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第19回　成人先天性心疾患セミナープログラム
総合司会：中嶌　八隅（聖隷浜松病院  小児循環器科）

Opening remark（9：00）森　善樹（北里大学メディカルセンター  小児科）

第１部：診療体制、移行医療：どうすれば移行医療はうまく進むか？（9：05－9：50）�
座長：立野　滋（千葉県循環器病センター  小児科）
演者
１．先天性心疾患の成人への移行医療に関する提言
  三谷　義英 （一般社団法人  日本循環器学会）
２．小児循環器科の立場から
  満下　紀恵 （静岡県立こども病院  循環器科）
３．循環器内科の立場から
  七里　守 （名古屋第二赤十字病院  循環器内科）

第２部：いまさら聞けないACHD診療の基本（9：55－10：55）�
座長：小出　昌秋（聖隷浜松病院  心臓血管外科）
 田中　靖彦（静岡県立こども病院  循環器科）
演者
１．人名のついた手術方法
  立石　実 （聖隷浜松病院  心臓血管外科）
２．ACHDの運動耐容機能
  馬場　礼三 （中部大学  生命健康科学部）
３．ACHDにおいて心エコー検査で何を診るか？
  新居　正基 （静岡県立こども病院  循環器科）
４．心臓MRIでみえるもの
  石川　友一 （福岡市立こども病院  循環器科）

第３部：ACHDにおける感染性心内膜炎（11：00－11：35）�
座長：森　善樹（北里大学メディカルセンター  小児科）
演者
１．感染性心内膜炎の予防と内科治療
  村上　智明 （千葉県こども病院  循環器内科）
２．感染性心内膜炎の外科治療
  小出　昌秋 （聖隷浜松病院  心臓血管外科）

第４部：ハイリスク妊娠、出産（11：40－12：20）�
座長：池田　智明（三重大学医学部附属病院  産科婦人科）
演者
１．抗凝固薬剤投与中の妊娠、出産
  赤木　禎治 （岡山大学病院  循環器内科）
２．右室体心室患者の妊娠、出産
  島田　衣里子 （東京女子医科大学  循環器小児科）
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～休憩　12：20－12：40～
特別講演（ランチョンセミナー）
肺動脈性肺高血圧症の薬物治療～薬物動態の観点も含めて～（12：40－13：30）�
座長：三谷　義英（三重大学医学部附属病院  小児科）
演者：渡邉　裕司（浜松医科大学医学部附属病院  臨床薬理内科）

第５部：Fontan手術の諸問題（13：35－14：35）�
座長：先崎　秀明（北里大学病院  小児科）
 大内　秀雄（国立循環器病研究センター  小児循環器科）
演者
１．Fontan患者における肺血管拡張薬
  稲井　慶 （東京女子医科大学  循環器小児科）
２．Fontan術後の肝障害
  田中　靖彦 （静岡県立こども病院  循環器科）
３．Fontan術後の蛋白漏出性胃腸症
  大内　秀雄 （国立循環器病研究センター  小児循環器科）
４．TCPC変換術の至適時期とその成績
  市川　肇 （国立循環器病研究センター  小児心臓外科）

～休憩　14：35－14：45～
当日の進行によっては休憩を省略させていただく場合がございます。

第６部：症例検討：こんな症例どうする？（14：45－15：40）�
座長：村上　智明（千葉県こども病院  循環器内科）
演者
症例１：Fallot四徴症術後遠隔期に発症した蛋白漏出性胃腸症に対して心臓再同期療法が著効した一例
  浅野　遼太郎 （国立循環器病研究センター  肺循環科）
症例２：両大血管右室起始（False Taussig Bing奇形）修復術後遠隔期に右心系への著明な圧迫所見を認めた

巨大valsalva洞仮性瘤の成人例
  面家　健太郎 （岐阜県総合医療センター  成人先天性心疾患診療科）
コメンテーター

市川　肇（国立循環器病研究センター  小児心臓外科）
先崎　秀明（北里大学病院  小児科）
七里　守（名古屋第二赤十字病院  循環器内科）

第７部：ACHDのカテーテル治療（15：40－16：10）�
座長：中嶌　八隅（聖隷浜松病院  小児循環器科）
演者
１．ASD,PDAのカテ治療のUp to Date
  西川　浩 （中京病院  中京こどもハートセンター小児循環器科）
２．カテーテル治療、バルーンとステント
  藤井　隆成 （昭和大学病院  小児循環器・成人先天性心疾患センター）

Closing remark（16：10） 森　善樹 （北里大学メディカルセンター  小児科）
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８学会共同提言

先天性心疾患：
生まれつき心臓に構造の異常のある疾患。
頻度：全出生の約1%、年間約12,000人が発症。
治療：年間9,000件の心臓外科手術が実施される。
予後：医療技術の進歩により約95%が生存可能。

先天性心疾患を持つ成人：
先天性心疾患の心臓手術を受けた例と受けてない例がある。
成人期に新たに心不全や不整脈が出現する。
加齢により肥満や動脈硬化など生活習慣病の要素が加わる。
小児期から成人期までの生涯にわたる継続的ケアーが必要である。

先天性心疾患を持つ成人

丹羽公一郎. 日本医学会雑誌. 2015
厚生労働省科学研究班「成人先性心疾患の診療体系の確立に関する研究」

2010年-2020年（推定）

20歳以上
成人例

20歳未満
小児例

先天性心疾患は、現在は重要な内科疾患 !

1980年

20歳未満
小児例

20歳以上
成人例

2000年

20歳未満
小児例

20歳以上
成人例

日本の先天性心疾患患者数とその変化：小児と成人

先天性心疾患を持つ成人例： 約50万人（2016年）
●虚血性心疾患通院患者数の約半数を占める

最終的に人口の約1%に近ずくと推定
約95%が成人に達する：毎年 約1万人(約5%)づつ増加
入院例：約2,000 例/年
心臓手術後の重症例の増加

厚生労働省科学研究班「成人先性心疾患の診療体系の確立に関する研究（白石班）」

先天性心疾患を持つ成人例の診療体制 (新聞記事)

記事内容：
日本では成人に達した
先天性心疾患の診療体
制が整っていないため、
患者が安心して受診で
きる専門施設がなく、
行き場を失っている。

社会問題化している。

朝日新聞朝刊（2012.3.22）

小児科から内科への継続的な専門的医療の提供（移行医療）
自律 (自立)支援体制の確立

成人期に達した先天性心疾患の問題点

厚生労働省科学研究班「成人先性心疾患の診療体系の確立に関する研究（白石班）」

医療上の問題
先天性心疾患に特有の合併症：専門的な医療が必要
成人期の生活習慣病：小児施設で対応困難
心臓手術後に「治った」と誤解し、通院をやめる
女性で妊娠出産で悪化

診療体制の問題
小児病院で入院困難：年齢制限、成人に対応してない
成人施設：経験不足などで受け入れが容易でない事も多い

自律 (自立)の為の教育と社会経済的問題

年齢区分

疾病と病態

診療の主体

支援の在り方

医療の担い手

小児期医療 移行医療 成人期医療

小児医療施設 成人医療施設

疾病と
共生

自立（患者本人）保護的(保護者)

保護者へ
情報提供

乳幼児期 学童期 思春期 成人期 壮年期

原疾患
治療 加齢による修飾

治療の合併症 続発症 成人疾患

保護者へ
情報提供

生涯医療における「移行医療」の概念
（ライフステージに応じた医療）

AYA世代



−4−

第１部：診療体制、移行医療：どうすれば移行医療はうまく進むか？
2018/9/21

2

医療技術の進歩により、小児疾患の生存例が増加し、成人期に移行
：原疾患の病態の進行、加齢に伴う新規合併症が問題

生涯管理の医学の確立と普及
診療体制の確立と人材育成
患者側、医療側への財政支援
患者の自立支援

学会と行政
の

共同作業

生涯管理学の確立、普及
(Lifelong Cardiology)

移行医療の手引きの開発
(内科側、小児科側)

医療連携、臨床研究推進
(登録研究,拠点診療,人材育成)

医療費助成、診療報酬
(移行のインセンティブ等)

移行医療支援体制の構築：学会と行政の取り組み

小児慢性(722疾病) 指定難病(330疾病)
医療費助成
診療報酬

部会(学術集会、地方会)

横断的部会

委員会 (IT/DB、専門医制度)

委員会(健保対策)

(日本小児科学会の提言2014を改変引用)

2017年4月、小児慢性特定疾病(722疾病)から指定難病 (330疾病)
へと、シームレスな健保対策の一つが実現された。
（循環器関係は小児慢性特定疾病97疾患、指定難病21疾患）

個々の専門領域における移行医療支援体制の構築に向けて

平成29年7月５日 第４９回難病対策委員会・第１９回小児慢性特定疾患児の支援の在り方専門委員会合同委員会 資料２
先天性心疾患では？

先天性心疾患の成人への移行医療に関する提言の概要

チーム：日本循環器学会、日本小児循環器学会、
日本成人先天性心疾患学会を含む関連８学会

総論
１成人への移行医療の必要性
２移行の原則と実際、移行後の診療ネットワーク
３疾患別の移行医療と各診療施設の役割分担
４多職種連携と医療福祉による自立支援

各論
１成人期の続発症と後期合併症
２病態（心不全、不整脈、突然死等）
３生活管理（非心臓手術、妊娠、運動等）
４社会心理学的問題
５社会保障体制

先天性心疾患患者に対する移行期チェックリスト
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今後あるべき成人先天性心疾患の診療体制 
集約施設 

地域中核施設 

かかりつけ医 

電子媒体による情報集約, 
遠隔診断, データベース化 

成人先天性 
心疾患患者 

循環器
内科医 

内科 
専門医 

地域の 
社会支援 

地域の 
医療支援 

小児循
環器医 

内科専門医 

循環器小児科医 

循環器内科医 

精神科医 
臨床心理士 

麻酔科医 産婦人科医 

成人先天性 
心疾患患者 

心臓血管外科医 
小児心臓外科医 

成人先天性心疾患の高度な診療, 教育, 研究 

日常診療および投薬 

重症度に応じた地域連携：都道府県単位

厚生労働省科学研究班「成人先性心疾患の診療体系の確立に関する研究」
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ACHD学会の診療ネットワーク形成
：成人先天性心疾患専門医の開始

米国：
年 専門医制度の確立
年 専門医の誕生

日本：
年暫定指導医、修練施設認定
年第１回専門医試験

36施設 (2016年現在)

本提言が、循環器内科医、小児循環器科医、
心臓血管外科医のみならず多職種専門職を含
めた先天性心疾患診療に関わる全ての医療者、
さらに患者とその家族、教育関係者、行政関
係者の皆様に、「実践的な手引き書」として
活用して頂きたいと考えます。
その結果、最終的に先天性心疾患を持つ全
ての患者に必要とされる診療や社会制度が適
切に提供されるような体制を構築できるよう
になることを切望します。

終わりに

Circulation 2011;123:1454-1485

参考文献



−7−

第１部：診療体制、移行医療：どうすれば移行医療はうまく進むか？

診療体制、移行医療、どうすれば移行医療はうまく進むか？

小児科医の立場から

静岡県立こども病院　循環器科　満下紀恵

【はじめに】

　医療技術や保険福祉制度、公衆衛生環境、インフラの発展により小児期に発症する疾患

を有する児の死亡率は、劇的に低下した。また、小児科診療の多くをしめてきた感染症も

予防接種、抗生剤などにより制御可能な領域となった。一方で、以前は小児期のうちにそ

の生涯をおえていたような希少疾患とよばれる先天性疾患や難治性疾患は、高度医療のも

と救命できるようになったが、成人期になっても特別なケアや継続した治療が必要な例が

増えてきている。

【小児医療とは】

　従来、医療の分野においては、小児科医が担当する患者年齢は新生児から15歳未満とさ

れてきた。正常発達を遂げている例では、15歳であれば、身体的には成人と同じ体格、機

能をもつまでに成長発達している例も多いが、精神心理的な面であれば、まだ思春期の途

中であり成人と同等の心理発達状態ではなく安定しているとは言えない。小児医療では、

疾病の治療と並んで、成長発達を見守る、促すという大きな側面がある。疾病に対して改

善治癒を目標とするのと同時に、成長発達も損なわれないような介入を常に考える必要が

ある。もう一つの側面としては、小児は絶対的な被保護者であり保護者込みでの介入が必

要なことである。また、染色体異常や先天性疾患をもって生まれた児では、各自のもつ

potentialはそれぞれであり、同じような成長発達は見込めない。

　日本小児科学会では、2007年に『小児科医はこども達が成人するまで見守ります。』と、

小児科の診療年齢を従来の15歳から20歳まで引き上げることを提言している。また、2016

年（2018年改定）には、『将来の小児科医への提言2016』の中で、「いのちが多様である」

こと、「小児科医は，日々子どもたちを診療しているが，それは「子どもの病気」を診て

いることではなく，広く「いのち」を，そしてそのはじまりからかかわっていることに改

めて気づかされる．いのちにはさまざまなかたちがあり，このいのちの成長をいかに支え

るのかを考え実践することがまさに小児科学である」、「小児科学は，人間の発生から関与

し，小児期，思春期を通じて健全な青年へと育て，さらには次世代のいのちを支援すると

いう連続的でもあり未来志向な学術分野である．これを出発点とし，社会に目を向ければ，

教育分野や行政との協働・連携は想像に難くない．教育学，行動科学といった人文科学や，

広く社会科学領域を含め，多様ないのちの成長という視点から，小児科学を医学的のみな

らず，社会的にも包括的に捉えなおす必要がある」と述べている。
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　病気そのものではなく、いのちの成長をいかに支えるか、ということは現実的には、正

常の機能、正常発達が見込めない疾患をもつ児が、社会において家族も含めて健やかに過

ごしやすい状態で長く人生を歩むことができるように介入を考えることである。先天性心

疾患の分野でいえば、例えば、フォンタン術後例、解剖学的右室が体心室になっている例、

アイゼンメンジャー症候群例などがあげられるであろう。また、ある一定の数の21トリソ

ミーなどの染色体異常や22q.11.2欠失などの遺伝子異常の合併例があり、これらも包括的

に多様性のひとつとして考える必要がある。

【成育医療から移行期医療へ】

　小児科医がかかわる年齢を20歳まで引き上げる提言のあと、2014年には、さらに、『小

児科専門医は「子どもの総合医」であること、その領域は、成育医療も含め広範囲である

と考えます。』とし、成育医療は胎児期から小児、思春期を経て次世代を育成する成人期

までの過程で生じるさまざまな健康問題を包括的に捉え、それに適切に対応する医療であ

ると定義している。臨床の場では、2002年に国立小児病院と国立大蔵病院が合併する際に、

国立成育医療研究センターと名称をかえたところで成育医療という概念はスタートしてい

る。また同じ2014年に、『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』が提

示され、ここで小児科学会としてははじめて具体的に移行期における医療の現状と課題、

展望について述べられた。2016年には『小児期発症慢性疾患を有する患者の成人期移行に

関する調査』として各分野における移行の現状の方針の報告がされた。

　各分科会では、それに前後して移行期の問題に取り組んでおり、小児血液腫瘍科、小児

腎臓科、小児循環器科などでは、それぞれ長期フォローアップ研究やガイドライン、提言

などがだされているが、対応になる成人領域の各学会との協力体制の構築はスローペース

であるといわざるおえない。

　ACHD分野では、2018年に８学会合同による『先天性心疾患の成人への移行医療に関す

る提言』が示され、移行期医療から成人期での診療体制作りまで、現状課題目標が掲げら

れている。

【成人診療科とのギャップ】

　成人領域では、もともと正常構造、正常機能をもったものが、疾患に罹患し機能低下、

機能障害に陥るものに対して行う医療と、そうした状態に陥らないようにするための１次

予防、２次予防医療がひとつの大きな柱であると考えられる。移行期医療が必要な小児慢

性疾患例は、多くは希少疾患で先天性疾患でもあり、正常構造、正常機能ではない中で、

いかに正常機能に近づけることができるか、あるいは、正常機能をもたなくても、健やか

に長く過ごせることができるための介入をするという点において、成人領域の疾患と病識

の切り替えが必要である。また、小児医療では成長発達といった一側面が、成人領域では

加齢、老化といった側面になることもギャップの一因にはなるかと考える。

　また、小児期で完結せず成人期でもフォロー介入が必要な疾患群はそもそもが希少であ
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る。90％以上が成人期に達するといえども、希少であることはまぬがれない。小児領域で

も希少疾患は第三次施設で患者を集約して治療管理を行っているものが、超高齢化社会が

待ち受けている日本の成人診療科の一般診療において主要な柱になるとは考えにくい。

【移行期医療の目的】

　上記を踏まえた上で、小児期から続く慢性疾患の患者において、患者が自己で意思決定

をし、年齢に応じたシームレスで質が高い医療が提供できる環境をつくることが第一の目

的となる。小児腎不全患者では、移行期に状態が悪くなることが報告されている。（日本

腎臓病学会、日本小児腎臓病学会．小児慢性腎臓病患者における移行医療についての提言

−思春期・若年成人に適切な医療を提供するために−）進学、就職による生活環境が変化

する中で、新しい病院、医師と新しい関係を構築する負担は想像以上に大きく、ドロップ

アウトもしくは小児科へ出戻ってしまうことはよく見かける。小児科にもどってくるので

あれば継続した医療の提供は可能であるが、一番避けなければならないのはドロップアウ

トである。それを防ぐためには、患者自身の疾患に対する理解を深め、セルフケア能力を

小児期から高める患者教育が、疾患の治療と併せて行わなければならない。医療者側の診

療体制構築と患者教育は同様に行われるべきであり、またどちらも時間をかけなければな

らない。

【移行期医療において小児科医ができること】

　第一は患者教育である。先天性疾患では、小児科医は患者と関わる時間は長くなるが、

逆にいえば、主治医交代を余儀なくされる場合もあり得るということである。CHD領域

では、疾患により、最終状態の血行動態が様々であり、残存病変などの有無により、重症

度、加療の程度が個々で大きく異なってくる。本来ならば、定期診察の合間でそれぞれの

主治医が、その児にとって適切な時期で教育的介入をはじめることが理想ではあるが、長

い付き合いであればあるほど、言わなくてもわかっていると双方が思い込んだり、親任せ

でなおざりになりがちになってしまう傾向もあるだろう。

　移行期プログラムやチェックリストは、年齢や児の疾患によって一律に患者教育を

行っていくツールである。（丸 光惠．小児慢性疾患患者の移行期支援）（落合 亮太ら．先

天性心疾患患者に対する移行期チェックリストの開発）患者それぞれの発達段階に差

があることも多く、同じプログラムをつかっても同じ効果があるとはいいにくいが、欧

米の報告では、数回にわたって行う移行期プログラムを施行した群と施行しなかった群

では、その患者理解やセルフケアの上達に差がでたとされている。（Mackie ASら．A 

cluster randomized trial of a transition intervention for adolescents with congenital heart 

disease： rationale and design of the CHAPTER 2 study.）繰り返し繰り返し行うことで、

理解が難しくても意識をすることができるようになる効果は必ずあるだろう。また、忙し

い小児循環器科医、絶対的に不足している専門看護師の中では、移行期プログラムやチェッ

クリストがあることで小児科医も看護師も患者教育において一定の質を担保できることも
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利点ではある。

　移行外来という専門外来がなくても、それらを利用することで、すべての患者がプログ

ラムをうけることが可能になると思われる。だたし、プログラムが終了すればいつでも紹

介ができるわけではなく、児の状況に応じて移行期支援はテーラーメイドでなければなら

ない。加えて、教育の下、生活社会環境を整える手助けも他職種を通じて行うことも必要

である。

　静岡県立こども病院では、移行期支援として、血液腫瘍科では2007年から小児がん長

期フォローアップ外来、循環器科では2012年から成人移行外来を開設し専任の看護師の

チェックリストを利用したインタビューと小児循環器科医からの疾患説明をあわせた包括

外来として患者教育にあたっている。ときにMSWによる社会福祉制度の紹介や相談、心

理士への紹介などを行う例もある。また、循環器病棟−手術室−CCUでは保育士からの

プレパレーション、患児へむけた看護師からの病気や検査のガイドブックを使用すること

で、患者教育の一端を担っている。

　第二は成人診療科医、多職種との協働である。小児科医にとって加齢による変化や生活

習慣病の管理などは慣れていない部分であり、成人診療科医にとっては、先天異常や発達

遅滞などの管理は慣れないであろう。妊娠出産なども双方とも模索しながら対応していく

しかない状況である。小児期から移行期をへて成人期へバトンをわたしていくのではなく、

むしろ新しい分野として、小児科医と成人診療科医は他職種とも手を握り合って、お互い

の不足している部分をそれぞれの得意とすることで補いあい、小児慢性疾患の診療にあた

る形がよいのではないだろうか。
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Cardiovascular Center, Nagoya Daini Red Cross Hospital

岩佐先生退職に向けての戦略的移行

Kawasaki 6例

ASD 38例

VSD 5例

PDA 1例

AS 3例 AR 1例
CoA 1例
Marfan Synd 1例

ＣTGA 5例
TGA 1例
BWG 1例

ECD 1例

DORV 1例
DCRV 1例
PA 1例
TA 1例
SV 2例

Cardiovascular Center, Nagoya Daini Red Cross Hospital

第19回成人先天性心疾患セミナー 2018年10月28日 名古屋

LVG
AS

LVG
Lat

Rt
SVC

Lt 
SVC

IVC

Cardiovascular Center, Nagoya Daini Red Cross Hospital

第19回成人先天性心疾患セミナー 2018年10月28日 名古屋

１0歳代 男性
主訴：Fontan循環再評価
現病歴
多脾症、内臓逆位、修正大血管転位、心室中隔欠損、肺動脈閉
鎖、左上大静脈遺;残、両Glenn術後、fenestrated TCPC術後
術後経過良好で、5年後の再評価のための心カテとなった。

Cardiovascular Center, Nagoya Daini Red Cross Hospital

第19回成人先天性心疾患セミナー 2018年10月28日 名古屋

残された課題

単心室、両大動脈右室起始、Fontan循環・・・・・

画像を見ても、コメントを見ても、理解不能！

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

午前 外来 ASO 小児カテ 外来

午後 外来 ASO 外来

そうだ、心カテ室で教えてもらおう。

Cardiovascular Center, Nagoya Daini Red Cross Hospital

単純先天性心疾患なら理解できるが・・・

右房
83.9%

左室
98.6%

上大静脈
60.3%

下大静脈
74.5%

肺動脈
86.8%
左房

98.5%

右室
86.2%

→

心房中隔欠損孔（＋）

右心容量負荷所見

Cardiovascular Center, Nagoya Daini Red Cross Hospital

第19回成人先天性心疾患セミナー 2018年10月28日 名古屋

循環器内科の立場から

名古屋第二赤十字病院

循環器内科

七里 守

小児科

犬飼 幸子

横山 岳彦

心臓血管外科

小坂井 基司

診療体制、移行医療：
どうすれば移行医療は

うまく進むか？
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Cardiovascular Center, Nagoya Daini Red Cross Hospital

第19回成人先天性心疾患セミナー 2018年10月28日 名古屋
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Cardiovascular Center, Nagoya Daini Red Cross Hospital

第19回成人先天性心疾患セミナー 2018年10月28日 名古屋

心エコー

Cardiovascular Center, Nagoya Daini Red Cross Hospital

第19回成人先天性心疾患セミナー 2018年10月28日 名古屋

歳代 男性

Cardiovascular Center, Nagoya Daini Red Cross Hospital

Cardiac surgery for CHD
Patients
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Cardiovascular Center, Nagoya Daini Red Cross Hospital

第19回成人先天性心疾患セミナー 2018年10月28日 名古屋
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Cardiovascular Center, Nagoya Daini Red Cross Hospital

第19回成人先天性心疾患セミナー 2018年10月28日 名古屋
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横山先生とコーチング
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犬飼先生
小坂井先生赴任

0

10

20

30

40

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ASO ADO

2018

ADO施設
認定取得



−13−

第１部：診療体制、移行医療：どうすれば移行医療はうまく進むか？

Cardiovascular Center, Nagoya Daini Red Cross Hospital

循環器内科研修としての問題点

心電図、心エコー、負荷試験、心臓カテーテル検査、
冠動脈造影
冠動脈形成術（B)、末梢動脈血管内治療（B)、
カテーテルアブレーション（C）、
ペースメーカー植え込み（B)
リハビリテーション・運動療法・・・・・

先天性心血管疾患
B：心房中隔欠損症、心室中隔欠損症、

Fallot四徴症、Eisenmenger症候群
C：上記以外

Cardiovascular Center, Nagoya Daini Red Cross Hospital

抗心不全治療は同じなのか？

妊娠出産の可否？
周産期は？

RAS抑制薬、β遮断薬、利尿剤
心臓リハビリテーション

植え込み型デバイス

外科的治療

Cardiovascular Center, Nagoya Daini Red Cross Hospital

未だ慣れないこと

本人ではなく、母親
に説明している？

無症候ゆえに、
投薬内容を変
更しにくい

病診連携先が不明

Cardiovascular Center, Nagoya Daini Red Cross Hospital

成人先天性心疾患外来を始めます

PM 臨床遺
伝診療外来

PM 外来

PM 外来

PM 外来

ASO
ASO

ASO
ASO

AM 小児カテ

AM 小児カテ

AM 小児カテ

AM 小児カテ

AM 小児カテ

PM 外来
PM 遺伝カ
ウンセリング

PM 臨床遺
伝診療外来

PM 臨床遺
伝診療外来

PM 臨床遺
伝診療外来

PM 遺伝カ
ウンセリング

PM 遺伝カ
ウンセリング

PM 遺伝カ
ウンセリング

PM 遺伝カ
ウンセリング

PM 遺伝カ
ウンセリング

PM 遺伝カ
ウンセリング

PM 遺伝カ
ウンセリング

PM 遺伝カ
ウンセリング

PM 遺伝カ
ウンセリング

成人先天性心疾患カンファレンス

Cardiovascular Center, Nagoya Daini Red Cross Hospital

第19回成人先天性心疾患セミナー 2018年10月28日 名古屋

フロセミド

アミオダロン

カルベジロール

エナラプリル

スピロノラクトン

ESA
心臓リハビリテーション

リバロキサバン

体内式ペースメーカー

Cardiovascular Center, Nagoya Daini Red Cross Hospital

第19回成人先天性心疾患セミナー 2018年10月28日 名古屋

運動耐用能が改善する

Peak VO2; pre 12.8ml/kg/min   1 year later 20.6ml/kg/min
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Cardiovascular Center, Nagoya Daini Red Cross Hospital

まとめ

当院では、個人的な繋がりに基づいて成人先天性心疾患
患者の小児科から循環器内科への移行を行ってきた。

循環器内科医が複雑先天性心疾患に関する教育を受け
る機会は限定的である。

本年10月より成人先天性心疾患外来を開設し、組織的に
活動を始める予定である。

診療科間の垣根を、いかに低くするかが問われている。
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完全⼤大⾎血管転位	 Transposition of Great Artery    
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完全⼤大⾎血管転位症に対する⼿手術	
Procedure for Transposition of Great Artery    
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History 

Alfred Blalock 
(1899-1964)

American	

1944年年 　BT(Blalock-‐‑‒Taussig）Shunt����

Helen Taussig 
(1898-1986) 
Cardiologist 

American 

Original BT shunt Modified BT shunt 

•  ����の�������
•  �������患���る���が�������
•  PDAが開存している患者のほうが、⻑⾧長く⽣生存している

����������

������ �����

History 
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History 

Broberg CS, Shen I, Menashe V, Starr A. Emergence of the arterial switch 
procedure for transposition of the great arteries and the potential cost of 
surgical innovation. JTCS. 2017 Sep;154(3):1047-1051	

���ta��� Senning� Jatene�
1975年年  Jatene������

Adib Jatene 
(1929-2014) 

Brazilian	

History 

Jatene AD, et al. Anatomic correction of transposition 
of the great vessels. JTCS. 1976;72(3):364-70.	

Original sketch�
Lecompte Y,et al. Anatomic correction of transposition 
of the great arteries. JTCS. 1981 ;82(4):629-31	

1984年年 　�a�tane�a��eonata�  a�te��a�  ���tc�����

1981年年 　Lecompte  mane��e�  �

Castaneda AR, Norwood WI, Jonas RA, Colan SD, 
Sanders SP, Lang P. Transposition of the great arteries and 
intact ventricular septum: Anatomical repair in the 
neonate. ATS. 1984;38:438–43	

William Rashkind	
(1922-1986)

American	

History 

Rashkind WJ, Miller WW. Creation of an atrial septal defect 
without thoracotomy. A palliative approach to complete 
transposition of the great arteries. JAMA. 1966;196(11):991-2	

1964年年  Balloon  Atrial  Septectomy  �BAS��
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1964年年��������������

Åke Senning 
(1915-2000)

Swedish	

1957年年    Senning������

William Mustard 
(1914-1987)

Canadian	

Senning A. Surgical correction of transposition of the 
great vessels. Surgery. 1959 ;45(6):966-80	

Mustard WT, et al. The Surgical Management of 
transposition of great vessels. JTCS. 1964;48:953-8. 	

History 

Giancarlo Rastelli 
(1933-1970)

Italian	

Rastelli GC et al. Anatomic correction of transposition of 
the great arteries with ventricular septal defect and 
subpulmonary stenosis. JTCS. 1969; 58: 545–552	

1967年年�����e��i������
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1971年年 　三尖弁閉鎖症に対してFontan⼿手術が成功�

1976年年 　三尖弁閉鎖症以外の単⼼心室症例例にFontan⼿手術の適応を拡⼤大�

Fontan F, Baudet E.　Surgical repair of tricuspid atresia.　Thorax. 1971;26(3):240-8	

Yacoub MH, Radley-Smith R.　Use of a valved conduit from right atrium to pulmonary artery for 
“correction” of single ventricle. Circulation 1976;54(Pt 2):Ⅲ63  	

Lamberti JJ  et al.  Right atrial partition and right ventricular exclusion: another surgical 
approach for complex cyanotic congenital heart disease. JTCS. 1976;71(3):386-9	

Francis Fontan 
(1929-2018)

French	

History 

単⼼心室性⼼心疾患に対する⼿手術	
Procedure for single ventricle 

修正完全⼤大⾎血管転位症（cTGA:    Corrected  transposition  of  great  artery）�
 　→  Double  switch術�

全⾝身�肺�

Ao  �

���R��

RA�

�A  �

�A�

全⾝身�肺�

Ao  � �A  �

R�����

RA� �A�

正常� 修正⼤大⾎血管転位症�
全⾝身�肺�

��� R��

Switch�

ダブルスイッチ術�

RA� �A�
Switch�

�A�Ao�

�A�

���R��

全⾝身�肺�

Switch�

RA� �A�
Switch�

Jatene� Rastelli�

＋� ＋�
Senning,  Mustard� Senning,  Mustard�

Ao  �

�A  �

Ao  �

�A  �

Ao  � �A  �

��A  �
�A�  �

���  �

�A�  �

���  �

Neo  Ao  �

Neo  �A  �

��A  �

��������
�  �����
      �����������

Jatene procedure (Arterial Switch operation : ASO) 
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Double  barrel法� �n�-‐‑‒to-‐‑‒S��e�

1975年年 　Damus-‐‑‒Kaye-‐‑‒Stansel（DKS）anastomos�s�

Damus PS：Correspondence. Ann Thorac Surg ;1975 20，724-725．	

Kaye MP：Anatomical correction of transposition of great arteries. 
Mayo Clin Proc ;1975, 50，638-640．	

Stansel HC Jr：A new operation for d-loop transposition of great 
vessels. Ann Thorac Surg ;1975, 19，565-567．	

History 
Fontan循環が成⽴立立する！  →  ⼼心室が1つしか使えない、２つに分けられない⼼心室は１つにする�
 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　          →  つまり、体循環への出⼝口は１つでもよい！�

Fontan⼿手術適応（機能的単⼼心室症）の中で、左室流流出路路狭窄や、�
⼤大動脈弁下狭窄、⼼心室間の狭窄のリスクがある場合に⾏行行う�

左�低形成�����
左室流流出路路狭窄と⼤大動脈低形成に対する⼿手術�

チアノーゼ性⼼心疾患の治療療全体の流流れ�
チアノーゼあり�
チアノーゼ性⼼心疾患�

肺⾎血流流量量増加↑� 肺⾎血流流量量減少↓�

���術� 肺動脈絞扼術  (��B)� 体肺動脈シャント術    (主にBTS)�

適度度な肺⾎血流流量量を保ち、⾝身体や肺⾎血管の成⻑⾧長を待つ�

使える⼼心室が２つ� 使える⼼心室が１つ�

両⼼心室による修復復術�
Biventricular  repair  (BVR)�修復復術� 単⼼心室による修復復術=Fontan型⼿手術�

Univentricular  repair  (UVR)�

両⽅方向性Glenn⼿手術�

※  APC  =  Atriopulmonary  conn�ction�
        TCPC=Total  cavopulmonary  conn�ction�

Extracardiac  TCPC�

⼼心外導管によるTCPC�
Intracardiac  TCPC�

⼼心内導管によるTCPC�
�at�ral  tunn�l�

⼼心房内�⽅方���ル法�
APC  Fontan�

⼼心房�肺動脈吻合法�

⼼心房の外に⼈人⼯工⾎血管を通
して、肺動脈と下⼤大静脈
(IVC)の間をつなぐ。�
現在、最も⼀一般的な⽅方法。�

⼼心房の中に⼈人⼯工⾎血管を
通して、肺動脈と下⼤大
静脈(IVC)の間をつなぐ。�

⼈人⼯工⾎血管の代わりに、
⼼心房壁をロール状にし
て下⼤大静脈(IVC)からの
⾎血流流が肺動脈に直接流流
れるようにする。�

⼼心房（右⼼心⽿耳）と肺動脈
を直接吻合し、⼼心房中隔
にはパッチをあてる古い
術式。�

Fontan型⼿手術�

オリジナルのGlenn⼿手術は1958年年に発表  �
William Glenn 

(1914-2003)
American	

History 

両⽅方向性グレン⼿手術�
BDG:  Bidirectional  Glenn  ���nt  �

Aldo Castaneda 
(1930-) 
Italian 

SVC  →  両側PA�

SVC  →  右側PA�

History 

1990年年 　両⽅方向性Glenn⼿手術�

1988年年 　�����
de Leval MR et al. Total cavopulmonary connection: a logical 
alternative to atriopulmonary connection for complex Fontan 
operations. Experimental studies and early clinical experience. 
JTCS. 1988 ;96(5):682-95	

Bridges ND, Jonas RA, Mayer JE, Flanagan MF, Keane JF, 
Castaneda AR. Bidirectional cavopulmonary anastomosis as 
interim palliation for high-risk Fontan candidates. Early 
results. Circulation. 1990 ;82(5 Suppl):IV170-6.	

Marc de Leaval 
(1941-)
Belgian	

1990年年 　⽳穴あきFontan�
Bridges ND, Lock JE, Castaneda AR. Baffle fenestration 
with subsequent transcatheter closure. Modification of the 
Fontan operation for patients at increased risk. Circulation. 
1990;82(5):1681-9	

この３つの術式により�
以降降Fontan⼿手術の適応範囲が拡⼤大し�

⼿手術成績が向上�

Aldo Castaneda 
(1930-) 
Italian 
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v

TAVI�

⼤大��弁の���

Yacoub�
David�
Bentall�

AVR�
(機械弁)�

AVR�
(⽣生体弁)�

�BAV�
直視下切切開�

Manouguian�
�ic���

⼤大��弁���

�onno�

AVR�
(⽣生体弁)�

Ro���

⼤大��弁�����

��� ⼩小�� ������� �����

⼩小さいサイズの�
弁がない�

弁輪輪拡⼤大を要する�

AR+��拡⼤大�
ワーファリン�
を避けるため�

Konno�

Manouguian�

Nicks�

1975年年  Konno���
Konno S, Imai Y, et al. A new method for prosthetic valve 
replacement in congenital aortic stenosis associated with 
hypoplasia of the aortic valve ring. J Thorac Cardiovasc Surg 
1975; 70: 909-17	

History 

今野 草二 
(--1976) 

右室流流出路路を横切切開�
その奥の⼼心室中隔も切切開�

⼤大動脈基部を縦切切開�
⼼心室中隔（左室流流出路路）にパッチを充て�
拡⼤大した弁輪輪に⼈人⼯工弁を縫着�

右室流流出路路の切切開部に�
パッチを充てる�

1962年年 　Ross���
Ross DN : Surgical reconstruction of the aortic 
valve.Lancet 1963 ; 1 : 571-574 	

History 

Donald Ross 
(1922-2014) 

British 

⾃自⼰己の肺動脈弁を�
傷つけないよう慎重に採取する�

⾃自⼰己肺動脈弁を�
⼤大動脈弁として置換する�

Ross⼿手術とKonno⼿手術	

BP�B�
+  PGE1��t�nt�

�o��oo��
���P��B��

�o��oo��
+  BDG�

BDG�

Fontan�
  �����

�o��oo��
���P��B��

1981年年 　Norwood⼿手術に成功�William Norwood 
(1941-) 

American	

佐野 俊二 
(1952-) 

History 

Norwood WI, et al. Experience with operations for 
hypoplastic left heart syndrome. JTCS. 1981;82(4):511-9. 	

Norwood WI, Lang P, Hansen DD. Physiologic repair of 
aortic atresia-hypoplastic left heart syndrome. N Engl J 
Med. 1983;308(1):23-6.	

Sano S,et al. Norwood procedure to hypoplastic left 
heart syndrome. Jpn J Thorac Cardiovasc Surg. 
1998;46(12):1311-6	

Sano S, et al. Right ventricle-pulmonary artery shunt in 
first-stage palliation of hypoplastic left heart syndrome. J 
Thorac Cardiovasc Surg. 2003;126(2):504-9	

1998年年 　���o�������
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⼆二階堂  ��

Alfred Blalock 

今井  康�� 安井  ���

川島  康⽣生�佐野  �⼆二�今野  �⼆二�

Francis Fontan Vaughn Starnes 

Great thanks for  
the Big legends!! 	

William Glenn Adib Jatene 

Donald Ross William Norwood 

William Mustard Helen Taussig 

Giancarlo Rastelli 

Åke Senning Aldo Castaneda 
Broberg CS, Shen I, Menashe V, Starr A. Emergence of the arterial switch procedure for transposition of 
the great arteries and the potential cost of surgical innovation. JTCS. 2017 Sep;154(3):1047-1051	

“Human progress is neither automatic nor inevitable… 
 Every step toward the goal of justice requires sacrifice, suffering, and struggle.” 
 

—Martin Luther King, Jr	
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最大酸素摂取量
（ V’O2max）の意味（１）

生体が単位時間内に生み出すエネル
ギーの量（仕事率、すなわちパワー）
の指標、すなわち「その人が何馬力の
エンジンを搭載しているか」の指標で
あるとともに、

最大酸素摂取量
（ V’O2max）
 １分間に体が取り込む酸素の量を「酸素摂取量
（V’O2）」という。

 最大運動強度下で得られる酸素摂取量を「最大酸素
摂取量（ V’O2max）」と呼ぶ

 単位は通常ml/分（しばしば体重で補正）

C6H12O6 + 6H2O + 6O2→6CO2 + 12H2O + 38ATP 
(686Kcal)

 １モルのブドウ糖が完全に燃焼すれば・・・
 ６モルの酸素を体内に取り込み、
 ６モルの二酸化炭素を吐き出し、
 686Kcalのエネルギーが生まれる！

この比例関係を用いれば・・・
 一定の時間内（例えば１分間）に体が取り込む酸素
の量を測ることにより、生体がその時間内に生み出
すエネルギーの量（仕事率、すなわちパワー）を測
定すること

に他ならない！！

好気呼吸全体の収支
 解糖系： C6H12O6→2C3H4O3 + 4H （2ATP）
 クエン酸回路： 2C3H4O3→20H + 6CO2 （2ATP）
 電子伝達系： 24H + 6O2→12H2O （34ATP）

全体では
 C6H12O6 + 6H2O + 6O2→6CO2 + 12H2O + 38ATP (686Kcal)運動生理学

心肺運動負荷試験
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運動負荷強度と１回心拍出量
運動負荷強度と心拍数

運動時の循環器系の応答最大酸素摂取量は何を表す
か？
好気的運動耐容能の指標
生体のもつ「パワー」
心機能
骨格筋機能

最大酸素摂取量
（ V’O2max）の意味（２）
 Fickの式：V’O2 = Q×（CaO2 – CvO2）

= Q×（CPVO2 – CPAO2）
 Q : 心拍出量; CaO2 : 動脈酸素含有量; CvO2: 静脈酸素含
有量; CPVO2 : 肺静脈酸素含有量; CPAO2: 肺動脈酸素含
有量

 最大運動時のQは「最大心拍出量」であり心機能の指標
 （ CaO2 – CvO2）は骨格筋でどれだけ有効に酸素を取り
込めるかの指標

 （CPVO2 – CPAO2）は呼吸器（肺）でどれだけ有効に酸
素を取り込めるかの指標

 すなわち、心機能、呼吸機能、および骨格筋機能の指
標でもある
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川久保、馬場ら、循環器病の診断と治療に関するガイドライン（ － 年度合同研究班報告）

スポーツにおける突然死頻度運動強度の分類

等張性運動
強

強

弱

ゴル
フ

野球 ランニング
（長距離）

ダイビン
グ

ランニング
（短距離）

水泳

柔道 スキー
（滑
降）

自転車
競技

運動の潜在的な危険性

心筋酸素需要量

冠動脈血流量

心筋酸素需要量（ ）
（心臓にかかる負荷）

運動負荷強度と収縮期血圧（運動負荷強度と分時心拍出量
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Oxygen Pulse

Oxygen Pulse = VO2/HR
一回心拍出量の指標
心拍数の影響をうける
動静脈酸素分圧較差の影響

二次パラメーター

•最大酸素摂取量
•嫌気性代謝閾値

•

•
•

•
•呼吸商
•換気当量
•呼気終末酸素および二酸化
炭素分圧

•

呼気ガス分析器のシステム

一回換気量

呼吸数

流量計

ガス分析器

酸素濃度

二酸化炭素濃度 演算部

酸素摂取量

二酸化炭素排出量

分時換気量

二次パラメーター

運動耐容能の評価

心肺運動負荷試験（CPX)

運動負荷試験の禁忌

 高度の肺高血圧
 コントロール不良の心不全
 急性心筋梗塞
 活動性のリウマチ性心筋炎
 急性心筋炎
 高度の大動脈狭窄症

 心拍出量低下を伴う不整脈
 高度の高血圧
 失神の既往のある肥大型心
筋症

 著しいバルサルバ洞拡大を
有するマルファン症候群

運動負荷試験の目的

 虚血性心疾患の診断と評価
 心筋障害の診断と評価
 不整脈の診断と評価
 運動耐容能の評価
 胸痛など、心疾患に関連するかもしれない症状や所
見の評価

 スポーツにおける運動許容条件の決定
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酸素摂取量（率）
単位時間当たりに生体が取り込む
酸素の量は測定可能

2PYR - + 36 ADP- + 36PI2- + NH+ + 6O2→
6CO2 + 38 ATP2- + 36 H2O

(1MOLのATPは約75ＫJのエネルギー
を放出) 

酸素摂取量（率）は何を意味する
か

生体の生み出す単位時間当たりの物理
学的仕事量
（生体エンジンの出力）

出力そのものは測定困難だ
が・・・

最大酸素摂取量

’

呼気終末酸素分圧 (PetO2)
呼気終末二酸化炭素分圧 (PetCO2)

 PaO2, PaCO2にそれぞれほぼ一致
一回換気量の影響をうける
呼吸器疾患ではPaO2, PaCO2と大きな
差

嫌気性代謝閾値の決定に使用

換気当量

VE/VO2, VE/VCO2
心不全患者では高値 (肺潅流不全)
嫌気性代謝閾値の決定

呼吸商 (RQ)

 RQ = VCO2/VO2
エネルギー基質の推定
嫌気性代謝閾値の決定
運動負荷強度の指標
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嫌気性代謝閾値

亜最大負荷の指標

嫌気性代謝閾値(AT)

 VE-VCO2 Regression Slope
 Oxygen Uptake Efficiency Slope

最大酸素摂取量の限界

心疾患患者に最大運動→潜在的危険性
最大負荷の定義が明確ではない

小児では「プラトー」は通常みられない
患者のモチベーションに影響される

Fletcher, G. F. et al. Circulation 2001;104:1694-1740

酸素摂取量（率）
V’O2 = C.O. ×（CAO – CV)

= C.O. ×（CPV – CPA)

C.O.:分時心拍出量
CAO ：動脈血酸素含有量
CV：混合静脈血酸素含有量
CPV ：肺静脈血酸素含有量
CPA ：肺動脈血酸素含有量

酸素摂取量（率）
2PYR - + 36 ADP- + 36PI2- + NH+ + 6O2→
6CO2 + 38 ATP2- + 36 H2O

(1MOLのATPは約75ＫJのエネルギーを放
出) 

単位時間当たりの酸素摂取量を測定するこ
とは生体の生み出すエネルギーを測定する
ことと同義！



−27−

第２部：いまさら聞けないACHD診療の基本

Fig2

換気閾値

嫌気性代謝（乳酸）閾値「 」理論

酸素供給の不足 無酸素性代謝（乳酸産生）

乳酸の緩衝（ ↑換気の非直線的増加

ATの概念

ある運動強度の閾値があり、それを超
えると

（１）酸素の代謝需要がそれを供給す
る心肺系の能力を上回り、

（２）それに伴って嫌気性エネルギー
産生が急に増加し、

（３）乳酸が骨格筋内で生成される

嫌気性代謝閾値

『増加する運動強度において有気的エ

ネルギー産生に嫌気的エネルギー産生

が加わる直前の運動強度』
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二酸化炭素の過剰排出は乳酸蓄積のみで
説明できるか？

• 病患者では運動時に乳酸を産生できな

いにもかかわらず『換気閾値』は存在

•前もって最大運動をおこなって充分に血中乳酸

濃度を上げておいても、『換気閾値』は存在

乳酸の産生は無酸素の
結果

といえるか？

として観察される血中乳酸濃度

の急上昇は『無酸素』とは無関係

乳酸の産生は無酸素の結果といえるか？

•食事制限下での筋グリコーゲン欠乏状態では、

同一負荷強度での血中乳酸濃度が低くなる

•イヌの腓腹筋 では、運動強度に比例し

て乳酸が増加したが、無酸素領域はどこにも認

められなかった

乳酸の産生は無酸素の結果といえるか？

•活動中の筋肉に充分な酸素を供給しても乳酸が

放出される

•最大運動時の活動筋からの静脈血酸素分圧は平

均 であったが、これはミトコンドリ

ア内での有酸素エネルギー代謝が充分に可能な

酸素分圧である

に対する批判

•乳酸の産生は無酸素の結果といえるか？

•二酸化炭素の過剰排出は乳酸蓄積のみで説明

できるか？

•『閾値』は本当にあるのか？

ATの利点

亜最大負荷で算出可能
 以下の運動強度では代謝性アシドー
シスを起こすことなく長時間の運動が
可能。

 以下の運動強度では呼吸循環器系に
過大な負荷をかけることがない。
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Oxygen Uptake Efficiency Slope 
(OUES)

(BABA ET AL., JACC,1996)

VE-VCO2 Regression Slope

 亜最大負荷で決定可能
 心不全患者の運動時換気亢進の程度をよく
あらわす

 予後判定因子として使用可能
 負荷プロトコールによって値が異なる
 亜最大負荷で算出した場合の誤差が大きい

VE-VCO2

Regression Slope
(METRA ET AL., BHJ, 1992)

「 」に関する個人的見解

•「 」はもはや理論としては破綻

している。ただし、臨床的には有用

な場合が多いので、このことを理解

したうえで応用するのが正しい態度

であろう

『閾値』は本当にあるのか？

血中乳酸濃度は、閾値モデルよりも指数

関数モデルで表す方があてはまりがよい
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Baba R et al. Arch Dis Child 1999; 81:71-
3

OUESはトレッドミルプロトコールの
影響をうけにくい

Van Laethem C. et al. Am Heart J 2005;149:175–80.)

OUES亜最大負荷で求めても正確

Hollenbeg M, et al. 
J Am Coll Cardiol 2000;36:194 –201

OUES亜最大負荷で求めても正確

Baba R et al.

J Am Coll 
Cardiol. 
1996;28:1567-72. 

OUES

 亜最大負荷で算出可能な諸指標中、最も正確に
VO2maxを推定可能

 亜最大負荷で算出しても最大負荷で求めた場合
との誤差が極めて少ない

 予後判定ツールとして使用可能

Baba R et al.

J Am Coll Cardiol. 1996;28:1567-72. 
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OUESはなぜATやVE-VCO2
slopeより優れているか
 AT：骨格筋への酸素供給の指標（肺循
環の良否は考慮せず）

 VE-VCO2 slope：肺循環の指標（骨格
筋への酸素供給の良否は考慮せず）

 OUES：体循環と肺循環の両方により
規定される

OUESの規定因子

 1) CO2 production (derived from muscle aerobic 
metabolism as well as from the pH buffering 
function of bicarbonate), 

 2) arterial pCO2 (CO2 setpoint),
 3) physiologic pulmonary dead space ventilation.

Tsuyuki et al. 
Therapeutic 
Apheresis and 
Dialysis 
2003:7(4):461–467,

リハビリの効果
判定ツールとし
てのOUES

Davies LC, et al.

Eur Heart J. 2006;27:684-
90. 

心不全患者の予後
予測因子としての

OUES （１）

McRae AT, J Am Coll Cardiol (suppl ) 2002

心不全患者の予後予測因子としてのOUES
（２）

Davies LC et al.Eur Heart J. 
2006;27:684-90. 
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OUES今後の課題

 真に予後予測因子たりえるか（さらに追試が
必要）？
 とくにVE-VCO2 slopeとの比較

 自転車とトレッドミルで同じ値？
 Familialization sessionは不要かどうか
 運動負荷時間に影響されるか（成人で）
 高地ではどう影響される？

dVE/dVO2 = k VE

 VO2に対するVEの増加率はそのとき
の分時換気量VEに比例する

回帰式の意味

VO2 = a×logVE + b
↓

微分方程式
dVE/dVO2 = k VE （kは定数）

の特殊解
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Physiological 
variables

NYHA

Anatomy and physiology classification 
system (2018 AHA/ACC)

• Aortopathy
• Arrhythmia
• Valvular heart disease
• End-organ dysfunction (Kidney, Liver, Lung)
• Exercise capacity
• Hypoxemia (SpO2<90%)
• NYHA 
• Pulmonary hypertension
• Shunt 
• Venous and arterial stenosis

Physiological Variables

CHD Anatomy:  分類

2018 AHA/ACC guideline for the management 
of adults with congenital heart disease

Anatomy and physiology classification 
system (2018 AHA/ACC)

1: Simple
Native disease: small ASD, small VSD, mild PS
Repaired: VSD, ASD2, PDA…

2: Moderate complexity
TOF, AVSD, Ebstein, …

3: Great complexity
Cyanotic CHD (unrepaired or palliated), Fontan, TGA, TAC….

Anatomy

Anatomy and physiology classification 
system (2018 AHA/ACC)

1: Simple
Native disease: small ASD, small 
VSD. mild PS
Repaired: VSD, ASD2, PDA…

2: Moderate complexity
TOF, AVSD, Ebstein, …

3: Great complexity
Cyanotic CHD (unrepaired or 
palliated), Fontan, TGA, TAC….

A: NYHA I
B: NYHA II
Mild hemodynamic 
sequelae, …

C: NYHA III
Significant VHD, …

D: NYHA IV
Eisenmenger, refractory 
end-organ dysfunction…

Anatomy Physiological stage
において心エコー検査で何

を診るか？

新居正基

静岡県立こども病院循環器科

今さら聞けないACHD診療の基本
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心エコーの役割

1. 心拡大の有無
2. 心機能：収縮能・拡張能・同期性評価
3. 房室弁狭窄・閉鎖不全の評価
4. 半月弁狭窄・閉鎖不全の評価
5. 心室内流出路狭窄の有無評価
6. 大血管の狭窄の評価
7. 体静脈・肺静脈狭窄の評価
8. PH有無と程度の評価
9. 残存短絡の評価
10.Fontan回路（fenestration/血栓)

Recommendations for Echocardiography

COR LOE Recommendations

1. Intraoperative TEE is recommended to guide surgical repair 
of CHD in adults

2. Patients with ACHD should undergo transthoracic 
echocardiography (TTE) for initial assessment, with 
timing of serial assessment based on anatomic and 

physiological severity and clinical status
I

I

C-EO

B-NR

2018 AHA/ACC guideline for the management 
of adults with congenital heart disease

NR=Nonrandomized
EO=Expert Opinion

心エコーの役割？

• Aortopathy
• Arrhythmia
• Valvular heart disease
• End-organ dysfunction (Kidney, Liver, Lung)
• Exercise capacity
• Hypoxemia (SpO2<90%)
• NYHA 
• Pulmonary hypertension
• Shunt 
• Venous and arterial stenosis

*
*

心室機能：収縮能・拡張能

Physiological Variables

Anatomy and physiology classification 
system (2018 AHA/ACC)

Anatomy

Physiological
stage

I II III

A

D

C

B

①

②

③

Anatomy and physiology classification 
system (2018 AHA/ACC)

Anatomy

NYHA=I
残存病変なし

Physiological stage AP分類

Simple VSD
術後

I A

TOF
ICR（TAP)後

NYHA=II
Severe PR
RV enlargement

II B

HLHS
TCPC後

NYHA=III
LC

III D③

②

①

Anatomy and physiology classification system 
(2018 AHA/ACC)

Physiological stage
= NYHA + abnormality of 

physiological variables

Physiological stage

2018 AHA/ACC guideline for the management 
of adults with congenital heart disease

4 stages: A - D
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心拡張能

“低い心房圧で如何に多くの血液を心室に
取り込めるかの能力”

①弛緩能
Relaxation
(Tau)

②心室
Stiffness

左室容積の正常値

東アジアの女性
LVEDVI=65; ESVI=25; EF=57%
(BP-Simpson)

JACC 2015;8

左室容積の正常値

JACC 2015;8

東アジアの男性
LVEDVI=70; ESVI=30; EF=55%
(BP-Simpson)

三次元心エコー

Dimension測定
四腔断面 二腔断面

左室

Volume測定

Dd Ds

VSd

PWd

＊成人では長軸断面が推奨

The great relationships of heart

V0 V0

Volume load change Pressure load change

•End-systolic pressure-volume relationship (ESPVR)
•Starling’s low
•Force frequency
•Homeometric autoregulation (Anrep effect)
•End-diastolic pressure-volume relationship (EDPVR)

• Pes=Ees(Ves-V0) • Pes=Ees(Ves-V0)

左室サイズ：dimension/volume
Dimension: 内径 Volume: 容積

J Am Soc Echocardiogr 2015;28:1-39
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心エコーによる右室機能評価

• 右室評価には複数のエコーウィンドウを使用す
る

• 評価項目
①右室サイズ
②右房サイズ
③推定中心静脈圧
④推定肺動脈圧
⑤右室機能

Rudski LG. J Am Soc Echocardiogr 2010;23:685-713
Lang RM. Eur Heart J Cardiovas Imaging 2015;16:233-271

右室焦点四腔断面

右心系の評価

M Daimon Circulation J 2011;75:2840-2846

正常日本人成人における左房容積正常日本人成人における左室組織ドプラ

M Daimon Circulation J 2011;75:2840-2846

正常日本人成人における左室流入血流正常値

M Daimon Circulation J 2011;75:2840-2846

左室流入血流Doppler波形 組織Doppler法 Speckle tracking法
左室ストレイン

心エコーでの拡張能評価

e’
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• 流入血流と流出血流の記録の際のHRを揃える

三尖弁流入血流（呼気での複数計測）：
• A波の終わりからE波の始まりまで

(TCO: tricuspid closure opening time)
or

• TRの開始点から終了点まで

Pitfalls
• 心房細動などにより、RVETとTTFの計測の際の

RR間隔が大きくずれる場合は信頼性に欠く
• 右房圧が上昇した血行動態では過小評価となる

（右房圧上昇によりIVRTが短縮する）
• 他の右室機能指標を補完する指標として使用
• 同一患者における推移を観察するのには有効

RIMP: RV index of myocardial 
performance (RV Tei index) 

RIMP= (IVCT + IRT)/ET = (TCO – ET)/ET

TCO

ET

Pulsed Doppler RIMP

Tissue Doppler RIMP

組織ドプラ：収縮期弁輪運動速度
RV S’ / systolic excursion velocity

• Doppler探索ビームと右室自由壁長軸運動が平行になるよう調整
• 再現性がよく小児においても正常データが豊富に存在
• PDは通常の心エコー機であれば計測可能

Pitfalls
• 角度依存性があり、適正な画像と角度でないと過小評価となる
• 正常値が年齢依存性に変化
• 右室自由壁の局所の指標であり、右室全体の機能を反映しない
• 左室からのtethering効果
• 開胸後は心膜との癒着により低値となる
• カラー組織ドプラによる解析は機種が限定（PDより低値となる）

Recommended
By ASE

TAPSE：tricuspid annular plane systolic 
excursion

• 右室自由壁の長軸方向の収縮能を評価。
• 簡便で良好な再現性を有する
• 通常の心エコー装置で計測が可能

Pitfalls
• 右自由壁局所の壁運動機能であり右室全体の機能を反映しない
• 自由壁の長軸運動方向とカーソルの方向が平行になるよう調整

⇒過小評価となりやすい
• 負荷依存性
• 左室からのtethering効果

Recommended
By ASE

FAC: fractional area change

右室全体の収縮能の指標となる
FAC=(RVAd – RVAs)/RVAd x 100 (%)

Pitfalls：
• 右室全体（右室心尖と自由壁）が入る断面（RV focused 4CHV)でないと

正確な評価ができない
• 右室流出路の機能は無視した指標
• 検者間差異が大きい（検者の力量に依存する）

Recommended
By ASE

右房サイズ

右房中央での短軸径 収縮末期で内腔を
トレース

容積=8/(3π)｛A2/L｝
or Simpson法

男 女

右房短軸径 (cm/m2) 1.9 ± 0.3 1.9 ± 0.3

右房長軸径 (cm/m2) 2.4± 0.3 2.5± 0.3

右房容積 (ml/m2) 25± 7 21± 6

Lang RM. Eur Heart J Cardiovas Imaging 2015;16:233-271

右室サイズ解析

• RV-focused 4CHV：右室焦点心尖部四腔断
• 左室心尖部を通る断面で右室基部径が最大となる

画像を出す

１ 2 3

Rudski LG. J Am Soc Echocardiogr 2010;23:685-713
Lang RM. Eur Heart J Cardiovas Imaging 2015;16:233-271
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検査目的に合致したmodalityを使用する

Modalities Radiation 
exposure

Cost Ventricular 
function or

volume 

Valvular
structure or

function

Coronary 
anatomy 

and course

Extracardiac
vascular 
anatomy

Echo No ¥ ++ +++ +/- +/-

CMR No ¥¥ +++ ++ ++ +++

CCT Yes ¥¥ + + +++ +++

Cath Yes ¥¥ + ++ +++ ++

2018 AHA/ACC guideline for the management 
of adults with congenital heart disease

心エコーと他の画像検査との連携

• Assessment of RV size and function in repaired TOF, systemic RV, 
and other conditions associated with RV volume and pressure 
overload ⇒CMR, cath

• Identification of anomalous pulmonary venous connections⇒CCT
• Serial assessment of thoracic aortic aneurysms, especially when the 

dilation might extend beyond the echocardiographic windows
⇒CCT, CMR

• Accurate assessment of PA pressure and pulmonary vascular 
resistance⇒cath

• Assessment for re-coarctation of the aorta⇒CCT, cath
• Sinus venous defects⇒CCT, CMR
• Vascular rings⇒CCT, CMR
• Evaluation of coronary anomalies⇒cath, CCT
• Quantification of valvular regurgitation⇒CMR, TEE

2018 AHA/ACC guideline for the management 
of adults with congenital heart disease

心室非同期に伴ったVSDを介した
非効率駆出

LV

RV

VSD shunt: systolic phase: RV to LV
diastolic phase: LV to RV

心室非同期の評価

Variant HLHS (DORV with MA/AS)  after BDG

心エコー検査：右室面積

単位 男性 女性

RVAd cm2 16±4 13±3

RVAs cm2 9±3 7±2

RVAdi cm2/m2 9±2 9±2

RVAsi cm2/m2 5.1±2 5.0±2

FAC % 44±13 46±11

*Daimon M. Circ J 2008;72:1859-1866
RVAd=右室拡張末期面積；RVAs=右室収縮末期面積

N>35% (ASE)

• ダイナミックレンジを狭くして内腔と心筋の
境界を明瞭にする

• 肉柱を外した正確なトレース

Lang RM. Eur Heart J Cardiovas Imaging 2015;16:233-271

計測項目 右室拡大

RVAd >25cm2

RVAs >14cm2

右室基部径 >42cm

右室体部径 >35cm

右室長軸径 >86cm

**Rudski LG. J Am Soc Echocardiogr 2010;23:685-713

＊

＊＊

RV dp/dt

Pitfalls
• 正常値のデータが少ない
• 重度のTRでは過小評価となる
• 負荷依存性がある
• 経時的変化には使用可能だが、単独の指標として推奨されていない
• EACVIのガイドラインには記載されず

TRのCW波形から以下の流速の時間差を測定
（肺循環心室の場合）
1.0 to 2.0 m/s: 12mmHg /dt = dp/dt
0.5 to 2.0 m/s: 15mmHg / dt=dp/dt *

（体循環心室の場合）
1.0 to 3.0 m/s: 32mmHg/dt

*Anconina J. Am J Cardiol 1993;71:1495-7

• 誤差を減らす為にsweep speedを上げる
• 必要最小限にスケールを下げる
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成人先天性心疾患患者のエコー検査
まとめ

• 評価のポイントは成人のルーチン検査と重複する項目が多い

• 心室容積と心機能評価が検査の中心となる

• 正しい断面での正確な内径・容積評価

• 心室非同期運動の検出

• Poor window（特に術後患者）

他の画像検査との連携

• 検査の前に心音聴取
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MRI

AIC

2018 10 28 19

CMR

1.

2. →

3. Gold standard

etiology

→HHD? HCM? DCM? Sarcoidosis? 

Amyloidosis? Fabry? Takotsubo?

Anatomy

Physiology

Histology

Modality=CMR

1. Anatomy :

ACHD ?

2. Physiology : 

Phase contrast

ACHD

1. Anatomy : ACHD ?

•

How to scan magnetic resonance coronary angiography ?

RCA
LAD

LCX

ID-193

Kato, et al. J Am Coll Cardiol 2010;56:983–91(9.5+/-3.5 min)

MRCA : Magnetic Resonance Coronary Angiography compared with CAG

The newest meta-analysis
Sensitivity89%

（enhanced95%）
Specificity72%

2016 Eur Radiol 26 :3706
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MRCA → Whole Heart MRA

• D

•
Fontan

• Routine

(

p/o TCPC

Arch repair case with DKS DKS 
anastomosis

Fontan
pathway

IVC to LPV shunt ?  Residual Vertical vein

(Non- contrast)

PA stump

(thrombus risk)

CMR has advantage for depiction of Vein

Thrombus in the Extracardiac Conduit

Frontal Back

Lateral

(Extracardiac Conduit) Conduit

CMR

MRI

AIC

2018 10 28 19

CMR

1.

2. →

3. Gold standard

etiology

→HHD? HCM? DCM? Sarcoidosis? 

Amyloidosis? Fabry? Takotsubo?

Anatomy

Physiology

Histology

Modality=CMR

1. Anatomy :

ACHD ?

2. Physiology : 

Phase contrast

ACHD

1. Anatomy : ACHD ?

•

How to scan magnetic resonance coronary angiography ?

RCA
LAD

LCX

ID-193

Kato, et al. J Am Coll Cardiol 2010;56:983–91(9.5+/-3.5 min)

MRCA : Magnetic Resonance Coronary Angiography compared with CAG

The newest meta-analysis
Sensitivity89%

（enhanced95%）
Specificity72%

2016 Eur Radiol 26 :3706
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Contrast enhanced CTA

1. Anatomy : ACHD ?

• DORV

Case  :  DORV subpulmonary VSD (false TB) 
– p/o PAB + arch repair

MA fibrous continuity(-)

p/o PAB, no migration

Frontal view Lateral view

Case :  DORV subpulmonary VSD (false TB) 
– p/o PAB + arch repair

Frontal view Lateral view

Case  :  DORV subpulmonary VSD (false TB) 
– p/o PAB + arch repair

Cine MR 4D view

Case  :  DORV subpulmonary VSD (false TB) 
– p/o PAB + arch repair 6.6kg
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Cine MR 2D view

Cine MR 4D view

Case  :  DORV subpulmonary VSD (false TB) 

– p/o PAB + arch repair 6.6kg

Case : Whole Heart MRA

LAD

Case :  DORV subpulmonary VSD (false TB) 

– p/o PAB + arch repair 6.6kg

Normal coronary origin (Shaher 1) PAB migration(-)

Whole heart MRA

Case  :  DORV subpulmonary VSD (false TB) 
– p/o PAB + arch repair 6.6kg

MR coronary angiography ; Slab-MIP image

LMT

RCA

Facing sinus
Shaher type 1)

Case  :  DORV subpulmonary VSD (false TB) 

– p/o PAB + arch repair 6.6kg

Endocardial view of MRA (enhanced)

Case  :  DORV subpulmonary VSD (false TB) 

– p/o PAB + arch repair 6.6kg
Case  :  DORV subpulmonary VSD (false TB) – ASO + VSD closure

Contrast enhanced CTA

1. Anatomy : ACHD ?

• DORV

Case  :  DORV subpulmonary VSD (false TB) 
– p/o PAB + arch repair

MA fibrous continuity(-)

p/o PAB, no migration

Frontal view Lateral view

Case :  DORV subpulmonary VSD (false TB) 
– p/o PAB + arch repair

Frontal view Lateral view

Case  :  DORV subpulmonary VSD (false TB) 
– p/o PAB + arch repair

Cine MR 4D view

Case  :  DORV subpulmonary VSD (false TB) 
– p/o PAB + arch repair 6.6kg
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1. Anatomy : ACHD ?

•

•

2. Physiology : Phase contrast -
ACHD

•

Determination of Flow Volume and Ventricular Function

Phase contrast method

Volumetry from cine image

Volume (ml) Volume (ml)

EDV 125.0 ml
ESV 64.6ml
EF 48 %
SV 60.4ml  Mass 116.6g
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1. Anatomy : ACHD ?

•

•

2. Physiology : Phase contrast -
ACHD

•

Determination of Flow Volume and Ventricular Function

Phase contrast method

Volumetry from cine image

Volume (ml) Volume (ml)

EDV 125.0 ml
ESV 64.6ml
EF 48 %
SV 60.4ml  Mass 116.6g
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J Cardiovasc Magn Reson. 2013  

ACHD CMR: Full Study
Full Study: One-Stop Shop

Wall motion
(10min)

4DMRA or Perfusion 
(Stress→Rest)

(5-10min)

Stress

Rest

LGE
(10min)

Whole HEART MRA
(15min)

No contrast
No radiation

Flow analysis
(15min)

Strong point  of Cardicac MRI for congenital heart disease

1. (Window )

2. ⇒

3. ⇒ / output ?

4. (-) (-)

Congenital heart disease

4D MRA, Perfusion, LGE

51 Repaired TOF

l

l

l MRI EF

l

3D
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Residual VSD Flow Analysis & Volume Study

l AAo 1.9 l/min/m2 , AR 9%
l MPA 2.6 l/min/m2, PR 8% Qp/Qs( =  1.3

l SVC + IVC  2.1  l/min/m2
l RPA + LPA  2.7  l/min/m2

Ø LVEDV 192 ml, ESV 111ml, EF42%
Ø LV output 3.0 l/min/m2
Ø RVEDV 220ml, ESV 161ml, EF27%
Ø RV output 2.2 l/min/m2

residual VSD, RVOTS
PR

CMR

Stress induced perfusion defect(-)

LGE apex lateral
transmural)

Summary : 

Residual VSD

RVOTS(DCRV)

• Phase contrast CMR

•

• ACHD follow up imaging modality

2. Physiology : Phase contrast -
ACHD
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yishikawa@cviclinic.com ( ) .

Residual VSD Flow Analysis & Volume Study

l AAo 1.9 l/min/m2 , AR 9%
l MPA 2.6 l/min/m2, PR 8% Qp/Qs( =  1.3

l SVC + IVC  2.1  l/min/m2
l RPA + LPA  2.7  l/min/m2

Ø LVEDV 192 ml, ESV 111ml, EF42%
Ø LV output 3.0 l/min/m2
Ø RVEDV 220ml, ESV 161ml, EF27%
Ø RV output 2.2 l/min/m2

residual VSD, RVOTS
PR

CMR

Stress induced perfusion defect(-)

LGE apex lateral
transmural)

Summary : 

Residual VSD

RVOTS(DCRV)

• Phase contrast CMR

•

• ACHD follow up imaging modality

2. Physiology : Phase contrast -
ACHD
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細菌性心内膜炎の予防と内科治療

千葉県こども病院　循環器科　村上智明

先天性心疾患を有する成人における感染性心内膜炎の罹患率は一般成人の罹患率に比較し

て圧倒的に高く、また死亡率も高い。先天性心疾患は外科的な手術介入により治療される

ことが多いが、特に複雑な先天性心疾患においては修復術後においても感染性心内膜炎の

高リスクであることが多く、実際に日本の多施設共同研究では罹患患者の半数以上が手術

後であった。すなわち生涯にわたっての予防が必要となる症例が少なくない。この予防に

関して世界的には感染性心内膜炎予防のための抗菌薬投与対象を減らす潮流であるが、日

本では従来通りの予防を継続している。この春に９年振りに改訂された“日本循環器学会

感染性心内膜炎の予防と治療に関するガイドライン（2017年改訂版）”においても積極的

な予防の推奨が継続されている。しかしながらこれは単に前ガイドラインの内容を継承し

たわけではなく、“前回改訂からのおもな更新点”のひとつとして“感染性心内膜炎の予

防についてなされてきた多くの議論を見直し、現時点での考えを示した”と述べられてい

るようにいわば“積極的な”継承である。本講演では主に感染性心内膜炎の予防に関して

その背景から説明し、議論を深めたい。
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成人先天性心疾患における感染性心内膜炎の外科治療

聖隷浜松病院　心臓血管外科　小出 昌秋

【背景】

　心臓弁膜症や人工弁置換術後とならんで先天性心疾患の多くが感染性心内膜炎発症のリ

スクをはらんでいる。単独の心房中隔欠損以外のほとんどの先天性心疾患は中等度以上の

リスクを有するとされており、特にチアノーゼ性複雑心奇形や体肺短絡手術後は高度リス

ク症例とされている1。ACHDにおけるIEの発生率は0.9～1.3cases/1000patient years（py）

（複雑心奇形では1.4～1.9cases/1000py、VSDでは0.81.9cases/1000py）との報告があり、

Normal Populationにおける発生（5-7/100,000py）よりはるかに高く、同じ先天性心疾患

でも小児から成人になるにつれて発生リスクは２～３倍になると言われている2，3。ACHD

の特徴としてパッチや人工血管、人工弁といった人工材料を心内に使用していることが多

く、それもIEのリスクを増大させる要因となる。特に弁の付いた人工材料（人工血管あ

るいは人工弁）は術後急性期のみならず遠隔期においてもIE発症の大きなリスクとなる3。

　今回は成人先天性心疾患における感染性心内膜炎の手術適応について解説し、当院にお

ける現状と実際の症例を提示する。

【手術適応】

　成人先天性心疾患においても後天性心疾患と同様に、感染性心内膜炎の外科的治療は常

に治療のオプションとして念頭に置いておく必要がある。内科的治療に抵抗性で塞栓症や

心不全により重篤な状態に陥る可能性は常にあり、治療開始当初より外科医を含むハート

チームに感染専門医らを加えた多職種チームで、治療方針や外科的介入のタイミングにつ

いて検討することが望ましい4。特に発症早期の活動期感染下に行う外科手術は一定のリ

スクを伴うものであり、包括的なリスクベネフィット評価のもとに慎重な判断が求められ

る。外科的介入は後天性心疾患と同様に成人先天性心疾患のIE全体の約50％に必要とな

るとされる2。そのうち緊急的あるいは準緊急的手術が大半を占める。

　以下に外科的治療の適応についてまとめる。手術適応に関しては基本的には後天性心疾

患のIEと異なる点は少ない。

（日本循環器学会｢感染性心内膜炎の予防と治療に関するガイドライン（2017年改訂版）｣より改変）。

推奨（Class I）

① 急性高度弁機能不全による肺水腫、心原性ショック → 緊急

② 人工弁機能不全、弁周囲逆流による心不全 → 準緊急

③ 弁輪部膿瘍、急速に増大する疣贅や刺激伝導系障害の出現 → 準緊急

④ 真菌や耐性菌によるIE → 準緊急／待機的

⑤ 適切な抗菌療法開始後も一回以上の塞栓症を発症し疣贅が残存する → 準緊急
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推奨（Class IIa）

① 数日の適切な抗菌剤投与によっても血液培養陰性化がみられない、解熱が得られ

ない → 準緊急

② 耐性菌によるIE、非HACEKグラム陰性桿菌による人工弁感染 → 準緊急/待機的

③ 人工弁IEの再燃 →準緊急／待機的

④ 10mmを越える可動性疣贅と高度弁機能不全のある自己弁IE → 準緊急

⑤ 30mmを越える孤発性疣贅 → 準緊急

＊高度弁機能不全を伴わない比較的大きな疣贅を伴うIEに対する外科的治療に関して

は一定の見解が得られていないが、一般的には10~15mm以上の可動性のある疣贅の

存在は外科的治療の対象とすることが多い。

＊脳梗塞（大きな中枢性病変や出血合併例を除く）を発症していても必要があれば手術

を躊躇するべきではない＝Class IIa

＊脳出血を合併している場合は４週間は開心術を控える＝Class IIa

【当院における成績】

　2000年以降の心臓手術（先天性および後天性）3588例中IE80例（2.2%）、うち38例（IE

の47.5%）がActive IE、手術死亡３例（7.9%）。

　2000年以降のACHD手術130例中IE７例（5.4%）、うち５例（IEの71.4%）がActive IE、

手術死亡１例（14.3%）。

【症例呈示】

① TOF術後遠隔期PVR後人工弁感染を来した症例

② Konno手術後人工弁輪部膿瘍による右室流出路高度狭窄を来した症例

③ Ross手術後右室流出路導管にHACEK群によるIEを発症した症例

④ VSD術後43年後にIEによるSevere MRを来した症例

１）日本循環学会 感染性心内膜炎の予防と治療に関するガイドライン（2017年改訂版）

２）Moore B, Cao J, Kotchetkova I, Celermajer DS. Incidence, predictors and outcomes 

of infective endocarditis in a contemporary adult congenital heart disease population. 

Int J Cardiol. 2017; 249: 161-165.

３）Kuijpers JM, Koolbergen DR, Groenink M, Peels KCH, Reichert CLA, Post MC, 

Bosker HA, Wajon EMCJ, Zwinderman AH, Mulder BJM, and Bouma BJ. Incidence, 

risk factors, and predictors of infective endocarditis in adult congenital heart disease: 

focus on the use of prosthetic material. Eur Heart J. 2017; 38: 2048-2056.

４）Erwin JP, Otto CM. Infective endocarditis: old problem, new guidelines and still 

much to learn. 2014; 100: 996-998
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歳女性

＃１．大血管転位症（ ） 術
＃２．僧帽弁置換術後（ 歳時 ）

事務系職員として通常に勤務している
現在の処方

ワルファリン ，パナルジン
月経時はパナルジンを自己中止する

年齢＊ ± ± ±
初産
経産 ９

妊娠前 心機能
分類
ClassⅠ
ClassⅡ

妊娠中抗凝固療法
利尿剤内服 ３

患者背景

2004-09 20010-16
＊当院

母体年齢
① 歳
② 歳

＋
＋

１

＋

＊内は副疾患
除外

計

成人先天性心疾患患者の妊娠・出産症例数

日本成人先天性心疾患学会
ＣＯ Ｉ 開示

筆頭発表者名： 赤木禎治

演題発表に関連し、開示すべき 関係にある
企業などはありません。岡山大学循環器内科

赤木禎治

抗凝固薬剤投与中の妊娠、出産
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Modified WHO Classification

Class 1 (no increased risk of mortality and no increase in morbidity)

⚫ Uncomplicated small or mild pulmonary stenosis
⚫ Patent ductus arteriosus
⚫ Mitral valve prolapse
⚫ Successfully repaired simple lesions (ASD, VSD, PDA, anomalous 

pulmonary venous connection)

(Regitz-Zagrosek V,  et al. EurHeart J 2011;32:3147– 97)

ZAHARA Score

⚫ History of arrhythmias (weighted score 1.5)
⚫ Cardiac medications before pregnancy (1.5)

⚫ NYHA functional class prior to pregnancy ≧II (0.75)
⚫ Left heart obstruction (>50 mmHg) (2.5)
⚫ Systemic atrioventricular valve regurgitation (0.75)
⚫ Pulmonary atrioventricular valve regurgitation (0.75)
⚫ Mechanical valve prosthesis (4.25)
⚫ Cyanotic heart disease (1.0)

(Drenthen W, et al. Eur Heart J 2010;31:2124–32)

妊娠中の母体・胎児のリスク評価

CARPREG study 
(Siu SC, et al. Circulation 2001;104:515–21)

ZAHARA study 
(Drenthen W, et al. Eur Heart J 2010;31:2124–32)

Modified WHO classification 
(Regitz-Zagrosek V,  et al. EurHeart J 2011;32:3147– 97)

Pre-pregnant Counseling

⚫ 分娩および産科的管理の施設
⚫ 分娩方法
⚫ 妊娠中の入院管理の必要性
⚫ 分娩後の健康状態
⚫ 妊娠回数－制限
⚫ 分娩後の避妊方法（配偶者も）
⚫ 産褥期と妊娠直後の心疾患管理

⚫ 基礎疾患の重症度
⚫ 予想される合併症
⚫ 感染性心内膜炎の危険性
⚫ 母体死の危険
⚫ 母体が死亡した場合の子供の養育
⚫ 胎児の危険性
⚫ 胎児心疾患の有無
⚫ 遺伝相談
⚫ 催奇形性のある薬

妊娠・出産を避けるべき心疾患

⚫ 肺高血圧合併 (Eisenmenger症候群)
⚫ 左室流出路狭窄 (>40-50 mmHg)
⚫ うっ血性心不全

(NYHA class III or IV, LVEF <35-40% )
⚫ Marfan症候群 (大動脈径 >40 mm)
⚫ 機械弁置換術後

⚫ チアノーゼ残存心疾患 (SaO2 <85%)
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年 月
先生，妊娠しました

妊娠 週当院産科受診
入院しヘパリンの持続点滴開始→ヘパリン
の自己注射→自宅フォロー
妊娠 週よりワルファリン再開
妊娠 週より入院しヘパリンの持続点滴
妊娠 週 経膣分娩

年 月
先生，妊娠しました！

妊娠 週当院産科受診

胎児心拍確認されず

子宮内容除去術施行

歳女性

＃１．大血管転位症（ ） 術
＃２．僧帽弁置換術後（ 歳時 ）

事務系職員として通常に勤務している
現在の処方

ワルファリン ，パナルジン
月経時はパナルジンを自己中止する

Modified WHO Classification

Class 4 (extremely high risk of mortality or morbidity)

⚫ Pulmonary arterial hypertension from any cause
⚫ Severe systemic ventricular dysfunction (LVEF <30%, 

NYHA functional class III–IV)
⚫ Severe MS; severe symptomatic AS
⚫ Marfan syndrome with aorta dilated >45 mm
⚫ Aortic dilation >50 mm with bicuspid aortic valve
⚫ Native severe coarctation of the aorta

(Regitz-Zagrosek V,  et al. EurHeart J 2011;32:3147– 97)

Modified WHO Classification

Class 3 (significantly increased risk of mortality or morbidity)

⚫ Mechanical valve
⚫ Systemic right ventricle
⚫ Fontan circulation
⚫ Unrepaired cyanotic heart disease
⚫ Other complex congenital heart disease
⚫ Aortic dilation 40–45 mm in Marfan syndrome
⚫ Aortic dilation 45–50 mm in bicuspid aortic valve disease

(Regitz-Zagrosek V,  et al. EurHeart J 2011;32:3147– 97)

Modified WHO Classification

Class 2 (small increase in risk mortality or moderate increase in morbidity)

⚫ Unrepaired atrial or ventricular septal defect
⚫ Unrepaired tetralogy of Fallot Mild left ventricular impairment
⚫ Native or tissue valvular heart disease not considered WHO I or IV
⚫ Marfan syndrome without aortic dilation
⚫ Aorta <45 mm in association with bicuspid aortic valve disease
⚫ Repaired coarctation

(Regitz-Zagrosek V,  et al. EurHeart J 2011;32:3147– 97)
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Issues of Anticoagulation During Pregnancy

⚫ Inappropriate effect 
⚫ Bleeding complication
⚫ Teratogenicity

分類 一般名 添付文書記載 妊娠総合評価 授乳総合評価
クマリン誘導体 ワルファリン 禁忌 × 〇
未分画ヘパリン ヘパリン ○ 〇

低分子ヘパリン
エノキサパリン ○ 〇
ダルテパリン 禁忌 ○ 〇

ヘパリノイド ダナパロイド △ 〇

抗血小板薬

アスピリン（低用量） ○ 〇
ジピリダモール △ 〇
チクロピジン △ △
クロピドグレル △ △
シロスタゾール 禁忌 ▲ △
プラスグレル △ △

合成Ⅹ 阻害薬 フォンダパリヌクス △ 〇

直接Ⅹ 阻害薬
リバーロキサバン 禁忌 ▲ △
エドキサバン ▲ △
アピキサバン ▲ △

トロンビン直接阻害 ダビガトラン ▲ △

Nishimura RA, Otto CM, Bonow RO, et al. J Am Coll Cardiol 2014

Class IIa
1. Continuation of warfarin during the first trimester is reasonable if the 

dose of warfarin to achieve therapeutic INR is <5 mg/day, after full 
discussion with patient about risks and benefits (Level of Evidence: B)

2. Dose-adjusted LMWH during the first trimester is reasonable if the 
dose of warfarin is >5 mg/day to achieve a therapeutic INR (Level of 
Evidence: B)

3. Dose-adjusted continuous intravenous UFH during the first trimester is 
reasonable if the dose of warfarin is >5 mg/day to achieve a therapeutic 
INR (Level of Evidence: B)

Guideline-Recommended Anticoagulation for Pregnant 
Patients With a Mechanical Prosthetic Heart ValveGuideline-Recommended Anticoagulation for Pregnant 

Patients With a Mechanical Prosthetic Heart Valve

Nishimura RA, Otto CM, Bonow RO, et al. J Am Coll Cardiol 2014

Class I
1. Therapeutic anticoagulation with frequent monitoring (Level of 

Evidence: B).
2. Warfarin is recommended in pregnant patients to achieve therapeutic 

INR in the second and third trimesters (Level of Evidence: B).
3. Discontinuation of warfarin with initiation of intravenous is 

recommended before planned vaginal delivery (Level of Evidence: C).
4. Low-dose aspirin is recommended for pregnant patients in the second 

and third trimesters with either a mechanical prosthesis or 
bioprosthesis (Level of Evidence: C).
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2018/9/25

右室体心室患者の
妊娠・出産

東京女子医科大学 循環器小児科

島田 衣里子

右室体心室の患者の妊娠

•
WHO 1

No risk

WHO2 if otherwise well 
and uncomplicated

Small risk complications

WHO2-3 depending on 
individual

WHO3

Significant risk of 
complications

WHO4

Contraindication for 
pregnancy

Uncomplicated, small or 
mild pulmonary stenosis, 
entricular septal defect, 
patent ductus arteriosus

Unoperated atrial septal 
defect

Mild left ventricular 
impairment

Mechanical valve Pulmonary arterial 
hypertension of any course

Mitral valve prolapse with 
no more than trivial mitral 
regurgitation 

Repaired tetralogy of Fallot Hypertrophic 
cardiomyopathy

Systemic right ventricle 
(e.g. congenitally corrected 
transposition, simple 
transposition post Mustard 
or Senning repair)

Severe systemic ventricular 
dysfunction

Successfully repaired 
simple lesions ostium 
secundom atrial septal 
defect, ventricular septal 
defect, patent ductus 
arteriosus, total anomalous 
pulmonary venous drainage

Most arrhythmias Native or tissue valvular 
heart disease not 
considered WHO4

Post Fontan operation (NYHA III-IV or EF <30%)

Isolated ventricular 
extrasystoles and atrial 
ectopic beats

Marfan syndrome without 
aortic dilatation

Cyanotic heart disease Previous peripartum 
cardiomyopathy any 
residual impaired of left 
ventricular function

Oher complex congenital 
heart disease

Severe left heart 
obstruction
Marfan syndrome with 
aortic dilatation > 40mm

妊娠による影響

European Heart Journal (2015) 36, 2491–2499

末梢血管抵抗 ↓

心拍出量↑
30%

子宮の血流 ↑

循環血漿量 ↑ 40-45%

心拍 ↑ 10-20%

血圧 → or ↓

肺血管抵抗 ↓

下肢静脈圧 ↑

妊娠に伴う心不全の出現時期

Heart (2014) 100, 231–238

どうしてハイリスクになるのか？

 `解剖学的右室’ である制限

 三尖弁逆流による増悪

 徐脈性および頻脈性不整脈の合併

dTGA
after atrial switch operation 
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dTGA atrial switch operationで
みられる問題

 arrhythmia 
–徐脈性・頻脈性（上室性・心室性）

 RV function 
 TR
 バッフルリーク

–paradoxical embolizationのリスク
 PH

36yo  DORV, post Mustard G2P1
• NYHA I、妊娠前 HR 50-60程度だが、HR responseがあまり
よくない

• 心房性頻拍の既往あり
(1人目出産前、2人目出産前に計2回ablation)

• 1人目の出産時は問題なかった

• 週数が進んでもほとんどHRが変わらず60前後のままだった。
• 30週をすぎて、浮腫みが出現、入院するも浮腫みは改善せ
ず、PAC・PVCも多く、徐脈も進行。

• 32週でtemporary PMを挿入し（ヘパリン使用）、34週で帝王
切開で出産。

• 出産後はHRがもとにもどったためPMは必要とならず、退院。

心房スイッチ術後の妊娠

Variables Value (N=14)

Morphology

dTGA 13

DORV 1

Type of surgery

Senning 10

Mustard 4
TVR 1

Median age at first repair, years (± SD) range 1.7±2.0 (0.3 – 6.4)

Other complication

Pulmonary Hypertension 1

2002年1月-2018年8月 19妊娠 （14名）

Variables Value

Number of women, n 14

Number of pregnancies, n 19

NYHA before pregnancy, I/II 17/2

Median age at delivery, years (±SD) 29 ± 4

Gestational age at birth, weeks(±SD) 34.9 ± 3.1 (28-38)

Birth weight, g(±SD) 2137 ± 602 (999-3426)

Medication during pregnancy 5

Mode of delivery

Spontaneous vaginal delivery, n (%) 3 (16)

Assisted vaginal delivery, n (%) 2 (10)

Caesarean section, n (%) 14 (74)

心房スイッチ術後の妊娠

心房スイッチ術後の妊娠

Variables n (%)

Cardiovascular events

Arrhythmia, n(%) 4  (21)

Heart failure, n(%) 2 (11)

Hemoptysis, n(%) 1 (5)

Temporary PM implantation, n(%) 2(11)

Obstetric events, n(%) 2 (11)

Offspring events

Preterm birth, n(%) 13 (68)

SGA, n(%) 3 (16)

dTGA atrial switch operationの妊娠

• 妊娠中・分娩後の母体の合併症は10-30%(不整脈
= or >  心不全)。

• 他にも、NYHAの増悪, RV 機能の増悪、TRの増悪
がみられる。

• Irreversible ventricular dysfunction が10%程度に
あると報告しているものもある。

Guedes. et al. J Am Coll Cardiol (2004); 44: 433-7
Drenthen W. et al. Eur Heart J (2005); 26: 2588-2595
Canobbil MM. et al. An J Cardiol 2006; 98:668-672
Metz TD. et al. Am J Obstet Gynecol 2011; 205:273
Trigas V. et al. Circ J 2014; 78: 443-449
Cataldo S. et al. BJOG 2015; 
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右室体心室患者の
妊娠・出産

東京女子医科大学 循環器小児科

島田 衣里子

右室体心室の患者の妊娠

•
WHO 1

No risk

WHO2 if otherwise well 
and uncomplicated

Small risk complications

WHO2-3 depending on 
individual

WHO3

Significant risk of 
complications

WHO4

Contraindication for 
pregnancy

Uncomplicated, small or 
mild pulmonary stenosis, 
entricular septal defect, 
patent ductus arteriosus

Unoperated atrial septal 
defect

Mild left ventricular 
impairment

Mechanical valve Pulmonary arterial 
hypertension of any course

Mitral valve prolapse with 
no more than trivial mitral 
regurgitation 

Repaired tetralogy of Fallot Hypertrophic 
cardiomyopathy

Systemic right ventricle 
(e.g. congenitally corrected 
transposition, simple 
transposition post Mustard 
or Senning repair)

Severe systemic ventricular 
dysfunction

Successfully repaired 
simple lesions ostium 
secundom atrial septal 
defect, ventricular septal 
defect, patent ductus 
arteriosus, total anomalous 
pulmonary venous drainage

Most arrhythmias Native or tissue valvular 
heart disease not 
considered WHO4

Post Fontan operation (NYHA III-IV or EF <30%)

Isolated ventricular 
extrasystoles and atrial 
ectopic beats

Marfan syndrome without 
aortic dilatation

Cyanotic heart disease Previous peripartum 
cardiomyopathy any 
residual impaired of left 
ventricular function

Oher complex congenital 
heart disease

Severe left heart 
obstruction
Marfan syndrome with 
aortic dilatation > 40mm

妊娠による影響

European Heart Journal (2015) 36, 2491–2499

末梢血管抵抗 ↓

心拍出量↑
30%

子宮の血流 ↑

循環血漿量 ↑ 40-45%

心拍 ↑ 10-20%

血圧 → or ↓

肺血管抵抗 ↓

下肢静脈圧 ↑

妊娠に伴う心不全の出現時期

Heart (2014) 100, 231–238

どうしてハイリスクになるのか？

 `解剖学的右室’ である制限

 三尖弁逆流による増悪

 徐脈性および頻脈性不整脈の合併

dTGA
after atrial switch operation 
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Congenitally corrected TGA

合併奇形も多い

• 肺動脈狭窄
• 心室中隔欠損
• 心房中隔欠損
• 三尖弁の異常（Ebstein奇形）…

→何も合併していないのは10%以下
肺動脈狭窄のタイプ

ccTGAの問題

 RV function 
 TR
 合併奇形による病態の違い

– VSD・PSなどによるdesaturation
– conventional Rastelli手術後

 arrhythmia 
–徐脈性(CAVB)・頻脈性（上室性・心室性）

34yo  ccTGA G2P1
• NYHAI, 不整脈の既往なし （HR 60前後, HR responseよい）
• 1人目の出産時は問題なかった
• 今回の妊娠前 TR mild- moderate

• 妊娠中 TR 増加傾向, PAC, PVCなど妊娠中・出産後もなし
• 37ｗ1ｄ帝王切開で出産。
• 妊娠中HRは 、 出産後も60前後
• 出産後TR増加・心拡大あり、体重がへらず浮腫みが続くため利
尿剤・ACE阻害薬開始。

• 産後2週間でBNPpeak outして産後17日で退院。

31yo, ccTGA, vPS (60mmHg), VSD, G1P0 
• 妊娠前チアノーゼなし、RVEF 55-60%, Mild TR
• PAC, PVCが出やすいが安静時HR 70-80 

PG 60

100
80?

• 13週 junctional rhythm・PVCが多くなり安静入院
• その後改善し、PAC PVCあるが洞調律（HR60-70)
• 35w6d 帝王切開で出産
• 出産後から始終HR 45-55でHR変動が少なく、TR増加・
心拡大(BNP407)あり。右室機能はかわりなし。

• さらに1週間でHRが少し上昇したのでBNP200台だが
退院。

• 1か月検診ではBNP800、体重3kg増加、心拡大。
→利尿剤開始、家族サポート指導→1週間後改善。

38yo, ccTGA, PS, ASD, VSD, G1P0
• 心機能はRVEF 60%程度あるが、ASD+VSDによる
容量負荷があった。（mild TR）

• 心房間で両方向性となり、わずかにdesaturation 
(SpO2 94%) 

• 不整脈の既往なし（HR60-70, HR responseあり）

• 出産直前まで心不全症状、不整脈なし
• 帝王切開後からSpO2 87%にdesaturation進行。
• 4日目のレントゲンで胸水・心拡大(CTR61%, 妊娠前

CTR 48%)で利尿剤開始。右室機能はかわりなし。
• 1か月後のレントゲンでCTR 50%までもどった。

100
70

55
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Variables Value (N=16)

Associated lesions

VSD+PS (+ASD) 9

History of surgery No, n 10 (5 with PS)

Conventional Rastelli, n 3

ASD closure + P valvotomy, n 1

TV plasty, n 1

Median age at repair, years (± SD) range 10.3±1.5 (7.5 – 11.9)

PM implantation, n 1

2002年1月-2018年8月 21妊娠 （16名）

ccTGAの妊娠

Variables Value

Number of women, n 16

Number of pregnancies, n 21

NYHA before pregnancy, I/II 21/0

Median age at delivery, years (±SD) 31.2±3.7

Gestational age at birth, weeks(±SD)range 36.2 ± 2.1 (32-39)

Birth weight, g(±SD)range 2297 ± 504 (1546-3184)

Medication during pregnancy 1

Mode of delivery

Spontaneous vaginal delivery, n (%) 2 (10)

Assisted vaginal delivery, n (%) 3 (14)

Caesarean section, n (%) 16(76)

ccTGAの妊娠

ccTGAの妊娠

Variables n (%)

Cardiovascular events

Arrhythmia, n(%) 4 (19)

Heart failure, n(%) 7 (33)

Obstetric events, n(%) 1 (5)

Offspring events

Preterm birth, n(%) 11 (52)

SGA, n(%) 2 (10)

ccTGAの妊娠

•妊娠中・分娩後の母体の合併症は10-26%だが、
atrial switchよりも少なめである(不整脈や心不全）。

•他にも、NYHAの増悪, RV 機能の増悪、TRの増悪、
チアノーゼの増悪がみられる。

Therrien J. et al. Am J Cardiol 1999; 84:820-824
Connoly HM. et al. J Am Coll Cardiol 1999; 33:1692-5
Gelson E. et al. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2011; 155: 146-149
Bowater SE. et al. Congenit Heart Dis 2013; 8:302-307
Kowalik E et al. Int J Gynecol Obstet 2014; 125:154-157

Assessment for pregnant women with CHD

 Cardiac risk assessment
 Obstetric risk assessment
 Fetal and neonatal risk assessment

Baseline clinical assessment
原疾患・手術歴

既往歴 （感染性心内膜炎・不整脈など）

現在の症状 (HR, BP, SpO2, NYHA, 不整脈の自覚…)
現在の検査所見・残存病変の有無などの評価

(Xp, ECG, ホルター, echo, MRI, catheterization, CPX…)

まとめ

 Systemic RVに伴う妊娠では、右室機能の程度・三尖弁逆流
の程度のみならず、不整脈や心拍応答にも留意した管理が
必要となる。

 原疾患・手術歴・合併奇形によって、妊娠による容量負荷
の影響はさまざまであることから、個々の症例ごとにきめ細
やかな管理が必要となる。

 妊娠による遠隔期への影響は不明な点が多いが、心血管
イベントはその後の心イベントの予測となることから、過度の
負担を避けるような管理を心がけることも必要である。

2018/9/25

Congenitally corrected TGA

合併奇形も多い

• 肺動脈狭窄
• 心室中隔欠損
• 心房中隔欠損
• 三尖弁の異常（Ebstein奇形）…

→何も合併していないのは10%以下
肺動脈狭窄のタイプ

ccTGAの問題

 RV function 
 TR
 合併奇形による病態の違い

– VSD・PSなどによるdesaturation
– conventional Rastelli手術後

 arrhythmia 
–徐脈性(CAVB)・頻脈性（上室性・心室性）

34yo  ccTGA G2P1
• NYHAI, 不整脈の既往なし （HR 60前後, HR responseよい）
• 1人目の出産時は問題なかった
• 今回の妊娠前 TR mild- moderate

• 妊娠中 TR 増加傾向, PAC, PVCなど妊娠中・出産後もなし
• 37ｗ1ｄ帝王切開で出産。
• 妊娠中HRは 、 出産後も60前後
• 出産後TR増加・心拡大あり、体重がへらず浮腫みが続くため利
尿剤・ACE阻害薬開始。

• 産後2週間でBNPpeak outして産後17日で退院。

31yo, ccTGA, vPS (60mmHg), VSD, G1P0 
• 妊娠前チアノーゼなし、RVEF 55-60%, Mild TR
• PAC, PVCが出やすいが安静時HR 70-80 

PG 60

100
80?

• 13週 junctional rhythm・PVCが多くなり安静入院
• その後改善し、PAC PVCあるが洞調律（HR60-70)
• 35w6d 帝王切開で出産
• 出産後から始終HR 45-55でHR変動が少なく、TR増加・
心拡大(BNP407)あり。右室機能はかわりなし。

• さらに1週間でHRが少し上昇したのでBNP200台だが
退院。

• 1か月検診ではBNP800、体重3kg増加、心拡大。
→利尿剤開始、家族サポート指導→1週間後改善。

38yo, ccTGA, PS, ASD, VSD, G1P0
• 心機能はRVEF 60%程度あるが、ASD+VSDによる
容量負荷があった。（mild TR）

• 心房間で両方向性となり、わずかにdesaturation 
(SpO2 94%) 

• 不整脈の既往なし（HR60-70, HR responseあり）

• 出産直前まで心不全症状、不整脈なし
• 帝王切開後からSpO2 87%にdesaturation進行。
• 4日目のレントゲンで胸水・心拡大(CTR61%, 妊娠前

CTR 48%)で利尿剤開始。右室機能はかわりなし。
• 1か月後のレントゲンでCTR 50%までもどった。

100
70

55
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特別講演（ランチョンセミナー）

肺動脈性肺高血圧症の薬物治療～薬物動態の観点も含めて～

浜松医科大学　理事・副学長　渡邉裕司（わたなべ　ひろし）

　肺動脈性肺高血圧症（PAH）は、特発性および遺伝性PAHと、膠原病や先天性心疾患

などの先行する疾患によって生じる二次性PAHに大別される。いずれの場合にも労作時

の息切れや動悸、浮腫などの症状により、患者の生活の質は著しく低下し、極めて予後不

良な疾患と考えられてきた。しかし、PAHの発症や進展に関わるプロスタサイクリン経路、

エンドセリン経路、一酸化窒素（NO）-cGMP-PKG経路のそれぞれに対応した治療薬が登場

し、患者の予後は劇的に改善している。さらに、作用メカニズムの異なる薬剤の併用によ

り相加・相乗効果が期待され、治療戦略は従来の治療応答が不十分な場合の逐次的追加併

用療法から、積極的な多剤併用療法（Up-front combination therapy）へと大きく変化し

つつある。一方、多剤併用療法の場合には薬物相互作用により薬物動態の変化が生じる可

能性が指摘されている。また小児に対しては、推奨される投与量によって適正な薬物血中

濃度が確保されているか配慮する必要がある。本講演ではこのような薬物動態の観点も含

めて、肺動脈性肺高血圧症の薬物治療の現状を紹介したい。
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第５部：Fontan手術の諸問題

ER antagonists

Inhaled iloprost for the treatment of patient 
with Fontan circulation 

Korean J Pediatr 2014;57(10):461-463 

Effect of Inhaled Iloprost on the Exercise Function of 
Fontan Patients

Int J Cardiol. 2013; 168: 2435–2440 

Effect of beraprost sodium on pulmonary vascular resistance 
in  candidates for a Fontan procedure

Takahashi K eta l.Pediatrics International(2003) 45 , 671–675

Prostacyclins
東京女子医科大学循環器小児科

稲井 慶
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Bosentan Improves Exercise Capacity in 
Adolescents and Adults After Fontan Operation
The TEMPO Study

Circulation. 2014;130:2021-2030

Circulation. 2014;130:2021-2030

Bosentan Improves Exercise Capacity in 
Adolescents and Adults After Fontan Operation
The TEMPO Study

Caidiac output

Schuuring MJ, et al. 
Eur J of Heart Failure (2013) 15, 690–698

NT-Pro-BNP levels

Schuuring MJ, et al. 
Eur J of Heart Failure (2013) 15, 690–698

Peak oxygen consumption in Fontan patients.

Schuuring MJ, et al. 
Eur J of Heart Failure (2013) 15, 690–698
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Circ Cardiovasc Imaging. 2014;7:265-273

Effect of sildenafil on haemodynamic response

Postoperative administration of sildenafil and nitric oxide 
had no influence on early postoperative outcome after the 
modified Fontan procedure…

Cardiology in the Young 2014; Page 1 of 5

European Heart Journal (2008) 29, 1681–1687

Effect of sildenafil on haemodynamic response to
exercise and exercise capacity in Fontan patients

PDE5 inhibitorsConclusions: 
The patient we report has shown considerable 
improvement in exercise capacity following 
introduction of this medication and thus we suggest 
further randomised trials to establish the role of 
different endothelin-receptor antagonists in the 
management of the Fontan circulation.
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Sildenafil (1-2 mg/kg) was 
administered.

6 minutes walk was performed to 
evaluate exercise capacity.

Statistical analysis : Differences 
between baseline and follow-up 
within groups were assessed using 
paired t-test.

Int J Cardiol 2016 Oct 15;221:122-7. 

 This is a prospective, multicenter study.
 Patients with single ventricular physiology 

who had undergone cardiac catheterization 
and had PVR higher than 2.5 Wood 
unit.m2 were included in this study.

 They are divided into three groups 
according to clinical situations:

 before Glenn
 after Glenn, before Fontan
 post Fontan

Int J Cardiol 2016 Oct 15;221:122-7. 

Effect of Tadalafil on Myocardial and 
Endothelial Function and Exercise Performance 
After Modified Fontan Operation

Pediatr Cardiol (2016) 37:55–61

Circ Cardiovasc Imaging. 2014;7:265-273

Effect of sildenafil on haemodynamic response

Circ Cardiovasc Imaging. 2014;7:265-273

Effect of sildenafil on haemodynamic response
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CONCLUSIONS: 

Sildenafil reduced PVR in patients with single 
ventricle physiology. 
Sildenafil increased exercise capacity and 
improved NYHA functional class in patients after a 
Fontan operation. 
This implies that pulmonary vasodilation is a 
potential therapeutic target in selected patients 
with elevated PVR with single ventricle physiology. 

n=9

402     → 498
92      → 94

4.0   → 2.2 16    → 13 2.0   → 2.53.2   → 1.7 14    → 13 1.8   → 2.7

4.6   → 2.0 25    → 16 4.1   → 5.1  

pre Glenn
N=5

post Glenn
N=8

post Fontan*
N=17

male/ female 4 / 1 2 / 6 5 / 12

median age (yrs) 2 3 14

Follow up 
catherterization

(months)
5.1 +/- 1.2 5.0 +/- 5.8 11.5 +/- 12.6

years after Fontan - - 7 +- 5

NHYA class - -
Ⅰ:4
Ⅱ:12
Ⅲ:1
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Fontan術後の肝障害

静岡県立こども病院　循環器科　田中靖彦

はじめに

単心室（類縁疾患含む）の出生率は出生10万人に対し35人程度とされている。かつては、

救命できなかったこの疾患群も、TCPCを中心としたFotan型手術によって、チアノーゼ

を軽減した状態で救命できるようになってきた。現在では単心室群の10年生存率は95－

98％とも推定されている。

一方、長期生存例の増加とともに、様々な合併症が起こってくることがわかってきた。

この中には、心血管系以外の合併症も多く知られており、蛋白漏出性胃腸症、plastic 

bronchitis、耐糖能低下、腎障害などとともにフォンタン関連肝疾患（FALD）の存在が

クローズアップされてきた。

FALDの概念

Fontan循環に関連して起こる肝疾患であり、以下の病態を含む。

・肝線維化

・肝硬変

・肝細胞癌

・FNH

正常の肝循環（図１）

肝臓は２つの循環系、つまり門脈と肝動脈から血液が供給されている。正常では門脈から

３/４、肝動脈から１/４の血液が供給され、総血液量は心拍出量の25％にも及ぶ。

IVC圧上昇時の肝循環（図１）

Fontan循環においてIVC圧、肝静脈圧が上昇すると、肝類洞の拡張とともに、門脈圧の上

昇、門脈血流の減少が起こる。このとき肝動脈を拡張させ、肝の血流を維持する代償性の

反応が起こる（hepatic arterial buffer response）。
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図１　肝循環

図２　FALDの病態生理

FALDの病態生理（図２）

Fontan循環における高い静脈圧と低い心拍出量がFALDの発症に関連すると考えられて

いる。高いCVPにより門脈血流の減少、肝類洞の拡張、組織の低酸素が起こる。これに

よりTGF-βやMMPが産生され、類洞内皮細胞や肝星細胞を筋線維芽細胞に形質転換さ

れる。さらにコラーゲンなどのマトリックス蛋白が産生される。

門脈血流の低下に対する代償反応（hepatic arterial buffer response）は、Focal nodular 

hyperplasia（FNH）の発生に関与する。
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図３

FALDの診断

臨床症状・身体所見

・肝腫大：Fontan術後患者ではよくみられる

・脾腫：門脈圧亢進を反映する。頻度は高い。

・浮腫、腹水：非代償性肝硬変でみられるがFALDによるものはまれ。Fontan循環によ

る心原性の可能性の方を考慮。

・黄疸、くも状血管腫：まれ

血液検査

・CBC：血小板減少がみられる。進行例では貧血や白血球減少も。無脾症候群ではみら

れないことに注意。

・肝酵素：AST、ALTは上昇しないことが多い。γGTPはFontan術後比較的早期より上昇。

・総ビリルビン：Fontan術後比較的早期より軽度上昇する例があるが、年数とともに異

常値を示す症例は増加。

・PT‒INR：ワーファリン非投与例では肝予備能を反映

・プロコラーゲン‒III‒ペプチド、IV型コラーゲン、ヒアルロン酸：Fontan術後症例は異

常値を示す頻度が高い。術後早期より線維化が始まっている可能性がある。重症度を反

映するかは不明。

・Mac‒2結合蛋白糖鎖修飾異性体：ウイルス性肝炎における肝硬変の識別能は高いとされ

ているがFALDにおいては不明。

・AFP：肝細胞がんのマーカーとして利用される。

・PIVKA‒II：肝細胞がんのマーカーとして利用されるが、ワーファリン投与時には擬陽

性となる。

画像診断

・肝超音波検査

表面の凹凸、肝静脈拡張、脾腫、結節性病変

（FNH、HCC）などがみられる。hyperechoic 

spots（図３）の報告があり、高度線維化を

反映している可能性がある。通常の検査では

FNHとHCCの鑑別は困難であるが、ソナゾ

イドによる造影超音波検査では鑑別が可能。

門脈、肝静脈、肝動脈のドプラ法は肝血流の

評価に有用。
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図４

・肝生検

FALDの診断には有用であることは間違いないが、気軽に行える検査ではない。どのよう

な症例に対して肝生検を行うかに関しては今後の検討が必要である。

FALDの治療

FALDに対する特異的な治療法はない。食道静脈瘤や肝細胞癌への進展を早期に察知する

ことは重要であろう。生活指導としてメタボリック症候群の予防、適切な栄養、禁酒など

の生活指導も行っている。

FALDの予防

FALD発症に関する前方指摘研究は存在しないため、リスクファクターに関しては明ら

かではないが、いつくかの報告によればCVPとFontan術後年数の関与は強そうである。

FALDに限ったことではないが、よい条件でFontan手術ができるように、さらに術後に

は良好なFontan循環を維持できるように、手術や内科的管理を駆使して状態を整えてい

くことは重要であろう。fenestrated-Fontanを選択することや、additional flowを残した

Glenn手術にとどめることも選択肢になるかもしれないが、今後の検討が必要である。

フォローアップ

FALDの存在が知られるようなった1990年台後半においては、FALDは ｢偶然｣ 発見され

る疾患であった。しかしいまや、｢当然おこる合併症｣ として認識し経過観察を開始する

・造影CT

FALDの診断にはきわめて有用である。動脈相、門脈相、平衡相で撮影する。網目状の造

影、表面の凹凸、hypervascular nodule、脾腫などが観察される。

食道静脈瘤も観察可能である。

図４ではhypervascular nodule（FNH）、および平衡相での網目状の造影がみられる。
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必要がある。プロトコールは各施設で決めればよいが、超音波による画像診断は全例に行

うべきであると考える。

以下に当院におけるFALDフォローアッププロトコールを示す。
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Prevalence of PLE during Follow-Up in Patients after the Fontan Operation at NCVC 
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Adult Congenital Heart Disease c), National Cerebral and Cardiovascular Center, Osaka, Japan

フォンタン術後蛋白漏出性胃腸症
の病態と治療
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(Ostrow AM et a.Ann Thorac Surg 2006;82:695–701) 

PLE After Fontan Operation: 
Investigations Into Possible Pathophysiologic Mechanisms 

Conclusions
Potential candidate mechanisms for 
elucidation of the pathophysiology of PLE 
include abnormal mesenteric vascular 
resistance and inflammation, conditions 
uniquely present after the Fontan operation. 
Targeted investigations of these parameters 
may provide clues as to the mechanism of 
onset of PLE after Fontan operation. 

Coagulation abnormalities are not related to loss at the 
enteric level. 

buffer at pH 2.8, desalted by C18-ZipTip (Millipore Corp,
Bedford, MA), and concentrated in 3 to 5 uL 5% acetic
acid in methanol to acetonitrile to water (50:25:25). Anal-
ysis was done by nanospray-MS using an API 3000 mass
spectrometer (PE-SCIEX, Toronto, Canada), operated in
the positive ion mode at 700 V.

Comparisons were made between the values of pa-
tients with and those without AEPL by a nonparametric t
test. The Fisher exact test was used to compare categoric
variables. Laboratory values were tested for associated
relationship by Pearson correlation coefficient. Data are
reported as mean and SD. A p value of less than 0.05 is
significant.

Results

Patients
Sixty-two patients were enrolled for study; five had
previously known clinical PLE at the time of evaluation
with complaints of chronic diarrhea, chronic abdominal
pain, and swelling. Two patients were identified with
fecal test values consistent with AEPL, but did not carry
the diagnosis of PLE at the time of study and had normal,
but borderline, serum protein levels; hence there were
five subjects with previously identified PLE, but a total of
seven (11%) with AEPL. Of these two new patients
identified, one complained of chronic abdominal pain,
but neither complained of chronic diarrhea or swelling.
Of the 54 patients without evidence for abnormal enteric

protein loss, none complained of chronic diarrhea, three
complained of chronic abdominal pain, and one com-
plained of intermittent swelling.

Age at time of study was 10.9 � 3.4 years (range, 3.3 to
18.5). Average time from Fontan operation was 8.6 � 3.9
years. There was no difference in age at study, or time
from Fontan operation, for patients with or without AEPL
(Table 1). Predominant ventricular morphology consisted
of right ventricle in 41 (66%), left ventricle in 19 (31%),
and indeterminate in 2 (3%). There was no difference in
distribution of ventricular morphology between AEPL
and non-AEPL groups. All patients had a lateral tunnel
type of Fontan operation. Forty-four patients (71%) were
taking angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitors
and 9 patients (15%) were taking warfarin medication at
the time of study.

Mesenteric Blood Flow Indices
The SMA RI ranged from 0.77 to 1.0, with an average of
0.95 � 0.07. Only 14 patients (23%) had normal values for
SMA RI (value � 0.9). The SMA flow varied widely from
119 to 961 mL · min · m2, with an average of 332 � 182 mL
· min · m2. There was no difference in SMA flow or the
SMA RI between the patients with or without AEPL
(Table 1). There was a significant difference in the ratio of
SMA-to-CA flow between the groups, with a smaller
amount of SMA flow in proportion to CA in the patients
with AEPL.

Inflammatory Markers
The TNF-a values ranged from 4 to 46.3 pg/mL, with an
average of 8.3 � 6.4 pg/mL. Twenty-three patients (37%)
had abnormally elevated TNF-a levels (�8.2 pg/mL); 4 of
7 (57%) with AEPL and 19 of 55 (35%) without AEPL (p �
0.4). There was no difference in mean TNF-a levels
between patients with or without AEPL. The CRP levels
ranged from 0.2 to 28.5 mg/L, with an average of 2.2 � 5
mg/L. The CRP was increased to a level greater than 3
mg/L in 16%, greater than 1 mg/L in 35%, and greater
than 0.3 mg/L in 70% of the study population. C reactive
protein levels trended higher in the AEPL group; how-
ever, this did not reach statistical significance. There was
no significant relationship between TNF-a or CRP and
the amount of SMA flow, SMA resistance index, or ratio
of SMA-to-CA flow.

Neurohormonal Levels
The BNP values ranged from 10 to 94 pg/mL, with an
average of 22 � 19 pg/mL. Thirteen patients (21%) had
abnormally elevated BNP values (�30 pg/mL). There was
no difference in BNP values between the patients with
and without AEPL; however, the highest value of 94
pg/mL was in a patient with active PLE. Angiotensin II
levels ranged widely from 1 to 604 pg/mL, with an
average of 52 � 101 pg/mL. There was no difference in
angiotensin II levels between patients with and without
AEPL. There was no significant relationship found be-
tween levels of neurohormonal agents and inflammatory
markers or mesenteric blood flow indices. Patients taking
ACE inhibitors had significantly lower levels of angioten-

Table 1. Comparison of Data Obtained for Subjects With
and Without AEPL

AEPL No AEPL p Value

No. Patients 7 54 -
Age (yrs) 11.6 (5.3) 10.8 (3.1) NS
Fecal A1AT level (mg/dL) 236 (256) 16 (8) �0.001
Fecal A1AT clearance

(mL/24 hrs)
64 (61) 7 (5) �0.001

Serum albumin (g/dL) 2.8 (1.0) 4.4 (0.4) �0.001
SMA flow (mL/min/m2) 363 (267) 327 (170) NS
Ratio SMA/celiac flow 0.23 (0.10) 0.34 (0.18) 0.03
Resistance index - SMA 0.96 (0.08) 0.95 (0.07) NS
CRP (mg/L) 5.7 (11.2) 1.8 (3.7) 0.07
TNF-a (pg/mL) 8.2 (4.3) 7.5 (7.3) NS
BNP (pg/mL) 32 (33) 21 (16) NS
Angiotensin II (pg/mL) 52 (107) 45 (46) NS
Protein S (%) 70 (9) 89 (18) 0.01
Protein C (%) 86 (29) 66 (16) 0.01
Antithrombin III (%) 116 (13) 112 (11) NS
AST (u/L) 43 (15) 42 (11) NS
ALT (u/L) 33 (16) 39 (10) NS
GGT (u/L) 44 (14) 59 (28) NS

Values are expressed as mean (standard deviation).

A1AT � alpha-1-antitrypsin; AEPL � abnormal enteric protein loss;
ALT � alanine aminotransferase; AST � aspartate aminotrans-
ferase; BNP � brain natriuretic peptide; CRP � C reactive protein;
GGT � gamma glutamyl transferase; SMA � superior mesenteric artery;
TNF-a � tumor necrosis factor-alpha.
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Figure 2. Doppler spectral displays of flow 
patterns in the superior mesenteric artery. 
Arrows point to the diastolic flow. Top panel 
(normal) demonstrates a normal amount of 
diastolic flow with normal resistance in a 
subject with normal 2-ventricle circulation. 
Middle panel demonstrates a diminished 
amount of diastolic flow as seen in a subject 
with Fontan circulation, but without PLE. 
Bottom panel demonstrates absent diastolic 
flow in a subject with Fontan circulation and 
active PLE. PLE, protein-losing enteropathy.

Relation of mesenteric vascular resistance after Fontan operation and PLE

!

PLE

Udinkten Cate FEA, et al. Heart 2016;102:1115–1119. 

By using the so-called ‘building block approach’, we were able
to quantitatively analyse the heterogeneity of currently used PLE
definitions. Eight unique diagnostic criteria were identified. Most

published PLE definitions were composed of three criteria, related
to the presence of hypoalbuminaemia, clinical presentation and
exclusion of other causes of hypoproteinaemia. Based on these
diagnostic criteria, we propose that PLE should be diagnosed in a
Fontan patient, if: (1) clinical manifestations of this clinical syn-
drome are present (peripheral oedema, abdominal distension or
discomfort, diarrhoea, ascites, pleural or pericardial effusion),
combined with (2) decreased serum albumin (<3.5 g/dL) and
protein (<6.0–6.3 g/L) levels and (3) documentation of augmen-
ted enteric protein loss by faecal a1AT clearance (>27 mL/24 h
without and >56 mL/24 h with diarrhoea), spot faecal a1AT con-
centration (>54.0 mg/dL) or nuclear scintigraphy. It is encouraged
not to rely on a single fixed diagnostic cut-off value for any labora-
tory test. Even low normal values should raise a suspicion for PLE,
and these patients should be monitored closely. Eventually, serial
laboratory measurements may be needed to facilitate a correct
diagnosis. Whenever PLE is diagnosed, other gastrointestinal
causes should be excluded.14 w10

Presence of hepatic or renal disease are exclusion criteria for
making a diagnosis of PLE.22–24 However, microalbuminuria
has been reported in Fontan patients,w10 and significant hepatic
pathology (cirrhosis, advanced fibrosis, hepatic adenomatosis or
dysplastic hepatic nodules) on imaging and biopsy is increasingly
being recognised in Fontan patients with or without PLE.3 25–28

w12 In this setting, hepatic disease, for example, may signifi-
cantly contribute to a decreased capacity of the liver to produce
albumin. Therefore, we suggest that the presence of hepatic
pathology or microalbuminuria should not exclude the

Table 2 Overview of diagnostic criteria (building blocks) used in PLE definitions of published Fontan studies

n Albumin Protein Clinics Enteric loss Exclusion IgG Albumin RT Biopsy

1 Bejiqi et al 2014 n=14
2 Day et al 2006 n=14
3 Driscoll et al 1992 n=36
4 Feldt et al 1996 n=47
5 Griffiths et al22 n=9
6 Gursu et al23 n=4
7 Jayakumar et al 2004 n=15
8 John et al 2011 n=7
9 John et al n=42
10 Kaulitz et al 2005 n=9
11 Kim et al 2011 n=10
12 Kreutzer et al 1996 n=8
13 Lin et al 2006 n=9
14 Malcic et al 1992 n=9
15 Meadows et al 2008 n=16
16 Meadows et al 2011 n=18
17 Mertens et al1 n=114
18 Ozawa et al 2014 n=9
19 Powell et al 2001 n=15
20 Rychik et al 1997 n=5
21 Rychik et al 2002 n=13
22 Ryerson et al 2008 n=17
23 Schumacher et al 2011 n=10
24 Silvilairat et al 2008 n=44
25 Thacker et al 2010 n=9

26 Yu et al24 n=12
27 Zaupper et al 2011 n=4

Total number of patients: n=519. Diagnostic criteria: Albumin (n=23, 85.2%), Protein (n=11, 40.7%), Clinics (n=18, 66.7%), Enteric loss (n=16, 59.3%), Exclusion (n=17, 63.0%),
immunoglobulin G level (IgG) (n=1, 3.7%), albumin replacement therapy (Albumin RT) (n=1, 3.7%) and intestinal Biopsy (n=1, 3.7%).
PLE, protein-losing enteropathy.
References mentioned in this table are taken from online supplement 1.

Table 3 Use of laboratory cut-off values in published PLE
definitions

n (%)

Number of cut-off values used per definition
n=1 4 (25.0)
n=2 10 (62.5)
n=3 2 (12.5)
Serum albumin level (g/dL) 16/16 (100.0)
<2.0 1 (6.2)
<3.0 13 (81.4)
<3.1 1 (6.2)
<3.5 1 (6.2)
Serum protein level (g/dL) 4/16 (25.0)
<5.0 3 (75.0)
<6.3 1 (25.0)
Faecal α-1-antitrypsin level (mg/mL) 2/16 (12.5)
>100 1 (50.0)
>200 1 (50.0)
Faecal α-1-antitrypsin clearance (mL/24 h) 3/16 (18.8)
>27 2 (66.7)
>50 1 (33.3)

PLE, protein-losing enteropathy.

1118 Udink ten Cate FEA, et al. Heart 2016;102:1115–1119. doi:10.1136/heartjnl-2015-308823

Congenital heart disease

group.bmj.com on June 18, 2017 - Published by http://heart.bmj.com/Downloaded from 

PLE should be diagnosed in a Fontan patient, if: 

(1) clinical manifestations of this clinical 
syndrome are present (peripheral oedema, 
abdominal distension or discomfort, diarrhoea, 
ascites, pleural or pericardial effusion)

(2) decreased serum albumin (<3.5 g/dL) and 
protein (<6.0–6.3 g/L) levels 

(3) documentation of augmented enteric protein 
loss by faecal a1AT clearance (>27 mL/24 h 
without and >56 mL/24 h with diarrhoea), 
spot faecal a1AT concentration (>54.0 mg/dL) 
or nuclear scintigraphy. 

99mTc-HSA scintigraphy

3 hour 6 hour 24 hour
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Bode L, et al. J Biol Chem 2006;281:7809-15.

HSase, TNFα,  INF!とCVPは相乗的に腸管からのアルブミン漏出を増強!

we hypothesized that loss of HS from the basolateral surface compro-
mises the integrity of the monolayer and makes the monolayer more
susceptible to increased pressure. Results are shown in Fig. 2A. Adding
the individual effects of HS loss and 2.5mmH2Opressure, we predicted
a 10.5-fold increase in albumin flux. In fact, we measured a 15.7 �
0.9-fold increase in albumin flux (p � 0.001), indicating that the com-
bined effects of HS loss and increased pressure were not only additive,
but synergistic.

Similarly, we hypothesized that TNF� also compromises the integrity
of the monolayer and enhances the effects of increased pressure. We
incubated the cells with TNF� (2 ng/ml) for 12 h, applied different
amounts of hydrostatic pressure on the basolateral side, and determined
protein leakage (Fig. 2B). The measured effects on albumin flux were
higher than the predicted sum, suggesting synergistic effects of TNF�

and increased pressure. In contrast, incubating the cells with IFN� (10
ng/ml) instead of TNF� did not affect pressure-induced protein leakage
(data not shown).

Next, we combined HS loss and TNF�. We incubated the cells with
HSase for 1.5 h to digest cell-associated HS. At the same time we added
100 �M �-xyloside to inhibit GAG synthesis on newly synthesized core
proteins and, thus, prevented the reappearance of cell-associated HS
over time (19). Afterward, we incubated the cells with different concen-
trations of TNF� for 12 h and determined protein leakage. The effects of
HS loss and TNF� were not only additive, but synergistic (Fig. 2C). For
example, although TNF� (2 ng/ml) alone increased albumin flux 2.3 �
0.4-fold and HS loss alone increased albumin flux 2.6 � 0.1-fold, the
combination of these two factors increased albumin flux 5.8 � 0.9-fold
(p � 0.01) instead of the predicted 2.9-fold. This observation is consist-
ent with our previously reported data showing that HS depletion ampli-

fies TNF�-induced protein leakage (19), especially at low cytokine
concentrations.
We also combined HS loss with IFN�. We either digested the cell-

associated HS with HSase 1.5 h before IFN� treatment or incubated the
cells with IFN� first and then digested with HSase. In both cases, IFN�

had no effect on albumin flux beyond that of HS loss alone (data not
shown).
To combine the two cytokines, we preincubated the cells with IFN�

(10 ng/ml) for 12 h and then added TNF� (2 ng/ml) for another 12 h
before measuring albumin flux. Although IFN� alone had no effect on
protein leakage and TNF� increased albumin flux only 2.3 � 0.4-fold,
incubation with IFN� before the addition of TNF� increased albumin
flux 4.4 � 0.7-fold (p � 0.01), indicating that IFN� amplifies TNF�-
induced protein leakage (Fig. 2D). In summary, results from the two-
factor systems revealed synergistic effects between HS loss and pres-
sure, TNF� and pressure, HS loss and TNF�, and IFN� and TNF� but
not between HS loss and IFN� or IFN� and pressure.

FIGURE 1. One-factor systems; HS loss, TNF�, and IFN� (A) and hydrostatic pressure
(B) increase albumin flux. A, effects on albumin flux after basolateral treatment with
either HSase (0.6 milliunits/ml), TNF� (2 or 20 ng/ml), or IFN� (1, 10, 100 ng/ml) compared
with untreated controls in which albumin flux is defined as 1.0 (white bar). B, increasing
hydrostatic pressure on the basolateral side increases albumin flux in a dose-dependent
manner (*, p � 0.05; **, p � 0.01; ***, p � 0.001).

FIGURE 2. Two-factor systems; HS loss and pressure (A), TNF� and pressure (B), HS
loss and TNF� (C), and IFN� and TNF� (D) act synergistically. The predicted albumin
flux after adding the individual effects of each of the two factors is shown as open trian-
gles and dashed lines in the line graphs (A–C) and as an open bar in the bar graph (D). A–B,
albumin flux is proportional to the hydrostatic pressure applied to the basolateral side
(filled diamonds). C, TNF� increases albumin flux in a dose-dependent manner (filled
squares). A–D, in all four of these two-factor systems, the actually measured albumin flux
(filled triangles or gray bar) is higher than the predicted albumin flux (open triangles, open
bar), indicating that the combined effects of each of those two factors are not only
additive, but synergistic.

Heparan Sulfate and Protein-losing Enteropathy

MARCH 24, 2006 • VOLUME 281 • NUMBER 12 JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 7811

 at National Cardiovascular Center on April 1, 2015
http://www.jbc.org/
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FIGURE 1. One-factor systems; HS loss, TNF , and IFN (A) and hydrostatic pressure (B) 
increase albumin flux. A, effects on albumin flux after basolateral treatment with either 
HSase (0.6 milliunits/ml), TNF (2 or 20 ng/ml), or IFN (1, 10, 100 ng/ml) compared with 
untreated controls in which albumin flux is defined as 1.0 (white bar). B, increasing 
hydrostatic pressure on the basolateral side increases albumin flux in a dose-dependent 
manner (*, p 0.05; **, p 0.01; ***, p 0.001). 

FIGURE 4. Four-factor system; HS loss, IFN , TNF , and increased pressure act syn- ergistically. 
Albumin flux is proportional to the hydrostatic pressure applied to the basolateral side (filled 
diamonds). The predicted albumin flux after adding the individual effects of HS loss, IFN (10 ng/ml), 
TNF (2 ng/ml), and hydrostatic pressure are shown as open triangles and a dashed line. The actually 
measured albumin flux combining all four factors (filled triangles) is higher than the predicted albumin 
flux, indicating synergistic effects. Combining HS loss, IFN , and TNF with 5.0 mm H2O pressure 
causes the cells to detach from the membrane and, we therefore, excluded this value. 

Heparan Sulfate Plays a Central Role in a Dynamic 
in Vitro Model of Protein-losing Enteropathy 

PLE発症の原因としてのCVP上昇に関わる因子
(n = 26)

Pathway 

Arrhythmia 

HF/Cardiac 

PAVF 

(11, 42%)

(4, 15%)

(9, 35%)

(2, 8%)

Onset of PLE  

Pathway (10, 38%)

Arrhy. (8, 31%)

HF/Cardiac (6, 23%)

PAVF (2, 8%)

Risk Factors

Pathway
PVO (8)
Collaterals (2)
AVVS (1)

Arrhythmia
SVT (4)

HF/Cardiac
low EF (7)
HF (2)

PAVF (2)

Ohuchi	H,	et	al.	Euro	JTCS	43	(2013)	e49–e57
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HSase, TNFα,  INF!とCVPは相乗的に腸管からのアルブミン漏出を増強!

we hypothesized that loss of HS from the basolateral surface compro-
mises the integrity of the monolayer and makes the monolayer more
susceptible to increased pressure. Results are shown in Fig. 2A. Adding
the individual effects of HS loss and 2.5mmH2Opressure, we predicted
a 10.5-fold increase in albumin flux. In fact, we measured a 15.7 �
0.9-fold increase in albumin flux (p � 0.001), indicating that the com-
bined effects of HS loss and increased pressure were not only additive,
but synergistic.

Similarly, we hypothesized that TNF� also compromises the integrity
of the monolayer and enhances the effects of increased pressure. We
incubated the cells with TNF� (2 ng/ml) for 12 h, applied different
amounts of hydrostatic pressure on the basolateral side, and determined
protein leakage (Fig. 2B). The measured effects on albumin flux were
higher than the predicted sum, suggesting synergistic effects of TNF�

and increased pressure. In contrast, incubating the cells with IFN� (10
ng/ml) instead of TNF� did not affect pressure-induced protein leakage
(data not shown).

Next, we combined HS loss and TNF�. We incubated the cells with
HSase for 1.5 h to digest cell-associated HS. At the same time we added
100 �M �-xyloside to inhibit GAG synthesis on newly synthesized core
proteins and, thus, prevented the reappearance of cell-associated HS
over time (19). Afterward, we incubated the cells with different concen-
trations of TNF� for 12 h and determined protein leakage. The effects of
HS loss and TNF� were not only additive, but synergistic (Fig. 2C). For
example, although TNF� (2 ng/ml) alone increased albumin flux 2.3 �
0.4-fold and HS loss alone increased albumin flux 2.6 � 0.1-fold, the
combination of these two factors increased albumin flux 5.8 � 0.9-fold
(p � 0.01) instead of the predicted 2.9-fold. This observation is consist-
ent with our previously reported data showing that HS depletion ampli-

fies TNF�-induced protein leakage (19), especially at low cytokine
concentrations.

We also combined HS loss with IFN�. We either digested the cell-
associated HS with HSase 1.5 h before IFN� treatment or incubated the
cells with IFN� first and then digested with HSase. In both cases, IFN�

had no effect on albumin flux beyond that of HS loss alone (data not
shown).

To combine the two cytokines, we preincubated the cells with IFN�

(10 ng/ml) for 12 h and then added TNF� (2 ng/ml) for another 12 h
before measuring albumin flux. Although IFN� alone had no effect on
protein leakage and TNF� increased albumin flux only 2.3 � 0.4-fold,
incubation with IFN� before the addition of TNF� increased albumin
flux 4.4 � 0.7-fold (p � 0.01), indicating that IFN� amplifies TNF�-
induced protein leakage (Fig. 2D). In summary, results from the two-
factor systems revealed synergistic effects between HS loss and pres-
sure, TNF� and pressure, HS loss and TNF�, and IFN� and TNF� but
not between HS loss and IFN� or IFN� and pressure.

FIGURE 1. One-factor systems; HS loss, TNF�, and IFN� (A) and hydrostatic pressure
(B) increase albumin flux. A, effects on albumin flux after basolateral treatment with
either HSase (0.6 milliunits/ml), TNF� (2 or 20 ng/ml), or IFN� (1, 10, 100 ng/ml) compared
with untreated controls in which albumin flux is defined as 1.0 (white bar). B, increasing
hydrostatic pressure on the basolateral side increases albumin flux in a dose-dependent
manner (*, p � 0.05; **, p � 0.01; ***, p � 0.001).

FIGURE 2. Two-factor systems; HS loss and pressure (A), TNF� and pressure (B), HS
loss and TNF� (C), and IFN� and TNF� (D) act synergistically. The predicted albumin
flux after adding the individual effects of each of the two factors is shown as open trian-
gles and dashed lines in the line graphs (A–C) and as an open bar in the bar graph (D). A–B,
albumin flux is proportional to the hydrostatic pressure applied to the basolateral side
(filled diamonds). C, TNF� increases albumin flux in a dose-dependent manner (filled
squares). A–D, in all four of these two-factor systems, the actually measured albumin flux
(filled triangles or gray bar) is higher than the predicted albumin flux (open triangles, open
bar), indicating that the combined effects of each of those two factors are not only
additive, but synergistic.
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FIGURE 1. One-factor systems; HS loss, TNF , and IFN (A) and hydrostatic pressure (B) increase albumin 
flux. A, effects on albumin flux after basolateral treatment with either HSase (0.6 milliunits/ml), TNF (2 or 20 
ng/ml), or IFN (1, 10, 100 ng/ml) compared with untreated controls in which albumin flux is defined as 1.0 
(white bar). B, increasing hydrostatic pressure on the basolateral side increases albumin flux in a dose-
dependent manner (*, p 0.05; **, p 0.01; ***, p 0.001). 

FIGURE 4. Four-factor system; HS loss, IFN , TNF , and increased pressure act syn- ergistically. Albumin flux is 
proportional to the hydrostatic pressure applied to the basolateral side (filled diamonds). The predicted albumin flux 
after adding the individual effects of HS loss, IFN (10 ng/ml), TNF (2 ng/ml), and hydrostatic pressure are shown as 
open triangles and a dashed line. The actually measured albumin flux combining all four factors (filled triangles) is 
higher than the predicted albumin flux, indicating synergistic effects. Combining HS loss, IFN , and TNF with 5.0 
mm H2O pressure causes the cells to detach from the membrane and, we therefore, excluded this value. 
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Heparan Sulfate Plays a Central Role in PLE

FIGURE 6. Heparin compensates for HS loss and alleviates IFN -amplified and TNF -induced albumin flux (A) but has no effect on pressure-induced albumin flux (B). A, IFN (10 ng/ml) and TNF (2 ng/ml) were added to the cells 24 and 12 h 
before measuring albumin flux, respectively. 1.5 h before the addition of IFN and 1.5 h before the addition of TNF , cell-associated HS was depleted, and its de novo synthesis inhibited by digestion with HSase and incubation with -xyloside
(HX). Heparin in low (hp, 2.5 g/ml) and 10-fold higher (HP, 25 g/ml) concentration was added to the medium either together with IFN , together with TNF , or both. B, heparin, added 1.5 h before measuring albumin flux, had no effect on 
pressure induced albumin flux. (*, p 0.05; **, p 0.01; ***, p 0.001). 

ヘパリン投与は炎症による腸管からのアルブミン漏出を抑制するが、CVPによる漏出は抑制しない!
Heparin may decrease inflammation by inhibiting mast cell degeneration in the intestine.
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Failed Fontanに対する外科治療介入（TCPC conversion）
TCPC conversion for failed Fontan

国立循環器病研究センター

National Cerebral and Cardiovascular Center, Pediatric Cardiovascular Surgery

市川　肇　１）、東田　昭彦　３）、帆足　孝也　１）、中田　朋宏　１）、島田　勝利　１）、 

小森　元貴　１）、大内　秀雄　２）、黒嵜　健一　２）、白石　公　２）

国 立 循 環 器 病 研 究 セ ン タ ー　 小 児 心 臓 外 科　 １）、 同　 小 児 循 環 器 科　 ２）、 

富山大学　心臓血管外科　３）

Hajime Ichikawa １）, Akihiko Higashida ３）, Takaya Hoashi １）, Tomohiro Nakata １）, 

Masatoshi Shimada １）, Motoki Komori １）, Hideo Ohuchi ２）, Kennichi Kurosaki ２）, 

Isao Shiraishi ２）

Fontan手術は1971年にFrancis Fontan１により報告されて以来、その手術方法は大きく変

遷してきた。初期には右の肺動脈を直接SVCに繋ぐ術式が行われており、右房と左肺動脈

の間に導管（ホモグラフト）が用いられていた。1970年代後半には三尖弁閉鎖に対する

Bjorkらの独自のModificationが行われ２た。1980年代後半のDeLevalらによるTotal Cavo‒

Pulmonary Connecsion （TCPC）３の出現で大きなステップを遂げたが、さらに心房を右心

バイパス回路から完全にExcludeする心房内トンネル（MayoグループPuga et al. ）４を経

由してMarcelletti５らにより報告された心外導管（Extracardiac TCPC）が現在の主流と

なっている。これらの手術の変遷は古典的な右房‒肺動脈吻合のいわゆるAPCフォンタン

術の問題点を克服するために行われてきた先天性心疾患の外科治療の大きな挑戦の歴史で

あり心外導管型フォンタンしか知らない若い世代にも是非振り返ってもらいたい。

上記APC型のフォンタン手術遠隔期に発症する肝障害、不整脈、蛋白漏出性胃腸症（PLE）

などは高い中心静脈圧、それに随伴する心房負荷、低心拍出量症候群によって引き起こさ

れる。これらは心房‒肺動脈吻合型Fontan手術（APC）において遠隔期の心房の拡大が大

きな原因である。Mavroudisらにより報告されたTCPC conversion６はこれらを改善する

可能性がある。

我々は予防的にAPC症例に対しTCPC conversionを施行してきた。1999から2012年までに

Fontan conversion７ ８を施行した32例。Conversion 時23.8±7.3才（11.1−44.2才）、Fontan

からの期間17.6 ± 4.6年（8.6−27.5年）。遠隔期合併症あり25例（AT：n＝24、PLE：n＝

４）Group１、と、無し７例Group２を比較検討。術後１年（n＝28,100％）、術後５年（n
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＝17,89％）のCI、mean PAP、SVEDPの推移。平均観察期間7.8年（最長15.0年）。

【結果】① １、５、10年での累積生存率は87.5、83.3、76.4％。Group１でのみ７例の死亡

（logrank：p＝0.20）、死亡の危険因子は術前NYHA（p＝0.044）② Group２での術後AT・

PLE発生なし。③ 術後CIは１年で両群とも有意に改善した。meanPAP、SVEDPは術前・

術後で有意差は認めなかった。TCPC conversion以降のAT、PLE の新規発症を認めず、

両群でCIを改善させた。
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Fallot四徴症術後遠隔期に発症した蛋白漏出性胃腸症に対して心臓再同期療法
が著効した一例

国立循環器病研究センター　肺循環科　浅野遼太郎

64歳女性。生後から心雑音を指摘されたが経過観察されていた。15歳時、肺動脈狭窄に

対して肺動脈弁輪部切開施行された。42歳時、Fallot四徴症の診断で心室中隔パッチ閉鎖

術、右室流出路形成が施行された。52歳時、他院にて洞不全症候群に対してペースメー

カー植込み術施行されたが、心房拡大のため心房リード留置困難で心室リードのみ留置さ

れ、VVI60の設定となっていた。63歳時、労作時息切れが増悪（NYHA Ⅲ）し、心不全

にて当院入院となった。重度肺動脈弁閉鎖不全症（PR）を認め、右室造影ではRVEDVI 

111ml/m2, RVEF 40%であった。また全身性浮腫著明で低アルブミン血症（2.2g/dl）、腸

管蛋白漏出シンチグラフィ陽性から蛋白漏出性胃腸症（PLE）と診断した。利尿薬投与で

は心不全管理困難であったが、高蛋白食、ヘパリン投与を行うも血清アルブミン値上昇は

得られず全身状態が悪く根治手術は困難と考えられた。心房心室間同期不全、心室間同期

不全が心不全治療抵抗性の一因と考え、心房リード、左室リードを追加し、心臓再同期療

法（CRT）を施行した。CRT術後、心不全は一旦速やかに改善し、血清アルブミン値も

上昇（3.2mg/dl）し全身状態改善した。しかし重度PRは残存し、右室拡大、非持続性心

室頻拍も認めるため、CRTによりPLE、全身状態改善していることよりCRT後８ヶ月で

肺動脈弁置換術を施行した。術後３週間で独歩退院され、その後も１年間心不全、PLE再

燃なく安定している（NYHAⅡ）。

心室単独ペーシングとFallot四徴症術後残存PRによりPLEを伴う重症右心不全を呈した

が、CRTが奏効し、全身状態改善の上で肺動脈弁置換術を行う段階的な治療が奏功した。

非常に教訓深い症例であり、共有したい。
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症例提示

両大血管右室起始（False Taussig Bing奇形）修復術後遠隔期に右心系への著
明な圧迫所見を認めた巨大valsalva洞仮性瘤の成人例

岐阜県総合医療センター　成人先天性心疾患診療科　面家健太郎

【はじめに】

先天性心疾患の診療成績は向上し、成人期に達する症例は増加している。重症な疾患で

あっても小児期の治療方法は確立してきた。一方、その遠隔期である成人先天性心疾患領

域では様々な遠隔期合併症が認められることが明らかになってきた。今回、小児期に修復

術を実施され、良好な青年期を経たにもかかわらず、成人期に合併症が出現し、循環器内

科、小児心臓外科、小児循環器内科由来の医師がぞれぞれの基礎となる診療科の得意分野

を活かして診療を行った症例を経験したので報告する。

【症例】

29歳男性

【診断】

両大血管右室起始（False Taussig Bing奇形）修復術後

【現病歴】

出生後、上記と診断され、生後１ヶ月に心房中隔裂開術（BAS）、肺動脈絞扼術（PA 

banding）を受けた。１歳５ヶ月に修復術（大動脈スイッチ術＋心室内血流転換術）を実

施された。以後、圧較差30mmHg程度の肺動脈狭窄は残存していたものの、良好な経過

であった。成人期に達し徐々に大動脈基部の拡大を認め、29歳時に当科紹介となった。

【入院時現症】

NYHA：I, 高血圧（−），高脂血症（−），糖尿病（−），喫煙（−），飲酒（機会飲酒）

労作時息切れ（−），動悸（−）

身長：165.5cm，体重：64.7kg，BMI：1.72，脈拍：70bpm，血圧：119/78mmHg，SpO2（room 

air）：98%

心音：整，収縮期雑音 II/VI，肺音：清・左右差（−），腹部：平坦・軟，肝：触知せず，

頚静脈怒張：（＋/−），浮腫：（−）
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【初診時検査所見】

●血液検査：

WBC 5200 /ml，Hb 13.6 g/dl，PLT 25.3×104 /ml

Na 142 mEq/l，K 3.9 mEq/l，Cl 105 mEq/l，TP 7.4 g/dl，Alb 4.7 g/dl，T-Bil 0.9 

mg/dl，AST 21 IU/l，ALT 26 IU/l，ALP 239,γ-GTP 103 mg/dl，BUN 16 mg/dl，Cr 0.9 

mg/dl，CK 99 IU/l，CRP 0.09 mg/dl

TG 80 mg/dl，T.Chol 137 mg/dl，HDL-C 40 mg/dl，LDL-C 88 mg/dl，UA 6.0 mg/dl，

HbA1c 5.2 %

PT-INR 1.12，APTT 32.2 sec,

BNP 11.7 pg/ml，HANP 23.6 pg/ml

●胸部単純レントゲン検査（図１）：CTR 52%，肺血流左右差（−）

●12誘導心電図（図１）：洞調律，QRS軸 +150°，完全右脚ブロックパターン

●心臓超音波検査：LVDd 56mm，LVEF（biplane） 50%，LVは収縮末期にround. MR：

mild，AR：trivial，AS：none. TMF E/A=1.6，TTF E/A=2.0，LV E/E’=3.4，RV E/E’=8.7

●心臓MRI検査：LVEDV 118.0ml（LVEDVI 70.7ml/m2），LVESV 62.4ml，LVEF 47.2%. 

RVEDV 110.1ml（RVEDVI 65.9ml/m2），RVESV 53.9ml，RVEF 51.1%

●肺血流シンチグラフィ：右肺：左肺=25.5：74.5

●心臓カテーテル検査（図３）：Qs 3.6 L/min/m2，Qp/Qs=1.0，Rp 1.4 Woods・m2. SVC 

m9 mmHg（ 以 下 単 位 同 様 ），IVC m6，RA m6，RV 47edp6，mPA 25/6m12，rPA 

11/7m9，lPA 29/7m14，PCW m6，LV 135edp6，aAo 136/74m99，dAo 142/75m100. PG

（SVC-RA）=2mmHg，PG（rPA-mPA）=20mmHg，PG（LV-dAo）=0mmHg

●運動時呼気ガス分析：peak VO2 24.6 ml/kg/min

●肺機能検査：%VC 102.2%，FEV1.0 79.1%

●ホルター心電図：THB 95586/day，HR 44-113（ave 71），PAC 21（single），PVC 44（single）

【経過】

　心臓MRI、造影CTでは、Valsalva洞が最大径60mmに拡大し、それにより圧迫された形

態となった右心房と右肺動脈を認めた（図２）。心臓カテーテル検査ではvalsalva洞の拡

大は大動脈弁および弁下狭窄などによる狭窄後拡張ではなく、肺動脈絞扼術後・大動脈ス

イッチ術後の組織脆弱性による拡大と考えられた。また著明に拡大した同部位により右

心房の圧迫狭窄（圧較差 2mmHg）、右肺動脈狭窄（圧較差 20mmHg）を認めた（図３）。

成人先天性心疾患診療科を中心として循環器内科、小児循環器内科、小児心臓外科とのカ

ンファレンスを実施し、Bentall手術またはDavid手術による大動脈基部再建、右肺動脈形

成術を実施する方針とした。患者の希望によりBentall手術を選択、右心房については圧

迫解除により改善すると考えられ基本的には観察のみとした。
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図１：初診時検査（Bentall術前）

図３：心臓カテーテル検査（Bentall術前）

図２：造影CT（Bentall術前）

図４：冠動脈造影（Bentall術後）
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【手術】

Bentall手術（SJM #23, Triplex #26）＋右肺動脈形成術＋冠動脈再建術を実施した。冠動

脈は術前の想定通り仮性瘤を除去したためBentallの人工血管部まで届かず、８mmの人工

血管を用いたpiehler法で再建した。右肺動脈はcomposite graftに使用した人工血管の一

部を切り開きトリミングして径14mm相当に整えて再建した。

【術後経過】

術後冠動脈の人工血管接続部に狭窄を認めた。FFRではRCA far distal：0.67、#3：0.68、

#2：0.66、#1：0.99となり、運動負荷Tl心筋チンチグラフィでもRCA領域の軽度虚血とい

う判断となった。心臓カテーテル検査時にはIVUS、OCTを併用し、人工血管吻合部に内

径2.0mm程度の狭窄を認めた。屈曲が強く、また前後の血管径が大きく異なることからス

テントは不向きな形態と判断し、3.0mm NSTにてpre dilatationを行い、3.0mm DEBを追

加し終了した（図４）。PCI後は負荷心筋シンチグラフィでの虚血所見は改善した。また

術後右肺動脈狭窄が残存したため、同部位に対して経皮的肺動脈形成術を２回実施。無効

であり、現在CPステントの認可を待っているところである。

【考察】

成人先天性心疾患診療にとって様々な遠隔期合併症への対応は重要である。それには画像

検査を含めた複雑型心疾患に対する診断、内科的治療、外科的治療のどれも不可欠である。

背景の異なる医師による、それぞれの強みを活かした共同診療を行うことが重要である。
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ASD,PDAカテーテル治療のUp to date

JCHO中京病院　中京こどもハートセンター小児循環器科　西川浩

　心房中隔欠損症（ASD）のカテーテル治療としてAmplatzer閉鎖栓（ASO）が我が国

で承認を受けて13年が経過し、その治療成績は開胸手術（Ope）との選択性治療として概

ね安定しています。

　ASDカテーテル治療の導入には、JPICとCVITの定める「使用に関する施設および術者

基準」を満たしたのちに「使用に関する教育プログラム」を受講して認められます。これ

には経食道心エコー（TEE）モニタリング体制とその施行医師についても言及されており、

より安全性を求めた基準が敷かれています。

　治療適応については、日本小児循環器学会、JPICの定める「先天性および小児期発症

心疾患に対するカテーテル治療の適応ガイドライン」、日本循環器学会の定める「先天性

心疾患、心臓大血管の構造的疾患に対するカテーテル治療のガイドライン」に掲載されて

います。

　本治療の合併症のうち、閉鎖栓外縁による心浸食（erosion）は、幸い死亡例は報告さ

れていませんが、Opeの回避が望まれる症例においてOpeでの緊急対応を必要とするなど、

本治療における合併症の中で重要な位置を占めています。しかし、欠損孔の形態適応とし

て、どのような症例および欠損孔に留置した場合にerosionが生じるかは未だ明確なもの

はありません。

　本治療のUp to dateとして、2016年からはFigulla Flex II（FSO）が追加承認されており、

ASOと類似の閉鎖手技、異なる性質をもつため、両者を使い分けることで閉鎖対象を拡

大している施設が多いものと考えられます。

我々の考える両デバイスの特質と当施設のTEE所見での留置回避症例を提示し、今後の

参考としていただきたい。

　 動 脈 管 化 依 存 症（PDA） の カ テ ー テ ル 治 療 と し て は、 コ イ ル、Amplater Duct 

Occluder（ADO）が使用可能であり、間もなくADOIIが承認される予定です。成人PDA

症例においては、カテーテル造影での形態把握が困難なこと、肺動脈側から動脈管へワイ

ヤーを通過させづらいこと、血管壁に加齢に伴う変化を生じていること、など小児と異な

る注意点があるため当施設での経験を元に概説する予定です。

　本講が安全かつ低侵襲な治療への一助となれば幸いです。
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Pediatric Heart Disease & Adult Congenital Heart Disease Center, Showa University Hospital

ダブルバルーン／トリプルバルーン

Cardiology in the Young 2014

• 小さなシースで施行可能
• バルーンの間隙で拡大時の循環が維持される
• Inflation、deflation の時間が短縮できる
• 高耐圧のバルーンを使用できる

Pediatric Heart Disease & Adult Congenital Heart Disease Center, Showa University Hospital

成人における問題点

シースサイズが大きい

バルーンの inflation、deflation に時間がかかる

バルーンの耐圧が低く、導管や術後の硬化した弁に対しては効果が乏しい

Pediatric Heart Disease & Adult Congenital Heart Disease Center, Showa University Hospital

クラスI
動脈管に依存する新生児重症肺動脈弁狭窄

エコーで圧較差 ＞40mmHg
右室機能不全を有する症例

クラスIIa
上記の基準を有し、異形成弁または強い異形成の形態を呈する症例

心室中隔欠損のない膜様閉鎖で、右室依存性冠循環がない症例

クラスIIb
ファロー四徴を含む複雑先天性心疾患例

心室中隔欠損のない膜様閉鎖で、右室依存性冠循環を有する症例

クラスIII
三尖弁輪径、右室容積が著しく低形成で、経皮的肺動脈弁形成術による右室の

発育を促す効果が期待できない症例

経皮的肺動脈弁形成術の推奨

年齢に関わらず、幅広くClass IまたはIIaの推奨
先天性および小児期発症心疾患に対するカテーテル治療の適応ガイドライン JPIC 2012

Pediatric Heart Disease & Adult Congenital Heart Disease Center, Showa University Hospital

経皮的肺動脈弁形成術

• 心エコーまたは右室造影側面像から肺動脈弁輪径を計測
• 弁輪径の120-130%のバルーンにより拡大

Pediatric Heart Disease & Adult Congenital Heart Disease Center, Showa University Hospital

• 心房間交通の作成・拡大

– 心房中隔穿孔術

– 心房中隔裂開術

• 経皮的欠損孔閉鎖術

– 心房中隔欠損

– 心室中隔欠損

– 開窓フォンタン・バッフルリーク

– 弁周囲短絡

• 経皮的バルーン弁形成術

– 経皮的肺動脈弁形成術

– 経皮的大動脈弁形成術

• 経皮的血管形成術・ステント留置術

– 未手術または術後大動脈縮窄に対するバルーン血管形成術・ステント留置術

– 肺動脈狭窄に対するバルーン血管形成術・ステント留置術

– 大静脈狭窄に対するバルーン血管形成術・ステント留置術

– 肺静脈狭窄に対するバルーン血管形成術・ステント留置術

– 導管・BT 狭窄に対するバルーン血管形成術・ステント留置術
– 動脈管開存に対するステント留置術

• 経皮的血管閉鎖術

– 動脈管開存

– 体肺側副動脈

– 静脈－静脈短絡

– 体肺短絡術

– 血管異常

先天性および小児期発症心疾患に対するカテーテル治療

Pediatric Heart Disease & Adult Congenital Heart Disease Center, Showa University Hospital

カテーテル治療
バルーンとステント

昭和大学病院 小児循環器・成人先天性心疾患センター

藤井隆成
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Pediatric Heart Disease & Adult Congenital Heart Disease Center, Showa University Hospital

先天性心疾患に使用される主なステント

Pediatric Heart Disease & Adult Congenital Heart Disease Center, Showa University Hospital

• 狭窄率が小さい病変

• 長い範囲にわたる狭窄病変

• elastic recoil を呈する病変（折れ曲がり病変を含む）
• 周辺組織の圧迫による病変

• 術後長期間経過した病変

• 術後急性期の病変

ステントが必要となる病変

Pediatric Heart Disease & Adult Congenital Heart Disease Center, Showa University Hospital

• 成長途上の小児においては基本的にバルーン血管形成術
が選択されることが多い

• バルーン血管形成術が無効、あるいはリスクが高いと判断さ
れ、成人の血管径まで拡大できるステントを留置できる体格
の患者ではステントが考慮される

経皮的血管形成術におけるバルーンとステント

Pediatric Heart Disease & Adult Congenital Heart Disease Center, Showa University Hospital

経皮的大動脈弁形成術の推奨

クラスI
カテーテル検査で圧較差＞50mmHg
動脈管に依存した体循環、左室機能が低下した重症大動脈弁狭窄

カテーテル検査で圧較差＞40mmHg、かつ狭心症状、失神、ST-T変化を認める
クラスIIb
カテーテル検査で圧較差 40-50mmHgで、
症状を認めないが、挙児希望やスポーツに従事することを希望する症例

クラスIII
カテーテル検査で圧較差 ＜40mmHg で、狭心症状、失神、ST-T変化がない
中等度以上の大動脈閉鎖不全を認める

• 成人先天性では、左室機能が低下して手術が出来ない症例や妊娠中で開心術
が望ましくない症例に適応が限られる

• 年長児以降では、6－7Fr 以上のシースが必要なため、穿刺血管損傷を避ける
ため、ダブルバルーンが用いられる

先天性および小児期発症心疾患に対するカテーテル治療の適応ガイドライン JPIC 2012

Pediatric Heart Disease & Adult Congenital Heart Disease Center, Showa University Hospital

経皮的大動脈弁形成術

施行前 施行後

成人先天性では、左室機能が低下して手術が出来ない症例や
妊娠中で開心術が望ましくない症例に適応が限られる

Pediatric Heart Disease & Adult Congenital Heart Disease Center, Showa University Hospital

経皮的大動脈弁形成術

• 心エコーまたは右室造影側面像から大動脈弁輪径を計測
• 弁輪径の80-100%（ないし-1mm）のバルーンにより拡大
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Pediatric Heart Disease & Adult Congenital Heart Disease Center, Showa University Hospital

穿刺血管損傷の予防

大動脈縮窄症に対するステント留置では 12～16Fr のシースを大腿動脈に使
用する必要がある
カットダウンによるアクセスや、止血デバイスの使用により血管損傷を予防

Pediatric Heart Disease & Adult Congenital Heart Disease Center, Showa University Hospital

成人大動脈縮窄症に対するステント留置

Palmaz P3008 もしくは P4010を使用（シース 12Fr）
大動脈峡部径 +1mm 以内で最小径の3.5倍を越えない径のバルーンに
ステントをリマウントして拡大留置

33歳 未手術の大動脈縮窄症

狭窄部での圧較差
31mmHg → 0mmHg に改善

Pediatric Heart Disease & Adult Congenital Heart Disease Center, Showa University Hospital

大動脈縮窄症に対するカテーテル治療の役割

Expert Rev Cardiovasc Ther. 2012

大動脈縮窄症

乳児 成人小児

未手術
術後
狭窄

未手術
術後
狭窄

未手術
術後
狭窄

外科手術 バルーン血
管形成術

体格が小さい

バルーン血管
形成術

体格が十分

ステント

ステント ステント外科手術

Pediatric Heart Disease & Adult Congenital Heart Disease Center, Showa University Hospital

大動脈縮窄症

Pediatric Heart Disease & Adult Congenital Heart Disease Center, Showa University Hospital

経皮的血管形成術の件数

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000

native post op

43
854433

6191

Stent
PTA

0
1000
2000

native post op

60 66363
1298

Stent
PTA

PS 7521

CoA    1787

－ カテーテル治療の総件数 26645 例の34%
（JPIC; 2000年～2013年）

Total    9038

(n)

(n)

Pediatric Heart Disease & Adult Congenital Heart Disease Center, Showa University Hospital

Cheatham Platinum（CP）ステント

• 国内初の先天性心疾患に対する治療器具の医師主導治験を全国に先駆けて施行

• 年内には薬事承認がえられる予定

肺動脈狭窄に対するCheatham Platinum（CP）ステント留置
の有効性と安全性に関する研究

（多施設共同、第III相臨床試験 2014年～）
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Pediatric Heart Disease & Adult Congenital Heart Disease Center, Showa University Hospital

クラスI
有意な末梢性肺動脈狭窄や、一次治療としてステント留置が選択できない

小さな患者の肺動脈狭窄

クラスIIa
肺動脈遠位の有意な狭窄，一次治療としてステント留置が適さない大きな近位の

分枝に対するバルーン血管形成術を考慮

クラスIIb
狭窄近位の肺動脈圧または右室圧が体血圧の 2/3 以上の有意な主肺動脈狭窄

に、対してはバルーン血管形成術を考慮し得る

バルーン肺動脈形成術に関する推奨

先天性および小児期発症心疾患に対するカテーテル治療の適応ガイドライン JPIC 2012

狭窄部圧較差 ≧20mmHg以上

収縮期右室圧／大動脈圧 ≧0.7

患側／健側の肺血流量比 ＜0. 5

一般的な適応基準

Pediatric Heart Disease & Adult Congenital Heart Disease Center, Showa University Hospital

PA/VSD,  s/p Total repair
バルーンによるテスト拡大を施行

潜在的な冠動脈圧迫の危険性があり、ステント留置を断念

冠動脈圧迫

Pediatric Heart Disease & Adult Congenital Heart Disease Center, Showa University Hospital

側枝 “jail” の回避

ロングシース留置後に上葉枝、下葉枝のそれぞれに wiring を行い、上葉枝の “jail” 
を回避

Pediatric Heart Disease & Adult Congenital Heart Disease Center, Showa University Hospital

肺動脈狭窄

体重 12kg HLHS, s/p TCPC, LPS

P1808 を Synergy 8mm/2cm にリマウントして留置

TCPC術後の症例では、PSの解除によりCVPの低下やSat上昇が得られる

Pediatric Heart Disease & Adult Congenital Heart Disease Center, Showa University Hospital

肺動脈狭窄

体重 18kg TOF, s/p Total repair, LPS

P1808 を INVATEC ADMIRAL 12/2cmにリマウントして留置

Pediatric Heart Disease & Adult Congenital Heart Disease Center, Showa University Hospital

クラスI
カテーテルによる圧較差 ≧20mmHg
安全にステントを留置できる体格（25kg以上）
成人の大動脈径までステントを留置できる術後再狭窄

クラスIIa
カテーテルによる圧較差 ≧20mmHg または＜20mmHgでも
合併する高血圧を説明できる形態の未治療縮窄・術後狭窄の一次治療

クラスIIb
手術で改善できない複雑な形態でさらなる手術のリスクが高い

カテーテルによる圧較差 ＜20mmHgであるが、LVEDPが高い、圧較差を過小評
価するような有意の側副血管を認める場合

大動脈縮窄に対するステント留置の推奨

成人の大動脈径まで拡大できるステントを留置できる状況であれば
Class I または IIa

先天性および小児期発症心疾患に対するカテーテル治療の適応ガイドライン JPIC 2012
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Pediatric Heart Disease & Adult Congenital Heart Disease Center, Showa University Hospital

• 成人では、経皮的弁形成術は心機能低下や妊娠中
などで開心術が不適と判断された場合が適応とな
り、ダブルバルーン、トリプルバルーンなどの工夫を
行うことで成人例でも安全に施行できる

• 経皮的血管形成術では、病変の特徴に加え、体格
や成長を考慮してバルーンとステントを使い分ける

• ステント留置に際してはその適応と合併症の理解が
重要である

まとめ

Pediatric Heart Disease & Adult Congenital Heart Disease Center, Showa University Hospital

主な合併症の内訳

0

1

2

3

4

発
生
率
（
％
）

PS -PTA
CoA -PTA
PS -Stent
CoA -Stent

Pediatric Heart Disease & Adult Congenital Heart Disease Center, Showa University Hospital

ステント留置の再介入回避率

Tomita H. et al. Circulation Journal. 2010

大動脈縮窄症患者 例 年 月～ 年 月

Pediatric Heart Disease & Adult Congenital Heart Disease Center, Showa University Hospital

クラスI
バルーン血管形成術が無効で，成人の血管径まで拡大できるステントを留置でき

る体格の患者

クラスIIa
成人の血管径まで拡大できるステントを留置できる体格の患者の有意な肺動脈

狭窄に対する一次治療

心臓手術後で肺動脈分枝狭窄による循環動態の異常が原因と考えられる重篤な
患者に対して、体格や血管径にかかわらずステント留置を考慮する

クラスIIb
体格の小さい患者の重症の肺動脈分枝狭窄に対して、成人の血管径まで拡大で

きない小または中口径ステント留置を考慮。これらのステントは将来の外科治療の
際、外科的に拡大または摘出する必要を考慮

肺動脈へのステント留置に関する推奨

成人の大動脈径まで拡大できるステントを留置できる状況であれば
Class I または IIa

先天性および小児期発症心疾患に対するカテーテル治療の適応ガイドライン JPIC 2012
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毎日自動でデータを送信

Evity 8-T ProMRI®

Home Monitoring®

いつでも どこでも 患者様とともに

条件付きMRI対応
フルワイヤレス ペースメーカ

ペースメーカ、CRT-P、ICD、CRT-Dのいずれにも対応
ストレスフリーのデイリーモニタリング

販売名：エヴィティ 8-T ProMRI
医療機器承認番号：22900BZX00307000



【効能・効果】
肺動脈性肺高血圧症 

［効能・効果に関連する使用上の注意］
 1．肺動脈性肺高血圧症に関するWHO機能分類クラスⅠにおける有効性・安全性は確立されていない。
2．本剤の使用にあたっては、最新の治療ガイドラインを参考に投与の要否を検討すること。
3．小児では、特発性又は遺伝性肺動脈性肺高血圧症及び先天性心疾患に伴う肺動脈性

肺高血圧症以外の肺動脈性肺高血圧症における有効性・安全性は確立されていない。
4．小児では、小児の肺動脈性肺高血圧症の治療に十分な知識及び経験を有する医師のもと

で、本剤の投与が適切と判断される患者に対して適用を考慮すること。

（11）陰茎の構造上欠陥（屈曲、陰茎の線維化、Peyronie病等）のある患者 （12）鎌状赤血球
貧血の患者 （13）多発性骨髄腫、白血病等の患者

2. 重要な基本的注意
（1）エポプロステノールを除く他の肺動脈性肺高血圧症治療薬と併用する場合には、有効
性、安全性が確立していないので十分な観察を行いながら投与すること。 （2）肺血管拡張
薬は、肺静脈閉塞性疾患を有する患者の心血管系の状態を著しく悪化させるおそれがある。
肺静脈閉塞性疾患を有する患者における有効性及び安全性は確立していないため、このよう
な患者に対しては本剤を投与しないことが望ましい。 （3）めまいや視覚障害、色視症、霧視
等が認められているので自動車の運転や機械の操作に従事する場合には注意させること。 

（4）出血の危険因子（ビタミンK拮抗薬等の抗凝固療法、抗血小板療法、結合組織疾患に伴う
血小板機能異常、経鼻酸素療法）を保有している肺動脈性肺高血圧症患者に本剤の投与を
開始した場合、鼻出血等の出血の危険性が高まることがあるため、必要に応じて適切な処置
を行うこと。 （5）本剤投与後に急激な視力低下又は急激な視力喪失があらわれた場合には、
速やかに眼科専門医の診察を受けるよう、患者に指導すること。 （6）本剤投与後に急激な聴力
低下又は突発性難聴（耳鳴り、めまいを伴うことがある）があらわれた場合には、速やかに
耳鼻科専門医の診察を受けるよう、患者に指導すること。 （7）４時間以上の勃起の延長又は
持続勃起（６時間以上持続する痛みを伴う勃起）が外国市販後有害事象で少数例報告され
ている。持続勃起に対する処置を速やかに行わないと陰茎組織の損傷又は勃起機能を
永続的に損なうことがあるので、勃起が４時間以上持続する症状がみられた場合、直ちに
医師の診断を受けるよう指導すること。

3. 相互作用
本剤は主として肝代謝酵素CYP3A4によって代謝される。CYP2C9もわずかではあるが
関与している。

（1）併用禁忌（併用しないこと）●硝酸薬及びNO供与薬（ニトログリセリン、亜硝酸アミル、
硝酸イソソルビド等）●リトナビル含有製剤（ノービア、カレトラ、ヴィキラックス）●ダルナビル
含有製剤（プリジスタ、プレジコビックス）●インジナビル（クリキシバン）●イトラコナゾール

（イトリゾール）●テラプレビル（テラビック）●コビシスタット含有製剤（スタリビルド、ゲン
ボイヤ、プレジコビックス）●アミオダロン塩酸塩（アンカロン錠）●sGC刺激剤リオシグアト

（アデムパス）  （2）併用注意（併用に注意すること）●CYP3A4阻害薬（サキナビル、エリ
スロマイシン、シメチジン、アタザナビル、ネルフィナビル、クラリスロマイシン、テリスロマイ
シン等）●CYP3A4誘導薬（デキサメタゾン、フェニトイン、リファンピシン、カルバマゼピン、
フェノバルビタール等）●ボセンタン（トラクリア）●降圧薬●α遮断薬●カルペリチド
●ビタミンK拮抗薬（ワルファリン）

4. 副作用
成人：レバチオ錠の外国で実施された第Ⅲ相試験（プラセボ対照二重盲検比較試験）、第Ⅲ
相試験からの長期継続投与試験及びエポプロステノールとの併用投与試験において、本剤
を投与された肺動脈性肺高血圧症患者408例のうち303例に副作用が発現し、発現率は
74.3％であった。主な副作用は頭痛（40.7％）、消化不良（13.5％）、潮紅（13.2％）、悪心

（10.5％）、下痢（10.3％）等であった。（承認時）
レバチオ錠の国内臨床試験において、本剤を投与された肺動脈性肺高血圧症患者44例の
うち25例に副作用が発現し、発現率は56.8％であった。主な副作用は頭痛（22.7％）、潮紅

（18.2％）、鼻出血（6.8％）、めまい（4.5％）、下痢（4.5％）等であった。（製造販売後臨床試験終了時）
レバチオ錠の特定使用成績調査（全例調査）において、安全性解析対象症例3304例のうち
448例に副作用が発現し、発現率は13.6％であった。主な副作用は頭痛（3.3％）、低血圧（1.5％）、
めまい（0.9％）、下痢（0.8％）、動悸（0.7％）等であった。（特定使用成績調査終了時）
小児：国際共同試験で実施された第Ⅲ相試験及び長期継続試験において、本剤を投与
された肺動脈性肺高血圧症患者229例のうち110例に副作用が発現し、発現率は48.0％
であった。主な副作用は頭痛（14.0%）、嘔吐（6.1%）、腹痛（5.2%）等であった。
国内臨床試験において、本剤を投与された肺動脈性肺高血圧症患者6例のうち3例に副作用
が発現し、主な副作用は頭痛2例、鼻出血2例であった。（承認時）

【承認条件】
医薬品リスク管理計画を策定の上、適切に実施すること。
＜小児＞国内での治験症例が極めて限られていることから、製造販売後、一定数の症例に係る
データが集積されるまでの間は、全症例を対象に使用成績調査を実施することにより、本剤使
用患者の背景情報を把握するとともに、本剤の安全性及び有効性に関するデータを早期に収
集し、本剤の適正使用に必要な措置を講じること。

【用法・用量】
［レバチオ錠・レバチオODフィルム］
〔成人 〕通常、シルデナフィルとして1回20mgを1日3回経口投与する。
〔1歳以上の小児〕体重20kg超の場合：通常、シルデナフィルとして1回20mgを1日3回経口投与する。
［レバチオ懸濁用ドライシロップ］
〔成人〕通常、シルデナフィルとして1回20mgを1日3回経口投与する。
〔1歳以上の小児〕体重8kg以上20kg以下の場合：通常、シルデナフィルとして1回10mgを1日3回
経口投与する。体重20kg超の場合：通常、シルデナフィルとして1回20mgを1日3回経口投与する。

【使用上の注意】
1. 慎重投与（次の患者には慎重に投与すること）
（1）脳梗塞・脳出血又は心筋梗塞の既往歴が最近６ヵ月以内にある患者 （2）出血性疾患又
は消化性潰瘍のある患者 （3）チトクロームP450（CYP）3A4阻害薬（サキナビル、エリスロ
マイシン、シメチジン、アタザナビル、ネルフィナビル、クラリスロマイシン、テリスロマイシン
等）を投与中の患者 （4）重度の腎機能障害（クレアチニンクリアランス：Ccr＜30mL/min）
のある患者 （5）軽度又は中等度の肝機能障害のある患者 （6）α遮断薬を投与中の患者 

（7）低血圧（血圧＜90/50mmHg）、体液減少、重度左室流出路閉塞、自律神経機能障害等
が認められる患者 （8）網膜色素変性症患者 （9）カルペリチドを投与中の患者 （10）高齢者 

【警告】
本剤と硝酸薬あるいは一酸化窒素（NO）供与薬（ニトログリセリン、
亜硝酸アミル、硝酸イソソルビド等）との併用により降圧作用が増強
し、過度に血圧を下降させることがあるので、本剤投与の前に、硝酸薬
あるいは一酸化窒素（NO）供与薬が投与されていないことを十分確
認し、本剤投与中及び投与後においても硝酸薬あるいは一酸化窒素

（NO）供与薬が投与されないよう十分注意すること。
ただし、肺動脈性肺高血圧症の治療において一酸化窒素吸入療法
と本剤の併用が治療上必要と判断される場合は、緊急時に十分対応
できる医療施設において、肺動脈性肺高血圧症の治療に十分な知識
と経験を持つ医師のもとで、慎重に投与すること。

【禁忌（次の患者には投与しないこと）】
（1）本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
（2）硝酸薬あるいは一酸化窒素（NO）供与薬（ニトログリセリン、

亜硝酸アミル、硝酸イソソルビド等）を投与中の患者
（3）重度の肝機能障害のある患者（Child-Pugh Class C）
（4）リトナビル含有製剤、ダルナビル含有製剤、インジナビル、イトラコ

ナゾール、テラプレビル及びコビシスタット含有製剤を投与中の患者
（5）アミオダロン塩酸塩（経口剤）を投与中の患者
（6）可溶性グアニル酸シクラーゼ（sGC）刺激剤（リオシグアト）を

投与中の患者
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［用法・用量に関連する使用上の注意］
〔レバチオODフィルム〕本剤は口腔内で崩壊するが、口腔粘膜から吸収されることはない
ため、唾液又は水で飲みこむこと。

●その他の使用上の注意等は製品添付文書をご覧ください。
●警告・禁忌を含む使用上の注意の改訂には十分ご留意ください。

製造販売（輸入）

新発売

新 適 応
2つの新剤形
新 適 応
2つの新剤形

処方箋医薬品 注意̶医師の処方箋により使用すること
／

処方箋医薬品 注意̶医師の処方箋により使用すること

小児の肺動脈性肺高血圧症

注）レバチオ錠・ODフィルム：成人及び1歳以上かつ体重20㎏超の小児、
　 レバチオ懸濁用ドライシロップ：成人及び1歳以上かつ体重8㎏以上の小児

投薬期間制限医薬品には該当しません。

レバチオ3剤広告_A4枠_DI（h250×w180）




