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日本成人先天性心疾患学会雑誌
月）

巻頭言
学会会員，読者の皆様へ
稲井 慶

東京女子医科大学心臓病センター循環器小児科

一時症例報告を掲載する雑誌の減少を心配する声があったが，最近そういった傾向も一段落して，何らか
の形で（つまりは impact factor を落とさないような形で）症例報告を掲載しようとする雑誌が増えつつあ
るように感じる．
どうしても雑誌として刊行する以上，編集者としては，エビデンス形成に確かに寄与するような論文を掲
載したいと願うのは当然であるし，その結果として引用が増加して impact が上昇していくことを望むであ
ろう．
しかし，レベルの高いエビデンスといっても，臨床医学における研究はほぼすべて帰納的な方法によって
いることを忘れるべきではない．帰納的な論理推論を行うかぎり，結論はその情報量において前提を上回る
ことになる．したがって，たとえ前提が正しくても結論における真理は保障されない．しかも自然の斉一性
原則という根本前提に依拠せざるをえない．そういう意味では，言葉を正確に使えば，現在レベル A とされ
るエビデンスも “最も確からしい仮説” の域を出るものではない．今我々の常識と考えていることも，いつか
は覆る可能性が十全にあるということである．
エビデンスを語るような臨床研究のみならず，実地の経験をお互い共有して，討論することにも大いに学
問的な意義あることと考える視点も重要である．教育に役立つことはもちろん，そこでの討論が新しい臨床
研究のヒントになる可能性がある．さらに言えば，場合によっては，信じられているエビデンスを見直す
きっかけになる可能性すらある．そういった理由で，（本誌はまだ若く発刊間もない雑誌ということもある
が）症例報告を積極的に採用していきたいと考えている．
同時に，ACHD 分野の広報という機能も持ち合わせているため，医師のみならず，メディカルスタッフや
患者さんの発信する論説も当面は取り上げていきたいと考えている．各論文に対する letter はもちろんのこ
と，ご意見のある方は編集事務局または各編集委員まで積極的に連絡いただければと思う．
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日本成人先天性心疾患学会会則
2018.2.1
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 〒162-0801 東京都新宿区山吹町 358 番地 5 アカデミーセンター 株式会社
国際文献社内に置く．

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．
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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．
3. 評議員会は，評議員をもって構成する．
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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．
3. 本会の会計年度は 1 月 1 日より 12 月 31 日とする．
附 則

1. 第 2 条は 2018 年 2 月 1 日より改正する．
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）
：10,000 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．

4

日本成人先天性心疾患学会雑誌
月）
日本成人先天性心疾患学会雑誌
第 7 巻 （2018
第 2 号年 11
5〜5
（2018 年）

学会・セミナー情報

❑第 21 回日本成人先天性心疾患学会 総会・学術集会
日 時：2019 年 1 月 11 日
（金）
〜13 日（日）
場 所：岡山コンベンションセンター
会 長：伊藤

浩

岡山

岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科

❑第 22 回日本成人先天性心疾患学会 総会・学術集会
日 時：2020 年 1 月 17 日
（金）
〜19 日（日）
場 所：東京カンファレンスセンター有明
会 長：森田紀代造

東京慈恵会医科大学 心臓外科
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【総説】

正常心臓にみられる構造の特殊性
̶左室構造の特殊性̶
1）

井川 修 1, 2）

日本医科大学多摩永山病院
セントマーガレット病院 内科・循環器内科

2）

要

旨

左室から大動脈基部，上行大動脈にかけての連続的な内腔構造の流れは「らせんを描く構造」
をとっている．左室・上行大動脈内腔の流れがらせん構造であるがゆえに大動脈弓でのスムーズ
な血流ターンを見ることができる．
一方，右室から肺動脈幹，右肺動脈への連続的な内腔構造の流れも左室から上行大動脈のそれ
と同一方向の「らせんを描く構造」となり，両者は「絡み合い構造」を呈している．この「らせ
ん左室内腔構造」の中で，電気的に絶縁された左脚前枝・後枝を下行してきた電気的興奮は，左
室乳頭筋群を最も早期に興奮・収縮させ，僧帽弁腱索を緊張させて弁尖が反転しないように支え
る．その後，その電気的興奮は，周囲左室筋に伝播しそれを興奮・収縮させる．もしも，興奮・
収縮が逆の順序（周囲左室筋→乳頭筋）で起これば僧帽弁弁尖に支えのない状態で左室収縮が起
こり，僧帽弁逆流が惹起される．正常刺激伝導系からの興奮は，この順序（乳頭筋→周囲左室筋）
で心筋の興奮・収縮を引き起こすことにより僧帽弁逆流を惹起しない状況を構造的に作ってい
る．
筆者はこれを心臓に備わった「生理的・構造的房室弁逆流防止機構」と命名している．
キーワード：Spiral ventricular structure, Physiological and structural prevention system of
atrioventricular valve regurgitation, Mitral regurgitation, Normal conduction
system, Myocardial bridge between left ventricular papillary muscles

はじめに

いるか，そこに展開されている巧妙な「構造のロジッ
ク」を考えたい．

自然現象は常に，「安定化状態」，つまり「最小エネ

ルギー状態」をとる方向に向って動いている．心臓・

I.

大血管システムといえども例外ではない．心臓・大血

1.

管は人体構造システム全体の中で，
「最小エネルギー

正常心臓・大血管構造の特殊性

正常心臓・大血管構造システム

状態」をとるべく時々刻々，その構造の変化を遂げて

正常の心臓・大血管を個別の部位に分けてその構造

いる．そして，その構造変化を遂げる中で，新たな最

を調べると，そこには構造内（「肺静脈→左房→左室

小エネルギー状態を作り出している．

→大動脈」）で速やかに抵抗なく血液を送ろうとする

先天性心疾患における心臓は異常構造をとっている

巧みな構造を読み取ることができる．つまり，できる

が，そのシステムは人体構造システム全体の中で最小

だけ多くの血液を，できるだけ速やかに，できるだけ

エネルギー状態をとるべく時々刻々，構造変化を遂げ

少ない抵抗で前方より受け取り後方（末梢）へ駆出し

ている．同様な疾患といえどもその変化の様相は，

ようとする巧妙な構造システムである．

個々の症例によって異なっているものと考えられる．
2.

この「最小エネルギー状態」とは「血行動態的安定」

左室構造は「ラグビーボール様」あるいは「弾丸
様」ではない

と言い換えられるのかもしれない．先天性心疾患の心
臓構造を考える場合，その前提となる正常心臓・血管

図 1 は，よく見かける左室および大動脈構造の模式

構造の正確なイメージを持つことは極めて重要と考え

図および心室短軸断面の模式図である．この左室の円

る．ここでは心室構造，とりわけ左心系にテーマを絞

盤（リング状）構造は個別断面のイメージとして決し

り，どのように「最小エネルギー状態」を作り出して

て間違いではない．この左室構成要素の円盤の中心を

連絡先：井川 修，日本医科大学多摩永山病院 内科・循環器内科，
〒206-8512 東京都多摩市永山 1-7-1，E-mail: oigawa@nms.ac.jp
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Fig. 1

Wrong image of the relationship between LV
and RV structure: IVS (interventricular septum).

Fig. 3a

Correct image of internal LV cavity: LV cavity
is spiral.

Fig. 3b

Correct image of LV structure: LV has a spiral
structure.

Schematic diagram of short-axis view of ventricular cross section.
LV (left ventricle), RV (right ventricle), RVIT (right
ventricular inflow tract), RVOT (right ventricular
outflow tract), SMT (septomarginal trabecula),
ALPM (anterolateral papillary muscle), PMPM
(posteromedial papillary muscle).

Fig. 2a Wrong image of internal LV cavity: LV does
not show bullet-shaped structure.

Fig. 2b

Fig. 2c

Wrong image of LV structure: LV does not
have a coaxial-structure.
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Fig. 4a
Fig. 3c

Correct image of the relationship between LV
and RV structure: The heart consists of two
spiral shaped structures, LV and RV.

Fig. 4b

Fig. 3d

3DCT image of the normal heart.

3DCT image of the normal heart after removing RV structure to expose spiral-shaped IVS:
IVS (interventricular septum).

つまり，構築した真の左室構造は，図 2a のような

Image of blood flow in the spiral-shaped LV
cavity and spiral-shaped RV cavity.

①「ラグビーボール様構造」あるいは②「弾丸様構造」
をとっていないのである．

揃え，並べ重ねながら左室を構築していった場合（図
3. 「動的システムには構造の流れがある」

2b）
，確かに，その構造は「ラグビーボール様構造」
①あるいは「弾丸様構造」②となるかもしれない（図

図 4a は正常心臓・大血管胸部の 3DCT 正面像であ

2a）
．この場合，左室は構成要素となる円盤の中心

る（症例①）
．図 4b には，全体の心臓構造より右室・

（構造の中心軸）が同軸直線上にある構造として認識

肺動脈幹・左右肺動脈のみを除去し，左室側中隔面を

（イメージ）されているがゆえにこのような模式図に

正面より観察したものが表現されている（赤実線）
．

なるのであろう．したがって，左室は図 2b に示すよ

図 3b の中に確認できるように左室側心室中隔はラセ

うに整然と並んだ円盤を積み重ねたものとしてイメー

ン構造として描かれている．また，他の症例（症例②）

ジされるものである．このイメージを前提として，

での正常心臓・大血管胸部 3DCT 像を様々の方向か

①，②のように表現され左室構造の概略の説明や，と

ら観察すると，左室から上行大動脈にかけての内腔構

きには左室内腔容積の計算にまで用いられる．では，

造は「らせんを描く構造」となっている（図 5a, b, c

この左室構造のイメージで右室を考えると，三日月様

内：赤破線）
．

構造の右室が前方より左室に被さっているようなイ
メージとなってしまう（図 2c）．（むろん，誤りであ
る．
）
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6. 「構造の流れがラセンであるがゆえに，血流はス

4. 「右室にもらせん構造の流れがあり，左室とは絡

ムーズに大動脈弓を越えることができる」

み合いらせん構造をなしている」
一方，症例①で右室のみを取り出し，その内腔像で

よく考えてみると，もしも，左室から上行大動脈へ

右室側中隔面を観察するとやはり「らせん」を描く構

内腔構造が図のような直線的なものであるとすると，

造となっている（図 4b）
．左室側中隔面と右室側中隔

左室から上行大動脈への血流は，直線的に拍出される

面は対面どうしの関係で完全に組み合わさるものであ

ため大動脈弓を越えることができない．このように左

り当然のことと言えば，当然のことかもしれない．

室・上行大動脈内腔構造はらせんを描いているがゆえ
に大動脈弓でスムーズな血流ターンを引き起こすこと

重要なポイントは，この左室内腔から大動脈内腔へ

ができるのである．

の構造の流れと右室内腔から肺動脈幹，右肺動脈への

では，冒頭に紹介した心室短軸断面における円盤構

構造の流れが同一方向の「絡み合いらせん構造」と

造の並びはこの「ラセン構造」を考慮するとどのよう

なっていることである（図 3d）
．

に修正すればよいのであろうか？

図 3b のごとく左

5. 「左室造影検査所見の解釈には誤りがある」
その目で左室造影検査①右前斜位像（右前斜位 30
度：RAO） お よ び ② 左 前 斜 位 像（左 前 斜 位 45 度：
LAO）を眺めてみる．確かに① RAO で左室は一見，
ラグビーボール様に見えるかもしれない．しかしなが
ら，左室内腔はらせんを描きながら大動脈内腔に移行
しているイメージを読み取ることができ，それに続く
上行大動脈も曲線を描きながら上方へ向っていくのが
観察できる．また，② LAO で左室内腔は円く見える
が，その延長線上に大動脈は位置していない．大動脈
基部から上行大動脈は向って左側へ弧を描くように出
ている．もしも，左室・大動脈関係が同軸にあるとす
るとこのようにはならない．ここでも内腔がラセンを
描きながら移行していく左室から上行大動脈への構造
の流れを内腔の流れとして観察することができる．

Fig. 5a

3DCT image of the normal heart after removing the right heart to confirm the spiral structure of LV and AAo viewed from anterior side.
AAo (ascending aorta).
9

Fig. 5b

3DCT image of the normal heart after removing the right heart viewed from left anterior
side.

Fig. 5c

3DCT image of the normal heart after removing the right heart viewed from left anterolateral side.
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Fig. 6a

Schematic diagram of longitudinal-axis of
LV cross section: ALPM and PMPM are connected by BM at around the LV apex. Closed
circles show the breakthrough points of electrical excitation. It goes down along anterior
and posterior limb of LBB. HB (His bundle),
AVN (atrioventricular node), AL (anterior limb),
PL (posterior limb), LBB (left bundle branch),
ALMC (anterolateral mitral commissure),
PMMC (posteromedial mitral commissure),
AML (anterior mitral leaflet), PML (posterior
mitral leaflet).

Fig. 6b

Schematic diagram of longitudinal-axis of LV
cross section and normal conduction system:
This figure shows the manner of conduction
of excitation, and the following contraction of
LV muscles surrounding papillary muscles.

Fig. 6c

Anatomical aspect of short-axis of ventricular
cross section viewed from upper side: BM
which connects ALPM and PMPM can be
noticed at around apex. BM (bridging myocardium), MB (moderator band).

室・大動脈基部内腔構造の断面を追ってみると，模式
図の通り，その中心点の並びは同軸の直線状ではな
く，少しずつずれながら，ラセン状になっていくので
ある．そして全体としてその内腔は，ラセン構造を形
成しているものと認識できる．

II. 「生理的・構造的房室弁逆流防止機構」
1.

左室乳頭筋群と左室内正常刺激伝導系

図 6a, b の通り，電気的・構造的に絶縁された心室
内刺激伝導系（左脚前枝・後枝）を伝播してきた電気
的興奮はそれぞれ前外側・後内側乳頭筋に到達後，
脚枝−乳頭筋接続部位で乳頭筋に breakthrough する
（図 6a, b 内黒点）
．左室乳頭筋は左室内で最も早期に

たしてしまう．この興奮・収縮の順序の逆転現象（周

興奮・収縮し，腱索を緊張・牽引させて弁尖が反転し

囲心筋→乳頭筋）は臨床的にいくらでも観察される．

ないようにそれを支える．その直後に電気的興奮は周

典型的な例が①左脚ブロックであり，②（心室再同期

囲心室筋に伝播し，周囲心筋を興奮・収縮させる（乳

療法も含む）全ての心室ペーシングもこれにあたる．

頭筋→周囲心筋の順序）．このような順序（乳頭筋→
2.

周囲心筋）の興奮・収縮連関により僧帽弁逆流が引

左室乳頭筋群を連絡する “Bridging myocardium”

き起こされないようになっている（正常興奮伝播過

左室自由壁に位置する左室乳頭筋群（前外側乳頭筋

程）
．筆者はこの両心室に存在する心室内興奮伝播・

群および後内側乳頭筋群）は，単に心室壁から左室内

収縮の順序を規定することにより房室弁逆流を防止し

腔に伸び，弁下組織を支えているだけの筋肉束ではな

ようとする機序を「生理的・構造的房室弁逆流防止機

い．それらは図のように心室壁と一体化しながら心尖

構」と呼ぶことを提唱している．

部近傍にまで伸び，同領域で両乳頭筋群は連絡して

もしも，この興奮・収縮の順序が逆（周囲心筋→乳

いる構造となっている．つまり，両乳頭筋群間には

頭筋）になる状況があったと仮定すると，左室心筋収

両者を結ぶ筋肉束が存在する．この筋肉束を筆者は

縮後に乳頭筋が遅れて収縮することになる．このため

“Bridging myocardium” として報告している（図

乳頭筋による腱索の緊張・牽引が周囲左室心筋収縮よ

6c）．注目すべきは，同構造物内に両乳頭筋群を連絡

り遅れる結果となるため，弁尖の支持が遅れ（極端な

する心室内興奮伝導路と考えられる伝導速度の速いプ

場合は反転する方向に動いてしまい）僧帽弁逆流をき

ルキンエ線維様構造物が確認されることである（未発
10
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たっても何らかの方向性を示唆してくれるものと考え

表）
．
心臓構造の成り立ちを「最小エネルギー状態」への

られる．第 20 回日本成人先天性心疾患学会学術集会

変化という視点で見ていくと，そこには生命に備わっ

シンポジウムにおいて行った発表内容の一部をまとめ

た巧妙な「構造のロジック」を垣間見ることができ

させていただいた．

る．ここでは左室構造を取り上げたが，その他の部位
文

にも同様のロジックが存在する．正常心臓における
「構造のロジック」は，先天性心疾患の病態把握にあ

献

井川修．臨床心臓構造学．医学書院；2011．

Structural speciﬁcity in normal heart
̶Speciﬁcity in the structure of the left ventricle̶
Osamu Igawa1, 2)

Department of Internal Medicine and Cardiology,
Nippon Medical School, Tama-Nagayama Hospital
2)
Saint Marguerite Hospital

1)

Abstract

When looking at the morphology of internal cavity from left ventricle (LV) to ascending
aorta (AAo), it shows a spiral. On the other hand, that from right ventricle (RV) to pulmonary
trunk (PT) also demonstrates a spiral. The heart is considered to be combination of these two
spiral structures. This spiral structure from LV to AAo can make a smooth blood ﬂow turning
at the aortic arch.
In the normal heart with this spiral structure, normal electrical excitation descending
through isolated right and left limb of left bundle branch makes the LV papillary muscles
excite and contract earlier than any other surrounding LV muscles. They support the tendinous cords ﬁrst. It prevents turn-over of the mitral valve leaﬂets during following contraction
of LV muscles. After that, it makes the surrounding ventricular muscles excite and contract.
This turn of excitation and contraction of muscles (PM→LVM) makes the appropriate condition which does not provoke the mitral regurgitation. The author names this speciﬁc mechanism as “Physiological and structural prevention mechanism system of atrioventricular valve
regurgitation.”
Key words : Spiral ventricular structure, Physiological and structural prevention system of
atrioventricular valve regurgitation, Mitral regurgitation, Normal conduction system,
Myocardial bridge between left ventricular papillary muscles
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【症例報告】

Discrete 型大動脈弁下狭窄症を合併した
成人期心室中隔欠損症，肺高血圧症の手術例
奥木 聡志 1, 2），岩田 祐輔 1, 2），中山 祐樹 2），竹内 敬昌 2），寺澤 厚志 3），
山本 哲也 3），面家 健太郎 1, 3），後藤 浩子 3），桑原 直樹 3），桑原 尚志 3）
1）

岐阜県総合医療センター 成人先天性心疾患診療科
2）
岐阜県総合医療センター 小児心臓外科
3）
岐阜県総合医療センター 小児循環器内科
要

旨

症例は 30 歳女性．海外で出生し幼少期より心雑音を指摘されていたが未治療で経過して
いた．NYHA 分類は classIII で活動制限を認め，心臓カテーテル検査では主肺動脈圧 85/40
（58）mmHg，左室と上行大動脈の引き抜き圧較差 69 mmHg，体肺血流比（Qp/Qs） 2.8，肺血管
抵抗（PVR）4.0 WU·m2 であり，心室中隔欠損症（VSD）
，肺高血圧症（PH）
，大動脈弁下狭窄
症（SAS）と診断した．中等度の PH を認めたが一酸化窒素（NO）負荷試験を行い可逆性あり
と判断し，1 期的心内修復術を施行した．術後は PVR 低下目的に NO 吸入，肺血管拡張薬の内
服を開始し，NYHA 分類は classI となり活動性の向上と心不全マーカーの改善，PH の改善を
認めた．術後 6 カ月の心臓カテーテル検査で SAS は消失し，PH は改善を認めた．若干の文献的
考察を加え報告する．
キーワード：ventricular septal defect, pulmonary hypertension, subaortic stenosis, surgical
repair

はじめに

め，人工妊娠中絶の 1 カ月後に循環動態の精査目的に

れているが，未診断，未治療のまま成人に達する例も

入 院 時 現 症： 身 長 146.6 cm， 体 重 42.8 kg， 血 圧

存在する1）．長期経過の VSD では肺高血圧症（PH）

90/60 mmHg， 脈 拍 77/分（整），SpO2 98%（室 内 気

近年 VSD は乳幼児期に安全に心内修復術が施行さ

入院となった．

の程度が治療方針決定の際に重要で，PH が重度の場

下），体温 36.5°C，胸骨左縁第 2 肋間を最強点とする

合や肺血管抵抗（PVR）が高値の場合は肺血管拡張

LevineIII/VI 度の収縮期雑音を聴取，肺音清，下腿に

1）

薬による負荷試験の反応も指標となる ．今回我々は

浮腫は認めなかった．

discrete 型 SAS を合併した成人期 VSD, PH に対し

血液検査：Hb 12.7g/dL, Ht 36.7% と軽度の貧血，肝

て 1 期的心内修復術を施行した 1 例を経験したので，

腎機能は正常範囲，BNP 117.9 pg/ml, HANP 68 pg/

文献的考察を加えて報告する．

ml
胸部 X 線写真所見：心胸郭比 74%，肋骨横隔膜角：

症例：30 歳，女性

両側鋭，左第 2 弓の突出，うっ血像を認めた（Fig. 1）
.

生活歴：喫煙歴なし，現在飲酒なし

心電図所見：正常洞調律，心拍数 73 回／分，軸正常，

既往歴：特記事項なし

II, III, aVF 誘導にて ST 低下と V1 誘導にて不完全右

家族歴：海外出生で詳細不明

脚ブロックパターン，V4-6 でストレイン型 ST 低下

病歴：海外で出生され，8 歳時に心雑音を指摘された

を認めた（Fig. 2）.

が未治療で経過していた．幼少期より運動に苦手意識

6 分間歩行検査所見：512 m で SpO2 最低値 69%（室

があり，易疲労感を自覚していた．22 歳時に来日し

内気下）と著明な低下を認めた．

た．22 歳時と 27 歳時に妊娠出産歴がある．29 歳時に

呼吸機能検査所見：肺活量 2.78 L（59.6%N），1 秒率

3 度目の妊娠をし，妊娠 5 週目で妊娠中絶を計画して

53.99%（63.9%N）と混合性換気障害を認めた．

いたが，近医産婦人科にて心電図異常・心雑音を指摘

経胸壁心エコー所見：左室駆出率（LVEF）68%，心

され当院紹介となった．易疲労感が強く活動制限を認

筋壁運動低下なし，三尖弁逆流（TR）は流速 4 m/s

2017 年 12 月 11 日受付
2018 年 5 月 22 日受理
連絡先：岩田 祐輔，岐阜県総合医療センター 成人先天性心疾患診療科部長，
〒500-8226 岐阜県岐阜市野一色 4-6-1，E-mail: iwata-yusuke@gifu-hp.jp
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以上．心室中隔欠損の径は 10.1 mm（左室長軸像）×

心 臓 カ テ ー テ ル 検 査 所 見： 右 室 圧（outﬂow）90/

10.4 mm（左室短軸像）×9.6 mm（四腔像）であった

10 mmHg， 主 肺 動 脈 85/40（58）mmHg と 著 明 な

（Fig. 3）.

PH を認めた．右室造影では形態的な右室流出路狭

SAS 部で流速は 3.0 m/s, VSD と SAS の位置関係は不

窄 が 疑 わ れ た． 左 室 圧 147/7 mmHg， 下 行 大 動 脈

明瞭であった．

100/62 mmHg で左室から左室流出路では圧較差は認

肺血流シンチグラフィ所見：右：左=52.9 : 47.1，両

めず，左室流出路から上行大動脈への引き抜き圧較差

肺野に部分的な Perfusion defect を認めた（Fig. 4）
.

を 69 mmHg 認め，SAS は VSD に対して below type
であると判断した．肺血流量（Qp） 10.6，体血流量

（Qs）3.8，肺体血流比（Qp/Qs）2.8, PVR 4.0 WU·m2，
SVR 18.4 WU·m2 で あ り，PVR/SVR=0.22 と 2/3 未

満であった．酸素負荷と一酸化窒素負荷（NO）試験
を施行した．主肺動脈圧は 89/40
（59）mmHg であっ
た が， 純 酸 素 と NO20 ppm 負 荷 で 79/36
（50）
mmHg
に 低 下 し た． 下 行 大 動 脈 圧（DesAo pressure） は
100/62（74）mmHg か ら， 純 酸 素 と NO20 ppm 負 荷
で 90/66（72）mmHg となった（Table 1, 2）.
以 上 の 所 見 よ り below type の SAS を 合 併 し た
VSD, PH，右室流出路狭窄症（RVOTS）と診断し
た．PH については心臓カテーテル検査を施行するま
では SAS と VSD の位置関係が above type と below
type のどちらなのかはっきりせず診断に難渋した．
VSD については Qp/Qs>2.0 であり，手術適応であっ
た．PVR4.0 WU·m2 で あ っ た が，PVR/SVR<2/3 を

満たしており，また一連の負荷試験で PA の平均圧が
59 mmHg から 50 mmHg に低下したことから PH は
可逆性ありと判断し，内科外科合同のカンファレンス

Fig. 1 Preoperative chest X-ray shows an enlarged pulmonary artery. Costophrenic angles are sharp.

Fig. 2

にて検討した結果，1 期的心内修復術の方針となった．

Preoperative electrocardiography shows an inverted T wave in the II, III, aVF leads.
13
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Fig. 3

Fig. 4

Preoperative echocardiography shows the VSD is perimembranous type.

Preoperative lung-scintigraphy found partial perfusion defect in bilateral lungs.
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Table 1

Table 3

Hemodynamic study with oxymetric analysis.
Pressure (mmHg)

SVC
IVC
RA
RV
PA
PCW
LV
Asc. Ao
Des. Ao
Qp
Qs
Qp/Qs
PVR (Wood*m2)
SVR (Wood*m2)

Oxygen saturation (%)

4
N/A
4
90/10
85/40(58)
13
142/7
86/62
100/62

66
78
69
86
85
94
97
N/A
97
10.6
3.8
2.8
4.0
18.4
0.22

PVR/SVR

SVC
IVC
RA
RV
PA
PCW
LV
Asc. Ao
Des. Ao
PVR (Wood*m2)
SVR (Wood*m2)
PVR/SVR

PostOp pressure

(mmHg)

(mmHg)

4
N/A
4
90/10
85/40(58)
13
142/7
86/62
100/62
4.0
18.4
0.22

3
N/A
3
41/8
35/15(24)
8
96/9
96/68
102/66
5.3
17.2
0.31

与した．肺高血圧発作なく経過し術後 1 日目に抜管

RV, right ventricle; PA, pulmonary artery; PCW, pulmonary cap-

し，術後 2 日目に一般病棟に帰室した．術後 4 日目に

illary wedge; LV, left ventricle; Asc, Ascending; Ao, aorta; Des,
descending; Qp, pulmonary blood ﬂow; Qs, systemic blood ﬂow; and

NO 吸入を中止した．創部表層の感染を認めたが術

PVR, pulmonary vascular resistance.

後 32 日目に退院となった．NYHA 分類は classIII か
ら classI に改善し，BNP 32.6 pg/ml, HANP 39.7 pg/

O2 and NO test.

ml に低下した．退院時の経胸壁心エコーでは VSD

PA pressure DesAo pressure
(mmHg)

Room air
O2 (NC 2 L/min, 5 minutes)
O2 (NC 2 L/min, 5 minutes)
+NO (20 ppm, 5 minutes)

PreOp pressure

PreOp, preoperative; and PostOp, postoperative.

SVC, superior vena cava; IVC, inferior vena cava; RA, right atrium;

Table 2

Postoperative hemodynamic study.

の残存はなく左室流出路の流速は 1.2 m/s に改善して

(mmHg)

いた．肺血流シンチグラフィでは術前同様に部分的な

89/40 (59) 100/62 (74)
82/40 (52) 89/66 (72)
79/36 (50) 90/66 (72)

Perfusion defect を 認 め た．PH に 対 し て Tadalaﬁl
は継続した．術後 6 カ月の心臓カテーテル検査では左
室と上行大動脈の引き抜き圧較差は認めず，主肺動脈

NC, nasal cannula; and NO, nitric oxide.

圧も 35/15（24）mmHg に低下していた（Table 3）.

考 察

手術所見：胸骨正中切開にて心臓に到達した．上行大

VSD は先天性心疾患の中で最も頻度が高く 30% を

動脈送血，上大静脈，下大静脈直接脱血にて人工心肺
を確立した．右上肺静脈よりベントチューブを挿入し

占めるとされる1）．近年，心症状を伴う中〜大欠損は

た．大動脈を遮断し心筋保護液を基部より注入して心

乳幼児期に安全な開心術が施行され，術後遠隔期の予

停止を得た．右房を切開し，三尖弁越しに VSD を観

後は良好である1）．しかしまれであるが軽度〜中等度

察すると VSD の大きさは 14×12 mm，perimembra-

の PH を伴いながら日常生活を営んでいるケースも

nous type で inlet 方向に伸展しており，内側乳頭筋

ある1）．VSD の患者では，右室収縮期圧が高いほど

が VSD の上を跨いで対側に付着していた．上行大動

NYHA class が上がる傾向があるとされ2），PH を合

脈を斜切開し，大動脈弁下を確認すると左室流出路は

併すると活動制限がある人の割合が 8 倍に増えるとい

膜様構造物によって狭窄していた．膜様構造物を切除

う報告がある3）．本邦の成人先天性心疾患診療ガイド

し狭窄を解除した．VSD は三尖弁中隔尖に計 6 針，

ラインでは，Qp/Qs≧1.5 で，縮小傾向を示さず，しか

VSD 周囲に計 6 針，三尖弁前尖に 1 針の合計 13 針で

も左室拡大がある場合には外科的治療を考慮するとさ

パッチ閉鎖した．主肺動脈を切開し右室流出路の肥厚

れる1）．ESC のガイドラインでは，PH 合併例で Qp/
Qs>1.5 かつ肺動脈圧もしくは PVR が体血圧もしく

心筋を一部切除した．人工心肺からの離脱に問題なく
手術を終了した．

は体血管抵抗（SVR）の 2/3 未満の場合は classIIa と

心肺時間：214 分

なっている4）．近年では Eisenmenger 症候群とされ

大動脈遮断時間：162 分

てきた症例にも，肺血管拡張薬や NO による負荷試
験などの詳細な評価により，肺血管病変が可逆性であ

術後経過：術後は PVR 低下目的に NO 吸入を開始

ると考えられ，手術適応について検討される症例もあ

し，術当日から胃管より Tadalaﬁl と Beraprost を投

る1）．
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VSD などの体肺血流短絡閉鎖術の手術適応決定

との判断となった．

に PVR は 重 要 で あ る と さ れ，PVR が 4 未 満 で あ れ

術後は短絡の残存は認めず，術当日から NO 吸入

ば手術適応であり，8 以上では手術適応はないとされ

と肺血管拡張薬の内服を開始し，肺高血圧発作や呼吸

5）

る ．本症例のような 4〜8 の場合は，三次医療機関

器感染なく経過し，活動性の向上と心不全マーカーの

で個別に評価し適応かどうか判断することが推奨され

改善を認め，手術適応は妥当だったと考えられた．

5）

る ，また PH を合併する患者の心臓手術において，

術 後 6 カ 月 の 心 臓 カ テ ー テ ル 検 査 で は SAS の

NO 負荷試験による PVR の可逆性が術後の予後の良

消 失 と PH の 改 善 を 認 め た．PH は 平 均 肺 動 脈 圧

い予測因子になる可能性があると言われている

6, 7）

24 mmHg で境界域であり肺血管拡張薬を継続し，再

．

PVR の上昇してしまった VSD に対する治療戦略

度心臓カテーテル検査で再評価する予定である．

については，VSD 閉鎖術を先行して施行し，術後に

結 語

肺血管拡張薬を投与して肺高血圧治療を行う “Repair
and treat” と，肺血管拡張薬を投与して PVR の低下

SAS を合併した成人期 VSD, PH の手術例を経験

を確認してから VSD 閉鎖術を行うという “Treat and
repair” の 2 通りの戦略が考えられる

した．Qp/Qs 2.8 と高肺血流であり，中等度 PH を認

8, 9）

めたが NO 負荷試験を行い可逆性ありと判断した．

．

“Repair and treat” の場合は，PVR の特に高い症例

SAS 合併例であり，治療方針については各種検査結

の場合，右室から左室への一方向弁付きパッチを用い

果の検討を十分に行い手術適応と考えた．1 期的心内

て VSD 閉鎖を行うことで，ECMO 装着や術後の肺

修復術を施行し，活動性の向上と心不全マーカーの改

高血圧発作のリスクを下げることができたとする報告

善，PH の改善傾向を認めた，術後 6 カ月の心臓カテー

もある8）．

テル検査で SAS は消失し，PH は境界域であり肺血

近 年，Qp/Qs<1.5 で か つ 高 い PVR を 伴 う VSD に

管拡張薬内服を継続しているが，手術適応，術式選択

対して “Treat and repair” の良好な成績が報告されて

は妥当であったと考えられた．

9）

いる ．
VSD に SAS を合併するのは 6〜25% といわれてい

利益相反関係の開示

る10）．VSD と SAS の合併例の手術に際しては，VSD

著者全員は当該研究に不適切な影響を及ぼす恐れの

と SAS の位置的関係を知ることが必要であり，特に

ある他の個人または組織との金銭的および個人的な関

SAS が VSD に 対 し て above type で あ る か，below

係はありません．

type であるかに分けて観察することが大切であると
している10）．

文
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本症例では，NYHA classIII, Qp/Qs 2.8, PVR 4.0 WU·m

献
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であり，VSD 閉鎖術の適応については個別の評価・
検討が必要と考えられた．PH の評価・診断には難
渋したが，NO 負荷試験での PA の平均圧の低下は
9 mmHg であり，ESC のガイドライン上の急性肺血
管反応試験の基準である PA の平均圧の 10 mmHg 以
上の低下に限りなく近いことから可逆性ありと判断
し，SAS が VSD に対して below type であったため
に右室は高い左室圧から守られ，心筋障害は少ない
と予想された．術前 Qp/Qs が 2.8 と高肺血流であり，

VSD が残存している状態で肺血管拡張薬を投与する
ことで高肺血流を助長する可能性も考えられた．
内科とのカンファレンスでは，負荷試験に反応性の
ある高肺血流性 PH であり VSD 閉鎖が可能であると
考えられたこと，肺血管拡張薬の投与の結果さらなる
高肺血流によって心不全増悪となる懸念，先立って
VSD 閉鎖を行うことで術後肺血管拡張薬の導入がし
やすくなる利点などが議論され，“Repair and treat”
で 1 期的心内修復術の方針となった．VSD 閉鎖後に
右室機能が耐えうるかどうかという懸念はあったが，
“Repair and treat” のメリットがデメリットを上回る
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An adult surgical case of ventricular septal defect and
pulmonary hypertension associated with
discrete subaortic stenosis
Satoshi Okugi1, 2), Yusuke Iwata1, 2), Yuki Nakayama2), Takamasa Takeuchi2),
Atsushi Terazawa3), Tetsuya Yamamoto3), Kentaro Omoya1, 3), Hiroko Goto3),
Naoki Kuwabara3), Takashi Kuwahara3)

1)

Department of Adult Congenital Heart Disease, Gifu Prefectural Medical Center, Gifu, Japan
2)
Department of Pediatric Cardiac Surgery, Gifu Prefectural Medical Center, Gifu, Japan
3)
Department of Pediatric Cardiology, Gifu Prefectural General Medical Center, Gifu, Japan
Abstract

We describe a 30-year-old woman with untreated ventricular septal defect and pulmonary
hypertension (PH) associated with discrete subaortic stenosis (SAS), with New York Heart
Association (NYHA) class 3 heart failure. Preoperative examination revealed the following:
main pulmonary artery pressure, 89/40(59) mmHg; pulmonary blood ﬂow/systemic blood ﬂow
ratio, 2.8; and pulmonary vascular resistance, 4.0 WU·m2. PH was reversed through one-stage
intra-cardiac repair. However, superﬁcial wound infection occurred postoperatively. Nitric
oxide and pulmonary vasodilators were effective for PH and NYHA class 1 heart failure.
Postoperative examination revealed that SAS had disappeared, and the main pulmonary
artery pressure was 35/15(24) mmHg. In this report, we present our case ﬁndings along with
a review of relevant literature.
Key words : ventricular septal defect, pulmonary hypertension, subaortic stenosis, surgical repair
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【Case Report】

Deterioration of left atrioventricular valve regurgitation
after the second delivery in a patient with
repaired atrioventricular septal defect:
A case report
Masahiro Nakao, MD, Yoshiki Maeda, MD, Takuya Kawamura, MD,
Ryoko Ono, MD, MSc, Ryo Suzuki, MD, Ikuno Kawabata, MD, PhD,
Atsushi Yoshida, MD, PhD, Shinji Katsuragi, MD, PhD
Department of Obstetrics and Gynecology, Sakakibara Heart Institute,
Tokyo, Japan
Abstract

A 30-year-old primiparous woman was referred to our institute at 8 weeks of gestation. She
had a history of surgical repair for incomplete atrioventricular septal defect (AVSD) and persistent mild left atrioventricular valve regurgitation (LAVVR). For her ﬁrst pregnancy, she
delivered at 41 weeks of gestation without any cardiac complications. Echocardiographic monitoring during the ﬁrst pregnancy showed transient progression to moderate LAVVR, which
recovered to mild LAVVR after delivery. Two years later, at 16 weeks of gestation during a
subsequent pregnancy, she developed palpitations due to paroxysmal supraventricular tachycardia (PSVT), which was treated with intravenous adenosine. Echocardiography showed
moderate-to-severe LAVVR with left atrial and ventricular dilatation. Late in the pregnancy, she frequently had PSVT with hypotension. She delivered at 38 weeks of gestation.
Follow-up echocardiography showed persistent moderate LAVVR. Increased blood volume
and an enhanced sympathetic nervous system during pregnancy might cause an arrhythmia
such as PSVT or worsening of pre-existing LAVVR. In this case, the index pregnancy might
have increased the risk of cardiac complications during a subsequent pregnancy. Multiparous
women with repaired AVSD and residual LAVVR might need meticulous care during pregnancy.
Key words : atrioventricular septal defect, atrioventricular valve regurgitation, supraventricular
tachycardia, subsequent pregnancy

Introduction

valve regurgitation (LAVVR) after the postpartum
period.

Congenital atrioventricular septal defect (AVSD)
1)

has an incidence of 4‒5.3 per 10,000 live births .

Case Presentation

After surgical repair, 10-year survival for AVSD
2)

improves to approximately 90% . Women with

A 30-year-old primiparous woman with a his-

repaired AVSD are more likely to reach child-

tory of surgical repair for incomplete AVSD was

bearing age. Pregnancy in women with surgically

referred to our institute at 8 weeks of gestation.

repaired AVSD is thought to be extremely tolerable

At age 3, she had been diagnosed with incomplete

when ventricular function is preserved and valve

AVSD, which was identiﬁed through a heart mur-

regurgitation is not severe3). We report a case of a

mur and cardiomegaly on chest radiography. She

surgically repaired AVSD complicated with parox-

underwent atrial septal defect (ASD) patch closure

ysmal supraventricular tachycardia (PSVT) during

and LAVV cleft closure, but mild LAVVR persisted.

pregnancy with deterioration of left atrioventricular

After surgery, she was asymptomatic, with New
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York Heart Association (NYHA) functional class

to moderate LAVVR during late pregnancy, she did

1 status. She was not taking medications before

not have any cardiac adverse events such as heart

the first pregnancy. Although she had a strong

failure and arrhythmias. She delivered a newborn

family history of ASD (mother, brother, sister, and

vaginally with epidural anesthesia at 41 weeks of

nephew), she refused genetic counseling. During

gestation. After the postpartum period, her LAVVR

her ﬁrst pregnancy, she did not have shortness of

decreased, and remained mild on follow-up exam-

breath, chest pain, palpitations, or edema; she had

inations.

NYHA functional class 1 status. Although her echo-

However, in a subsequent pregnancy 2 years

cardiograms showed transient worsening from mild

later, she presented to our emergency department
with palpitations at 16 weeks of gestation. An
electrocardiogram revealed PSVT with mild hypotension (Figure 1). She did not respond to a vagal
maneuver and was treated with intravenous adenosine. A chest radiograph showed exacerbation of
left atrial (LA) dilatation (Figure 2). An echocardiogram revealed moderate-to-severe LAVVR, with left
LA and left ventricular (LV) dilatation (Figure 3).
During late pregnancy, she had frequent episodes of
PSVT, which resolved spontaneously or responded
to intravenous adenosine infusion. She was referred
to another facility because of fetal tachyarrhythmia
at 30 weeks of gestation. She delivered an infant
vaginally at 38 weeks of gestation. The infant was
admitted to the neonatal intensive care unit and
diagnosed with ASD and PSVT. After the postpartum period, the patientʼs echocardiogram showed
persistent moderate LAVVR. The patient was prescribed oral enalapril.

Fig. 1

Fig. 2

Electrocardiograms (ECGs). (A) is the patientʼs
baseline ECG, which shows ﬁrst-degree atrioventricular block with left axis deviation and
isolated inverted T waves. (B) shows paroxysmal supraventricular tachycardia at 16 weeks
of gestation. The heart rate was 145 bpm.

Discussion
We found two important clinical implications from
this case. First, the cumulative impact of pregnancy

Chest radiographs (A) prior to the second pregnancy and (B) during the second trimester of the second
pregnancy. (B) shows increased left atrial dilatation (arrow). The cardiothoracic ratio is <50% at both time
points.
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Fig. 3

Echocardiograms (A) during the third trimester of the ﬁrst pregnancy and (B) during the second trimester of
the second pregnancy. Each view shows exacerbation of left atrial dilatation and left atrioventricular valve
regurgitation during the second pregnancy compared to the ﬁrst pregnancy. (Left: parasternal long axis view.
Middle: apical four chamber view. Right: short axis view at level of the atrioventricular valve.)

Table 1

Echocardiographic parameters during the ﬁrst pregnancy, second pregnancy, and postpartum period.

Abbreviations: LAD, left atrial dimension; LAV, left atrial volume; LAVI, left atrial volume index; LVDd, left ventricular end-diastolic diameter;
LVDs, left ventricular end-systolic diameter; LVEF, left ventricular ejection fraction; LAVVR, left atrioventricular valve regurgitation; NT-pro
BNP, N-terminal pro-B-type natriuretic peptide; NA, not applicable.
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may increase the risk of cardiac complications in

using minimal or no ﬂuoroscopy has been reported

women with repaired AVSD. In general, pregnancy

in recent years10). Thus, catheter ablation for recur-

in women with repaired AVSD is thought to be

rent or refractory PSVT during pregnancy might be

quite tolerable if ventricular function is preserved

considered to be an alternative option.

and valve regurgitation is not severe1). Moreover,

In summary, in women with repaired AVSD and

systemic AV valve regurgitation during pregnancy

residual LAVVR, even though the risk of cardiovas-

is not generally thought to confer an increased risk

cular events during pregnancy is thought to be low,

for cardiovascular events because it is associated

subsequent pregnancies might impact cardiac func-

with decreased systemic vascular resistance. She

tion. In the case of recurrent or refractory PSVT,

had been in good health with NYHA functional class

catheter ablation with minimal or no ﬂuoroscopy

1 status prior to each pregnancy, without any of the

might be a reasonable option.

risk factors proposed by the ZAHARA or CARPREG

Conclusion

study investigators4, 5). During the ﬁrst pregnancy,
she had no evidence of LAVV failure or arrhyth-

Women with repaired AVSD might require metic-

mias such as PSVT or atrioventricular block, which

ulous management during pregnancy.

are well-known long-term complications in patients
with repaired AVSD6). Although LAVVR worsened
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and cardiac size increased mildly during the ﬁrst

Yasuo Murakami, a pediatric cardiologist, for use-

pregnancy, they recovered after delivery (Table 1).

ful discussions on the clinical management of this

She was asymptomatic throughout the ﬁrst preg-

patient.

nancy. Therefore, it was conceivable that she did
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not require intervention on the valve before the
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second pregnancy. However, during the second
pregnancy, she developed recurrent PSVT and per-
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【症例報告】

瀉血療法が有効であったチアノーゼ性腎症の 1 例
安孫子 雅之，小田切 徹州，高橋 辰徳，佐藤 誠，三井 哲夫
山形大学医学部小児科
要

旨

チアノーゼ性腎症はチアノーゼ性心疾患に伴う腎症の総称で，臨床的には蛋白尿や血尿を呈
し，腎機能障害へ進行する症例の報告もある．
症例は無脾症候群，単心室，グレン術後の 27 歳女性．慢性心不全の増悪で入院中に，多血症
の進行に伴う低蛋白血症の増悪を認めた．高度蛋白尿（3.3 g/day）を認め，チアノーゼ性腎症の
病態が想定された．RAS 阻害剤導入により，蛋白尿は部分的に改善（1.7 g/day）したが低アル
ブミン血症は遷延した．過粘稠症候群に対し瀉血療法を導入したところ，全身症状の改善に加
え，蛋白尿の減少（0.18 g/day）に伴う低アルブミン血症の改善（2.7→3.4 g/dl），血清 Cre 値の
低下（1.46→0.46 mg/dl）が得られた．RAS 阻害剤はチアノーゼ性腎症の病態，特に蛋白尿の改
善に効果的と考えられたが，重度の多血症では効果が減弱する可能性があり，その場合瀉血を行
い，多血を改善させることで RAS 阻害剤の効果が十分に発揮される可能性があると考えられる．
キーワード：cyanotic nephropathy, cyanotic congenital heart disease, hyperviscosity
syndrome therapeutic phlebotomy, renin-angiotensin system inhibitor

背

景

入院した．重度の低酸素血症と心不全の進行を認め当
科へ転院した．

チアノーゼ性腎症はチアノーゼ性心疾患に伴う腎症

【現

の総称で，低酸素血症や多血症による血液過粘稠によ

症】 体 重 46.8 kg（普 段 は 42 kg）
， 血 圧 100/

60 mmHg，心拍数 100 bpm，体温 36 度台，SpO2 50〜

り腎糸球体内圧が上昇し，毛細血管の拡張や糸球体の
腫大を生じることが主な病態であるとされている．臨

60%（O2 1 l/min 鼻カヌラ）
，眼瞼浮腫著明，眼球結

床的には蛋白尿や血尿を呈し，腎機能障害へ進行する

膜に黄疸なし，頸静脈怒張あり，口唇に重度のチア

症例の報告もある．こうしたチアノーゼ性腎症の病態

ノーゼあり，肺音清で呼吸音の左右差なし，胸骨左縁

悪化に対する瀉血療法の有効性に関する報告は少な

第 4 肋間に 3/6 の収縮期逆流性雑音を聴取した，腹部

い．

は平坦かつ軟で自発痛や圧痛なし，肝腫大なし，太鼓
バチ指で末梢チアノーゼあり，下腿浮腫あり，末梢冷

【症

例】27 歳

【主

訴】全身浮腫，倦怠感，チアノーゼ増悪

女性

【診

断】
｛A
（I）, D, D｝無脾症候群，右室型単心室，

減少，低蛋白血症，高尿酸血症，BNP 上昇を認めた．

両大血管右室起始，房室中隔欠損，肺動脈狭窄，総肺

蛋白尿，尿潜血および高度腎機能低下を認めた．胸部

静脈還流異常，両側上大静脈，右側大動脈弓，高度共

X 線（Figure 1）では心拡大，胸水貯留を認めた．心

通房室弁逆流，肺動静脈瘻

電図では HR 100 bpm，正常洞調律で脈不整を認めな

感あり
【検査所見】血液，尿検査（Table 1）で多血，血小板

【既 往 歴】 左 modiﬁed-Blalock Taussig （BT）shunt

かった．

（1 歳 2 か月）
，central shunt（手術日不明），bilateral

心エコー図では IVC 24 mm と拡大，呼吸性変動に

bidirectional Glenn, Total Anomalous Pulmonary

乏しかった．総心室径 60 mm，短縮率 33% で心収縮

Venous Connection（TAPVC）repair（5 歳 7 か月）
，

能は保持（ドブタミン 5 γ使用下），高度共通房室弁逆

13 歳時に痛風発作

流を認めた．中等度の胸水および腹水貯留を認めた．

【家族歴】特記すべきことなし

造影 CT および肺血流シンチ（99mTc MAA）で右グレ

【生活歴】小学校の事務職，NYHA 3 度

ンルートの開存と左グレンルートの閉塞を認めた．

【現病歴】在宅酸素を導入し近医で定期フォローされ

《入院後経過》（Figure 2）抗心不全療法としてドブ

ていた．入院 2 か月前から下痢，腹痛を反復し前医に

タミン，ミルリノン持続投与，フロセミド，スピロノ

2018 年 7 月 26 日受付
2018 年 9 月 11 日受理
連絡先：小田切 徹州，山形大学医学部小児科学講座，
〒990-9585 山形市飯田西二丁目 2 番 2 号，E-mail: tesshu-o@umin.ac.jp
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Table 1

Laboratory data.

少傾向が認められ，低アルブミン血症は改善傾向と
なった．しかしカテーテル関連血流感染を契機に腎前
性腎不全となりエナラプリルを中止し，抗菌薬投与に
よる感染コントロール後にカンデサルタンに変更し漸
増した．蛋白尿の減少と低アルブミン血症のさらなる
改善を認めたが，腹痛は続いた．Ht 70% 前後の多血
傾向が続いており，過粘稠症候群による症状と考え瀉
血を施行した．Ht 65% を目標に 5 日間で計 1600 ml
（1 日 目 200 ml，2 日 目 300 ml，3 日 目 300 ml，4 日 目
400 ml，5 日 目 400 ml を 約 1 時 間 か け て 瀉 血 し， ボ
リューム置換のため同量の生理食塩水を 1 時間で補
液）瀉血を行ったところ，瀉血後は蛋白尿の減少，低
アルブミン血症の改善に加え尿潜血の消失，血清 Cre
の低下，血小板の増加を認め，腹痛も消失した．定期
的な瀉血を行いながら外来フォローへ移行が可能と
なった．
Fig. 1

Plain radiograph of the chest showing cardiomegaly (CTR 60%) and bilateral pleural effusion
at the time of hospitalization.

考 察

チ ア ノ ー ゼ 性 腎 症（cyanotic nephropathy: CN）

はチアノーゼ性先天性心疾患（cyanotic congenital
ラクトン，トルバプタン内服を開始した．体液貯留の

heart disease: CCHD）に伴う腎障害で，1953 年に

改善に伴い，多血傾向となり尿蛋白の増加および低ア

Meesen らにより初めて報告され，慢性の低酸素血症

ルブミン血症が進行し，反復する腹痛を認めるように

や多血による腎糸球体の静脈うっ血などがその病因と

なった．チアノーゼ性腎症の病態悪化が原因と考え，

考えられている．低酸素血症のためエリスロポエチン

抗血小板剤をアセチルサリチル酸から塩酸ジラゼプに

の産生が亢進し多血症を呈する．そのために血液が過

変更し，エナラプリルを漸増したところ，蛋白尿の減

粘稠となり，腎糸球体毛細血管の Shear stress の増
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Fig. 2 Clinical and laboratory course of the patient.
DOB, dobutamine; Mil, milrinone; BNP, brain natriuretic peptide; Ht, hematocrit; Cre, creatinine; Alb, albumin; Plt, platelet.

観察となる．

大，糸球体内圧の上昇が蛋白尿を惹起すると考えられ
ている．病理組織学的には糸球体の肥大，糸球体毛細

治療に関しては，チアノーゼ，多血症，血圧，循環

血管の増生と拡張，メサンギウム細胞増殖，メサンギ

動態のコントロールが重要であり，循環動態改善の

ウム基質の増加，メサンギウム融解，傍糸球体細胞の

ための水分バランス，血小板の活性化予防のための

増殖，輸入細動脈の拡張，分節性硬化所見など糸球体

抗血小板薬の投与が試みられている．また RAS 阻害

病変が主で，尿細管の異常は軽微である．一方で，

剤（Renin-angiotensin system inhibitor: RAS-I）は

CN に認められる糸球体の腫大や糸球体毛細血管腔の

糸球体内圧を軽減すること，糸球体内の細胞増殖を抑

拡張が，多血症やチアノーゼを伴わない心疾患患者に

制する作用があること，臓器の線維化を予防する作用

1）

も認められたとの報告があり ，低酸素血症→多血症

があることから有効と考えられている．RAS-I には

→糸球体内圧上昇以外の機序による病態の関与も考え

ACE-I （angiotensin converting enzyme inhibitor）

られている．CN にみられる腎病理組織の上記以外の

と ARB（angiotensin receptor blocker）があるが，

特徴として糸球体内の巨核球の存在がある．先天性心

CN の蛋白尿に対し ACE-I が有効とする報告5） や，

疾患患者では右左シャントの存在から肺循環をバイパ

CN の進展防止に ARB が有効であったとする報告6），

スし巨核球が腎臓に達すると考えられる．肺の毛細血

また CN に対し ACE-I，ARB の併用が有効であった

管において 1 つの巨核球から約 8000 個の血小板が産

とする報告7） もある．ARB は肝代謝であり腎機能に

生されるが，CCHD では糸球体毛細血管で血小板が

よる投与量の調節は不要とされている．一方，ACE-I

産生されることになる．CCHD において腎糸球体内

の多くは腎排泄であり，腎機能の低下した場合や心不

の巨核球と，そこで産生される血小板由来増殖因子

全や脱水から腎前性に糸球体濾過が減少した場合は血

platelet derived growth factor（PDGF）, transform-

中濃度が上昇するため注意が必要である．本症例でも

ing growth factor-β （TGF-β）が糸球体障害に深く

ACE-I 内服中にカテーテル関連血流感染を契機に腎

2）

関与していると考えられている ．CN のリスクファ

前性腎不全を呈し，ARB に変更して再開した．本例

クターとして，Ht 値の上昇，多血症を呈する期間，

では最初に導入した ACE-I および感染後に導入した

Filtration fraction の上昇，尿蛋白などがあげられて

ARB ともに蛋白尿の減少効果が認められ有効であっ

3）

いる ．低酸素の程度よりも多血症の程度がリスクで

たと考えられた．重度の多血症を伴う例では過粘稠症

あるとの報告もある4）．早期手術でチアノーゼが改善

候群による輸出細動脈抵抗上昇が強いため RAS-I が

されれば腎機能の予後はよいとされているが，手術が

無効となり，瀉血による効果改善が得られたとする報

できずチアノーゼが改善できない場合は保存的に経過

告や8），その他にも瀉血療法の有効性に関する報告が
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散見される9）．ただこれらの治療に関してその有効性

症例では瀉血中止後も出血性合併症の発症なく経過し

や安全性を示した臨床試験はなく，本質的には原疾患

ている．

の治療以外に根本的治療法はないのが現状である．本

結 語

症例は姑息術止まりでチアノーゼが残存したまま成人
期をむかえた．長期間の重度チアノーゼによる全身臓

多血症の進行に伴いチアノーゼ性腎症の増悪を認め

器への影響が懸念されたが，チアノーゼ悪化の原因と

たチアノーゼ性先天性心疾患の成人例を経験した．

して左グレンルートの閉塞による静脈‒静脈シャント

RAS 阻害剤はチアノーゼ性腎症の病態，特に蛋白尿

の形成，右肺を中心としたびまん性の肺動静脈瘻が考

の改善に効果的であると考えられたが，重度の多血症

えられ，根本的なチアノーゼの改善は困難であった．

では効果が減弱する可能性があり，その場合瀉血を行

チアノーゼ性心疾患では尿所見のフォローも必要で，

い，多血を改善させることで RAS 阻害剤の効果が十

経過から CN が疑われれば，腎生検も考慮すべきであ

分に発揮される可能性があると考えられる．

る．本症例では尿所見のフォローも腎生検の既往もな
かったが，長期にわたるチアノーゼの影響で CN の病

利益相反

態が推測された．確定診断のためには腎生検が必要と

本論文について開示すべき利益相反（COI）はない．

考えたが，血栓塞栓症や出血のリスクを考え腎生検は
行わなかった．体液貯留の改善に伴い多血が顕在化し

文
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悪化したと推察されたため，CN に対する加療を行っ
た．RAS-I で部分的な効果を認め，瀉血による多血
の改善で病態が改善したことから臨床的には CN と考
えられるが，他の蛋白尿をきたす腎・糸球体疾患の可
能性や，それらを合併している可能性も否定はできな
い．
瀉血については慎重であるべきとする報告もある．
瀉血の適応は，Ht>65% で，重症の過粘稠度症候群
を呈する場合とされる．過粘稠度症候群を認めた場合
は，まず鉄欠乏と脱水の有無を評価し，必要であれば
補正する．これらの所見を認めない場合のみ瀉血を検
討するべきであるとされている．Ht 値だけを参考に
した安易な瀉血は，鉄欠乏の原因になることがあるた
め避けるべきといわれている10）．本症例では鉄欠乏
および脱水を認めず，過粘稠症候群によると考えられ
る腹痛が続いていたことから Ht 65% を目標に瀉血を
行ったところ，蛋白尿の減少および低アルブミン血症
の改善，血清 Cre の低下，血小板の上昇を認めた．
退院後 5 か月間は 2 週間〜1 か月間隔で瀉血を行いな
がらの外来管理を要したが，その後は定期的な瀉血を
せずに状態を維持できている．瀉血を中止する際は，
血小板数や凝固系パラメータの変化，出血性合併症に
注意が必要な可能性があるといわれている10） が，本
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Successful treatment of cyanotic nephropathy
using therapeutic phlebotomy
Masayuki Abiko, Tesshu Otagiri, Tatsunori Takahashi, Makoto Sato, Tetsuo Mitsui
Department of Pediatrics, Yamagata University Faculty of Medicine, Yamagata, Japan
Abstract

Cyanotic nephropathy is often experienced by patients with congenital cyanotic heart diseases (CCHD). Clinically, the disease presents with proteinuria and hematuria, and in some
cases, it progresses to severe renal dysfunction.
We describe the clinical ﬁndings of a 27-year-old female patient with cyanotic nephropathy who was treated successfully and after careful evaluation. Her past medical history
revealed that she was cyanotic at birth and was diagnosed with asplenia and complex cardiac
anomalies; she subsequently underwent a bilateral-bidirectional Glenn procedure at the age
5 years. During her hospitalization for management of exacerbation of chronic heart failure,
exacerbation of hypoalbuminemia with progression of polycythemia was detected along with
severe proteinuria (3.3 g/day). At this time, we diagnosed the patient cyanotic nephropathy.
After administration of a renin-angiotensin-system (RAS) inhibitor, her proteinuria partially improved (1.7 g/day) but her hypoalbuminemia continued.
We suspected that a hyperviscosity syndrome contributed to her condition and we
therefore initiated a therapeutic phlebotomy. Her hypoalbuminemia subsequently improved
(2.7→3.4 g/dl), accompanied by a decrease in proteinuria (0.18 g/day) and serum creatinine
levels (1.46→0.46 mg/dl). We speculate that the RAS inhibitor was effective for improving the
proteinuria associated with her cyanotic nephropathy, but with the development of associated
severe polycythemia, the effect of the RAS inhibitor was attenuated. In such a case, improving
polycythemia by phlebotomy may be effective for improving the efﬁcacy of the RAS inhibitor.
Key words : cyanotic nephropathy, cyanotic congenital heart disease, hyperviscosity syndrome
therapeutic phlebotomy, renin-angiotensin system inhibitor
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【論説】

患者本人による先天性心疾患の啓発と患者教育の重要性
猪又 竜

先天性心疾患患者
要

旨

筆者は 40 年の患者人生の中で，ライフステージにおける様々な問題と直面してきた．問題が
起こる理由は，一般社会が先天性心疾患というものを知らないからであると推測していた．そこ
で筆者は，先天性心疾患の啓発のために講演活動を行っている．講演の聴講者，中学生以上の
780 人に先天性心疾患を知っているかアンケートをとったところ，6 割が知らない，3 割が名前だ
け知っている，1 割が知っているという結果となり，一般社会は先天性心疾患を知らないことが
裏付けられた．
先天性心疾患は一般社会には知られておらず，見た目でも判断できず，心臓が悪いという状況
はどんな障害があるのかわかりにくいため，患者は自ら周囲の人々に病気の説明を行わなければ
ならない．説明ができ，サポートしてもらう相手に納得感を持たせられれば，患者自身のより良
い生活につなげていくことができる．これらを進めるために，一般社会への啓発活動と患者が周
囲へ病気の説明ができるようにするための教育が必要である．
キーワード：先天性心疾患，認知度，啓発，患者教育，移行期医療

天性心疾患が世の中に知られていないことが原因で起

まず始めに，私が今幸せに暮らすことができている

こると思われる様々な問題を経験してきたからだ．

こと，そして多くの先天性心疾患患者の生存率向上・
QOL 向上に努めて下さっている医療現場の皆様に感

近年，先天性心疾患分野で，患者の自立や社会問題
に関する文献は国内でも多くなってきている．しかし

謝申し上げます．

ながら，研究対象は患者本人またはその家族であり，

I．背景

一般社会が先天性心疾患に対してどの程度認知があ

の患者である．1985 年に東京女子医科大学病院で，

本人の病気の理解度はもちろんだが，一般社会の認知

今井康晴先生の執刀で Rev 手術を受けた．2014 年に

度が患者の QOL（Quality of Life）に大きく影響する

は同じく東京女子医科大学病院で右室流出路再建の手

はずだと考えている．

私は 1977 年生まれ，完全大血管転位 III 型（TGAIII）

り，理解されているかという報告はない．私は，患者

術を受けている．現在，損害保険会社の事務員として

私は 40 年の患者としての経験と様々な疾患を持つ

障害者枠で働き，妻と娘 2 人と暮らしている．また，

人々との関わりを通して，先天性心疾患患者がライフ

一般社団法人全国心臓病の子どもを守る会（東京都）

ステージにおける問題をクリアするためには一般社会

（以下，守る会）
，NPO 法人患者スピーカーバンク（東

の先天性心疾患に対する認知と理解を進めることと，

京都）
，NPO 法人親子の未来を支える会（千葉県）な

患者と親に対する患者教育を同時並行して進めなけれ

どの活動に参加し，先天性心疾患患者以外にもさまざ

ばならないと考えるようになった．
本文の内容は，私の経験を基にした記述が多く客観

まな疾患の人々と交流している．
先天性心疾患患者は 100 人に 1 人であるし，成人先

性に乏しいものであるが，経験は事実であり，多くの

天性心疾患患者は既に 50 万人にも達しており，毎年

先天性心疾患患者が同様の問題を経験する可能性があ

約 1 万人の先天性心疾患患者が誕生している．この数

ることを示唆するものである．

値だけを見ると一般社会の人々は先天性心疾患患者と

医療関係者の皆様には，本文で記載の一般社会の反

の接触率は高く，経験を共にし，疾患の認知度も高い

応と，患者教育の必要性を参考にしていただき，これ

のではないかと思われるが，私はそうは感じていな

からの患者対応に役立てていただきたい．

かった．なぜなら，私は学生時代や就職活動期に，先

連絡先：猪又 竜
E-mail: dinoryu@i.softbank.jp
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II．先天性心疾患の啓発活動から見える社会の
認知度
先天性心疾患を知ってもらう

厚生労働省の Web サイトには多くの慢性疾患や難
病の疾患の名前が載っている．これらの当事者の多く
は，自分たちの病気について広く世の中に知ってほし
いと願っている．しかしながら，一般的には，日々忙
しく過ごす人々が自らすすんで様々な疾患を勉強しよ
うとはしない．では，どうすれば知ってもらえるか．
私の導き出した答えは，「自分から伝えに行く」であ
る．
この考えから，私は行政，企業，学校，大学などに
手紙を送り，先天性心疾患を知ってもらう機会を作っ
てもらうようにお願いしている．

Fig. 1

2018 年 5 月現在，約 20ヵ所で計 1700 人に講演する

Results of answers to the questionnaire, “Do
you know CHD?”

ことができている．
講演内容は先天性心疾患を軸とし，聴講者の構成に

中学生「お話を聞く前は，健常者と障害者の区別を

よって変えている．小・中学生には「足の速い人，

自分で付けていたかもしれないけど，聞いた後は，

メガネをかけている人と同じように障害を持つ人，

区別は全くないと感じたし，障害をもっている方も

LGBT，発達障害など，世の中にはいろいろな人がい

普通の人と同じで，少し違うだけなんだと感じた．

てみんな違う．その人のありのままを受け入れよう」

助けられたり助けたりが自然にできる社会をつくっ

という多様性の話をする．福祉関係や教員を目指す大

ていきたい．」

学生には私の経験を含めて「障害児への対応は，病気
を持ちながら大人になることを見据えたものにしなけ

短期大学生「病気があると特別な人という気がして

ればならない」と伝えている．企業向けには「履歴書

しまいますが，“色んな人がいるけれど工夫すれば

の病名だけで採用可否の判断をせず，その人を見て決

楽しむことができる” と聞き，また実際に楽しそう

めましょう．
」と話している．

にお泊り会をしている姿を見て，皆で認め合って配
慮することで健常者と同じように楽しんで生活でき
ると思いました．今回だけで終わりではなくもっと

一般社会は先天性心疾患を知らない

理解を深めそういう方々と接する機会がある時は参

講演活動の中で共通のアンケートを取るようにして

考にして関わりたいです．」

いる．アンケート用紙には，個人が特定されることの
ないように処理して学会発表などに活用させていただ
くことを記載し，口頭でも説明して了解を得ている．

企業担当者「雇用を考える中で，当社は，障害を持

アンケートでは「先天性心疾患という病気があるこ

つ方は無理だと考えておりましたが，もう一度，可

とを知っていましたか．知っていると答えた方はなぜ

能な仕事はある事を気づかされました．かかわり方

知っていたのですか．」という質問をしている．9 会

を考え直したいと思います．

場，計 780 人のアンケート結果を Figure 1 に示す．
先天性心疾患を知っているかという質問に対して単純

筆者の講演活動で，少しずつではあるが先天性心疾

に知らない割合が約 6 割，名前は聞いたことがあると

患の認知は上がるはずである．患者のすべてのライフ

答えている割合が約 3 割，知っていると答えた割合が

ステージにおいて，患者と周囲の人々の工夫次第でよ

約 1 割である．一般社会では 9 割の人が知らない又は

り良い生活ができるということが理解してもらえると

名前は聞いたことがある程度であることがわかる．

ありがたい．

このように 100 人に 1 人という確率で生まれてくる
先天性心疾患について，世間はまさしく “知らない”
のである．

III．認知度の低さによるライフステージの諸問
題

講演後の聴講者の感想

形であるとか，疲れやすいとか，完治はないという先

一般社会は先天性心疾患を知らないので，心臓の奇

筆者の講演を聞いた感想をいくつか紹介する．

天性心疾患特有の状態も知らない．また，心臓の病気
ということで，命に直結するような危険な状態である
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と意識してしまう人もいる．このような社会環境の中

回は残念ですが」という返答だった．同じような答え

では，先天性心疾患患者が様々なライフステージで問

をする企業がいくつもあった．現在働いている損害保

題に直面することはいわば当たり前なのである．入園

険会社は，履歴書を送る前に人事担当者に電話をし，

や入学の拒否，学校生活での過剰な対応，就職活動の

心臓が悪いことを伝えた．すると「すぐに履歴書を

困難さは現在でも存在しているし，先天性心疾患患者

送って下さい．」と言われ，履歴書を送り数日後には

の親となった人々も今まで知りもしなかった病気と直

面接，採用決定，翌週には勤務開始というスピードで

面し動揺するのである．2 つのライフステージの具体

あった．つまり，先天性心疾患を知らない企業は病気

的事例を紹介する．

を恐れ，私本人を見定める前に病名だけで判断してし
まい，知っている企業は病名だけで判断せず，個人を

学校生活

見定めてくれるのである．

学校生活において，比較的重度の先天性心疾患患児
職

は過剰な対応をされることがある．例えば体育の時間

場
私が，実際に仕事をしている環境について述べる．

は見学に終始させられたり，体力的なイベントでは親

私は，職場の上司，同僚すべてに自分の病気について

の同伴を求められたりする．
このような学校環境では，クラスメイトに病気につ

説明し，できないことを理解してもらっている．これ

いて理解させていないと，教員の患児に対する対応が

は，説明する時間をもらってホワイトボードに心臓の

クラスメイトの嫉妬心に繋がりいじめに発展する場合

図を描きながら説明した．病気そのものに関する理解

がある．

度は個々で違うだろうが，重要なのは私が病気ででき

私の小学校時代の担任の対応は私が大人になること

ないことがあることに対する納得感を増すことだ．た

を見据えた対応だった．クラス全員に私の病気を説明

だ「心臓が悪いので，残業はできません」というだけ

し，体育の授業も私にできる限りのことをさせた．

では，周りの人々は腑に落ちない．具体的に病気につ

「猪又くんは先生の助手ね．」と言い，審判や記録係を

いて話をすることで，周りの人々は腑に落ちるのであ
る．すると，人間関係は驚くほどうまくいく．

させ続けた．最初のうちは担任の指示によるものだ
が，繰り返していくと自分のできないことを状況判断

就職活動の困難さは後輩患者には経験して欲しくな

し，できることは自分で行うという自立心を養うこと

いし，就職ができた後にも長期間収入を得るために，

ができる．
「今日は 50 メートル走の授業で参加はでき

周囲への理解を促すスキルを患者自身に持って欲しい

ないが，代わりにストップウォッチ係をしよう．
」と，

と思う．地方の企業向けに啓発活動をすること，患者

自分のできないことの認識，できることをする自立心

教育をすることの意味はここにある．

を培えるのである．このような状況の中で，クラスメ
イトも私の病気を理解していたので 1 人としていじめ

IV．周囲の認知向上は当事者から行う

てくる子供はいなかった．しかしながら，他のクラス

学校生活や就労のテーマで述べてきたように，周囲

や上級生からは，チアノーゼで顔色が悪い「変な奴が

の理解は患児・患者の生活の質の向上に直結する．そ

いる」と，頻繁にからかいやいじめがあった．

して，子供の頃から周囲へ理解を促すスキルを培い，

「周りのみんなはできるのにあの子はできない」と

できないことを認識し伝えていけば，私は自立できる

いう状態は目立つ．子供達はそこに意識が行き，何故

と信じている．

だろうと思う．先天性心疾患患児は見た目では普通の

ただし，「自立」とは生活のすべてを自分でできる

ように見えるので，説明無しには納得できないという

ようにすることではなく，できないことを認識して周

ことは当たり前である．他のクラスや上級生にいじめ

囲の人に助けを求めて，自分だけではできなかったこ

られたことも，私が他の患者から聞いたいじめにあっ

とをできるようにすることである．
II でも述べたが，人々は障害や病気について自主的

たエピソードも共通していることは「理解していない
子供がいじめてくる」ことである．酒井

1）

は，身体

に知ろうとはしない．クラスメイトであっても同僚で

的ハンディキャップがあることは時にいじめの対象と

あってもそうである．しかし，知ってもらわなければ

なり，そのいじめに対しては無視するか，応答しない

患児・患者のより良い生活からは遠ざかってしまう．

で，他のことでがんばることが良いと述べている．

やはり，患児・患者自身，時には誰かの手を借りて，
周囲の人々に理解を促していくしかないのである．

就職活動

私は幼少の頃から機会があるたびに自分は心臓病で

私が就職活動で企業に履歴書を送った際，書類選考

あることを周りに伝えてきた．小学校に入学した時

だけで落とされることが多かった．人事担当者に電話

も，転校して新しい学校の初日も，中学や高校の入学

してみると「心臓の悪い方は対応がわからないので今

でも必ず話をしてきた．就職してからも同じである．
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Fig. 2 To-do-List in patient life stage of Nagano Childrenʼs Hospital.
This is reprinted with permission from Dr. Satoshi Yasukochi, Department of Cardiology, Nagano Childrenʼs Hospital.

自分の言葉で病気について説明できることは，周りの

か．その理由の 1 つに先天性心疾患は「見た目ではわ

納得感を増し，円滑な人間関係を構築できるのであ

からない病気」ということが挙げられる．
公共交通機関の優先席には「お年寄りの方，お体の

る．

不自由な方，内部障害の方，乳幼児をお連れの方，妊

V．患者教育には具体例が必要

娠中の方」という表記がある．先天性心疾患は内部障

2018 年 1 月，ACHD 診療に携わる医師や多職種専

害に区別されるわけだが，見た目でわからない先天性

門職の所属する 8 学会が共同で「先天性心疾患の成人

心疾患患者はどうすれば優先席の席を譲ってもらえる

2）

のだろうか．最近全国に普及しつつあるヘルプマーク

への移行医療に関する提言」 を公表した．
この中で，小児期における最も重要な点として「患

を身につけることも 1 つの手ではあるが，ヘルプマー

者の病名告知」と「病気の理解」のための教育が述べ

クの認知度が高くなければならない．結局，見た目で

られており，患者の疾患理解度を確認するための有用

はわからない病気や障害を持つ者は自ら発信しなけれ

例として，
「CHD 患者に対する移行期チェックリス

ばならないのである．「心臓の持病があり，今調子が

2, 3）

ト」

良くないので席を譲っていただけませんか．」と言え

が挙げられている．しかしながら，先天性心

るように，患者教育と社会への啓発が必要である．

疾患患者が思春期や青年期に至っても自分の病気を理
解していない場合があり，その要因は，患者本人，
親，医療者それぞれにある4）．病気の理解が重要なこ

心臓が悪いとはどういうことかわからない

とは医療者も理解していながら，患者の理解が進まな

心臓が悪いということを周囲の人々に理解してもら

い原因について，筆者の患者としての視点から考える

うことは，実は非常に難しい．目が見えない障害は自

と，疾患の理解が患者の将来にどのように役に立つの

分が目をつぶって行動してみれば想像がつく．足が動

か，生活に即した具体例が示されていないからではな

かなくて車椅子に乗っているなら階段は移動できない

いだろうか．学校生活，就職，結婚などのライフス

とか，段差は避けるという想像がつく．しかし，心臓

テージにおける疾患との付き合い方の具体例を示しつ

が悪いと何ができないのか，何が不自由なのか一般社

つ「CHD 患者に対する移行期チェックリスト」を活

会は想像できないのである．見た目は元気そうなので

用したほうが，病気の理解の必要性に納得がいく．先

尚更である．

輩患者からの情報提供などを加えればなお良い．具体

私は主治医に聞いてみた．「心臓の悪くない人達に

例を示すツールの例として，長野県立こども病院で配

どのように説明したら，疲れやすいとか，重いものを

布されているリーフレットをご紹介する（Figure 2）
．

持たない方がいいということをわかってもらえるで
しょうか．」．主治医は「手足に重りがついていると
言ったらいい」と．24 時間 365 日重りをつけて生活

見た目では病気がわからない

しているから，同じ作業でも時間でも君は疲れやすい

なぜ，相手に病気の説明をしなければならないの
31

日本成人先天性心疾患学会雑誌（2018 年 11 月）

と言ったらいい．
」と答えた．私は職場の同僚にその

はメディアの露出も多く，放射線治療や抗ガン剤治療

まま伝えた．同僚はわかりやすいと言ってくれ，終業

があるということ，早期発見すれば治りやすいという

時間が少しでも過ぎていると「残業は大丈夫？」と声

ことはもはや常識となりつつある．私は啓発活動を続

をかけてくれ，ダンボールに書類を詰め込んでいると

けて，ガンのように先天性心疾患についても社会が当
たり前に知っている状況を作りたい．

「運ぶのは私たちがやるから」と言ってくれる．
周りの理解度を上げることで，私が仕事で体調を崩

VII．先天性心疾患患者の動画を YouTube で
公開

すことが少なくなった．もちろん，私の得意とする業
務で，同僚を助けることを忘れてはいない．このよう
に，自分の病気を具体的に説明し，相手に合わせてわ

先天性心疾患を持つ人が，いきいきと，自分らしく

かりやすく伝えるスキルを小児期から訓練することが

生きていける社会になるために参考となるものを作り

移行期医療・患者教育には必要であり，将来的にその

たいという思いと，言葉よりも動画の方が伝わりやす

患者の QOL 向上が期待できるのである．

い場合もあるという考え，それに，いつでもどこでも
見てもらいたいという希望から，立石実さん（聖隷浜

VI．啓発活動と患者教育の医療への影響

松病院）
，落合亮太さん（横浜市立大学）と私の 3 名で，

大で手術を受けた．不整脈や胸痛が頻発していたし，

https://m.youtube.com/channel/UCJUEBGGECt_

身体のだるさやむくみも感じていたが，日常生活を送

U1O6fr2GBIHg というチャンネルを公開している．

れないほどではなかった．手術の 2 日前に執刀医の 1

公開の同意を得た患者本人・家族の動画であり，これ

人である小島医師（現 愛媛大学）に「日常生活にあ

を見て医療関係者には今後の患者対応への参考にして

まり支障がないけれど手術を受けた方が良いですよ

いただきたい．もちろん，患者自身，ご家族にも見て

ね？」と念のため聞いてみた．小島医師は「心臓がま

いただきご自分の生き方の参考にして欲しいと思って

だ元気なうちが手術を受けるタイミングとしては一番

いる．

私は 2014 年に右室流出路再建のために東京女子医

YouTube に「Living With Heart 〜みんなの生き方〜」

2018 年 7 月現在，10 本の動画を配信しているので

良い．どうしようもなく具合が悪くなってからでは手
術に耐えられるかどうかもわからなくなってしまうか

紹介する．

ら．
」と言った．私はこの言葉ですべて納得した．生

#1

まれてから欠かさず通院してカルテを繋げてきたから

自分の病気と受けた手術のことを自分で説明し
よう

#2

こそ，ベストなタイミングでベストな医療を受けるこ
とができるのだと．

助けられ上手になろう〜内部障害を持って働き
続けるために〜

ベストなタイミングでベストな医療を受けること

#3

きょうだいの気持ち

は，患者の幸せに直結する．そのためにはカルテを繋

#4

心臓病とともに生きる

げていかなければならないのだが，この点を理解して

#5

病気のことを周囲にどう伝えるか

いない患者は多い．

猪又の場合
小学生の場

合

私は，完治していると思い込み通院をドロップアウ

#6

運動部という選択

トしてしまっている患者も知っている．また，生活や

#7

心臓病とともに生きる

仕事で無理をしているにもかかわらず，大丈夫だと自

猪又の場合 2

自己メン

テナンスの必要性
#8

分に言い聞かせて動き続け，体調を崩し救急車で運ば
れた患者も知っている．カルテが繋がってきていない

心臓病とともに生きる

いのちのバトンをつな

ぐ

という状態の患者は，適切な医療をスムーズに受けら

#9

れないし，医療者側も患者の状態把握のために苦労す

#10

るはずである．

小学校入学時の準備
病気のことを周囲にどう伝えるか

中学生の場

合

通院や検査の間隔は患者それぞれだが，幼児期の頃

先天性心疾患の小学生から祖母になった方まで幅広

に，親へ「完治はない．生涯にわたって通院が必要．
」

く出演している．これからも動画は追加していく予定

という最重要課題と共に将来的に通院の間隔や必要に

である．

なる検査などを示すいわば「将来設計」を提示するこ
とが大切である．

VIII．まとめ

また，一般社会の先天性心疾患の認知度が上がれ

一般社会は先天性心疾患を知らないので，私は自分

ば，奇形であること，完治はしないこと，手術を受け

で伝えに行くために講演活動をしている．一般社会が

通院を怠らなければ QOL が高くなる可能性は十分に

先天性心疾患を知り，患者自身も自分の病気について

あることなども周知できるはずである．例えば，ガン

相手に具体的にわかりやすく説明できるようになれば
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QOL 向上が期待できる．移行期医療・患者教育の目

学心身科学部紀要．2005；第 1 号：41‒9.
2) 成人先天性心疾患の横断的検討委員会．先天性心疾患の成人
への移行医療に関する提言．2018.
3) 落合亮太，水野芳子，青木雅子，他．先天性心疾患患者に対
する移行期チェックリストの開発．日本成人先天性心疾患会
誌．2017; 6: 16‒26.
4) 仁尾かおり，駒松仁子，小村三千代，他．先天性心疾患をも
つ思春期・青年期の患者に関する文献の概観．国立看護大学
校研究紀要．国立看護大学校．2004; 3: 11‒9.

的は自分の病気をマネジメントし，相手に説明できる
ことである．これらが整えば，ベストなタイミングで
ベストな医療を受け，ライフステージにおける諸問題
も自分でクリアしていける患者となれるであろう．
文

献

1) 酒井亮爾．学校におけるいじめに関する一考察．愛知学院大

Enlightenment of congenital heart disease by the patient and
importance of patient education
Ryu Inomata

Congenital heart disease patient (TGA)
Abstract

I am a congenital heart disease (CHD, complete transposition of great arteries) patient,
and was born in 1977. I am giving a lecture to the general public in order to raise the proﬁle
of CHD. I asked 780 people “Do you know congenital heart disease?” The result was 60% for “I
donʼt know CHD”, 20% for “I have heard of CHD”, and 10% for “I know CHD”. In this way, it
was proved that general does not know CHD. Various problems in the patientʼs life stage occur
due to low awareness of general. In order to clear those problems, the patient must explain the
disease to people around him. Because CHD is a handicap that cannot be judged by appearance. “Patient education” by parents, medical personnel and senior patients is necessary for
patients. I have released the Youtube channel “Living With Heart”. Please check it out.
Key words : Congenital heart disease, Awareness, Enlightenment, Patient education, Transitional
Care
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編集後記
地球ができてから数十億年この方，毎日太陽が東から昇っているからといっても明日同じように太陽が東
から昇るということは論理的には保障されません．しかしおそらくはそうなるに違いないでしょう．そう推
論するのが帰納的な考え方です．いうまでもなく真理保存性はありません．しかし臨床医学には通常はこの
方法しかないので，この方法で真理を追究していくしかないでしょう．とはいえ，そうだからこそ正しい限
界設定をしくことが重要だと最近しばしば考えるようになりました（あたりまえだと言われそうですが）．
さて，今回も総説 1 編，論説 1 編，症例報告 3 編といずれも読みごたえのある論文がそろいました．著者の
先生方には深謝したいと思います．投稿システムもリニューアルされより投稿しやすくなりました．投稿論
文も増加傾向にあるようです．学会員の皆様にあらせられましては，是非積極的に投稿の程よろしくお願い
致します．
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