
12

日本成人先天性心疾患学会雑誌 第8巻 第2号 12～24 （2019年）

【総説】

心房中隔欠損シャント性肺動脈性肺高血圧に対する 
Treat and Repairの適用

八尾 厚史 1），相馬 桂 2），稲葉 俊郎 2）

1） 東京大学保健・健康推進本部
2） 東京大学医学部附属病院循環器内科

要 旨

近年の3系統の肺動脈性肺高血圧（PAH: pulmonary arterial hypertension）治療薬の出現に
より，PAH患者の QOLおよび予後は著明に改善している．しかしながら，未修復シャント性
PAH患者に対するシャント閉鎖基準（ガイドライン）は，そのエビデンス不足から未だ PAH
治療薬の効果が反映されてはいない不十分なもののままである．一方，実臨床においてはすでに
PAH治療薬投与による PAHコントロール効果を利用してシャント閉鎖を施行する Treat and 
Repairが行われ，その効果が報告されている．まずエビデンス構築からガイドライン上での位
置付けを確かにすることは極めて重要ではあるが，その有効性から実臨床での Treat and Repair
のニーズは非常に高い．重症 PAHを合併した未修復シャント患者にとって，その適用を正しく
行えば Treat and Repairは大きな利益をもたらすものである．心房中隔欠損症における安全か
つ効果的な Treat and Repair適用法に関して概説した．今後実臨床例のレジストリーからのエ
ビデンス構築を行い，より確かで安全な Treat and Repairを行うことが望まれる．
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はじめに
成人先天性心疾患（ACHD: adult CHD, CHD: con-

genital heart disease）は，1970年代の人工心肺・心
筋保護液の進歩により手術が進歩し小児 CHD患者の
成人化が見込めるようになり，急速にその人口が増加
した．しかしながらその一方で，治療法の不均一性な
らびに心房中隔欠損（ASD: atrial septal defect）の
ような早期スクリーニングが難しい症例などがあるた
め，CHDの病態は ACHDとして様々な病態を形成
するに至った．Table 1にその病態の主な臨床分類を
示すが，成人期の治療としてまず考慮すべき要件は，
その時点での残存構造異常・機能異常に対する追加の
外科的・経皮的侵襲治療が必要かどうかである．しか
し，その際の判断基準となる指標・エビデンスが不足
していることが根本的な問題となっている．小児期の
修復術や姑息術の術式や合併症が個々の症例で多岐に
わたるため ACHDの病態が均一ではない上に，各疾
患別患者数も限られているため，エビデンスを構築す
ることが極めて困難である．加えて，成人診療科（循
環器内科）医師による ACHD診療自体が不十分なた
めに症例を束ねるレジストリー研究も十分に行えない
状況下では，エビデンスを作る多施設臨床研究自体も
遂行しにくいのである．こういった実情を解消すべ

く，2011年に結成した成人先天性心疾患対策委員会
（JNCVD-ACHD: Japanese Network of Cardiovas-
cular Departments for ACHD）は，今や40施設を超
える循環器内科主要施設で構成され，Table 2に示す
ようなレジストリー状況までこぎつけるに至ってい
る．しかし，50万人を超える ACHD総数からすると
十分な数とは言い難い．また，現時点でエビデンス構
築を目指した臨床研究は1～2研究がスタートしただ
けであり，更なる推進が求められている．
こういった状況の中，近年の3系統 PAH治療薬が

次々と開発・使用され（Fig. 1）1），シャント性肺動
脈性肺高血圧症（sPAH: PAH associated with left 
to right shunt）の治療は大きな転換期を迎えよう
としている．しかしながら，2013年および2018年
の Niceで行われた肺高血圧国際シンポジウムでの
sPAH治療指針に関するコメントには，やはりエビデ
ンス不足から大きな進展は見られず，未修復シャン
ト性 sPAHに PAH治療薬を応用しシャント閉鎖を行
う Treat and Repairの適応に関しての具体的な提案
は全くと言っていいほどなされていない．このよう
な中，本邦では実臨床で積極的に Treat and Repair
が行われ，非常に良好な短期的な結果が報告されて
いる2）．本総説では，現行のガイドラインにおける
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Treat and Repairの位置付けを解説し，本邦および
我々の Treat and Repairの適用法に関して，心房中
隔欠損症（ASD: atrial septal defect）に関して実症
例を交えながら論じ，今後の展望に関して触れること
とする．

I．sPAHの概念・治療の歴史
1897年，Victor Eisenmenger医師により喀血死し

た心室中隔欠損（VSD: ventricular septal defect）の
症例報告が行われた3）．そして1958年 Poul Woodら
がこのような症例をまとめて，シャント性に肺血管
抵抗値（PVR: pulmonary vascular resistance）が著
明に上昇し体血圧並みの肺高血圧（PH: pulmonary 

Table 1　Clinical and physiological classification of adult congenital heart diseases (ACHD).

Table 2　 Registry in Japanese Network of Cardiovascular Departments for Adult Con-
genital Heart Disease (JNCVD-ACHD).
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hypertension）を生じ相当量の右左シャントを有する
症例を Eisenmenger症候群と名付けたのである4）．
以降，こういった症例にシャント修復術を施行すると
肺心室不全（通常右室不全）から低心拍出を生じ短期
的に死亡するとされ，シャント閉鎖は禁忌とされてき
たのである．しかしながらこういった未修復シャント
性 sPAH症例に対する手術適応を模索する努力は絶
えずなされ，（重症） sPAHを合併する CHDの外科
的治療とその長期予後に関する報告をまとめてシャン
ト閉鎖基準として Table 3のような基準が設けられた
のである 5, 6）．

II． 現代の未修復シャント性 sPAH治療指針に
おける Treat and Repairの位置付け

1.　 現行のシャント閉鎖基準をTreat and Repair の適
応基準に当てはめることができるか？
未修復シャント性 sPAH症例（Table 1の Group 3）

に対しシャント閉鎖を行った結果や長期予後のエビデ
ンスから現在のシャント閉鎖基準（Table 3）が提示

されている．しかしながら，2014年 Beghettiらがま
とめているように6），この基準は PAH治療薬の効果
を考慮したエビデンスに基づいた訳ではない．つま
り，薬剤を使用しなくともシャント閉鎖をしてよいと
いう基準，すなわち，PAH治療薬を使用しない場合
でも長期予後が期待できる場合の基準ということなの
である．したがって，この基準（Table 3）は，シャ
ント閉鎖前に薬剤治療を原則とする（薬剤効果を確認
する） Treat and Repairを論じる場合の基準と同一
に論じるべきではないのである．

2.　 組織学的考察に基づいた未修復シャント性 sPAH
のシャントの閉鎖基準と Treat and Repair
過去の経験・結果をもとにシャント閉鎖の基準に関
して述べてきたが，一方では，組織学的な考察から
シャント閉鎖の適応を決めるという方法が本邦では取
られてきた．八巻は，sPAHの組織病変を可逆性の高
い順から順に低い点数をつけ，生検組織からその肺動
脈病変の点数化を行い，その平均値 IPVD（index of 

Fig. 1　Scheme on pharmacological and molecular mechanism of action of PAH drugs (modified from reference 1).
Drugs in Black are certified for use for PAH. Drug in Red has been given up for PAH-certification, but could be 
used outside insurance. Drug in Blue could be used outside insurance. AC; adenylate cyclase, Ang-1; angiopoe-
itin, BMP; bone morphogenetic protein, BMP-R; bone morphogenetic protein receptor, [Ca2+]I; intracellular Ca2+ 
concentration, cAMP; cyclic AMP, cGMP; cyclic GMP, DAG; diacylglycerol, Em; membrane potential, 5HT; 5 
hydroxytryptamine (serotonin), HTT; hydroxytryptamine (serotonin) transporter, IP3; inositol 1,4,5-trisphosphate, 
[K+]; K+ concentration, Kv; voltage-gated K+, MAPK; mitogen-activated protein kinase, NO; nitric oxide, PDE; 
phosphodiesterase, PDGF; platelet-derived growth factor, PGI2; prostacyclin, PIP2; phosphatidylinositol-4,5- 
diphosphate, PKA; protein kinase A, PKG; protein kinase G, PKC; protein kinase C, PLC; phospholipase C, RAS 
& Rho; small G proteins, ROC; receptor-operated Ca2+ channels, ROCK; Rho associated coiled-coil containing 
protein kinase (Rho kinase), R-Smad; receptor (ligand) specific Smad, RTK; receptor tyrosine kinase, sGC; solu-
ble guanylate cyclase, SOC; store depletion-operated Ca2+ channel, SR; sarcoplasmic reticulum, TIE; endotheli-
al-specific tyrosine kinase, VDCC; voltage-dependent calcium channel.
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pulmonary vascular disease）によりシャント閉鎖に
よる閉塞性肺血管病変の可逆性を判定した7）．IPVD 
<2.3を可逆性あり，すなわち手術適応であるとして
当時本邦の多くの施設での手術適応基準として用いら
れ，その成績からその判定は本邦で広く信じられてき
た．ここで，組織所見は採取した一部しか評価の対象
とならないなど問題点も多く，海外で広く用いられる
ことはなかった．しかしながら，この可逆性の考え方
は非常に参考になるものである．すなわち，2点以下
の病変である中膜および内膜の細胞性肥厚による狭窄
病変は可逆性とされ，線維化を伴う・完全閉塞した病
変はそれぞれ3点4点とされ不可逆性の高い病変とさ
れたのである．細胞成分の病変はシャント負荷・肺高
血圧負荷が解消すれば（シャント閉鎖を行えば）退縮
するという概念がそこには潜在している．この概念を
証明するような直接的なエビデンスはないと思われる
が，IPVD <2.3を満たしシャント閉鎖に至った症例
では病態が改善することからその考え方には説得力は
ある．そこで，可逆性病変を薬剤反応性病変に置き換
えて考えるのが，Treat and Repairの Treatの部分
である．薬剤による Treatにより血行動態の改善が
十分に得られる場合には，“薬剤性” 可逆性病変の占め
る割合が十分にあるということを示唆する．つまり生
検の代わりに Treatを行い，可逆性の判定を行うの
である．ただし，これはあくまで推論的な組織学的考
察である．八巻のデータの中には薬剤反応性を考慮し
た可逆性病変や IPVD閾値は存在せず，すなわち八
巻の基準も薬剤効果を考慮したものではなく，組織学

的な検討も Treat and Repairの適応へそのまま応用
できるものではない．やはり，PAH治療薬を用いた
場合の閉鎖基準は，組織学的にも存在しないというこ
となのである．

III． 多剤併用 PAH治療薬時代の未修復シャン
ト性 sPAHに対するシャント閉鎖基準に
ついて

それでは，なぜ2005から2010年の間に主要な経口
PAH治療薬が使用可能になったにもかかわらず，い
まだに PAH治療薬がない時代のシャント閉鎖データ
をもとにシャント閉鎖基準を作成しているのであろう
か？　その理由の一つとして重要であるのが，シャン
ト閉鎖の効果により予後が改善するといった十分なエ
ビデンスがないことが挙げられる．すなわち，PAH
治療薬で治療したシャント閉鎖後の症例の予後が大し
て良くない（Fig. 2a）8）もしくはむしろ閉鎖しない症
例の予後の方が良い（Fig. 2b）9）というデータ・エビ
デンスが出されているということである．加えて，
PAH治療薬を利用してシャント閉鎖した場合に予後
が著明に改善したというエビデンスもないため，シャ
ント閉鎖に関しては比較的長期的なデータのある古い
時代のエビデンスを基にシャント閉鎖基準を作るしか
なかったのである．このような状況下，論理的手法を
用い PAH治療薬を用いた場合のシャント閉鎖後の予
後規定因子を見つけることが，シャント閉鎖基準を決
めるためにまず重要ということであるのは，論理的に
明らかではないだろうか．

Table 3　Recommendation for shunt closure in patients with unrepaired shunt associated PAH.
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1.　シャント閉鎖後 sPAHの薬剤治療の重要性
シャント閉鎖後 sPAH症例の治療成績がシャント
閉鎖基準を決める上での1つの重要な規定因子である
ことは，先に述べた通りである．そこでこの点に関
して，まず主要な海外エビデンスをまず検証してみ

たい．そのためには，本邦の I/H（idiopathic/herita-
ble） PAHおよびシャント閉鎖後 sPAH患者の予後は
いずれも海外と比べて極めて良い 10, 11）という事実を
まず認識する必要がある（Fig. 3）．論理的にもそし
て実際にも肺動脈圧（後負荷）自体がある一定以下に

Fig. 2　Prognosis of sPAH in the United States and Italy (modified from references 8 and 9).

Fig. 3　Prognosis of PAH in specialized institutes in Japan.
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ならなければ右心機能は保たれないことは十分理解
され，長期予後を期待するならばある一定以下の肺
動脈圧にすることは必要であると理解される 11‒13）．
そして，ASD-sPAHの Treat and Repairに関する
Kijimaらの報告2）からも，後負荷を含む血行動態的
なある一定の基準を満たす患者においては，シャント
閉鎖後 sPAH症例は予後のみならず QOL改善が十分
に期待できると思われる．このように，本邦ではシャ
ント閉鎖後の治療成績が長期的にも非常に期待できる
レベルにあるため，シャント閉鎖基準は海外の基準よ
りもアグレッシブなものにできるはずである．本邦
の成績の要因としては，Fig. 3にも示されているよう
に，十分な降圧と積極的な多剤併用が本邦で行われた
ことがその違いを生んだと考えられる．この件に関し
ては，I/HPAH患者において海外でもその効果が確認
されるデータが出されてきたため 14, 15），ガイドライ
ンでも積極的な併用療法の推進へと傾倒しており，今
後の海外のデータがどのように変わるのか注目した
い．
十分な降圧（後負荷軽減）と多剤併用が鍵となり，

I/HPAHやシャント閉鎖後 sPAHの予後は本邦では
非常に良いことが判明しているが，それでは，PAH
薬が多剤存在するこの現代で，シャント閉鎖を睨んだ
シャント未修復 sPAH症例の治療指針はどうしたら
良いのであろうか？　この問題を考える上で，sPAH
に対する PAH治療薬を用いた成績に関して，海外
と本邦でなぜここまで差が出ているのかに関して，
あらためて考察を行うことが重要である．1990年代
後半，注射薬エポプロステノールによる治療が始ま
り，原発性肺高血圧症（PPH: primary PH）患者（多
くが今でいう I/H-PAH患者に当たる）の予後が改
善した．そして，エンドセリン受容体拮抗薬（ERA: 
endothelin receptor antagonist），フォスフォジエス
テラーゼ V阻害薬（PDE-VI: phosphodiesterase V 
inhibitor）といった経口薬が2005年以降次々に出現
し，今や Fig. 1に示される11種類の薬剤が PAH保
険収載適応薬剤となった．現代に至るまで，海外での
PAH治療薬の使用法はエビデンスに基づくガイドラ
インを参考にして行われたために初期からの併用療法
はエビデンスがないため推奨されず，1剤加えては臨
床症状を基準にした効果判定で不十分な場合に次の1
剤を加えるというゆっくりとした投与法（sequential 
combination therapy）であった．ここで重要な点
は，ゆっくりとした多剤併用を行ったという点とそ
の薬効評価が血行動態ではなく臨床症状や BNPと
いった間接的指標であったという点である．本邦で
は，同様な投与法を行う専門家がいる一方で，岡山医
療センターの松原らが唱えた平均肺動脈圧（mPAP: 
mean pulmonary arterial pressure）（後負荷）の正

常化を目指し，積極的に薬剤投与量ならびに経口薬
剤を加えていくというやり方を行う専門家が存在し
ていた．結局，松原らの治療成績が非常に良く，平
均肺動脈圧<42.5 mmHgを達成した I/H-PAH患者
の10年予後が100%であり，その予後良好な患者群
では多剤併用率が高かったことから（Fig. 3a）11），
現在は本邦の多くの専門家は積極的な多剤併用によ
るmPAP（後負荷）の正常化を目指す（少なくとも
mPAP <40 mmHg程度を目指す）治療を行っている
ものと思われる．近年，田村らが示した結果（Fig. 
3b）10）はそれを裏付けるものである．このような結
果を基にして，I/H-PAHと病態生理のみならず病理
組織学的な所見や PAH薬剤反応性が極めて類似する
シャント閉鎖後 sPAHに対する治療方針を考案する
という流れは想像に難くない．これまでの海外のガ
イドラインによる治療では，I/HPAH同様にシャント
閉鎖後の sPAH予後は良いものとならない可能性は
理論的に予想され，実際2012年までのデータをまと
めた Fig. 2aに示される REVEAL研究の I/HPAH予
後の結果8）は，ほぼ同時期に取られた松原らのデー
タ（Fig. 3a）11）と比較してかなり悪い結果と言える．
田村らの示した結果（Fig. 3b）を見ても，PAH薬剤
の使用法の違いがその原因の一つとして考えられる
のである．また，Manesらが示したシャント閉鎖後
sPAHの予後（Fig. 2b）9）が極端に悪い理由に関して
は，その論文の中にあるように，シャント閉鎖群の原
疾患に複雑心奇形が比較的多かったことや PAH治療
薬併用はもとより単剤すら使用率が低かったことに加
え，シャント閉鎖前の右心カテーテルによる血行動態
の評価が多くの症例でなされていなかったと書かれて
あり，極端には Eisenmenger症候群の症例を手術し
た可能性すらも否定できず，参考になる文献とは言い
難い．以上から，シャント閉鎖後 sPAH症例に対す
る PAH治療薬の使用法に関しては，長期的な良好な
予後を期待する意味において，本邦の I/HPAHの治
療指針を参考にしてmPAP <40 mmHg（42.5 mmHg
の端数を切り捨てた）を一つの目指す目安としての
積極的な併用療法ということになる．逆に言えば，
mPAP <40 mmHgがシャント閉鎖後に期待できるよ
うであれば，シャント閉鎖術を施行するというシャン
ト閉鎖基準の考え方が一つの提案として挙げられる．
ここで，mPAP <40 mmHgという基準を基に，果た
してこの基準のみで十分長期予後が期待できるのかど
うかを考察したい．

2.　シャント閉鎖基準の設定
シャント閉鎖後にmPAP <40 mmHgであれば長期
予後が期待できるかどうかに関するエビデンスはない
が，理論的には，PHの悪化を認めず右心機能が十分
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に保たれれば，I/HPAH同様に長期予後は十分に期待
できると考えられる．

1）sPAHにおける PHコントロールと右心不全
Heath Edwards病理組織分類は，本来 sPAHに使
用する分類であったが，IPAH患者に対しても使用さ
れてきた．この理由としては，この2者には病理組織
学的な類似性が高いということが挙げられる．また，
シャント閉鎖後 sPAH症例は病態の類似性から PAH
治療薬の大規模臨床試験にもエントリーされ 16‒21），
その効果が IPAHに対する効果と同等としているサ
ブ解析された薬剤もある22）．血行動態自体も，IPAH
と同様に PVR（mPAP）の上昇により右心不全が進
行するという大筋の部分で類似しており，したがっ
て，IPAHの治療データや治療指針は，基本的には
sPAHの治療に応用できるはずである．そして，すで
に PAHの原因となったシャントは閉鎖されているた
め，sPAHのコントロールは IPAHと同等かむしろ
IPAHよりは容易と考えられ，海外のデータにおい
ても IPAHより予後も良い（Fig. 2a）8）．すなわち，
IPAH治療方法と結果は sPAHへ十分に応用できる
のである．
さて，それでは PHの controlとは何をもって

controlできると判断すべきであろうか？　先に述
べた IPAHの長期予後の結果から，シャント閉鎖後
mPAP <40 mmHgが長期予後への一つの目安すなわ
ち controllabilityの獲得のように思われる．この実
際のデータを基点として，この点について詳細に検
討してみる．Kijimaら2）および田村ら10）の報告か
ら，本邦のシャント閉鎖後 sPAH症例の治療成績は
専門施設においては短期的のみならず中長期的（5～
10年）にも悪くないことが予想されている．ここで，
Kijimaらの ASD-PAHに関しての報告では，ASD
シャント閉鎖基準（PVR <8 Woodかつ Qp/Qs >1.5）
が示されており，PAH治療薬を用いてその基準を満
たし Treat and Repairを施した症例に関してもシャ
ント閉鎖後 ASD-sPAH患者の短期成績（短期死亡例
なし，短期的運動耐容能改善，短期的推定右室圧低下）
が極めて良いことが示されている．同様の患者に関
して，REVEAL研究（Fig. 2a）8）やManesらの報告
（Fig. 2b）9）といった海外の長期成績が良くないこと
を踏まえて考えると，シャント閉鎖基準と閉鎖後の薬
物治療指針が極めて重要な予後規定因子であることを
示唆している．しかしながら，Kijimaらの報告の中
ですら，そのシャント閉鎖基準がどのようにして決定
されたのかに関して，そして閉鎖後の薬剤治療指針に
関しては，はっきりとは示されていない．そこで，理
論的に考察してみたい．mPAP=Qp×PVR+mPAWP
という式から，シャント閉鎖直後の予測される

mPAPは，Qp=Qsとなるためシャント閉鎖前後で Qs

が変化しないとすれば，mPAP=CO×Qs+mPAWP
と考えられる．ここで，シャント閉鎖できるよう
な病態では右左シャント量は少ないはずであるの
で，Hb量のみならず SpO2の値もシャント閉鎖前
後で大きく変化しないということから，（特に経皮
的な侵襲性の少ない）シャント閉鎖では Qsは大き
な影響は受けないと考えられる．つまり，シャン
ト閉鎖直前の Qs値を用いれば術後のmPAPが大
体予想できると思われる．Kijimaらの基準を逆算
すると，Qs 4 l/min, mPAWP 5 mmHgと仮定した
場 合，mPAP=4（l/min）×8（Wood）+5（mmHg）= 
37 mmHgが予測される．もちろん，もっと多くの症
例での検討が必要ではあるが，松原らの報告と合わ
せて，少なくとも PAHの controllabilityに関しては
このmPAP <40 mmHgという基準はシャント閉鎖
後の sPAHに関しても有効ではないかと考えられ，
Kijimaらの基準は IPAHの治療概念から考えても十
分容認される基準なのかも知れない．
さて，ここでもう一点考慮すべき因子が存在する．
右心機能（肺心室機能）である．いくら PAHがコン
トロールされても右心不全が解消されなければ，シャ
ントを閉じる意味が危うくなる．ここまで，シャント
閉鎖基準は PHの controllabilityと，シャント閉鎖
後の結果としての予後に基づき論じてきた．しかしな
がら，IPAHおよび sPAHの予後を左右する重要な
（右）心機能に関しての考察はされていない．我々の
未修復 ASD-sPAHシャント閉鎖基準を Fig. 423）に示
すが，ここで我々はさらに右室収縮性（RVEF: right 
ventricular ejection fraction）と PVR（後負荷）の
関係をもとにシャント閉鎖基準を設定した．そして，
その他の合併する問題となる心機能障害がないことを
心臓MRIで確認することもその閉鎖基準に付け加え
た23）．それでは，どのようしてこの RVEFを考慮し
た基準を設けたのかを解説する．Fig. 5の IPAHの治
療経過における血行動態指標と RVEFの相関に関す
る具体例を示す．この図からもわかるように，PVR 
7 Wood（560 dyne·sec/cm5）），mPAP 30 mmHgよ
り改善するところで，RVEFが正常化する（RVEF 
>0.4）．すなわち，PVR 7 Wood（mPAP 30 mmHg）
という後負荷以下であれば，右心不全（収縮不全）は
回避できるものと考えられるのである．この右心機能
reversibilityに関しては，重症 PH症例でも肺移植後
には右心機能が正常化するという既知の事実から考え
ても，概ね常に期待できる心機能回復（reversibility）
と考えられるのではなかろうか．以前，PH症例にお
いて3次元心エコーを用いて PVRと RVEFの直線的
関係を報告している13）．そこで純粋な右室後負荷モ
デルでもある慢性血栓塞栓症性肺高血圧症（CTEPH: 
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chronic thromboembolic pulmonary hypertension）
に絞り，定量性に優れた心臓MRIを用いて，この
直線関係をさらに検討した．Fig. 6aに示されるよう
に，RVEFと PVRは直線関係を示し，RVEF >40%
を望める PVRは7.5 Wood辺りであった．つまり，
PVR <7.5 Woodという基準は右心不全回避基準と考
えられる．Kijimaらの PVR <8 Woodでシャント閉
鎖を行うという基準よりやや厳しく，重要な予後規定

因子である右心機能に関するデータを踏まえたこと
により，より安全性の意味合いを踏まえた指標であ
る．また，Fig. 6bに示される3症例における Balloon 
angioplastyによる治療経過から，個々の例でもこの
直線関係に沿った RVEFの回復が見られることが想
定される．以上から，右心機能の reversibilityの指
標として PVR 7.5 Woodがシャント閉鎖後の RVEF
正常化への閾値と考えたのである．さて，PVR 7.5 
WoodをmPAPに換算すると，心拍出量（CO=Qs）
で4 l/min, mPAWPが5 mmHgとすると，計算上
mPAP 35 mmHgとなる．このmPAP 35 mmHgと
いう値は松原らの IPAH長期予後指標（42.5 mmHg）
を十分に下回ることからも，PVR <7.5 Woodは
sPAH長期予後を十分期待できる指標と考えられる
のである．以上から，PVR <7.5 Wood（予測mPAP 
<35 mmHg）をもって，肺高血圧コントロールと右
心機能保持を可能とする血行動態上のシャント閉鎖基
準として設定したのである（Fig. 4）23）．

2）シャント性心疾患 PAHにおける心機能の評価法
正常心における右心機能保持の基準は PVR 7.5 

Woodであることを先に述べたが，sPAHにおける右
心機能に関する考え方は正常心における右心機能の考
え方とは異なる．例えば IPAHの場合，発症以前は
通常は正常の心機能のはずであり，発症起点から右心
機能の障害がスタートする．一方，sPAH症例の場合

Fig. 4　Algorithm of treatment for ASD-PAH (modified from reference 23).
ASD; atrial septal defect, PAH; pulmonary arterial hypertension, IPAH; idiopathic PAH, PVR; pulmonary vascular 
resistance.

Fig. 5　Change in hemodynamic parameters and right 
ventricular function in IPAH-case.
CI; cardiac index, IPAH; idiopathic pulmonary 
arterial hypertension, mPAP; mean pulmonary 
arterial pressure, peak VO2; peak oxygen uptake, 
PVR; pulmonary vascular resistance, RVEF; 
right ventricular ejection fraction measured with 
three-dimensional echocardiography.
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は，発症起点以前つまり出生直後からシャント自体に
よりコンディショニングが生じ心機能が修飾されるた
め，原疾患・シャント様式や量のみならずその血行動
態の経過から個々の症例ごとに心機能の修飾のされ方

が大きく異なるのである．つまり，シャント閉鎖後の
心機能予測は個々の疾患および個々の症例で大きく異
なることが予想され，個別に評価する必要があるのは
否めない．例えば同程度のmPAPでの比較として，

Fig. 6　Linear relationship between RVEF and PVR in CTEPH patients.
a)  RVEF measured with cardiac MRI is plotted as a function of PVR in 12 patients with CTEPH, showing that 

RVEF is linearly and negatively related to PVR. With this linearity, RVEF ≥0.4 can be maintained when PVR is 
no more than some 7.5 Wood.

b)  In 3 patients with CTEPH, RVEF was plotted as a function of PVR in the chronic phase each after balloon 
angioplasty was performed. The recovery process of RVEF is proceeded along the fitted line.

CTEPH; chronic thromboembolic pulmonary hypertension, PVR; pulmonary vascular resistance, RVEF; right ven-
tricular ejection fraction.

Fig. 7　Morphological feature of ASD, ASD-PAH, IPAH+small ASD, IPAH.
Cardiac MRI shows markedly dilated RV with severely compressed LV and prominent hypertrophy of RV wall in 
the patients with repaired ASD-sPAH (1st and 2nd panels). The 4th and 5th panels on the patients with ASD and 
no PAH show markedly dilated RV with mild hypertrophy. In the 6th panel on the patient with IPAH, RV is not 
dilated but moderately hypertrophied, while RV is more dilated with similar hypertrophy in the 3rd panel of the 
patient with IPAH and small ASD.
ASD; atrial septal defect, IPAH; idiopathic PAH, Qp; pulmonary blood flow, Qs; systemic blood flow, LVEDVI; left 
ventricular end-diastolic volume index, LVEF; left ventricular ejection fraction, mPAP; mean pulmonary arterial 
pressure, PAH; pulmonary arterial hypertension, PVR; pulmonary vascular resistance, RVEDVI; right ventricular 
end-diastolic volume index, RVEF; right ventricular ejection fraction.
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小児期に PAHを発症し成人期までシャント閉鎖され
ていない左右シャント優位の ASD-PAH症例は，成
人期発症の IPAHに比べて右室内腔は大きく心筋の
壁厚は極めて厚くなっている（Fig. 7）．しかし，さ
らに PAHが進行し PVRが上昇し Eisenmenger化す
ると，肺血流量（Qp）は少なくなり右室内腔は小さ
くなるとともに強い後負荷のため右室心筋は著明に
厚くなる．ここで，IPAHで重症化により PVRが著
明に上昇した場合は，左室心不全における after-load 
mismatchの様相を呈し，右室内腔はどんどん大きく
なり拡張性右心不全が進行する．IPAHの心機能経過
は比較的均一ではあり予測も比較的容易ではあるが，
sPAHの心機能はもともとのシャント量や PH発症時
期とその進行の経過により，原疾患が同一であっても
個々の症例によって大きく違う経過をとる可能性があ
る．したがって，こういった修飾を理解した上でシャ
ント閉鎖後の心機能を考える・予測することが必要に
なるため，先天性心疾患における sPAH症例ではシャ
ント閉鎖直前の心機能評価は個別に必須となるのであ
る．こういった要件から，様々な形態の心臓における
血行動態と心機能の総合的評価のために，心臓MRI
を用いた詳細な評価が求められるのである．Fig. 4の
アルゴリズムにも示したシャント閉鎖前の心臓MRI
での心機能の総合的な評価とは，この個々の症例での
検討が最終的に必須であることを特に意識したもので
ある．もちろん，付随する弁膜症などの合併症も網羅
的にかつ定量性をもって評価できるのもMRIの特筆
すべき一面である．

IV． 未修復シャント ASD-sPAHにおける
Treat and Repairの現状

筆者の考案したアルゴリズム（Fig. 4）に基づいた
シャント未修復 ASD-sPAH治療に関してその現状と
問題点に関して考察する．

1.　実症例での検討
Treat and Repairを計画的に施行した未修復 ASD-

PAH当院第1例目を提示する（Fig. 8）24）．診断右心
カテーテルにおいて PVR 4.9，心臓MRIにて RVEF 
43%と PH controllabilityならびに右心機能は十分保
たれていた．1剤 PAH治療薬 bosentanを投与して
約3か月後に再度右心カテーテルを施行したところ，
軽度の PVRの低下を認めた．その他の心機能障害と
して静脈圧上昇から拡張機能障害が疑われるが，塩分
制限で十分低下したため，Amplatzer septal occluder
（径36 mm）にて経皮的に ASDを閉鎖した．閉鎖翌
日の PVRは変化なく，mPAPは Qp ≅ Qsとなり低下
した．約半年後の右心カテーテルにおいて，閉鎖直前
の SpO2は十分高く，先にも述べた通り Qsは閉鎖前

後で大きく変化せず，mPAP=Qs×PVR+mPAWPが
閉鎖後のmPAP予測に有効であることが示された．
ここで PAH治療薬に変更はない状況下で，閉鎖直後
（翌日）には変化しなかった PVRが閉鎖後約半年で
著明に低下していることから，シャントによる肺高心
拍出による肺動脈へのストレスが消失すると薬効がさ
らにみられるのではないかと考察した．一方，PVR

Fig. 8　Representative process in Treat and Repair 
applied for unrepaired ASD-associated sPAH.
Since PVR was well below 7.5 Wood and RVEF 
was maintained over 40%, the percutaneous 
ASD closure was performed under the medical 
treatment with bosentan. mPAP was immedi-
ately reduced along with a decrease in QpI, while 
neither PVR nor QsI was altered one day after the 
closure. Half a year later, PVR was dramatically 
decreased, while mPAP did not change due to 
an increase in mPAWP. This increase in mPAWP 
might be associated with unexpanded LVED-
VI-causing LV diastolic dysfunction. The addition 
of tadalafil finally induced the dilatation (normal-
ization) of LVEDVI concomitantly with normalized 
PVR and CI, while mPAWP was still high, show-
ing residual diastolic dysfunction in LV. Data are 
cited from reference 24.
ASD; atrial septal defect, CI; cardiac index, 
mPAP; mean pulmonary arterial pressure, 
mPAWP; mean pulmonary wedge pressure, 
mRA; mean right atrial pressure, peak VO2; peak 
oxygen consumption, PVR; pulmonary vascular 
resistance, QpI; pulmonary blood flow index, QsI; 
systemic blood flow index, RVEF; right ventricu-
lar ejection fraction.
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低下したにもかかわらずmPAWPが上昇したため，
mPAP自体は結果として変化せずmPAP=25 mmHg
のままであった．すなわち，post-capillary PHの病
態が新たに加味されたため，mPAPの低下が得られ
なかったのである．それから約2年経過を追ったが
PVRの更なる回復はなくmPAWPも低下しなかっ
た．MRIのデータに目をやると，この間 LVEDVIは
低下したままで左室の拡張が悪いことが伺える．そこ
で，bosentan単剤治療から tadalafil併用へ切り替え
たところ，次の約2年で PVR 0.7 Woodと更に低下し
血行動態的指標は見事に完全正常化した．左室内腔に
ついても LVEDVIはほぼ正常化し，同時に心拍出量
（CI）が増加した．これはすなわち，拡張機能の回復
による1回心拍出量増加によると考えられる．しかし
一方では，LVEDVIが上昇しmPAWP上昇は変化な
いことから，拡張機能自体の改善はあるものの十分で
はないということが伺える．右室に関しては，シャ
ント閉鎖早期から前負荷の低下に続き後負荷（PVR）
の低下から RVEDVIの減少を認め，次に LVEDVI
と CIの増加に伴い，再度 RVEDVIは増加している．
結局，閉鎖後4年で未だ LVEDVI 73と内腔が小さめ
の左室のままでmPAWP 16と左室拡張終期圧上昇は
残存し，改善はしているものの最終的に左室拡張不全
が残存していると考えられる．Treat and Repair成
功例における長期予後に関して，この左室拡張障害の
残存が予後にとって重要な意味を持つのかもしれな
い．

2.　Treat and Repair の有効性に関する考察
Treat and Repairに関する Case Reportは成功例

のみの報告であること，統一した治療基準（治療アル

ゴリズム）での治療ではないため，その解釈は難しい
ものとなる．したがって，Treat and Repair成功の
ための Keyとなる因子を見つけるためには多くの症
例が必要になる．ここで，統一された基準を基に治療
が行われ連続的に集積されたデータが十分にありその
成果が十分に良好であるならば，その使用された基準
は一つの安全な治療法として認識して良いと考えられ
る．先天性心疾患に関連した PAHという希少疾患で
は，こういった手法による治療法の確立は有効な手立
てである．もちろん，前向きなランダム化コントロー
ル試験の方が良いに決まってはいるが，実際上その施
行は困難であり時間や費用も莫大にかかることが予想
されるため，事実上不可能と言わざるを得ない．まし
てや今困っている患者の治療には貢献しない．つま
り，Treat and Repairの有効性の検証には，前向き
なランダム化コントロール試験は全く不向きと結論付
けても良いと考えられる．
さて，KijimaらはQp/Qs >1.5および PVR<8 Wood 
を基準に定め Treat and Repairを施行した ASD-
sPAH症例を蓄積した2）．基準を定めて Treat and 
Repairを行ったまとまった数の報告はこれくらいし
かない．結果に関しては，PAH治療薬により基準
を満たすようになった群すなわち Treat and Repair
群と，もともと基準を満たしシャント閉鎖をした
Repair群を比較しているが，その短期的な予後は両
群とも良好で，そして全例シャント閉鎖後も短期的に
は TRPGは低下傾向をたどっている（Fig. 9）．ここ
で，本報告の更なる特徴として，シャント閉鎖は両群
とも経皮的に行っているということがある．一方，
我々は外科的にシャント閉鎖を行った症例で閉鎖後
に PAH悪化を認め PAH治療薬の積極的併用療法が

Fig. 9　Favorable short-term results of Treat and Reapir　(Data modified from reference 14).
The estimated RVSP was well decreased in Treat and Repair Group consisting of the patients undergoing Treat 
and Repair as well as in Repaired Group consisting of patients whose shunts were repaired without using PAH 
drugs.
ASD; atrial septal defect, RVSP; right ventricular systolic pressure.
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必要であった症例を報告している25）．ASD-sPAHに
おける外科的閉鎖による侵襲は PAH悪化リスクとな
る可能性が示唆される．しかしその一方では，シャン
ト閉鎖後 sPAHに対する薬物効果は増悪後早期では
なくとも十分期待できることを示す報告でもあった．
Kijimaらの報告症例のシャント閉鎖後の長期的薬物
治療成績がどうなっているのかは非常に興味深い．つ
まり，Treat and Repair成功後薬物継続はどうして
いるのだろうか？　投薬なしでシャント閉鎖した症例
がその後も無投薬で PAHがコントロールできるのか
どうか？　こういった疑問は長期予後に関するもので
非常に重要な問題ではあるが，データは未だ示され
ていない．Kijimaらの報告2）と我々の報告23）を合わ
せて，PVR <7.5, Qp/Qs >1.5，閉鎖前 RVEF >0.4の
すべてを満たしている症例は，Treat and Repairを
考慮してよいと考えられる．現在，安全な Treat and 
Repair施行基準を設定すべく，我々の施設を含め，
ASD-sPAHに関するレジストリー研究が計画中であ
る．今後，レジストリーの施行とその結果が示される
ことを期待したい．

3.　Treat and Repair 適用の可能性をどう予測するか
どんなに良い基準ができたとしても，どれくらい重

症例が Treat and Repairに進めるのか初期に見極め
るのは極めて難しい．症例報告的には Eisenmenger
症候群まで Treat and Repairに進める場合があると
報告されている26）．現時点でこの部分に対する回答
はない．私の作成したプロトコール（Fig. 4）では，
とにかく1剤 PAH治療薬を投与してカテーテルによ
りその反応性を評価しながら Treat and Repairの可
能性を判断するとしか示していない．つまり現状で
は，個々の症例に対し経験に基づいて判断するとしか
言いようがないのである．こういった点を踏まえて，
未修復シャント性 sPAHに対しては経験の豊富な専
門施設への紹介・コンサルトが原則となる．最終的に
今後の大きな課題ともいえる．やはりレジストリー研
究によるデータ集積が Keyとなる．

まとめ
初期からの多剤併用を行う本邦の PH専門施設に

おいて，I/HPAHおよびシャント閉鎖後 sPAHのコ
ントロールの成績は非常に良い．未修復シャント性
sPAHに対する Treat and Repairは非常に期待が持
てる治療法である．しかしながら，その安全な施行
には心臓カテーテル検査や心臓MRIを含めた詳細な
データ評価を，各疾患別のみならず個々の症例ベース
で慎重に行う必要がある．今後，PHを専門に扱える
成人先天性心疾患専門施設によるレジストリー研究に
よるエビデンスの構築が期待される．
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Treat and Repair strategy for unrepaired shunt-associated 
pulmonary arterial hypertension in atrial septal defect

Atsushi Yao1), Katsura Soma2), Toshiro Inaba2)

1) The University of Tokyo Health Service Center
2) Department of Cardiovascular Medicine, The University of Tokyo Hospital

Abstract

PAH (pulmonary arterial hypertension) drugs modulating three major cascades have 
emerged to show their effectiveness on the prognosis and QOL of patients with PAH. How-
ever, the guidelines on patients with shunt-associated PAH (sPAH) do not fully benefit from 
the PAH drugs. In fact, the improved controllability of sPAH was not reflected on the guide-
lines especially for the shunt closure in patients with unrepaired shunt-associated PAH, while 
Treat and Repair strategy has been actually applied for restricted and suitable patients in 
real clinical practice. Because of high effectiveness of Treat and Repair on these patients in 
the specialized hospitals in Japan, the precise and safe application of Treat and Repair should 
be required to be discussed on. In this review, the present situation and results on Treat and 
Repair are shown, and the proposal of its right utilization is presented for patients with atrial 
septal defect. Although the evidence on Treat and Repair should be accumulated quickly, 
Treat and Repair will be properly utilized for current patients with unrepaired shunt-associ-
ated PAH.

Key words : Treat and Repair, pulmonary arterial hypertension, shunt, atrial septal defect
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