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【総説】

成人先天性心疾患に対する心臓移植：
Failed Fontanからみた海外の現状と我が国の課題

松田  暉
医療法人愛心会  東宝塚さとう病院  心臓血管外科

要　旨

　欧米での成人先天性心疾患 (ACHD) への心臓移植はfailed Fontan (FF) への適用も含め既に
20年を超える長い歴史がある．その遠隔成績は他の成人の成績を凌駕し，移植後10年での生存率は
60%近くまで達している．FF患者には幾つかの重篤な臓器不全や併発症があり成績も不良であった
が，現在ではACHD全体との差は無くなってきている．我が国ではドナー不足が深刻でACHDへの
心臓移植は大変厳しい環境にある．しかし，移植対象となる患者は確実に増えてくることから，その
環境作りが求められる．ACHDへの心臓移植を我が国で進める上で海外の現状を理解することが重
要であり，FFを中心としたACHDへの心臓移植の成績，移植適応基準，早期および遠隔期のリスク
因子，そして機械的補助循環 (MCS) の応用について概説した．今後，我が国でもACHD患者の遠隔
期アウトカム，並びに心臓移植候補者の把握を関係学会が協力して行うことが求められ，加えてFF

への右心補助を含めたMCS技術の開発，ACHDに配慮した心臓移植のシステム作りが課題である．

キーワード：Adult congenital heart disease, Heart transplantation, Failed Fontan, 

Fontan associated liver disease, Ventricular assist device

はじめに
　近年，小児の先天性心疾患に対する外科治療の向
上と共に，多くの術後患者が成人期に達し，成人先天
性心疾患 (adult congenital heart disease，ACHD)

群を形成する1)．我が国でもACHDにおける心不全
を始め多くの臨床的課題についての研究推進や，多
職種連携診療体制の構築が日本成人先天性心疾患
学会 (以下本学会) を中心に進みつつある2)．そのな
かで，ACHD患者で進行した心不全や臓器不全で治
療に難渋する機会も増え，特にFontan術後遠隔期管
理は今後重要になってくる3-5)．
　Failed Fontan (FF) は単心室循環が破綻して重
篤な心不全，臓器不全が生じ，予後不良となり，欧米
ではACHDの心臓移植の中でも重要な位置を占め
ている6)．一方，ACHDへの心臓移植は本邦では厳し
いドナー不足の移植医療環境から，移植へのブリッ
ジ (bridge to transplantation，BTT) を前提とした
機械的補助循環 (mechanical circulatory support，
MCS) の応用も限られている．しかし，我が国でも
今後FFを含め予後不良のACHD患者は増加してく
ることから，心臓移植が無視できない状況が来ると
予想される7)．そこで我が国のACHD診療に携わる
ものとして海外でのACHDへの心臓移植の現状と

その中でのFFへの対応を理解することが重要と考
え，我が国での課題も含め現状を概説する．
　なお，本稿は日本胸部外科学会英文誌，General

Thoracic and Cardiovascular Surgeryに掲載した
総説7)の内容と一部重複することをお断りする*．ま
た，心肺同時移植は対象から除外した．

＊：日本胸部外科学会会誌編集員会承認 (2017年7月)

I. 海外におけるACHDに対する心臓移植の現状
　海外での先天性心疾患 (CHD) への心臓移植はこ
れまでは多くは新生児や小児期での応用であり，国
際心肺移植学会 (ISHLT) のレジストリー報告では
小児の心臓移植の中のCHDの占める割合は40%前
後で推移している8)．一方，18歳以上の成人の心臓
移植では2016年の報告で4年半の期間中763例，全
体の3.2%がCHDであり，年齢分布では18歳から39

歳の群でCHDが11%と比較的多くを占めている9)．
　1. 心臓移植対象患者の特徴と適応基準：AHA

(American Heart Association) からCHDの心臓移
植や慢性心不全管理についてステートメントが6,10)，
さらにISHLTからは心臓移植の登録基準の改訂
版11)も公表された．また，全体を解説したレビュー
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も出されている12,13)．これらから分かることは，
CHD特にACHDの心不全は10年単位という長い経
過であり，そのなかで運動耐容能と心室機能の低
下，神経内分泌的活動亢進，が進むとされている．そ
して若年者でありかつ長年の経過から，多くの患者
では循環不全が進行しているにも関わらず無症状
のことが多いことも特徴である．また，不整脈を契
機に心不全が増悪してくることも良く知られてい
る6,10)．ACHDで心臓移植が考慮される病態は，上
記のステートメント (ガイドライン) によると6,13)，
Stage Dの心不全で内科的，外科的治療に抵抗性
で，その他の介入治療の効果が期待できないことが
基本で，補充項目として，①patients with near-

sudden death and life-threatening arrhythmias，
②Stage C　HF with reactive PH and potential

risk of developing fixed PVR，③Fontan patients

with PLE ± plastic bronchitisそして④progressive

cyanosis leading to functional decline，が示され
ている．これらを背景に，適応判定の基礎となる生
命予後判定を行うが，予測生存年数2年以下が基本
要件と考えられている12,13)．実際，これまでACHD

で心臓移植対象となった患者の臨床上の特徴を多
施設からの報告としてGoldbergらが纏めているの
で紹介する12) (表-1) CHDの診断としては2心室系
が半数を超え，単心室系が1/3を占めている．
　心臓移植の具体的適応基準として種々の心機能
評価法や臓器機能検査があるが，ACHDの場合は併
発症や臓器不全が進行しこれらが移植成績に関与
することから，心臓移植の適応上考慮されるリスク
因子を明確にすることが適応判定で重要となる．
AHAおよびISHLTの基準6,10,13)から，これらのリ
スク因子をまとめた (表-2)．個々の数値基準は肺高
血圧の数値〔禁忌事項〕以外は絶対的なものではな
く，複合的に判断されるべきであるが，多くのデー
ターから得られた統計学的にもある程度信頼でき
るものである．心臓移植自体は危険を冒して行うも
のではないこと，各施設の経験や専門スタッフの陣
容などで選択基準も変わるものであることも考慮
される．なお，ISHLTのCHDレシピエントの移植
登録基準では，経験と陣容など整った施設で行うこ
とがClass-Iとなっている11)．
　ACHDにおける心臓移植の全体像を見る上で，上
記のISHLTレジストリー報告から移植待機中の臨
床的特徴を抜粋して表に示した (表-3)．非CHD群と
の比較において，ACHDでは心臓手術既往の比率が
高く，強心剤投与と入院管理が多い傾向にある．際
立っているのはMCS の頻度が低いことである．
HLAのミスマッチ度は同等，肺血管抵抗は低い傾向
にあり，ACHD群は移植適応判定において慎重に選

ばれていることが推測される．
　2. 成績および関連因子：ACHDへの心臓移植につ
いては1998年のMayo Clinicからの報告14)以降，
単一施設からの報告が続き，これらの概要は2013年
にBahmaら15)がまとめている．単一施設の報告で
は当初高い早期死亡率であったが，対象がより複雑
な背景の症例が増える中で成績は近年改善されて
きている．遠隔期の生存率については，1年生存率
で80-90%，5年では70-80%，10年で60-70%という
のがおおよその値である．その後は大型データー
ベース関連研究からの報告も出るようになり16-19)，
本稿ではその中からUNOS (United Network for

Organ Sharing，2009年)16)およびISHLTレジスト
リーからの成績 (2014年)19)を非CHDの対照群の成
績と共に遠隔生存率で示した (表-4)．移植後早期，
および5年前後までは非CHDと比べるとACHD群
の生存率は劣るが，移植後7-8年で逆転しCHD群が
高い生存率を示している．これはsurvival paradox

として認識されている19)．その背景にはCHD群は
若年でかつ副病変が少なく，悪性腫瘍発生と感染症
も少なく，さらに移植後早期の高い死亡率は外科的
手術手技上の合併症によること，中長期の死因では
免疫関連のグラフト不全が多いことが指摘されて
いる．特に後者は免疫抑制療法の個別化 (tailored)

が今後重要であるとされている19)．
　3. リスクファクターの解析：これまでの代表的施
設からの移植後在院死亡リスク因子と移植登録ネッ
トワークでの待機中の死亡や除外のリスク因子か
ら出てきた項目を以下に示す15,20-23)．即ち，single

ventricle physiology (Fontan術後)，MCS依存，腎
機能障害 (高creatinine値，低GFR値)，高いMELD-

XI　(Mode of end-stage liver disease excluding

international　normalized ratio of prothrombin

time) score，低アルブミン血症 (<3.2-3.5g/dl)，レ
シピエント高年齢，ドナー心の長い虚血時間，高い
TPG (transpulmonary pressure gradient)，CMV

ミスマッチ，移植前入院管理，人工呼吸管理，3回以
上の開胸歴 (胸骨切開)，等が挙げられている．中でも
腎機能障害は予後不良の強い因子として認識され
ている．一方，これらの単一施設内分析での統計的
限界やデーターベースにおける症例の重複や疾患
データーの欠落などの問題があり，最近Kavarana

ら24)はcomposite risk factorという視点で解析し，
腎機能障害 (腎不全)，単心室 (single ventricle，SV)，
MCSが単独で高いリスクがある一方，これらの組み
合わせ，SV＋血液透析，SV+補助人工心臓，SV+再
手術，等がより信頼性が高いことが示されている．
因みに，移植後早期の死亡原因は，primary graft

failure (PGF)，出血，多臓器不全，脳梗塞，である12)．
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Table-1　Characteristics of ACHD patients undergoing Heart Transplantation (Goldberg12))

Table-2　Risk factors and relative contraindications in heart transplantation for ACHD

Table-3　Clinical profiles at heart transplantation for patients with ACHD and for controls.

� Younger age than non-CHD patients 

� Increased risk of elevated PVR 

� Poor nutritional status  with BMI<18.5 kg/m2 (in PLE)  

� Progressive deterioration in renal function 

� Increased risk of infection  intra/post-operative bleeding  

� Cardiac defects; biventricular defect >50% SV; 1/3 or more. 

� History of previous cardiac surgery (over 50%) 

� Surgical challenges; complicated anatomy, scarring and collateral formations. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ACHD; adult congenital heart disease, CHD; congenital heart disease, PVR; pulmonary vascular resistance, BMI; body mass index, 
PLE; protein-losing enteropathy, SV; single ventricle. 

11. CHD-Specific Risk of Heart Transplantation (Stout 10)) 
Sensitization, PH, Surgical challenge, Liver issues,  
Fontan physiology, Eisenmenger Syndrome. 

2. Relative Contraindications (Ross 6), Burchill 13))  
� Psychosocial instability，  impaired compliance for transplantation 
� Active infection and peptic ulcer 
� Severe diabetes (HbA1c>7.5%) 
� Severe peripheral vascular or cerebrovascular disease 
� Morbid obesity or cachexia ( BMI<18g/m2) 
�  eGFR<40ml/min/1.73m2 
� Serum bilirubin  >2.5 mg/dl ，  serum transaminases > 3x 
� MELD-XI Score >15 
�

�

 Previous sternotomy>3 times 
Pre-transplant dialysis，  ECMO 

� PAP >60 mmHg， mTPG.>15mmHg， PVR>6 WU (contraindication) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- 
CHD; congenital heart disease, PH pulmonary hypertension, BMI; body mass index,  eGFR; estimated glomerular filtration ratio, 

MELD-XI; ,The model for End-Stage Liver Disease Excluding International Normalized Ratio  ECMO; extra-corporeal membrane oxygenation, 
PAP; pulmonary artery pressure,  mTPG; mean transpulmonary pressure gradient, PVR pulmonary vascular resistance.  

Sauce year          CS   dialysis  isch-time  creatinine  PVR       HLA-MM  IVINPs  hospitalized    MCS 
N, age(average)       %     %      hour      mg/dl      WU           %       %      % % 
 Gender       

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ISHLT-2016 (Lund et al 9)),  age>18 years , period; 2006 -2015 

ACHD; N= 763     
36yrs (19-60)       86      5.2 3.4(1.6-5.6)  0.6-2.4  1.8(0.4-5.4)    3-6; 97%   52     53         14 (LVAD8.5) 
male (61%)  

non-CHD*   

52yrs (23-67)       39      3.9     3.2(1.5-5.1)  0.7-2.2   2.3(0.6-5.8)  3-6; 97%   39     44         50 (LVAD 43) 
male (71%) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ACHD; adult congenital heart disease, *; non-ischemic cardiomyopathy among non-CHD adult patients, CS; cardiac 
surgery (previous), isch; ischemic  PVR; pulmonary vascular resistance, HLA-MM; HLA mismatches, IVINPs; intravenous 
inotropes, MCS; mechanical circulatory support, LVAD; left ventricular assist device. 

N=11,629
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Table-4　Survival rates of heart transplantation for ACHD in database reports.

　一方，臨床検査所見では非CHDでの適応判定で
重要な心室駆出率，BNP，といった指標には限界が
ある6,10)．一方，運動負荷試験での最大酸素摂取量
はその測定法や予後判定の信頼性には議論がある
が，ACHDにおいてもその重要性が指摘されてい
る11,13)．このようにACHDでは心不全の病態や臓器
不全の進行度を考慮して，個々のデーターのカット
オフ値も参考にするが，ADLや予後予測，リスク分
析など総合的な判断が求められる．
　なお，登録後の移植までの待機期間は，2010年の
UNOSの集計では18)ACHD群の中央値が114日 (0-

2245日) で非CHD群の74日 (0-4318日) に比べ長い
傾向にある．かなりの長期待機例もあるがACHDで
3－4ヶ月の待機期間が標準とすれば我が国の現状
との大きな違いがここでも明らかである．一方，
AHAのステートメントや移植待機中のリスク解析
でも指摘されているが，米国における心臓移植の移
植優先度システム (Status) とドナー心配分ポリ
シーがACHDの実情に合わなく不公平との指摘が
多くなされていることも指摘しておきたい6,7,13,23)．

II. Fontan循環破綻（FF）と心臓移植
　SVおよび類似疾患に対する機能的根治術である
Fontan手術は導入されて40年以上が経過し25)，
TCPC (total cavo-pulmonary connection) の導入
でもって成績は飛躍的に向上している26,27)．一方，
その遠隔期での追跡では，通常の心不全ではなく，
腹水，浮腫，肝うっ血など右心不全症状が出現し，蛋
白漏出性腸症 (protein-losing enteropathy，PLE)

やplastic bronchitis (PB)，さらに肝・腎機能障害な
どの臓器不全が生じてくる．このような生命予後に
危機をもたらす状況はいわゆる単心室循環 (Fontan

循環) の破綻，(FF) と認識されている6,10,28,29)．こ
のFFの背景には，恒常的な低心拍出と体静脈圧上
昇，肺循環側副路形成による低酸素血症の進行，が

存在する．また，Fontan術後は血栓栓塞症，心不全
関連併発症，そして突然死によって次第に生存例は
先細りしてくる10)．Boston小児病院の報告では，
Fontan術後心不全死亡の予測因子は，PLEの存在，
右室型SV，そして高右房圧，である29)．ACHDで
心臓移植の対象となった症例の基礎病変では，SVな
いし類似疾患が20－30%を占めている．またこれら
SVがすべてFFを示しているとは限らず，施設間で
は選択基準の違いもあるが，ACHDへの心臓移植を
扱う施設でのFFの占める位置は大きいものと思わ
れる．
　1. 移植適応：欧米では進行したFFで生命予後が
期待出来ない場合に1990年代後半には心臓移植が
行われるようになり30)，その後も報告は増加してい
ている31-38)．ACHD全体の心臓移植の適応は先に
述べたAHAおよびISHLTの基準が基本であるが，
FFについては小児の適応基準やリスク評価が進ん
でいるものの，成人ではデーター不足も指摘されて
いる6)．成人では臓器不全が進行し，移植手術自体
がハイリスクとなり，腎及び肝の機能障害重症度判
定がより重要となる．難治性のPLEやPB，肝不全
の進行，種々の側副血行路発達による心不全や低酸
素血症，低栄養による浮腫や腹水とADLの著しい低
下，等の臨床指標から生命予後を推定し，1-2年以
内の死亡の確立が高ければ適応とするのが基本と
なる．しかし，実際には臨床的に難しい判断が必要
であり，かつMCSを回避しての長期間の移植待機
をどう乗り越えるか，ドナー不足の環境でFFの心臓
移植はそれを扱う医療関係者にとって難しい課題
である．
　2. 患者背景と成績：代表的施設からのFFへの
心臓移植報告をその特徴と成績としてまとめた
(表-5)．これからは，それぞれの施設の適応基準や
リスク判定，そして成績の概要が分かる．Fontan手
術の術式，併発症，心室機能，不整脈などについて

Author (year)   Source                N                           Survival rate % 
                      30-Day   1y  5y 10y    15y 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

 Patel16)   (2009)     UNOS  575  84 80 69 57 - 

  control (non-CHD) 94 81 72 51 - 

 Burchill 19) (2014)    ISHLT        1,851

34,655

83,796

  - 77 67 57 53  

   control (non-CHD)   - 83 70  53 37 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

N; number of patients. UNOS (United Network for Organ Sharing), ISHLT (International Society for Heart and Lung Transplantation). 
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Table-5　Summary of heart transplantation for failed Fontan patients in single institutional reports 

各報告の概要を紹介したが，術式ではTCPCとして
extracardiac conduit，lateral tunnelも含まれ，心
機能ではPVF (preserved ventricular function) 群
が問題であるとする施設が多く，PLE発生患者も適
応上当然多く含まれている．これらから移植の危険
因子としては，腎障害，肝障害，PLE，MCS，複雑
な外科手技 (肺動脈再建術)，PVF，Fontan手術から
比較的早期の発症，などが挙げられている．なお，
これまでの報告における移植後早期死亡率につい
てはBackerら35)がまとめていて，単一施設報告及
び多施設報告での平均早期死亡率はそれぞれ21%

および22%である．
　3. FALD：Fontan関連肝臓病 (Fontan associated

liver disease，FALD)39,40)はACHDでの心臓移植の適
応を考慮する上でも重要な因子である．Greenway

ら39)はその定義を，肝臓の構造的異常でFontan循
環の特殊性から発症し，他の一般的な肝障害の原因
が除外された状態としている．本症については本学
会誌に藤澤ら41)が詳細を報告していて，発症機序，
臨床像の詳しい解説の他，画像診断に加えて肝生検
の信頼性が高いことを指摘している．また，小児科
医や内科医へFALDの存在を広く啓発する必要性を
述べている．
　本症の発症の原因は基本的には低心拍出，高体静
脈圧による肝うっ血，門脈圧亢進，肝細胞壊死，肝
の線維化，肝硬変への進展，である6,39,41)．因みに
著者の経験したFontan手術導入期において，術後の
急性肝不全で肝静脈血酸素飽和度の異常な低下が
確認され，門脈血流の低下による肝細胞の虚血障害
が示唆された42)．かかる肝虚血病態が長期に潜在
し，遠隔期にFALDを発症させるのか，興味深いと

ころである．
　心臓移植，特にFFへの適応判定で，肝臓の線維化
や肝硬変の進行度，肝機能や止血機能などの評価，
そして可逆性の判断が重要である．肝移植で用いら
れるMELD-scoreやその改変版 (MELD-XI) がFF

でも良く用いられるが，その評価の重要度について
は種々議論があり，この指標と共に肝不全や肝硬変
に対する総合的判断が求められる6,11,39,40)．しか
し，MELD score＜12，Child-Pugh Class Aが一般
的な意味で基礎要件とされている39)．
　肝生検については，Greenwayら39)は肝障害の進
行度や可逆性の判定には低侵襲検査では限界がある
ことから，その安全性が確保されれば有用との意見
であるが，FALDの的確な診断法を模索中とも言え
る．一方，Wuらの研究は興味深い40)．米国のACHD

の主要6施設から241例のFontan術後 (経過年数中
間値20年) 患者を対象に肝機能検査でフォローし，
FALDという名称は使わずliver healthとしている
が，臨床検査とMRI，CTによる肝線維化のイメー
ジ検査，そして検査異常者への肝生検 (75例) を加え
ての研究である．結果は，33%で生検上高度の変化
(肝硬変) がありながら，肝の組織上の線維化と他の
すべての指標 (MELD-XI，VAST-score，最大酸素
摂取量など) との相関は見られなかった．また，全
体ではうっ血性心不全は24%であり，PLEは5%に
のみ合併している．この群は心臓移植検討対象には
至っていないが，ある程度安定している術後20年を
経過したFontan術後患者でも肝硬変が進行してい
ることが示されている．
　一方，肝硬変の臨床診断が付いたFFへの心臓移
植でも，1年生存率に影響しなかったという報告も

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PLE; protein-losing enteropathy, HTx; heart transplantation, PVF; preserved ventricular function, IVF; impaired 
ventricular function, TCPC; total cavo-pulmonary connection, ECC; extracardiac conduit, FF; failed Fontan. VAST; varices, 
ascites, splenomegaly or thrombocytopenia, MELD-XI; Mode of end-stage liver disease excluding INR, RRT; renal 
replacement therapy, APCs; aorto-pulmonary collaterals, PGF; primary graft failure, Txed; transplanted. 
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あり43)，所謂FALDと移植適応に関してはまだ議論
が続くであろう．しかし，高度の肝硬変が進行すれ
ば心肝同時移植が適応となることも認識されるべ
きである．
　4. PLE：PLEはFFに対する心臓移植の準備段階
で評価すべき重要な因子の一つである．これまでの
報告でもPLEは移植後の成績には負に影響し，低栄
養による感染症の発生や免疫不全が影響し，移植後
の早期成績の危険因子の一つである32,35,44)．PLE

はそもそもFFに対する心臓移植の適応判断での主
要な合併症であるが．近年の移植成績では，PLEは
消退しそれ自体は必ずしも早期死亡の有意な危険
因子ではなく34,35)，併発する腎機能障害はじめ高
度の低栄養による抵抗力の低下や感染症の有無，免
疫機能低下の程度，などが関与するという意見もあ
る35)．我が国からも大内ら4)がPLE発症患者の予後
も改善していることから，心臓移植基準での再検討
が必要と述べている．
　5. PVF対IVF：FFでは体心室収縮機能が維持
されているPVF群は，障害されたIVF (impaired

ventricular function) 群に比し内科的，外科的治
療，移植後の予後が不良とされている33,45)．これは
一般的に見ると逆説的であるが，PVF群の特徴は持
続的な容量負荷が続いていることである．その原因
は房室弁逆流 (AVVR) の他APC (aorto-pulmonary

collateral) が関与しいているとされている6)．移植
時にAPCが残存していると移植心には急性容量負
荷が生じPGFに繋がることになる．移植準備におい
てコイル栓塞が必要となるが46)，チアノーゼの悪化
のリスクもある．ドナー心はオーバーサイズの心臓
が適切との考えもあり，ドナー心選択での配慮も必
要であるが，適切なドナー心を得るために待機期間
が長くなるという負の側面もある．
　PVF自体は危険予測因子にはならないという報
告も出てきているが35,46)，英国Newcastleからの
最近の報告47)では，PVFは独立した移植後死亡の
危険因子であり，加えて高いVAST-score (varices，
ascites，splenomegaly，or thrombocytopenia) と
肝超音波エコー所見での肝硬変進行，さらに血清ア
ルブミン低値がIVF群に比しPVF群で頻度が高い
とされている．とは言え，この課題は今後，更なる
検討が待たれる．
　6. Failed Fontanのリスクスコア化：Bergらの
UCLAからの報告で38)，FFへの移植後死亡に関す
るリスク因子を初めてスコア化している．1991-

2014年の間の36例の成績で，移植後3か月以内の死
亡率が22%で，移植後1-3年での死亡を加えると全体
で44%の死亡率である．個別のリスク因子では，ま
ずは2004年以前実施例でリスクが高いが，全体では

6項目を単独の危険因子として挙げている．即ち，①
age<18 yrs at HTx，②interval between Fontan to

HTx <10 yrs，③SVEF<20%，④moderate to severe

AVVR，⑤elevated MELD-XI score，⑥needs MCS

before HTx，である (HTx; heart transplantation，
SVEF; systemic ventricular ejection fraction)．こ
れらをhazard ratioからポイント化し個人ごとにス
コアとして集計し (最大12点)，スコア別に分ける
と，0-1 (N=8)，2-5 (N=20)，>5 (N=8) の3郡に分
けられ，0-1群で早期と遠隔期で死亡なく，2-5群で
は50%，>5群で88%の全期間中の死亡があった．
個々の指標ではMELD-XI≥19とMCSが強いリスク
因子となっている．この報告を見ても，種々の問題
を抱えるFontan術後患者への心臓移植への適応判
定は複雑でかつ厳しいものがある．

III. ACHDに対する機械的補助循環（MCS）
　重症心不全に対するMCS，特に補助人工心臓
(ventricular assist device，VAD) の発展は目覚
ましく，中でも植込型VADはBTTから永久使用
(destination therapy) へと展開している．ISHLT

データーベースからの分析9)ではACHD群 (763例)

中14%でMCSが用いられているが，非CHD心筋症
での40-50%に比し少ない．一方，ACHDでのMCS

の適用は移植の生存率を上げる効果は見られない
との分析もある22)．その背景には紹介時期が遅いと
いうこともある．FFに対するMCS，特にVADの応
用は今後の課題であるが，本稿では対象をACHDに
広げて現状を紹介する．
　ACHDおけるMCSの応用は，複雑な解剖学的異常
を伴う症例や，解剖学的右室が体心室である修正大
血管転位症 (CTGA) や完全大血管転位症 (TGA) で
の心房転換術後に加え，SVへの応用対象は多岐に
わたる48)．使用するデバイスとしては，体外式拍動
型VAD (Berlin Heart) が多いが，最近はACHDの
慢性心不への連続流植込型VADの適用も進んでい
て，それらの概要を表にまとめた48-54) (表-6)．我が
国でもTanoueらがJarvik 2000 VADをCTGAの体
心室不全に適用している54)．TCPC術後のFFでの
右心系補助は，体外式拍動流VADでのBTTの試みが
海外で見られるが，この分野はいまだ研究段階であ
り53,55)，特に長期の連続流植込型VADの応用はこ
れからの課題である7)．

VI. 国内の課題
　我が国ではACHDへの関心は近年増加しつつあ
るが，心臓移植が話題になることは少ないのが現状
である．今後はこのテーマに関心が高まってくると
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Table-6　Application of ventricular assist devices to patients with ACHD

思われるが，ACHDにおける心不全患者の増加，特
にFontan手術後の長期遠隔期の問題は無視できな
い状況にあると思われる．Sakamotoら56)は東京女
子医科大学のFontan術後30年を経過した40症例に
ついて紹介している．TCPC導入以前の症例で，半
数がうっ血性心不全，突然死，不整脈死，などで遠
隔死している．遠隔死亡群では心室の容量および圧
負荷があることからその対策としてTCPC変換およ
び心室への負荷の軽減策が必要としている．現在，
TCPCやECCが導入された後の優れた長期遠隔成
績57,58)や，TCPC-conversionの長期成績59)も出て
きている中で，Fontan手術導入初期の症例でFFと
なる例が今後増えて来ると予想され，その対策がま
ず重要である．また，FFで肝不全が進行した症例へ
の心肝同時移植についても今後検討すべきと思わ
れる60)．一方，我が国の最近の所謂 “良いFontan”

が，更なる長期遠隔でFF発生が最小限に止まるよ
うにきめ細かい管理が望まれる．
　さて，我が国での心臓移植は臓器移植法整備後の
1999年に再開され61)，2010年の法改正で臓器提供
数は増えているが，年間50例程度で心臓移植自体も
40例前後と低迷している62,63)．その中でVADの普
及は急速に進み，植込型VADは年間150例にも達す
る勢いで，補助下の待機期間は3年を超えようとし
ている．しかし適応は心筋症が殆どで，CHD患者へ
の移植の機会は非常に少ないのが現状である．
　国内でのCHDへの心臓移植は成人例の2例に留
まっている．1例は40歳代の男性で，2004年に大阪
大学で行われた64)．患者はSV，heterotaxy，下大
静脈欠損，共通房室弁置換後の心不全で，さらに右
胸心という解剖学的背景があった．複雑な移植手技
を要したが，急性期は乗り切ったものの，液性拒絶
と感染症で4か月目に失った．カテコールアミン投

与下の1200日を超える長期の待機であり，一般状態
も不良なうえに，術中の体外循環が長くなったこと
も術後の合併症発生に繋がったと考えられる．もう
一例は，国立循環器病研究センターで最近行われた
CTGA患者である (未発表)．
　ACHDと心臓移植を取り巻く環境としては，日本
循環器学会心臓移植委員会に適応判定として上げら
れたCHD症例数やその判定結果，また日本臓器移植
ネットワークへの登録状況と予後については殆ど
情報が得られていない．また，判定基準が主に後天
性心疾患用に作られていることも問題で，ACHDに
配慮した新たな適応判定基準策定について，本学会
と日本循環器学会が指導的立場でのアクションが
待たれる．
　我が国の心臓移植待期期間が3年以上ということ
を考えると，ACHDへの門は非常に狭く，日本臓器
移植ネットワークの臓器配分での心臓の優先順位
(Status-1) の改定が待たれる．これはACHDレシピ
エントでVADでの安定した長期待機が可能な症例
は極く限られるからである．また，Status-2の場合
でも長期管理は困難であり，総じて移植のチャンス
は非常に少ないと言って良い．米国のUNOSのシス
テムは移植優先度判定においてVAD適応の少ない
ACHDには公平な仕組みでないことが以前より認
識されている6,10,11,24)．UNOSが現在優先順位判定
システムを改定しているなかで65)，我が国の関係者
が傍観していてはACHD患者へ説明がつかないの
ではと思われる．ドナー不足があるからという一言
でことは済まされないであろう．勿論，ドナー不足
解消への学会関係者上げてのアクションも当然必
要であり，まずもって年間100例の心臓移植実施を
目指すべきと考える．

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TCPC; total cavo-pulmonary connection, TGA; transposition of great arteries, CTGA; corrected transposition of great arteries, DORV; 
double outlet right ventricle, MA; mitral atresia, op: operation, VAD; ventricular assist device,  HM-II; HeartMate-II, HMXVE; 
HeartMate X-VE ,RVAD; right VAD, LVAD; left VAD , BVD; biventricular VAD, SVAD; systemic VAD, BTT; bridge to transplant,  DT; 
destination therapy, RV; right ventricle, SV; single ventricle, TAH; total artificial heart, OPN; organ procurement network.  
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VII. まとめ
　ACHDに対する心臓移植についてその背景と現
状，そしてFFに焦点を当てて現在の課題を海外の文
献から概説した．国内のACHDで心臓移植を必要と
する患者の概要を把握することは現状では困難で
あるが，CTGAやSV，そしてFontan術後患者で心
不全や臓器不全による遠隔死亡が少なくないこと
は我が国でも明らかになりつつある．ことに心臓移
植となると特にACHDに関しては我が国では関連
医療者にとっても関心が薄く，非現実的と思われて
いる．しかし，FFを発症してくるFontan術後患者
が確実に増えていくことから，海外でもFontan

epidemicとして注意喚起がなされている66)．
　今後の課題はFontan術後を含めたACHDの症例
登録制度の更なる充実であろう．ACHDへの心臓移
植適応やVAD適用のガイドラインの策定も今後必
要で，特にFFのように移植適応判定が困難な症例で
の適切な対応が求められる．さらに右心系に心室が
ない状況での右心補助用小型連続流VADの開発が
我が国の厳しいドナー不足環境では非常に重要で
ある．

結  論
　ACHDと心臓移植というテーマは我が国ではま
だなじまないものであるが，FFを含め今後確実に増
えて来るACHD患者群の心不全並びに臓器不全管
理において，心臓移植も視野にいれた治療体系の構
築が求められる．そして近い将来ドナー不足が少し
でも解消され，心臓移植の優先度判定の改定のもと
で我が国のACHDへの心臓移植が進むことを期待
する．最後に，この総説がACHD診療に関わる医療
関係者の心臓移植への理解と今後の活動に役立つ
ことを願う．

補足：本研究に関する利益相反はない．
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Overview and domestic prospect of heart transplantation for adults 
with congenital heart disease focusing on failed Fontan.

Hikaru Matsuda, MD
Cardiovascular Surgery, Higashi-Takarazuka Satoh Hospital, Takarazuka, Hyogo, Japan

Abstract

Recent advance in heart transplantation (HTx) for adults with congenital heart disease
(ACHD) has been remarkable supported by the refinement of selection criteria and risk
stratification along with improved peri-transplant management. Also, the outcome of HTx for
failed Fontan has improved in spite of the complicated surgical management and also with
advanced end-organ failure such as Fontan-associated liver disease. This article has
reviewed the current status of HTx and mechanical circulatory support for ACHD developing
in US and Europe. It is also aimed to help the general understanding of these advances for
the related medical professionals in Japan and to promote the HTx for ACHD in the near
future. 

Key words：Adult congenital heart disease, Heart transplantation, Failed Fontan, 
Fontan associated liver disease, Ventricular assist device


