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第 6 回成人先天性心疾患セミナー 

ごあいさつ 

 

 

 今回の成人先天性心疾患セミナーには、多くの方々に、遠方から御参加いただきましてありが

とうございます。当セミナーが開かれてから今年で 6 年目になりますが、昨年は、関西以南の方々

への普及も考え、大阪でも開催し、年二回の開催となりました。また、昨年、研究会から学会と

なりました日本成人先天性心疾患学会は、この新しい分野の普及に力を入れています。そこで、

当セミナーは、本年度から、日本成人先天性心疾患学会に属して行われることになりました。 

また、日本成人先天性心疾患学会の稲井先生を始めとします学術委員会に全面的に協力をいただ

き、プログラムの編成を行っております。内容に大きな変更はございませんが、基礎的な内容に

加えて、最新の情報も得ることが出来るように配慮いたしております。従来同様に、基礎的な知

識、妊娠出産、不整脈､ 画像診断、外科的な話題、そして、従来も活発に行われております症例

検討のセッションを設けております。カテーテル治療では、経皮的肺動脈弁留置術も取り上げま

した。また、心理的な問題、診療体制に関する報告も行います。ランチョンでは、心不全、肺動

脈性肺高血圧というトピックスを取り上げています。 

 最近は、この分野に循環器内科の先生が多く参加されるようになりました。3 月の日本循環器

学会でも、成人先天性心疾患の診療体制のセッションには非常に多くの先生の参加がありました。

周産期科でも、妊娠出産数が著明に増加している先天性心疾患に関して関心が高くなっておりま

す。また、看護師、多職種の方にも、特殊ではあるが必要な分野として、広く認識されるように

なりました。患者さんの団体も、成人先天性心疾患は、自分たちの問題として、医療者と共同で

取り組みを始めています。この様な動向を反映して、今回は、循環器内科、周産期科、多職種、

患者さんに多く御参加いただいています。 

 内容は最先端の部分もございますが、身近な問題を多く取り上げておりますので、活発で実り

のあるセミナーとなるようにしたいと存じます。是非、みなさまに討論に参加いただきますよう

お願い申し上げます。 

 最後に、協賛、寄付をいただいております日本光電をはじめとします各社の方々に御礼を申し

上げます。また、講師の先生、座長の先生にはお忙しい中に、ご講演と教育用のテキストをいた

だき深謝申し上げます。 

 

 

               成人先天性心疾患セミナー 世話人代表 丹羽公一郎 

 

 

 



 2 

第 6 回 成人先天性心疾患セミナー プログラム 

 

日時：平成 24 年 6 月 9-10 日（土,日） 

会場：聖路加看護大学講堂 

会費：医師 10,000 円、他領域専門職 5,000 円、患者様 1,000 円 

（以下敬称略） 

 

日本小児循環器学会 専門医指定分科会 3 単位 

 

 

平成 24 年 6 月 9 日（土） 

 

総合司会： 白井 丈晶 （聖路加国際病院 心血管センター 循環器内科） 

 

10:50  opening remarks 

  赤木 禎治 （岡山大学 循環器疾患集中治療部） 

   

11:00-12:15 成人先天性心疾患の基礎知識   

座長： 白石 公  （国立循環器病研究センター 小児循環器科） 

賀藤 均  （国立成育医療研究センター 循環器科） 

 

1, 単心室症の解剖と特徴 

朴 仁三  （榊原記念病院 小児科） 

2, 先天性心疾患と遺伝 

山岸 敬幸 （慶応大学 小児科） 

3, 成人先天性心疾患外科手術の特殊性と注意点 

  平松 健司 （東京女子医科大学 心臓血管外科） 

 

12:15-12:45  ランチョンセミナー1 （第一三共株式会社） 

座長： 西 裕太郎 （聖路加国際病院 心血管センター 循環器内科） 

 

4, 睡眠時無呼吸症 −先天性心疾患への臨床応用−     

 弓野 大  （東京女子医科大学 循環器内科） 

 

12:45-13:15  Lunch break 
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13:15-14:30 妊娠・分娩管理を考える 

座長： 池田 智明 （三重大学 産科婦人科） 

篠原 徳子 （東京女子医科大学 循環器小児科） 

 

5, 成人先天性心疾患患者の妊娠と分娩管理―産科側から 

  牧野 康男 （東京女子医科大学 母子総合医療センター） 

6, 成人先天性心疾患患者の妊娠と分娩管理―循環器内科側から 

  神谷 千津子（国立循環器病研究センター 周産期・婦人科） 

7, Fontan 術後患者の妊娠・出産  

  赤木 禎治 （岡山大学 循環器疾患集中治療部） 

 

14:30-16:00  症例検討 1  

座長： 丹羽 公一郎（聖路加国際病院 心血管センター 循環器内科） 

佐野 俊二 （岡山大学 心臓血管外科） 

コメンテーター：   

大内 秀雄 （国立循環器病研究センター 小児循環器科） 

  赤木 禎治 （岡山大学 循環器疾患集中治療部） 

村上 新  （東京大学 心臓血管外科） 

池田 智明 （三重大学 産科婦人科） 

 

8,  高度房室ブロックによる心室細動から蘇生された単心室、Eisenmenger 症候群の 1 例 

建部 俊介 （東北大学 循環器内科）  

9, 不整脈合併のある Jatane 術後双胎妊娠の分娩管理 

堀内 縁  （国立循環器病研究センター 周産期・婦人科） 

10, 高齢者（７０歳）の Ebstein 奇形に対する１手術例 

  笠原 真悟 （岡山大学 心臓血管外科） 

11, 高齢修正大血管転位症～治療方針決定に悩んでいる症例 

  尾関 真理子（浜松赤十字病院 循環器内科） 

 

16:00-16:15  coffee break 

 

16:15-17:05 成人先天性心疾患の画像診断 

座長： 富松 宏  （東京女子医科大学 循環器小児科） 

新沼 廣幸 （聖路加国際病院 心血管センター 循環器内科） 

 

12, 心臓 PET 最近の進歩 

  近藤 千里 （東京女子医科大学 画像診断・核医学科） 
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13, 成人先天性心疾患（川崎病冠動脈疾患を含む）の核磁気共鳴画像法(MRI)を用いた診断 

 ―心機能評価など― 

  上村 茂  （昭和大学横浜市北部病院 循環器センター） 

 

17:05-17:55 カテーテル治療の最前線 

座長： 杉山 央  （東京女子医科大学 循環器小児科） 

福本 義弘 （東北大学 循環器所内科） 

 

14, 成人期心房中隔欠損に対するカテーテル閉鎖術 

  赤木 禎治 （岡山大学 循環器疾患集中治療部） 

15, ファロー四徴症術後患者に対する経皮的肺動脈弁留置術 

  麻生 健太郎（聖マリアンナ医科大学 小児科） 

 

17:55-18:45 精神心理、社会的問題 

座長： 日沼 千尋 （東京女子医科大学 看護学部小児看護学科） 

白井 丈晶 （聖路加国際病院 心血管センター 循環器内科） 

 

16, 精神心理、社会的問題：成人先天性心疾患の心理社会的背景 

  榎本 淳子 （東洋大学文学部・千葉県循環器病センター） 

17. 成人先天性心疾患患者の診療体制 

  落合 亮太 （東京女子医科大学 看護学部看護研究学科） 

 

19:00-20:30  懇親会 

 

平成 24 年 6 月 10 日（日） 

 

9:00-10:15 外科治療の進歩 

座長： 佐野 俊二 （岡山大学 心臓血管外科） 

河田 政明 （自治医科大学 心臓血管外科） 

 

18, 右室流出路再建 -遠隔期合併症を回避するための外科治療の工夫・将来への期待- 

山岸 正明 （京都府立医科大学 小児心臓血管外科） 

19, 先天性心疾患外科手術の再生医療 -今後の展望- 

  松村 剛毅 （東京女子医科大学 心臓血管外科） 

20, 心不全患者に対する補助人工心臓 

村上 新  （東京大学 心臓外科） 
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10:15-10:35  coffee break  

 

10:35-12:05  症例検討 2 

座長： 中西 敏雄 （東京女子医科大学 循環器小児科） 

八尾 厚史 （東京大学 循環器内科） 

コメンテーター： 

松尾 浩三 （千葉県循環器病センター 心臓血管外科） 

稲井 慶  （東京女子医科大学 循環器小児科） 

村上 智明 （千葉県こども病院 循環器科） 

 

21, 右室心筋症に起因する重度右心不全の併存により右左短絡を呈した心房中隔欠損症の一例 

中川 晃志 （岡山大学 循環器内科） 

22, Mustard 術後に心房頻拍、体心室不全、baffle leak を認めた 1 例 

池田 健太郎（東京女子医科大学 循環器小児科） 

23, 就業困難なチアノーゼ性心疾患患者の心理的問題 

  水野 芳子 （千葉県循環器病センター 看護部） 

 

12:05-12:35  Lunch break 

 

12:35-13:05  ランチョン２ （グラクソ・スミスクライン株式会社） 

座長： 稲井 慶  （東京女子医科大学 循環器小児科）  

 

24, 成人肺動脈性肺高血圧症の治療戦略 ～特発性肺動脈性肺高血圧症を中心に～ 

田村 雄一 （慶應義塾大学 循環器内科）   

 

13:05-14:20 不整脈治療 up to date 

座長： 庄田 守男 （東京女子医科大学 循環器内科）   

三橋 武司 （自治医科大学 循環器内科） 

 

25, 成人先天性心疾患の頻拍に対するアブレーション治療 

  豊原 啓子 （東京女子医科大学 循環器小児科） 

26, 成人先天性心疾患のペースメーカー治療 

  宮崎 文  （国立循環器病研究センター 小児循環器科）   

27, 成人先天性心疾患の突然死 

  高橋 一浩 （沖縄県立こども医療センター 小児循環器科） 
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14:20-15:35 Burning topics 長期遠隔期問題を考える   

座長： 立野 滋  （千葉県循環器病センター 成人先天性心疾患診療部） 

稲井 慶  （東京女子医科大学 循環器小児科） 

 

28, チアノーゼ性先天性心疾患の全身合併症 

  村上 智明 （千葉県こども病院 循環器科） 

29, Fontan 術後遠隔期の諸問題 

  大内 秀雄 （国立循環器病研究センター 小児循環器科、成人先天性心疾患科） 

30, 成人先天性心疾患患者の運動耐容能 －エビデンスに基づいた解釈－ 

  犬塚 亮  （東京大学 小児科） 

   

16:00  closing remarks 

八尾 厚史 （東京大学 循環器内科） 
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1,1,1,1,    単心室症単心室症単心室症単心室症のののの解剖解剖解剖解剖とととと特徴特徴特徴特徴    

朴朴朴朴    仁三仁三仁三仁三        （（（（榊原記念病院榊原記念病院榊原記念病院榊原記念病院    小児科小児科小児科小児科））））    

 

①①①①    定義定義定義定義    

以下に主な単心室の定義を時代順に並べる。本疾患の統一された定義はいまだに確定しているとは言い難い。 

 

a)a)a)a)単心室単心室単心室単心室(Single ventricle, SV):(Single ventricle, SV):(Single ventricle, SV):(Single ventricle, SV):    ひとつのひとつのひとつのひとつの心室心室心室心室（（（（主心主心主心主心室室室室））））にににに両房室弁両房室弁両房室弁両房室弁もしくはもしくはもしくはもしくは共通房室弁共通房室弁共通房室弁共通房室弁がががが挿入挿入挿入挿入するするするする    

心奇形心奇形心奇形心奇形１１１１））））。。。。    

※1)の論文では流出路のない痕跡的心室をともなった右室性単心室の存在を認めていないが、心房心室の 

結合様式を本疾患の定義にしている。 

 

b)b)b)b)単心室単心室単心室単心室(Univentricular heart): (Univentricular heart): (Univentricular heart): (Univentricular heart): 心室筋塊心室筋塊心室筋塊心室筋塊のののの中中中中にににに唯一唯一唯一唯一のののの心室心室心室心室のみがのみがのみがのみが存在存在存在存在するかするかするかするか、、、、2222 つのつのつのつの心室心室心室心室がががが存在存在存在存在してもしてもしてもしても    

一方一方一方一方がががが痕跡的心室痕跡的心室痕跡的心室痕跡的心室であればであればであればであれば 2222 つのつのつのつの心室心室心室心室がががが存在存在存在存在してもしてもしてもしても単心室単心室単心室単心室とするとするとするとする 2)2)2)2)。。。。    

※痕跡的心室(rudimrntary ventricle): 流入路を欠如した心室 

※※心室筋塊の中に流入路がひとつであるから、房室弁両室挿入(straddling valve)は合併し得ない？ 

※※※この定義では absent connection（典型的な三尖弁閉鎖など）も univentricular heart に 

含まれてしまう。 

 

c)c)c)c)両房室弁同室挿入両房室弁同室挿入両房室弁同室挿入両房室弁同室挿入(Double inlet ventricle, DIV or univentricular atrioventricular connection): (Double inlet ventricle, DIV or univentricular atrioventricular connection): (Double inlet ventricle, DIV or univentricular atrioventricular connection): (Double inlet ventricle, DIV or univentricular atrioventricular connection): 房房房房

室接合部室接合部室接合部室接合部(atrioventricular junction)(atrioventricular junction)(atrioventricular junction)(atrioventricular junction)がががが唯一唯一唯一唯一のののの心室心室心室心室にににに結合結合結合結合するするするする心房心房心房心房・・・・心室心室心室心室のつながりののつながりののつながりののつながりの異常異常異常異常。。。。一側一側一側一側のののの房室弁房室弁房室弁房室弁

輪輪輪輪とととと他側他側他側他側のののの房室弁輪房室弁輪房室弁輪房室弁輪のののの 50505050％％％％以上以上以上以上（（（（共通房室弁共通房室弁共通房室弁共通房室弁ではではではでは 25%25%25%25%以上以上以上以上））））がががが主心室主心室主心室主心室につながっていればにつながっていればにつながっていればにつながっていれば DIVDIVDIVDIV とするとするとするとする３３３３））））。。。。    

※一側房室弁の騎乗(override)や両心室挿入(straddling)があっても主心室と当該房室弁の 50％以上が 

つながっていれば DIV と診断する。Straddling AVV の二次心室は痕跡的??? 

 

図図図図 1111．．．．房室結合房室結合房室結合房室結合のののの様式様式様式様式    

 

正常房室結合      三尖弁両室挿入    両房室弁左室挿入 

 

※※common ventricle は total sinus defect を指すこともあり、痕跡的心室のない分類不能型を指して 

言うこともある。 
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②②②②    歴史歴史歴史歴史    

1824 年 Holmes による左室性単心室の報告 

1854 年  Peakock による左室性単心室と大血管転位の報告 

1875 年 Von Rokitansky  “Cor biatriatum triloculare with rudimentary right ventricle” 

1907 年 Mann “Cor triloculare biatriatum””rudimentary right ventricle” 

1936 年 Abbott  “rudimentary left ventricle” 

1939 年 Taussig  “Single ventricle” 

1949 年 Kisch “動物の心臓で Univentricular heart” 

1964 年 Van Praagh  “Common ventricle as really single ventricle”,“Single Ventricle possessed 

two ventricular chamber” 

1976 年 Anderson “Univentricular heart” 

1984 年 Anderson “Univentricular atrioventricular connection” 

    

    

③③③③    発生発生発生発生    

房室管の右方移動が不十分であると左室性単心室、過剰な右方移動では右室性単心室が発生する 4)。 

    

    

図図図図２２２２．．．．    

 

    

    

④④④④    分類分類分類分類    

主心室の形態と痕跡的心室の有無に従って分類されている。 
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図図図図３３３３．．．．AndersonAndersonAndersonAnderson らのらのらのらの分類分類分類分類 5555））））    

  

(a)Left ventricular type with right ventricular rudimentary chamber 

(b)Right ventricular type with left ventricular rudimentary chamber 

(c)Indeterminate type without a rudimentary chamber※ 

 

 

図図図図４４４４．．．．VanVanVanVan    PraaghPraaghPraaghPraagh らのらのらのらの分類分類分類分類 1)1)1)1)    

  

 

Type A: Absence of RV sinus (SLV) 

Type B: Absence of LV sinus (SRV without rud LV)※※ 

Type C: Absent or rudimentary ventricular septum (total sinus defect) 

Type D: Absence of RV and LV sinuses and of ventricular septum 

※※1964 年の時点では Van Praagh らは流出路腔以外の痕跡的心室が存在した場合には単心室と 

認めていなかった。 

※※※巨大心室中隔欠損であり、現在単心室に分類されることはない。 
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図図図図５５５５．．．．安藤安藤安藤安藤らのらのらのらの分類分類分類分類 6666    

  

・Single left ventricle と Single RV with rudimentary LV and without rudimentary LV の３つの型 

に分類 

※Van Mierop は“一見して痕跡的左室が認められない症例でも詳細に探せば見つかることが多い”と 

述べており４）、痕跡的右室が見当たらない左室性単心室も考え難いので、安藤らの分類が最も適当な 

分類ではなかろうか。 

  

 

⑤⑤⑤⑤    解剖解剖解剖解剖    

 

ⅠⅠⅠⅠ．．．．左室性単心室左室性単心室左室性単心室左室性単心室    

〈基本的な形態〉 

肉柱形成）主心室流入路の肉柱は正常左室よりも粗いが心尖部は比較的細かい。両房室弁もしくは共通房室

弁は主心室に挿入しているが、両房室弁の流入路を分ける様に大きな後肉柱(posterior ridge)が存在するこ

とが多い。左室の前上方に位置する心室中隔の表面は平滑である(smooth septal surface 図６)。 
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図図図図６６６６．｛．｛．｛．｛S,D,DS,D,DS,D,DS,D,D｝｝｝｝SLV, SLV, SLV, SLV,     

 

房室弁）多くの症例が 2つの弁を有しており、両房室弁とも僧帽弁に似ていることが多い（表１）。 

共通房室弁の合併は少ない。 

 

表表表表１１１１．．．．単心室単心室単心室単心室２０５２０５２０５２０５症例症例症例症例のののの房室弁形態房室弁形態房室弁形態房室弁形態    

  

 

痕跡的右室）Outlet chamber あるいは infundibular chamber と言われることもある。主心室の前上方に痕

跡的な右室は位置しており、後部十字交差(crux)まで到達しない。痕跡的右室は流入路を欠如しており、心尖

部には粗い肉柱形成が認められる。左室と痕跡的右室の境界を左右の限界冠動脈(delimiting coronary artery

図 7)が走行する。 

Rt AVVRt AVVRt AVVRt AVV    

lt AVVlt AVVlt AVVlt AVV    Pulm VPulm VPulm VPulm V    

SS surfaceSS surfaceSS surfaceSS surface    

PRPRPRPR    

Inf SInf SInf SInf S    
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図図図図７７７７．｛．｛．｛．｛S,L,LS,L,LS,L,LS,L,L｝｝｝｝ SLV, TGA, intact IAS, post PAB SLV, TGA, intact IAS, post PAB SLV, TGA, intact IAS, post PAB SLV, TGA, intact IAS, post PAB．．．．    a)a)a)a)前上方前上方前上方前上方からみたからみたからみたからみた外観外観外観外観、、、、b)b)b)b)左上方左上方左上方左上方にににに位置位置位置位置するするするする痕跡的痕跡的痕跡的痕跡的

右室右室右室右室とととと心室中隔欠損心室中隔欠損心室中隔欠損心室中隔欠損、、、、右室右室右室右室からからからから起始起始起始起始するするするする大動脈大動脈大動脈大動脈    

 

心室大血管関係）痕跡的右心室が左室の左側に位置する l 型大血管転位が最も多く、痕跡的右室が右に 

ある d型大血管転位がそれに次ぐが、これらの場合には大動脈弁下に短い漏斗部が存在し肺動脈弁と左右の 

房室弁との間には線維性結合がある。痕跡的右室が右側にあり両大血管の起始、空間的位置関係が正常な 

ものを”Holmes heart”と称するが稀である。 

 

〈合併心奇形〉 

右側相同では総肺静脈還流異常や両側上大静脈、左側相同では左上大静脈遺残や奇静脈結合の頻度が高く、

単心房や共通房室弁の合併も多く認められる。心房中隔欠損を認めることもあるが、2 つの房室弁を有する症

例では心房間交通が無いことも多い。共通房室弁以外の房室弁の奇形には一側房室弁両室挿入、重複房室弁口、

一側房室弁低形成や膜様閉鎖などがある。肺動脈流出路閉塞性病変はしばしば認められる合併奇形であるが、

膜様構造物による肺動脈弁下狭窄が多い。大動脈流出路狭窄の合併は多く、ほとんどが心室中隔欠損（もしく

は球室孔 bulbo-ventricular foramen）の狭小化によって生じるが、この際には大動脈縮窄・離断を伴うこと

が多い（図 8）。 

 

 

 

Rud RVRud RVRud RVRud RV    

LALALALA    

AAoAAoAAoAAo    

DeDeDeDelimiting arterylimiting arterylimiting arterylimiting artery    

Rud RVRud RVRud RVRud RV    

AAoAAoAAoAAo    

VSDVSDVSDVSD    
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図図図図 8888．｛．｛．｛．｛S,D,DS,D,DS,D,DS,D,D｝｝｝｝SLV, CoA, PFOSLV, CoA, PFOSLV, CoA, PFOSLV, CoA, PFO, PDA, PDA, PDA, PDA．．．．   VSD   VSD   VSD   VSD のののの狭小化狭小化狭小化狭小化とととと CoACoACoACoA をををを認認認認めるめるめるめる。。。。    

 

ⅡⅡⅡⅡ．．．．右室性単心室右室性単心室右室性単心室右室性単心室    

〈基本的な形態〉 

肉柱形成）粗大で直交する肉柱形成を認め、痕跡的左室を伴う症例では中隔面上に中隔束(trabecular 

septomarginalis)を観察できる。二分割房室弁を有する症例では後肉柱を認めることもある。 

 

房室弁）2つの房室弁を有することもあるが、共通房室弁が多数を占める（表１）。 

 

図図図図 9999．．．．Asplenia,Asplenia,Asplenia,Asplenia,｛｛｛｛A(S),L,LA(S),L,LA(S),L,LA(S),L,L｝｝｝｝Dextrocardia, SRV, DORV, PS, ASD(I+IIDextrocardia, SRV, DORV, PS, ASD(I+IIDextrocardia, SRV, DORV, PS, ASD(I+IIDextrocardia, SRV, DORV, PS, ASD(I+II), Straddling CAVV), Straddling CAVV), Straddling CAVV), Straddling CAVV    

 

痕跡的左室）中隔束が認められれば、その裏側に存在する。痕跡的左室は主心室の後下方に存在し心室中隔

は後部十字交差(crux)で房室接合部につながる。痕跡的左室が見当たらない症例でも、詳細に検索すればその

存在を確認できることが多い。痕跡的左室も痕跡的右室と同様冠動脈によって囲まれており、冠動脈のループ

が認められれば痕跡的左室の部位の同定に役立つ。痕跡的左室も正常の左室同様に中隔面は平滑で心尖部には

繊細な肉柱が認められるが乳頭筋や腱索などは存在しない。但し 50%以上が主心室に騎乗している房室弁両室

挿入を単心室の範疇に含めるならばこれらの弁下組織も存在する。 

CAVVCAVVCAVVCAVV    
RVRVRVRV    

CAVVCAVVCAVVCAVV    

VSDVSDVSDVSD    

AAoAAoAAoAAo    

VSDVSDVSDVSD    
Rud RVRud RVRud RVRud RV    

COACOACOACOA    
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図図図図 10101010．．．．図図図図 9999 とととと同一症例同一症例同一症例同一症例．．．．主心室主心室主心室主心室のののの右後下方右後下方右後下方右後下方にににに左室左室左室左室がありがありがありがあり、、、、CAVVCAVVCAVVCAVV

のののの左室挿入左室挿入左室挿入左室挿入をををを認認認認めるめるめるめる．．．．    

    

心室大血管関係）左右心室関係はｄループが多く、心室大血管

関係は基本的に両大血管右室起始である。多の場合両大血管の下

には良く発達した漏斗部が存在し、大動脈は肺動脈より前方に位

置している。 

 

 

 

〈合併心奇形〉 

左室性単心室に比べて臓器心房錯位の合併が多く、従って系統静脈奇形や総肺静脈還流異常も多く認められ

る。一次孔欠損、単心房、共通房室弁、肺動脈狭窄・閉鎖も左室性単心室に比して多く、大動脈流出路や大動

脈の閉塞性病変は少ない。 

 

    

ⅢⅢⅢⅢ．．．．刺激伝導系刺激伝導系刺激伝導系刺激伝導系    

・左室性単心室 

房室結節は前部房室結節で心房中隔と右側房室弁輪が接する直上に存在する。 

ヒス束は心室ループに関わらず、心室中隔欠損の右側を下行する。 

 

Rud LVRud LVRud LVRud LV    

VSDVSDVSDVSD    
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・右室性単心室 

痕跡的左室が crux の左側（d-loop）にあれば後部房室結節が発達しており、そこからヒス束が心室中隔に

達し左右の脚に分かれる。痕跡的左室が右側（l-loop）に位置する場合には前部房室結節と後部房室結節の間

に sling が形成されることがある 5)。 
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2,2,2,2,    先天性心疾患先天性心疾患先天性心疾患先天性心疾患とととと遺伝遺伝遺伝遺伝    

山岸山岸山岸山岸    敬幸敬幸敬幸敬幸    （（（（慶応大学慶応大学慶応大学慶応大学    小児科小児科小児科小児科））））    
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 20 

            



 21 
            



 22 
            



 23 

3,3,3,3,    成人先天性心疾患外科手術成人先天性心疾患外科手術成人先天性心疾患外科手術成人先天性心疾患外科手術のののの特殊性特殊性特殊性特殊性とととと注意点注意点注意点注意点    

                    平松平松平松平松    健司健司健司健司    （（（（東京女子医科大学東京女子医科大学東京女子医科大学東京女子医科大学    心臓血管外科心臓血管外科心臓血管外科心臓血管外科））））    

 

【目的】新生児から小児期にかけての心臓血管外科手術の著しい進歩により先天性心疾患の 

９０％以上が成人期に達するようになり、これに伴い成人期に追加手術が必要な先天性心疾患の

頻度も年々増加の一途をたどっている。当院の様な歴史の長い施設では特にこの傾向は顕著であ

り、最近では年間手術件数の約３０％を成人先天性心疾患が占めている。最近１０年間の成人先

天性心疾患外科手術の経験からその特殊性と注意点について検討した。 

 

【対象と結果】２００３年から現在までの１０年間で１５歳以上の先天性心疾患の手術件数は 

４１１例であり、７６％が再手術例であった。その内訳は１）初回手術（９７例）、２）TCPC 

conversion を含めた心外導管型フォンタン術（５０例）、３）導管交換や右室流出路病変に対す

る手術（３１例）、４）房室弁逆流に対する弁形成や弁置換術（３３例）、５）Ross-Konno や Bentall

を含めた大動脈弁及び大動脈基部病変に対する手術（３１例）、６）大動脈弁下狭窄や residual 

VSD 等の心内遺残病変に対する手術（１３例）、７）CoA 等大動脈病変に対する手術（７例）、８）

maze や CRT-D を含めた不整脈に対する手術（８２例）、９）その他（６７例）であった。 

 

【結果】初回手術例で死亡例は認めなかった。再手術例では開胸時の出血を契機に悪循環に陥る

症例や、術前より認める高度心機能低下や肝腎凝固機能異常が術後も遷延する症例を認め、病院

死亡率は４.９％であった。しかしながら２００７年までの前期が６.６％であったの対し、開胸

時の体外循環の工夫等を導入した２００８年以降の後期では１.７％まで改善している。最近の

死亡例はフォンタン術後の肺梗塞に対する緊急血栓除去術や他院で手術非適応とされてきた BDG

後のフォンタン術等で、救命できない症例も未だ少数存在する。 

 

【考察】成人先天性心疾患の外科手術に際し、最初の注意点は開胸時の出血である。多くの症例

は複数回の再手術症例であり、心外導管使用や心拡大を伴っている為胸骨との癒着高度である。

また長期間のチアノーゼ残存の為側副血行路が著明に発達している症例も多く、出血させないよ

う丁寧な癒着剥離がポイントである。しかし心外導管が感染を契機に胸骨に impending rupture

している症例もあり、開胸時から出血が予想される場合は開胸前から大腿動静脈から体外循環を

確立し超低体温法を用いる等の補助手段に工夫を加えることで可及的に安全な手術を行うよう

にしている。 

 心機能に関しては術前より高度低下している症例も多い為、PDE-III 阻害剤等による

preconditioning で心機能を改善させてから手術に望む場合もあり、そういった重症例では体外

循環離脱時にあらかじめ IABP や PCPS-stand by が考慮される。 

術式に関しては病態も多彩で手術のバリエーションが多く、先天性心疾患ばかりでなく弁形成

や不整脈手術、大動脈瘤手術等後天性心疾患のテクニックも併用することが多く、病態に応じた

適切な術式選択、時に血管外科医との collaboration も必要である。手術時間も長時間に及ぶこ
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ともあるので、交代メンバーが豊富でスタッフ数が多いことが望ましい。術前より心房頻拍(AT)

を認める症例では残存すると術後 QOL に影響がでる為、積極的に maze 術を同時施行する方針と

している。特に TCPC conversion では術後経静脈的にペースメーカー(PM)植え込みができなくな

る為、maze を行った場合は必ず PM 植え込み術を行っており、PM があれば術後万一不整脈が再発

しても安全に抗不整脈薬治療を行い AT を抑え込める利点がある。 

術後管理としては心以外でも肺、肝、腎、凝固機能等低下している症例も多い為術後は綿密な

全身管理が重要であり、透析、気管切開等が必要となる症例も存在し、術前より本人、家族への

複数回にわたる十分な Informed Consent が必須である。重症度が極めて高いと予想される症例

の場合、当院では医療安全委員会にあらかじめかけ本人、家族も参加のもと病院全体でリスクを

共有することとしている。 

 

【結語】成人先天性心疾患に対する手術は再手術で癒着高度な症例が多く、疾患自体も重症で複

雑な症例が多く、かつ全身状態も不良の症例が多い。経験の蓄積と様々な工夫の導入により最近

の成績は改善しつつあるが、未だある一定の確立で救命できない重症例は存在し、手術適応の限

界設定や移植の適応が今後の課題である。 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 25 

4,4,4,4,    睡眠時無呼吸症睡眠時無呼吸症睡眠時無呼吸症睡眠時無呼吸症    −−−−先天性心疾患先天性心疾患先天性心疾患先天性心疾患へのへのへのへの臨床応用臨床応用臨床応用臨床応用−−−−                        

                            弓野弓野弓野弓野    大大大大    （（（（東京女子医科大学東京女子医科大学東京女子医科大学東京女子医科大学    循環器内科循環器内科循環器内科循環器内科））））    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26 

5,5,5,5,    成人先天性心疾患患者成人先天性心疾患患者成人先天性心疾患患者成人先天性心疾患患者のののの妊娠妊娠妊娠妊娠とととと分娩管理分娩管理分娩管理分娩管理――――産科側産科側産科側産科側からからからから    

                            牧野牧野牧野牧野    康男康男康男康男、、、、松田松田松田松田    義雄義雄義雄義雄    （（（（東京女子医科大学東京女子医科大学東京女子医科大学東京女子医科大学    母子総合医療母子総合医療母子総合医療母子総合医療センターセンターセンターセンター））））    

  

 

 循環器医療や周産期医療などの発達に伴って，先天性心疾患患者の多くが成人となることが 

可能となっている．我が国において，先天性心疾患は年間 12,000 人あまりが生まれ，そのうち，

95％の 10,000 人以上が成人となっている．これに伴って，妊娠可能な先天性心疾患女性の数は

増加し，心疾患女性の妊娠が総妊娠数の 0.5〜１％に相当し，不整脈などを含めれば，その割合

は２〜３％程度まで高まっている． 

 

本講演では，「循環器病の診断と治療に関するガイドライン（2009 年度合同研究班報告）： 

心疾患患者の妊娠・出産の適応，管理に関するガイドライン（2010 年改訂版）」を中心に，妊娠

出産が難しい心疾患や禁忌疾患，妊娠継続の可否の判断，胎児評価法，子宮収縮のコントロール

並びに分娩方法の選択の判断などについて述べる． 

 

 

参考文献 

1. 循環器病の診断と治療に関するガイドライン（2009 年度合同研究班報告）： 

心疾患患者の妊娠・出産の適応，管理に関するガイドライン（2010 年改訂版） 

2. 丹羽公一郎：成人先天性心疾患—最新動向 医学のあゆみ 2010:232:775-778 
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6,6,6,6,    成人先天性心疾患患者成人先天性心疾患患者成人先天性心疾患患者成人先天性心疾患患者のののの妊娠妊娠妊娠妊娠とととと分娩管理分娩管理分娩管理分娩管理――――循環器循環器循環器循環器内科側内科側内科側内科側からからからから    

                    神谷神谷神谷神谷    千津子千津子千津子千津子    （（（（国立循環器病研究国立循環器病研究国立循環器病研究国立循環器病研究センターセンターセンターセンター    周産期周産期周産期周産期・・・・婦人科婦人科婦人科婦人科））））    

 

 

心疾患合併妊娠は、ハイリスク例では母体死亡にもつながる高危険性妊娠である。循環器医療

や新生児医療の発展に伴い、先天性心疾患を持つ女性の多くが生殖年齢に達し、妊娠を希望する

ようになった。その中には、複雑心奇形に対する修復術後―たとえばフォンタン術後―の女性の

妊娠・出産などが含まれる。一方、リウマチ性弁膜症を持つ若年女性は減少し、心疾患合併妊娠

における基礎心疾患も、時代とともに変遷している。また、女性を取り巻くライフスタイルの変

化から、妊婦の高齢化、生活習慣病の合併など、心臓病以外の合併症にもより多くの配慮が必要

となってきている。 

「心疾患を持っているから、妊娠・出産はだめ」と、一律に禁止されていた時代は過ぎ、心疾

患を持つ女性が豊かな人生を送れるよう、包括的に支援する医療が求められている。特に、ハイ

リスク例の周産期管理においては、産科、循環器科、小児循環器科、麻酔科、心臓外科、遺伝科

など、複数の科が連携したチーム医療が必須である。さらに、妊娠・出産が心疾患の長期予後に

及ぼす影響についても、徐々に検討されるようになってきた。“分娩を乗り越える”だけでなく、

“長期予後を見据えた周産期管理”が今後の課題であろう。 

 

今回は、循環器医の立場から（１）妊娠・産褥期の循環動態変化とその評価について、 

（２）妊娠・授乳中の循環器薬の使用について、（３）妊娠・出産が心疾患の長期予後に及ぼす

影響について、解説を行う。 

 

（１）妊娠・産褥期の循環動態変化とその評価について 

1. 循環血漿量の増大 

・ 妊娠成立後、循環血漿量は徐々に増加し、妊娠 20 週後半～30 週前半には非妊時の 

約 1.5 倍となる。 

・ 分娩時、心拍出量は 8～10Ｌ/min を越え、子宮復古に伴い、分娩後は一過性に更なる 

容量負荷の状態をきたす。正常化するまでには約 4～6 週間かかる。 

・ 容量負荷の増大に対して、狭窄性疾患や肺高血圧症、心機能低下症例では心不全の 

出現や低心拍出量に注意していく必要がある。 

2. 血管抵抗の低下 

・ 妊娠初期より大動脈圧、全身血管抵抗は低下し、妊娠中期には最低値をとる。 

・ 妊娠後期には、血圧は妊娠前と同等もしくはやや高値となる。 

・ 後負荷軽減により、中等度以下の逆流性疾患やシャント疾患では問題なく妊娠出産を終

えることが多い。 
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3. 凝固能の亢進 

・ 妊娠中は凝固因子などが増加し活性化されるため、血栓・塞栓のリスクが高まる。 

・ 深部静脈血栓や肺塞栓の発症、人工機械弁置換術後例では血栓形成による弁機能不全や

塞栓症の合併が起きやすいため、リスク症例では綿密な抗凝固・抗血小板療法が必要と

なる。 

4. 心拍数の増加 

・ 妊娠後期には、妊娠前の約 20％程度まで心拍数は増加する。 

・ 心拍数の増加や血漿量の増加に伴う心拡大(心筋伸展)に伴い、不整脈の出現も増加する。 

5. 血管壁の脆弱性増加 

・ 妊娠中、エストロゲンなどの影響で大動脈壁は中膜の変性を来たし、脆弱性を増す。 

・ 大動脈拡大を伴うマルファン症候群、大動脈二尖弁や大動脈縮窄症患者では大動脈瘤拡大

や大動脈解離のリスクが上昇する。 

 

上記のような循環動態の変化を踏まえ、心疾患合併妊娠の診療上、以下の事項に特に留意が

必要である。 

 

1. 心不全 

 ・ 循環血漿量が最大値に近くなる 20 週後半以降、最も注意を要する。この時期に、 

心エコー検査を再検することが勧められる。 

 ・ ACE 阻害薬、ARB は、胎児の腎奇形や腎機能障害を引き起こす可能性があり、妊娠中の 

内服は禁忌である。 

2．不整脈 

 ・ 先天性心疾患合併妊娠の約１割に経過観察の必要な不整脈が合併する。妊娠前に不整脈イ

ベントがあるものは特別な注意が必要である。 

 ・ QT 延長症候群合併妊娠においては、産後に不整脈イベントが増えることが報告されている

が、β遮断薬は有効である。 

・ 徐脈性不整脈においても産後に増悪傾向があり、注意が必要である。 

・ アンカロンは、胎児の甲状腺異常を引き起こすため、妊娠中の内服は好ましくない。 

3．血栓・塞栓症 

・ 右左短絡のあるチアノーゼ性心疾患や心房中隔欠損患者においては、下肢静脈血栓(奇異性塞栓)予防に

も注意を払う。 

・ 機械弁置換術後妊娠における抗凝固療法については、ヘパリン（低分子ヘパリン含む）、

ワーファリンの両薬で賛否両論である。 

・ ワーファリンは催奇形性を持つため、妊娠初期の服用は禁忌である。 

・ ヘパリンは胎盤を移行しないが、ワーファリンは胎盤を移行する。  
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4．感染性心内膜炎 

・ 心内膜炎のリスクが高いものでは、分娩時・処置時に予防的抗生剤の使用が推奨される。 

 

（２）妊娠・授乳中の循環器薬の使用について 

 催奇形性をもつため妊娠中の使用禁忌とされている薬剤以外は、ほとんどが“有益投与（治療上の有益性が

危険を上回ると判断される場合にのみ投与）”となっている。また、多くの薬剤が分子量 1000 以下であり、胎

盤を通過する。そこで、予防的投与の抗不整脈薬など、妊娠中も内服を継続するか臨床上悩ましいこともある。

まず医療者側が、母体・胎児生理や、各薬剤の胎児・新生児への影響についてきちんとした情報を得ることが、

重要であり（参考 HP：日本循環器学会ガイドライン http://www.j-circ.or.jp/guideline/pdf/ JCS2010niwa.h.pdf、

成育医療研究センター妊娠と薬情報センターhttp://www.ncchd.go.jp/ kusuri/index.html）、その上で、患者・

家族への説明、同意を得ながら内服治療を行っていくことが好ましい。 

 

（３）妊娠・出産が心疾患の長期予後に及ぼす影響について 

 右室体心室の患者では、妊娠・出産が長期予後に影響を及ぼすことが報告されている。また、ファロー四徴

症修復術後患者においても、妊娠・出産により右心拡大傾向が認められる。妊娠・出産が長期予後に及ぼす影

響については、今後の検討課題である。 

また、“Pregnancy is a stress test for life”といわれるように、妊娠高血圧症候群患者では後の高血圧

発症リスクが高いこと、妊娠糖尿病患者では後の糖尿病発症リスクが高いことがすでに良く知られている。同

様に妊娠中に心血管イベントが起きた心疾患患者は、起きなかった患者に比し、長期的にも心血管イベントが

起きやすいことが、最近報告された。妊娠アウトカムを、その後の診療にも活かすことが大切である。 

 

 

 

 

 

 

 



 30 

7,7,7,7,    FontanFontanFontanFontan 術後患者術後患者術後患者術後患者のののの妊娠妊娠妊娠妊娠・・・・出産出産出産出産        

                    赤木赤木赤木赤木    禎治禎治禎治禎治    （（（（岡山大学岡山大学岡山大学岡山大学    循環器疾患集中治療部循環器疾患集中治療部循環器疾患集中治療部循環器疾患集中治療部））））    
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8,8,8,8,    高度高度高度高度房室房室房室房室ブロックブロックブロックブロックによるによるによるによる心室細動心室細動心室細動心室細動からからからから蘇生蘇生蘇生蘇生されたされたされたされた単心室単心室単心室単心室、、、、EisenmengerEisenmengerEisenmengerEisenmenger 症候群症候群症候群症候群のののの 1111 例例例例    

東北大学大学院医学系研究科循環器内科東北大学大学院医学系研究科循環器内科東北大学大学院医学系研究科循環器内科東北大学大学院医学系研究科循環器内科 1111、、、、同心臓血管外科同心臓血管外科同心臓血管外科同心臓血管外科 2222        

建部俊介建部俊介建部俊介建部俊介 1111、、、、福本義弘福本義弘福本義弘福本義弘 1111、、、、杉村宏一郎杉村宏一郎杉村宏一郎杉村宏一郎 1111、、、、佐藤公雄佐藤公雄佐藤公雄佐藤公雄 1111、、、、三浦裕三浦裕三浦裕三浦裕 1111、、、、後岡広太郎後岡広太郎後岡広太郎後岡広太郎 1111    

青木竜男青木竜男青木竜男青木竜男 1111、、、、山本沙織山本沙織山本沙織山本沙織 1111、、、、下川宏明下川宏明下川宏明下川宏明 1111、、、、安達理安達理安達理安達理 2222、、、、齋木佳克齋木佳克齋木佳克齋木佳克 2222    

    

 

【症例】36 歳の女性。3 才時の肺生検で手術適応無しとなった DORV、large VSD、Eisenmenger

症候群の症例。近医小児科でフォローされ、これまで心不全歴なし。2011 年 11 月 1 日、職場（事

務員）で意識消失し痙攣した。同僚が CPR、救急隊到着時 Vf で除細動を行った。当院救急部搬送

後、低体温療法を開始、心電図は CAVB で long QT から TdP を生じた。2 日後、神経学的に intact

で拔管した。11/5 CCU 転棟時の心電図は 2:1 の ABV(心室レート 40～50/分前後、QRS 幅 120ms)。

心機能は良好で EF50％、房室弁逆流なし。イベント前 4 月の健診で 2：1AVB に進行していたこと

から、今回のエピソードは高度 AVB による徐脈から Vf を生じたと考えた。各種検査を施行後、

下記の点について議論を行い、最終的に本症例はアンカロン内服と PMI（DDD）を行い退院した。 

 

【PMI に加え、議論となった点】 

１．Vf 蘇生例であり、2 次予防の ICD をどうするか。 

ガイドラインでは ClassⅠの適応であるが、心外膜 ICD は心機能への影響など、 

問題点もある 1)、2）。 

一方、Eisenmenger 症候群の死因に占める突然死の割合は高く、 

また単心室血行動態の Eisenmenger 症候群の生命予後は不良である 3）。 

 

２．心不全症状、心機能低下のない本症例に多点心室ペーシングを行うか 4）。 

   

 

1) 不整脈の非薬物治療ガイドライン（日本循環器学会 2006 年改訂版） 

2）Molina JE,et al. 

Crinkling of epicardial defibrillator patchesA common and serious problem.  

J Thorac Cardiovasc Surg 1995;110:258-264. 

3) Niwa K,et al. Eisenmenger syndrome in adults:  

Ventricular septal defect, truncus arteriosus, univentricular heart.  

J Am Coll Cardiol 1999;34:223-232. 

4) van der Hulst AE, et al. 

Cardiac resynchronization therapy in paediatric and congenital heart disease patients. 

Eur Heart J 2011;32:2236-2246. 

 

 



 36 

9,9,9,9,    不整脈合併不整脈合併不整脈合併不整脈合併のあるのあるのあるのある JataneJataneJataneJatane 術後双胎妊娠術後双胎妊娠術後双胎妊娠術後双胎妊娠のののの分娩管理分娩管理分娩管理分娩管理    

堀内堀内堀内堀内    縁縁縁縁    （（（（国立循環器病研究国立循環器病研究国立循環器病研究国立循環器病研究センターセンターセンターセンター    周産期周産期周産期周産期・・・・婦人科婦人科婦人科婦人科））））    
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10, 10, 10, 10, 高齢者高齢者高齢者高齢者（（（（７０７０７０７０歳歳歳歳））））のののの EbsteinEbsteinEbsteinEbstein 奇形奇形奇形奇形にににに対対対対するするするする１１１１手術例手術例手術例手術例    

岡山大学大学院医歯薬総合研究科岡山大学大学院医歯薬総合研究科岡山大学大学院医歯薬総合研究科岡山大学大学院医歯薬総合研究科    心臓血管外科心臓血管外科心臓血管外科心臓血管外科    

笠原真悟笠原真悟笠原真悟笠原真悟、、、、後藤拓弥後藤拓弥後藤拓弥後藤拓弥、、、、林田智博林田智博林田智博林田智博、、、、奥山倫弘奥山倫弘奥山倫弘奥山倫弘、、、、平田昌敬平田昌敬平田昌敬平田昌敬、、、、小林純子小林純子小林純子小林純子、、、、樽井樽井樽井樽井    俊俊俊俊、、、、    

川畑拓也川畑拓也川畑拓也川畑拓也、、、、大澤大澤大澤大澤    晋晋晋晋、、、、黒子洋介黒子洋介黒子洋介黒子洋介、、、、立石篤史立石篤史立石篤史立石篤史、、、、吉積吉積吉積吉積    功功功功、、、、高垣昌巳高垣昌巳高垣昌巳高垣昌巳、、、、新井禎彦新井禎彦新井禎彦新井禎彦、、、、佐野俊二佐野俊二佐野俊二佐野俊二    

    

 

先天性心疾患として知られている Ebstein 奇形であるが、この疾患は三尖弁異常単独疾患では

なく、右室疾患の一部分症であると理解することが重要である。従って、三尖弁逆流のみの治療

ではなく右室に対する治療戦略も必要である。Ebstein 奇形は稀な疾患であり、新生児期から症

状が出現する重症なタイプとそれ以降発症するタイプとに分かれる。新生児期以降の症例では心

機能は保たれていることが多いが、無治療で 50 年以上生存する例は全体の 5%に留まるという報

告もある。 

今回は Ebstein 奇形の 70 歳女性の治療経験を報告し、治療戦略について考えて行きたい。 

 

（症例）７０歳女性、生年月日：１９３９年（昭和１４年）１２月０２日、既婚、３人出産 

身長：１５４．８cm、体重：４８．８kg 

（診断）Ebstein 奇形、慢性心房細動 

（病歴）生来健康、無症状で経過 

１９９６年（平成８年） 甲状腺手術時（詳細不明）に他院でEbstein奇形と診断され、

手術進められるも拒否 

２００１年（平成１３年）近医にて定期的に外来診療されていたが、心不全症状も 

認めず 

２０１０年（平成２２年）４月   労作時呼吸困難出現 

  ４月２３日 胸部症状増悪、近医入院、利尿剤開始 

  ４月２６日 心不全症状改善せず、当院転院 

（既往歴）糖尿病（HbA1c 6.8） 

平成８年、甲状腺手術（詳細不明）その後よりチラージン内服中 

 

（胸部レントゲン、心電図）−詳細画像は当日供覧 

 

  CTR ８２％        心房細動 
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（心臓超音波検査）−画像は当日供覧 

 重度の三尖弁逆流と 29mm の三尖弁中隔尖の plastering 

巨大右室に左室は圧排、LVDd 40mm, LVEF 53%, RVDd/LVDd＝1.7 

TV=57.6mm, PAV=19.5mm, MV=26.3mm, AoV=16.8mm 

（心筋シンチグラフィー） 

 薬物負荷（アデノスキャン）にても明らかな血流欠損像なし 

（CT 検査）−画像は当日供覧 

 脳梗塞認めず、大動脈の石灰化も軽度 

（血液検査）−詳細は当日供覧 

 肝腎機能正常 

 BNP 156.3 pg/dl(2010.4.28) 

（術前内服薬） 

 シグマート(5)3T3x、ラニラピッド(0.1)1T1x、フランドールテープ(40)1 枚/day 

 ラシックス(20)2T2x、アルダクトン(25)2T2x、チラージン S(50)0.5T1x 

 

手術術式、術後経過は当日供覧。 

 

（検討項目） 

1. 成人期 Ebstein 奇形の問題点 

2. 高齢者に対する手術 

3. 手術術式 ： 人工弁置換術（生体弁 or 機械弁） 

  弁形成術—術式？ 

  不整脈に対する手術は？ 
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11111111, , , , 高齢修正大血管転位症高齢修正大血管転位症高齢修正大血管転位症高齢修正大血管転位症～～～～治療方針決定治療方針決定治療方針決定治療方針決定にににに悩悩悩悩んでいるんでいるんでいるんでいる症例症例症例症例    

                浜松赤十字病院浜松赤十字病院浜松赤十字病院浜松赤十字病院    循環器循環器循環器循環器内内内内科科科科    尾関尾関尾関尾関    真理子真理子真理子真理子    

俵原敬俵原敬俵原敬俵原敬    松成政良松成政良松成政良松成政良    神田貴弘神田貴弘神田貴弘神田貴弘    田村純田村純田村純田村純    待井将志待井将志待井将志待井将志    浮海洋史浮海洋史浮海洋史浮海洋史    

 

 

症例は 81 歳男性。5 歳時から心雑音指摘。52 歳時に心室中隔欠損症(VSD)、肺動脈弁狭窄症を

指摘されたが手術拒否、以後保存的に加療。79 歳頃より労作時呼吸困難が増強し当院に紹介入院

となった。 

 

入院後の画像診断により始めて修正大血管転位症と診断された。体循環心室は駆出率 57％と維

持され、また体循環房室弁逆流を認めず BNP も 70pg/ml と正常範囲であることから体循環心室不

全は否定的であった。VSD は肺体血流比 0.62、右左シャント率 40%であった。肺動脈弁は三尖で

石灰化を伴い、肺動脈肺循環心室圧較差 118mmHg であった。平均肺動脈圧は 20mmHg であり肺高

血圧症は否定された。 

 

外科治療に拒否的であり、やむを得ず在宅酸素療法を導入し退院となったが、労作時呼吸困難

は改善せず、O2 2L 吸入下にて SpO2は 80％台半ばまで低下するため、今後の治療方針につき外科

治療を含めて検討中である。 
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11112222, , , , 心臓心臓心臓心臓 PETPETPETPET    最近最近最近最近のののの進歩進歩進歩進歩    

                        近藤近藤近藤近藤    千里千里千里千里    （（（（東京女子医科大学東京女子医科大学東京女子医科大学東京女子医科大学    画像診断画像診断画像診断画像診断・・・・核医学科核医学科核医学科核医学科））））    
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13131313, , , , 成人先天性心疾患成人先天性心疾患成人先天性心疾患成人先天性心疾患（（（（川崎病冠動脈疾患川崎病冠動脈疾患川崎病冠動脈疾患川崎病冠動脈疾患をををを含含含含むむむむ））））のののの核磁気共鳴画像法核磁気共鳴画像法核磁気共鳴画像法核磁気共鳴画像法(MRI)(MRI)(MRI)(MRI)をををを用用用用いたいたいたいた診断診断診断診断    

――――心機能評価心機能評価心機能評価心機能評価などなどなどなど――――    

                    上村上村上村上村    茂茂茂茂    （（（（昭和大学横浜市北部病院昭和大学横浜市北部病院昭和大学横浜市北部病院昭和大学横浜市北部病院    循環器循環器循環器循環器センターセンターセンターセンター））））    

    

はじめに 

ＭＲＩ検査法の一番の特徴は放射線被曝を受けない利点を有していることである。さらに、

Cardiac-MRI(C-MRI)の特徴は 1）動画撮影が可能、2）血流計測が可能、3）3D 画像も可能と要約

される。撮影法の進歩に伴い、依然より撮影時間の短縮が可能となり、より鮮明な画像を描出す

ることが可能となってきた。 

今回、先天性心疾患の診断に関連する最近の進歩と検査の実際、C-MRI の限界についても記載

する。また、代表的心疾患について，C-MRI 法で何がわかるのか，我々の施設で実施している各

撮影法によって得た画像および検査結果を示す。 

 

A］C-MRI の特徴 

C-MRI はＸ線造影ＣＴ検査法（MDCT）と比較すれば，任意の撮影断面を設定でき，放射線被爆

もない非侵襲的検査法である。また、３T（テスラ）機を用いた造影検査で得られる３次元（３D）

像は空間分解能も MDCT と匹敵するようになった。 シネＭＲＩ法では動画が軽い息止めの短時

間で撮影が可能で時間分解能も優れ心機能の評価も正確・容易にできる。さらに，超音波検査法

に比べ心・血管の全体像の把握に優れ，骨や肺などの障害なく自在の撮像断面像が得られる。

C-MRI の位相画像法を用いれば弁逆流の定量評価も行なえる。心筋虚血・梗塞に関しては MRI 造

影剤を用いれば心筋シンチ法を凌駕できる検査内容となっている。 

C-MRI の欠点としては，ペースメーカー植え込み患者の検査は禁忌であり，ステント・コイル

部では映像が出なく（void）なり、不整脈があれば画像は劣化することである。 

また、各種の点滴ラインや機器を使用している場合、磁場の影響で使用できなく、検査準備に長

時間を有し患者状態を変化させる可能性がある。 

 

B］C-MRI 検査についての進歩 

信号収集操作系列(sequence)が急速に進歩し、高分解能高速度撮像法が可能となってきた。特

に、SSFP 法（steady state free precession 法）が実用化され、心腔・血流の信号がより高信

号となり、心筋とのコントラストが明瞭となった。また、多チャンネル化（最高 32 チャンネル）

した表面コイルを使用すればパラレルイメージ法を用い、撮影時間が 1/2 以上に短縮できるよう

になった。その結果、息止め撮影が容易となり、呼吸に基づくアーチファクトが軽減し、画像が

より明瞭となった。 

３D信号集収系列のKey-hole法を使用すれば時間分解能が飛躍的に上昇し1秒台で３D像の撮

影が可能になってきた。特に３T 機が商業ベースで使用可能となり、信号雑音比（S/N）の改善が

あり、より高速化の実現によって、空間分解能および時間分解能がされに連続した３D の撮像が

可能となった。  



 47 

C] 心臓 MR 撮像法の進歩と実際； 

１）シネＭＲＩ法（Cine MRI） 

 従来のシネＭＲＩ法はＧＥR 法を用い撮影されている。同一断面で心電図を同期させ異なる心

時相毎の画像を収録し、各画像をシネループで動画として観察する方法である。血流のある血管

内腔や心腔内は高信号として表示され，乱流を生じると低信号となる。そのため、シネＭＲＩ法

を用いると，短絡血流，弁狭窄・弁閉鎖不全の診断が可能である。さらに左右室の連続した短軸

断面を心基部から心尖部まで10断面前後で撮影できれば、ワークステーションで心筋の壁運動、

駆出率、容積、拡張期機能、心筋重量など心機能の評価が非観血的に定量測定できる。 

a) GER 法を用いた息止めシネ MRI 法 

従来のGER法にｋ空間分割法を併用し１回の息止めでCine MRI像を高速撮影が可能となった。

ただし、多数のｋ空間分割法を用いるほど分解能が悪くなり、画像は劣化する。 

b) SSFP 法を用いた息止めシネ MRI 法 

SSFP 法はシネ MRI 法の中心的検査法となっている。T2 強調像に近いコントラストを示し、流

入効果の少ない停滞した血流でも高信号強度を呈する。そのため、心機能の低下した心不全例に

でも良好な血液・心筋コントラストが得られる。 

２）Black Blood 撮像法 

double IR 法を用い断面の画像を 1 回の息止め（10 秒前後）で撮像する。血流信号が抑制され

た信号収集系列のため、心筋・血管の迅速な構造診断が出来る。また、T1 強調様や T2 強調様の

画像を得ることができ、脂肪抑制法と併用すれば組織性状の診断も出来る。冠動脈壁厚や血管内

のアテローム変化の検出にも応用されている。 

３）心筋 perfusion 撮像法 

同法は MRI 造影剤を急速に静脈注入し、心筋の初回循環（first pass）の動態を撮像する方法

である。このため、非常に高い時間分解能と、心基部から心尖部までの広範囲を網羅するダイナ

ミックな画像を高速に同じ心拍時毎に連続して撮像する必要がある。以前は Turbo-FLASH 法など

の多断面・高速 GER 法を用いていたが、最近では fast gradient echo train(FGRET)法が用いら

れている。FGRET 法では 1 回の励起パルスで 4－8 つのエコー信号を収集して 1 画像に相当するｋ

空間に当てはめるため撮像時間が 4－8 倍短縮できることとなる。このため、１－２心拍で 6－8

断面の撮像が可能となった。虚血部は造影剤の first pass では造影効果の無い低信号として描

出される。 

４）心筋遅延造影法（late enhancement） 

 造影剤の静脈注入後 15 分～20 分後に撮像し、心筋障害部位での造影剤の排出遅延を描出する

撮像法である。心筋細胞膜の障害や心筋間質部の増加などで障害心筋部位と正常心筋部位に造影

効果（T1 値）が生じる。高い空間分解能を有する double IR 法で撮像される。 

今後、心筋梗塞・心筋繊維化など心筋障害の検索に応用可能である。 

５）冠動脈 MR angiography（冠動脈 MRA） 

  同法は MDCT と異なり造影剤無しで冠動脈の描出が可能で、カルシウム沈着の影響を受けない

利点がある。近年、SSFP 法を使用した冠動脈 MRA が用いられ、冠動脈像がより明瞭に検出可能と
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なった。さらに、横隔膜運動の navigator echo を用いた whole heart の信号を収集し三次元冠

動脈 MRA を撮像できる様になり、機械の進歩とともに信号収集時間も短縮している。 

６）造影剤を用いた三次元核磁気共鳴血管造影法 

 ガドリニウム（Gd）造影剤を急速に静脈に注入し血管・心腔を描出する。呼吸を止め、心電図

の同期はなしで三次元画像が得られる。三次元構築法として VR（volume rendering）法、MIP

（ maximum intensity projection ； 最 大 強 度 投 影 法 ） 法 と MPR （ multiplanar 

reconstruction/reformatting；多断面随意再構成）法がある。同法を用いると肺動脈・肺静脈・

大動脈・短絡血管系・大静脈系など心臓内腔以外の血管形態が明瞭に描出できる。 

 近年、３T 機を用いた高速法が普及し、高精度画像の連続した多相撮像が可能となった。 

 

E] 心臓 MRI を用いた診断； 

Ⅰ）先天性心疾患の形態診断 

先天性心疾患の形態診断では、横断，矢状断，冠状断，の三方向のほか，目的に応じた任意の

斜位断を撮影し，上下大静脈，左右心房，左右心室，肺・大動脈，肺静脈と順次診断する。さ

らに，胸郭内に占める心臓の大きさや腹部臓器との位置関係も正確に把握できる。特に診断に

苦慮することもある複合心奇形・心房臓器錯位症候群などの診断にも有用である。乳幼児など

小児で「息止め」が出来ない年齢児の検査では、血液と心筋のコントラストの良い SSFP また

は GER 法のシネ MRI を各断面に連続して動画撮影をする。心室や心房の拡大，右室や左室流出

路の狭窄の診断は動的画像として診断が可能である。 

造影剤を用いた三次元核磁気共鳴血管造影法では心電図同期を用いず大動脈系，大静脈系，肺

動脈（近位部・末梢部），肺静脈などが明瞭に描出できる。特に，修正ブラロック・タウジッ

ヒ短絡術やノーウッド手術などの大動脈再建術後，肺静脈還流異常の心内修復術後，グレン手

術後など術後の血管系狭窄の観察にも有用である。 

 

Ⅱ）代表的疾患での短絡・弁狭窄及び閉鎖不全・心機能診断 

1) 心室中隔欠損症(VSD); SSFP 法もしくは GER 法のシネ MRI 法で各断面を撮影する。VSD の短絡

血流は心臓エコー法のカラードドプラー法と同様に四腔像、大動脈弁部の短軸像、左室長軸

像などで検出できる。特に、C-MRI 特有の断面である右室と肺動脈を含む冠状斜位断面で撮影

すれば、VSD 短絡血流が明瞭に検出でき三尖弁輪部や肺動脈弁部との位置関係が診断できる。

PC 法を用い上行大動脈、主肺動脈、につき撮影する。Qp は主肺動脈を通過する血流量に、Qs

は上行大動脈を通過する血流量に相当する。 

2) 心房中隔欠損症（ASD）；撮影断面では四腔像と両心房を含む横断が ASD 検出には重要であり、

ASD の短絡血流に直行する断面を追加する。Qp/Qs は VSD と同様に計測される。また、ASD の

二次元形態と欠損部位が診断できる。 

3) 動脈管開存症（PDA）； PDA を検出するため、横断像を基にして主肺動脈と下行大動脈を結ぶ

断面で撮影する。動脈管内は乱流で収縮・拡張期共に短絡血流があり低信号となる。太さの

など形態診断は造影剤を使用した連続多相 3D 造影法を用い、VR 像または MPR 像で描出する。
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PC 法での短絡量測定では主肺動脈では PDA 短絡血流があり不正確となり工夫を要する。 

4) Fallot 四徴症（TOF）；肺動脈の形態診断と大動脈・頸部大動脈の立体的位置関係が最も重要

である。細い肺動脈の場合や動脈管依存の肺動脈閉鎖例では、まず、造影剤を使用した連続

多相3D造影法を用い、VR像またはMPR像で肺動脈形態と大動脈との立体関係などを描出する。

次に、シネ MRI 法で各断面を撮影する。特に、房室弁部から心尖側に連続した左室短軸断面

では左室容積、躯出率など左室機能・右室機能が計測できる。 

5) 大動脈弁閉鎖不全症；大動脈弁逆流量を正確に測定することが最重要である。そのため、PC

法で上行大動脈部の撮影を行い、拡張期に左室方向に向かう血流量を直接測定する。大動脈

弁狭窄を合併すれば上行大動脈は乱流となり収縮期の血流量は不正確となる。短絡がなけれ

ば Qs＝Qp であり、主肺動脈部ないし僧房弁部の通過血流量が Qs を反映することになる。ま

た、左室長軸像を基に大動脈弁の短軸像を撮影し、大動脈弁の開放形態を診断する。 

6) 肺動脈弁閉鎖不全症；肺動脈弁逆流量を測定することが最重要である。肺動脈弁閉鎖不全症

では TOF などの心内修復術後に合併した例がほとんどで、何らかの肺動脈弁狭窄を合併して

いる。主肺動脈に直行する断面を設定しPC法で撮影する。肺動脈弁逆流にはVENCを150cm/sec

と低く設定すし、拡張期の肺動脈弁逆流量を直接測定する。ただし、収縮期は乱流を生じて

いることが多く計測値を使用できない。そのため、Qp は僧房弁または上行大動脈部での収縮

期の通過血流量で置き換え算定する。なお、シネ MRI 法を用い右室の機能を測定する。Volume 

Study で右室の拍出量と左室拍出量の差が肺動脈弁逆流量となる。 

7) 僧房弁閉鎖不全症；僧房弁逆流量を測定することが最重要である。PC 法を用いれば、正確に

逆流量を計測できる。なお、僧房弁の逆流部位は左室長軸、僧房弁部の短軸、四腔断面、二

腔断面などを用い同定する。 

8) 三尖弁閉鎖不全症；右室が Systemic Ventricle である修正大血管転換症や心房置換術後の完

全大血管転換症の術後例では、三尖弁逆流の評価が重要である。僧房弁逆量と同様に検査を

行う。なお、TOF 術後などの心室置換の無い疾患群では、四腔像・二腔像を基にして三尖弁の

拡張期最大径の部位で PC を撮影する。 

三尖弁流入血流量－Qp＝三尖弁逆流量 である。 

9) 川崎病性心臓後遺症；ファーストパスに基づく心筋パーフュージョン法で心筋虚血診断がで

きる。遅延造影法で陳旧性心筋梗塞の診断ができる。冠動脈 MRA では造影剤を用いずに冠動

脈瘤・狭窄など冠動脈形態の診断が可能である。 

   

結語 

 先天性心疾患の形態・短絡・弁逆流及び心機能などの診断に関し，発達した心臓ＭＲＩ検査は

心・血管レントゲン造影法や心臓カテーテル法に匹敵する内容を有する。特に成人先天性心疾患

例では体表面心エコーでの評価が困難なことも多く、心臓ＭＲＩ法が負担も少なく、得られる情

報も多岐に渡り有用である。 

 更なる、C-MRI の利用が望まれる。 
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11114444, , , , 成人期心房中隔欠損成人期心房中隔欠損成人期心房中隔欠損成人期心房中隔欠損にににに対対対対するするするするカテーテルカテーテルカテーテルカテーテル閉鎖術閉鎖術閉鎖術閉鎖術    

                        赤木赤木赤木赤木    禎治禎治禎治禎治    （（（（岡山大学岡山大学岡山大学岡山大学    循環器疾患循環器疾患循環器疾患循環器疾患集中集中集中集中治療部治療部治療部治療部））））    
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11115555, , , , ファローファローファローファロー四徴症術後患者四徴症術後患者四徴症術後患者四徴症術後患者にににに対対対対するするするする経皮的肺動脈弁留置術経皮的肺動脈弁留置術経皮的肺動脈弁留置術経皮的肺動脈弁留置術    

                        麻生麻生麻生麻生    健太郎健太郎健太郎健太郎    （（（（聖聖聖聖マリアンナマリアンナマリアンナマリアンナ医科大学医科大学医科大学医科大学    小児科小児科小児科小児科））））    

 

� イントロダクション 

心臓血管外科の飛躍的な発展に伴いかつては救命不可能と考えられていた先天性心疾患も今や救命され

なければならない疾患に変わってきている。危急的な先天性心疾患の急性期成績のみを競う時代が終焉を

迎える一方、手術で救命された先天性心疾患患者の術後遠隔期成績が注目されるようになってきた。その

中でも特に術後の予後は良好と思われてきたファロー四徴症とその類縁疾患においての遠隔期成績が注

目を集めている。右室流出路の狭窄の残存よりも肺動脈弁閉鎖不全(PR)が突然死や致死的な不整脈の発生

に大きく関与していることが明らかとなり、PR に対しては無症状であっても積極的に医療介入すること

が多くなってきている 1,2)。PR に対する治療は内科的な薬物治療では限界があり、外科的な弁置換術が標

準的な選択となる。肺動脈弁置換術の際に機械弁が選択されれば再弁置換術の回避率は高くなるが血栓塞

栓症のリスクが高くなるため、殆どの場合は生体弁が選択される。生体弁を用いた肺動脈弁置換術の手術

成績は良好であるが、挿入される生体弁自体に寿命があるため再手術は不可避となる。PR に対する積極

的な医療介入が患者の長期予後を改善させることが分かっていても、患者、医師ともに生涯で受けなけれ

ばならない手術回数を極力少なくすることを望むため、外科的な治療介入はどうしても遅れがちになって

しまう。このジレンマを克服するため、治療侵襲が少ない経皮的肺動脈弁置換術 (Percutaneous 

pulmonary valve implantation, 以下 PPVI)用のデバイス開発が待たれていた。 

 

� Melody valve の登場 

Bonhoeffer らは動物実験を経て 2000 年に 12 歳の男児術後の右室流出路障害に対する PPVI を成功させ

たことを報告した 3)。その後 PPVI 症例を積み重ね、2010 年 1 月にこの画期的な手技のデバイスである

Melody valve(MelodyTM, Medtronic Inc., MN, USA)は FDA に認可された。その後 Melody valve を用い

た PPVI は全世界で急速に浸透してきており、その適応も拡大している。 

 

� Melody valve とは何なのか？PPVI はどのように行われるのか？ 

Melody valve はプラチナイリジウム製のバルーン拡張型ステントの内側に牛静脈から作製された人工血

管ならびに三葉弁が装着されたバルーン拡張ステントである。バルーンで拡張された際に様々な径でその

形態は保持され内部の弁が作動する（図 1）。デリバリーシステム(EnsembleTM Medtronic Inc.)はステン

トの拡張径が 18-22mm になるようにデザインされた Balloon in balloon のダブルバルーンカテーテルで

ある。Melody valve はこのデリバリーシステム先端部のバルーンに用手的に装着される。目標部位に到達

後、内側のバルーン、続いて外側のバルーン拡張によりステントは拡張、固定される。初期の Melody valve

ではステントのバルーン拡張後ステントの中心が凹みステント部分と内部の人工血管の間に隙間が生じ

る、いわゆる Hammock effect が問題となることがあったがステントと人工血管を密に接着する改良が行

われ、以後 Hammock effect の発生は減っている。 
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図 1．Melody valve とデリバリーシステム 

 

� PPVI の適応は？ 

� 血行動態からみた適応 

血行動態的な観点からの厳密な適応は定められていない。そのため各施設で異なった適応基準が用い

られているのが現状である。これまでに最も多くの PPVI 症例の成績を報告している Lurz らは適応基

準を以下のように設定している 4)。①狭窄が主体となった右室流出路障害の場合。1)右室収縮期血圧が

体収縮期血圧の 65%以上であり、何らかの症状を有する場合。2)無症状でも右室収縮期圧が体収縮期

血圧の 75%以上である場合。②肺動脈閉鎖不全が主体となった病変の場合は重度の肺動脈閉鎖不全が

心エコーもしくは心臓 MRI で確認され、且つ何らかの症状がある、右室の拡大が顕著、右室機能低下

あるいは運動能低下を伴う。以上のいずれかに合致する場合を適応としている。 

� 右室流出路形態からみた適応 

PPVI は右室流出路径が 14~22mm の間であれば可能である。右室流出路径がこの範囲を超える場合は

ステント迷入や Melody valve 挿入後に弁不全を来たす可能性が出てくる。右室流出路の径は以前に挿

入されている生体弁や人工導管のサイズは手術記事で確認できるが長い年月を経て狭窄や拡張を来た

している可能性があるため PPVI 施行前に心臓 MRI や CT で右室流出路の形態を確認することが望ま

しい。また計測は流出路径が心周期の間に最大になった時点の径を採用しなければならない。拡張期

の画像を採用して計測した場合は流出路径を過小評価する可能性がある。心周期を通しての撮像がで

きる Cine MRI もしくは Dynamic CT を用いて評価すると計測の正確性は増す。右室流出路径が PPVI

に適当と判断されても形態的に適さない場合もある。Schievano らは連続 83 例の PPVI 症例の MRI

データを検討し PPVI に適した右室流出路形態について検討している。右室流出路形態を 5 つに分類

し検討している。その結果、心内修復術の際の肺動脈狭窄の解除のために右室流出部から肺動脈弁輪

を超えるパッチが用いた治療が行われている患者に多く認められるピラミッド型の右室流出路、すな

わち右室流出路が肺動脈分岐部にかけて狭くなっているタイプでは、流出路が著しく拡大しているこ

とが多く、PPVI の適応となり難いことを報告している 5）。現時点で PPVI は以前に肺動脈置換術が行

われている、あるいは人工導管を用いた手術が行われている患者を対象としているのが実情である。 
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� 冠動脈走行の評価 

ステントによる右室流出路拡張により左冠動脈起始部が圧迫され、心筋虚血を生じることがある。この合

併症は致命的になる可能性があるため、PPVI を施行する場合は冠動脈の走行を慎重に確認せねばならな

い。PPVI に先立ち心臓 MRI、CT で右室流出路の形態を評価する場合には冠動脈も併せて評価するとよ

い。PPVI 施行時には大動脈造影を行い右室流出路、肺動脈と冠動脈の位置関係を確認する。それでもな

お冠動脈圧迫発生の疑念を拭えない場合にはステント留置の前に高耐圧バルーンを用いて右室流出路の

拡張試験を行い、心電図変化や冠動脈造影で虚血、狭窄の有無を確認した後に PPVI を施行する。 

 

� 実際の手技 

PPVI はカテーテル治療ではあるが侵襲性はやや高く、長時間に渡り体動を自制しなければならないため

全身麻酔下で施行される。静脈血管へのアプローチは大腿静脈が一般的であるが、血管閉塞などで困難な

場合は頚静脈からのアプローチでも PPVI は行える。Melody valve 挿入前に標準的な右心カテーテル検査

を行い、各心腔部位の血圧測定した後、シースから Stiff wire を挿入し、先端を左右いずれかの肺動脈末

梢に留置する。その後右室造影ならびに肺動脈造影を行い右室流出路形態や肺動脈閉鎖不全の程度を確認

する。Melody valve 留置予定部位に重度の狭窄がある場合には留置に先立ちバルーン拡張を行うこともあ

る。その後 Melody valve を用手的にデリバリーシステムのバルーン部分に装着する。装着はステント周

囲全周をつまむようにして Melody valve とデリバリーシステムを隙間なく密着させる。しっかりと装着

した後、ステント部分は脱落防止のためカバーで覆われる。次に 22Fr のダイレーターで穿刺部位を拡げ、

先に挿入した Stiff wire に沿いデリバリーシステムを挿入する。ステントの両端にマーカーが付いている

ため位置確認は容易であるが、確証が持てない場合はデリバリーシステムの先端の側孔から造影剤を注入

して位置確認をすることもできる。目的部位に到達後、ステントはダブルバルーンで拡張、固定される。

最近では先ず Bare metal stent を目的部分に挿入し、その後 Melody valve ステントを挿入する Pre stent

法でより良好な成績が得られるという報告も出てきている 6）。この方法の利点は①ステント留置位置のよ

い目印となるためステントの位置決めがより容易になる。②特に狭窄性病変が主体となっている場合は血

行動態的により良い結果が期待できる。③Melody valve ステントの耐性が増し、ステントの破損リスクを

軽減できる。などが挙げられる。 

 

� 血行動態学的変化 

トロント小児病院で行われた Melody valve を用いた PPVI 前後の血行動態の変化を紹介する。2005 年～

2008 年 1 月までに 14 名の右室流出路障害の患者に対して PPVI を施行した。年齢は 15.4±2.0 歳（13~19

歳）、体重は 56.8±7.5kg（42.2~71.1kg）。PPVI の適応は狭窄 2 名、閉鎖不全 2 名、狭窄ならびに閉鎖不

全の混合が 10 名。右室圧は PPVI 前の 62.2±21.1 から 42.4mmHg に低下、右室流出路-肺動脈圧較差は

36.7±19.4 から 12.9±7.3mmHg 低下した。（図 2）。 図 3 は PPVI 前後の肺動脈造影である。PPVI 前

に認められていた肺動脈閉鎖不全は PPVI 施行後に全く認められなくなっている。PPVI による重篤な合

併症は認められず、全員術後 2 日以内に退院していた。心エコーを PPVI 前後で比較すると PPVI 前の PR

は重度 10 名、中等度 2 名、軽度 2 名だったのが全例軽度以下となっていた（図 4）7)。2D スペックルト

ラッキング法を用いた壁運動評価では PPVI 後に心室中隔側の収縮期僧帽弁輪部移動速度、心室中隔
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strain、strain rate、右室 strain いずれも有意な改善を認めた 8)。右室流出路障害に対する治療として肺

動脈置換術が行われた場合、右室の strain、strain rate が改善するには術後数カ月を要するという報告 9)

もあり、これらの変化は PPVI の低侵襲性や心機能に対する優位性を反映していると思われる。PPVI 後

の心エコーのフォローアップデータを分析すると興味深いことに心エコーから推定される右室圧や右室

流出路-肺動脈間圧較差、更に大動脈径や左室拡張末期径は術後から数カ月に渡り変化し続けていた。これ

らの結果から PPVI の成功を判断するには直後の結果のみでなく、数か月の経過を見て判断する必要があ

ると報告した 7)。 

 

 

図 2. PPVI 前後の右室圧、右室-肺動脈圧較差の変化 

 

 

図 3．PPVI 前後での肺動脈造影。重度の PR は PPVI 後に全く認められなくなっている。 

 

 

図 4．PPVI 前後での PR の変化。PPVI 後は全例軽度以下の PR に改善していた。 
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� 再治療回避率と合併症 

Melody valve ステントを用いた PPVI は急速に普及しており 2008 年の時点で、全世界で施行された症例

は 800 例に到達している。PPVI では明白な Learning curve が認められている 6)。Lurz P らは PPVI 連

続 155例の成績を最初の50症例とそれ以後の症例に分けて検討し、初期の 50例に右室流出路狭窄残存例、

再手術例が有意に多いことを報告している。PPVI による重篤な合併症の出現頻度は決して高くはない。

同報告では 7 例で重篤な合併症が発生しており、その内訳は①挿入されていた生体弁、人工導管の破裂 3

例、②ステントの脱落、迷入 2 例③左冠動脈起始部の圧迫 1 例、④ステントによる左肺動脈起始部狭窄 1

例である。頻度は低いものの重篤な合併症もあることは留意せねばならない 5）。重大な事態に陥ることは

少ないがフォロー中にステント破損が見つかる頻度は 20-30%と高い。微細なステント破損に関しては特

に治療は要さないが、破損が複数箇所に生じると狭窄が生じてしまう。このような場合は Melody valve

ステント内に新たな Melody valve ステントを挿入することで改善できる場合もある７）。また先に記述し

たような Pre stent 法を用いるとステント破損の発生率は抑えられる。Nordmeyer J らは Melody valve

ステント単独 54 例、Bare metal ステント挿入後 Melody valve ステント挿入 54 例の連続 108 例の PPVI

症例の急性期から 1 年後までのデータを検討し、Bare metal ステント群で右室流出路での血流速度は低

く、ステント破損も少ないことを明らかにしている。この報告では Pre stent の有用性が強調されていた

6）。 

 

� 今後の展望 

現在ファロー四徴症の手術時に肺動脈狭窄解除のため行われる肺動脈弁輪を超えたパッチ拡大術

(Transannular patch)では多くの場合、術後遠隔期に右室流出路拡大が生じ、多くの場合は PPVI の適し

た流出路形態にならない。また、たとえ右室流出路拡大の程度が軽度であっても PPVI 施行後に右室流出

路の拡大が進行し、ステントが脱落、迷入する懸念も残る。右室流出路拡大を伴う例にも適する PPVI の

開発は今後の課題である。Bonhoeffer らは様々な右室流出路の形態に対応可能なステントを開発すべく実

験を繰り返している。同グループは 2010 年、高度の右室流出路の拡大を伴う 42 歳男性に新しい

Self-exapandable デバイスを使用し PPVI に成功したことを報告した 10)。この新しいデバイスを用いた報

告はこの一例のみであるが今後の展開によっては Transannular patch を用いて治療されたファロー四徴

症術後患者の右室流出路障害に対する治療の標準的な選択肢となる可能性もある。Melody valve は本邦で

はまだ未認可のデバイスである。遠隔期成績はまだ不明であり、経済的な利点も見出されてはいない 11）。

しかし PPVI がファロー四徴症またその類縁疾患において肺動脈弁置換術後あるいは人工導管術後も複数

回の手術が不可避であった患者の QOL を大幅に改善させることは間違いない。本邦での認可が待たれる。 
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11116666, , , , 精神心理精神心理精神心理精神心理、、、、社会的問題社会的問題社会的問題社会的問題：：：：成人先天性心疾患成人先天性心疾患成人先天性心疾患成人先天性心疾患のののの心理社会的背景心理社会的背景心理社会的背景心理社会的背景    

                榎本榎本榎本榎本    淳子淳子淳子淳子    （（（（東洋大学文学部東洋大学文学部東洋大学文学部東洋大学文学部・・・・千葉県循環器病千葉県循環器病千葉県循環器病千葉県循環器病センタセンタセンタセンターーーー））））    

 

＜＜＜＜はじめにはじめにはじめにはじめに＞＞＞＞    

 成人に達した先天性心疾患患者の心理社会的研究は、1990 年代頃から主に欧米において始められ、患者の

心理や IQ、社会的特徴、精神医学的特徴を質問紙法、面接法を用いて明らかにしている。 

質問紙調査で主なものとしては Utens らによる縦断的調査[1-5]が挙げられ、それによると患者が 11 歳～17

歳では、行動、情緒、社会性の自己評価は統制群と比較して多くの側面で問題が見られたが[1]、20 歳を越え

ると統制群と大きな差はなくなることが示されている[2-5]。しかし一方で、質問紙調査を使用してうつや不安、

恐怖症など精神症状を測定した調査では、成人患者は標準値と比較して結果が悪いこと[6]が示されている。 

また面接調査では、成人患者に対して今までの生活状況を聞き取りし、その特徴を示したもの[7-9]や患者に

精神医学的診断面接を行ったものがあり[8,10,11]、精神医学的診断面接によると、患者の 37%から 79％が何

らかの精神症状を有していると報告されている。 

これらの結果は全体に一致していないため、患者の心理社会的側面について統一の見解は提出されていない。

心理社会的側面が統制群と差異がないと示した研究は主に欧州、差異があると示した研究は主に米国の結果で

あるため、これらの差異は国によるものとの指摘があり、さらに面接調査の結果の方が質問紙調査の結果より

精神面での問題を顕著に表しているため、研究手法の違いも指摘されている[12, 13]。 

 また質問紙調査においては心理的問題の有無の提示だけでなく、患者個人の持つ心理社会的背景から精神的

健康や QOL を規定する要因を明らかにした研究が報告されている。例えば Rietveld らは成人患者のネガティ

ブ思考が強いと、QOL が低く、不安、失感情傾向が高いことを示している[14]。 

これら一連の研究を見ると、患者の心理社会的側面を理解するには各国における調査が必要であり、さらに

患者の心理的問題の有無の提示だけでなく、患者がどのような心理社会的特徴を有し、それがどのように精神

的健康と関わっているのか心理的メカニズムを検討することが必要である。ここでは、日本の成人先天性心疾

患患者を対象に、心理社会的特徴を明らかにし、その上で患者の精神的健康を規定している心理社会的要因を

検討した調査結果を報告する。 

    

＜＜＜＜調査概要調査概要調査概要調査概要＞＞＞＞    

(1) 目的 1) 日本の成人先天性心疾患患者の心理社会的特徴について明らかにする。 

2) 患者の精神的健康を規定している心理社会的要因を明らかにする。 

(2) 対象 ACHD 群：循環器専門病院に通院している外来患者（同意の得られた患者）72 名(男 41 名、女 31 名)。 

年齢 18-39 歳(平均年齢 26.1 ± 5.5)。 

    統制群：86 名(男 41 名、女 45 名)。年齢 18-39 歳(18-29 歳:36 名、30-39 歳：51 名)。 

(3)方法 自己記述式質問紙調査 

1)心理社会的特徴の測定：a) 独立意識尺度(下位尺度：独立性、親への依存性)， 

        b) 問題解決尺度，c) Locus of Control 尺度，d) 自尊感情尺度 

2) 精神的健康の測定：健康関連 QOL 尺度 SF36 の Mental Component Summary (MCS)を使用 
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 Independent Consciousness

     Independence 3.46 (.72) 3.71 (.58) 0.018

     Dependence on parents 3.12 (.87) 2.83 (.90) 0.048

Problem-Solving Inventory 3.61 (.64) 3.90 (.70) 0.008

Locus of Control 2.73 (.42) 2.84 (.39) ns

Self-Esteem 2.98 (.75) 3.40 (.65) <0.001

SF-36

　　Mental Component Summary  47.8 (10.2)  48.2 (8.5) ns

Note. Standard deviations are in parenthesis.

ACHD Control p value

Table 1  Mean scores for psychosocial factors and mental

health in ACHD and control participants.

 psychosocial factors

＜＜＜＜調査結果調査結果調査結果調査結果＞＞＞＞    

(1) ACHD 群と統制群の比較 

   両群の心理社会的側面および精神的健康の平均得点、

さらに t 検定の結果を Table 1 に示す。その結果、患者は

統制群と比較して独立性が有意に低く、親への依存性が

有意に高いこと、また問題解決、自尊感情が有意に低い

ことが示された。 

 

(2) 精神的健康を規定する心理社会的側面 

 ACHD 群の心理社会的側面の 5 尺度と MCS との関連を 

検討するために、共分散構造分析によるパス解析を行った。最も適合度が良かったモデルを Figure 1 に示す。

なお統制群は MCS について測定していないため、同じモデルで MCS を含まない結果を Figure2 に示す。そ

の結果、ACHD 群においては｢独立性｣と｢自尊感情｣が正に｢問題解決｣に影響を及ぼし、次いで｢問題解決｣が正

に｢MCS｣に影響していることが示された。また統制群においては、｢独立性｣と｢自尊感情｣が正に、｢親への依

存性｣が負に、｢問題解決｣に影響を及ぼしていることが示された。 

    

＜＜＜＜考察考察考察考察とととと結論結論結論結論＞＞＞＞    

 これらの結果から日本の成人先天性

心疾患者はいくつかの側面で心理社会

的に困難を抱えていることが分かった。  

 患者の精神的健康に最も影響を及ぼ

していたのは、社会的スキルのひとつ

である問題解決力であり、またその問

題解決力を伸ばすには、独立性や自尊

感情が必要であることが示された。しかし、

患者はその 3 つの要因の全てで統制群よりも

得点が低く、容易に精神的健康が阻害される

危険を有しているといえよう。 

 また両群の差異として、問題解決力に影響

を及ぼす心理社会的側面を見ると、統制群で

は親への依存性が低いことが問題解決力を

高めているが、患者群ではそのような結果は

見られていない。 

つまり患者群において必要なことは、 

周囲の助けを借りながらも自分で様々な決定することで独立意識を育み、自己に自信を持つことであり、その

ことによって精神的健康を支える社会的スキルを伸ばしていくことが重要である。 
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Inventory
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Figure 2  Psychosocial mechanisms influencing social problem solving in

control participants. Model fit indices: χ
2
(4) = 5.20 (ns), RMSEA = 0.059,

CFI = 0.988, SRMR=0.064. *p < 0.05. **p < 0.01.
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11117,7,7,7,    成人先天性心疾患患者成人先天性心疾患患者成人先天性心疾患患者成人先天性心疾患患者のののの診療体制診療体制診療体制診療体制    

                落合落合落合落合    亮太亮太亮太亮太    （（（（東京女子医科大学東京女子医科大学東京女子医科大学東京女子医科大学    看護学部看護研究学科看護学部看護研究学科看護学部看護研究学科看護学部看護研究学科））））    
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18181818, , , , 右室流出路再建右室流出路再建右室流出路再建右室流出路再建    ----遠隔期合併症遠隔期合併症遠隔期合併症遠隔期合併症をををを回避回避回避回避するためのするためのするためのするための外科治療外科治療外科治療外科治療のののの工夫工夫工夫工夫・・・・将来将来将来将来へのへのへのへの期待期待期待期待----    

山岸山岸山岸山岸    正明正明正明正明    （（（（京都府立京都府立京都府立京都府立医科大学医科大学医科大学医科大学    小児心臓血管外科小児心臓血管外科小児心臓血管外科小児心臓血管外科））））    

 

  

  

 



 68 

 

 

  

  

 

 



 69 

 

 

 

  

 

 



 70 

 

  

 

  

 

 



 71 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 72 

11119999, , , , 先天性心疾患外科先天性心疾患外科先天性心疾患外科先天性心疾患外科手術手術手術手術のののの再生医療再生医療再生医療再生医療    ----今後今後今後今後のののの展望展望展望展望----    

                    松村松村松村松村    剛毅剛毅剛毅剛毅    （（（（東京女子医科大学東京女子医科大学東京女子医科大学東京女子医科大学    心臓血管外科心臓血管外科心臓血管外科心臓血管外科））））    

 

 

先天性心疾患における構造的欠損を補填・修復するための、あるいは再手術時の既存医療材料

の代替としての再生医療用素材の開発をこれまで行ってきた。様々な特性を持った生体吸収性素

材の組合せによりハイブリッドポリマーを作成、動物実験そして臨床研究へと応用してきた。 

 

臨床研究は、2000 年 5 月より 2004 年 12 月の間に行われ、生体吸収性素材と自己細胞にて再生

血管を作成し 47 症例（混合静脈細胞 3 例、骨髄単核球細胞 44 例）に応用された。再生血管の移

植部位は、肺動脈位（肺動脈形成または右室流出路形成）に 18 例、フォンタン型手術の心房内

に 3 例および導管として 26 例に応用した。これら臨床例の事象としては、2008 年 7 月の時点に

おいて遠隔死（再生血管非関連）4 例、再手術が 2 例(1 例は肺動脈形成術後、1 例は心房間)。再

生血管に関連しない再手術が 1 例、ｸﾞﾗﾌﾄの閉塞 1 例、ｸﾞﾗﾌﾄの狭窄などに対する PTA の介入が 9

例であった。これまでに 10 年が経過しているが、良好な経過を辿った患児達は、血管構造の破

綻や石灰化もなく、ワーファリンの回避も実現できている。 

 

改正薬事法が施行された現代において、このプロトコールでの臨床治験・研究は細胞を扱う技

術と設備を必要とするために、汎用性を持った素材としての実用化は難しいという問題がある。

また、可能な限り狭窄を回避するための新たな素材の開発は急務となっていた。 

 

動物実験において、再生血管の成績を左右するのは初期の組織形成と狭窄の回避、血栓の予防

であることがわかり、そこでさらなる素材の至適条件を探究した。生体吸収性素材のみによる再

生血管療法を確立させるべく動物実験を継続し、3 年超の経過観察において再生血管の長期開存

と正常血管に近い組織構築、血管のリモデリングや自己最適化を認め、また狭窄、腹水、血栓、

石灰化等の有害事象を認めない良好な結果を得るまでに至っている。 

 

代用補填医材としての再生血管は、既存の医療材料にはない生体適合性などさまざまな有益な

特徴を持っており、またプロトコールの簡略化は本治療法の汎用性に繋がるものと考えている。

本素材は、先天性心疾患の初回手術のみならず、再手術時における代用補填医材の選択に苦慮す

る場合に於いて特に有用と考えられる。 
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20202020, , , , 心不全患者心不全患者心不全患者心不全患者にににに対対対対するするするする補助人工心臓補助人工心臓補助人工心臓補助人工心臓    

村上村上村上村上    新新新新    （（（（東京大学東京大学東京大学東京大学    心臓外科心臓外科心臓外科心臓外科））））    
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21212121, , , , 右室心筋症右室心筋症右室心筋症右室心筋症にににに起因起因起因起因するするするする重度右心不全重度右心不全重度右心不全重度右心不全のののの併存併存併存併存によりによりによりにより右左短絡右左短絡右左短絡右左短絡をををを呈呈呈呈したしたしたした心房中隔欠損症心房中隔欠損症心房中隔欠損症心房中隔欠損症のののの一例一例一例一例    

                                                        岡山大学大学院医歯薬総合研究科岡山大学大学院医歯薬総合研究科岡山大学大学院医歯薬総合研究科岡山大学大学院医歯薬総合研究科    循環器内科循環器内科循環器内科循環器内科    

        中川晃志中川晃志中川晃志中川晃志、、、、木島康文木島康文木島康文木島康文、、、、草野研吾草野研吾草野研吾草野研吾、、、、伊藤浩伊藤浩伊藤浩伊藤浩    

    同同同同    循環器疾患集中治療部循環器疾患集中治療部循環器疾患集中治療部循環器疾患集中治療部    

        赤木禎治赤木禎治赤木禎治赤木禎治    

    同同同同    心臓血管外科心臓血管外科心臓血管外科心臓血管外科    

        笠原真悟笠原真悟笠原真悟笠原真悟、、、、佐野俊二佐野俊二佐野俊二佐野俊二    

    

    

【症例】 36 才 女性、未婚 

【既往歴】 特記事項無し  【生活歴】 特記事項無し 

【家族歴】 父：心不全、ペースメーカ植込み、 母：房室ブロック、  

兄：肥大型心筋症（心尖部肥大型）心房細動 

【現病歴】16 才時 検診から心房細動、肥大型心筋症と診断を受けるが無症状、運動も可能であった。 

25 才頃より易疲労感、浮腫が出現し、近医総合病院を受診。左心機能障害、右室拡大、心房中隔欠損

症（ASD）を指摘された。精査の結果、不整脈源性右室異型性（ARVC）の診断基準は満たさず、右室優

位拡張相肥大型心筋症と診断された。利尿剤、ACE 阻害剤などが開始となるも、27 才時に外来を drop 

out。32 才時、右心不全にて加療。ASD flow は右左となっており、慢性低酸素血症を来すようになった。

ASD については閉鎖の適応外と判断された。その後は心不全症状無く経過したが、34 才頃から労作時息

切れ、浮腫、腹水が出現し、入院加療を要し、在宅酸素が導入された。2011 年 11 月、総合的治療方針

決定のため当院紹介。 

【身体所見】164cm/63kg,  BP 84/54mmHg,  HR 73/min, irregular, SPO2 85%（O2 1L） 

心音：不整、Levine III/VI systolic murmur, 呼吸音：清, 腹部：膨満 肝腫大、顔面および両下肢に pitting 

edema(+), チアノーゼ(+)、ばち指(+) 

【血液検査】 血ガス(room air):  pH 7.46, PO2 34.4mmHg, PCO2 24.0mmHg,  SO2 60.1% 

CBC: WBC 5220 RBC Hb: 15.5mg/dl, Hct: 46.8%, Plt: 83000/μl 

生化学：eGFR: 49.6ml/min/1.73m2,  UA: 9.1mg/dl, TP: 7.3g/dl, Alb: 4.2g/dl, T.bil: 6.0mg/dl 

AST 26IU/L, ALT 20IU/L, plasma BNP: 196pg/ml, TSH 4.93μIU/ｍｌ, FT4 1.24pg/ml, FT3 2.06ng/ml 

【心電図、各種画像検査】−詳細画像は当日供覧 

胸部 X-p: CTR 65%, cardiomegaly(+), congestion(-), ECG: AF, CRBBB 

胸腹部 CT: 右心系著明拡大、肝硬変、腹水 

経胸壁心エコー: 右房・右室拡大著明、右室壁運動低下、右房内にもやもやエコー(+) 

LVEF 38%, moderate MR, mild TR(T 弁接合不良あり、TRPG 0), ASD 12mm, 右左短絡, Qp/Qs 0.8 
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【内服薬】 ワーファリン、アルダクトン A 25mg, ダイアート 60mg, ブロプレス 4mg, チラージン S 25ｍｇ,  

アーチスト 5mg, ピモベンダン 2.5mg 

 

治療および経過は当日供覧。 

 

本例は、肺高血圧症は認めないが、右室優位心筋症による重度の右心不全の併存により右左短絡・チア

ノーゼを呈するに至った心房中隔欠損症の一例である。本症例では ASD を介した右左短絡により慢性低

酸素血症を来たしている結果、心筋症を有する心臓を含めた多臓器への有害性が生じている一方で、

ASD は右心不全に対しては右室圧の減圧や左室前負荷の増加へ寄与していると考えられた。今回、本症

例に対する治療方針（ASD 閉鎖の是非・方法など）につき、総合的な検討を行いたいと考える。 
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22222222, , , , MustardMustardMustardMustard 術後術後術後術後にににに心房頻拍心房頻拍心房頻拍心房頻拍、、、、体心室不全体心室不全体心室不全体心室不全、、、、baffle leakbaffle leakbaffle leakbaffle leak をををを認認認認めためためためた 1111 例例例例    

池田池田池田池田    健太郎健太郎健太郎健太郎    （（（（東京女子医科大学東京女子医科大学東京女子医科大学東京女子医科大学    循環器小児科循環器小児科循環器小児科循環器小児科））））    

豊原豊原豊原豊原    啓子啓子啓子啓子、、、、島田島田島田島田    衣里子衣里子衣里子衣里子、、、、稲井稲井稲井稲井    慶慶慶慶、、、、中西中西中西中西    敏雄敏雄敏雄敏雄    

    

 

症例は 37 歳男性。dTGA, VSD, PS に対し、6 歳時に Mustard 手術、VSD パッチ閉鎖術、肺動脈

弁形成術を施行。20 歳時頻拍発作に対し初回電気的除細動を施行、33 歳時頻拍に対してカルベ

ジロール導入した際に心不全の増悪、VT、VF を認め ICD 植え込み。以後、rate 90-100bpm の slow 

AT を頻回に認め、カルベジロール、アミオダロン、ソタロールを内服した。他院で EPS を施行さ

れたが、体静脈心房のマッピングのみでアブレーションは行わず、AV block の作成、CRT up grade

を勧められた。second opinion 希望で当院紹介受診。当院初診時、NYHAⅢ度。Slow AT の際に自

覚症状を認め、ほぼ毎日 CRT の overdrive で AT を停止させていた。心臓カテーテル検査にて RVEF 

33%と著明な体心室不全、moderate AR, baffle leak (Qp/Qs=2.3)を認めた。  

 

本症例に対する治療方針について検討したい。 
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22223333, , , , 就業困難就業困難就業困難就業困難ななななチアノーゼチアノーゼチアノーゼチアノーゼ性心疾患患者性心疾患患者性心疾患患者性心疾患患者のののの心理的問題心理的問題心理的問題心理的問題    

                    水野水野水野水野    芳子芳子芳子芳子    （（（（千葉県循環器病千葉県循環器病千葉県循環器病千葉県循環器病センタセンタセンタセンターーーー    看護部看護部看護部看護部））））    

    

 

１．年齢・性別・家族・疾患名 

20 歳代半ば 男性 家族は親ときょうだい  

肺動脈閉鎖・三尖弁欠如・心房中隔欠損 

パニック障害 

発達障害なし 心疾患以外の既往なし 

 

２．疾患の経過 

 乳児期 BAS ・左右ＢＴshunt 施行。 

10 歳代から上室性頻脈発作が出現し DCで治療、以降人ごみなどでパニック発作あり。 

ここ数年は、心房細動が時折みられるのみで内服治療を継続中。2 年ほど前に精神科受診、 

内服を開始した。 

 

３．社会的状況 

  小学校途中から特別支援学級、高校は特別支援学校に家族の送り迎えで通学した。 

 卒業後、就労経験はなくほとんど自宅ですごしている。 

   

４．現在の治療 

 心疾患の内服治療および心理カウンセリング 

 精神科で薬物治療 

 

５．現在の課題 

・一人で外出できない。 

・新しいことを始めようとすると心房細動が起き、外に出る生活に向けてなかなか動き出せない。 

・友人との交流を望んでいるが、増やせない。 

 

 

文献 

1) 谷川弘治 他：病気の子どもの心理社会的支援入門，ナカニシヤ出版，2009． 

2) 全国心臓病の子どもを守る会編，心臓病児者の幸せのために，2005． 

3) 春名由一郎：病気・障害を抱える方の就労支援，Nursing Today,26(3),52-55,2011. 

 

 

 



 78 

24242424, , , , 成人肺動脈性肺高血圧症成人肺動脈性肺高血圧症成人肺動脈性肺高血圧症成人肺動脈性肺高血圧症のののの治療戦略治療戦略治療戦略治療戦略    ～～～～特発性肺動脈性肺高血圧症特発性肺動脈性肺高血圧症特発性肺動脈性肺高血圧症特発性肺動脈性肺高血圧症をををを中心中心中心中心にににに～～～～    

田村田村田村田村    雄一雄一雄一雄一    （（（（慶應義塾大学慶應義塾大学慶應義塾大学慶應義塾大学    循環器内科循環器内科循環器内科循環器内科））））    
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22225555, , , , 成人先天性心疾患成人先天性心疾患成人先天性心疾患成人先天性心疾患のののの頻拍頻拍頻拍頻拍にににに対対対対するするするするアブレーションアブレーションアブレーションアブレーション治療治療治療治療    

                        豊原豊原豊原豊原    啓子啓子啓子啓子    （（（（東京女子医科大学東京女子医科大学東京女子医科大学東京女子医科大学    循環器小児科循環器小児科循環器小児科循環器小児科））））    

  

 



 80 

 

 

 

  



 81 

 

 

 

    



 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 83 

22226666, , , , 成人先天性心疾患成人先天性心疾患成人先天性心疾患成人先天性心疾患ののののペースメーカーペースメーカーペースメーカーペースメーカー治療治療治療治療    

                    宮崎宮崎宮崎宮崎    文文文文    （（（（国立循環器病研究国立循環器病研究国立循環器病研究国立循環器病研究センターセンターセンターセンター    小児循環器科小児循環器科小児循環器科小児循環器科））））    

    

    

現在、ペースメーカー治療は徐脈に対してのみならず、頻脈性不整脈や心不全に対しても考慮

されるべき治療の一つとなっている。また、先天性心疾患では小児期には顕在化しなくても、心

房負荷や先天性の刺激伝導系の異常により、20-30 歳台に徐脈のためペースメーカー治療が必要

となることも多い。しかしながら、近年は専門性が進み、デバイス治療はペースメーカーナース

や電気生理チームに一任している施設も多い。このセミナーでは普段デバイス治療に携わってい

ない方々を対象に、徐脈に対するペースメーカーの基本的な設定についてお話する。 

 

I． ペーシングリード 

① 心内膜リード vs. 心外膜リード 

② Unipolar vs. Bipolar 

II． 刺激閾値とセンシング閾値 

① 刺激閾値とペーシング出力の設定 (figure 1.) 

② センシング閾値と感度の設定 

III． ペーシングモード 

① Single chamber pacing (AAI/VVI, AOO/DOO)の設定 

i. パラメーター 

� Lower rate 

� Refractory periods 

� Blanking periods 

② Dual chamber pacing (DDD, DDI, VDD)の設定 

i. パラメーター 

� Lower rate 

� AV interval 

� Upper rate intervals 

� Refractory periods (figure 2) 

� Blanking periods (figure 3) 

ii. Upper rate behavior (DDD, VDD) (figure 4) 

IV． ペースメーカーモードの選択  
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参考文献 
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Figure 1.The threshold strength-duration relation 

  

縦軸は電圧、横軸はパルス幅。十分な安全域をとるには電位の２倍または 

パルス幅の３倍に出力を設定。(文献 1 より引用) 

 

 

Figure 2. Dual chamber pacing の refractory period 

Dual chamber pacing では心房と心室それぞれに refractory periods がある。 
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Figure 3. Dual chamber pacing の blanking period 

 

  

 

 

Figure 4. Pacemaker wenckebach block の機序 

Upper tracking rate より早い sinus rate で起こる。急に心拍数が落ちるのを防ぐ。 
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22227777, , , , 成人先天性心疾患成人先天性心疾患成人先天性心疾患成人先天性心疾患のののの突然死突然死突然死突然死    

                高橋高橋高橋高橋    一浩一浩一浩一浩    （（（（沖縄沖縄沖縄沖縄県立県立県立県立こどもこどもこどもこども医療医療医療医療センターセンターセンターセンター    小児循環器科小児循環器科小児循環器科小児循環器科））））    

 

 

 先天性心疾患 CHD 患者の多くは、小児期の手術を乗り切り、成人期に達します。従って、CHD 患者

における死亡は多くが成人期に生じます(1)。 

Adult CHD 患者における死亡様式は、心不全死、突然死、血栓症などの心血管系による死亡、周術期

死亡などがあります。突然死は大きな問題で、その多くが不整脈によるものと思われます(2-6)。 

循環器内科の領域では、左室機能低下がその予知因子であり、突然死予防としての植込み型除細

動器 ICD 治療の有効性が広く認められるようになりました。 

Adult CHD 領域でも、心機能低下や心不全症例に不整脈が合併すると心臓突然死を生じるリスクが

高くなると考えられますが、単独の予知因子は明らかになっていません(7-9)。 

その原因のひとつは、基礎疾患や手術方法に多様性があることです(10)。Adult CHD における心室

機能低下をこれらの要因で分類すると以下のようになります。 

 

＃１ 大動脈下心室機能低下 

    体心室が左室の場合、右室の場合、単心室の場合 

＃２ 肺動脈下心室機能低下 

 

上記の分類に従って、Adult CHD 患者の突然死についての現時点でのエビデンスを 

明らかにしたいと思います。 
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22228888, , , , チアノーゼチアノーゼチアノーゼチアノーゼ性性性性先天性先天性先天性先天性心疾患心疾患心疾患心疾患のののの全身合併症全身合併症全身合併症全身合併症    

                            村上村上村上村上    智明智明智明智明    （（（（千葉県千葉県千葉県千葉県こどもこどもこどもこども病院病院病院病院    循環器科循環器科循環器科循環器科））））    

 

I.血液学的問題 

I-1.赤血球造多 

組織の低酸素を代償するためにエリスロポエチンの分泌が亢進し、酸素を運搬する赤血球が増加する。

赤血球増多により過粘稠度症候群（頭痛、めまいなど）を生じることがあるがチアノーゼ性先天性心疾患

においては脳血管障害のリスクもあるため実際の診断には注意が必要である。赤血球産生の増加により

相対的に鉄欠乏に陥り低色素性小球性貧血となる。これは赤血球の変形能の低下を生じ、末梢の循環障

害を助長しうる。治療としては昔から瀉血が行われるが本治療のみでは病態を悪化させる可能性もある

ため十分な鉄の補充が重要である。 

I-2.出血傾向 

血小板数減少および機能の異常、凝固因子減少などが生じ出血傾向を呈する。症状は歯肉出血・月経過

多などの日常的によくみられるものから、喀血・肺出血など時として生命に直結するもの、そして手術

時の止血困難など医療処置を困難にするものなどさまざまな形で現れる。 

喀血は比較的頻度が高くまた時として致死的となりうるため臨床上大きな問題である。軽度の喀血は安

静・酸素投与、また下気道感染がきっかけとなることが多いため鎮咳去痰薬の投与で保存的に治療する。

止血剤が投与されることが多い。症状出現時の喀血の程度だけでは肺内出血の程度を把握しがたいため、

胸部レントゲンは必須でありまた胸部 CTも重要な検査である。 

 

II.腎臓の問題 

II-1.腎機能異常 

タンパク尿・高尿酸血症などが認められ、頻度は少ないがネフローゼ症候群、チアノーゼ腎症を生じる

こともある。腎保護としてアンジオテンシン変換酵素阻害薬の有効性が報告されているが、チアノーゼ

性先天性心疾患においては低酸素血症を増悪させる可能性があり注意が必要である。 

II-2.尿酸代謝異常 

尿酸値は多血の程度に相関し上昇するが、関節炎の頻度は通常の痛風（尿酸値上昇）に認められるほど高

くはない。 

 

III.肝・胆道系の問題 

赤血球増多によりビリルビン過剰生産が生じ、ビリルビン石が生じやすい。胆嚢炎の併発にも留意が必

要である。 

 

IV.血管系の問題 血管拡張 

血液粘稠度の増加による shear stress 増大は血管内皮でのNO産生を亢進させ末梢血管拡張を生じる。ま

た血管新生が亢進する。この血管拡張は冠動脈でも生じるが機能的には必ずしも十分ではない。 
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22229999, , , , FontanFontanFontanFontan 術後遠隔期術後遠隔期術後遠隔期術後遠隔期のののの諸問題諸問題諸問題諸問題    
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はじめに 

Fontan 手術は機能的単心室血行動態を有するチアノーゼ性先天性心疾患患者の低酸素血症解

消と心室容量負荷軽減を主な目的とした肺循環への駆出心室（右心）をバイパスした姑息的最終

修復術である。手術別に右心房と肺動脈の直接吻合（atriopulmonary connection: APC）法と心

房（低形成右室）収縮の影響の少ない大静脈肺動脈連合（total cavopulmonary connection：TCPC）

法に分類される。TCPC 法は心房壁の一部を利用した lateral tunnel 法、最近では心臓外導管や

下大静脈を肺動脈に直接吻合した心外導管法（extra-cardiac grafting）が主流である（1）。 

病態生理としては、肺循環への駆出心室欠如から、中心静脈圧（CVP）上昇（静脈高血圧）と

体心室拡張能が肺循環を維持する。血行動態的には中心静脈圧上昇、体心室前負荷障害、後負荷

増大と低心拍出量を特色とした慢性心不全病態を示す（2）。特に成人では低心拍出量で運動耐容

能が低い（3）。また、静脈高血圧暦の長い成人フォンタン術後患者では腹部臓器の静脈鬱血から

の肝機能、腎機能および腸管機能に悪影響が懸念されている。 

 これまでの術後遠隔期の管理、治療に難渋する合併症は（表 1）、1）不整脈、2）蛋白漏出性胃

腸症（protein losing entropathy：PLE）、3）肺動静脈瘻（pulmonary arteriovenous fistulae：

PAVF）、4）肺塞栓を含めた血栓症、5）心機能低下、6）心機能低下を伴う房室弁閉鎖不全が主で

あるが、成人期では、更に、7）腎機能低下、8）肝硬変を含む肝機能障害、9）喀血も予後悪化

をもたらす可能性があり、更には稀ながら 10）消化管出血や 11）大動脈解離の報告も見られる。

また、新たな病態として高頻度に 12）耐糖能異常が存在し心事故と関連する。これらことから、

成人フォンタン手術後患者では、特異な循環に由来する房室弁や心機能不全を含む慢性心不全病

態と、循環不全に伴う多臓器障害を考慮した管理、治療戦略が重要である。Plastic bronchitis

もフォンタン術後遠隔期の稀ながらも注意すべき合併症であるが、小児期に発症することがほと

んどで、成人期での発症の報告はない。 

 予後：術後 20 年の死亡回避率は 69 から 87％程度であり（4-6）、術式と医療の進歩に伴にいず

れの施設でも改善している。しかしながら、上述の主な遠隔期合併症に、特に成人フォンタン術

後には遭遇する場合が少なくなく、綿密な治療と管理を要する。 

 術後遠隔期合併症：以下に各々の合併症に対する治療、管理について記述する（表２）。 

特異なフォンタン循環に由来する合併症が多く、最優先事項はフォンタン循環の正確な把握にあ

る。必要に応じて心臓カテーテル検査を含めた血行動態把握が必要で、心血行動態改善が合併症

管理と治療効果改善に欠かせない。 

1）不整脈：上室性不整脈が多く、その機序は大きくは心房内リエントリー（IART）と異所性自

動能亢進による心房頻拍（EAT）であり、時に致死的である。TCPC が APC に比べ発症頻度が少な

いとされるが、TCPC の術式間での発症頻度の差は明確でない。術式に関係なく経年的に増加する

とされ、特に心房臓器錯位症候群で多い。徐脈性不整脈も稀でなく、特に左相同型の心房臓器錯

位症候群で多く、ペースメーカー植え込みの適応例も少なくない（7）。 
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治療：IART や EAT ではカテーテルアブレーションは症例により有効だが、新たな回路出現等に

より約半数で再発する。従って、β遮断薬、治療抵抗性の場合にはソタロールやアミオダロンを

考慮する必要があり、一定の効果が期待できる。これら III 群薬使用時は、ソタロールでは QT

延長等の催不整脈作用、アミオダロンでは肝、甲状腺や肺機能障害発症に充分注意しながらの慎

重な投与となる。APC の場合には TCPC 転換術を考慮するが、周術期に手術侵襲にも関連した頻拍

性不整脈発症の頻度は高い。術後管理を考慮しペースメーカーによる最低心拍数維持等の心拍数

調節を考慮した不整脈管理が重要である。 

2）PLE：術後遠隔期の 4 から 13％に発症するとされ、経年的に増加し、術後 10 および 20 年で

PLE 発症回避率は 92 および 86％とされる（8）。一旦発症した場合の予後は極めて不良とされ術

後 5 および 10 年の死亡回避率は約 50 および 80％である。最近の血管拡張薬の進歩による予後改

善の有無は不明である。原因は不明であるが、特異なフォンタン循環である高い静脈圧と関連し、

感染が引き金になることが多いとされる。PLE モデルから、これらが PLE 増悪因子であることは

疑いない。また、PLE 発症は不整脈（約 30％）や血栓症（約 20％）等他の合併症と併発している

ことも少なくない。 

治療：感染が契機とする場合が多く感染に関連した炎症の有無を確認、対処する。上述の通り、

不整脈治療を含めた心血行動態の最適化と改善余地を模索し、心拍出量を維持した CVP 低下を目

指す。CVP 上昇の原因として、過剰水分（水分制限、利尿剤）、フォンタン経路狭窄の有無（カテ

あるいは手術治療）、肺静脈狭窄の有無（カテあるいは手術治療）、体肺側副血行路による左右短

絡の有無（コイル塞栓）、心室機能低下（薬物治療）、房室弁機能不全（手術）等の有無を確認す

る必要がある。更には肺血管抵抗軽減を期待した酸素投与、肺血管拡張薬を考慮する。炎症関連

病態を考慮しパルス療法を含めたステロイド療法が成人フォンタンでも有効かも知れない。更に

は、フォンタンルートと機能的左心房との開窓による CVP 降下と心拍出量増加をカテーテルある

いは手術で行い有効な場合がある。初期の多施設研究では、いずれの治療も一定の有効性はある

が全体の 44％にしか改善しなかった（8）。小児ではヘパリン療法（皮下注）でその症状は 76％

で改善するが予後改善の有無は不明で、再入院やアルブミン投与頻度はヘパリン投与前後で変化

がないとされる。ヘパリン療法の成人フォンタン患者での有効例も報告されている。最近開発さ

れた肺血管拡張薬（一酸化窒素増強、プロスタグランジン系、エンドセリン阻害薬）の有効例が

散見されるが予後改善効果は不明である。心移植で殆どの例で PLE の改善が期待できるが、フォ

ンタン術後移植患者では他の先天性心疾患患者の心移植患者より予後より悪く、その至適時期は

今後の課題である。 

3）PAVF：グレンあるいは Kawasashi 手術後に高頻度に PAVF が発症し低酸素血が進行する。小児

期ではグレン吻合で生じた PAVF は肝血流を意識したフォンタン術後には改善するとされる。成

人フォンタン患者の PAVF の頻度は不明であるが、左相同心ではその頻度は高く、肝静脈血流の

不均等に減少した肺に生じることが多い。また、高年齢時期のフォンタン患者では PAVF の発症

頻度は低いとされる。PAVF では肺血管抵抗が低く、心拍出量がむしろ増加し CVP 上昇する場合が

ある。 
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治療：小児期フォンタン患児では Hepatic factor を考慮した肝静脈還流を PAVF 側に均等に流

入させるフォンタンルートの変更術が有効な場合がある（9）。しかし、肝静脈還流に関連しない

PAVF 発症機序も推察されている。低酸素血症に対し酸素投与に加え、一酸化窒素吸入の有効例も

報告されている。また、PAVF を有する成人フォンタン患者で肺血流と Hepatic factor の肺循環

流入増加を期待した抹消動静脈瘻作成が試みられ、改善が見られる場合もある。 

4）血栓症：血栓は術後、急性期や慢性期に拘らず生じるが（10）、経過とともにそのリスクは増

加する（6）。抗凝固剤使用の有無に拘らず発症するとの報告もあるが、成人フォンタン患者では

抗強固剤非症例で血栓関連の心事故が多いとされる。フォンタン術後患者の止血凝固系因子は異

常であることが多く、特にアンチスロンビン III、プロテイン C や S 低下、第 IIIV 因子増加等の

凝固亢進状態にあるとされる。しかし、東洋系（中国人）フォンタン患者ではで凝固系異常は西

洋人の異常様式と異なることが報告され人種差の存在が示唆されている。 

治療：血栓予防の有効な抗凝固療法は確立してない。しかし、既に血栓が存在する場合、高 CVP、

低心拍出量、VV-shunt や開窓を有し有意な右左短絡を有し低酸素血症を有する場合、中等度以上

の心室収縮性が低下した場合、APC で拡大した右房を有する場合、フォンタンルートに狭窄等の

血行動態異常を認めた場合、心房頻拍性不整脈の既往がある場合等は病態に応じ積極的に抗凝固

剤の投与を考慮する。成人フォンタン術後では、肺動脈を含めたフォンタンルート内の大きな血

栓は薬物に加え手術や血行動態が安定していない例でのカテーテルによる除去が必要である場

合も多い。血行動態が不安定な場合、その死亡率は 75％と高い。 

5）心機能低下：径時的な血行動態観察から術後遠隔期の体心室収縮性低下、高後負荷持続によ

る体心室の仕事効率の低下が、フォンタン術後遠隔期の心機能破綻に繋がることが推察されてい

る（11, 12）。体心室形態も重要な心機能規定要因である。非左室型体心室の QRS 幅は左室型体心

室に比べ幅広く、内因性の体心室非同期収縮の原因となっている可能性があり、頻拍時や運動時

の不利な要因である。また、大血管の伸展性低下が示唆され、これは心室の後負荷増大に加え伸

展性低下からの脈圧増大は冠循環低下を齎し、心機能低下の要因となる。更に、内皮機能低下が

観察され、運動耐容能と関連し、肺血管と共に体循環での一酸化窒素に関連した内皮機能維持の

重要性が指摘されている。 

治療：成人フォンタン患者での薬物による抗心不全療法は確立していない。利尿剤は浮腫、腹

水や胸水等の不適切な体液貯留には有効である。しかし、成人慢性心不全患者と同様に、利尿剤

使用が死亡の独立危険因子であり不用意な使用は避ける必要があるかも知れない。小児での単心

室血行動態患児でのレニンーアンギオテンシンーアルドステロン系（RAAS）抑制効果は明確でな

い。成人フォンタン患者でも比較的短期間の RAAS 抑制は心臓自律神経や運動耐容能からみた改

善効果は否定的である。しかし、死亡率改善をエンドポイントとした臨床試験はなく、心筋や内

皮機能保護からみたより長期的な効果は不明である。成人慢性心不全患者で確立した心収縮性低

下に対するβ遮断薬の効果は、若年フォンタン患者での有用性は散見されるが、成人フォンタン

患者での有効性は不明である。フォンタン患者を含め、成人先天性心疾患術後患者では一般的に

洞機能障害を有する割合が高く徐脈傾向にあり（13）、不用意なβ遮断薬使用はむしろ血行動態

を悪化させる。従って、不整脈治療も含めペースメーカー植え込みも考慮した循環管理の必要性
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も少なくない。房室ブロックでの心室ペーシングやアンバランスな二腔心を有する体心室では心

同期治療を意識し慎重に心室ペーシング部位を選択する必要がある。 

6）房室弁閉鎖不全：非左室型体心室では三尖弁や共通房室弁では僧坊弁に比べ房室弁閉鎖不全

が多く、進行することが懸念され、同時に体心室機能低下を合併することも多い。       

治療：中等度の房室弁閉鎖不全では RAAS 抑制は有効かも知れない。重度の房室弁閉鎖不全は

積極的に手術による人工弁も考慮した対策が必要である。心機能低下、高年齢や腎機能低下は房

室弁閉鎖不全修復時の危険因子であり（14）、成人フォンタン患者では比較的早期の対策が重要

かも知れない。僧坊弁以外の房室弁閉鎖不全の修復は困難で人工弁置換も常に考慮する。 

7）腎機能低下：成人慢性心不全患者と同様に心腎連関の存在が指摘され（15）、成人先天性心疾

患術後患者は慢性的な血行動態異常が腎機能低下を引き起こすタイプ II の心腎連関症候群の典

型とされている（16）。成人フォンタン患者でもその頻度は高く（17％）、心事故との関連が示唆

される。原因は不明だが、低心拍出量や高 CVP はその原因と推察され、更に手術年齢と負相関す

ることから、術前の低酸素血症による潜在的な腎障害の可能性が指摘されている。 

治療：腎機能低下に対する治療法は不明であるが、RAAS 抑制が有効かも知れない。不整脈発症

や心不全時の血行動態管理では腎機能維持を考慮する必要がある。また、感染や下痢等で脱水は、

特に RAAS 阻害薬併用例では、腎機能悪化に充分に配慮した治療が重要である。 

8）肝機能障害：慢性的な CVP 上昇は肝鬱血に由来した肝障害を引き起こし、術後経過に伴いそ

の頻度は増大する。肝エコーや CT は肝硬変検出に有用で、特に CT が優れている。血液検査から

も Forns 指数（=7.811-3.131∙ln（血小板数）+0.781∙ln（γGTP）+3.467∙ln（年齢）-0.014（総

コレステロール））は肝硬変検出に有用であるとされ、術後経過期間と高い相関性を示す 17）。 

治療：肝障害に対する治療介入基準は明確でなく、今後の課題である。 

9）喀血：フォンタン術後遠隔期の喀血の報告は散見される。発達した大動脈肺動脈副側血行路

が原因とされ、時に致死的な場合があり、大動脈肺動脈副側血行路を有する患者には注意を要す

る。 

治療：胸部 CT 写真で出血部位が予測可能な場合もある。大動脈肺動脈副側血行路の有無を検

索し、可能であればカテーテルによるコイル塞栓術を行う。大量出血では輸血が必要な場合があ

る。 

10）消化管出血：稀な合併症で、原因は不明であるが、PLE と関連することが示唆されている。 

治療：輸血が必要となる場合がある。PLE の改善とともに消化管出血も改善するとされる。 

11）大動脈解離：ファロー四徴と同様、上行大動脈の拡大に大動脈解離が報告されている。他の

先天性心疾患患者と同様に、大動脈壁中膜の弾性繊維の構造異常と関連することが推察される。

冠動脈を含めた大動脈形態評価には造影 CT が有用である。 

治療：大動脈形成や置換術が適応となるが、薬物による予防効果は不明である。 

12）耐糖能異常：成人慢性心不全患者と同様に、経口ブドウ糖負荷試験からみた境界領域を含め

た耐糖能異常の頻度は高く（43％）、運動耐容能低下と関連する。更に糖尿病型を示す割合も高

く（16％）、心事故と関連する（18）。高 CVP、肝鬱血や利尿剤投与が耐糖能異常と関連するとさ

れている。 
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治療：確立した治療法は不明だが、食事や運動等の生活習慣改善が推奨される。糖尿病合併例

では、内分泌代謝専門医へ紹介することが望ましい。 

13）Plastic bronchitis：稀な合併症で、小児期の発症が殆どである。原因は不明であるが、低

心機能、高 CVP や不整脈との関連が示唆されている。蟹肉様の cast が気管支内を占拠し、湿生

咳漱や呼吸困難で発症し、致死的な場合もある。この cast は炎症性と非炎症性に分類されるが、

明確でない場合も多い。 

治療：この plastic cast を取り除くことで症状は改善する。Cast 形成予防の確立した方法は

ないが、血行動態の改善に加え、ステロイド投与やエアゾル t-PA が有効な場合がある（19）。 

外来管理：上記の遠隔期合併症を意識し、3 から 6 か月毎の経過観察が必要であるが、患者の病

態や重症度に応じた生活の質を意識した生活指導、管理が望まれる。また、成人期フォンタン患

者では、小児フォンタン患児や小児期の状態と異なり、重症度が高く、合併症のリスクが上昇し

ている病態である認識を患者、その家族と共有することが重要である。 
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30303030, , , , 成人先天性心疾患患者成人先天性心疾患患者成人先天性心疾患患者成人先天性心疾患患者のののの運動耐容能運動耐容能運動耐容能運動耐容能    －－－－エビデンスエビデンスエビデンスエビデンスにににに基基基基づいたづいたづいたづいた解釈解釈解釈解釈－－－－    

犬塚犬塚犬塚犬塚    亮亮亮亮    （（（（東京大学東京大学東京大学東京大学    小児科小児科小児科小児科））））    
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