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旨

フォンタン循環患者は，術後慢性期に上室頻脈性不整脈の発症リスクが高く，心不全増悪や突
然死を引き起こす可能性がある．
症例は，右室型単心室に対して extracardiac total cavo-pulmonary connection 術後の 29 歳男
性．持続性心房粗動に対しソタロール内服し，洞調律維持は難しいものの脈拍コントロールは良
好であった．その後，低酸素血症・下腿浮腫の増悪を認めたため，心臓カテーテル検査施行し，
静脈圧・肺動脈楔入圧の高値のほか，veno-venous shunt が多数確認された．心房粗動における
心室拡張障害から，心房圧・肺静脈圧が上昇し，受動的な肺動脈圧上昇に加え，反応性肺血管抵
抗値の上昇が誘起された結果，静脈圧の更なる上昇と心拍出量の低下から心不全の悪循環を生じ
ていたと考えられた．本症例では心房粗動の洞調律化後に心房圧・肺静脈圧低下のみならず肺血
管抵抗値も正常化していた．心房粗動の洞調律化前後で心拍数は著変なく，フォンタン循環維持
には，心拍数のコントロールのみならず洞調律の維持も重要であるということを示す教育的な症
例であると考えられた．
キーワード：Fontan circulation, extracardiac total cavo-pulmonary connection, atrial ﬂutter,
diastolic heart failure, veno-venous shunt

I．背景

II．症例

29 歳，男性．

フォンタン術後遠隔期には，うっ血性心不全のほ

か，不整脈・血栓塞栓症・房室弁膜症・肺動脈静脈瘻

【主訴】下腿浮腫増悪．

といった循環障害のほか，肝機能不全や蛋白漏出性胃

【診断】単心房，右室型単心室，共通房室弁，両大血

腸症などの重篤な消化器系疾患の発症も認め，それぞ

管右室起始（大血管転位型），大動脈縮窄，動脈管開

れ予後不良因子となりうることから注意深い管理が望

存

まれる1）．不整脈に関しては，心房粗動・心房細動な

【手術歴（Figure 1）】

どの上室頻脈性不整脈や洞機能不全による徐脈性不整

生後 4 日：大動脈縮窄形成術（subclavian ﬂap aor-

脈の合併が多く，いずれも重篤な心不全や突然死の原

toplasty）
，動脈管結紮術（patent ductus arteriosus

因となる．古典的フォンタン術である心房肺動脈連結

ligation），肺動脈絞扼術（PAB: pulmonary artery

法（APC: atriopulmonary connection）に比較して，

banding）

心外導管-大静脈肺動脈連結法（ex-TCPC: extracar-

3 ヶ月：心房中隔開窓術，再 PAB

diac total caco-pulmonary connection）では不整脈

9 歳 4 ヶ 月： 両 方 向 性 グ レ ン 術（bi-Glenn: bidirec-

発生率が低いとされているが，経年的にはカテーテル

tional Glenn operation）

治療が必要となることも少なくない．今回，フォンタ

9 歳 6 ヶ月：ex-TCPC 術

ン循環症例において，薬剤にて脈拍数がコントロール

20 歳 3 ヶ月：右室大動脈流出路再建術（RV-AoOTR:

された持続性心房粗動下に心不全が増悪し，心房粗動

right ventricular aortic out-ﬂow tract reconstruction）

の洞調律化による心不全の軽快からフォンタン循環の

21 歳 2 ヶ月：心室瘤縫縮術
【現病歴】症例は入院時 29 歳男性，妊娠 33 週 2000 g

安定を認めた症例を経験したため，文献的考察を含め
報告する．

にて出生した．出生後，新生児仮死からチアノーゼを

2021 年 6 月 1 日受付
2021 年 6 月 22 日受理
2022 年 3 月 25 日早期公開
連絡先：八尾 厚史，東京大学 保健・健康推進本部
〒113-0033 東京都文京区本郷 7-3-1，E-mail: yaoa-int@h.u-tokyo.ac.jp
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Fig. 1

Surgical history.

The patient was diagnosed with single right ventricle (SRV) with common atrioventricular valve (left atrioventricular valve atresia), complete transposition of the great arteries (TGA), double-outlet right ventricle (DORV), patent
ductus arteriosus (PDA), Coarctation of Aorta (CoA) at birth (A). He underwent subclavian flap aortoplasty, PDA
ligation, and pulmonary artery banding (PAB) at four days of age (B), and atrial septal defect (ASD) creation and
re-PAB at the period of 3 months (C). He underwent Glenn procedure (D) and extracardiac total cavopulmonary
connection (Ex-TCPC) using an epicardial conduit (E) at nine years, resulting in Fontan circulation. Cardiac catheterization at age 20 showed a 62 mmHg pressure gradient in the right ventricular aortic outflow tract (RV-AoOT)
below the aortic valve (F), and the patient underwent RV-AoOTR (RV-AoOT reconstruction) by Damus‒Kaye‒
Stansel type double tract repair (G).

生じ心雑音が聴取された．心エコーならびに心臓カ

Table 1

Data of blood tests at the admission.

テーテル検査が施行され，単心房・単心室，共通房室
弁（左側房室弁閉鎖），大動脈縮窄，動脈管開存，完
全大血管転位（両大血管右室起始）と診断された．前
述の手術歴の通り，生後 4 日，当院にて PDA 結紮術・
大動脈縮窄形成術・PAB を行い，9 歳にて bi-Glenn
術から ex-TCPC 術を施行され，フォンタン循環と
なった．19 歳時に残存右室流出路狭窄を指摘され，
20 歳時の心臓カテーテル検査で大動脈弁下右室流
出路に peak to peak 62 mmHg の圧較差が見られ，
RV-AoOTR 施行された．21 歳時，心筋切開部分から
の心室瘤を生じ，心室瘤縫縮術も施行された．22 歳
頃より，しばしば心拍数 200 以上の心房頻拍・心房細

の診断にて加療目的に入院となった．

動を認めるようになり，適宜電気的除細動を施行する

【入院時現症】身長 160 cm，体重 68.1 kg，意識清明，

とともに，ソタロール（80 mg／日）内服によるリズ

血 圧 106/60 mmHg， 脈 拍 100 bpm（不 整）
，SpO2

ムコントロールを行っていた．しかしながら，28 歳

91%（室内気），胸部：呼吸音は清でラ音聴取せず，

時より持続性心房粗動となった．ソタロール内服下，

汎収縮期雑音あり．両側下腿浮腫著明．両下腿に下肢

頻脈とならず，利尿薬のコントロールのみで心不全を

静脈瘤あり．

認めることなく経過していた．29 歳時に下腿浮腫の

【入院時検査所見】

増悪から，2 週間で 11 kg の体重増加を認め，心不全

［血 液 検 査 所 見（Table 1）］ 鉄 欠 乏 性 貧 血， 血 小 板
30

日本成人先天性心疾患学会雑誌（2022 年 5 月）

Fig. 2

X-ray examinations.

Fig. 3

Electrocardiograms.

Pulmonary edema and pleural effusion were observed at the admission (A) and disappeared due to the sinus
rhythm conversion (B).

At the admission, 3 : 1 atrial flutter was observed as shown in the panel of A, while the sinus rhythm was recovered by cardioversion and maintained for one month as shown in the panel of B.

［心エコー検査］右室内腔面積変化率 23%，軽度房室

減 少， ビ リ ル ビ ン 高 値，BNP の 軽 度 上 昇（普 段 は
60‒80 pg/ml 程度）

弁逆流，右室流出路加速血流無し
［造影 CT（Figure 4）］明らかな肺動脈血栓は認めな

［胸部レントゲン（Figure 2）
］心胸郭比 51%，胸横隔
膜角

い，心外導管内に明らかな狭窄や血栓形成は認めな

鈍，葉間胸水貯留あり，肺血管陰影増強

［心電図（Figure 3）］心拍数 81 拍／分，通常型心房

い，腹水貯留あり．
【治療経過】入院時，呼吸苦症状は認めていなかった

粗動，心室期外収縮
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Fig. 4

Contrast computed tomography (CT) images.

The axial slice of the chest CT revealed no significant stenosis in the pulmonary artery (A) and the conduit (B).
Also observed were the ascites around the hypertrophied liver accompanied by the splenomegaly (C).

Table 2

が，体重増加・下腿浮腫が著明であり，内服薬の強化

Cardiac catheterization data.

（トルバプタンの追加・15 mg まで増量）
，適宜利尿剤
（フロセミド）静注による除水を行い，緩やかに体重
減少，下腿浮腫の改善を認めた．約 10 kg の体重減量
を認めた時点で右心カテーテル（Table 2 左）を施行
したところ，体静脈圧 25 mmHg 前後と著明な圧上昇
に加え，
（左）肺動脈楔入圧も 16 mmHg と上昇してい
た．また，左鎖骨下静脈より冠静脈洞に流入すると思
われる veno-venous shunt（V‒V Shunt）など，他の
無数の V‒V shunt が確認された（Figure 5 C, D）．
循環動態維持のためには，体・肺静脈圧の両方を
低下させる手立てを講じる必要があると考えられ
た．ここで，肺血管抵抗値は 3.5 WU と上昇を来して
いたが，シルデナフィルなどの肺血管拡張薬投与は

CI, cardiac index; CO, cardiac output; IVC, inferior vena cava; HR, heart rate; NIBP, non-invasive blood pressure; PA, pulmonary artery;
PAWP, pulmonary artery wedge pressure; Qp/Qs,
pulmonary to systemic perfusion ratio; RVEDP,
right ventricular end-diastolic pressure; PVR,
pulmonary vascular resistance; SV, stroke volume; SVC, superior vena cava; SVI, SV index;
SVR, systemic vascular resistance.

PAWP 上昇を来すのみとなる可能性があり，結果と
して肺うっ血の悪化から心拍出量低下を来す恐れがあ
ることから，投与の有用性は低いと考えた．通常の心
臓では，洞調律に比し心房細動や心房粗動では，心房
収縮が上手く使えないため心室充満障害が生じ，結果
左房圧は上昇する2）．僧帽弁狭窄症の時のように，上
昇した左房圧は肺血管抵抗値を上昇させ左室への還流
を制限するような機序を誘起することがある3）．本症

いソタロール（80 mg／日）内服で洞調律化が維持さ

例においては，治療の第一選択としては，こういった

れたため，除水加療を行った後，まずは外来で内服加

機序を取り除くことが重要と考え，洞調律維持を強化

療継続となった．
しかしながら，約 4 ヶ月後に再度心房粗動の再発と

しその効果を検討する方針とした．電気的除細動を行
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Fig. 5

Catheter angiography images.

There was no significant stenosis at conduit (A), pulmonary artery, and superior vena cava (SVC) (B). Several
veno-venous (VV) shunts from the subclavian vein were found (C, D).

静脈圧上昇に伴う肝機能の増悪傾向が認められた．カ

動脈に外科的に直接短絡・交通させることによって全

テーテルアブレーションの適応も考えられたが，導管

身への酸素化を維持する確立された唯一の治療方法で

穿刺に伴う右左シャント追加による低酸素助長を引き

ある．しかしながら導管の機械的な閉塞，頻脈性・徐

起こす可能性があり，一旦再度の洞調律化を行い，心

脈性不整脈，肺循環の障害（肺血管抵抗の増加など）
，

血行動態を評価する方針とした．電気的除細動にて洞

心室機能障害，弁膜症・動脈系狭窄症，大動脈‒肺動

調律化し，1 ヶ月後（同年 11 月）に右心カテーテル検

脈シャント，体静脈‒肺静脈シャントなどが原因とな

査（Table 2 右）を施行した．体静脈圧と肺動脈楔入

り経時的にフォンタン循環不全（failed Fontan）へ

圧はそれぞれ 16 mmHg, 12 mmHg と高いものの前回

と進行してしまうリスクがある．

よりかなり低下した．心房粗動下における前回の血行

まず，本症例の心不全増悪を来した要因として，心

動態に比較して体肺静脈両方の低下が認められ，しか

房粗動，肺血管抵抗値の上昇，心室拡張機能不全，

も肺血管抵抗値も 0.8 WU と正常化し，心拍出量の増

V‒V シャント，鉄欠乏性貧血といった複数の要因が

加が得られた．この結果から，洞調律化を維持すること

絡んでいる可能性が判明した．心収縮能は正常下限〜

が血行動態安定化のために重要であると結論し，リズム

軽度低下程度であり，房室弁も軽度逆流のみであり，

コントロール用の抗不整脈薬をソタロールよりベプリジ

収縮機能については大きな問題はなく，肺動脈楔入圧

ル（100 mg／日）およびアプリンジン（20 mg／日）へ

上昇は主に心室拡張障害を反映していると考えられ

と変更した．その後半年間，同内服薬では心房粗動の

た．既往として大動脈縮窄術後や流出路狭窄による手

再発なく経過しており，現在も心不全症状（体重増加

術加療歴からも，長年にわたる後負荷増大による心肥

や肝機能の悪化など）も認めていない．

大や，そもそもの体心室右室ゆえの拡張不全は潜在す
るとしても，2019 年の洞調律を維持していた時期で
は心不全増悪イベントを認めていないという病歴から

III．考察

も，今回は心房粗動による拡張障害（心室充満障害）

単心室患者において，フォンタン循環は大静脈を肺
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が重要な要因と考えられた．もちろん，鉄欠乏性貧血

が，入院 1 年前頃より薬剤によるリズムコントロール

と V‒V shunt の発達が，低酸素血症の増悪や直接的

が困難となっていた．本症例におけるカテーテルアブ

な体心室容量負荷により，肺動脈楔入圧上昇から肺静

レーションについては，もともと多数の V‒V shunt

脈圧引いては受動的体静脈圧の上昇を来し，下腿浮腫

の影響から Qp/Qs は 0.7 程度，SpO2 は 85‒90% 程度

や心不全増悪に一役を買ったことは否めない．しかし

の低酸素血症を認めており，trans-conduit puncture

ながら，貧血は治療できるとしても，それ以外では非

による更なる右左シャントの増加は，低酸素血症の増

侵襲的に介入できかつ効果が期待できるポイントとし

悪を来す可能性があり，第一選択の治療としては危険

ては，心房粗動の洞調律化であった．なぜなら，理論

であると判断した．

的背景のみならず，過去に洞調律では心不全を起こ

まずは本症例における洞調律化の重要性を検討する

していないからである．V‒V シャント閉鎖に関して

方針とし，心房粗動に戻らない時期として洞調律化

は，一般にその有効性は認められておらず，特に平均

1 ヶ月後を選択し，右心カテーテル検査を施行した．

肺動脈圧>18 mmHg 症例に関しては無効と報告され

先にも述べたように，前回カテーテル検査後から服薬

4）

ており ，治療が上手く行き平均肺動脈圧<18 mmHg

する利尿薬の増量をすることなく，著明な静脈圧・肺

でかつ低酸素が残存する・進行する場合に追加治療の

動脈楔入圧の改善を認めており，洞調律を維持するこ

選択肢として考慮することとした．

とが重要であると判断できた．

洞調律化は，心室拡張障害を大きく解消し，肺動脈

フォンタン循環のような単心室症例では，種々の原

楔入圧を低下させ，心拍出量（一回心拍出量）も上昇

因で心室拡張機能不全を来しやすいと言われている

させた．静脈圧・肺動脈圧については，肺血管抵抗の

が，いまだその要因は突き詰められていない7）．肥大

低下も得られたため心拍出量増加にもかかわらず，さ

や虚血を起こすような負荷では，拡張末期圧の増加

らに大きな低下を認めた．本症例は，持続性心房粗動

は圧力‒体積ループの上方へのシフトにより生じる．

のため心室拡張障害を生じ，心房圧・肺静脈圧の上昇

容量負荷では拡張末期は右上方へ移動し，慢性的には

ならびに肺血管抵抗値の上昇が誘起され，肺動脈圧・

肥大反応を誘起するため圧‒容積関係を上方へもシフ

体静脈圧の著明な上昇を来し，うっ血性心不全を生じ

トさせる．本症例は，体心室右室という条件自体で，

たと考えられた．

すでに肥大・虚血反応が進む状況下，V‒V シャント

本症例では TCPC 手術を行った 12 年後頃より不整

による低酸素血症と貧血は，虚血の悪化，高心拍出反

脈イベントが頻発するようになっている．フォンタン

応，前負荷の増加も来し，心室拡張機能不全悪化から

循環では従来心房内の縫合線を由来として上室性不整

拡張末期圧上昇を生じる大きな要因であったとも考え

脈が生じることが主な原因とされる一方，フォンタン

られる．

循環における体心室機能不全は程度に差はあるがほと

肺血管抵抗の増加により静脈圧上昇と前負荷低下に

んどの症例に見られる．体心室が右室の場合は，後負

よる低心拍出によりフォンタン循環が破綻したという

荷への脆弱性や房室弁の気弱性といった要因も加味さ

報告は多く，肺血管抵抗には注意が必要である．一般

れる．圧負荷に伴う心房・心室組織の損傷などによる

に，フォンタン循環患者では，血中エンドセリンが上

線維化や心筋細胞のアポトーシスなどから，術式を問

昇しているといった肺動脈性肺高血圧症（PAH: pul-

わず遅発性上室性・心室性不整脈発症を来しうること

monary arterial hypertension）と同様な機序が働い

5）

が今後の課題となっている ．心外導管を用いた Ext-

ていることが示されている8）．したがって，肺血管抵

racardiac TCPC（Ex-TCPC）法が術式の主流になっ

抗の上昇が認められやすいことからシルデナフィルを

た現在では心房への縫合線の影響が最小限に抑制され

投与することで運動能力と運動に対する血行動態の改

ていることもあり短期的には不整脈の出現頻度も改善

善を示した9） という報告もあり，PAH 治療薬は 1 つ

傾向が見られているが，長期的な観察研究においては

の治療薬として考えられている．今回の右心カテー

lateral tunnel TCPC 法と比較して有意な改善は認め

テル検査において心房粗動時は肺血管抵抗値 3.5 WU

6）

てないというのが現状である ．薬剤抵抗性不整脈に

と有意な上昇を認めていた．しかし，洞調律時には

おいてカテーテルアブレーションが 1 つの選択肢とし

PVR 0.8 WU と低下したことから，何らかの反応性の

てあげられるが，フォンタン循環という心臓内構造異

上昇を示していたのではないかと考えられる．僧帽弁

常の難しさに加え，ExC-TCPC 法術後の場合，心腔

狭窄症による左房圧・肺静脈圧の上昇時に肺血管抵抗

への穿刺には人工血管を貫く trans-conduit puncture

値が上昇し，外科的治療により自然に低下することが

法を用いた手技も必要になることから熟練した術者と

知られているが，本症例も何らかの反応性の肺血管抵

施設で行う必要があるという問題点がある．したがっ

抗上昇を来していたのではないかと考えられる．心房

て，本症例でも心房粗動に対しては，電気的除細動お

圧・肺静脈圧上昇による肺血管抵抗値上昇が反応性に

よびソタロール内服による洞調律化維持を図っていた

生じていた可能性はあるものの直接的な立証は難し
34

日本成人先天性心疾患学会雑誌（2022 年 5 月）

い．しかし，心房粗動が結果として肺血管抵抗値上昇

目指すべく，薬剤変更を含めた早期治療へと踏み込む

に寄与したことは報告するに値し，同様なフォンタン

べきだったと思われる．

循環患者に有益な情報となると考える．この病態の機

IV．結語

序の解明が今後の課題である．
フ ォ ン タ ン 術 後 は 経 時 的 に 肺 動 静 脈 瘻（A‒V

フォンタン術後慢性期の持続性心房粗動によるフォ

shunt）や V‒V shunt が発達することが知られてお

ンタン循環破綻に対する治療的考察を報告した．フォ

り，特に V‒V shunt は体静脈から起始して機能的左

ンタン循環下において，一見心拍が安定している心房

房や肺静脈へ交通する側副血行路であることから，

粗動であっても，心室拡張障害を誘起するため心房

右左短絡を生じたチアノーゼ増悪の原因となる．V‒

圧・肺静脈圧は上昇する．それにより，肺動脈圧・体

V shunt はフォンタン術後患者の 20% 程度に認めら

静脈圧の受動的な上昇に加え，肺血管抵抗値の上昇も

れ，さらにその中の 40% 程度に複数のシャントが確

誘起され，著明な肺循環不全と心房粗動の両方による

10）

．V‒V shunt に対する

心室前負荷低下（拡張障害）から心拍出量低下を生

加療としてはコイル閉塞術や外科的結紮などが行われ

じ，V‒V シャント血流の増加による低酸素血症が相

ることがあるが，V‒V shunt の発達は静脈圧上昇に

俟って，心不全の悪循環を生じていたと考えられた．

対する生理的な代償機構でもあり，shunt 閉塞に伴っ

心房粗動の洞調律化維持は，心拍に関係なく，フォン

て静脈圧の更なる上昇リスクがあるため，シャント

タン循環維持のためには極めて重要であるということ

閉塞の適応は明確な指標はなく症例ごとに検討され

を示す教育的な症例であると考えられた．

認されたという報告もある

ることが多い．本症例でも低酸素血症の 1 つの原因と
して V‒V shunt の影響が考えられたが，複数の V‒V
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の V‒V shunt が発達するだけとなる可能性が高く，
また mPAP >18 mmHg の場合，その効果はないとす
る報告4）もあり，第一選択としての閉鎖は行わない方
針とした．今後，薬剤抵抗性の不整脈が出現した際に
は，trans-conduit puncture 法を用いたカテーテルア
ブレーションが必要となる可能性があり，更なるチア
ノーゼ増悪予防のために V‒V shunt に対する加療も
検討する必要が生じるかもしれない．
本症例における反省点として，心房粗動が持続した
時点で除細動による洞調律化と抗不整脈薬の変更を検
討すべきであったことがあげられる．成人先天性心疾
患においては上室性不整脈であっても心不全発症や突
然死リスクが高く，速やかな除細動が望まれる．本症
例ではソタロール内服下でレートコントロールが良好
で症状もないことから外来で経過観察となっていた
が，今後の心不全増悪を来す可能性を考慮して内服の
変更などを念頭に治療すべきであったと思われる．コ
ントロール不良な上室性不整脈に対してしばしばアミ
オダロンが使用されるが，長期使用における間質性肺
炎や甲状腺機能異常，肝機能障害のリスクがあること
から若年である本症例においては導入しづらいことが
あり，他の薬剤によるコントロールを試みるに至っ
た．本症例で重要なことは，心不全入院となる前に，
専門医チームでのディスカッションを行い，洞調律を
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Importance of arrhythmia management
for sinus rhythm maintenance in the Fontan circulation
Masahiko Umei1), Katsura Soma1), Akihito Saito1), Toshiya Kojima1),
Hiroyuki Tokiwa1), Kohsaku Goto1), Issei Komuro1), Atsushi Yao2)
1)

Department of Cardiovascular Medicine, The University of Tokyo Hospital
2)
Division for Health Service Promotion, The University of Tokyo
Abstract

After the Fontan procedure, there is a high risk of developing supraventricular tachyarrhythmias such as atrial ﬂutter and atrial ﬁbrillation in the chronic phase, leading to
worsening heart failure and/or sudden death. Therefore, speciﬁc care for Fontan circulation
is required.
The patient was a 29-year-old man having undergone extracardiac total cavo-pulmonary
connection for a single right ventricle. Although he had persistent atrial ﬂutter, his heart rate
was well controlled around 70 beats per minute under the treatment with sotalol. However,
his hypoxia and leg edema was worsened, suggesting congestive heart failure. The ventricular
diastolic dysfunction under the atrial ﬂutter was thought to be the primary reason, causing
the elevation of atrial and pulmonary venous pressures (as indicated by mean pulmonary
arterial wedge pressure of 16 mmHg). In addition, the pulmonary vascular resistance was
found to be increased to be 3.3 WU, causing a marked elevation in the systemic venous pressure and a so-called out-of-proportion pulmonary hypertension as indicated by mean pulmonary arterial pressure of 26 mmHg. In this case, it was conﬁrmed that atrial and venous
pressures and pulmonary vascular resistance so much improved after conversion of atrial
ﬂutter to sinus rhythm. We believe that this is an educational case to show that sinus rhythm
maintenance rather than the heart rate control under the atrial ﬂutter is vital to keep stable
the Fontan circulation.
Key words : Fontan circulation, extracardiac total cavo-pulmonary connection, atrial ﬂutter, diastolic
heart failure, veno-venous shunt
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