変と診断した．

A. HE B. HE

C. AM D. Ret 

肝組織１
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表3　FALDが肝硬変に至るまでのメカニズム

ことができれば，肝細胞がんの予防も可能と考えら
れる．FALDの予防は確立していないが，右房圧を
軽減するための心房中隔の開窓術 (fenestration) が
効果的とする報告もあるがコンセンサスは得られ
ていない．欧米における成人の多数例の検討では胃
食道静脈瘤，腹水，肝硬変などは重要である．肝硬
変では肝細胞がんの発生リスクは増加してQOLは
著しく悪化する．今後，本邦でもFontan遠隔期にお

けるQOLの調査や肝硬変の実態を調査する必要が
ある．また同時に，成人に達する例では禁酒の指導
やメタボリック症候群の予防も重要である．さらに
本邦の小児科医や内科医の多くはこのFALDの存在
を知らないので，この病態の存在を広く啓発する必
要がある．
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Fontan associated liver disease

Tomoo Fujisawa1), Yasuhiko Tanaka2)

1)Department of Pediatric Hepatology and Gastroenterology, Saiseikai Yokohamashi Tobu Hospital
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Abstract

Recently, hepatic complications have been increasingly reported in patients who
underwent Fontan surgery for serious complex congenital heart diseases, especially for single
ventricle. Hepatic complications are those of liver fibrosis, liver cirrhosis, liver tumors, etc.
The sinusoidal fibrosis is common feature in Fontan associated liver disease (FALD). A
speculation of sinusoidal fibrosis related the mechanical expansion of liver sinusoid causes
thrombosis in sinusoid, and stimulating fibronectin release from Ito cells (hepatic satellite
cells). In FALD, hepatocytes are not destroyed, so the levels of transaminase heard to rise.

Key words：Fontan circulation, Fontan associated liver disease, Liver fibrosis, Liver tumor, 
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【総説】

心不全と睡眠時無呼吸

西畑  庸介
聖路加国際病院  心血管センター  循環器内科

要　旨

　睡眠時無呼吸は心不全患者に高率に合併することが報告されているが，睡眠時無呼吸と心不全の
関連は多様である．閉塞性睡眠時無呼吸 (obstructive sleep apnea; OSA) は動脈硬化・左室肥大・
心筋リモデリングを引き起こし心不全の原因となりえる一方，中枢性睡眠時無呼吸 (central sleep

apnea; CSA) は心不全の重症度が増すと合併頻度が増加しCSAを合併した心不全は予後不良であ
ることも知られているが，結果なのか代償機転なのか，結論が得られていない．
　OSAに対するCPAP (continuous positive airway pressure) の有効性は既に多くの報告がある
が，CSAに対する陽圧換気療法には期待がかかるもののcontroversialであり，その効果を理解する
にはメカニズムの理解が欠かせない．本総説では睡眠時無呼吸が心血管に与える影響と陽圧換気療
法の効果について概説する．

キーワード：Heart failure, sleep apnea, positive airway pressure, adaptive servo ventilation, 

hemodynamics

はじめに
　睡眠時無呼吸は心不全患者の47～76%に合併する
と報告されている1-4)．一般的に心血管疾患には閉
塞性睡眠時無呼吸 (obstructive sleep apnea; OSA)

の合併が多いとされるが，心不全ではOSAのみなら
ず中枢性睡眠時無呼吸 (central sleep apnea; CSA)

も高率に合併し，心不全の病状によってその表現型
が変化し，一晩の間にも入眠初期から後期にかけて
OSAからCSAへシフトすることや5)，夜毎にOSAと
CSAのシフトが起こることも報告されている6)．
　CSAへの治療機器として開発された adaptive

servo-ventilation (ASV) はCSA改善の効果が高い
ことから心不全治療への効果も期待されたが，
SERVE-HF試験の結果，左室機能の低下した心不
全患者においてASVは予後改善効果を示せなかっ
ただけでなく，副次評価項目としての全死因死亡，
心血管死のいずれをも有意に増加させるという
negative studyとなった7)．本試験の結果を解釈す
るには，OSA・CSAの特徴と心血管疾患との関連，
および陽圧換気療法の効果とその機序を理解する
ことが必要不可欠であり，今後の課題とともに概説
する．

1. 定義と診断
　閉塞性無呼吸・低呼吸は睡眠中に上気道が完全も

しくは部分的に虚脱することで引き起こされる．中
枢性無呼吸・低呼吸は睡眠中に呼吸筋への中枢神経
からの出力が停止もしくは減弱することで生じる．
通常，OSAやCSAは終夜睡眠ポリソムノグラフィー
により診断されるが，無呼吸は10秒以上の気流停
止，低呼吸は換気量が30%以上減弱する状態が10秒
以上持続し，経皮的酸素飽和度の3%以上の低下を
伴うか，覚醒反応により換気量の減弱が終了する
ものと定義される8)．無呼吸は，上気道の閉塞に
抗って呼吸努力を伴うものを閉塞性，呼吸努力を伴
わないものを中枢性と分類される．低呼吸は上気道
における気流制限の兆候を伴うものを閉塞性，伴わ
ないものを中枢性と分類される．無呼吸低呼吸指数
(apnea-hypopea index; AHI) は睡眠中1時間あた
りの無呼吸・低呼吸の回数を示し，AHI < 5/hであ
れば睡眠時無呼吸なし，5/h ≤ AHI < 15/hであれば
軽症，15/h ≤ AHI < 30/hであれば中等症，AHI ≥

30/hであれば重症の睡眠時無呼吸と分類される．

2. 閉塞性睡眠時無呼吸
（OSA; obstructive sleep apnea）
　30歳から70歳までの一般人口において，AHI ≥

5/hをカットオフとした場合にOSAは男性の34%，
女性の17%にみられ，AHI ≥ 15/hでは男性の13%，
女性の6%にみられると報告されており9)，AHI ≥

11/hのOSAが存在すると他の危険因子とは独立し
17
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て心不全の発症リスクが2.38倍上昇すると言われ
ている10)．心不全患者におけるOSAの有病率はAHI

≥ 15/hをカットオフとした場合12～32%と報告によ
り様々であるが2-4,11)，一般人口と比較すると有病
率は高く，心不全患者においてはAHIとBMIの相関
が一般人口と比較して弱いことが知られている12)．
　OSAに代表される慢性的な睡眠呼吸障害は低酸
素血症，酸化ストレス，レニン・アンギオテンシン・
アルドステロン系の亢進，交感神経活性の亢進と
いった機序により直接的な心筋障害を引き起こす
可能性を秘めているだけでなく，高血圧，糖尿病，
冠動脈疾患，不整脈といった心不全のリスク因子に
強く影響を及ぼす13)．
　Marin JMらの報告では，重症OSAを有する成人
男性では対象と比較して致死的心血管イベントの
発生が2.87倍多く，重症OSAは心血管イベントの独
立した危険因子であったとされる14)．また，OSAを
有する患者では深夜の突然死15)や夜間の心房細動・
心室性期外収縮・非持続性心室頻拍・洞不全・房室
ブロックといった不整脈が増加し16)，冠動脈疾患治
療後のMACE (major adverse cardiac events) が有
意に多く17)，脳卒中発症後の神経学的予後が不良で
あること18)も報告されている．
　OSAによる直接的な血行動態への影響も知られ
ている．閉塞性無呼吸中は上気道が閉塞した状態で

胸郭が拡張しようとするため胸腔内に非常に高度
の陰圧がかかり，左室のtransmural pressureを増
大させ，左室後負荷が増大した状態となる．胸腔内
陰圧により静脈還流は増加し右室の前負荷は増加
した状態となるが，無呼吸による低酸素状態は低酸
素性の肺動脈攣縮を惹起し，右室後負荷は増大す
る．前負荷・後負荷ともに増加した右室は拡張し心
室中隔を介して左室を圧排することになるが，低酸
素性肺動脈攣縮とあわせて左室充満が妨げられ，左
室の前負荷減少・後負荷増大により一回拍出量・心
拍出量は減少する19)．心不全患者では健常者と比較
してOSAによる血行動態の変化がより顕著である
ことも報告されている20)．
　OSAでは左室後負荷の増大により心筋酸素需要
は増加するが，OSA中は低酸素状態となるだけで
なく冠動脈血流も低下するため心筋虚血が誘発さ
れ20)，左室収縮障害・左室拡張障害に結びつく．こ
のようなストレスが繰り返されることにより左室
リモデリング，左室肥大が形成され，心不全の基礎
が構築される (Figure 1)．
　また，OSA患者では左室拡張障害とは独立して左
房拡大が形成されることも報告されている21)．その
機序としては，胸腔内陰圧により心房筋が引き伸ば
されるだけでなく，静脈還流の増加により胸腔内に
戻ってきた血液が心房内に流入することで心房の

Figure 1.　Relationship between obstructive sleep apnea (OSA) and heart failure

(modified from reference 67)

Schematic representation of the mutual interactions between OSA and heart failure.

CAD = coronary artery disease; RAAS = renin-angiotensin-aldosterone system; VO2 = oxygen consumption rate.
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volume overloadが引き起こされ，これが左房拡大
の主因であるとの報告がある22)．OSAに心房細動
が合併しやすいのは低酸素血症や交感神経活性の
亢進のみならず，OSAによる直接的な左房拡大が
強く影響しているとされ，動物実験でOSA中に下大
静脈をバルーンで閉塞させると左房拡大が抑制さ
れるとともに心房細動誘発率の有意な低下が見ら
れた22)．
　OSAは心不全の基礎疾患となるだけでなく，心不
全の予後不良因子でもある．OSAが軽症以下であっ
た心不全患者と比較し，中等症以上のOSAを有する
心不全患者では交絡因子で調整後も死亡率が有意
に高かったと報告されている23)．これに対しOSAを
CPAP (continuous positive airway pressure) で治
療することで心機能の改善や心不全再入院・総死亡
の減少が得られた24,25)．

3. 中枢性睡眠時無呼吸
（CSA; central sleep apnea）
一般人口におけるCSAの有病率は1%未満と非常に
低いが26)，心不全患者においてはAHI ≥15/hをカッ
トオフとすると15～37%と高くなり2,3,11)，男性，低
CO2血症，心房細動，加齢がリスク因子とされる2)．
　CSAの合併頻度は肺動脈楔入圧 (pulmonary

capillary wedge pressure; PCWP) と正の相関，心
係数 (cardiac index; CI) と負の相関を示す．つま
り，心不全が重症であるほどCSAの合併率は高くな
り27)，CSAを合併した心不全患者は予後不良である
ことも報告されている28)．しかし，β遮断薬，抗ア
ルドステロン薬，CRT (cardiac resynchronization

therapy) といった心不全治療により心不全状態が
改善するとCSAも軽減することが報告されてお
り29-31)，その適切な評価時期は明らかでない．
　睡眠中の呼吸は動脈血中二酸化炭素濃度 (PaCO2)

が刺激となっているが，PaCO2がある閾値レベルを
下回るとCSAが生じる32)．CSAを有する心不全患
者は慢性的な過換気状態にあり，PaCO2低下に伴う
低炭酸ガス血症を呈している33-34)．この状態で睡眠
中に何らかの刺激により換気が亢進すると，PaCO2

が閾値レベルを下回り中枢神経から呼吸筋への指
令が途絶または減弱し中枢性無呼吸・低呼吸を来す
のである．慢性的肺うっ血による肺間質の変化や肺
内血液量の増加により肺の弾性が低下すると，速く
浅い呼吸様式をとることにより呼吸筋は仕事量を
節約する．一方で心拍出量の減少により生理学的死
腔量が増加し，肺ガス交換のゲインも増大する．ま
た，原因は十分解明されていないが慢性心不全患者
では中枢におけるCO2化学反射感受性が亢進して
いることもあわさり35,36)，心不全患者における過換

気が形成される．
　心不全に対するCSAの影響はOSAほど十分には
解明されていないが，無呼吸・低呼吸による低酸素
血症や覚醒反応により交感神経活性が亢進し，血圧
や心拍数の上昇を来す37,38)．無呼吸・低呼吸中は肺
の進展刺激が減少することで交感神経活性は更に
亢進し39)，交感神経活性の亢進により心室の異所性
興奮が引き起こされやすくなる40) (Figure 2)．
　心不全に合併するCSAに対してCPAPを用いて介
入した大規模臨床試験CANPAP trialでは，CPAP

群でSDB (sleep disordered breathing) とLVEFの
有意な改善を認めたものの予後改善効果は認められ
なかった41)．しかし，その後のサブ解析でCPAPによ
りSDBの改善 (AHI 15/h未満) が得られたresponder

群では予後改善効果が示され，CSAに対する治療介
入に期待がもたれた42)．CSAの治療機器として開
発されたadaptive servo ventilation (ASV) は自発
呼吸の強弱に合わせてサポート圧を変動させるこ
とで最終的に自発呼吸を安定させる陽圧換気デバ
イスであるが，CPAP・BIPAP (biphasic positive

airway pressure)・HOT (home oxygen therapy)

といった従来治療と比較してCSAを効果的に治療
可能である43)．CSA合併心不全患者に対するASV

療法はCPAPと比較して治療コンプライアンスが良
好で43)，LVEF・NT-pro BNP・運動耐容能の改善
をもたらし44-47)，交感神経活性を抑制し48-50)，心
臓死や心不全による再入院を抑制するとの報告が
小規模ではあるが複数なされ，メタアナリシスでも
同様の結果が得られた51-55)．しかし，ASVの効果を
前向きに検証するために本邦で行われたSAIVOR-

C試験では，ASV群もコントロール群も同様に左室
機能の改善を認め群間差に有意性は立証できず，予
後改善効果も有意性を証明できなかった56)．
　CSA合併心不全 (LVEF ≤ 45%) に対するASV

の予後改善効果を検証した国際的多施設共同無作
為化比較試験SERVE-HFでは，primary end point

である death from any cause および lifesaving

cardiovascular interventionに有意差はつかなかっ
たものの，コントロール群と比較してASV群で全死
亡および心血管死が有意に多く発生し，期待が裏切ら
れる結果であった．これを受け2016 ESC Guidelines

for　the diagnosis and treatment of acute and

chronic heart failure57)ではLVEFの低下した心不
全に対するASV療法はClass III (Level B)，禁忌と
された．しかしながら，LVEFの低下していない群
ではASVのadverse effectは有意ではなく，後続の
CAT-HF study58)では，SERVE-HFの結果を受け
てentryが早期に中止され患者数が予定数に満たな
かったため有意性は立証できなかったものの，左室
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Figure 2.　Relationship between central sleep apnea (CSA) and heart failure

(modified from reference 67)

Schematic representation of the mutual interactions between CSA and heart failure.

PaCO2 = arterial partial pressure of CO2; PaO2 = arterial partial pressure of O2; 

RAAS = renin-angiotensin-aldosterone system; VO2 = oxygen consumption rate.

機能の保持された心不全患者においてはASVが心
不全入院を抑制する傾向が見られた．
　ASVを含む陽圧換気療法が混沌とする中，CSAに
対する新たな治療手段として横隔神経刺激の効果
が報告され59)，その前向き比較試験の良好な結果も
公表された60)．結果としては横隔神経刺激により
AHI 49.9 ± 15.1/h → 27.5 ±18.3/h, CAI (central

apnea index) 28.2 ± 15.0/h → 6.0 ± 9.2/hと有意な
改善が12ヶ月後でも維持され (p < 0.001)，無呼吸
関連症状や運動耐容能，QOLの改善が得られた．有
害事象は41例中5例 (10.6%) に見られ，植込み手技
関連の出血，デバイス位置異常，横隔神経刺激によ
る非典型的胸痛，植込み部の皮膚菲薄化のよるポ
ケット再形成，リード不全が1例ずつ報告されてい
る．横隔神経刺激によるCSAの治療で心不全の予後
改善が得られるかどうか，更なる結果に期待がもた
れる．

4. 心不全と陽圧換気療法
　SERVE-HFの試験結果を解釈するに当たり忘れ
てはならいないことがある．陽圧換気療法は心不全
の状態次第で血行動態に与える効果が大きく変化
するのである．左室機能の低下した心不全患者に対
してCPAP 5 cmH2Oの気道陽圧をかけた際，PCWP

≥ 12 cmH2OのHigh PCWP群ではCIが増加したの
に対して，PCWP < 12 cmH2Oのlow PCWP群では
CIが低下したと報告されている61)．これはdiastolic

ventricular interactionという機序で説明可能であ
る62)．体液過剰や肺高血圧が存在する状況では拡大
した右室により心室中隔を介して左室が圧排され
左室拡張障害を来す．血管拡張薬を用いた静脈拡張
もしくは利尿薬や陽圧換気による静脈還流量の減
少により右室拡大を軽減すると，右室による左室の
圧排が解除され左室が十分拡張できるようになる．
左室が十分拡張すれば，Frank-Starlingの法則によ
り心拍出量の増加が得られるわけである(Figure 3)．
ASVを用いた研究でも同様の結果が得られている
が63-66)，逆にうっ血が解除された患者 (low PCWP)

では気道陽圧を高くすればするほど右室・左室とも
に前負荷減少を来しCIが低下することも知られて
いる65)．
　SERVE-HFはLVEF ≤ 45%かつAHI ≥ 15/hで
CSA優位な患者を対象に，CSAを治療すること，つ
まりAHI < 10/hを達成できるよう呼気終末陽圧お
よび最大吸気圧を適宜調節するというプロトコー
ルで行われた試験であり，日本国内の使用状況と比
較して高い気道陽圧がかけられていた．
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Figure 3.　Diastolic ventricular interaction

(Modified from reference 61)

Schematic representation of changes in ventricular volumes after preload reduction 

by diuretics or vasodilators or positive airway pressure

A: Normal subjects. 

B: Direct diastolic ventricular interaction in heart failure patients with pericardial constraint.

RV = right ventricle; LV = left ventricle.

　SERVE-HFではASV群で院外突然死が増加したと
の結果であったが，ICD (implantable cardioverter

defibrillator) 植込み後の患者においてASV群では
ICDの適切作動は減少傾向にあり (HR 0.71, p =

0.08)，不整脈による突然死が増加したとは考えにく
い．6分間歩行距離はASV群で徐々に短縮し48週経
過時点で対照群と比較して有意な悪化を認めてい
た．CSAを消すことに注力するあまりASVによる気
道陽圧が高圧となり，心拍出量が低下したことが
6分間歩行距離の短縮，ひいては低心拍出・循環虚
脱による突然死に結びついたのではないかと推測
する．
　冒頭で述べた通り，心不全と睡眠呼吸障害の関係
は非常に複雑である．日中，下肢に貯留した水分が
夜間臥床中に静脈還流として頚部から胸部に体液
移動 (fluid shift) を来し，肺うっ血を増強すること
でCSAを悪化させ，更には喉頭浮腫によりOSAが悪
化することが示されている66)．心不全治療により
CSAのみならずOSAも含めた睡眠呼吸障害が改善
することはこのfluid shiftにより説明可能であり，
fluid shiftが起こらなければ陽圧換気の効果にも期
待しにくいのは容易に想像できる．陽圧換気そのも
のが心不全の予後を悪化させるわけではなく，血行
動態を無視した闇雲な陽圧が心不全に暗雲をかけ

てしまうのであろう．現状では，左室機能が低下し
CSAを合併した心不全患者に対して，CSAの改善を
意図したASV療法は控えるべきであるが，血行動
態，とくに肺うっ血の程度と心拍出量に注意して適
度な陽圧をかけることは，難治性心不全患者に対す
る一条の光明になるものと期待したい．この適度な
陽圧レベルと，陽圧をかけるべき状態を的確に判断
するための指標を明確にすることが次なる課題の
1つである．

利益相反関係の開示
　著者は当該総説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
な関係を有さない．
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Heart Failure and Sleep Apnea

Yosuke Nishihata, M.D., Ph.D.
Department of Cardiology, Cardiovascular Center, St. Luke’s International Hospital

Abstract

Obstructive sleep apnea (OSA) and central sleep apnea (CSA) are more common in heart
failure patients than in general population. OSA causes sympathetic nervous activation,
atherosclerosis, left ventricular hypertrophy, and myocardial remodeling, contributing to the
progression of heart failure. The prevalence of CSA increases with heart failure severity, and
CSA is known as the poor prognostic factor of heart failure. The efficacy of positive airway
pressure (PAP) treatment for OSA has been reported and established. On the other hand, it
is controversial whether PAP treatment including adaptive servo ventilation for heart failure
with CSA is effective or not. We should consider the mechanisms of the PAP efficacy and the
conditions of heart failure. This review summarizes and discusses the influences of both OSA
and CSA to heart failure, and the mechanisms and the effects of PAP treatment for heart
failure patients.

Key words：Heart failure, sleep apnea, positive airway pressure, adaptive servo ventilation, 
hemodynamics
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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
24
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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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Clinical features of adult tetralogy of Fallot lost to follow up 
- Experience of a regional hospital -

Ryotaro Asano, M.D.1), Yoshiki Mori, M.D. PhD.2), Yasumi Nakashima, M.D.2), 
Ryo Sugiura, M.D. PhD1), Masaaki Koide, M.D, PhD3), Toshiaki Oka, M.D. PhD1)

1)Department of Cardiology, Seirei Hamamatsu General Hospital
2)Department of Pediatric Cardiology, Seirei Hamamatsu General Hospital

3)Department of Cardiovascular Surgery, Seirei Hamamatsu General Hospital

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
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【症例報告】

右上大静脈欠損，左上大静脈遺残，unroofed coronary sinusを
合併した不完全型房室中隔欠損症の一成人例

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)小児心臓外科　2)小児・生涯心臓疾患研究所

要　旨

　Unroofed coronary sinus (URCS) は，冠静脈洞と左房の間の共通壁が欠損するまれな疾患であ
り，左上大静脈遺残 (PLSVC) が合併する場合は右左短絡によるチアノーゼを生じる．また，PLSVC

は房室中隔欠損にたびたび合併することは知られているが，右上大静脈欠損を伴うことは極めてま
れである．今回我々は，右上大静脈欠損，partially URCSおよびPLSVCを合併し，肺高血圧を伴っ
た内臓心房正位の不完全型房室中隔欠損症の成人例に対して修復術を施行した．症例は48歳女性．
以前から心雑音を指摘され，労作時の呼吸困難や動悸を自覚していたが放置していた．勤務先の健
診で胸部レントゲン上の心拡大を指摘されて受診し，心エコー，MDCT，心臓カテーテル検査によ
り上記の合併異常と診断，房室中隔欠損修復とともに冠静脈洞の自己組織による再建が行われた．
術後経過は良好で，自覚症状は劇的に改善している．

キーワード：absent right superior vena cava, persistent left superior vena cava, 

unroofed coronary sinus, partial atrioventricular septal defect

緒  言
　Unroofed coronary sinus (URCS) は左上大静脈
遺残 (PLSVC) を合併することが多いが，右上大静
脈欠損を伴うことは極めてまれである．今回我々
は，これらの静脈還流異常に加え肺高血圧を合併し
た不完全型房室中隔欠損症の内臓心房正位の成人
女性に，房室中隔欠損症修復に加え，自己組織によ
る冠静脈洞のreroofingを行い良好な結果を得たの
で報告する．

症  例
症例；48歳  女性
主訴；労作時呼吸困難
既往歴；中学生の時に肺炎が重症化した．
家族歴；特記すべきことなし
現病歴；中学時代の肺炎での入院の際に心拡大を指
摘された．高校生のころから心雑音を指摘されてい
たが放置していた．また，以前から労作時の息切れ
を自覚しており階段の昇降などは他人と一緒には
不可能で常に自己のペースであった．今回勤務先の
健診の胸部レントゲンで異常心拡大を指摘され診
断書提出を義務づけられたために当院を受診，外来
での心エコー検査で肺高血圧を伴う不完全型房室

中隔欠損を認め精査を目的に当科に入院となった．
入院時所見；身長156.0cm，体重55.6kg

軽度チアノーゼあり  経皮的酸素飽和度92%

　脈拍70回／分・整，胸部聴診上II音は軽度亢進し
固定性分裂を認めた．また，胸骨左縁第2肋間に最
強点を有するLevine III/VIの収縮期駆出性雑音を
聴取した．
　明らかな肝・脾腫は認めなかった．

術前検査所見
胸部X線所見；心胸郭比71%で，左右第2弓の著明な
突出と肺血管陰影の拡張所見を認めた．気管気管支
分岐の異常を認めなかった (Fig.1a)．
心電図；正常洞調律88回/分　左軸偏位 (-140°)  I°房
室ブロック (PQ間隔0.38秒)  不完全右脚ブロック
(QRS間隔0.10秒)

心エコー検査；単心房に近い大きな一次孔欠損と左
側房室弁前尖の裂隙が存在した．軽度～中等度の両
側房室弁閉鎖不全があり，右側房室弁逆流の最大流
速は4.4m/秒と肺高血圧が示唆された．左房内に異
常隔壁を認めたが流入血流の加速は認めなかった．
50mmを超える著明な主肺動脈の拡張を認めた．
MDCT検査；肺動脈は径53mmと著明に拡大してい
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Fig.1　Chest X-ray

a: Preoperative chest X-ray

b: Post operative chest X-ray

た．右上大静脈 (RSVC) が欠損しPLSVCを認めた
が，coronary sinusは左房の途中で途絶えていた．
左右肺静脈が合流して共通肺静脈を形成し，左房と
の間に異常隔壁を認めたが比較的大きな交通孔が
存在した (Fig.2,3)．内臓の位置異常や脾臓の数の異
常は認めなかった．
心臓カテーテル検査；肺高血圧 (平均肺動脈圧
35mmHg) を認め，同時圧での肺体血圧比は0.61，
肺血管抵抗は5.7単位・m2，肺体血管抵抗比0.14で
あった．右房での酸素飽和度のステップアップと左
房での低下を認めた (Table1)．肺体血流量比は2.2

であった．
　造影では，左上大静脈 (LSVC) の左房還流が確認
された．房室弁逆流は両側ともI度，左室拡張末期容
積98% of normal (86.1ml/m2)，右室拡張末期容積
217% of normal (196.2ml/m2) であった．

手術所見
　胸骨正中切開で到達．径5mm程度のRSVCの痕跡
と，50mmを超える太い主肺動脈に圧排されたLSVC

を確認した．左右の心耳形態は正常であった．
　上行大動脈送血，LSVC・下大静脈脱血の人工心
肺心停止下に右房切開した．30x40mmの大きな一
次孔欠損と主たる左房から共通肺静脈につながる
30x25mmの交通孔，および左側房室弁前尖の裂隙
を認めた．左房後壁にはLSVCからつながり左側房
室弁の弁輪の近傍に形成されたtunnelの前壁を認
めたが途中で途絶えており，partially URCSと思わ
れた．右房側にcoronary sinus ostiumはなく，心筋

保護液の還流液は左房のtunnel内から湧出した．
URCSの修復は，共通肺静脈と左房間の異常隔壁を
下方に切開して交通孔を広げつつ翻転して左房後
壁と縫合することでreroofingをおこない，心房の分
割ラインまでLSVCを延長しcoronary sinusの終末
部およびcoronary sinus ostiumを作製した．左側
房室弁前尖の裂隙を閉鎖後，自己心膜にて一次孔欠
損を閉鎖したが，後下縁は左側房室弁の弁尖の一部
と作製したcoronary sinus ostiumの縁を自己心膜
と連続縫合して，LSVCが右房に還流するようにし
た (Fig.4)．拡大していた三尖弁は部分的な弁輪縫縮
と前尖・中隔尖間の交連閉鎖を行い逆流を阻止した．
　人工心肺からは順調に離脱し肺動脈圧も低下し
ていた．

術後経過
　術当日に抜管され2日目にICUから一般病棟に帰
室した．術後心膜炎による心のう液貯留のためステ
ロイド治療を要したが，改善して術後26日目に退院
した．

術後検査
　術後8カ月時の外来では，労作時の息切れの軽快と
チアノーゼの消失を認め，酸素飽和度は97%，胸部
レントゲン上CTRは57%と縮小していた (Fig.1b)．
心電図では術前同様正常洞調律で左軸偏位とI°房室
ブロック，不完全右脚ブロックを示した．
　心エコー上，両側の房室弁逆流はともに軽度に軽
減した．右側房室弁逆流の最大流速は術前の4.4m/

ba
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秒から2.4m/秒と低下し肺高血圧も改善した．
　MDCTではreroofingによりLSVCは右房まで

reroutingされておりURCSも修復されていた．拡大
していた主肺動脈は38mmまで縮小した (Fig.5)．

Fig.2　Preoperative MDCT (axial image).

a: Image showing the dilated MPA and flattened LSVC

b: Image showing positional relation of LSVC and LA and CPV

c and d: Image showing partially unroofed terminal portion of  coronary sinus

e: Image showing large RA and LA

Aao: ascending aorta   MPA: main pulmonary artery   CPV: common pulmonary vein 

URCS: unroofed coronary sinus

Fig.3　Preoperative MDCT (volume rendering image).

a: Image from posterior to anterior showing LSVC connecting to LA and CPV located superiorly to LA

b: Image from anterior to posterior showing RAA and LAA and LA

RUPV: right upper PV   LUPV: left upper PV   RLPV: right lower PV   LLPV: left lower PV

RAA: right atrial appendage   LAA: left atrial appendage

Aao
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LSVC
RA
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LLPVRLPVcba
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Table 1　Data of cardiac catheterization

RA: right atrium, IVC: inferior vena cava, RV: right ventricle, 

PA: pulmonary artery, PV: pulmonary vein, LV: left ventricle, 

EDP: end diastolic pressure, Aao: ascending aorta

Fig.4　Operative schema

(a) Incision of abnormal septum to extend the terminal portion of CS

(b) Reconstruction of the terminal portion of CS and creation of neo-CSO

(c) Closure of ostium primun with the autologous pericardial patch to leave CS rightward

CSO: coronary sinus ostium

Site Pressure(mean)(mmHg) O2 Sat. (%)

LSVC

RA

IVC

RV

Main PA

Right PA

Left PA

LA

Right PV

LV

Aao

(8)

(7)

(7)

66/ - /EDP9

60/25 (35)

63/26/(37)

62/26(37)

(6)

(8)

136/ - /EDP9

116/90(100)

64

81

74

85

87

85

88

80

96

89

89

rudimentary 

RSVC

(a)

(b)

orifice between common 

PV and LA partially unroofed terminal 

portion of CS

incison of abnormal 

septum  

PLSVC

(c)

autologous pericardium

reconstructed terminal 

portion of CS 

neo-CSO
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Fig.5　Postoperative MDCT (axial image).

a: Postoperative image showing MPA and enlarged LSVC

b~e: Postoperative image showing reconstructed CS

f: Image showing neo-CSO

CS: coronary sinus

考  察
　URCSは，胎生期に左側静脈洞と心房の間にある
left atriovenous foldの形成不全により，coronary

sinusと左房の共通の壁が欠損する疾患であり，
Quaegebuerら1)により最初に報告された．Kirklin

ら2)は，内臓心房錯位を除くURCSを以下に分類し
ている．Type 1: completely URCS with PLSVC,

Type 2:　completely URCS without PLSVC, Type

3:　partially unroofed midportion of coronary

sinus,　Type 4: partially unroofed terminal of

coronary sinus　
　本症例はType 4と考えられた．また，Kirklinら
は，同時にType 1のURCSが存在すると肺静脈管と
左房の癒合は通常より上方でおこり，時にその交通
孔の軽度から中等度の狭窄を伴うとしている．著者
は，2012年に不完全型房室中隔欠損症にType 1の
URCSと三心房心様の左房内異常隔壁を合併した
内臓心房正位の5歳女児の手術例を経験し，翌年日
本小児循環器学会雑誌に報告した3)．内臓心房正
位，房室中隔欠損，URCS，PLSVC，左房内隔壁と
いう解剖学的特徴が，本症例と類似していた．5歳
女児例では異常隔壁による左肺静脈狭窄を認め隔
壁の切除による狭窄解除を行ったが，本症例では隔
壁による狭窄を生じてはいなかった．しかし隔壁の

一部を切開して肺静脈管と左房の交通孔拡大をし
つつcoronary sinus終末部の再建に利用した．2症
例ともにcoronary sinus ostiumを欠損していたが，
coronary sinusの終末部のroofの欠損と心房の一次
孔欠損が合併すればcoronary sinus ostiumは形成
されないのかもしれない．Ootakiら4)は内臓心房正
位でURCSを有する11例の手術例をまとめて報告
しているが，8例でPLSVCを合併し，その8例中3例
は房室中隔欠損症を合併していた．また，11例中
3例に三心房心を合併し隔壁切除が行われ，うち1例
は房室中隔欠損症を合併している．また，吉原ら5)

は，内臓心房正位でURCSと冠静脈洞口閉鎖を合併
した5例のまとめを報告し，4例にPLSVCを合併
し，うち1例は房室中隔欠損症であった．三心房心
や左房内異常隔壁に関する記述は認めていない．
Kirklinらは，unroofed coronary sinus syndrome

の合併奇形として房室中隔欠損症は最も一般的で，
さらにPLSVCと三心房心の間には少なくとも特
定の症例の中では明らかな関連があると述べてお
り，これら4つの疾患には発生学的な関連が示唆さ
れる．同一施設から複数の合併例の報告を認めるこ
とから，報告されない多数の症例の存在が考えら
れる．
　三心房心は右房ないし左房が異常隔壁により

Aao
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RAA

LSVC

RA

CSO

LSVC

LA

CPV

CS

LSVC

RA

LA
RA

LA
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二分された心奇形であるが，三心房心の発生機序と
して，①一次中隔の発生異常とするMalseptation

説，②総肺静脈と原始左房の結合異常とする
Malincorporation説，③総肺静脈と原始左房間の
ostiumが他の組織にentrapmentされるために結
合が障害されるというEntrapment説，④LSVCと
原始左房が衝突して異常隔壁ができるとする
Impingement説の4つの仮説がある6)．しかし，い
ずれも単独でこの病態を説明しうるものではない．
長津7)はURCSを伴う例はImpingement説で説明
しやすいとしている．本症例は，三心房心の合併を
認めなかったが，左房内異常隔壁による肺静脈管と
左房間の交通孔が狭ければ三心房心となる可能性
もあったと考えられ，URCSとPLSVCを合併する
症例では，心エコー，心臓カテーテル検査にMDCT

を加えることにより潜在的三心房心の存在を検討
する必要があると思われた．
　また，URCSとPLSVC，房室中隔欠損の合併例に
本症例と同様の右上大静脈欠損例1例8)，下大静脈欠
損例2例9,10)，他に右上大静脈および下大静脈欠損
例1例11)の報告があるが，内臓心房正位であること
が明示されているのは下大静脈欠損例の1例9)のみ
であった．
　LSVCのreroutingに関しては右上大静脈欠損を
合併する本症例では閉塞のリスクのない再建法が
必須である．Type 1のURCSでは，①冠静脈洞の前
壁を作製するreroofing法はその技術的な困難さと
肺静脈閉塞発生のリスクから近年は推奨されず2)，
②心房中隔の偏位により2)，あるいは単心房の場合
に心房の分割と同時に心房内で血流転換する方法9)

と，③心臓外5,12)で右上大静脈あるいは右心房への
バイパスをする方法が報告されている．本症例で
は，左房の中間点までLSVCのtunnelは形成されて
おり，左房内異常隔壁を切開した部分と左房後壁を
合わせることにより容易に自己組織によるtunnel

の延長とcoronary sinus ostiumの作製が可能で
あったためreroofing法を採用した．また，LSVCを
右房に還流させ，かつ刺激伝導路障害の発生予防の
ために左側房室弁の一部と作製したcoronary sinus

ostiumの縁を自己心膜との縫合線とした．

結  語
　内臓心房正位で右上大静脈欠損，URCSとPLSVC，
肺高血圧を合併した不完全型房室中隔欠損症の成
人例に対し一期的に心内修復を行い良好な結果を
得た．
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Surgical correction of absent right superior vena cava with 
persistent left superior vena cava draining to an unroofed 

coronary sinus in adult patient with partial atrioventricular 
septal defect: A case report

Takashi Ono1), Shigehiro Morishima1), Makoto Nakazawa2)

1)Department of Pediatric Cardiovascular Surgery and 
2)Pediatric and Lifelong Congenital Cardiology Institute, 

Southern Tohoku General Hospital, Koriyama, Japan

Abstract

Unroofed coronary sinus (URCS) is a rare cardiac anomaly in which the common wall
between the coronary sinus (CS) and the left atrium is absent.   Although it is known that a
PLSVC often is associated with atrioventricular septal defects (AVSDs), the occurrence of an
absent right superior vena cava in combination with a PLSVC in patients with situs solitus is
extremely rare. 

We recently performed a total correction in an adult patient with situs solitus who had
absent right superior vena cava, a partial AVSD, URCS, and PLSVC, complicated with pul-
monary hypertension (PH).

The patient was a 48-year-old woman who was referred to us because of marked cardio-
megaly.   She had found to have heart murmur since her childhood, and has had shortness of
breath and palpitation on exertion, but she has never had any further medical examina-
tion.   She was diagnosed with the above-mentioned complex anomaly using a combination of
echocardiography, multi-detector computed tomography, and cardiac catheterization.   Since
the data showed high flow PH, we performed total repair consisting of AVSD repair and
reconstruction of CS with autologous tissue.   Postoperative course has been uneventful.

Key words：absent right superior vena cava, persistent left superior vena cava, 
unroofed coronary sinus, partial atrioventricular septal defect
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【Case Report】

Two successful pregnancies with vaginal deliveries in a patient 
with uni-ventricle after a ventricular septation procedure: 
5 year follow-up of pre- and post-partum in a rare surgery.

Yumi Shiina MD, PhD1), Koichiro Niwa MD, PhD1), 
Michiko Yamanaka MD, PhD2), Naoto Kawamatsu MD1), 

Ayumi Suzuki4), Makoto Nakazawa MD, PhD3,5)

1)Cardiovascular center, St.Luke’s International Hospital, Tokyo Japan
2)Department of Obstetrics, St.Luke’s International Hospital, Tokyo Japan

3)Department of Pediatrics, Tokyo Clinic, Tokyo Japan
4)Department of Radiology, Tokyo Clinic, Tokyo Japan

5)Pediatric and Lifelong Congenital Cardiology Institute, Southern Tohoku General Hospital, 
Fukushima, Japan

Abstract

A woman with uni-ventricular heart with double inlet left ventricle (DILV), who had

undergone ventricular septation procedure, had two successful vaginal deliveries. She

delivered a 2062g male infant (small for gestational age) at 37 weeks of gestation at 29 years

old, and a 2604g female infant (appropriate for gestational age) at 38 weeks of gestation at 33

years old. She developed mild heart failure and took diuretics after the first delivery. During

the second pregnancy, she sometimes complained of palpitations, but she had no severe

cardiovascular complications. We think that pregnancy in woman with ventricular septation

procedure could follow a favorable course if she has “appropriate paradoxical septal motion”

as well as normal AV valve function, normal ventricular size, no bulbo-ventricular foramen

outlet obstruction or no ventricular hypertrophy.

Key words：Uni-ventricle, ventricular septation procedure, pregnancy, congenital heart 

disease

Introduction

Ventricular septation procedure is a

biventricular repair for uni-ventricular heart,

and the procedure is amenable only for DILV

type 1). It was started in 1956 and continued to

be performed until 1990s, with an expectation of

better postoperative hemodynamics compared

with post-Fontan patients. But relatively high

perioperative mortality had been reported

compared to Fontan procedure and now this is

extinct. Surgical mortality in most early series

ranged from 36% to 47% and mortality in late

series was from 25 to 27%, which was still worse

than that of comparable patients undergoing

Fontan palliation 2-5).

Case report

She was diagnosed with uni-ventricular

heart (double inlet left ventricle: DILV), with

valvular pulmonary stenosis (PS) aged 4

months. At that time, her complex heart was

considered to be inoperative and she had been

observed conservatively. At the age of 8 years,

she underwent ventricular septation procedure

and pulmonary valvotomy on 1991. After the

operation, she had been very well and had been

in New York Heart Association functional class

(NYHA FC) I throughout the course. Before the

first pregnancy, she was a full time worker and

in a stable condition without significant exercise

intolerance. She had been on no medication. 
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Catheterization data aged 8 years soon after

ventricular septation procedure were the

followings: left ventricular (LV) peak / LV end

diastolic pressure (EDP) was 95/16 mmHg, right

ventricular (RV) peak / RVEDP was 33/14 mmHg,

cardiac index was 2.4 L/min/m2, and the Qp/Qs

ratio was 2.0. Her ventricular septation patch

was large (approximately 60mm in diameter)

and showed paradoxical motion before pregnancy

(figure1). Left ventricular ejection fraction

(LVEF) was around 55% and estimated cardiac

output by echocardiogram was 4.5L/min (cardiac

index 3.0 L/min/m2). There was also a patch leak

or fenestration (approximately 7mm in diameter)

with a residual shunt (left to right). There was

mild right and left atrioventricular valve

regurgitation. RV function was preserved and

there is no significant pulmonary valve stenosis

or regurgitation. There was no significant

biventricular hypertrophy, bulbo-ventricular

foramen outlet obstruction or pulmonary

hypertension. Catheterization was not performed

before the two pregnancies because she had been

followed up in another clinic and she was

referred to our hospital during the first trimester

of the two pregnancies.

1. First pregnancy and delivery

She was referred to our hospital at 10 weeks

of gestation by natural conception at 29 years

old.

At that time, she was 159cm tall and 50kg in

body weight. During the second trimester, she

was still fit and well without palpitations or

breathlessness. At 32 weeks pregnancy, she

began to complain of fatigue. At 36 weeks

gestation, her breathlessness worsened and

auscultation of the heart revealed Gallop sounds.

She had normal blood pressure, but proteinuria

was +1 (total amount was less than 300mg/day)

at that time. She had a mild peripheral edema

but did not gain weight significantly. Serum

brain natriuretic peptide (BNP) was elevated

and her LVEF on echocardiography gradually

decreased during the third trimester (figure2).

This situation did not fulfill the criteria for

preeclampsia, but we doubted whether or not

this was a very early sign of preeclampsia. As for

her fetus, cardiotocogram showed normal heart

rate (HR), whereas amniotic fluid reduced and

the fetal growth arrested. So, we planned to

induce the labor within a couple of days. She

delivered 2062g male infant (small for

gestational age) with Apgar score 9/9 (1 minute /

5minutes) by forceps under the epidural

anesthesia at 37 weeks of gestation. On the exact

day, her blood pressure was less than140/90

mmHg and the total amount of proteinuria was

1073mg, therefore this situation still did not

fulfill the strict criteria for genuine preeclampsia.

Blood loss was 1370ml. After delivery, isolated

ventricular ectopics were sometimes seen. Next

day, her chest X-ray showed mild pleural effusion.

Her EF dropped to 35% and RV pressure,

estimated by tricuspid regurgitation, increased.

Particularly right-sided atrioventricular (AV)

valve regurgitation worsened.LV diastolic

parameters  (lateral  e’  and  E/e’)  also  worsened.

Figure 1.　Echocardiography in uni-ventricle with ventricular septation procedure before pregnancy

Septation patch

Septation patch
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Figure 2.　BNP and echo parameters during and after pregnancy

Paradoxical septal motion was mildly improved,

probably because biventricular end-diastolic

pressures were elevated (figure3). Clinically she

had heart failure after delivery and started

diuretics (furosemide 10mg daily and

spironolactone 25mg daily). After taking

diuretics, she had enough urine volume and mild

pleural effusion disappeared. Her EF and

diastolic function gradually recovered and

became normal before discharge. She was

discharged 8 days after the delivery. Diuretics

intake was discontinued 2 weeks after discharge.

She raised her baby with breast feeding in the

daytime and her mother supported bottle

feeding at night. 

2. Second pregnancy and delivery

Two years after the initial pregnancy, she

became pregnant again by natural conception at

the age of 33. Her cardiac function was in NYHA

FC II. Before the second pregnancy, she

sometimes felt fatigue and palpitations, whereas

there was no fatal arrhythmia on a 24 hour tape.

In the second trimester (22 weeks pregnancy),

she sometimes complained of palpitations. On a

24 hour tape, both isolated supraventricular and

ventricular ectopics were identified, but they

were not sustained arrhythmias. We

recommended her to take a beta blocker for her

palpitations, but she declined to take it because

of possible adverse effect on the fetus. 

At 36 weeks, she began to complain of mild

fatigue, whereas she did not get edema or gain

weight. She had normal blood pressure, but

proteinuria was +1 (total amount was less than

300mg/day) again. The fetus showed normal HR

on cardiotocogram and normal amniotic fluid.

There was no significant worsen of LV systolic

function, and paradoxical septal motion was

mildly improved. We scheduled to induce the

labor at 38 weeks of gestation. She delivered

2604g female infant (appropriate for gestation

age) with Apgar score 8/9 (1minute/5minutes) by

vacuum extraction under the epidural anesthesia

at 38 weeks. The blood loss was 615ml. Since her

anemia had not improved after delivery and the

hemoglobin level decreased to 7.6g/dl, so she
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received blood transfusion. After delivery, the

patient maintained normal blood pressure and

heart rate. LV diastolic function slightly

worsened, but recovered 2 days after delivery.

No sign of heart failure or arrhythmias were

seen, whereas a low-dose furosemide intake was

started as a prophylaxis of heart failure. She

was discharged 6 days after delivery. She

continued to take diuretics for two weeks and fit

and has been well so far. 

Discussions

There is only one report searched with the

index words ‘pregnancy’ and ‘ventricular

septation procedure’. The first and only one

successful pregnancy after ventricular septation

procedure was reported in 1990 6). The report

concluded that pregnancy in the woman with a

septation procedure can follow a favorable

course if she is acyanotic without functional or

cardiovascular compromise. Ohuchi et al

reported that the exercise capacity of patients

after ventricular septation procedure was better

than that after Fontan procedure when the

patient had no significant AV valve

regurgitation 7). When patients were

appropriately selected, ventricular septation

procedure still may be an attractive surgery for

uni-ventricular heart of DILV type, especially in

relation to pregnancy and delivery. Poor clinical

outcome of ventricular septation procedure is

associated with abnormal AV valve function,

small ventricular size, bulbo-ventricular

foramen outlet obstruction and ventricular

hypertrophy 8-9). In our case, the patient was

well-selected for septation procedure and good

current cardiovascular status, therefore she

underwent two successful pregnancies. 

As for paradoxical septal motion, we should

carefully interpret it in this challenging

population 10). In end-diastole, the non-

contractile interventricular septum shifted

toward the LV side, obviously the result of

pressure difference between the two ventricles.

The diastolic leftward movement of the septum

is crucial for “earning” of diastolic volume of the

RV. In other words, this paradoxical motion of

the septum obviously reduces pump function of

the LV, but augments pump function of the RV.

Thus, the paradoxical septal movement is an

essential factor for systolic function of the RV

and also to equalize stroke volume of the two

ventricles (10). During pregnancy, blood volume

is gradually increased and subsequently

biventricular volumes are also increasing. As a

result, the paradoxical motion is improving

(figure3), particularly in the third trimester. In

our case, her LV filling pressure seemed to be

higher than right-side pressure even in end-

diastole. This “non-paradoxical” motion should

be advantageous to the pump function of the LV 

Figure 3.　LV deformation in end-diastole

A 

B 

Deformation ratio =A/B 
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generally, but may not be advantageous for the

right heart hemodynamics resulting in elevation

of filling pressure of the RV.

We think that pregnancy in woman with

ventricular septation procedure can follow a

favorable course if she has “appropriate

paradoxical septal motion” as well as normal AV

valve function, normal ventricular size, no

bulbo-ventricular foramen outlet obstruction or

no ventricular hypertrophy.

Conclusions

A woman with uni-ventricular heart with

double inlet left ventricle (DILV), who had

undergone ventricular septation procedure, had

two successful vaginal deliveries. We think that

pregnancy in woman with ventricular septation

procedure can follow a favorable course if she

has “appropriate paradoxical septal motion” as

well as normal AV valve function, normal

ventricular size, no bulbo-ventricular foramen

outlet obstruction or no ventricular hypertrophy.
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編集後記

　2016年もいろいろなことがありました．中でも，過重労働問題は医療者にとってもひとごとではない事態

であろうと思います．小児，循環器いずれの領域も相当のハードワークであることは論を待ちません．充実

した心身の状態で仕事に臨めているかどうか個人個人が問い直さなければならないと思います．また，管理

者の先生方は，若い現場の医師にそのような職場を提供できているかを常に考えなければならない時代にな

りました．医療安全の観点からも，スタッフの労働環境の改善は避けて通れない問題ですが，解決の糸口が

見つかるにはまだ相当の時間がかかりそうです．

　さて，今号ではそのようなハードワークの中，5人の先生方の充実した論文を掲載することができました．

当誌は，医師のみならずすべてのメディカルスタッフからの投稿を受け付けておりますので，是非積極的に

ご投稿いただければ幸いです．
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