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開催のごあいさつ

岡山大学病院
成人先天性心疾患センター

副センター長

赤木 禎治

　第15回成人先天性心疾患セミナーを岡山で開催できることを大変嬉しく思います。このセミナーに初め

て参加されるかたもおられると思いますので，セミナーの母体である「日本成人先天性心疾患学会」の事を

少し紹介させていただきます。

　今では多くの方々に定着してきた「成人先天性心疾患」ですが，わずか20年前までは適切な用語は日本に

はありませんでした。「大人になった先天性心疾患」とか「小児の心疾患の長期予後」などのタイトルで，学

会などで取り上げられ始めたのは1990年代後半です。そして日本循環器学会の学術委員会として1998年に

発足した「成人の先天性心疾患の治療及び合併症予防のガイドライン作成の研究班（班長：東京女子医科大

学循環器小児科 門間和夫教授）」が母体となり，「日本成人先天性心疾患研究会」が発足しました。当初は11

名の班員でしたが，研究会を行うごとに参加者は増加し，現在では500名を超える会員数になりました。

　成人先天性心疾患学会では他の学会と同様に，年1回の学術集会が行われるのですが，これとは別に年に

2回の教育セミナーを行うことが特徴です。さらにこのセミナー以外にも日本循環器学会と協力して，年に

2回日本循環器学会地方会で開催地を変えながら成人先天性心疾患の教育セッションを開催しています。多

くの専門分野の知識や経験を必要とするこの領域には，少しでも多くの理解者・協力者が必要だからです。

　学会のセミナーとなると医師の勉強会という印象が強いですが，このセミナーには医師の参加以上に看護

師，検査技師，薬剤師など多職種の方々の参加が多いのが特徴です。さらに患者さんご自身，その家族の方

も参加し，自分の心臓について勉強することができます。

　講師の先生方にはお忙しい中，立派な抄録を作っていただきました。それぞれ最新の情報が含まれていま

す。どうぞセミナー終了後にも時々目を通していただけるとありがたいです。

　セミナー開催にあたっては岡山大学病院の多くの領域の方々からサポートをいただきました。心より感謝

申し上げます。さらに関連の企業からもご援助いただき今回の開催に至っております。　秋のセミナーは1

日だけで終わってしまいますが，皆さんの診療のお役になりますよう，そして成人先天性心疾患領域に興味

をもつきっかけになっていただければ嬉しく思います。

　2016年10月
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第15回成人先天性心疾患セミナー  プログラム
2016年10月16日（日）

総合司会：赤木 禎治、高谷 陽一（岡山大学病院 成人先天性心疾患センター）

開会挨拶	 （9：00〜9：05）
赤木 禎治（岡山大学病院 成人先天性心疾患センター）

第一部　ACHD診療の基本：まずはFallot四徴症を理解しよう	 （9：05〜10：05）
座長：稲井 慶（東京女子医科大学 循環器小児科）
　　　笠原 真悟（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 心臓血管外科）

1．心エコー図評価のポイント：なにをどう評価すればいいの？
麻植 浩樹（岡山大学病院 超音波診断センター）

2．CT, MRI評価のポイント：心機能はどのように評価する？　
椎名 由美（聖路加国際病院 循環器内科）

3．不整脈管理のポイント
立野 滋（千葉県循環器病センター 成人先天性心疾患診療部）

4．Fallot四徴症：再手術の適応と最新の右室流出路再建
小谷 恭弘（岡山大学 心臓血管外科）

第二部　ACHD診療の基本：修正大血管転位症への苦手意識を克服しよう	 （10：10〜11：10）
座長：坂本 一郎（九州大学 循環器内科）
　　　椎名 由美（聖路加国際病院 循環器内科）

1．修正大血管転位症  臨床像と自然歴
杜 徳尚（岡山大学 循環器内科）

2．修正大血管転位症の形態診断のポイント
稲井 慶（東京女子医科大学 成人先天性心疾患病態研究講座）

3．修正大血管転位に合併する不整脈の検討
西井 伸洋（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 先端循環器治療学講座）

4．成人cc-TGAに対する外科治療： 適応と成績
河田 政明（自治医科大学とちぎ子ども医療センター・成人先天性心疾患センター 小児・先天性心臓血管外科）

第三部　Fontan手術とは？これを理解すれば一安心	 （11：15〜12：15）
座長：立野 滋（千葉県循環器病センター 成人先天性心疾患診療部）
　　　河田 政明（自治医科大学とちぎ子ども医療センター・成人先天性心疾患センター 小児・先天性心臓血管外科）

1．Fontan手術とは、外科治療の変遷と今後
笠原 真悟（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 心臓血管外科）

2．フォンタン術後患者の心血行動態
大内 秀雄（国立循環器病研究センター 小児循環器 成人先天性心疾患）
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3．Fontan術後患者の不整脈
宮﨑 文（国立循環器病研究センター 小児循環器科）

4．Fontan術後患者の肝障害 循環器医が知っておくべきこと
中村 進一郎（岡山大学 消化器内科）

ランチョンセミナー	 （12：20〜13：10）
座長：丹羽 公一郎（聖路加国際病院 心血管センター）

成人先天性心疾患における抗凝固療法の意義
伊藤 浩（岡山大学 循環器内科）

休憩（10分）

第四部　ACHD診療で忘れてはいけないこと	 （13：20〜14：50）
座長：市田 蕗子（富山大学 小児科）　
　　　脇 研自（倉敷中央病院 小児科）

1．成人先天性心疾患診療の現状と今後
丹羽 公一郎（聖路加国際病院 心血管センター）

2．小児科から循環器内科への移行とは
山村 健一郎（九州大学病院 小児科／ハートセンター成人先天性心疾患外来）

3．成人先天性心疾患診療のネットワーク構築：看護の立場から
落合 亮太（横浜市立大学医学部 看護学科）

4．ACHD診療で忘れてはいけないこと －成人先天性心疾患の肺高血圧管理－
坂崎 尚徳（兵庫県立尼崎総合医療センター 小児循環器内科）

5．成人先天性心疾患に対するカテーテル治療
赤木 禎治（岡山大学病院 成人先天性心疾患センター）

6．成人先天性心疾患患者に対する社会保障
檜垣 高史（愛媛大学大学院医学系研究科 地域小児周産期学／小児循環器部門）

第五部　症例検討：成人先天性心疾患と妊娠・出産	 （15：00〜16：00）
座長：赤木 禎治（岡山大学病院 成人先天性心疾患センター）
　　　池田 智明（三重大学 産婦人科）

1．当院で行ったAVSD術後の妊娠管理についての検討
前田 佳紀（榊原記念病院 産婦人科）

2．内科的管理下に出産にたどり着いた未治療の修正大血管転位症の一例
坂本 一郎（九州大学病院 循環器内科）

コメンテーター：笠原 真悟（岡山大学 心臓血管外科）
　　　　　　　　大内 秀雄（国立循環器病研究センター 小児科）
　　　　　　　　城戸 佐知子（兵庫県立こども病院 循環器科）
　　　　　　　　増山 寿（岡山大学 産婦人科）　

Closing	remarks
赤木 禎治（岡山大学病院 成人先天性心疾患センター）
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第一部　ACHD診療の基本：まずはFallot四徴症を理解しよう

1．心エコー図評価のポイント：なにをどう評価すればいいの？
岡山大学病院 超音波診断センター　麻植 浩樹

　近年複雑心奇形に対する外科治療の成績が格段に向上した事で、続々と先天性心疾患患者が成人を迎えるよう
になり、今や先天性心疾患の頻度は100人に約1人と言われる。さらには今後も毎年1万人のペースで増加してい
くと予想されており、もはや成人先天性心疾患（Adult Congenital Heart Disease：ACHD）患者の診療は循環器
内科医や心エコー検査技師にとって避けては通れないように思われる。

　その中で右室流出路狭窄、心室中隔欠損、大動脈騎乗の3つの解剖学的特徴と右室肥大を特徴とするファロー
四徴症（Tetralogy of Fallot：TOF）は複雑先天性心疾患の中では頻度が高く、比較的早い時期から修復術が行わ
れてきておりその成績も良い（20年生存率99.6%）ため、われわれが臨床でよく遭遇する疾患の一つであるが患者
の高齢化に伴い心不全や不整脈などの合併症に対して適切な管理が求められる。TOF術後の場合に最も注意すべ
き合併症は肺動脈弁閉鎖不全（Pulmonary regurgitation；PR）である。PRは重要な予後規定因子であり、その重
症度評価は再手術適応決定にも必要不可欠であるが、慣れないと心エコー図検査での評価が難しいこともあり、
CT/MRI、心臓カテーテル検査など他の検査の助けを必要とする。またPRが持続することで右室の拡張、肥大
及び機能不全をもたらすがこれも再手術の適応に関与するため、正確な評価が必要とされる。

　簡便で低侵襲である心エコー図検査はこれらの遺残・続発症のスクリーニング・経時的変化の観察に必須の検
査である。
　しかしACHDにおける心エコー図検査は心血管系の複雑な位置異常や術後の癒着などにより、実際には鮮明な
画像が得られないことも多い。このような場合には心エコーにこだわらずにCTやMRIなどの他検査もあわせて
診断するMulti-modality Imagingが有用である。

参考文献　
Multimodality Imaging Guidelines for Patients with Repaired Tetralogy of Fallot: A Report from the American 
Society of Echocardiography
J Am Soc Echocardiogr 2014;27:111-41.
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第一部　ACHD診療の基本：まずはFallot四徴症を理解しよう

2．CT, MRI評価のポイント：心機能はどのように評価する？　
聖路加国際病院 循環器内科　椎名 由美

＜ACHDのCTのコツ＞
① 大血管構造の把握のためには、心電図非同期ヘリカルCTで十分であり、3D画像の再構築も可能である。心電

図非同期ヘリカルCTの利点は広範囲撮影可・低被ばくであること、心拍数が多くても撮影可能であること（特
に乳幼児向きな撮影方法）。

② 肺動脈の形態評価を行う際には、右室・肺動脈が染まった比較的早期のタイミングで撮影をスタートする。通
常の冠動脈造影では上行大動脈にROIを置くため、撮影開始のタイミングが遅れる。

③ 右左シャントがある症例では上行大動脈にROIを置いて、撮影をスタートすると右室が染まりきらないうちに
撮影を開始することになるため、冠動脈造影と同様な撮影方法では両心内腔を染めることが出来ない。後期像
にて両心内腔が均一に染まったタイミングで撮影する。

④ 造影剤の注入速度と注入時間に工夫を要する。具体的な設定は施設間にて違いがあるが、a. 注入時間は長め  b. 
途中から薄めた造影剤注入またはクロス注入 するとよい。SVCや右房がギラギラと染まりすぎた画像を避け
ることが出来る。

⑤ 心電図同期CT撮影の場合には冠動脈末梢まで評価可能、さらに1心拍分の全ての心時相の情報得た場合には、
弁の開閉や心筋motionやEFの評価が可能である。10mSv以下の被ばく、100ml以下の造影剤使用を心がける。

＜ACHDのMRIのコツ＞
① 右室の計測は読影医間で差が生じやすく、ラーニングカーブが存在する。原則はtransaxial viewで計測する。

肺動脈弁と三尖弁の位置をトラッキングしない国内のソフトウェア使用下では、計測ソフトウェアによっても
volumeやEFに差が生じることを知っておく。また、肥厚した心筋ほどEFが過大評価される傾向があること
に注意（HCM, Systemic RV）。心室トレースによるstroke volumeとPhase contrast法によるstroke volumeの
解離がないか確認する。シャント等のない正常心ではLVSVとRVSVの誤差は10%以内となる。

② RVOT撮像断面を正しく決めることが、正確な肺動脈逆流評価につながる。
③ Phase contrast法では適切なVENC（血流の最大速度。VENCを超える流速の測定は不正確となる）決定するこ

とが最も重要。エリアイシング（折り返し現象）を避けるためには、心エコーでおおよそのpeak velocityを把
握すると良い。Fontan等、静脈系のフローの撮影時にはかなりVENCを下げる必要がある。国内のソフトウェ
アで撮影時のエリアイシングを解析時に補正する機能はなく、撮影後すぐにエリアイシングしていないか確認
する。

④ RVのLGE（遅延造影）は評価し難い。心筋線維化＋patchを見ている可能性がある。そもそも先天心の心筋障
害のLGE陽性率は低く、T1mapping等現在新たな方法にて解析が試みられている。
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第一部　ACHD診療の基本：まずはFallot四徴症を理解しよう

3．不整脈管理のポイント
千葉県循環器病センター 成人先天性心疾患診療部　立野 滋
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千葉県循環器病センター 成人先天性心疾患診療部　立野 滋
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第一部　3．不整脈管理のポイント
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千葉県循環器病センター 成人先天性心疾患診療部　立野 滋
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第一部　3．不整脈管理のポイント
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千葉県循環器病センター 成人先天性心疾患診療部　立野 滋
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第一部　ACHD診療の基本：まずはFallot四徴症を理解しよう

4．Fallot四徴症：再手術の適応と最新の右室流出路再建
岡山大学 心臓血管外科　小谷 恭弘

　Fallot四徴症はチアノーゼ性先天性心疾患の中で代表的な疾患である。乳児期での根治術の成績向上により患
者の多くが成人期に達し、成人先天性心疾患の診療で遭遇する頻度が非常に高い。以下に術後遠隔期の問題点を
示すが、このことからも明確であるように、右心系、特に肺動脈弁逆流の問題は無視できない。

Fallot四徴症術後の問題点1）

• 右心系の異常
 1. 中等度以上の肺動脈弁逆流（50%）
 2. 右室流出路狭窄（33%）
 3. 右室拡大／機能不全（75%）
 4. 三尖弁逆流：（90%）
• 左心系の異常
 1. 左室不全（4%）
 2. 大動脈基部拡大（18%）
 3. 大動脈弁逆流（50%）
• 臨床症状
 1. 動悸（27%）
 2. 息切れ（21%）

　肺動脈弁逆流を来した患者でも通常は長期にわたり無症状で経過する事が多い。つまり、肺血管抵抗は体血管
抵抗に比べ低く、肺の血管床のコンプライアンスも大きいため、当初は肺動脈弁逆流量を相殺するのであるが、
これが長期にわたると、右心室の容量負荷を来すことになる。右心室の容量負荷は、右室拡張末期容積および右
室収縮末期容積の増加と右室機能低下をまねき、ひいては運動耐用能の低下 2）、心房性および心室性不整脈の惹
起や突然死の引き金となる。

右室容積の評価
　心エコーやカテーテル検査による右室容積は、肺動脈弁逆流と右室容積の定量評価のスタンダードであったが、
近年MRIに変わりつつある。MRIは前述の方法に比べて右室容積を右室の形態から予測する事なく正確に定量で
きると考えられている。形態的情報とともに、逆流率や遺残シャント量の算出といった血行動態の評価も可能で
ある。MRIはカテーテルに比べて低侵襲であり、CTのように放射線被爆がない理想的な方法であり、Fallot四徴
症術後の評価の手段として今後、その経験は増加すると考えられる。

肺動脈弁置換術の効果
　適切なタイミングで手術を行う事により右室容積は約30%減少するとも言われている。肺動脈弁置換術の効果
を世界で初めてMRIで定量評価したVliegenらの報告では、術前に中等度以上の肺動脈弁逆流をもつ26人の患者
において、肺動脈弁置換術後にRV end-diastolic volume indexは167ml/m2から114ml/m2に減少し、右室ejection 
fractionは25%から43%に増加している3）。
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肺動脈弁逆流に対する肺動脈弁置換術のタイミングと適応
　TherrienらとValsangiacomaらはそれぞれ、右室拡大について、不可逆的変化が起こる閾値について報告して
いる。Therrienらは17人の肺動脈弁置換術施行患者について、術前後のRV end-diastolic volume indexを比較し、
術後に平均34%減少することを示唆したが、その中で、RV end-diastolic volume indexが170ml/m2以上、もしく
はRV end-systolic volume indexが85ml/m2以上の患者では右室拡大は改善しなかったと報告している4）。これら
諸家の報告をうけ、現在のユニバーサルな見解としての適応は以下の通りである。

• 中等度以上の肺動脈弁逆流（心臓MRIで逆流率が25%以上）で次の7項目の2つ以上を満たすもの
 1. RV end-diastolic volume index ≥160 mL/m2（Z score >5）
 2. RV end-systolic volume index ≥70 mL/m2

 3. LV end-diastolic volume index ≤65 mL/m2

 4. RV ejection fraction ≤45%
 5. RVOT aneurysm
 6. Clinical criteria: exercise intolerance, symptoms and signs of heart failure, cardiac medications, syncope, 

sustained ventricular tachycardia.
 7. Other hemodynamically significant lesions such as moderate or severe tricuspid regurgitation, residual 

atrial or ventricular septal defects and severe aortic regurgitation

右室流出路再建方法
　Fallot四徴症術後の肺動脈弁置換術の手術死亡率は1-2%と非常に良好である一方、置換に用いられる人工弁や
弁付き導管の長期成績はいまだ満足できるものではない。以下に現在用いられている主な再建法を挙げる。

• 生体弁：手術時のハンドリングに優れ、術後の抗凝固療法を必要としないという利点をもつ。弁の石灰化の問
題が残るが、経皮的弁付き導管植込み（valve-in-valve）も可能である。

• 機械弁：抗凝固が必須である事から選択される機会は少ないが、機能不全をおこさなければ長期寿命も期待で
きる。

• ホモグラフト：日本では用いられる事が少ないが海外での使用経験は多い。手術時のハンドリングは良好であ
るが、早期の石灰化の問題が残る。

• 弁付き導管：生体弁、ePTFEなど様々である。特にePTFEによるものは、従来の機械弁や生体弁の問題点である、
抗凝固療法や石灰化の面でアドバンテージをもち、今後、長期成績の結果が期待される。

• 経皮的弁付きステント留置：海外では、外科に代わるオプションとなる。牛頚静脈（Melody）や牛心膜（SAPIEN）
などが用いられており、今後、長期成績の報告が待たれる。

岡山大学 心臓血管外科　小谷 恭弘
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第二部　ACHD診療の基本：修正大血管転位症への苦手意識を克服しよう

1．修正大血管転位症  臨床像と自然歴
岡山大学 循環器内科　杜 徳尚
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第二部　ACHD診療の基本：修正大血管転位症への苦手意識を克服しよう

2．修正大血管転位症の形態診断のポイント
東京女子医科大学 成人先天性心疾患病態研究講座　稲井 慶
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3．修正大血管転位に合併する不整脈の検討
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4．成人cc-TGAに対する外科治療： 適応と成績
自治医科大学とちぎ子ども医療センター・成人先天性心疾患センター 小児・先天性心臓血管外科　河田 政明



− 33 −

自治医科大学とちぎ子ども医療センター・成人先天性心疾患センター 小児・先天性心臓血管外科　河田 政明



− 34 −

第二部　4．成人cc-TGAに対する外科治療： 適応と成績



− 35 −

自治医科大学とちぎ子ども医療センター・成人先天性心疾患センター 小児・先天性心臓血管外科　河田 政明



− 36 −

第二部　4．成人cc-TGAに対する外科治療： 適応と成績



− 37 −

自治医科大学とちぎ子ども医療センター・成人先天性心疾患センター 小児・先天性心臓血管外科　河田 政明



− 38 −

第二部　4．成人cc-TGAに対する外科治療： 適応と成績



− 39 −

自治医科大学とちぎ子ども医療センター・成人先天性心疾患センター 小児・先天性心臓血管外科　河田 政明



− 40 −

第三部　Fontan手術とは？これを理解すれば一安心

1．Fontan手術とは、外科治療の変遷と今後
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 心臓血管外科　笠原 真悟、佐野 俊二

（緒言）
　解剖学的単心室のみならず機能的単心室、さらには2心室治療の行なえない複雑心奇形に対する機能的根治術
としてFontan手術は適応が拡大されてきた。1971年にFontanがこの疾患群に対し、大静脈を直接肺動脈に還流
させることを目的としたこの手術の最初の報告を行ってから、45年が経過した。当初の成績は不良であったもの
の、当時単心室症に対する中隔形成術が非常に高い死亡率が報告されたこともあり、機能的根治術として広く行
われるようになった。その後、このFontan循環に理解が急速に深まり、様々な手術術式の改変、段階的治療戦略
の採用と共に手術成績は著しく向上した。さらに先天性心疾患に対する周術期管理、診断学が内科的及び外科的
アプローチにより急速に発展し、チーム医療の重要性も大きく成績に寄与している。

（手術方法の変遷）
　Fontan手術としては従来、心房・肺動脈吻合（atriopulmonary connection：APC）法が標準術式として長く
用いられてきたが、1988年にde Levalらは上下大静脈を直接肺動脈に導く術式、上下大静脈肺動脈吻合（total 
cavopulmonary connection：TCPC）法を報告した。段階的治療戦略の上でもこの術式は、両方向性グレン手術

（BDG）を経由でき、さらにde Levalらは静脈血流の圧損失という面からもTCPCはAPCに比べて優れているこ
とを証明した。このTCPC方は下大静脈と肺動脈の接続様式により、心房内に人工物もしくは自己組織で隔壁を
作るlateral tunnel（LT）法と人工血管を用いるextracardiac conduit（EC）法に大別される。当初成長に発育にLT
法は有利であるとされたが、心房の吻合線に起因する不整脈や、洞結節や冠静脈が右心バイパス経路になり、慢
性圧負荷による冠動脈血流低下や心房拡大に伴う血栓形成、エネルギー効率の低下が危惧される。一方、EC法は
人工物の使用による、血栓、成長、感染の問題はあるもののエネルギー効率の面からも、こちらが現在で主流で
ある。

（終わりに）
　単心室症に対するFontan手術は様々な手術法の変遷に伴い成績は改善したが、それ言え術後長期としての成人
期の問題も多く、小児から成人までの継続した縦割りのチーム医療が重要である。
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2．フォンタン術後患者の心血行動態
国立循環器病研究センター 小児循環器 成人先天性心疾患　大内 秀雄

　通常の心不全は右心室を含め主に体心室である左室機能が低下したことによる低心拍出量と体液鬱滞を伴う。
従って、全身の低灌流に加え、心室拡張期末期圧の上昇で静脈圧は上昇、肺うっ血や全身浮腫をもたらす心臓を
中心とした病態である。一方、フォンタン循環は肺駆出心室欠如から高い中心静脈圧（CVP）、前負荷障害による
低心拍出量、そして軽度の低酸素血症を特色とする。従って、良好な心機能維持は欠かせないが、元よりフォン
タン循環の特色は、心機能障害は勿論だが、非心臓臓器の病態がフォンタン循環を規定する場合が多い。心機能
障害では拡張障害を除けば、通常の心室収縮不全ではßブロッカーやACE阻害薬等の抗心不全療の効果が期待
され、更に、同期不全では再同期療法が試行されている。しかし、非心臓臓器障害への対応は肺循環を除けばほ
とんど知見がない。良好な肺循環維持には低い肺血管抵抗（Rp）が必須であるが、術後経過とともにRp上昇が懸
念されることも含め、肺高血圧治療が応用されているが、その効果は一定していない。また、これら臨床試験の
対象がその循環動態が明確でない比較的良好なフォンタン患者であることに注意が必要である。更に、最近は術
後遠隔期の臓器障害と循環不全との関連が着目されるようになり、肝腎がその代表的な臓器と言える。腎機能障
害は心腎連関として循環器疾患の予後と密接に関わりが確立した概念である。一方、右心不全が著明なフォンタ
ン循環による肝臓障害は肺動静脈瘻をはじめ、体血管拡張を引き起し従来の小児期に遭遇するフォンタン循環破
綻と異なる様相を示す症例が報告されている。多臓器の組織への還流圧に維持を考慮すればある程度体血管抵抗

（Rs）を上昇させることが重要である。また、一方で同時にRpを低くすることで多臓器の鬱血を防ぐ必要がある
ことから、RpとRsのバランスを良好に保つことがフォンタン循環維持には極めて大切である。これらを術後の
経時的な推移や蛋白漏出性胃腸症の患者の血行動態を提示しながら概説したい。
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3．Fontan術後患者の不整脈
国立循環器病研究センター 小児循環器科　宮﨑 文

　Fontan術後患者に合併する不整脈は上室性頻拍、洞機能不全がよくしられている。近年では、術後遠隔期に心
室性頻拍を合併することも報告されているが1, 2、今回は上室性頻拍に焦点をしぼってお話しする。

はじめに
　フォンタン手術術後の上室性頻拍を知るためには、フォンタン手術の術式とについて知る必要がある。
　古典的フォンタン手術、心房肺動脈吻合（atriopulmonary connection；APC）は右房に圧負荷、容量負荷がか
かり、あらゆる心房性頻拍が高率に発生する3。上下大静脈吻合術（Total cavopulmonary connection；TCPC）は
心房負荷がAPCより軽減されるが、TCPCのうちLateral tunnel法やIntraatrial rerouting法は心房の一部に圧負
荷がかかり、心房内に縫合線が残る。これらが不整脈基質を形成しうる。現在主流の心外導管法（Extra-cardiac 
conduit）法は心房内の縫合線を避け、心房圧を低下させることが知られている3-5。

Ⅰ．フォンタン術後上室性頻拍の発生率と特徴
　フォンタン手術の変遷により生存率、上室性頻拍の発生率は改善してきた。しかし、心外導管型フォンタン術
でも未だに時間依存性に上室性頻拍は発生してくる。近年の報告では心房内導管型と心外導管型Fontanでは上
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室性頻拍の発症率は異ならないとされている6, 7。我々は心外導管型の上室性頻拍の発症率は相同心でその発症率
が高いことを報告した（図2）8。心外導管型フォンタン術後の上室性頻拍の多くは、twin AV nodes reciprocating 
tachycardiaやアデノシン感受性接合部頻拍というよりは、房室結節を介さない頻拍、つまり心房内回帰性頻拍や
心房頻拍である。多変量解析で相同心の上室性頻拍発生の危険因子は房室弁修復術の既往と洞機能不全の合併で、
頻脈を合併しやすい心房の解剖だけではなく、心房筋の組織障害が大きな要因となっていると推定される8。

Ⅱ．上室性頻拍のフォンタン循環に及ぼす影響
　Ohuchiらは、上室性頻拍をシュミレートした心房ペーシング下の、フォンタン循環の血行動態の変化を報告し
た9。心房ペーシング下では、大動脈圧（AOP）はペーシング開始とともに低下し、その一方、大腿静脈圧（FVP）
は上昇する。大動脈圧はその後、変動しながら徐々に増加し、全てのフォンタン患者で、ペーシング終了前には
血圧は変動しながら安定するが、大腿静脈圧は高値にとどまる（図3）。さらに詳細な検討では、ペーシング初期
の血圧低下の程度は体心室駆出率と正相関した。QRS幅は、初期の血圧低下の程度と逆相関、大腿静脈圧と正相関、
血漿ノルエピネフリン値と正相関した。このことから、フォンタン循環において、Wide QRSの患者ではより大
きな血行動態の変動を引き起こすことがわかる。またこの報告では、より高い血圧、加齢、体心室機能不全、フォ
ンタン手術時高年齢、上室性頻拍の既往が、上室性頻拍時の血行動態の悪化の主な危険因子であったとしている。

国立循環器病研究センター 小児循環器科　宮﨑 文
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Ⅲ．フォンタン術後上室性頻拍予防の治療戦略
　上室性頻拍のフォンタン循環に及ぼす影響を考慮すると、フォンタン術後上室性頻拍発生を予防することは重
要である。そのために、何ができるか。まず、心房負荷の発生を防ぎ、可能なかぎり除去しなければならない。
心房肺動脈吻合（APC）型は早期に上下大静脈吻合（TCPC）型への転換を考慮し、房室弁逆流合併例にはアンギオ
テンシン変換酵素阻害薬（ACE-I）やアンギオテンシンII受容体拮抗薬（ARB）の導入、房室弁に対する外科的介入
を、洞機能不全合併患者にはペースメーカー植え込みを積極的に考慮する。またnarrow QRSを維持することも
重要である。そして、上下大静脈吻合（TCPC）型フォンタン手術前に除去できる不整脈基質は除去する。心房頻
拍の既往のある患者や副伝導路がある場合にはカテーテルアブレーションや外科的なcryoablationを施行する。
　フォンタン術後上室性頻拍予防のため、twin AV nodeに対して、一つのAV nodeを焼灼するunilateral AV 
node modificationが行われることがあるが、これにはまだまだ議論の余地がある 10。少なくとも刺激伝導系の
modificationを行う際には、その必要性と心室の同期性を十分に考慮する必要がある。

Ⅳ．上下大静脈吻合（TCPC）型フォンタン術後のカテーテルアブレーション
　上下大静脈吻合（TCPC）型フォンタン術後のカテーテルアブレーションは他の先天性心疾患のカテーテルアブ
レーションと比較しても最も困難な手技の一つである。近年は積極的に施行されていて、比較的良好な結果が報
告されている。11, 12

　その適応については、以下の二点に留意して慎重に検討する。
　まず、心房へのカテーテルのアクセスである。いくつかの方法があり、大動脈→房室弁→心房の逆行性アプロー
チ、心房縫合線からleakage→心房、または導管からのfenestration（開窓）→心房、そしてブロッケンブロー法に
よる導管→心房である。
　そしてカテーテル治療を行う前に不整脈基質を推定することである。そのためには、解剖、特に心房の解剖と
刺激伝導系の位置を理解しなければならないし、手術記録から切開線と縫合線の位置を知る必要がある。

Ⅴ．結語
　心外導管型フォンタン術後上室性頻拍の多くは、心房筋由来である。フォンタン術後患者に合併する上室性頻
拍は血行動態の悪化を招くため、上室性頻拍発生を予防することは我々の大きな課題である。上室性頻拍発生予
防、頻拍中の血行動態維持には、良好なフォンタン循環やnarrow QRSを維持する包括的な治療戦略が必要である。
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第三部　Fontan手術とは？これを理解すれば一安心

4．Fontan術後患者の肝障害 循環器医が知っておくべきこと
岡山大学 消化器内科　中村 進一郎
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第四部　ACHD診療で忘れてはいけないこと

1．成人先天性心疾患診療の現状と今後
聖路加国際病院 心血管センター　丹羽 公一郎

1．成人先天性心疾患の特徴
　心臓手術後長期生存が可能になるとともに、術後長期遠隔期の問題点が明らかになっている（表1）。ACHDの
多くは、QOLが良好で、就業率、既婚率も高い。しかし、多くの中等度以上の先天性心疾患（CHD）手術は根治
手術ではなく、術後の遺残症、続発症や後期合併症を伴う（表2）。適切な手術が行われても、疾患、術式に特徴
的な形態・機能異常が進展して、成人後に治療を必要とすることがある。ファロー四徴の修復術後では、右室流
出路狭窄のように術前からあった異常が術後に残存する遺残症、肺動脈弁逆流のように術前にはなかった異常
が術後に生じる続発症、これらが、長く続くと心不全、不整脈、血栓塞栓などの後期合併症を生じることがある

（1）。心臓以外の手術､ 輸血後肝炎やFontan術後肝障害、精神心理的問題も重要である。このため、長期にわた
る経時的経過観察が不可欠である。成人では保険、社会保障問題も大きい。未手術或いは姑息術後のチアノーゼ
型ACHDは、一定数存在し、チアノーゼによる多臓器異常を伴い、継続的な加療を必要とする（表3）。単純CHDも、
心房中隔欠損、大動脈二尖弁のように、成人となり心不全、不整脈を認め、初めてCHDと診断される疾患がある。

2．自然歴（非手術歴）
　Natural historyは無治療で死亡にいたるまでの経過である。心室中隔欠損の自然閉鎖、軽症肺動脈弁狭窄、小
欠損孔の心房中隔欠損等は、治療を行わずに一生を送れることが多い。また、中等度CHDの多くは、小児期の侵
襲的治療が必要であるが、心不全や不整脈などに対する内科的治療だけで､ 一般と同様の生涯を終えられること
もある。複雑CHDは侵襲的治療を行わない場合は新生児期、乳児期の死亡が一般的であるが、適度な肺動脈狭窄
や閉塞性肺血管病変をともなう場合や心内交通による動静脈血の適度の混合が行われた場合は長期生存が可能で
ある（2, 3）。50歳を越え長期生存している成人患者は一定数認められている。

3．心不全　
　心不全を伴う小児期CHDの多くが、心臓血管外科手術の適応となる。一方、思春期から成人期の心不全は、
修復術後が多い。CHDの心不全は、全身に血液を送る体心室が右室であることが多いなどの特徴がある（表
4）。慢性心不全は、労作時息切れなどの症状、心室機能異常、神経内分泌系の活性化を認める症候群で、CHD
でも同様である。心拍変動の低下は、開胸手術による心臓自律神経の損傷および心機能低下を反映する（4）。心
肺機能（運動能）も一般と比べ低下している。CHDは、背景疾患が多彩で（5）、右室機能不全を認めることが多
い。CHDの心不全や不整脈は、再手術で軽快することが少なくないため、再手術の可能性を検討することが必
要である。ファロー四徴術後遠隔期の再手術は、7%前後に行われ（6）、心室頻拍既往例でも、再手術は植え込
み型除細動器（Implantable cardioverter defibrillator（ICD））装着に優先するとされる。患者が若年であり、合
併症、断線、誤作動が少なくないため、ICDは広く用いられてはいない（7）。心不全治療にはアンジオテンシン
変換酵素阻害薬（angiotensin-converting-enzyme inhibitor：ACE inhibitors）、アンジオテンシン受容体拮抗薬

（angiotensin II receptor blocker：ARB）。β遮断薬が用いられるが、エビデンスに乏しい（8）。心臓同期治療（cardiac 
resynchronization therapy（CRT））の有効例も散見される。体心室右室が多いことなどの特徴などから、まとまっ
た報告はすくない（9）。しかしICD、CRTともに今後広く用いられるようになると推測される。CHDの心臓移植
は、現在日本では殆ど行われていないし、今後広がる可能性も少ない。人工心臓（LVAD：left ventricular assist 
device Berlin Heartなど）も小児用は今まで殆ど行われていない。
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4．不整脈
　不整脈は多く認められる。ファロー四徴術後の突然死の予防は重要である。肺動脈弁逆流、右室拡大は、心
室頻拍を伴い突然死を起こすことがある。QRS間隔は、右室拡大程度を反映し、突然死の簡便な危険予知方法
である（10）。心房粗動、心房細動は、CHD術後の成人期に多く認められる。薬物療法と同時にカテーテルアブ
レーション､ maze手術を行うが、再手術の際の冷凍凝固術も広く行われる。心房細動の際にNOAC（new oral 
anticoagulants）が用いられるようになっているが、ACHDでの有用性は確立していない。洞機能不全症候群や完
全房室ブロックは術後に認める場合があるが、ペースメーカは小型化しており、MRI検査の際にも使用できる機
種が開発されている。

5．感染性心内膜炎（infective endocarditis：IE）
　IEは、一定数発症し、罹病率、死亡率ともに高い。複雑先天性心疾患に多く、死亡率も高い。ACHDのIEの特徴（表
5）は、1）歯科処置、心臓外科処置に起因することが多い。2）右心系感染の頻度が高い、3）心不全、塞栓症状の頻
度が低い、4）抗菌薬治療は概ね良好、5）急性期の心臓外科手術頻度が高い、6）人工材料感染が多い7）経食道エコー
法診断を必要とすることが多いなどである。IEは予防、早期治療が大切である。そのためには、ハイリスク疾患
や起因菌の把握、発症後の的確な診断と抗菌薬の選択、さらに、外科治療の時期を考慮する必要がある。抗生物
質を含む日常での予防も重要である。
　2007年にAHAのガイドラインは、予防的抗菌薬投与は、予後に重大な影響を及ぼす心疾患に限定した。これ
に対して、日本多施設調査の結果（11）、歯科処置後の心内膜炎の発症が多いこと､ AHAが予後リスクは低いと
する心室中隔欠損でも予後が良好とはいえないこと、心室中隔欠損の発症が多いこと、抗菌薬投与による副作用
は殆ど無いことなどを考慮して、日本循環器学会（12）と日本小児循環器学会ガイドラインは、一般よりも発症リ
スクの高い先天性心疾患には、日常の口腔内ケアだけではなく、予防的な抗菌薬投与を推奨している。

6．妊娠出産
　心疾患合併出産は、総出産数の2-3%程度で、CHDは心疾患の出産の約半数を占める。CHDの約半数は女性で
ある。CHDの多くは、一般女性と同様に妊娠出産が可能であるが、妊娠出産時は、血行動態の変動が大きく、母
体合併症や、流産、低出生体重児の頻度が高い。主要な母体合併症は、心不全、不整脈、血栓塞栓、出血である（13）。
合併症に対する薬剤治療は、胎児への影響を考慮する必要がある。妊娠6-13週は、催奇形性を考慮し、薬剤投与
は避ける。心疾患女性の出産時には、心内膜炎の抗菌薬予防が推奨される。妊娠出産のハイリスク疾患、妊娠を
避ける事が望ましい心疾患や病態が明らかになっている。一部の疾患では、妊娠前に修復術、再手術、不整脈治
療を行い、リスクを低下させる（表6）（14）。中等度リスク以上のCHDで妊娠出産を安全に進めるには、産科医、
循環器科医、小児循環器科医、麻酔科医、新生児科医、看護師などの専門チームの協力と妊娠前カウンセリング
を行うことが推奨される。
　帝王切開の多くは産科的適応に基づき、心疾患だからという理由で行うことは少ない。無痛分娩は循環動態に
与える影響が少なく、CHDでは推奨される。合併症のため母体の病態が悪化した場合には、妊娠中断（中絶ない
し早期娩出）を考慮する。30週以降であれば、児の正常な発育の可能性が高い。欧米、日本でもCHDの妊娠出産
登録制度が開始され、今後、データの蓄積とそれに基づくガイドラインの改訂が望まれる。

第四部　1．成人先天性心疾患診療の現状と今後
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7．心理社会的問題
　CHDは罹病期間が長く、精神心理学的に特徴的な問題点を持つことが多い。これらには、QOLから精神科的
問題まで含まれる。認知能力の異常は遺伝的な要素や胎生期の中枢神経系の血流の低下に基づく場合もある。
　CHDは、不安症状は一般よりも強く、患者の1/3−2/3は、不安や情動変動を生じやすい傾向がある。チアノー
ゼを伴う例やFontan術後は、うつ症状を示す割合が高く、独立性が低く自己を過小評価する傾向があるとされる

（15）。一方、情動異常、社会性の低下やうつ傾向、不安症状などは対照群と比べ差がないとの報告もある。研究
者により一定した傾向が認められない理由は、対象の症例数、疾患重症度、方法、社会文化的環境、医療制度の違い、
国や人種の違い、宗教の違いなどの与える影響が大きいと推測されている。日本（16）では、ACHD患者は心理的
問題を抱えることが多い。心理的問題に影響を与える因子として、社会的問題の解決能力、独立性や自己評価の
程度が低いことがあげられる。親への依存性が高いことも特徴である。今後、臨床心理士や精神科医と共同して、
より多くの施設、患者数でのデータを検討することと、心理精神的特徴や問題点に関する解決法を提示すること
が必要である。

8．Aortopathy −血管不全という新しい考え方−
　大動脈二尖弁、大動脈縮窄は、大動脈拡張、瘤、解離を伴うことが知られている。また、Fallot四徴、単心室、
総動脈幹症、左心低形成症候群などの複雑CHDも、大動脈拡張、大動脈弁閉鎖不全をしばしば認める（17, 18）。
この拡張性病変は、血行動態的、解剖学的特徴から予想される程度を越え、大動脈瘤、解離を起こし致死的とな
ることがある。これらの疾患は、大動脈壁の中膜嚢胞性壊死所見（cystic medial necrosis）を認め、血管弾性の低
下と血管硬度の上昇を認める。さらに、大動脈弁閉鎖不全を増悪させると同時に体心室収縮機能、拡張機能、冠
動脈潅流を悪化させる。このため、これらの疾患群は、大動脈拡張という形態的な特徴だけではなく、心機能異
常を伴う新たな疾患、Aortopathyとして捕らえられる（表7）。遺伝的内因性異常の関与が大きいとされる。一方で、
大動脈血流増加という血行動態的特徴も関与する。大動脈拡張の予防、治療法は確立していないが、β遮断薬や
ARBが用いられる。ARBは、TGF-betaと関連して、拡張修復作用があると推測され、有望な薬剤とされているが、
β遮断薬と比べて有意な拡張抑制効果は認められていない。

9．冠動脈疾患や心血管疾患など後天性心疾患の合併　
　40歳代のチアノーゼ型ACHDを対象とした冠動脈造影検査では、冠動脈粥状硬化は認めない。無作為に冠動脈
造影を施行した250人のACHDで、冠動脈疾患の頻度は一般と同程度の9.2%だったが、チアノーゼ型ACHDで
は冠動脈疾患を認めなかった（19）。チアノーゼ型CHDでは低コレステロール血症、一酸化窒素（NO）の発現亢進、
高ビリルビン血症、冠動脈拡張、そして、血小板減少を認めるが、それらが、冠動脈粥状硬化の頻度が低い原因
と考えられている（20）。
　非チアノーゼ型CHDでは、心血管疾患発症頻度は一般と同等だが、心疾患の種類によって異なる。完全大血管
転位の動脈位転換術後は、冠動脈予備能の異常や血管内皮肥厚を認める。左室流出路狭窄疾患である大動脈狭窄
や大動脈縮窄は、術後も高血圧を認めることがあり、心血管疾患の危険因子である左室肥大、左室拡張能異常や
早期冠動脈粥状硬化を認める。これら疾患は、大動脈の弾性低下を認め、左室肥大、左室拡張能異常、冠動脈血
流低下を伴い心血管異常の発生を促進する可能性がある。
　平均年齢56歳のACHDは､ 1%に冠動脈疾患を認め、頻度の高い背景疾患は、心房中隔欠損、大動脈二尖弁、ファ
ロー四徴、大動脈縮窄である。これらの多くは、冠動脈疾患の危険因子（高血圧、高脂血症、糖尿病、肥満など）
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を認める。ACHDの冠動脈疾患発生頻度は、一般よりも低いが、危険因子保有率は一般と同様とする報告もある。
また、ACHDの肥満、メタボリック症候群の頻度は、高い。従って、ACHDで虚血性心疾患の危険因子を持つ場
合や川崎病の既往例は若年からの予防が大切である。チアノーゼ型CHDは、頻度が低いとはいえ、冠動脈疾患の
危険因子を持つ場合には、冠動脈粥状硬化を生じることがあり、注意が必要である（表8）。

10．成人先天性心疾患の診療体制　
　ACHDは、心不全、不整脈、突然死、妊娠出産、就業、心理社会的問題など成人心疾患の分野と共通した問題
点が多い。さらに、加齢とともに、生活習慣病、高血圧、糖尿病、消化器疾患など心臓以外の疾患の合併症も少
なくない。これらが、背景となるCHDの病態に影響を及ぼす。従って、ACHDは、小児科医だけで診療の出来
る分野ではない（21）。このような観点から、こども病院という小児中心の診療形態ではなく、成人を中心とした
診療形態、あるいは、成人期まで継続診療を行える診療施設が必要とされる。さらに、ACHDを専門とする医師、
看護師を中心として、循環器科医、循環器小児科医、心臓血管外科医、内科専門医、産科医、麻酔科医、臨床心
理士などの専門家が参加する共同運営システムが望まれる。
　ACHDには解決すべき問題は多いが、1）ACHD診療に循環器科医が参加する、2）多科多職種のチームで構成
されるACHD専門施設を確立する、3）ACHDの認定医／専門医制度を推進する、4）病診連携を含めた診療体制
を確立する、5）思春期になる頃までに循環器内科や専門施設への移行診療を進めることが必要である。

11．診療の移行の必要性と移行診療
　CHDは、小児期から両親への依存度が高く、自己の病気の病態や今後起こりうる合併症に対する理解が低い。
成人期以降も良好なQOLを保ち、罹病率を低下させ生命予後を改善させるには、移行期間中もしくはそれ以前に、
病名や病態の告知、手術歴を含む治療歴、今後起こり得る合併症と対策、日常生活の注意点などを、本人に時間
をかけて、繰り返し説明する必要がある。ACHD診療へのスムースな移行は成人期以降の通院拒否（ドロップア
ウト）をなくすためにも必要である。移行診療の実施時期は患者の病状、年齢、成熟度、病気の理解度にも左右
されるが、15歳頃には病気の説明を開始することが望ましい。高校を卒業して親元を離れて専門学校や大学に進
学するか就職して独立する可能性のある18歳（もしくは20歳）までには、移行診療を終了するのが理想的である

（22, 23）。とくに女性患者では、妊娠や出産、避妊に関連した注意事項も含む。

12．日本の研究の推進と海外との共同研究　
　日本は、ACHDの専門医の数が少なく、さらに、ACHD患者は、多くの病院に分散しているため、各施設単独
の患者数は多くはない。このため、欧米と比べて、単施設での研究は対象数が少なく、大規模研究は進みにくい。
このため、10年以上前から、ACHDの分野では、数多くの後方視的な国内多施設共同研究が行われ、一定の成
果を上げてきている（24）。オランダのCONCOR登録制度、米国のIMPACT registryなど欧米でも多施設研究を
進めている。しかし、無作為化比較対照試験は、行われていない。十分なエビデンスに基づいたガイドラインを
作成するためには、登録制度と多施設共同研究の推進が望まれる。日本成人先天性心疾患学会は、International 
Society for ACHD（ISACHD）やESC GUCH group, Asia Pacific Society for ACHD（APSACHD）と密接に交流し
ており、共同で、ACHD分野の研究や教育活動を進めている。今後もこの動きを継続する必要があり、世界的な
CHD領域の発展に貢献していくことが必要である。
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13．日本成人先天性心疾患学会の現状
　会員数の増加はめざましく、現在の会員数は650人を越えている。学術集会の参加者数も、1999年の第1回研
究会は80人程度だったが、時代の要請に応じて、2009年：221名、2015年には、800人（2016年は600人）に達した。
参加者も初期は小児循環器科医が多くを占めていたが、現在は、循環器内科医の若手医師の割合が著明に増加し
ている。学術集会は、毎年1月に､ サテライトシンポジウムを含めると3日間で開催されている。韓国、アジアか
らの参加者が少なくないことも特徴で、アジアでもこの分野が広がりつつあることを反映している。成人先天性
心疾患学会が独自に学術集会を持っているのは日本だけである。
　　教育活動の一環として、年2回のACHDセミナーを開き、専門医医師による講演が行われている。患者会の
方が参加する点も特徴で、患者教育も兼ねている。関東を中心として年4回のACHDカンファレンスという症例
検討会も開かれている。学会のWeb Pageも1999年の研究会開始時から開設し、学術集会を含む学会活動の紹介、
患者へのQ and A、教育ツールとして学術集会やセミナーの講演のビデオでの紹介、ACHDの疾患解説などを掲
載している。同時に学会誌を、英文誌も含んで、web journal形式で刊行している。
　専門診療施設の普及という点では、東大の八尾医師を中心としてACHD network（ACHD診療における循環器
内科の体制）が､ 2011年より展開され、現在35施設が参加している。同時にACHD登録制度も発足して、今後の
ACHDの研究分野へ大きく寄与することが期待されている。厚労科研では、白石医師を中心として、成人に達し
た先天性心疾患の診療体制の確立に向けた総合的研究が行われている。
　ACHDの診療体制と研究、教育を進める目的で、2012年に、日本循環器学会に成人先天性心疾患部会、日本心
臓病学会に成人先天性心疾患問題検討委員会という2つの委員会が発足した。これらの委員会は、日本成人先天
性心疾患学会と共同して、ACHD分野の学会、教育活動を進めている。同時に、日本成人先天性心疾患学会と日
本循環器学会、日本心臓病学会、心臓図学会と、学術集会でのジョイントセッションを定期的に開催するように
なった。部会、問題検討委員会による教育セッションも始まっている。
　米国では、ACHDを内科の専門分野の一つと認め、2015年に、専門医制度が発足した。ACHDの分野は、専門
医師、医療関係者が必要であり、将来的に専門医制度／認定医制度の立ち上げが望まれる。そこで、専門医検討
委員会を立ち上げている。また、移行も含めた制度の確立を目指して、リエゾン委員会的な循環器関連の多くの
学会で構成する成人先天性心疾患の横断的検討委員会学会が活動を始めている。
　日本成人先天性心疾患学会は、多職種専門職､ 患者会を含めて、日本での診療体制、研究を進めるとともに、
広く､ 世界的な貢献を続けることを目指している。

14．成人先天性心疾患の将来的な問題
　将来的な新しい展開がみられている。それらには、Fontan術後を含む複雑心疾患の術後遠隔期の諸問題､ 不整
脈治療も含むカテーテル治療、肺高血圧、心不全と心臓同期療法、メタボリック症候群､ 心エコー検査やMRIな
どの画像診断法の進歩、デバイスも含むカテーテル治療と不整脈治療、修復術後遠隔期の不整脈と突然死の解析
と予防、川崎病の成人期の問題、感染性心内膜炎、遺伝、胎児周産期医療、妊娠出産登録制度、aortopathy、精
神心理的問題や発達遅延、再生医療、心腎関連、心肝関連、自然歴、移植医療と人工心臓、心肺補助循環の発達、
そして、緩和医療等の研究と発展である（25）。これらの問題は、今後、共同研究を含めデータを蓄積し、皆で進
めて行かなければいけない問題であり、今後さらに進歩するものと確信している。また、それに基づいた診療ガ
イドラインの確立が必要である。同様に、分子レベルでの基礎研究の推進も不可欠である。
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表1　成人先天性心疾患の問題点

心臓に関連した問題点
1. 生涯歴、生命予後、生活の質。
2. 手術、再手術、術後遺残症、続発症、合併症。
3. 心カテーテル検査、カテーテル治療。
4. 不整脈（上室、心室頻拍、徐脈）、心不全、突然死。
5. 感染性心内膜炎。
6. 肺高血圧、アイゼンメンゲル症候群。
7. チアノーゼに伴う全身系統的合併症。
8. 加齢、成人病の合併による病態の変化。
心臓以外の身体的問題点
9. 妊娠、出産、遺伝。
10. 非心臓手術。
11. 肝炎、肝硬変、肝ガン（輸血後、フォンタン術後）。
日常生活の問題点
12. 運動能力、運動内容、レクリエーション。
13. 飛行機旅行、運転免許。
14. 社会心理的問題、教育、結婚、就業。
15. 社会保障（健康保険、生命保険、更生医療、身体障害者、年金）。
管理、診療体制の問題点
16. 移行期の問題（自分の病気、病態の認識）。
17. 診療体制、多職種の関与の必要性とチーム医療の確立

表2　心血管修復術後の遺残症と続発症と後期合併症

遺残症
電気生理学的異常（電気軸，脚ブロック）
半月弁，房室弁異常（逆流，狭窄）
心室形態，機能異常（体心室性右室）
血管系：形態異常（奇静脈），欠損（下大静脈欠損），高血圧，肺高血圧
非心臓血管系：発達異常（精神発達遅滞），発育異常，外表異常
中枢神経系異常：神経学的欠損，てんかん
続発症
電気生理学的異常
　心房切開：心房内修復術，心室内修復術（上室性，心室性不整脈の回旋路）
　心室切開：心室内修復術（右脚ブロック）
半月弁，生体弁異常（弁切開後の弁逆流）
心室流入路，流出路異常（右室流出路心室瘤）
人工材料：パッチ，弁，導管
心筋，心内膜（術後一過性心機能低下）
血管系（古典的Blalock-Taussig短絡術後の上肢血流低下）
神経系（横隔膜神経麻痺）
後期合併症
心不全、不整脈、突然死、血栓塞栓、チアノーゼによる全身合併症
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表3　チアノーゼ型先天性心疾患の全身合併症

1）血液学的異常、出血傾向、凝固系異常
赤血球数の増加
エリトロポエチン高値
過粘稠度症候群
出血傾向（血小板減少、von Willebrand因子異常，血管拡張，新生血管増生）
肺血栓、肺内出血、喀血
脳血栓
2）腎形態、機能異常
蛋白尿、腎機能低下、ネフローゼ症候群、腎不全
糸球体毛細血管拡張，間質細胞増生
3）尿酸代謝異常 −尿細管排泄異常−
尿酸値高値、痛風発作
4）ビリルビン代謝異常
胆石、胆嚢炎
5）全身血管系異常
末梢血管拡張、血管新生、冠動脈拡張、冠動脈予備能低下
6）低コレステロール血症
7）運動時心肺異常反応
運動時多呼吸、酸素消費量増加不良
8）四肢、長管骨の異常
ばち指
肥厚性骨関節症
9）感染性心内膜炎、脳膿瘍

表4　先天性心疾患の心不全の血行動態的特徴

右室
　体心室右室（房室弁閉鎖不全の有無）
　　完全大血管転位心房位血流転換術後
　　修正大血管転位
　　右室性単心室
　肺動脈弁下右室
　　1．左—右短絡疾患（心房中隔欠損）
　　2．三尖弁閉鎖不全（Ebstein病，Fallot四徴術後など）
　　3．肺動脈狭窄，肺高血圧（Eisenmenger症候群）
　　4．肺動脈弁閉鎖不全（Fallot四徴術後など）
左室
　　1．圧負荷
　　　　大動脈縮窄，大動脈狭窄など　
　　2．容量負荷
　　　　大動脈弁閉鎖不全（大動脈二尖弁，Fallot四徴術後など）　
　　　　左−右シャント（心室中隔欠損，動脈管開存）
　　　　僧帽弁閉鎖不全
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表5　成人先天性心疾患にみられる心内膜炎の特徴

1. 原因は，歯科処置，次いで，心臓外科処置に起因することが多い．
2. 右心系感染の頻度が高い．
3. 心不全，塞栓症状の頻度が低い．
4. 抗菌薬治療は小児と比べ概ね良好．
5. 急性期の心臓外科手術頻度が高い．
6. 人工材料感染が多い．
7. 経食道エコー法診断を必要とする．

表6 妊娠中厳重な注意を要する、あるいは、妊娠前の修復手術が望ましい、あるいは、妊娠を避けることが望ましい心疾患、
病態

妊娠は控えた方が良い
1. 肺高血圧性心疾患（特発性肺高血圧、Eisenmenger症候群）
2. 高度チアノーゼ型疾患（酸素飽和度：<85%）
3. 心不全（NYHA3度以上、左室駆出率圧<35-40%）
厳重な管理を必要とする
4. フォンタン，TCPC（total cavopulmonary connection）手術後
5. 機械弁置換術後
6. 川崎病冠動脈瘤／冠動脈狭窄／陳旧性心筋梗塞後、冠動脈バイパス術後、冠動脈カテーテル治療後
7. 妊娠出産時の心不全の既往
妊娠前に修復術、カテーテル不整脈治療をしておいた方が良い
8. 大動脈拡張疾患，Marfan症候群（大動脈拡張期径>40mm）
9. 左室流出路狭窄（大動脈弁高度狭窄、中間圧>50mmHg）
10. 房室弁流入路狭窄（僧帽弁狭窄）
11. 修復術後の高度遺残、続発病変（ファロー四徴術後高度肺動脈狭窄など）
12. 頻拍型不整脈の既往

表7　先天性心疾患に視泊まられる大動脈拡張 −Aortopathyの特徴−

1. 先天性心疾患に認められる大動脈拡張は、血行動態的、解剖学的特徴から予想される程度を越えて拡張し、大動脈弁逆流、
大動脈瘤、解離を起こし致死的となることがある。

2. ファロー四徴は、成人期の非修復術例は中等度以上の大動脈弁逆流を伴うことが多い。修復術後も、進行性に大動脈拡
張を伴い、術後遠隔期に大動脈瘤、大動脈弁逆流が著明となる事がある。

3. ファロー四徴の大動脈拡張の原因は、修復術前の大動脈血流量増加と大動脈中膜嚢状壊死（cystic medial necrosis）など
内因性因子の関与が推測される。

4. 大動脈拡張群は、大動脈壁の組織変化だけではなく、大動脈壁の弾性低下と血管硬度上昇を認める。
5. この大動脈壁の異常所見は、大動脈弁逆流を増悪させると同時に心室収縮／拡張機能、冠動脈潅流を悪化させる。
6. このため、これらの疾患群は、大動脈拡張という形態的な特徴だけではなく、心機能異常を伴う新たな疾患、血管機能

不全、Aortopathyとしてとらえられる。
7. マルファン症候群では、大動脈拡張の予防に、ベータ遮断薬が使用され、一定の拡張抑止効果がある。また、最近は

TGF-betaの発現と関連して、ARB（ロサルタン）の大動脈拡張抑止／修復効果が注目されているが、ベータ遮断薬と有
意な差は無いとされる。
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表8　成人先天性心疾患における心血管異常の特徴

1. 成人先天性心疾患の心血管異常の危険因子の頻度は、一般と同様である。
2. チアノーゼ型成人先天性心疾患の心血管異常の頻度は、一般よりも低い。
3. 非チアノーゼ型成人先天性心疾患の心血管異常の頻度は、一般と同程度。
4. 先天性冠動脈異常、完全大血管転位Jatene術後、大動脈縮窄は、心血管異常の頻度が一般よりも高い。
5. Aortopathyは、心血管異常の要因の一つと予想される。
6. 心血管異常の予防は、若年の成人先天性心疾患患者にとって非常に重要。
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2．小児科から循環器内科への移行とは
九州大学病院 小児科／ハートセンター成人先天性心疾患外来　山村 健一郎

・循環器は移行期医療のトップランナー
　外科的治療やその前後の内科的治療の進歩により、先天性心疾患を持つ小児患者の多くが成人期まで到達でき
るようになりました。これは他の分野の疾患についても同様で、医学の進歩ともに、成人期以降も継続的に専門
的な治療を必要とする小児慢性疾患の患者さんが増えてきています。小児慢性疾患の子どもたちが成人になって
も最適な治療を受けられるよう小児医療から成人医療への橋渡しを行うのが移行期医療（トランジショナルケア）
です。
　移行期医療の中でも先行して進んでいるのが心臓疾患です1）。その背景としてあるのは、100人にひとりという
高い先天性心疾患の頻度にあります。つまり、1万人にひとりと言われる小児がん等と比べて、先天性心疾患は
患者数が圧倒的に多いということです。心疾患に追随する形で、腎臓疾患や内分泌疾患といった他の分野にも広
がっているというのが、移行期医療の世界的な流れです。海外では1980年代から移行期医療に対する取り組みが
行われていますが、日本はそれから随分と遅れています。日本小児科学会が「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」を出したのは2014年のことでした2）。

・適切な診療連携
　成長した小児患者は、外見上は健康そうにみえても、実際には様々な健康上の問題を抱えていることが少なく
ありません。しかしながら、成人科でも診療可能な小児患者がそのまま小児科に通院していたり、あるいは成人
になったということで病院に通院していなかったりと、適切な医療が行われていない場合があります。また、成
人となり妊娠・出産や、生活習慣病、悪性疾患などの本来の慢性疾患以外の成人疾患に罹患した場合は、小児科
だけでは対応できません。
　心疾患の種類によって、一般市中病院の循環器内科やクリニックへ移行できる疾患（弁膜症、不整脈）や、大学
病院等の専門外来でないと診療が難しい疾患（複雑心奇形の術後など）に分けられます。こういった交通整理をし
て切れ目なく適切な医療が受けられるようにすることも移行期医療における大切な仕事と考えています。

・患者教育とセルフケアの確立
　小児慢性疾患の患者さんは、成人しても自分の病名を正しく言えない人が少なくありません。特に心疾患では
3歳くらいまでに手術を終えることが多いため、患者さん本人は治療を受けた当時のことを覚えていないという
ことが多いです。また、保護者の中には、何とか病気を持つ子どもを守りたいという強い思いや責任感を持つ方
が多いため、どうしても過保護に育てられることが少なくありません。成人期の患者さんの診察時においても、
お子さんに尋ねているのに、お母さんが代わりに答えられるということは日常的によくみられます。
　このように、先天性心疾患の患者さんというのは、どうしても過保護に育ってしまうので、一般的に同世代の
お子さんと比べると自律していない傾向が多くみられます。そのため、「自分の健康は自分で管理する」という意
識を持ってもらうべく教育を行うことが必要です。セルフケアが正しくできるためには、18歳になる前の15歳や
12歳といった早い年齢から教育を開始する必要があります。
　「予防は最大の治療」です。保護者主体の小児医療から患者さん本人が主体となる成人医療への移行を促し、患
者さん自身が自分の健康管理を行って、自律した生活を送れるよう支援を行うことが移行期医療では最も大切と
考えます3）。
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・社会保障制度の移行
　これまでは、小児慢性特定疾患が20歳で失効すると、医療費は即3割負担に切り替わっていました。しかし、
最近国の難病対策によって難病への医療費補助の対象疾患が大幅に拡大したため、難病に移行できる場合が増え
ました。特別児童扶養手当も終了しますが、障害年金を申請することが可能な場合があります。このような社会
保障制度に関する移行の情報も患者さん側で個別に探すのは大変なので、適切な支援が受けられるようサポート
する必要があります。

・今後の課題
　「小児医療から成人医療への移動の支援や調整」「患者教育とセルフケアの確立」「社会保障制度に関するサポー
ト」が移行医療の3本柱だと考えます。特に大切なのは患者教育であり、欧米では医師ではなく、主に看護師が指
導しています。すでに忙しい小児循環器診療の中で、早期から無理なく患者教育を行っていける体制の整備が、
今後の課題と考えます。

参考文献）
1. 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: a scientific statement 
from the American Heart Association. Circulation 2011;123:1454-85.

2. 横谷進，落合亮太，小林信秋ら．「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 
移行期の患者に関するワーキンググループ．2014．http://www.jpeds.or.jp/uploads/files/ikouki2013_12.pdf

3. 谷川弘治．キャリーオーバー・キャリアガイダンス・ハンドブック検討会編．大人になりゆくあなたに 小児慢
性疾患の治療・定期検診を受けながら大人の準備をするためのガイドブック．2005．http://homepage1.nifty.
com/k_tanigawa/

九州大学病院 小児科／ハートセンター成人先天性心疾患外来　山村 健一郎
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3．成人先天性心疾患診療のネットワーク構築：看護の立場から
1横浜市立大学医学部 看護学科、2神奈川県立こども医療センター 看護局、3横浜市立大学医学部 循環器・腎臓内科学教室

落合 亮太1、権守 礼美2、仁田 学3

　成人先天性心疾患診療体制の望ましいあり方は地域によって異なる1。理想的には、外来・入院診療の両方にお
いて十分な症例数を有し適切な人的・設備的配置のなされた拠点病院が全地域に設置されることが望ましい。し
かし、候補となる大学病院や総合病院における小児循環器診療や外科治療提供の歴史、循環器内科の受け入れ体
制、病院間の地理的距離等によって、拠点病院設置が難しい地域もある。これらの地域においては、小児専門施
設と総合病院間の連携に加え、他地域の拠点病院との連携も必要となる。
　看護師の役割も地域、施設、拠点病院の設置状況により異なる。拠点病院が設置された地域の小児専門施設に
所属する看護師は、拠点病院への円滑な移行を目的の1つとして、患者・家族に対して移行期支援を行う。拠点
病院に所属する看護師は、自施設や他施設から転科・転院してきた患者・家族の疾患理解度や治療に対する意向
などを把握し、患者・家族が施設・診療科間の診療スタイルや治療方針の違いに戸惑わないよう配慮しつつ、成
人期以降の支援を行う。現時点で拠点病院のない地域の小児専門施設に所属する看護師は、将来的な拠点病院設
置、あるいは遠方の拠点病院受診の可能性を考慮して、患者・家族に対する移行期支援、必要に応じて成人期以
降の支援を行う。
　様々な背景を持つ各施設において必要な看護支援が行えるよう、成人先天性心疾患学会内に設置された「成人
先天性心疾患看護ワーキンググループ」では、年2回の情報交換会を開催している。情報交換会を通して作成した
看護活動チェックリストと、移行期の患者対象の問診票を表1・2に示す。表1のチェックリストについては、施設・
地域特性により、どこに重点を置くかは異なるが、これを用いて自施設の活動を評価することで、今後の課題や
方向性が明らかになることを期待している。表2の問診票については、患者・家族とともに使用することで、個々
の患者に対する支援の方向性を見いだせるようになることを目指している。
　成人先天性心疾患診療における看護活動は、これまでは各施設独自の活動が中心であったが、今後は、施設間
の看護支援の特徴や効果を定量的に評価していく必要がある。海外では、看護師の個別支援により患者の移行に
対するレディネスや疾患理解度が向上することが示されている2。さらに、看護支援により成人医療機関受診が確
実に行われるようになるかを評価するクラスターランダム化比較試験も進行中である3。文化・医療体制の異なる
本邦でも、成人先天性心疾患看護ワーキンググループが作成した資料などを活用した研究的アプローチが求めら
れる。
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横浜市立大学医学部 看護学科　落合 亮太



− 62 −

第四部　ACHD診療で忘れてはいけないこと

4．ACHD診療で忘れてはいけないこと －成人先天性心疾患の肺高血圧管理－
兵庫県立尼崎総合医療センター 小児循環器内科　坂崎 尚徳
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5．成人先天性心疾患に対するカテーテル治療
岡山大学病院 成人先天性心疾患センター　赤木 禎治

　成人先天性心疾患におけるカテーテル治療の役割は大きく，その重要性も高まっている．成人先天性心疾患に
おけるカテーテル治療には，心房中隔欠損症や動脈管開存症のような新たに発見された心疾患に対する治療と，
Fallot四徴症術後の右室流出路狭窄や大動脈縮窄症の術後再狭窄など術後の遺残病変に対する治療とに大きく分
けられる．さらに最近，structural heart diseaseという概念が出現し，大動脈弁狭窄，僧帽弁閉鎖不全のような
加齢に伴う弁疾患，左心耳閉鎖や卵円孔閉鎖のような脳梗塞予防に対する新しい治療手技などが加わり，治療対
象は大きく拡大してきている．多くの新しい治療技術やデバイスが出現と同時に3次元画像診断の重要性が増し
ており，新しいイメージング技術との関連も注目されている．

1．心房中隔欠損症
　Amplatzer Septal Occluderを用いた心房中隔欠損症

（ASD）に対するカテーテル治療は、開始当初の小児を
中心とした治療対象から、成人さらにはこれまで外科治
療のためらわれていた高齢者までの幅広い年齢層が治療
対象になってきた。
　さらに2016年からはOcclutech社のFigulla Flex IIが
国内で認可され，2つの閉鎖栓を使い分ける時代となっ
てきている。

図　上段：Amplatzer Septal Occluder　下段：Occlutech Figulla Flex II

　本症は年齢によってその臨床像が大きく異なるため、特に成人期の患者では不整脈を中心とした心合併症に対
する対応が重要となる．カテーテル治療に伴う合併症もまれに報告されており，治療適応と合併症に対する知識
と対応策を十分に理解しておく必要がある．カテーテル治療では経食道エコーを主体とする心エコー図の役割は
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極めて大きく、治療の安全な実施と確実な成功を直接左右する要素となる．
　いずれの閉鎖栓もニッケル・チタン合金からできた形状記憶合金（Nitinol）のメッシュで構成された円形の閉鎖
栓である．金属メッシュ内部には血栓形成性を高めるポリエステル製の布製パッチが縫着されており，より速や
かな完全閉鎖を導くことが可能である．Amplatzer閉鎖栓の場合は左房側と右房側にメッシュの接合部があるの
に対し，Figulla Flex IIは一本のワイヤーが右房側1カ所で束ねられている。またAmplatzer閉鎖栓は，ねじ状の
接続部でデリバリーケーブルとつながっているのに対して，Figulla Flex IIはボール状の接合部を生検鉗子のよ
うな装置で掴んでいるのが特徴である。これらの違いのためFigulla Flex IIはAmplatzerと比べ柔らかく，ケー
ブルと閉鎖栓の角度が容易に変化される。閉鎖栓の柔らかさは，閉鎖栓そのものによる心臓壁に対する傷害を減
少させることが期待させるが，一方心臓内での
把持力が弱く脱落の危険性が増すおそれもあ
る。いずれにしても手術と比べ侵襲度が低く，
現在では小児期から90歳を越す高齢者まで幅広
い年齢層で治療が実施されている．
　ASDのインターベンション治療対象は，二
次孔型ASDで，1）欠損孔のバルーン伸展径が
38mm以下，2）肺体血流比が1.5以上，3）前縁
を除く欠損孔周囲縁が5mm以上あるもの，ま
たは肺体血流比が1.5未満であってもASDにと
もなう心房性不整脈や奇異性塞栓症を合併する
もの，である．欠損孔の正確な部位診断と欠損
孔周囲縁の評価には経食道エコーによる評価が
重要である．最近では心腔内エコーによるガイ
ド下に閉鎖術を施行する試みも行われている．
閉鎖術後は抗血栓を目的に，アスピリンを6カ
月間服用する．ワーファリンなど抗血栓療法を
用いる必要はない．

　ASD患者では50代で15%、70代以降では60%以上と非常に高率に心房性不整脈を合併する．心房性不整脈を
合併したASD患者で，アブレーションの適応がある状態であればカテーテル閉鎖術に先立ってアブレーションを
行ない，再発がないことを確認して（通常3か月），その後にカテーテル閉鎖を実施している．一方、カテーテル
アブレーションの適応とならない永続性心房細動の場合には，抗血栓療法を継続しながらASDのカテーテル治療
を実施することができる．このような患者でもカテーテルASD閉鎖を行うことで，通常の成人症例と同様に有意
な自覚症状の改善が得られる．早期治療が重要であることにかわりはないが、心房細動が慢性化した高齢者患者
においても、カテーテル治療は有用であり、積極的に考慮すべきである．

岡山大学病院 成人先天性心疾患センター　赤木 禎治
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　遠隔期合併症としては，閉鎖栓の脱落，不整脈や房室ブロックの合併などが報告されてきたが，最も注目され
ているのはデバイスに起因する心臓壁のびらん穿孔（erosion）の問題がある5）．デバイスに起因するerosionは国
内全症例の0.1%に発生していると報告されており，発生時期の多くは術後72時間以内である．Erosionの成因と
して，欠損孔に対する使用デバイスサイズが大きすぎる症例，大動脈側リムが広範囲に欠損している症例，心房
中隔の偏位のある症例などが指摘されている．

2．動脈管開存症
　成人期，特に高齢者の動脈管開存症は決してまれではない．多
くの場合，動悸，息切れなどの心不全症状を有しており，長期の
左心系容量負荷のため心房細動，僧帽弁閉鎖不全，大動脈弁閉鎖
不全を合併する事が多い．加齢に伴う大動脈弓の形態変化によっ
て，動脈管形態も小児期に多く見られるメガフォン状のものから
窓状や管状のものが多くなる．
　これまで国内で行うことのできる動脈管開存のカテーテル治療
の主体はコイルであった．Detachable機能のあるFlipper® PDAコ
イルが用いられることが多いが，動脈管が太くなるとコイルの脱
落などの合併症も稀でなく，適応は動脈管最小径が2～3mm以下
の動脈管である．特に高齢者の動脈管開存では動脈管周囲に石灰化病変を伴っていることが多く，閉鎖術後に溶
血をきたすことが多かった．最近ではAmplatzer Duct Occluderが使用できるようになり，より安全かつ確実な閉
鎖が可能となっている（図5）．デバイスの肺動脈端径が動脈管最小径より2mm以上大きいものを選択する．CTを
用いた動脈管の3次元構築像は成人の動脈管開存では特に有用であり，最小部評価やデバイス選択にも重要である．

第四部　5．成人先天性心疾患に対するカテーテル治療



− 71 −

岡山大学病院 成人先天性心疾患センター　赤木 禎治

3．さまざまな血管塞栓術
　成人期に発見される冠動静脈瘻，肺動静脈瘻，
肺体側副血行路の塞栓にはカテーテル治療が
有用である．血管塞栓術にはコイルやvascular 
plugが用いられる．国内で使用可能なVascular 
Plugには3つのタイプがある（図6）．いずれも従
来の金属コイル単独では塞栓が難しい血管径が
大きい例やhigh-flow症例で塞栓効果が期待でき
る．Plug 2は2枚の扁平なディスクを両側に備え
ており、血流を阻害する面は6面となって塞栓力
を高めている．Plug 4は4Frの診断用カテーテ
ルで留置可能であり，小血管の閉鎖にも使用可
能である．

4．術後の右室流出路狭窄，肺動脈狭窄
　Fallot四徴症術後に代表される右室流出路狭窄にはバルーン拡大術，肺動脈狭窄にはステントによる血管拡大
術が行われる．一般に右室流出路狭窄の場合，圧較差が50mmHg以上の場合に治療の適応となる．いずれも一定
の治療効果が期待されるが，多くの右室流出路狭窄は肺動脈閉鎖不全も合併しており，根本的な治療にはなって
いない．
　欧米ではMelody Valveや大動脈弁狭窄症に用いるEdwards SAPIEN Valveを用いた経皮的右室流出路再建術
が幅広く行われており，外科治療に置き換わる効果を発揮している．国内では右室流出路再建にホモグラフトを
用いている症例が少ないなど制限があり，今後の導入の見通しは明確でない．
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第四部　ACHD診療で忘れてはいけないこと

6．成人先天性心疾患患者に対する社会保障
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第五部　症例検討：成人先天性心疾患と妊娠・出産

1．当院で行ったAVSD術後の妊娠管理についての検討
1榊原記念病院 産婦人科、2榊原記念病院 小児循環器科、3榊原記念病院 循環器内科、4榊原記念病院 血管外科

前田 佳紀1、中尾 真大1、河村 卓弥1、小野 良子1、鈴木 僚1、川端 伊久乃1

吉田 純1、桂木 真司1、嘉川 忠博2、関 敦3、高橋 幸宏4

緒言；
房室中壁欠損症（以下、AVSD）は新生児期、幼少期に診断され、心内修復術（以下ICR）が実施される場合が多い
が、疾患のタイプ、重症度やICR実施時期、遺残病変の有無により、再手術など遠隔期予後も異なる。しかし、
AVSD術後の妊娠出産移管するまとまった報告は少ない。当院は産婦人科開設より約3年が経過し、幼少期より
循環器小児科がフォローアップしていた患者が妊娠・分娩にいたる症例が増加している。今回、当院で妊娠・分
娩管理を行った4症例（5妊娠）を後方視的に検討した。

症例；
①31歳（妊娠時）1経産。生後3ヶ月で心雑音を指摘され不完全房室中隔欠損症（incomplete AVSD）と診断された。
5歳時ASD（Ⅰ）patch closure, MV cleft repair実施された。その後、無投薬にてMR2度TR1度で経過。23歳時近
医で経腟分娩。30歳時に妊娠前相談のため当院初診。来院時NYHA1度MR 3～4度、TR 2～3度であり、遺残
病変の悪化を認めた。
31歳時MVP（patch augumentation, Kay法）、TVP（Kay法）を行い、MR, TRは改善し同年自然妊娠成立。硬膜
外麻酔分娩施行予定であったが、妊娠38週4日自然破水、陣痛発来。急速に分娩進行し、硬膜外麻酔施行できず、
同日分娩となった。
②31歳（妊娠時）初妊。小児期にincomplete AVSD（VSD自然閉鎖、ASD残存）を指摘され前医でフォローアッ
プされていた。MR増悪（1年間でmoderateからsevere）と心拡大（2年間でCTR 42.4%⇒49.1%）を認め、挙児
希望あり、手術目的で29歳時に当院へ紹介受診となった。来院時Qp/Qs=1.13、MR severeでありASD（patch 
losure），MVP（Xenomedica）施行した。翌年自然妊娠し妊娠39週1日に出産した。
③23歳（妊娠時）初妊。生後complete AVSDを指摘されVSD, ASD閉鎖術施行された。MRはmild、NYHA1度
で妊娠成立。妊娠中もMRはmild、左房径拡大なく経過し、妊娠38週5日、硬膜外麻酔併用の計画分娩を行った。
④ 30 歳（妊娠時）初妊。生後まもなく incomplete AVSD 指摘され、6 歳時に ASD 閉鎖術施行され MR mild, 
NYHA1度のまま経過した。30歳自然妊娠成立。妊娠41週1日、硬膜外麻酔併用の計画分娩を行った。その後1
年半でNYHA1度、軽度左房拡大、MR mildで再度自然妊娠成立。妊娠16週で上室性の頻脈性不整脈が出現した
がATP投与にて消失。現在妊娠継続中である。
以上4症例では、妊娠出産産後を通じて、房室弁逆流程度の変動は認めたものの、不整脈、心不全などの母体合
併症は認めず、低出生時体重児など胎児合併症も認めなかった。

結論；
1．AVSDの心内修復術後は、遺残病変であるMR合併を認めることが多く、妊娠中の経胸壁エコーなどによる
MRの定期的な評価が必要である。また不整脈の有無に注意する。
2．妊娠前に房室弁逆流を含む心機能評価を行うべきであり、高度房室弁逆流では，　妊娠前の手術治療が推奨さ
れることがある。
3．硬膜外麻酔併用、抗生剤投与にて安全な経膣分娩が可能である。
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考察；
今回の検討では全例バランス型のAVSDであり、両心室修復術（VSD/ASD閉鎖）を行った症例のみでの検討で
あった。
妊娠前の評価として心エコーでのMR、左心機能、residual shunt、左室流出路狭窄の確認が必要である。また上
室性不整脈の評価も必要である。本症例で妊娠中、特に認められたMRと不整脈について述べる。
ⅰ）MR；症例①、②のように妊娠前に増悪し手術が必要な症例もある。MR症例に関して心疾患の患者の妊娠・
出産に関するガイドラインではNYHA1.2度、心機能良好であることが妊娠適応条件として挙げられるが、今回
のAVSD症例の検討では妊娠中・後でのMRが進行する傾向が見られた（図）
この違いについてはMR群は僧房弁逸脱症が主因であるが、AVSD症例ではcleftからの漏出が原因で成因が異な
り、妊娠中の循環血症流量の増加に対する反応が異なった可能性が推察される。
またAVSD例では妊娠中、MRの進行による左房拡大、左室拡大の傾向もみられた。妊娠中の定期的な評価が必
要と考えられる。
ⅱ）不整脈；AVSDでは心電図変化としてPR時間の延長、左軸偏位、右脚ブロックが特徴である。今回の4症例
ではPR時間の延長はないが、症例④では妊娠中に頻脈性上室性不整脈が出現し注意を要する。

図：AVSD合併妊娠におけるMRの変化
症例①.②はいずれも術後MRは改善し妊娠した。妊娠前にmildであっ
たが妊娠中または妊娠後に軽度進行。症例③では妊娠30週台に症例④で
は妊娠10週台に軽度進行した。

榊原記念病院 産婦人科　前田 佳紀
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2．内科的管理下に出産にたどり着いた未治療の修正大血管転位症の一例
1九州大学病院 循環器内科、2九州大学病院 小児科

坂本 一郎1、大谷 規彰1、筒井 裕之1、山村 健一郎2

　我々は第10回成人先天性心疾患セミナーで「妊娠後期に急性心不全発症し、はじめて診断された修正大血管転
位症の一例」というタイトルで、未治療の修正大血管転位症の30歳女性が妊娠34週に急性肺水腫のため搬送とな
り、救急外来で気管内挿管施行し、大動脈バルーンパンピングを含めた内科的治療を行った症例を報告した（図1, 
2）。緊急帝王切はリスクが高すぎると判断し、母体救命を優先し、児は入院1日目に子宮内胎児死亡となり、入
院2日目に頭位経膣吸引分娩・死産となった。一方、母体は治療に反応し心不全のコントロールができ、妊娠に
伴う容量負荷あるいは周産期心筋症合併のため三尖弁閉鎖不全症が増悪し、心不全に至ったと考えた。
　退院後は内服薬治療下に症状なく経過しており、本人・家族からの再度の妊娠・出産に対する強い希望があり、
外来で施行した心エコー・心肺運動負荷試験の結果をもとに、妊娠の禁忌ではないと判断した（図3）。
　31歳時自然妊娠成立し、当科・産婦人科外来で管理を開始し、妊娠24週1日より産婦人科での入院管理とした。
入院後も母体に心不全兆候はなく、妊娠38週1日に無痛分娩のため硬膜外チューブを挿入し、妊娠38週2日誘導
頭位経膣分娩で3010gの女児を出産した（Apgar score 1分後8点、5分後9点）。産褥期も心不全症状の出現なく、
利尿薬を使用することなく経過し、産褥6日目に母子ともに退院となった。
　今回内科的治療導入の上、再度妊娠の適応評価を行い、周産期に厳密な管理を行うことで無事出産までたどり
つけた未治療の修正大血管転位症を経験したので、その経過を報告したい。

図1　当院初診時の胸部X線
著明な肺うっ血を認める。
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図2　入院後施行した経食道心エコー
IABP挿入下にも重度の三尖弁閉鎖不全症を認める。

図3　2回目の妊娠前の各種検査結果
【胸部X線（退院後6ヶ月）】心胸比=48%、胸水・肺うっ血なし
【BNP（退院後6ヶ月）】48.7pg/mL
【心臓MRI（退院後6ヶ月）】
aRVEDV=236.8mL，aRVESV=149.4mL，aRVEF=36.9%
aLVEDV=87.3mL，aLVESV=49.3mL，aLVEF=43.5%

【経胸壁心エコー（退院後6ヶ月）】
aRVDd/s=49mm/36mm，aRVEF=48.9%（MOD），IVS/RVPW=10mm/10mm，
LAD/AoD=35mm/34mm，Tr：mild，Ar：mild，Mr：trivial，Pr：trivial

【心肺運動負荷試験（退院後6ヶ月）】
Peak VO2=23.1mL/kg/min（63%），AT=12.1mL/kg/min，ΔVE/ΔVCO2slope=26.3

九州大学病院 循環器内科　坂本 一郎
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協賛企業一覧

第15回成人先天性心疾患セミナー開催にあたり、下記の企業様より格別な支援を賜り
厚く御礼申し上げます。

アクテリオン ファーマシューティカルズ ジャパン株式会社

セント・ジュード・メディカル株式会社

第一三共株式会社

日本ライフライン株式会社

興和創薬株式会社

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

株式会社神陵文庫

全国心臓病の子供を守る会

田辺三菱製薬株式会社

日本光電中国株式会社

日本新薬株式会社

バイエル薬品株式会社

株式会社フィリップス エレクトロニクス ジャパン

ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社

平成28年10月6日現在
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