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第9巻

日本成人先天性心疾患学会雑誌

第2号

1〜7（2020 年）

一般社団法人日本成人先天性心疾患学会定款
第1章

総則

（名称）
第1条

この法人は，一般社団法人日本成人先天性心疾患学会（以下「本会」という．
）と称する．

2 本会の英語名は，
「Japanese Society for Adult Congenital Heart Disease」とし，略称を「JSACHD」する．
（事務所）
第2条

本会は，主たる事務所を東京都新宿区に置く．
第2章

目的及び事業

（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，前条の目的を達成するため，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）専門医の資格認定事業
（5）その他本会の目的を達成するために必要な事業
第3章

会員

（法人の構成員）
第5条

本会に次の会員を置く．

（1）正会員

本会の目的に賛同して入会した医師及び医療関係者である個人

（2）準会員

本会の目的に賛同して入会した医師及び医療関係者以外の個人

（3）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，総会で承認された個人

（4）賛助会員

本会の目的に賛同し，賛助する個人

（5）団体会員

本会の目的に賛同し，賛助する団体

2 前項の正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（以下，
「一般法人法」という．）
上の社員とする．
（入会）
第6条

正会員，準会員，賛助会員及び団体会員になろうとする者は，所定の手続きを経て理事長の承

認を得なければならない．
（会費）
第7条

本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため，正会員，準会員，賛助会員及び団体会員

は，理事会において別に定める会費を支払わなければならない．
2 既納の会費は，いかなる理由があってもこれを返還しない．
（任意退会）
第8条

会員は，退会届を理事長に提出することにより，任意にいつでも退会することができる．

2 退会する会員は，未納の会費を納入しなければならない．
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（除名）
第9条

会員が次のいずれかに該当するに至ったときは，総会の決議によって当該会員を除名すること

ができる．
（1）本会の名誉を著しく傷つける行為を行った場合．
（2）本会の目的を明らかに著しく損なう行為を行った場合．
（3）その他除名すべき正当な事由があるとき．
（会員資格の喪失）
第 10 条

会員は，次のいずれかに該当するに至ったときは，その資格を喪失する．

（1）退会したとき．
（2）除名されたとき．
（3）第 7 条の会費の支払義務を 3 年以上履行しなかったとき．
（4）正会員の全員が同意したとき．
（5）当該会員が死亡または解散したとき．
第4章

総会

（構成）
第 11 条

総会は，すべての正会員をもって構成する．

2 前項の総会をもって一般法人法上の社員総会とする．
3 名誉会員は総会に出席することができる．
（権限）
第 12 条

総会は，次の事項について決議する．

（1）会員の除名
（2）理事及び監事の選任又は解任
（3）理事及び監事の報酬等の額
（4）貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の承認
（5）定款の変更
（6）解散及び残余財産の処分
（7）その他総会で決議するものとして法令またはこの定款で定められた事項
（開催）
第 13 条

総会は，定時総会として毎事業年度終了後 3 箇月以内に 1 回開催するほか，必要がある場合に

開催する．
（招集）
第 14 条

総会は，法令に別段の定めがある場合を除き，理事会の決議に基づき理事長が招集する．

2 総正会員の 5 分の 1 以上の議決権を有する正会員は，理事長に対し，総会の目的である事項及び招集
の理由を示して，総会の招集を請求することができる．
（議長）
第 15 条

総会の議長は，理事長とする．

（議決権）
第 16 条

総会における議決権は，正会員 1 名につき 1 個とする．
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（決議）
第 17 条

総会の決議は，議決権の 10 分の 1 以上を有する正会員が出席し，出席した当該正会員の議決権

の過半数をもって行う．
2 前項の規定にかかわらず，次の決議は，正会員総数の半数以上であって，正会員総数の議決権の 3 分
の 2 以上に当たる多数をもって行う．
（1）会員の除名
（2）監事の解任
（3）定款の変更
（4）解散
（5）その他法令で定められた事項
3 正会員は，代理人によってその議決権を行使することができる．
4 正会員は，書面による議決権の行使ができる．
5 代理人及び書面により議決権を行使した者は，総会の出席者として取り扱う．
（議事録）
第 18 条

総会の議事については，法令で定めるところにより，議事録を作成する．

2 議長及び総会に出席した正会員より選出された議事録署名人1名以上は，前項の議事録に記名押印する．
第5章

役員

（役員の設置）
第 19 条

本会に，次の役員を置く．

（1）理事 3 名以上
（2）監事 1 名以上
2 理事のうち 1 名を理事長とし，2 名以内を副理事長とする．
3 前項の理事長をもって一般法人法上の代表理事とする．
（役員の選任）
第 20 条

理事及び監事は，総会の決議によって選任する．

2 理事長及び副理事長は，理事会の決議によって理事の中から選定する．
（理事の職務及び権限）
第 21 条

理事は，理事会を構成し，法令及びこの定款で定めるところにより，職務を執行する．

2 理事長は，法令及びこの定款で定めるところにより，本会を代表し，その業務を執行する．
3 副理事長は，理事長を補佐する．
4 理事長は，毎事業年度に 4 箇月を超える間隔で 2 回以上，自己の職務の執行の状況を理事会に報告し
なければならない．
（監事の職務及び権限）
第 22 条

監事は，理事の職務の執行を監査し，法令で定めるところにより，監査報告を作成する．

2 監事は，いつでも，理事及び使用人に対して事業の報告を求め，本会の業務及び財産の状況の調査
をすることができる．
（役員の任期）
第 23 条

理事の任期は，選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結

の時までとする．
2 監事の任期は，選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時ま
でとする．
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3 補欠として選任された理事又は監事の任期は，前任者の任期の満了する時までとする．
4 理事又は監事は，法令に定める定数に足りなくなるときは，任期の満了等により退任した後も，新
たに選任された者が就任するまで，なお理事又は監事としての権利義務を有する．
（役員の解任）
第 24 条

理事及び監事は，総会の決議によって解任することができる．

（責任の免除）
第 25 条

本会は，役員の一般法人法第 111 条第 1 項の賠償責任について，法令に定める要件に該当する

場合には，理事会の決議によって，賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を
限度として，免除することができる．
第6章

理事会

（構成）
第 26 条

本会に理事会を置く．

2 理事会は，すべての理事をもって構成する．
（権限）
第 27 条

理事会は，次の職務を行う．

（1）本会の業務執行の決定
（2）理事の職務の執行の監督
（3）理事長及び副理事長の選定及び解職
（招集）
第 28 条

理事会は，理事長が招集する．

2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは，各理事が理事会を招集する．
（議長）
第 29 条

理事会の議長は，理事長がこれに当たる．

（決議）
第 30 条 理事会の決議は，議決に加わることができる理事の過半数が出席し，その過半数をもって行う．
2 前項の規定にかかわらず，一般法人法第 96 条の要件を満たしたときは，理事会の決議があったもの
とみなす．
（議事録）
第 31 条

理事会の議事については，法令で定めるところにより，議事録を作成する．

2 出席した理事長及び監事は，前項の議事録に記名押印する．
第7章

顧問

（顧問）
第 32 条

本会は，顧問を置くことができる．

2 顧問は，定年により理事を退任した者とし，理事会の決議を経て代表理事が委嘱する．
3 顧問は，この法人の運営に関する事項について，理事会から諮問された事項について意見を述べる
ことができ，委員会に属し委員会業務を補佐することができる．
4 顧問は無報酬とする．ただし，その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる．
5 顧問の任期は，選定後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定期社員総会の終結の
4
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時までとする．
第8章

評議員

（評議員）
第 33 条

本会は，評議員を置くことができる．

2 評議員については，別に定める規程による．
第9章

委員会

（委員会）
第 34 条

本会は，委員会を置くことができる．

2 委員会については，別に定める規程による．
第 10 章

資産及び会計

（事業年度）
第 35 条

本会の事業年度は，毎年 12 月 1 日に始まり翌年 11 月 30 日に終わる．

（事業計画及び収支予算）
第 36 条

本会の事業計画書，収支予算書については，理事長が作成し，理事会の決議を経ねばならない．

これを変更する場合も同様とする．
2 前項の書類については，主たる事務所に，当該事業年度が終了するまでの間備え置きするものとす
る．
（事業報告及び決算）
第 37 条

本会の事業報告及び決算については，毎事業年度終了後，理事長が次の書類を作成し，監事の

監査を受けた上で，理事会の承認を受けなければならない．
（1）事業報告
（2）事業報告の附属明細書
（3）貸借対照表
（4）損益計算書（正味財産増減計算書）
（5）貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち，第 1 号，第 3 号，第 4 号の書類については，定時総会に提出し，第
1 号の書類についてはその内容を報告し，その他の書類については承認を受けなければならない．
3 第 1 項の書類のほか，監査報告を主たる事務所に 5 年間備え置きするとともに，定款，正会員名簿を
主たる事務所に備え置きするものとする．
（剰余金の分配禁止）
第 38 条

本会は，剰余金の分配を行うことができない．
第 11 章

定款の変更及び解散

（定款の変更）
第 39 条

この定款は，総会の決議によって変更することができる．

（解散）
第 40 条

本会は，総会の決議その他法令で定められた事由により解散する．

（残余財産の帰属）
第 41 条

本会が清算をする場合において有する残余財産は，総会の決議を経て，公益社団法人及び公益
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財団法人の認定等に関する法律第 5 条第 17 号に掲げる法人または国若しくは地方公共団体に贈与する
ものとする．
第 12 章

公告の方法

（公告の方法）
第 42 条

第 43 条

本会の公告は，主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う．
附

則

この法人の設立当初の事業年度は，第 35 条の規定にかかわらず，本会の成立の日から 2020 年

11 月 30 日までとする．
第 44 条

本会の設立時社員の氏名及び住所は次のとおりである．

住所
氏名

赤木

禎治

檜垣

高史

八尾

厚史

住所
氏名
住所
氏名
第 45 条

本会の設立時理事は次のとおりである．

理事

赤木

禎治

理事

檜垣

高史

理事

八尾

厚史

理事

赤阪

隆史

理事

池田

智明

理事

石津

智子

理事

市川

肇

理事

伊藤

浩

理事

稲井

慶

理事

今井

靖

理事

上村

秀樹

理事

榎本

淳子

理事

大内

秀雄

理事

小川

正樹

理事

落合

亮太

理事

笠原

真悟

理事

賀藤

均

理事

河田

政明

理事

齋木

佳克

理事

庄田

守男

理事

白石

公

理事

新川

武史

理事

住友

直方

理事

先﨑

秀明

理事

立野

滋

理事

筒井

裕之

理事

照井

克生
6
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理事

籏

理事

水野

芳子

理事

三谷

義英

理事

森田

紀代造

理事

山岸

敬幸

理事

吉松

淳

第 46 条

義仁

本会の設立時監事は次のとおりである．

監事

松尾

監事

森

第 47 条

浩三
善樹

本会の設立時代表理事は次のとおりである．

住所
氏名
第 48 条

赤木

禎治

本会の設立時の主たる事務所の所在場所は，次のとおりである．

東京都新宿区山吹町 358 番地 5
第 49 条

アカデミーセンター

株式会社国際文献社内

2020 年 5 月 31 日をもって解散する任意団体である日本成人先天性心疾患学会の会員は，同日

時点での当該団体の会員区分に従い，第 3 章に定める手続きを要することなく，2020 年 6 月 1 日をもっ
て本会の会員になるものとする．
2 任意団体である日本成人先天性心疾患学会の正会員のうち医師及び医療関係者以外の者は，2020 年
6 月 1 日をもって本会の準会員となるものとする．
第 50 条

本附則第 43 条から本条は，2020 年 11 月 30 日の経過をもって削除する．

以上，一般社団法人日本成人先天性心疾患学会設立のため，設立時社員各位の定款作成代理人である司
法書士

阿形太樹

は，電磁的記録である本定款を作成し，これに電子署名をする．

令和 2 年 4 月 1 日
設立時社員
住所
氏名

赤木

禎治

檜垣

高史

八尾

厚史

住所
氏名
住所
氏名

上記設立時社員の定款作成代理人
司法書士

阿形太樹
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日本成人先天性心疾患学会雑誌
第 8 巻 （2020
第 2 号年8〜8
（2020 年）

学会・セミナー情報

❑第 23 回日本成人先天性心疾患学会

総会・学術集会は延期します．

会 長：檜垣高史（愛媛大学大学院医学系研究科
日 時：2021 年 1 月 15 日
（金）
〜 17 日（日）→

地域小児・周産期学講座）

延期

場 所：愛媛県民文化会館（ひめぎんホール） 愛媛

❑第 23 回（変更前：第 24 回）日本成人先天性心疾患学会
会 長：筒井裕之（九州大学

総会・学術集会

循環器内科）

日 時：2022 年 1 月 7 日
（金）
〜9 日（日）予定通り
場 所：福岡国際会議場

福岡

❑第 24 回（変更前：第 23 回）日本成人先天性心疾患学会
会 長：檜垣高史（愛媛大学大学院医学系研究科

総会・学術集会

地域小児・周産期学講座）

日 時：2023 年 1 月 13 日
（金）
〜 15 日
（日）
場 所：愛媛県民文化会館（ひめぎんホール） 愛媛

❑第 25 回日本成人先天性心疾患学会

総会・学術集会

会 長：上村秀樹（奈良県立医科大学先天性心疾患センター）
日 時：2024 年予定
場 所：未定

❑第 23 回成人先天性心疾患セミナー
日 程：2020 年 10 月 24 日（土）午前 9 時より
Webinar として開催予定

担当：国立循環器病研究センター

詳細は決まり次第，ご案内いたします．
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第9巻

第2号

9〜16（2020 年）

【総説】

「たかが ASD，されど ASD，成人では」
〜肺動脈性肺高血圧の見地からの再考察〜
根本 慎太郎

大阪医科大学医学部外科学講座胸部外科学
要

旨

心房中隔欠損（ASD: atrial septal defect）は最もシンプルな先天性疾患であり，臨床的有意
短絡がある場合に多くは小児期に閉鎖される．しかしながら成人期になって突然に治療議論の対
象となる場合が少なくない．今日の ASD 治療の基本は年齢に関係なく欠損孔閉鎖による血行動
態の是正であるが，効果を得られない患者群が存在する．この問題は閉鎖後に残存する肺動脈性
肺高血圧（PAH: pulmonary arterial hypertension）に起因している可能性があり，低運動能と
様々な有病率，そして不幸な転機にも関係している．この成人 ASD における厄介な PAH と対
峙するため，肺動脈圧への年齢と ASD サイズの影響，ASD 閉鎖前後の PAH 有病率，ASD 閉鎖
後の残存 PAH と予測因子，そして予後を左右する右室機能と他合併症を心リモデリングの視点
も交えて概括した．
キーワード：心房中隔欠損，肺動脈性肺高血圧，成人先天性心疾患，右心室機能，心リモデリング

I．はじめに

genital heart disease）患者の予後における肺動脈性

の目覚ましい進歩により，心房中隔欠損症（ASD:

の影響” は大きい．選択的 PAH 治療薬が一般的にな

atrial septal defect）に対する治療が成人領域を中

る前のイタリアからの PAH を有する全 ACHD 患者

心 に “攻 め る 治 療” へ と 大 き く 変 貌 し た．21 世 紀 に

192 例（年齢 41±17 歳，女性 61%）の Kaplan‒Meier

入るまでは夢物語であった “treat and repair” and/

法による生存曲線解析では2），5, 10, 20 年後の生存

or “repair and treat” という欠損孔の閉鎖を前提と

利率（%，95% 信頼区間）はそれぞれ 91（85‒94）
，

した時間軸に沿った治療が現実化し，特発性肺動脈

85（78‒90），77（68‒84）であり，死因は心不全死

性肺高血圧（IPAH: idiopathic pulmonary arterial

21，突然死 16，喀血 2 が主なものであった．これを

hypertension） に 合 併 す る ASD ま た は 卵 円 孔 開 存

PAH の成因で分けると同観察期間での生存率は ES

（PFO: persistent foramen ovale） や Eisenmenger

が 93（85‒97），89（79‒94），87（77‒93）， 未 修 復

syndrome（ES）といった領域にまでその挑戦が進ん

左右短絡に伴う PAH が 93（76‒98），93（76‒99）
，

でいる．これらは患者を綿密に観察・治療するわが国

86（60‒96），有意でない小中隔欠損を伴う PAH が

ならではの御家芸といっても差し支えない．今日では

88（39‒98），88（76‒99），66（16‒96, 15 年 後），

この積極的治療の適応やプロトコールの輪郭が明らか

そして欠損閉鎖後の残存 PAH では 83（66‒92）
，65

肺高血圧（PAH: pulmonary arterial hypertension）

近年の経カテーテル閉鎖と選択的肺高血圧治療薬

1）

にされつつある （Figure 1）
．

（43‒80），36（12‒62）と “逃げ道としての欠損孔が

一方でどのような進歩的な治療が行われても予後を

ある（いわゆる blue output）” 前二者に比較すると

決定する因子は残存肺高血圧の重症度と右室心機能の

後二者は圧倒的に予後が不良である（Figure 2A）
．

良否であることは古今東西変わらない．本総説は皆が

これは十分な PAH 対策がなされない限り “treat and

肌感覚で持つこの ASD に纏わる 2 つの因子について

repair” and/or “repair and treat” という治療は成功

文献的に考察した．

しないことを示唆している．

II．成人先天性心疾患に合併した肺動脈性肺高
血圧の予後

III．成人 ASD における肺動脈性肺高血圧の発
生頻度と予後

一般的に “成人先天性心疾患（ACHD: adult con-

“treat and repair” and/or “repair and treat” の積

連絡先：根本 慎太郎，大阪医科大学医学部外科学講座胸部外科学，
〒569-8686 大阪府高槻市大学町 2‒7，E-mail: snemoto@osaka-med.ac.jp
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Fig. 1

Algorithm of the current advanced treatment for atrial septal defect with severe pulmonary arterial hypertension in adults (modified from reference 1).

Fig. 2

Prognosis of adult congenital heart disease (ACHD) with pulmonary arterial hypertension (PAH).
A: overall (modified from reference 1), B: in atrial septal defect (ASD) (modified from reference 3).

極的な対象である ASD での PAH 合併率はどうか？

された．この調査でエントリーされた患者年齢の中央

2007 年 報 告 の 欧 州 に お け る ACHD1877 例 5 年 間 の

値が 38〜44 歳（最高齢が 57 歳）であること，かつ現

3）

では ASD は 896 例が登録され，内訳は閉

代の医療水準を鑑みるとこの数字は決して小さいと

鎖後が 337 例，無閉鎖で ES 化なし 504 例，ES 15 例

は言えず，ASD における “treat and repair” and/or

であり，PAH 合併率はそれぞれ 12%（45 例），33%

“repair and treat” では閉鎖以上に PAH 対策が重要

追跡調査

（164 例）
，100%（15 例）であった（表 1）．更に 5 年

であることが再確認できる．

生存率 % ではそれぞれ 94.8, 97.2, 75.4 であり（Figure
2B）
，言い換えると閉鎖後に PAH が残存する例が
12% に発生し，5 年後にはその 5.2% が死亡すると示
10
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Fig. 3

Prevalence of atrial septal defect (ASD) with pulmonary arterial hypertension (PAH).
A: relationship between pulmonary arterial pressure and size of ASD, or age in adults (modified from reference 4),
B: age in relation to prevalence of hemodynamic disorders caused by ASD in adults (modified from reference 5).

Fig. 4

Persistent pulmonary arterial hypertension (PAH) after closure of atrial septal defect (ASD).
A: in the patients with >moderate PAH prior to defect closure (modified from reference 7), B: in the patients
with “treat and repair” (modified from reference 8).

望めること，そして 50 歳代以降では閉鎖によっても

IV．成人 ASD における肺動脈性肺高血圧の発
生頻度：年齢，欠損孔サイズとの関連

PAH や右室機能低下への対応を必要とする率が高く

可 能 で あ れ ば，PAH が 残 存 し な い ASD 閉 鎖 の

なることが示された．

至適タイミングを決定することが望ましい．ACHD
の自然経過がいまだ観察できるパキスタンの 74 例

V．成人 ASD 閉鎖後の残存肺高血圧とその予測
因子

（55.4% 女性，36±15 歳）の ASD 閉鎖前患者の肺動

ASD 閉鎖後の残存 PAH が予後を左右することか

脈圧（三尖弁逆流流速からの推定右室圧）の散布図
4）

を 見 る と （Figure 3A）
，ASD 直 径 が 1 mm 大 き く

ら，その発生頻度と予測因子を把握するのは共に重

なるごとに 0.32 mmHg 肺動脈圧が上昇する相関が見

要と考える．2017 年までの 30 の文献の系統的分析結

いだされ，径 2 cm 程度では 42 mmHg, 4 cm 程度では

果6）では，全体として閉鎖前には 48% に PAH が合併

50 mmHg 程度である．年齢との相関では 1 歳増加す

し，閉鎖によって 13〜98 か月後には肺動脈圧 mmHg

るごとに肺動脈圧が 0.24 mmHg 上昇しており，20 歳

は収縮期圧 43±13 から 32±13（平均肺動脈圧は 34±

では 40 mmHg, 60 歳では 50 mmHg 程度であった．一

10 から 28±8）へと年齢に関係なく全例で改善したも

5）

方前出の欧州の大規模調査では ，欠損孔開存 ASD

のの，18% の症例に PAH が残存していた．更に閉鎖

での PAH 合併率は 10〜15% の平坦域から 30 歳以降

前に中等度以上の PAH を合併した症例（中等度 34

に上昇し始め 50 歳代に 40%，60 歳代で 60% を突破

例 62%，高度 20 例 37%）を対象に絞って経カテーテ

していた（Figure 3B）
．右室機能低下の合併率が 40

ル閉鎖後の収縮期肺動脈圧（推定右室圧）を追跡した

歳代に入ると 10% 台の平坦から上昇に転じ 50 代から

他の報告では7），閉鎖後 31±15 か月で正常化したのは

は 40% 前後の合併と高止まりしていることを鑑みる

43.6% に留まり 15.4% に重症 PAH が残存し 2 例が死

と，30 歳代までは ASD 閉鎖により肺循環の正常化が

亡した（Figure 4A）
．またわが国からの重症 PAH を
11
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VI．成人 ASD 閉鎖後の右心室機能と後負荷で
ある肺血管抵抗，PAH との関係

ASD閉鎖によって劇的に右室容量負荷は改善するが，

これのみで右室機能の回復を保証するものではない．
英国からの連続 43 例（女性 74%，平均 48 歳［18〜82］
）
の経カテーテル閉鎖の前および後早期での詳細な心エ
コーによる調査では10），右心房と右心室サイズは閉
鎖後 2 か月までそれぞれ 88%，82% にまで連続的に
縮小し，その効果は閉鎖前の右室サイズがより小さな
例で良好であり ASD 閉鎖を待つ理由はないと主張し
ている．一方で実際の右室機能の指標としての三尖弁
輪収縮期移動距離（TAPSE: tricuspid annular plane
systolic excursion） は 83% に ま で 減 少 し，FRAC:
fractional area change も全体として 76% にまでの低
下をしているとの意外な結果を示した（Figure 6A）
．
Fig. 5

3 次元心臓エコーによる同様な 81 例（女性 70.3%，

Predictor of the persistence of pulmonary arterial hypertension after closure of atrial septal
defect (ASD) (modified from reference 9).
● persistent pulmonary arterial hypertension
(PAH), 〇 no PAH.

18 歳から 59 歳に限定の 41±11 歳）の解析では11），閉
鎖後 24 時間で右室駆出率（EF: ejection fraction）は
上の調査と同様に全体として 53.4±5.5% から 45.6±
5.6% へと有意に低下したが，これを閉鎖後の EF と
右室後負荷である肺血管抵抗値（Wood units）との

有する ASD に対する “treat and repair” 8 例の報告
8）

関 係 を 展 開 す る と 負 の 相 関（r=−0.601, p<0.001）

では ，全例で合併症なく経カテーテル閉鎖が実施可
能で肺動脈圧は改善したものの 5 例 62.5% に中等度

にあることを示した（Figure 6B）
．僅かな血管抵抗値

PAH が残存した（Figure 4B）
．以上より閉鎖後の長

（後負荷）の上昇で EF が大きく落ちることは注目に
値する．

期経過観察で肺動脈圧に一定の改善は得られるものの
多くの例で正常化は得られず，PAH の病的血管リモ

著しく後負荷の上昇した状態である PAH では，予

デリングの不可逆性が示唆された．この残存病変に対

後を決定するのは右室機能の善し悪しであることはよ

する選択的 PAH 治療薬のベストプロトコールを吟味

く知られている．先天性心疾患に関係しない PAH 連

する必要がある．

続 63 例（女性 83%，年齢 55±15 歳，平均肺動脈圧 45

この厄介である残存 PAH を予測する因子の抽出は

±12 mmHg, WHO クラス III‒IV 70%）を追跡した

閉鎖前の中等度〜重症 PAH の存在

John Hopkins からの報告では12），右室一回拍出係数

や遺伝子的素因が候補予測因子であることは誰しもが

29 ml/m2 の上下を規定する TAPSE 1.8 cm で分けた 2

予想できると考える．一方で “意外とこの部分は注意

群で比較検討すると選択的肺高血圧薬投与下であって

が必要である” との盲点の洗い出しが “治療上取りこ

も<1.8 群は心拍出係数と FRAC は≧1.8 群に比較し

ぼしをしない” という観点で重要なのではないだろう

有意に低値であり，Kaplan‒Meier 法による生存曲線

か．ベルギーの ACHD レジストリーからの 273 例の

解析では 1, 2 年後の生存利率（%，95% 信頼区間）は

ASD 閉鎖症例（閉鎖時 39±24 歳）の 4.9［0.8‒11.1］

そ れ ぞ れ<1.8 群 57（37‒73），42（24‒60），≧1.8 群

年間の経過観察から9），“54 歳以上かつ平均肺動脈圧

が 85（69‒94），79（69‒94）と右室機能による予後

19.5 mmHg 以上に残存 PAH が高率に発生する” とい

の明暗が明確に示された（Figure 6C）
．この所見は

う意外かつ単純ともいえる予測因子を提示している

ASD 閉鎖後の残存 PAH 例での議論にも通じるもの

（Figure 5）
．換言すると世界的な PAH の定義である

であり，後負荷による非代償期に入ってしまった右心

カットオフ値の平均肺動脈圧 25 mmHg より低くても

室は選択的肺高血圧薬と一般的抗心不全薬を駆使して

高齢者では不可逆的肺血管病変がすでに進行している

も心機能の改善は困難であり，右室後負荷の解除はで

という認識を持つことが重要との新しい示唆である．

きるだけ早く開始する必要性が示唆される．

可能であるか？

これは Figure 3B に示した “50 代以降の変曲点” と一

VII．前負荷（容量負荷）そして後負荷圧（圧
負荷）に対する右心室代償性の違い

致と考えられる．

ASD を閉鎖後の予後を決定する右室機能につい

て，“右室の負荷に対する反応の特異性” の観点から再
12
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Fig. 6

Impaired RV function after closure of atrial septal defect (ASD) and pulmonary arterial hypertension (PAH).
A: Volume reduction after ASD closure failed to normalize RV function (modified from reference 10). RA; right
atrium, TASPE; tricuspid annular plane systolic excursion, FRAC; fractional area change. B: Correlation between
RV ejection fraction (EF) and pulmonary vascular resistance (PVR) (modified from reference 11). C: Influence of
impaired RV function to survival in non cardiac PAH patients (modified from reference 12).

Fig. 7

RV cardiac myocytes function in experimental chronic volume overload created by tricuspid regurgitation
(modified from reference 13).
A: Photomicrographs of freshly isolated RV cardiac myocytes from a control dog (top) and a dog with tricuspid
regurgitation (bottom). The scale bar represents 25 µm, B: sarcomere dynamics in RV cardiac myocytes from tricuspid regurgitation (cross-hatched bars) versus those in RV cardiac myocytes from normal heart (hatched bars).

考察する．前負荷と後負荷をそれぞれ増加させた場合

0.005）と収縮速度μm/sec（2.92±0.12 vs 3.09±0.11）

の右室心筋の挙動について私たちは実験検証してき

のいずれも正常と変わらなかった（Figure 7B）
．これ

た．純粋な右室前負荷（容量負荷）を与える高度の三

は右室の容量負荷に対する遠心性肥大の高い代償能を

尖弁閉鎖不全（右室から肺動脈への心拍出は増加しな

示唆している．

いため PAH にはならない）をイヌで作製し，経過観

一方 4 週間の肺動脈バンディングにより右室求心性

察中に腹水などの兆候の出現した 3 年半〜4 年後に右

肥大を誘導したネコからの単離乳頭筋の等張性収縮能

．

を測定すると14），正常右室乳頭筋に比較し同じ張力下

三尖弁閉鎖不全からの単離心筋長は正常心筋に比較し

での収縮速度はほぼ半減し，かつ収縮が維持できる最

約 20% 長くなっていたものの（Figure 7A），単収縮

大耐用張力は 62.3% に減弱していた（Figure 8）
．ま

でのサルコメアの収縮長 µm（0.171±0.005 vs 0.17±

たこれらの変化は renin-angiotensin 系阻害薬によっ

室心筋細胞を単離し，その形態と機能を測定した

13）
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Fig. 9

Change in loading condition to RV in atrial septal defect (ASD) and pulmonary arterial hypertension (PAH) before and after closure of ASD.

常化（リバースリモデリング）を期待するが，すでに
不可逆となっている場合が少なくない．経カテーテル
Fig. 8

ASD 閉鎖の連続 58 例の閉鎖前と 3 か月後における心

Reduced RV papillary muscle function in
chronic pressure overload created by pulmonary artery banding (modified from reference 14).

臓エコーによる右心房容量測定では16），閉鎖後も 31
例（53%）で右心房容積が拡大したままであり，容量
減少例に比較し有意に高年齢（52±17 vs 41±15 歳）
，

て改善させることは不可能であった．これは右室の圧

高肺血流（肺／体血流比：2.57±0.75 vs 2.13±0.73）
，

負荷に対する求心性肥大の代償能は低いことが示唆さ

高肺動脈圧（収縮期：46±14 vs 38±11 mmHg）であ

れる．よって右室では求心性肥大を起こさせないこ

り，かつ心電図上の P 波時間の分散もより大きいこ

と，そして起こしたら徹底的に圧負荷（後負荷）を下

とから不可逆的電気的リモデリングの存在も示唆され

げることが必須である，すなわち臨床では PAH 予防

る．ASD 閉鎖後も遷延する上室性不整脈リスクの主

と治療が ASD の閉鎖にかかわらず肝要であると換言

因の一つがこのリバースリモデリング不応と考えら

可能である．

れ17），正常洞調律を得るためには高齢に至らず PAH
に至っていない状態での ASD 閉鎖が肝要であること

VIII．負荷としての ASD，肺動脈性肺高血圧，
欠損孔閉鎖，そして残存肺動脈性高血圧
の右室機能への影響

を支持している．

ASD の経過における右室への前負荷と後負荷の

る左室拡張障害が加わると ASD 閉鎖による急激な容

関与を Figure 9 に示した．本論文で取り上げた項目

量負荷が加わり肺うっ血を生じ重篤な合併症に至る

がこの図のどこにそれぞれ位置するかを考えると，

場合が指摘されている18）．この拘束性左室を予測す

ASD 治療を俯瞰的に捉えることができる．治療の原

るために 60 歳以上の 59 例に ASD の試験的一時閉鎖

則は高肺血流による PAH になる前の年齢での治療で

により平均左心房圧が 10 mmHg 以上上昇するか否か

あり，やむなくそのタイミングを逃した場合には容量

（定義）をベルリンのグループが調べている19）．15 例

負荷の解消（閉鎖，PAH の誘因の解消でもある）と

（25%）に拘束性左室の存在を認めており，閉塞前後

ASD 閉鎖後には左心室への容量負荷が増大する．
ASD により容量が制限された拘束性左室に加齢によ

圧負荷の解消（PAH 治療）の組み合わせをセットで

で左心房圧 mmHg は 10（8‒22）から 21（17‒24）に

考えることは必須であると結論できる．そのための

上昇した．更にはこの群は，上昇の少なかった群に比

“treat and repair” and/or “repair and treat” の確立

し，より PAH と心房細動の合併率が高かった（%，

が急務であり，レジストリー研究によるデータ集積か

それぞれ 77 vs 43, 62 vs 34）
．右心室機能障害と同様

らのエビデンス構築が提唱されている

15）

に拡張性肥大右心房と拘束性左室は高齢者と PAH 例

．

でリバースリモデリング不応性に至るリスクが示唆さ

IX．成人 ASD における右心室以外の心リモデ
リングと PAH の関与

れる．

X．おわりに

残存右室機能以外に心リモデリングという構造変化

として容量負荷による右心房の拡張性肥大と容量減少

胎児診断，乳児検診，学校検診，職場検診，そして

と右心室からの圧排を受ける拘束性左心室は ASD 閉

総数 178,816 の病院と診療所という関所を設けている

鎖後の患者の QOL に大きく影響する．ASD 閉鎖に

わが国の保健システム網の目を潜ってひょっこり現れ

よる劇的な血行の正常化で，これらの病的表現型の正

るのが ASD である．“穴を閉じればいいんでしょう”
14
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と一瞥するだけでなく，上下裏表から見詰め直すとシ
ンプルながらも含蓄のある疾患でもあるのが ASD で

9)

ある．

利益相反関係の開示

10)

付

11)

開示すべき COI はない．

記

要旨は，第 21 回日本成人先天性心疾患学会総会・

学術集会

シンポジウム 3「ACHD の肺高血圧治療の

最前線」で発表した．
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ASD in adulthood is not a simple cardiac anomaly:
Effects of pulmonary arterial hypertension
Shintaro Nemoto

Department of Thoracic and Cardiovascular Surgery, Osaka Medical College
Abstract

Atrial septal defect (ASD) in childhood is a simple cardiac anomaly that is usually closed
if the defect is clinically and hemodynamically signiﬁcant. However, defects are occasionally
undetected in early life and suddenly may require treatment in adulthood. Closure of the
defect is always considered as a mainstay for relief of hemodynamic overload regardless of
age, but a certain proportion of patients do not beneﬁt from closure. This reality of current
treatment of ASD may be attributable to development or persistence of pulmonary arterial
hypertension (PAH) after closure in adulthood, since PAH is associated with poor exercise
capacity, a variety of morbidities, and a poor prognosis. In this review, the following areas
will be discussed to provide clues for countering PAH in adult ASD: effect of age at closure
and defect size on pulmonary artery pressure, prevalence of PAH before and after closure, and
especially worsening of PAH after closure; predictors of development or persistence of PAH
after closure, and right ventricular function in PAH that determines the prognosis.
Key words : atrial septal defect, pulmonary arterial hypertension, adult congenital heart disease,
right ventricular function, cardiac remodeling
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先天性心疾患，まずは解剖と病態を識る
大血管の異常（TGA and cc-TGA）
久持 邦和

広島市立広島市民病院心臓血管外科
要

旨

完全大血管転位症・修正大血管転位症はともに心臓大血管の位置と結合の異常を伴う疾患であ
るが，それぞれの発生，病態は異なる．完全大血管転位症は先天性心疾患の 8% を占める比較的
頻度の高い重要疾患である．新生児期または乳児期早期に解剖学的修復術である動脈スイッチ
手術が施行され，その多くが成人に達するようになってきている．一方，修正大血管転位症の
発生率は先天性心疾患の 0.5% と稀な疾患である．その病態は合併疾患の有無によって多岐にわ
たり，成人期に初めて顕在化してくることもある．また，幼少期に修復手術を受けた症例におい
ては，遠隔期・成人期に再手術が必要となる可能性が高い疾患である．本稿では主に大血管転位
症手術後の遠隔期・成人期に生じる問題とその解剖学的な特徴を，自験例の画像を提示し概説す
る．修復術後であっても，心臓・大血管の位置関係は正常ではなく，このことは診断や再手術に
あたり非常に重要になると考える．
キーワード：Complete transposition of the great arteries, Congenitally corrected
transposition of the great arteries, Adult congenital heart disease, Anatomical
features, Imaging studies

I．はじめに

II．完全大血管転位症：TGA（Transposition
of the Great Arteries）1‒3）

完全大血管転位症・修正大血管転位症は心臓大血管

の位置と結合の異常を伴う疾患である．ともに大血

• 定義・血行動態：心房と心室が正常につながり，

管転位と呼ばれるが，その発生，病態は異なる．完

解剖学的右室から大動脈が，解剖学的左室から肺

全大血管転位症は先天性心疾患の 8% を占める比較的

動脈が起始している．その結果，右心房に還流し

頻度の高い重要疾患である

1‒4）

．新生児期または乳児

てきた静脈血がそのまま体循環へ流出し，左心房

期早期に解剖学的修復術である動脈スイッチ手術が施

に還流してきた動脈血が再び肺へ流出する．この

行され，その多くが成人に達するようになってきてい

ため，生直後からチアノーゼを呈し，心内にシャ

る 4, 5）．一方，修正大血管転位症の発生率は先天性心

ント（心房中隔欠損または心室中隔欠損）がなけ

疾患の 0.5% と稀な疾患である．その病態は合併疾患

れば生存しえない（Figure 1）．

の有無によって多岐にわたり，成人期に初めて顕在化

• d-TGA と言われることもある．d-とは，大動脈

してくることもある．また，幼少期に修復手術を受け

弁が肺動脈弁に対して “右（dextro）前” にある

た症例においては，遠隔期・成人期に再手術が必要と

ことによる．ループルールでいえば｛S,D,D｝と

なる可能性が高い疾患である 1, 3, 6, 7）．そのため，本稿

なる．心房内臓逆位の場合には｛I,L,L｝となる．

では主に大血管転位症手術後の遠隔期・成人期に生じ

• 頻度：先天性心疾患の 8%，男 : 女=2 : 1

る問題を自験例の画像を提示しつつ，その解剖学的な

• 分類・合併疾患：

特徴を概説したい．手術が完了していても，心臓・大

• I 型：心室中隔欠損（VSD）なし（43%）

血管の位置関係まで正常になっている訳ではなく，こ

• II 型：心室中隔欠損あり（41%）

のことは診断を行う上で，また再手術が必要になった

• III 型： 心 室 中 隔 欠 損 と 肺 動 脈 狭 窄 を 合 併

場合には非常に重要になると考える．

（15%）
• （IV 型： 心 室 中 隔 欠 損 な し 肺 動 脈 狭 窄 あ り
（5%））

連絡先：久持 邦和，広島市立広島市民病院心臓血管外科，
〒730-8518 広島市中区基町 7-33，E-mail: hisamochik@hotmail.com
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Fig. 1

Schema of d-transposition of the great arteries. Ao: Aorta, PA: pulmonary artery, RA: right atrium, LA: left
atrium, RV: right ventricle, LV: left ventricle, PV: pulmonary vein, VSD: ventricular septal defect, PS: pulmonary stenosis (quoted and changed from reference 2).

Fig. 2

Classification of coronary artery anatomy (quoted and changed from references 9 and 11).

が非常に重要になる．

• 他の合併疾患としては大動脈縮窄症（CoA），

• I 型：生後 2 週間以内，遅くとも 4 週間以内に

大動脈弓離断症（IAA）など．
• 自然予後：無治療では 1 か月以内に 30〜50% が

動脈スイッチ手術を行う
• II 型：VSD の大きさにもよるが，1〜2 か月で

死亡，1 年以内に 90% が死亡する．

動脈スイッチ手術を行う

III．TGA に対する手術

4, 8‒10）

• III 型：Rastelli 型手術，Half-turned Truncal
Switch, REV 手術など

• 現在では I 型と II 型に対しては解剖学的修復術
である，動脈スイッチ手術（Jatene 手術）が行

IV．TGA の冠動脈解剖 4, 10‒12）

われる．動脈スイッチ手術とは，心室から流出す

• TGA 症例での冠動脈解剖は動脈スイッチ手術の

る大動脈と肺動脈を入れ替え（スイッチ）
，心室
と大血管の位置関係を正常に戻す手術である．大

成績に影響を及ぼす．冠動脈移植に際してさまざ

血管のスイッチとともに，左右の冠動脈も肺動脈

まな手技を工夫することで，複雑な冠動脈解剖例

側に移植する必要がある．このため冠動脈の解剖

にも対応可能とされているが，単冠動脈，壁内走
18
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Fig. 3

Various methods of coronary transplantation: a～c: Trap-door method, d, e: Transplantation technique for
Single coronary (Planche method), f～h: Cut off technique for intramural coronary artery. Ao: Aorta, AAo:
ascending aorta, LCA: left coronary artery, PA: pulmonary artery, RCA: right coronary artery (quoted and
changed from reference 3).

単独あるいは複合して発生する．狭窄の発生原因

行型冠動脈は手術のリスクファクターとされる

は，Lecompte 法における大動脈の後方からの圧

（Figures 2, 3）
．

迫と左右肺動脈の過伸展，肺動脈再建に用いる

• 分類：TGA に見られる冠動脈解剖とそれぞれの
9, 11）

分類による名称を Figure 2

パッチの肥厚・退縮，肺動脈弁輪部および吻合部

にまとめた．

• Shaher

分類

の成長障害，小口径の旧大動脈弁などが考えら

• Yacoub

分類

れる15）．Figure 5 には動脈スイッチ術後 4 年目の

• Leiden Convention： 大 動 脈 か ら 肺 動 脈 を 向

3D-CT を示す．Lecompte 法を行ったことにより

い て 右 側 の sinus を sinus1， 左 側 の sinus を

肺動脈が大動脈の前方に位置しており，左右肺動

sinus2 として，各々から起始する冠動脈を記

脈分岐部に狭窄を認める．本症例は左肺動脈にス

載する方法 正常は 1R2LCx と表記される

13）

テント留置が行われた．

．

• 大動脈弁閉鎖不全症：術後遠隔期の大動脈弁閉鎖

V．動脈スイッチ時の肺動脈再建 4, 8‒11）

不全の発生頻度は 5〜40% と報告されている．た
だし，軽度が 35% と大部分を占め，中等度以上

• 多くの症例で，左右の肺動脈を大動脈の前方へ移
動させて再建する，Lecompte 法が行われている

の逆流は 5% 前後にみられる．弁逆流は経年的に

（Figure 4）
．冠動脈を切離してできた欠損部は通

増強する．大動脈弁閉鎖不全症発症の原因として
は，VSD 閉鎖に伴う弁損傷，先行手術としての

常自己心膜を用いて補填する．

肺動脈絞扼術，術前の左室流出路狭窄の存在，冠

VI．動脈スイッチ術後遠隔期の問題

1, 14）

動脈移植に伴うバルサルバ洞の変形，新大動脈

• 肺動脈弁上・分岐部狭窄：術後右室流出路狭窄は

基部と大動脈遠位部の口径差が関連するとされ

3〜30% と比較的高頻度に認められる術後続発症

る 16, 17）．再手術が必要になった場合には大動脈

である．狭窄部位は，肺動脈弁および弁下，吻合

基部は肺動脈の後方（背側）にあるためアプロー

部（弁上部），左右肺動脈幹，左右末梢肺動脈に

チには工夫を要する．Figure 6 の症例は動脈ス
19

日本成人先天性心疾患学会雑誌（2020 年 6 月）

Fig. 4

Left: Lecompte maneuver (quoted and changed from references 9 and 11). Right: Relation of two great
arteries with or without Lecompte maneuver a～c: Ao right anterior, PA left posterior. a: preoperative position.
b: With Lecompte maneuver, compression to left PA is not severe. c: Without Lecompte maneuver, Left PA is
compressed by neo Ao and can be developed stenosis. d～f: The two great arteries are in side by side position. d:
preoperative position, e: With Lecompte maneuver, compression to left PA by neo Ao can be severe. Moreover,
transplanted coronary artery can be compressed by left pulmonary artery. f: Without Lecompte maneuver, Left
PA is compressed by neo Ao and can be developed stenosis. Ao: Aorta, AAo: Ascending aorta, PA: pulmonary
artery, neoAo: neo aorta, neoPA: neo pulmonary artery (quoted and changed from reference 3).

Fig. 5

CT after ASO: Pulmonary artery is located anterior to aorta because of Lecompte maneuver. Left: Branch
pulmonary stenosis, Right: Stent placement to left pulmonary artery.

イッチ術後 20 年目に Bentall 手術を施行した症

行冠動脈であった．左室造影で発達した右冠動脈

例の CT 画像である．右肺動脈を分岐部で一度切

が造影されるが，左冠動脈は矢印の位置で閉塞し

断して Bentall 手術を行い，右肺動脈は人工血管

ている．右冠動脈の選択的造影によって，左冠動

を用いて再建している．右肺動脈分岐部に狭窄を

脈は側副血行路から造影された．Figure 8 は Fig-

生じている．

ure 6 と同一症例の術前 CT である．左回旋枝が

• 冠動脈狭窄，閉塞：心筋虚血は術後の 5〜8% に

Valsalva 洞の位置で圧迫伸展されている．2 例と

みられ，術後早期の手術死亡や遠隔期心筋虚血や

もに心筋虚血は見られていない．

梗塞の原因となる．冠動脈走行様式としては壁内
走行冠動脈や単冠動脈の発生率が高い14）．無症

VII．修正大血管転位症：cc-TGA（Congenitally Corrected Transposition of the
Great Arteries）1‒3, 6, 7, 14, 18）

状でも冠動脈造影検査では狭窄や閉塞が認められ
る場合があり，ECG や UCG でのフォローは必
要である．Figure 7 は動脈スイッチ術後 5 年目の

• 定義・血行動態：解剖学的には明らかに異常が

血管造影検査である．本症例は左冠動脈が壁内走

あるにもかかわらず，血行動態的には “修正” さ
20
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Fig. 6

CT 20 years after ASO. The patient underwent Bentall procedure for annuloaortic ectasia and aortic regurgitation. Left: Bentall procedure using Velaved conduit. Right: To approach to aortic root, right pulmonary
artery was cut and reconstructed with graft. Right pulmonary artery stenosis was developed by twisting.

Fig. 7

Coronary angiogram after ASO: left coronary artery was obstructed (arrow) but was perfused by collateral
pathway form right coronary artery.

Fig. 8

Coronary CT after ASO: circumflex artery is stretched with Valsalva sinus and obstructed (arrow). Same
case with Figure 6.
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れている．心房‒心室逆位と心室‒大血管逆位の二

側に位置することとなる．cc-TGA は L-loop が基

つの結合異常を伴う疾患である．その結果，血流

礎となった代表的な疾患である．ループルールに

は右心房→左心室→肺動脈，左心房→右心室→大

よれば｛S,L,L｝．心房内臓逆位では｛I,D,D｝と
なる．

動脈と流れることになり，生理的には正常な “修

• 頻度：先天性心疾患の 0.5%．やや男子に多いと

正された” 血流となっている（Figure 9）
．
• L-TGA とも言われる．これは胎生期に心ループ

されている．

が形成されたときに左に屈曲する L-loop を形成

• 自然予後：合併する心疾患による．本症の 90%

したためで，このときに右室が左側に，左室が右

に合併疾患がみられる．合併疾患のない場合でも
成人期には，多くの例で心不全を発症する．心不
全の主たる原因は右室機能不全と三尖弁閉鎖不全
である．解剖学的右心室が体循環を担うため右心
室のみならず三尖弁にも圧負荷がかかる．このた
め，右室機能不全と三尖弁閉鎖不全が悪循環を形
成して進行する．三尖弁閉鎖不全症発症から平均
5 年で心不全症状は急速に悪化するとされ，45 歳
までに合併疾患を持つ cc-TGA 症例の 67% が，
合併疾患を持たない場合でも 25% が心不全を発
症すると報告されている．三尖弁に Ebsteinoid
valve などの形態的異常がある場合，三尖弁閉鎖
不全はより早期に進行し，これが右室機能不全を
進行させる原因となる 19, 20）．

Fig. 9

Fig. 10

• 合併疾患：合併する疾患として多いものは

Schema of congenitally corrected transposition
of the great arteries (quoted and changed from
reference 7).

• 心室中隔欠損（VSD）: 60〜80%

Double switch operation. Left upper: CXP, right upper: postoperative left ventriculogram. Aorta arises
from right sided anatomical left ventricle. Left lower: postoperative right ventriculogram. Pulmonary artery
arises from left sided anatomical right ventricle. Right lower: SVC blood drainage into left sided anatomical
right ventricle through Senning pathway.
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VIII．cc-TGA に対する外科的治療法 3, 6, 9）

• 肺動脈狭窄（PS）
: 30〜50%
• 三尖弁の異常（Ebsteinoid valve）: 14〜56% な

• 2 心室治療

ど

• 生理学的治療：解剖学的右心室が体心室となる

• VSD は通常大きく perimenbranous type と

ように合併疾患に対する手術を行う

subpulmonary type が多い．肺動脈狭窄，よ

• VSD 閉鎖

り正確には左室流出路狭窄（LVOTO）は線維

• Rastelli 型手術（Conventional Rastelli）
：こ

筋性狭窄，弁性狭窄，膜様部中隔の瘤状物など

の場合は解剖学的左心室‒肺動脈導管となる

が原因となる．VSD+PS（LVOTO）の組み合

• 解剖学的治療：解剖学的左心室が体心室となる

わせが cc-TGA の中で最も多い組み合わせとさ

ように，心房位と心室流出位で 2 回血流転換を

れる．

行う．Double Switch 手術

• 冠動脈は 85% の症例で正常の鏡面像であり，右

• 心 房 ス イ ッ チ+動 脈 ス イ ッ チ 手 術（Fig-

冠動脈が体心室である右心室を支配する．左冠動

ure 10）

脈が右側の sinus から起始する．単冠動脈のこと

• 心房スイッチ+Rastelli 手術：この場合は解

もある．

剖学的右心室‒肺動脈導管となる
• One and one half 手術

• 不整脈・刺激伝導系：cc-TGA における刺激伝導
系は特徴的で，正常の房室結節（posterior node）

• 1 心室治療：Fontan 手術

ではなく，前方にある房室結節（anterior node）
から His 束が出て肺動脈の前方を迂回して，心

IX．cc-TGA 成人期の問題

• 合併疾患のない cc-TGA 例と生理学的治療後（右

室中隔欠損の上前縁を走る．本症に合併しやすい
完全房室ブロックの発生頻度は 2%/年であり，三

心室が体心室）の症例では三尖弁閉鎖不全と右心

尖弁や心室中隔欠損に対する手術も危険因子とな

不全が最も重要となる 1, 7, 19‒22）．

る．

• 解剖学的治療後の場合，心房スイッチ+動脈ス

• 心室の容積，解剖学的な要件から 2 心室修復が困

イッチ手術では比較的良好な予後が期待される．

難であるため，Fontan 手術が行われる場合もあ

心房スイッチ+Rastelli 手術では，大動脈弁下狭

る

3, 6）

Fig. 11

窄，肺動脈狭窄，不整脈などが問題となりうる 3, 6）．

．

C-TGA VSD PS Post Rastelli type operation: Upper: LAD arises from right anterior sinus of aorta. RCA and
LCX arise from left posterior sinus. LCA runs AV groove of left ventricle. Lower: valved conduit lies on the
LCX artery, which can be compressed by the conduit.
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Fig. 12

C-TGA {S,L,L} CT Coronal view: ventricular septum is located in sagittal plane. Atrioventricular valve is
faced toward posterior. Left lateral view: Note there is subaortic conus (*) between the aortic valve and the
tricuspid valve. In this case tricuspid valve is replaced by mechanical valve.

重要である6）．術前に超音波や CT によって左右の大

X．cc-TGA 成人期の手術・再手術の注意点

• Rastelli 弁付き導管交換術：Figure 11 に示すよ

腿動静脈の径や開存しているかどうかを確認しておく
ことも重要となる．

うに弁付き導管交換の背側を冠動脈が走行する．

また成人期の手術においては，種々の不整脈の合併

胸骨の真後ろになるため，術後弁付き導管による

が多い．cc-TGA では房室ブロック，上室性頻拍，心

冠動脈圧迫の危険性に注意を要する．
• 三尖弁閉鎖不全症に対する手術：三尖弁形成後に

室性頻拍が経年的に増加するとされる．房室ブロック

高頻度に逆流が再燃することから，成人例では

に対してはペースメーカーが適応となる．頻拍性不整

6, 7, 21）

．特に三尖弁が

脈にはカテーテルアブレーションが有効とされるが，

Ebsteinoid valve の場合では小児例であっても弁

再発率も高い．術前の電気生理学的検査に基づき術中

形成は困難であり，弁置換を要するため手術時期

アブレーションを検討する必要も生じてくる 3, 6, 14）．

弁置換術が勧められている

は慎重に判断する必要がある．右室機能が低下す

XII．まとめ

る以前に三尖弁閉鎖不全に対して介入することが
予後の改善には重要とされる22）．三尖弁置換術

完全大血管転位症・修正大血管転位症の解剖学的特

時のアプローチに関して，通常の右側左房切開で

徴を主に成人期に生じてくる問題点に注目しつつ，自

は視野が得られない場合もある．Figure 12 に示

験例の画像を用いて概説した．小児期に修復術を受

す CT では心室中隔が直立し矢状面にあること，

け，血流としては修復されていても，解剖（心臓・大

房室弁が背側に向いていること，また左側面像で

血管の位置関係）は正常ではない．このことは診断・

は大動脈弁と置換された三尖弁の間に距離があ

治療・再手術にあたる，循環器内科医，心臓外科医に

り，Subaortic conus があることが判る．本症例

とって非常に重要な点であると考える．

は弁付き導管交換術と同時に左側左房アプローチ

利益相反関係の開示

によって機械弁による三尖弁置換術を施行してい
る．

利益相反に関して，開示すべき事柄はありません
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XI．成人期再手術

成人期再手術においてはまず，先行手術がどのよう
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Congenital Heart Disease: Anatomical Features of
Transposition of the Great Arteries (TGA and cc-TGA)
Kunikazu Hisamochi

Department of Cardiovascular Surgery, Hiroshima City Hiroshima Citizens Hospital
Abstract

Transposition of the great arteries (TGA) refers to ventriculo-arterial discordance.
Complete TGA is a common cyanotic congenital heart anomaly seen in newborns, and the
incidence is about 8% of all congenital heart defects. Arterial Switch Operation (ASO) is the
surgery of the choice for complete TGA and its result has been gratifying. Many of them can
be reached their adulthood. Although ASO has been reported to have good long-term result,
some issues such as pulmonary stenosis, aortic regurgitation, and coronary artery issues have
been identiﬁed.
Congenitally corrected transposition of the great arteries (cc-TGA) is rare congenital
heart anomaly, which incidence is 0.5% of all congenital heart defects. Cc-TGA combines
atrio-ventricular discordance with ventriculo-arterial discordance. Morphological right ventricle works as the systemic ventricle. Cc-TGA presents a very heterogeneous clinical manifestation that depends on the associated defects. Ventricular septal defect and pulmonary
stenosis are most associated defects. Some of whom need surgery in their childhood, but
others may not have been identiﬁed until adulthood. The patients who have had surgery in
childhood may need re-operation in long-term period. Right (systemic) ventricular failure and
tricuspid regurgitation are serious issues of cc-TGA in the adulthood. In this article, the issues
occurring in long-term period after surgery for TGA and cc-TGA, especially those anatomical
features, are presented using diagnostic images. Even after corrective surgery, the position of
the heart and great arteries is not normal. This would be very important to make a diagnosis
and to perform re-operation.
Key words : Complete transposition of the great arteries, Congenitally corrected transposition of the
great arteries, Adult congenital heart disease, Anatomical features, Imaging studies

26

日本成人先天性心疾患学会雑誌

第9巻

第2号

27〜35（2020 年）

【総説】

成人先天性心疾患合併妊娠と児の合併症
堀内 縁 1,2,3），神谷 千津子 2），池田 智明 3），吉松 淳 2）
1）

国立循環器病研究センター産婦人科
2）
榊原記念病院産婦人科
3）
三重大学大学院医学系研究科産科婦人科学
要

旨

近年の医療の発展に伴い，先天性心疾患患者の予後や Quality of Life は著明に改善している．
挙児を希望する女性も増加傾向にあり，実際に成人先天性心疾患（adult congenital heart disease: ACHD）合併女性の妊娠出産は多数報告されている．ACHD 合併妊娠において，児の合併
症にも留意が必要であるが，母体の心血管合併症予測の指標を用いるのみでは児の合併症予測に
は不十分なことが多い．胎児と新生児の合併症は，母体背景や妊娠中の循環動態への適応状態，
さらに産科合併症の有無により影響するため予測しにくいのが現状である．そのため妊娠中には
児の合併症が起こる可能性も高いこと，さらに心疾患が母児間で繰り返す可能性を念頭に置き，
慎重に管理していくことが大切である．本稿では，ACHD 合併妊娠における児の合併症につい
て概説する．
キーワード：congenital heart disease, pregnancy, fetal/neonatal complications

I．はじめに

胎児，新生児の合併症発症率も高く，慎重な管理が

循環器医療や外科医療の進展に伴い，先天性心疾患

必要である．また，ACHD 合併女性の妊娠前カウン

患者が成人に達することが可能となり妊娠可能年齢

セリングを行う際にも，母体の心血管だけでなく，児

に達し，子どもをもつことを希望し，実際に妊娠出

の合併症についても説明を行う必要がある．本論文で

産を経験する先天性心疾患女性数は年々増加してい

は，ACHD 合併妊婦における児の合併症について当

る．1982 年〜2018 年 3 月までの国立循環器病研究セ

施設での症例を交えながら概説する．

ンターにおける成人先天性心疾患（Adult Congenital
Heart Disease: ACHD）合併女性の分娩数の年次推

II．児の合併症

移を見てみると，ここ 10 年間で特に増加傾向にある

ACHD 合併妊婦において児の合併症は健常妊産婦

ことがわかる （Figure 1）．さらに近年においては，

に比して高率といわれており，ESC ガイドライン

新生児医療の発展に伴い，複雑な先天性心疾患合併女

2018 に記載されている，リスク因子を Table 1 に示

性においても妊娠・出産が経験されるようになってき

す1）．しかし，実際には，妊娠した後の産科合併症を

ており，今後も増加が予想される．

合併すると児の合併症発症率も高くなり，現在のとこ
ろ，児の合併症予測に有用なスコアリング法はない2）．

ACHD 合併妊娠の管理においては，ACHD の病態
が多岐にわたり，同じ疾患であったとしても小児期に

1.

おける外科的術式の違い，遺残病変や続発症の有無に

流産・死産

より心機能の状態が異なり，管理方法が均一ではない

Drenthen らの報告をみてみると，自然流産率は

場合も多い．ACHD 合併女性の妊娠・出産数の増加

15% であり，複雑心疾患症例に多く，特にチアノー

に伴い，周産期における母体心血管合併症の発症率や

ゼ残存例や Fontan 循環症例に多いことが報告されて

発症予測については幾つか報告されている．一般的に

いる3）．チアノーゼ残存例では自然流産率は 50‒60%

ACHD 合併妊娠・出産においては母体心血管合併症

と報告されており，さらに酸素飽和度 85% 以下の高

の発症率は，健常妊産婦よりも有意に高い．さらに，

度なチアノーゼ例では生児を得られる確率は 12% と

近年，疾患によっては，出産後の母体心機能への長期

低い4）．また，Fontan 循環症例においては 40‒50%

的な影響も報告されるようになってきた．

の自然流産率が報告されており，妊娠初期においては

一方，ACHD 合併妊娠の周産期管理においては，

絨毛膜下血腫を認める症例も多く，また胎児心拍を確

連絡先：堀内 縁，榊原記念病院 産婦人科，
〒183-0003 東京都府中市朝日町 3-16-1，E-mail: aderaidee@gmail.com
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Fig. 1

Table 1

Number of deliveries in pregnant women complicated with the congenital structured heart disease
at National Cerebral and Cardiovascular center.
Risk of fetal/neonatal events (modified from reference 1).

NYHA class III/IV or cyanosis during baseline pre-natal visit
Maternal left heart obstruction
Smoking during pregnancy
Low maternal oxygen saturation (< 90%)
Use of anticoagulants throughout pregnancy
Cardiac medication before pregnancy
“At birth” cyanotic heart disease
Mechanical valve prosthesis
Maternal cardiac event during pregnancy
Multiple pregnancy
Maternal decline in cardiac output during pregnancy
Abnormal uteroplacental Doppler ﬂow
Fetal/Neonatal events were deﬁned as small for gestational age birth weight (<10th percentile), premature birth (<37 weeks of gestation) and offspring mortality (demise: in utero (>20 wks)-the ﬁrst-year
post-partum). It is difﬁcult to predict the risk factors as maternal cardiac event during pregnancy, multiple pregnancy, maternal decline in cardiac output during pregnancy and abnormal uteroplacental Doppler
ﬂow prior to pregnancy.

に比し低値ではあるが，近年，早産率は横ばいであ

認した後に胎児心拍が確認できなくなる症例も比較的
4）

る．一般的に早産のリスク因子として，子宮奇形や多

多くみられる ．
ACHD 合併妊娠においては健常妊産婦に比して，

胎妊娠や羊水過多に伴う子宮容積の増大，早産の既往

3）

死産率も高いと報告されている ．NYHA 心機能分類

や感染が挙げられる．しかし，これらの原因が存在し

III‒IV 度もしくは左室流出路高度狭窄例に関しては，

ない場合においても，自然破水や陣痛発来により早産

子宮胎盤循環不全を生じ，胎児死亡のリスクが高く

に至る例もあり，早産の病態は未だ十分には解明され

5）

ていない．

なる ．子宮胎盤循環不全の結果，胎児発育不全を生

これまでの報告をみてみると，CHD は有意に早産

じ，さらに胎児は低酸素血症にさらされると，心収縮

のリスク因子であると考えられる 3, 6）．

力の悪化や心拍出量の低下を招き，胎児死亡へとつな

2005 年 5 月〜2018 年 12 月に当センターにおいて周

がる．

産期管理を施行した ACHD 合併妊娠（遺伝性結合織
2.

疾患を除く）508 人 579 分娩の調査では，37 週未満の

早産
早産に伴う児の未熟性や低出生体重は新生児死亡の

早産率は 13.8% であり，健常妊産婦における早産率

主因であり，また脳性麻痺，精神発達障害，学習障

が約 10% に比して高率である．とりわけ母体の原疾

害，視覚障害や聴覚障害といった神経学的障害の発生

患が複雑心疾患においては，早産率が有意に高値で

率も増加する．

あった．しかし，必ずしも母体心疾患の適応で早産に

日本における早産率は約 5.7% と，先進国の 6‒10%

至った症例が多いとは限らず，早産域での自然陣痛発
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Fig. 2

Indications for preterm delivery in 79 pregnant women complicated with adult congenital heart disease at National Cerebral and Cardiovascular center. Fetal indications included non-reassuring fetal
status and malpresentation of the fetus.

Table 2

Antecedents and contributing factors of preterm labor (modified from references 7, 8).

Past history

Current pregnancy

Others

Miscarriage (>12 weeks), Stillbirth
Preterm birth
Preterm premature rupture of membranes
Cervical insufﬁciency
History of drugs and interventions to prevent preterm labor
Bleeding after 2nd trimester due to endocervical polyp, subchorionic hematoma
Multiple pregnancy
Cervical insufﬁciency
Polyhydramnios
Infections (vaginitis, cervicitis, chorioamnionitis)
Complications of Leiomyomas
Uterine abnormalities
History of cervical conization
Age of ≥18 years or ≥35 years
Maternal short stature
Body mass index <18.5 kg/m2
Working long hours and hard physical labor
Psychological factors such as depression, anxiety and chronic
stress
Cigarette smoking

来や前期破水などの産科的な適応で早産となった例を

クとなっているのかもしれない 7, 8）．一説には，心臓

多く認めた（Figure 2）
．

と子宮筋層の発生にかかわる遺伝子には一部共通した

Drenthen ら の 報 告 に よ る と，ACHD 合 併 妊 娠

ものがあり，早産域である 36 週までと 37 週以降では

2491 例中，早産率は 16% であり，疾患別にみると

陣痛発来にかかわる子宮筋層の遺伝子発現が異なって

6.0‒64.7% と早産率は様々であり，修正大血管転位，

いることから CHD そのものが早産のリスク因子とな

心室中隔欠損を伴う肺動脈閉鎖，待機的もしくは未修

るのかもしれないと仮定されているが，まだ詳細な機

復のチアノーゼ性心疾患において早産が高率であっ

序は解明されていない9）．

た3）．ACHD 女性においては，一般的な早産のリスク
因子（Table 2）を持つことが著明に多いとは言えず，
CHD の一部においては，その疾患自体が早産のリス
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3.

在胎不当過小児（Small-for gestational age birth

と考えられる 15, 16）．母体β遮断薬内服の影響は，母体

weight infant）

心拍出量の減少もしくは妊娠中の増加を抑えるため，

在胎不当過小児（small-for gestational age: SGA）

絨毛間腔への血流制限を来し SGA 児の発症とかかわ

は，出生体重および身長が，在胎期間ごとの出生時体

る．

格標準値と比較して，その両方が 10%tile 未満である

子宮動脈から胎盤への血液供給は，妊娠前では 1 分
間に約 50 ml であったものが，健常妊婦では，妊娠中

状態と定義される．
死産や新生児死亡のリスクについては，児の発育が

期には 250 ml，そして妊娠後期には 700 ml と非妊時

10%tile 未 満 に な る と 2 倍，5%tile で は 4 倍，3%tile

の 14 倍にも増加する．これは，妊娠初期から始まる

では 7 倍に増加すると報告されている

10）

．さらに，胎

胎盤循環の形成過程でらせん動脈が大きく拡張するこ

児発育不全は，死亡や周産期における疾患の原因とな

と（らせん動脈のリモデリング）によって，絨毛間腔

るだけでなく，成人期における高血圧や心血管疾患や

に多量の母体血液が常時流入できるようになり，母体

代謝性疾患のリスク因子ともなる．これは胎児期の低

側から胎児側へ酸素や物質輸送が行われる．

栄養環境に対応して生じる代謝系の変化やストレス抵

絨毛間腔血流は，母体の動脈圧，絨毛間腔内圧，子

抗性の低下などが誘導され，出生後の負の生活習慣に

宮収縮などにより調整される．母体の循環動態や血液

曝露された場合，冠動脈疾患，脳卒中，糖尿病などの

学的な側面では，心拍出量や静脈圧の異常，高血圧さ

疾患を発症していくといった Developmental Origins

らにヘマトクリットの上昇や血液の粘性が高い状態が

of Human Adult Disease（DOHaD）という説をい

影響すると考えられる．

う

11）

子宮胎盤循環のパラメーターとして，臍帯動脈と

．

これまでの報告によると，ACHD 合併妊婦におけ

子宮動脈の pulsatility index（PI），resistance index

る SGA 児の発生率は 8.0‒15.8% であり，健常妊婦に

（RI），および子宮動脈の拡張早期の notching の有無

3, 6, 12）

．母体心疾患の背景の違いに

が用いられる（Figures 3, 4）
．これらは胎盤形成過程

より，発生率には違いが生じ，複雑型 CHD が多く占

を反映し，子宮動脈や臍帯動脈の PI や RI 高値は，

比して高率である

めるコホートでは高率になる

12, 13）

絨毛間腔内圧の上昇を表し，特に子宮動脈拡張早期の

．

2005 年 5 月〜2018 年 12 月に当センターにおいて周

notching は，妊娠第 1 三半期においてはらせん動脈

産期管理を施行した ACHD 合併妊娠（遺伝性結合織

リモデリング不全を表していると考えられる．一般的

疾患を除く）508 人 579 分娩の調査では，SGA birth

に，これらの指標は，早期の妊娠高血圧症候群や妊娠

weight 児は，全体の 16.3% に認めた．SGA 児のリス

高血圧腎症，胎児発育不全，死産そして胎盤早期剥離

ク因子に対する多変量解析を行うと，多胎妊娠〔オッ

の発症を予測するためのスクリーニングとして用いら

ズ比（OR）6.10, 95% 信頼区間（95%CI）2.1‒18.2,

れている17）．

p<0.01〕
， 妊 娠 前 の 心 不 全 既 往（OR 30.1, 95%CI
2.0‒452.0, p=0.01），妊娠前のβ遮断薬内服（OR 6.0,

III．児の合併症予測因子

95%CI 2.3‒15.7, p<0.01），フォンタン合併妊娠（OR

児の流早産や死産，SGA 児の発症リスクについて

10.0, 95%CI 2.0‒51.2, p<0.01），妊娠中の不整脈発

は，母体の心血管合併症と強く相関する．ただし，母

症（OR 3.6, 95%CI 1.6‒7.7, p<0.01）であった．

体心血管合併症のスコアリングでは児の合併症は予測

一般的な胎児発育不全のリスク因子については，胎

困難であり，さらに妊娠高血圧症候群や双胎妊娠と

児要因（TORCH 症候群などの感染症，染色体異常，

いった産科合併症が加わるとさらにリスクは増加する

遺伝疾患，奇形症候群），胎盤・臍帯要因（臍帯付着

ため，妊娠前に予測をすることは困難である．上述し

部異常，広範な胎盤梗塞，前置胎盤，多胎妊娠など）
，

たように，子宮胎盤循環のパラメーター異常（臍帯

そして母体要因として妊娠高血圧症候群，心疾患，腎

動脈や子宮動脈 PI, RI 高値（健常妊婦の 90%tile 以

疾患，低酸素症を伴う呼吸器疾患，糖尿病（血管病変

上）
，もしくは子宮動脈拡張早期 notching）は児の合

を伴う）
，抗リン脂質症候群や SLE などの膠原病，ヘ

併（SGA，早産，周産期死亡）と相関する．

モグロビン異常症，催奇形性を伴う薬物摂取，喫煙，

ACHD 合 併 妊 娠 に お け る 子 宮 胎 盤 循 環 の パ ラ

アルコール摂取，低身長などの体格，栄養不足があげ

メーターに関しては，健常妊産婦に比してパラメー

られる

14）

ター異常の割合が高く，右室機能や房室弁逆流，高

．

母体の循環動態と児の体重については，母体の心拍

NT-proBNP 値，肺動脈弁逆流が関与し，中でも妊娠

出量や妊娠中の増加量と負の相関を示していた．これ

前から存在していた潜在的な右室機能低下が，子宮胎

らは主に子宮から胎盤の絨毛間腔への血液供給量が少

盤循環において高い血管抵抗を示し，その結果，胎盤

なく，子宮胎盤循環異常を来し，その結果として胎児

形成異常をもたらすのではないかと報告されている．

への酸素と栄養の供給が少なく児の発育が制限される

妊娠前からの潜在的な右室機能低下が，静脈圧の上
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Fig. 3

Umbilical arteries examined by transabdominal Doppler waveform. (a) Normal diastolic flow. (b)
Absence of end-diastolic flow.

Fig. 4

Uterine arteries Doppler waveform. (a) Normal diastolic flow. (b) Diastolic notch (arrow).
た21）．

昇につながり，さらに絨毛間腔内圧の上昇，そして
らせん動脈のリモデリング不全に繋がる可能性があ

近年，先天性疾患の原因となる染色体異常や責任

．Fontan 循環では妊娠前からの中心静脈圧の

遺 伝 子 が 数 多 く 明 ら か に な っ て き て い る22）． そ の

上昇により，絨毛間腔内圧の上昇をきたし，らせん動

ため，家族歴や流産・死産歴の聴取も重要であり，

脈のリモデリング不全が起き，さらに低心拍出量と妊

ACHD 合併妊娠においては親子間の繰り返しの可能

娠中の心拍数の増加が少ないことから，SGA 児を高

性について，妊娠前カウンセリングの際に患者，家族

率に認めると考えられる．

への情報提供は必要である．しかし，遺伝学的側面を

る

17, 18）

大内らは，運動負荷検査と妊娠における生体の適応

含んでおり，患者本人や家族に大きな心理的な負担を

反応が類似し，運動負荷検査をもちいて，妊娠におけ

与える可能性もあり，慎重な対応が必要である．ま

19）

る母児の合併症の予測を報告している

．運動負荷

た，妊娠した際には，胎児心臓スクリーニング検査を

検査での指標のうち，運動中の最高心拍数が 150/分

行うべきである．さらに，胎児に心疾患を認めた場

以上で，最高酸素摂取量が 25 ml/kg/分以上では母児

合，心血管系以外の先天異常を合併する可能性も少な

ともに合併症が少なく，さらに運動中の有意な不整脈

くないため，胎児期にも全身のスクリーニングが大切

の発生は児合併症との関連があることを認めた．

である．これまでの報告では，大奇形は 4.5‒18.3%，
奇形症候群は 4.9‒33.0% に合併していた．Miller ら

IV．先天異常

の報告では，7984 例の先天性心疾患を合併した児（死

先天性心疾患は先天異常の中では最も頻度の多い先

産も含む）のうち，心疾患のみは 5695 例（71.3%）
，

天異常であり，出生児の約 1% に認める．Gill らの報

心血管以外の先天異常合併が 1080 例（13.5%）
，奇形

告によると，第 1 親等に CHD のある妊婦 6640 例のう

症候群が 1048 例（13.1%）に発生し，右側相同や左

ち，胎児期から生後 8 週までに CHD の診断に至った

側 相 同 な ど の laterality defect は 161 例（2.0%） 認

児の妊娠例は 178 例（2.7%）であった．そのうち，母

めた．さらに心疾患別に心血管系以外の疾患の合併

体 ACHD 合併 1119 例の 2.9% に児の CHD を認めた．

頻度をみると，心房中隔欠損には 18.5%，心ループ形

家族内で同じ心疾患に 37% が罹患しており，房室中

成異常による疾患では 17.2%，そして円錐動脈幹異常

20）

症では 16.0% に合併しており，他の疾患に比して高

隔欠損の一致率が最も高かった（全症例の 80%） ．
日本小児循環器病学会疫学委員会の調査における松

率に認められた．房室中隔欠損症 447 例のうち，298

岡らの報告によれば，先天性心疾患において，染色

例（66.7%）が奇形症候群であり，最も高率であっ

体異常が 8.2%，単一遺伝子病などの遺伝要因による

た23）．各心疾患と染色体異常の頻度について Table 3

ものが 4.7%，催奇形因子や環境要因によると考えら

に示す24）．

れるものが 0.5% で，残る 86.5% が多因子遺伝であっ

さらに少ない頻度ではあるが，先天性心疾患の発生
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Table 3

Frequency of chromosome anomaly with cardiac malformations (from reference 23).
Type of congenital heart diseases

Chromosome aberration (%)

Atrioventricular septal defect
Coarctation/arch interruption
Double outlet right ventricle/conotruncal malformations
Hypoplastic left heart syndrome
Heterotaxy/cardiosplenic syndromes
Pulmonary stenosis/atresia with intact septum
Transposition of great arteries
Tetralogy of Fallot
Truncus arteriosus
Tricuspid valve dysplasia (includind Ebstein malformation)
Table 4

46‒73
5‒37
6‒43
4‒9
0
1‒12
0
7‒39
19‒78
4‒16

Known and suspected teratogens associated with increased risk of congenital heart disease (from
reference 25).
Frequency of congenital
heart disease (%)

Cardiac teratogenic factor
Alcohol
Amphetamines
Hydantoin
Trimethadione
Lithium
Retinoic acids
Sex hormones
Maternal disease
Diabetes mellitus
Lupus or Sjögrens only if SSA/SSB
antibody positive
Phenylketonuria

40
10
2‒5
15‒30
5
15‒20
2‒4

Associated congenital heart disease
VSD, PDA, ASD
VSD, PDA, ASD, TGA
PS, AS, Coarctation of the aorta
TGA, TOF, HLHS
Ebstein anomaly, tricuspid atresia
VSD, ASD, PDA
VSD, TGA, TOF

3‒5 (30‒50%)
40

Conotruncal anomaly, VSD, cardiac
hypertrophy
Atrioventricular block

25‒100

TOF, VSD, ASD

AS, aortic stenosis; ASD, atrial septal defect; HLHS, hypoplastic left heart syndrome; PS, pulmonary stenosis; PDA, patent ductus arteriosus; TGA, transposition of the great arteries; TOF, tetralogy of Fallot;
VSD, ventricular septal defect
との関与が言われている胎内感染や催奇形性の薬剤等

めにワクチン接種を徹底し，妊婦が風疹に曝露されな

が挙げられる（Table 4）
．

いように予防していくことが重要である．このため，

風疹に関しては，日本では 30〜50 歳代の男性の中

挙児希望する女性の妊娠前カウンセリングの際には，

には風疹の定期接種を受ける機会がなく風疹未感作の

嗜好歴，胎内感染の原因となる感染症の既往やワクチ

人も多い．若年女性において高い未感作率の結果，

ン摂取歴等の聴取も必要である．

2004 年，2012〜2013 年に風疹が流行し，その結果，

ACHD 合併妊娠においては，放射線被曝における

先天性風疹症候群が多数発生した．風疹に妊娠初期に

胎児への影響も考慮する必要がある．一般的な放射

罹患した場合，児に眼症状（白内障や緑内障）
，先天

線検査による胎児への被曝線量について Table 5 に

性心疾患（末梢肺動脈狭窄），感音難聴などを呈する

示す．胎児への曝露を考える上で重要なのは，妊娠

先天性風疹症候群を引き起こすことがある．先天性

週数と被曝線量である．一般的に胎児の総被曝量が

風疹症候群発症のリスクは感染時の妊娠週数が進む

100 mGy 未満の場合には，胎児への被曝の影響によ

につれ減少する（妊娠 4〜6 週では 100%，7〜12 週で

るリスクの増大は認められない25）．着床直前を含む

80%，13〜16 週 で 45〜50%，17〜20 週 で 6%，20 週

妊娠初期に過度の放射線線量による被曝を受けた場合

以降で 0%）8）．このため，未感作であれば妊娠する前

には，流産となる可能性が高い．器官形成期は最も影

にワクチン接種により風疹に対する免疫を獲得してお

響を受けやすく，過度の胎児への被曝により，奇形，

くこと，さらに，社会的にも風疹の流行を制御するた

発達遅滞，精神遅滞，そして胎児死亡を招きうる．し
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Table 5

Fetal radiation doses associated with the radiologic examinations (reference 24).
Examination

Fetal dose (mGy)

Very low-dose examinations (<0.1 mGy)
Cervical spine radiography
(anteroposterior and lateral views)
Radiography of any extremity
Mammography (two views)
Chest radiography (two views)
Low to moderate dose examinations (0.1‒10 mGy)
Radiography
Abdominal radiography
Lumbar spine radiography
Intravenous pyelography
Double-contrast barium enema
CT
Head or neck CT
Cheat CT or CT pulmonary angiography
Limited digital pelvimetry (single axial section through the femoral
heads)
Nuclear medicine
Low-dose perfusion scintigraphy
Technetium-99 m bone scintigraphy
Pulmonary digital subtraction angiography
Higher-dose examinations (10‒50 mGy)
Abdominal CT
Pelvic CT
18
F PET-CT whole-body scintigraphy
Annual background radiation=1.1‒2.5 mGy, CT, computed tomography;
oxy-D-glucose; PET, positron emission tomography

< 0.001
< 0.001
0.001‒0.01
0.0005‒0.01

0.1‒3.0
1.0‒10
5‒10
1.0‒20
1.0‒10
0.01‒0.66
<1
0.1‒0.5
4‒5
0.5
1.3‒35
10‒50
10‒50
18

F, 2-[ﬂuorine-18]ﬂuoro-2-de-

かし，ACHD 合併女性においては，妊娠中に胸部レ

行したサブ解析を行うと，失明のリスクが高く認め

ントゲン検査にて心拡大の推移，肺うっ血や胸水の

た．さらに，ガドリニウム造影剤を用いた MRI 検査

貯留の有無について評価すべき場合もあり，また造

では，胎児にリウマチ性や炎症性などの皮膚疾患を生

影 CT 検査も肺血栓塞栓症や大動脈解離の診断におい

じたり，死産や新生児死亡のリスクが増加したため，

ては必要不可欠な時もある．したがって，胎児への被

妊娠中の使用は避ける26）．

曝を考慮し，可能な限り少ない線量での検査が望まし

V．まとめ

いが，検査を施行するべきときには躊躇してはならな

ACHD 合併妊娠全体では，健常妊産婦に比して，

い．
また MRI 検査に関しては，放射線被曝がなく，造

流早産や死産，SGA 児といった児の合併症発生率は

影剤も使用することもないため，特に第 2 妊娠三半

高い．これらは，妊娠前の母体の背景だけでなく，妊

期以降（妊娠 15 週以降）は一般的に安全に行える検

娠中の循環動態の変化から子宮胎盤循環までの経時的

査であると考えられている．ACHD 合併妊婦におい

な評価により発症を予測できる可能性がある．しかし

て，心臓 MRI は右室機能も含めた心室容積や心機能

ながら，妊娠高血圧症候群などの産科合併症を併発し

の解析が可能であり，また大血管径の評価の検査法と

た場合には，病態は複雑になり，双方を評価していく

しても有用である．ただし，特に第 1 妊娠三半期にお

必要がある．

いては，磁場や騒音による胎児の感覚組織への影響や

中等度以上の母体心疾患の場合，妊娠前からの循環

熱による影響は十分にわかっていないため必要最低限

器作動薬内服例やさらに妊娠中の内服薬調整が必要に

22）

．Ray らの報告によると，第 1

なる場合もあり，児への影響については十分に説明

妊娠三半期での MRI 検査の施行は，死産や新生児死

した上で，必要な治療もしくは検査であることを，

亡，先天異常，腫瘍や難聴といったリスクを増加させ

ACHD 合併女性や家族に理解してもらうことが重要

なかった．ただし，妊娠 5 週〜10 週に MRI 検査を施

である．

の施行が推奨される
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また，ACHD 合併妊婦においては，児への心疾患
の繰り返し率が高く，妊娠前からのカウンセリングや

13)

妊娠中の胎児心臓スクリーニング検査も考慮される．
ACHD 合併妊娠の管理においては，母体と児の両

14)

側面からのアプローチが必要になり，中等度以上のリ
スクのある女性では，妊娠前から複数の科，他職種で
の連携によるチーム医療が重要である．

15)
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本研究に関する利益相反はありません．
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Fetal and neonatal complications in pregnant women with
congenital heart disease
Chinami Horiuchi1, 2, 3), Chizuko A. Kamiya2), Tomoaki Ikeda3), Jun Yoshimatsu2)
1)

Departments of Perinatology and Gynecology, National Cerebral and Cardiovascular Center
2)
Departments of Obstetrics and Gynecology, Sakakibara Heart Institute
3)
Departments of Obstetrics and Gynecology, Mie University School of Medicine
Abstract

With the development of advances in pediatric cardiology and cardiac surgery, the prognosis and quality of life of patients with congenital heart diseases has improved signiﬁcantly.
The number of women with adult congenital heart disease (ACHD) who wish to have child has
been increasing. We need to pay careful attention to the developing the offspring events in the
management of the pregnant women with ACHD. Indeed, pregnancy complicated with ACHD
is associated with increased risk of adverse offspring outcomes, such as preterm birth, low
birth weight and neonatal mortality. However, there is no strong event-speciﬁc predictor of
fetal and neonatal complications. Itʼs important to ensure close monitoring of the fetal growth
and the screening for fetal congenital heart disease.
Key words : congenital heart disease, pregnancy, fetal/neonatal complications
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【原著】

当院における ACHD 患者移行における現状と諸問題
橋本 和久 1），石田 秀和 1），成田 淳 1），石井 良 1），江見 美杉 1），石垣 俊 1），
吉原 千華 1），金谷 知潤 2），上野 高義 2），澤 芳樹 2），中野 智彰 3），
塚本 泰正 3），坂田 泰史 3），小垣 滋豊 1, 4），大薗 恵一 1）
1）

大阪大学大学院医学系研究科小児科学
大阪大学大学院医学系研究科心臓血管外科学
3）
大阪大学大学院医学系研究科循環器内科学
4）
大阪急性期・総合医療センター小児科

2）

要

旨

【背景】成人先天性心疾患（ACHD）の移行医療の重要性は十分理解されているところである
が依然多くの課題を有している．
【方法】2012 年 1 月から 2017 年 12 月の間に小児科循環器外来の受診歴がある 20 歳以上の患者
401 例中 ACHD 患者は 330 例であり，そのうち診療継続中の 240 例を対象として，移行状況や疾
患背景，合併症の有無について検討した．
【結果】循環器内科移行群が 142 例（59%），非移行群が 63 例（27%），心臓血管外科単独フォ
ロー群が 35 例（14%）であった．循環器内科移行群と非移行群で，単心室循環か否かを含めた
心疾患の複雑性に差はなかったが，心外合併症（染色体・遺伝子異常，低酸素脳症，精神発達遅
滞，他臓器疾患）の合併率は移行群 18%，非移行群 71% であった．多変量解析にて，染色体・
遺伝子異常と精神発達遅滞は，循環器内科への移行に影響を与えるリスク因子として有意であっ
た．
【結語】精神神経発達に大きな影響を与える合併症をもつ ACHD 患者の移行は現状でも依然困
難である．
キーワード：成人先天性心疾患，成人科移行，染色体異常，単心室循環

2012 年から循環器内科への本格的な移行が始まっ

I．はじめに

成人先天性心疾患（ACHD: adult congenital heart

た．そこで今回，当院における ACHD 患者の循環器

disease）の患者数は年々増加し，わが国にはすでに

内科への移行の実態を調査し，そこから，現在，わが

1）

50 万人以上の患者がいると推測されている ．特に近

国が抱える移行医療の問題点と今後の課題について検

年では，年間約 9,000 人の先天性心疾患患者が成人に

討した．

達し，そのうち約 3,000 人が継続的な医療的介入を必
要と考えられており，今後もさらなる ACHD 患者の

II．対象と方法

2）

2012 年 1 月から 2017 年 12 月の 6 年間に大阪大学医

増加が見込まれている ．小児から成人への移行医療
は，加齢に伴う疾患修飾に対しての合併症予防や，患

学部附属病院小児科循環器外来を受診した 20 歳以上

者自身の自立や疾病理解の観点からも重要である．近

の患者 401 例を対象として診療録より抽出した．原疾

年では，次第に ACHD 患者の成人科への移行がわが

患，合併症，治療内容，受診診療科について後方視的

国でも進みつつあるが，十分な体制が確立されている

に調査し，2018 年 1 月の時点で循環器内科への移行

施設はまだ少なく，依然多くの施設では小児循環器科

が完了している ACHD 患者（移行群）と，小児循環

でフォローアップされているのが実態であり，スムー

器外来でのフォローアップを継続している ACHD 患

スな ACHD の移行医療に関しては様々な課題が残さ

者（非移行群）に分類し，疾患背景や合併症について

3）

れている ．当院では旧来，ほとんどの ACHD 患者

検討を行った．続いて，移行群と非移行群との間で，

が小児科でフォローアップされ，また，一部の患者が

循環器内科へ移行できない要因について，単心室循

心臓血管外科単独フォローアップに移行していたが，

環，染色体・遺伝子異常，低酸素脳症，精神発達遅

2019 年 9 月 15 日受付
2019 年 10 月 8 日受理
連絡先：石田 秀和，大阪大学大学院医学系研究科小児科学，
〒565‒0871 大阪府吹田市山田丘 2‒2，E-mail: hideishi@ped.med.osaka-u.ac.jp
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Fig. 1

Study samples.

1.

滞，他臓器疾患の合併の有無について，単変量解析と

患者背景
循環器内科移行群では男性 63 例（44%）
，女性 79

ロジスティック回帰分析による多変量解析を用いて検
討することで，現時点での移行医療に関わる問題点や

例（56%），非移行群では男性 29 例（46%），女性 34

課題を検討した．統計学的解析には JMP Pro 14 を用

例（54%）であり，2 群間に性差は認められなかっ

いた．

た（χ2 検定，P=0.824）．年齢分布は両群とも 20 歳代
が最も多く，30 歳以上では半数以上の患者が内科へ

III．結果

移行していた．一方で 40 歳以上でも小児科でのフォ

全 401 例のうち，心筋症など CHD 以外の循環器疾

ローアップ継続となっている症例も認められた．移行

患（61 例）およびセカンドオピニオン目的の外来受

群の年齢は平均 29.0 歳，中央値 28 歳，非移行群の年

診（10 例）を除くと，期間中に小児科循環器外来を

齢は平均 28.2 歳，中央値 27 歳で，2 群間の年齢構成

受診した ACHD 患者は 330 例であった（Figure 1）．

に統計学的有意差を認めなかった（Figure 2）．

そのうち，2018 年 1 月において診療継続中の ACHD
患 者 は 240 例， フ ォ ロ ー 中 止 と な っ た 患 者 は 90 例

2.

背景となる先天性心疾患について

であった．フォロー中止の理由としては，終診（55

循環器内科移行群と非移行群の疾患内訳を Figure

例）
，ドロップアウト（11 例），転医（14 例）
，死亡

3 に示す．また表中あるいは図中の各心疾患の略称に

（10 例）であった．診療継続例のうち，循環器内科移

ついて Table 1 にまとめた．両群ともファロー四徴症

行を完了している群（移行群）が 142 例（59.1%），

が最も多かった．次いで，心室中隔欠損症や単心室循

小児科継続（非移行群）が 63 例（26.5%）
，心臓血管

環，大動脈縮窄・離断症などが多かった．原疾患とな

外科単独フォロー群が 35 例（14.5%）であった．心

る先天性心疾患の複雑性による移行への影響として明

臓血管外科単独フォロー群では，2018 年以後に循環

らかなものは認められなかった．また，大血管転位

器内科に紹介されている症例も認められたが，本研究

症，先天性僧帽弁疾患，修正大血管転位症，動脈管開

では，上記の循環器内科移行群 142 例と小児科継続群

存症，先天性冠動脈疾患については，全例で循環器内

（非移行群）63 例の計 205 例に対して解析を行うこと

科移行が完了していた．血行動態の理解が容易な疾患

とした．なお，循環器内科紹介後に小児科に再度戻っ

や，循環器内科医が馴染みやすい疾患については，よ

てきた症例は見られなかった．

り移行が進みやすいことが推測された．
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Fig. 2

Fig. 3

Patientsʼ age distribution in transition group and non-transition group.

Distribution of the types of congenital heart diseases in all ACHD patients.

次に，ACHD 患者の循環器内科移行への一つのハー

環器内科へ移行が完了していた．したがって，当院

ドルと考えられる，単心室循環を有する患者における

においては単心室循環か二心室循環であるかは，循

内科移行の実態について解析した．Figure 4 で示すよ

環器内科への移行に対して影響を与えていなかった

うに，期間中に小児科循環器外来でフォローアップし

（P=0.84）
． 単 心 室 循 環 の ACHD 患 者 の 中 で 6 例 の

た単心室循環は 31 例であり，そのうち 21 例（68%）

患者が Fontan 術に未到達（いわゆる Glenn 術まで）

が循環器内科へと移行できていた．また，二心室循

であったが，そのうち 2 例は循環器内科に移行してい

環は 172 例であったが，そのうち 120 例（70%）が循

た．すなわち，Fontan 未到達であるということにつ
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いても，循環器内科への移行へは影響していなかっ

明らかにすることとした．解析項目として，染色体あ

た．

るいは遺伝子異常，低酸素脳症，精神発達遅滞，他臓
器合併症（食道閉鎖などの消化管疾患や，肝疾患，腎

3.

循環器内科への移行に影響を与えるリスク因子

疾患など）について検討を行った．

以上の検討より，ACHD 患者の背景となる心疾患

単 変 量 解 析 で は， 染 色 体・ 遺 伝 子 異 常 と 低 酸 素

の種類や血行動態は，当院における循環器内科移行に

脳 症， 精 神 発 達 遅 滞， 他 臓 器 合 併 症 す べ て が 循 環

影響を及ぼさないものと考えられた．そこで，循環器

器内科移行に影響を与える因子として抽出された

内科移行に影響を与える心臓以外の合併症について，

（Table 2）．多変量解析により，染色体・遺伝子異常

単変量および多変量解析を行って，そのリスク因子を

（オッズ比 7.2, P=0.011, 95% 信頼区間：1.56‒33.0）
と 精 神 発 達 遅 滞（オ ッ ズ 比 6.6, P=0.0067, 95% 信
頼 区 間：1.69‒25.9） が 統 計 学 的 に 有 意 に 内 科 移 行

Table 1

に影響を与える因子であることが明らかとなった

Abbreviations in the figures and the tables.

（Table 3）．
次に，染色体・遺伝子異常 31 例の内訳を解析する
と，非移行群では染色体・遺伝子異常の中でもトリ
ソミー 21 が一番多く 12 例（非移行群の 19%）で，
22q11.2 欠失症候群が 2 例（非移行群の 3%）であっ
た．移行群においても少数だがトリソミー 21（1 例）
や 22q11.2 欠失症候群（2 例）が含まれていた．その
他の染色体異常や遺伝子異常の内訳としては，染色
体微細欠失症候群や，Noonan 症候群をはじめとす
る RASopathy, Williams 症候群などが含まれていた
（Figure 5）
．低酸素脳症は 3 例全例が寝たきりで全介
助の症例であり，内科移行は完了していなかった．
一方で，上記の合併症がないにもかかわらず，小児
科でフォローアップを継続している症例が 18 例（非
移行群の 29%）で認められた．この中には，大学在
学中で卒業後に内科移行を予定している症例も含まれ
てはいるものの，医原性合併症により濃厚なフォロー
アップを要している症例，家族関係の問題から移行が
難しい症例が認められた．また，Eisenmenger 症候
群は全例で小児科フォローアップが継続されていた．

Fig. 4

Transition rate compared by uni- or bi-ventricular circulation.
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Table 2

Univariate statistical analysis of the potential risk factors for successful transition.

Table 3

Multivariate analysis of the risk factors for successful transition.

大学卒業までの小児科フォローとしている症例では，

た．全例が二心室循環の症例であったが，神経学的

今後数年内に，内科移行が完了するものと考えられ

合併症を認める症例も含まれていた．本人および家

た．

族に社会的リスク因子が存在する症例が多かった
（Table 4）．

4.

観察期間中の死亡症例は 10 症例あり，死亡年齢

意図しないフォローアップ中断例の解析

としては 30 歳以降での死亡が多かった．移行群が 5

フォローアップが中止となった 90 例のうち，終診
および転医を除いた，意図しないフォローアップ中

例，非移行群が 5 例であった．死因に関しては，不整

断例は 21 例であった．このうち，患者の自己判断に

脈，がん，心不全死，自殺，食道出血，事故死，感染

よる通院中断例（ドロップアウトした症例）は 11 例

性心内膜炎などであった（Table 5）．

認め，ドロップアウト時の年齢は中央値 24 歳であっ
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Fig. 5

Other systemic complications in transition and non-transition group.

IV．考察

の我々の検討では，特に染色体・遺伝子異常を有する

2018 年 1 月に，ACHD 診療に関連する 8 学会共同

患者や，精神発達遅滞を有する患者において，有意に

で「先天性心疾患の成人への移行医療に関する提言」

成人科への移行が困難であるということが明らかに

が公表された．その中で移行医療の概念図が示されて

なった．このような状況は，例えば米国においても同

4,5）

．年齢が進むにつれて原疾患の治療だけでな

様であり，ダウン症候群患者の成人科移行に関して，

く，加齢に伴う修飾が加わり，合併症や続発症に対す

全体の半数は完全移行ができておらず，またそのうち

る治療が必要となり，移行医療は小児期の医療と成人

20% の患者は小児科主体のケアが継続されており，

期の医療をシームレスにつなぐ位置関係にある．ま

心疾患をはじめとする合併症の複雑性が増すほど移行

た，診療の主体は医療者‒保護者が主体となっていた

しにくく，逆に合併症の少ない症例は移行が進みやす

小児期に対して，徐々に患者本人が治療の意思決定を

いことが報告されている7）．

いる

する時期へと移行していく．それに従って本人への疾

実際に当院においても，精神神経学的障害の程度が

患教育や自己管理が求められるようになり，施設や診

比較的軽症な ACHD 患者は，少しずつ循環器内科へ

療科も小児から成人へと移行していくことが理想的で

の移行が始まっている．一方で，特に寝たきりやそれ

ある．

に近いような全身状態の ACHD 患者においては，全

しかし，現状は様々な要因によって，成人科への移

例で小児科でのフォローアップが継続されていた．こ

行が阻まれている6）．患者自身の病気の理解や教育体

のような ACHD 患者が実際に移行可能であるのかど

制，適切な医療施設や ACHD 診療を担う医師・看護

うか，また，本当に移行すべきであるのかどうかにつ

師・その他コメディカルスタッフの不足，小児施設か

いて，今後それぞれの施設内や連携施設間だけではな

ら成人施設への移行医療連携体制，患者の心理的問

く，学会全体でも議論を深める必要性があると考えら

題，社会保障福祉体制の整備などが挙げられる．

れる．

一方で，これらの体制が少しずつ整いつつある環境

上記のわが国における提言の中で，循環器内科移行

下であっても，一部の ACHD 患者の成人科移行は困

が望まれる疾患，小児循環器科と循環器内科の併診で

難であることが今回の検討でも明らかになった．今回

移行が望まれる疾患，循環器内科・小児循環器科・心
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Table 4

Cases of drop-off.

臓血管外科を中心とした集学的な診療が必要な疾患に

療の中で，よりシステマティックに移行医療を進めて

分けられ，疾患の重症度によって違った移行の仕方が

いく方策を確立していく必要性があると感じている．

4,5）

．今後のシームレ

本研究における limitation として，我々の施設で

スな移行医療体制の構築にあたっては，当然，個々の

は循環器内科移行について，明文化された移行時期や

症例に合わせた移行のあり方を具体的に議論し合う場

移行対象患者の施設基準が存在するわけではなく，そ

が必要である．当院では，循環器内科，小児科，心臓

れぞれの患者においてどの時期に循環器内科移行を進

血管外科を交えた合同カンファレンスを定期的に開催

めるかについては，基本的に小児科側主治医の裁量に

し，症例ごとの方針決定を行っている．また，ACHD

よって左右されていることが挙げられる．したがっ

診療における連携施設群との web 合同カンファレン

て，それぞれの担当主治医によって移行対象や移行時

スを開催し，それぞれの施設における移行期患者の問

期にバイアスがかかる可能性があることは否定できな

題点や成人科への移行推進を話し合える機会を作って

い．しかし，移行について悩ましい症例については，

いる．ただし，このような場に未だコメディカルス

心臓血管外科医や循環器内科医を含めた ACHD カン

タッフや，地域の訪問診療医，訪問看護師などの参加

ファレンスに諮ることにしており，小児科外来主治医

が行われていない状況であり，今後は，多職種や様々

間でも移行医療に対しての意見に大きな齟齬を認めな

な立場にある医療者が参加する統合的なカンファレン

いことから，主治医バイアスは大きくないものと考え

スが重要になってくると考えている．さらに，移行医

ている．

ありうることも述べられている

療スキームが次第に確立されつつある現状では，移行
医療について患者・保護者への早い段階からの情報提

V．結語

今回の検討で ACHD 患者の移行医療に関して，染

供が重要である．この点についても当院ではまだ体制
が十分とは言えないため，日々の CHD 患者の外来診

色体・遺伝子異常や精神発達遅滞合併例の内科移行が
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Table 5

Dead cases.

patients with congenital heart disease in Japan. Int J Cardiol. 2011; 146: 13‒6.
3) Ochiai R, Kato H, Akiyama N, et al. Nationwide survey of
the transfer of adults with congenital heart disease from
pediatric cardiology departments to adult congenital heart
disease centers in Japan. Circ J. 2016; 80: 1242‒50.
4）日本循環器学会，日本心臓病学会，日本小児循環器学会，
他．先天性心疾患の成人への移行医療に関する提言第 2 版．
2019. [Available from http://www.j-circ.or.jp/topics/files/
ACHD_Transition_Teigen_update.pdf]
5）移行期の患者に関するワーキンググループ委員会報告．小児
期発症疾患を有する患者の移行期医療に関する提言．日本小
児科学会雑誌．2014; 118: 96‒116.
6) Sable C, Foster E, Uzark K, et al. Best practices in managing transition to adulthood for adolescents with congenital
heart disease: the transition process and medical and psychosocial issues. Circulation. 2011; 123: 1454‒85.
7) Jensen KM, Davis MM. Health care in adults with Down
syndrome: a longitudinal cohort study. J Intellect Disabil
Res. 2013; 57: 947‒58.

難しいことが改めて明確となった．一方で，トレーニ
ングされた循環器内科 ACHD 専門医のもとでは，単
心室循環はもはや移行の妨げとならないことも明らか
となった．今後は，よりシームレスな移行のために，
学童期など早期から疾病理解への教育と移行医療の説
明が求められるであろう．

利益相反関係の開示

本論文にあたり，開示すべき利益相反は存在しな

い．
文

献

1) 日本循環器学会，日本胸部外科学会，日本産科婦人科学会，
他．先天性心疾患診療ガイドライン 2017 年改訂版．2018.
[Available from http://j-circ.or.jp/guideline/pdf/JCS2017_
ichida_h.pdf]
2) Shiina Y, Toyoda T, Kawasoe Y, et al. Prevalence of adult
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Transition problems of adult congenital heart disease patients:
A single center experience
Kazuhisa Hashimoto1), Hidekazu Ishida1), Jun Narita1), Ryo Ishii1), Misugi Emi1),
Suguru Ishigaki1), Chika Yoshihara1), Tomoharu Kanaya2), Takayoshi Ueno2),
Yoshiki Sawa2), Tomoaki Nakano3), Yasumasa Tsukamoto3),
Yasuishi Sakata3), Shigetoyo Kogaki1, 4), Keiichi Ozono1)
1)
2)

Department of Pediatrics, Osaka University Graduate School of Medicine

Department of Cardiovascular Surgery, Osaka University Graduate School of Medicine
3)
Department of Cardiology, Osaka University Graduate School of Medicine
4)
Department of Pediatrics, Osaka General Hospital
Abstract

Background: It is well-recognized that the transition of adult congenital heart disease
(ACHD) patients from pediatric to adult cardiology clinic is very important for both their quality of life and medical management. However, various situations in Japanese hospitals make
it difﬁcult to transfer the ACHD patients in ideal manner.
Methods: We analyzed the real situation about the transition of ACHD patients in our
hospital in order to reveal the risk factors for the smooth transition.
Results: From January 2012 to December 2017, we had 330 ACHD patients (>20 yrs
old) in pediatric clinic. Among them, 142 (59%) were transferred to adult cardiology clinic,
63 (27%) were remained pediatric clinic, and 35 (14%) were followed in post-surgery clinic at
January 2018. We compared about the types of heart disease, single or bi-ventricular physiology, chromosomal abnormalities, mental retardation, and other organ diseases, between the
successful transition patients and non-transition patients. Single ventricular physiology is
not an adverse factor for transition any more in our hospital. A multi variate analysis revealed
that chromosomal/genetic abnormality and mental retardation were signiﬁcant risk factors to
inhibit the transition toward adult cardiology clinic.
Conclusion: Neurological developmental disorder is the biggest hurdle for successful
transition of ACHD in our hospital.
Key words : Adult congenital heart disease, Transition, Chromosomal Abnormality, Single ventricle
physiology
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【症例報告】

Intraventricular dyssynchrony を呈した成人期 Fontan 症例に
対する Cardiac Resynchronization Therapy の 1 手術例
宇野 吉雅，森田 紀代造，篠原 玄，木南 寛造
東京慈恵会医科大学心臓外科
要

旨

今回われわれは，術後遠隔期の心室壁運動協調不全によると考えられる単心室機能不全を発
症した 2 心室形態を有する Fontan 症例に対し，cardiac resynchronization therapy(CRT）を行
い良好な経過を得たので，文献的考察を含め報告する．症例は 18 歳，男性．大血管転換症型両
大血管右室起始症の診断にて，2 歳 8 か月時に解剖学的左室‒肺動脈間の離断を伴う心外導管型
Fontan 手術に到達．16 歳より呼吸苦を伴う全身倦怠が出現しその後徐々に増悪，17 歳時の画像
検査から完全右脚ブロックと左右心室の明らかな心室壁運動協調不全所見があり，両室拡大と中
等度の三尖弁逆流所見を認めた．入院内科的治療では効果が得られず全身状態と心機能を考慮し
た結果 CRT を行う方針とした．経静脈的アプローチは困難のため再開胸による CRT を行うこ
とにより症状・心室収縮機能に著明な改善が見られ軽快退院，外来通院が可能となった．
キーワード：Failing Fontan, Dyssynchrony, Cardiac Resynchronization Therapy

術施行，2 歳時両方向性 Glenn 手術施行，2 歳

I．はじめに

8 か月時 Fontan 手術施行（18 mm 心外導管，

Fontan 術後遠隔期の単心室機能不全は，呼吸・循

環症状のみならず肝機能不全や蛋白漏出性胃腸症など

fenestration 作成）

消化器系にも影響を及ぼし，生命的予後にかかわるた

家族歴：遺伝疾患，心疾患なし
2.

め，より慎重かつ適切な治療を要することが多いが，

現病歴：術後は外来通院にて経過観察継続．11

内科的治療に抵抗性を示す病態も少なくない．特に心

歳時施行の心臓カテーテル検査では fenestra-

室壁運動協調不全が原因となる場合，薬剤治療では

tion は自然閉鎖していたが，Fontan 循環に問

効果が不充分なことが多く，CRT を検討すべき症例

題は認められなかった．以後 16 歳時に行った

がある．さらに Fontan 術後では経静脈アプローチに

心臓カテーテル検査においては各数値に若干の

よるデバイス埋込が困難であり，開胸による心筋リー

変化を認めたが，明らかな Fontan 循環破綻を

ドが必要となることで外科的侵襲が大きくなるため，

示唆する臨床所見は認められなかった．その後

その適応は慎重に検討することが重要となる．今回

主訴が出現し，約 2 か月で症状の急速な進行が

CRT 治療が奏効した Fontan failure の 1 手術例を経

認められたため外来にて内服薬強化するも改善

験したので，文献的考察を含め報告する．

が得られなかったことより，血行動態精査およ
び Fontan 循環再評価目的にて入院となった．

II．症例
1.

入院後，内服治療の強化（利尿剤追加，β遮断

症例：18 歳，男性

薬と肺血管拡張薬の増量）と利尿剤，PDE III

主訴：全身倦怠感，労作時呼吸苦，浮腫，チア

阻害薬静注による心不全治療を強化・継続する

ノーゼ増強

も改善傾向得られず，また心電図，心臓カテー

既 往 歴： 大 動 脈 縮 窄 症 を 伴 う 大 血 管 転 換 症

テル検査を含む入院後の諸検査にて，心室壁運

型（TGA） 型 両 大 血 管 右 室 起 始 症（DORV）

動協調不全が主たる要因となり両心室の拡大と

+straddling TV の診断にて生後 4 日に大動脈

房室弁逆流増強による中心静脈圧の上昇をき

縮窄解除+動脈管閉鎖+主肺動脈絞扼術施行，

たし，臨床症状の悪化・進行に至ったと考え

以後の診断にて 2 心室修復は困難と判断し生後

られたため外科的治療による Cardiac Resyn-

8 か月時心房中隔欠損孔拡大+主肺動脈再絞扼

chronization Therapy（CRT）の方針となった

2019 年 7 月 22 日受付
2019 年 12 月 12 日受理
連絡先：宇野 吉雅，東京慈恵会医科大学 心臓外科，
〒105-8461 東京都港区西新橋 3-25-8，E-mail: yuno@jikei.ac.jp
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Table 1

Cardiac catheterization and BNP data.

Fig. 1

Chest X-ray.

（Table 1）．なお経過中の採血検査において，

心臓 MRI 所見：RVEDV 108%N, RVEF 34%,

肝機能異常あるいは蛋白漏出性胃腸症所見は認

LVEDV 94%N, LVEF 24%, Tricuspid valve

められなかった．

Regurgitant Fraction 35.6%

術前身体所見：身長 157.0 cm，体重 49.7 kg，

心カテーテル検査：CVP=PAP 16‒17 mmHg,

血 圧 108/66 mmHg， 心 拍 数 85/min.， 呼 吸 24/

RpI 1.5 w·u/m 2 , C.I. 2.1 l/min./m 2 , RVP

min., SpO2 86%，NYHA III°

90/0/14 mmHg, RVEDV 61.8%N, RVEF
36.8%, LVP 91/0/14 mmHg, LVEDV 60.0%N,

術前検査所見：BNP 180 pg/ml, AST 25 IU/l,

LVEF 36.1%（Table 1）

ALT 19 IU/l, TP 8.2 g/dl, Alb 5.0 g/dl
3.

胸部 X 線所見：心胸比 56%，肺血管陰影軽度

手術所見：術前施行の造影 CT より，右室の拡

低下（Fig. 1）

大所見と胸骨裏面との高度の癒着が認められた

心電図所見：正常洞調律，完全右脚ブロック

ため（Fig. 4），全身麻酔導入後に大腿動静脈

（QRS 160 ms），心拍数 85/min.（Fig. 2）

カニュレーションにて体外循環を確立し減圧し

心 エ コ ー 所 見：RVEF 20.0%, LVEF 18.4%,

たうえで胸骨正中切開施行．癒着は強固であっ

moderate TR, interventricular dyssynchrony

たが心周囲を剥離し，まずは右室房室間溝近傍

（left side ventricular delay ++），fenestra-

と右室心尖部に双極心筋電極を縫着．次いで左
側第 IV 肋間開胸にて，経食道エコー所見上最

tion ﬂow（−）
（Fig. 3）
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Fig. 2

Change of ECG.

Fig. 3

UCG image.

も収縮が遅れていると思われた左室前側壁 2 か

LV-ﬁrst, V-V delay 80 ms という CRT 設定に

所に screw-in 型心筋電極を埋込み Y 字接続と

おいて最高収縮血圧と最低中心静脈圧となり，

し，最後に右房と心外導管間の右房壁に双極心

エコー所見上も両心室の同期と収縮率の改善所

筋電極を縫着した（Fig. 5）
．各電極における計

見が確認されたため同設定にて固定とした．人

測を行った後，人工心肺流量を下げモニター上

工心肺離脱は問題なかったが，心剥離面を含め

の動脈圧と中心静脈圧，ならびに経食道エコー

止血操作に難渋したため，術後早期の電極位置

における両心室形態を確認しながらペースメー

再調整の可能性も考慮し，二期的胸骨閉鎖の方

カー設定の調節を行った．最終的に，自己心

針として ICU に収容した．
4.

房レートを生かしたうえで A-V delay 100 ms,
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Fig. 4

Fig. 5

CT image.

Operative image.

態は安定し，止血も問題なかったため第 5 病日

ing，QRS 幅 124 ms，心拍数 79/min.（Fig. 2）

に胸骨完全閉鎖し第 6 病日に抜管，第 7 病日に

心 エ コ ー 所 見：RVEF 45.9%, LVEF 46.0%,

ICU 退室となった．術後約 1 か月で Generator

mild TR, dyssynchrony (−) (Fig. 3)

埋込部に感染を認め，また下肢筋力低下に対す

心カテーテル検査 : CVP=PAP 12‒13 mmHg,

るリハビリテーションにやや時間を要したが，

RVEDP 11 mmHg, RVEDV 58.7%N, RVEF

術後各検査所見は改善を認め，臨床症状も 2 階

43.2%, RpI 1.0 w·u/m 2 , C.I. 3.5 l/min./m 2

分の階段昇降が可能になるなど著明な改善が

(Table 1)

確認されたため最終的に第 58 病日軽快退院と

III．考察

なった．
退院時身体所見：血圧 116/68 mmHg，心拍数

房室弁の形態異常や不均衡な両心室のため 2 心室形

80/min，呼吸 18/min, SpO2 92%, NYHA II°

態を有しながら機能的単心室症例として Fontan 手術

検査所見：BNP 47.5 pg/ml, AST 18 IU/l, ALT

を行わざるを得ない場合，心室間交通や両側心室の流

15 IU/l, TP 6.8 g/dl, Alb 3.4 g/dl

出路形態が術後の Fontan 循環に多大な影響を及ぼす

胸部 X 線所見：心胸比 46%，肺血管陰影改善

ことは決して稀ではない．近年では，このような形態
を持つ症例においては，術前診断にて心室間交通に

（Fig. 1）
心 電 図 所 見： 洞 調 律，A-sense+LV-RV pac-

懸念がないと判断されたとしても，Glenn 手術ある
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いは Fontan 手術時に積極的に Damus-Kaye-Stansel

の正中切開あるいは側方開胸による心筋電極装着を選

（DKS）吻合による両側流出路の統合を行うことによ

択せざるを得ない症例が大半を占めている．本症例に

り，術後遠隔期の流出路狭窄進行を回避することが重

おいても再開胸下に心筋電極を使用した CRT を施行

要であるとの報告もみられている

1, 2）

しているが，実際に問題となるのがその埋込部位の選

．

今 回 わ れ わ れ が 経 験 し た 症 例 も TGA 型 DORV

択と各 parameter の至適な選定と考えられる．刺激

（いわゆる False Taussig-Bing anomaly）であり，

閾値や自己心拍波高値は術中に計測が可能であるため

straddling TV を合併していたため 2 心室修復が困難

心房における装着部位の選定は容易であるが，問題と

であった．術前形態評価にて心室間交通は充分との判

なるのが心室間の 2 電極の位置と刺激様式の評価，設

断にて DKS 吻合による両側流出路の統合は行わずに

定である．本症例においては，左右心室の電極設置部

片側流出路の単純閉鎖を行ったうえで Fontan 手術に

位に関して術前の詳細な電気生理検査を行うことが困

到達したが，遠隔期において心室壁運動協調不全が発

難であったため，術前および術中の心エコー検査によ

症したため，心室間交通から閉鎖側心室に流入する血

り最も収縮に時間差があると思われる部位を各断面像

流の出口がなくなったことが原因となり，両側心室の

から想定し実際の装着部位の指標としたが，実際には

拡大と房室弁閉鎖不全が進行結果として単心室機能不

癒着可能であった範囲より左室側電極縫着部位は左前

全に至ったと考えられた．そのため今回の外科治療に

下行枝と左回旋枝の間を選択した（Fig. 4）．また左

際しては，あらためて DKS 吻合による両側流出路の

右心室の刺激順や V-V delay time に関しては，心エ

統合を行うか，あるいは閉鎖側心室の房室弁閉鎖を行

コー所見に加え体外循環流量を下げ自己心拍出を維持

うとする術式も検討されたが，術前の全身状態および

した状態でのモニター上の体血圧と中心静脈圧数値を

心機能の低下が著しいため心停止下の心内修復は侵襲

評価することにより，各所見が最も良好と確認できた

が大きく，またその効果も不確定であり耐術困難が予

設定を最終設定とした．なお術中の経食道心エコー検

測された．また，両側心室の流出路を確保したとして

査は両心室の収縮様式の詳細な観察が容易であり，ま

も，心室壁運動協調不全の根本的解決となるかという

たカラードップラー法による心室間交通の通過血流の

懸念も持たれていた．そこで，まずは CRT による心

評価においても，両心室を行き来する血流が消失し左

室壁運動協調不全の治療を行い両心室収縮の調整を行

→右方向優位になる所見を確認することに有用と考え

うことにより，心機能および心拍出量の改善を期待す

られた．さらに，本症例においては CRT 後に両心室

る方針となった．手術に際しては，Fontan 術後で経

の収縮能の改善が確認され，また術後心電図における

静脈アプローチが困難であることより心筋電極を選択

QRS 幅の減少ならびに心臓カテーテル検査における

せざるを得ず，再度の胸骨正中切開と心周囲の剥離が

諸データの改善所見より responder としての充分な

必要で，拡大，癒着した心臓を安全に剥離するため，

効果判定が可能であったが，本症例とは異なり術後に

大腿動静脈カニュレーションによる体外循環を選択し

おいても片側心室の収縮能の改善が乏しい症例につい

た．結果として，心大血管の減圧と循環動態の安定を

ては non-responder である可能性も考慮すべきであ

図ることにより，幸い心停止なしで全手技を終了する

り，他の治療法についても検討を行う必要があると考

ことが可能であり，また CRT を導入し心室機能を改

えられた．

善することにより人工心肺からの離脱も問題なく行い

本症例の場合，左室側電極の装着に際して前側方肋

得た．近年心室壁運動協調不全を呈した単心室機能

間開胸を追加したが，これは至適と思われた位置が左

不全症例に対して CRT の有効性を述べる報告

3, 4）

が

回旋枝付近であり，正中からの剥離では時間・侵襲が

見られるようになってきていることに加え，Fontan

大きくなることが予測されたためである．通常 Fon-

5）

conversion と同時に行った CRT の有効例 ，あるい
6）

は Fontan 到達前の CRT に関する有用性

tan 術後のペースメーカー埋込で心筋電極装着におい

も報告さ

て側方開胸アプローチを選択することも多く，同様に

れている．これまでにも Fontan 術後の不整脈治療に

CRT 施行時も心周囲の癒着の程度と装着想定部位を

おけるペースメーカー埋込みは多く報告されている

CT 検査などで検討し，より安全で確実なアプローチ

が，いずれも心房心室連続ペーシング 7, 8）もしくは心

方法を選択することが重要と考えられた．また再手術

9）

を行うことにより，適切な心房レート

症例においては，剥離困難な部位が存在する点，剥離

と房室間伝導を活かした心収縮を維持することが重要

した心筋表面から冠動脈を確認する必要がある点，そ

とされており，最近では経静脈的に肺動脈内に留置し

して剥離操作が電極閾値に影響を及ぼす可能性がある

たリードを用いて隣接する左側心房をペーシングする

こと，など電極縫着においてある程度の範囲を想定し

という方法も報告10） されている．しかしながら現状

ておくことが必要と考えられた．

房ペーシング

では多くの場合，電極の選択において Fontan 循環確
立後は経静脈的アプローチは困難な場合が多く，再度
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今回われわれは再開胸にて CRT を行い良好な経過

を得た 2 心室形態を有する Fontan 術後遠隔期におけ
る心室壁運動協調不全症例を経験した．心室壁運動協
調不全を原因とする単心室機能不全に対する CRT 治
療は効果が期待できる選択肢のひとつと考えられる
が，心臓への到達方法を含め詳細な治療方針の検討が
重要である．
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Cardiac Resynchronization Therapy for the Adult Fontan Case
with Intraventricular Dyssynchrony
Yoshimasa Uno, Kiyozo Morita, Gen Shinohara, Hiroo Kinami

Department of Cardiac Surgery, The Jikei University School of Medicine
Abstract

We report a successful cardiac resynchronization therapy (CRT) for the adult failing
Fontan case with two-ventricle morphology. The patient was diagnosed of TGA type DORV
with straddling tricuspid valve and have been completed the Fontan circulation with simple
closing a one-side outlet of two ventricles at the age of 2-years and 8-months old. Since the age
of 15-years old, his heart failure had developed gradually because of cardiac dyssynchrony.
The blood ﬂow running between two ventricles through VSD have made unbalance contractions of both ventricle and severe regurgitation of tricuspid valve. Medications could not have
improved the heart failure, even in the hospitalization. Instead of strategies of intra-cardiac
repair, such as DKS anastomosis or exclusion of closing ventricle, which were avoided due to
preoperative ventricular dysfunction, CRT was applied to treat the dyssynchruny of two ventricles. Under median re-sternotomy and thoracotomy at 6th ICS, three epi-cardiac leads were
placed on RA, RV, and LV. The pacing sites and the mode of CRT were determined adequately
with the images of TEE and pressure monitorings. After the surgery, the cardiac function had
improved remarkably and the patient could discharge hospital at the 58th postoperative day.
Key words : Failing Fontan, Dyssynchrony, Cardiac Resynchronization Therapy
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編集後記
COVID19 問題で揺れる中，今回収められた数編の論文が読者の皆様にとって役立つ情報になることを期
待します．
4 月になって，高校生の時に開いて以来一度も読み返すことのなかったカミュの「ペスト」を再読してみ
ました．1960 年代の翻訳（新潮社文庫版）で，少々読みづらい部分もあるものの，改めて傑作の名にふさわ
しい作品だと感じました．防疫の考え方などが舞台となる 70〜80 年前と今とでは大きく違いますが，自由
を奪われ，死の恐怖に追い詰められた市民たちの人間模様，長いロックダウン（なんと 9 か月間も）の間の
街の変容が精細なタッチで記されています．こどもの犠牲者が苦しむ場面や最後の犠牲者（未読の方のこと
も考えて名前は書きませんが）が亡くなる場面では涙を禁じえませんでした．高校生の時とは全く違った感
慨があり，COVID19 と戦っていく mindset がしっかりしてきた感じがします（筆者の勤務している病院に
も日夜 COVID19 陽性患者が入院している現状なので）．
今後我々を待ち受ける事態がどのような事態になるかまだ全く分かりませんが，いかなる状況でも人と人
の連帯がそれを乗り越えていくだろうと確信した読書体験でした．
（編集委員長
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