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第７回成人先天性心疾患セミナープログラム 
 

総合司会:赤木禎治（岡山大学病院循環器疾患集中治療部） 

 

開会挨拶（9:00-） 

丹羽公一郎（聖路加国際病院心血管センター循環器内科） 

 

第 1 部：診療体制（9:05-9:45） 

座長：白石 公（国立循環器病研究センター小児循環器科） 

   赤木禎治（岡山大学病院循環器疾患集中治療部） 

 

1.成人先天性心疾患の世界情勢から見た日本の現状 

  丹羽公一郎（聖路加国際病院心血管センター循環器内科） 

 

2.循環器内科とのコラボレーション 

  山村健一郎（九州大学医学部小児科） 

 

3.看護サイドからの試み 

鍛治弘子（国立循環器病研究センター看護部） 

 

 

第 2 部：よく遭遇する疾患（9:55-11:00） 

-小児循環器、循環器内科、外科医の立場から（重症度、手術の時期について） 

座長：渡邉まみ江（九州厚生年金病院循環器小児科） 

   久持邦和（広島市民病院心臓血管外科） 

 

1.大動脈弁、大動脈拡大        

長谷川拓也（国立循環器病研究センター心不全科） 

2.大動脈弁疾患            

湊谷 謙司（国立循環器病研究センター血管外科） 

 

3.成人期の心室中隔欠損と大動脈弁の逸脱 

新垣義夫（倉敷中央病院小児科） 

4．心室中隔欠損、大動脈弁尖逸脱 

  河田政明（自治医科大学とちぎ子ども医療センター心臓血管外科） 

 

 

教育講演：（11:10-11:50）  

  座長：河田政明（自治医科大学心臓血管外科） 

「Ebstein 奇形」 

  演者：笠原真悟（岡山大学医学部心臓血管外科） 

 

 

ランチョンセミナー：（12:00-12:50） 

  座長：中西宣文（国立循環器病研究センター肺高血圧先端医療学研究部） 

 

「先天性心疾患の心エコーによる診断：区分分析法・肺高血圧評価」  
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  演者：富松宏文（東京女子医科大学循環器小児科） 

 

 

第 3 部：話題提供-1（13:00-13:40） 

座長：中西敏雄（東京女子医科大学循環器小児科） 

   新垣義夫（倉敷中央病院小児科） 

 

1. 肺高血圧における左冠動脈主幹部圧迫 

  山田 修（国立循環器病研究センター小児循環器部） 

 

2. 成人先天性心疾患と内皮機能 

  稲井 慶（東京女子医科大学循環器小児科） 

 

3. 成人先天性心疾患と耐糖能  

  大内秀雄（国立循環器病研究センター小児循環器科） 

 

 

第 4 部：症例検討（13:50-14:50） 

座長：池田智明（三重大学医学部産科婦人科） 

   立野 滋（千葉県循環器病センター小児科） 

 

1. 成人先天性心疾患に合併した肺高血圧症例  

  坂本一郎（九州大学医学部循環器内科） 

 

2. 根治術が困難な IIc 型三尖弁閉鎖の 1例 

  杜 徳尚（岡山大学医学部循環器内科） 

 

3. 成長期・思春期に自律神経失調症様症状を呈した肺動脈閉鎖・心室中隔欠損例 

  城戸佐知子（兵庫県立こども病院循環器科） 

 

コメンテーター 

  河田政明（自治医科大学心臓血管外科） 

  稲井 慶（東京女子医科大学循環器小児科） 

  赤木禎治（岡山大学病院循環器疾患集中治療部） 

 

 

第 5 部：不整脈、カテ治療（15:15-15:55） 

座長：檜垣高史（愛媛大学小児総合医療センター小児循環器部門） 

   森 善樹（聖隷浜松病院小児循環器科） 

 

1. Fallot 四徴術後頻拍 

  宮崎 文（国立循環器病研究センター小児循環器科） 

 

2. 成人先天性心疾患のカテーテル治療：動脈管開存症 

  矢崎 諭（国立循環器病研究センター小児循環器科） 

 

3.心房中隔欠損症 



3 
 

  鎌田政博（広島市民病院循環器小児科） 

 

4.卵円孔開存閉鎖術の現状 

  赤木禎治（岡山大学病院循環器疾患集中治療部） 

 

第 6 部：話題提供-2（16:05-16:45） 

座長：市田蕗子（富山大学病院小児循環器内科） 

   赤木禎治（岡山大学病院循環器疾患集中治療部） 

 

1. 成人先天性心疾患と保険制度～社会保険・保険・就職支援～ 

  檜垣高史（愛媛大学小児総合医療センター小児循環器部門） 

 

2.成人先天性心疾患と QOL‐精神科医の立場から 

  森島宏子（千葉県循環器病センター成人先天性心疾患診療部） 

 

3. 成人先天性心疾患患者の再手術の術式と術後合併症 
  

  市川 肇（国立循環器病研究センター小児心臓外科） 

 

 

閉会挨拶（16:50-）  

白石 公（国立循環器病研究センター小児循環器科） 



第１部：診療体制 
１．成人先天性心疾患の世界情勢から見た日本の現状 

丹羽公一郎（聖路加国際病院 循環器内科） 
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2.循環器内科とのコラボレーション 
 

九州大学病院小児科 
九州大学病院循環器内科 

九州大学病院ハートセンター成人先天性心疾患外来 
山村健一郎, 坂本一郎 

 
 
"Alone we can do so little; together we can do so much." - Helen Keller 

 
 
循環器内科医参画の必要性 
 本邦においてすでに 40 万人を超える成人先天性心疾患(adult congenital heart disease: 
ACHD)患者が存在し、約 9000 人/年のペースで増加していることは周知の事実である。そ

の多くが小児循環科医により継続的に管理されているのが実情と思われるが、現在のシス

テムのままでは、医療者側にとっても患者側にとっても今後多くの問題が出てくることが

予想される。小児の外来・入院施設は成人向きではないというハード面の問題と同時に、

生活習慣病や妊娠・出産などに小児科医は不慣れであるというソフト面での問題がある。

また、ACHD 外来をセンターとした病診連携を行いたくても、小児科医は地域の循環器内

科医との医療ネットワークがないため困難である。 
 
循環器内科医参画のメリット 
 本邦における ACHD 患者数の増加を受け、当院ハートセンターでも 2009 年に ACHD 外

来を開設した。当初は小児循環器科医が診療に当たっていたが、2011 年より循環器内科医

が診療に参加し、様々な点が劇的に改善したことを日常診療の中で実感した。循環器内科

医が持つ医療ネットワークにより、ACHD 外来をセンターとした地域の病院との理想的な

共同診療が実現した。また、成人病棟への入院が円滑に行えるようになったことは、患者・

医療者の双方に取って大きな安心であった。福岡市立こども病院をはじめとする紹介元か

らの信頼も増し、年間新患数も 31 → 60 → 101 /年と着実に増加している。小児循環器科

医・成人循環器内科医でお互いに知識と経験を共有することは、よい医療を提供するため

にも、先天性心疾患と成人循環器学の両方に精通した医師を育成するためにも、非常に有

意義であった。これからの ACHD の診療体制の構築のためには、循環器内科医の参画は不

可欠であるものと考える。 
 
循環器内科医を動かす 
 しかしながら、循環器内科医もすでに通常の循環器疾患の成人患者の診療や研究で多忙
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を極めており、ACHD 診療に参画してもらうことは必ずしも容易ではない。個人的には、

臨床が好きで新しいことに取り組む熱意のあるキーパーソンに、ACHD の魅力を理解して

もらうことが最も近道であると考える。ACHD 診療では未だエビデンスのない事項が多く、

見たこともないような症例に遭遇することもしばしばである。複雑で難しい症例の治療方

針を小児科医と循環器内科医の叡智を尽くして相談する中で、この”未開のフロンティア”

をともに開拓していく面白さを共有することができればしめたものである。 

 

循環器内科医の参画 → 主導へ 
 今後患者数が増加すると同時に、年齢を重ね生活習慣病等の成人特有の問題点が増加す

るであろう ACHD 患者の診療は、理想的には循環器内科医が主導してゆくのが最善である。

そのためには、多くの循環器科医に少しずつ ACHD に親しんで頂く必要がある。当院ハー

トセンターでも近隣施設とともに ACHD に関するカンファレンスや研究会を開催し、一定

の成果を上げている。循環器内科医に最初に親しんで頂く疾患としては、ファロー四徴症

の術後が、いわゆる弁膜症と不整脈が問題であり親しみやすく、また実際に症例数も多く

最適であるように思われる。経食道エコーが鍵を握り症例数も多い心房中隔欠損症も、共

通の話題として適している。先天性心疾患に伴うことも多い肺高血圧も、循環器内科医と

相性がよい分野であるように思う。当院ハートセンターでは、キーパーソンのリーダーシ

ップのおかげで、またこうした経験の共有と知識の積み重ねの甲斐もあり、急患を含めて

年間 40人を超えるACHD 患者の入院を、全て循環器内科に担当して頂けるようになった。

医療者にとっても患者にとっても理想的なシステムとなり、非常に有難く思っている。 

 

 

参考文献 
1. Shiina Y, Toyoda T, Kawasoe Y et al. Prevalence of adult patients with congenital heart disease in 

Japan. Int J Cardiol 2011;146:13-16 

2. Mackie SA, Ionescu-Ittu R, THrrien J et.al. Children and Adults with congenital heart disease lost 

to follow-up; who and when? Circulation. 2009;120:302-309 

3. Meadows AK, Bosco V, Tong E et al. Transition and transfer from pediatric to adult care of 

young adults with complex congenital heart disease. Curr Cardiol Rep 2009;11:291-297 

4. Ochiai R, Yao A, Kinugawa K et al. Status and future needs of regional adult congenital heart 

disease centers in Japan. Circ J 2011;75:2220-2227 

5. 人を動かす How to win friends and influence people. D・カーネギー, 創元社 1999 
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3.看護サイドからの試み 
国立循環器病研究センター  看護部 看護師長 鍛治 弘子 

 
成人先天性心疾患は心臓外科手術の発達、内科治療の進歩によって 85％は思

春期、成人期まで到達することが可能になってきているといわれている。現在、

初期に手術をした術後の患者は 40 歳台を迎えようとしている。しかしながら、

成人期を迎えた患者の医療、看護の体制は十分とは言えず、一部の限られた施

設への通院を余儀なくされたり、成人期の女性においては妊娠、出産といった

問題に直面したり、患者の抱える問題や不安へのアプローチは十分とは言えな

い現状がある。そこで今回、成人先天性患者の現状と今後の課題について考え

たい。 
 
１．診療体制、看護体制 

現在、小児期の患者は周産期・乳幼児期・学童期・成人期ごとに分かれて 4
つの病棟に入院している。当病棟は、小児科成人期の患者と心臓外科の混

合病棟で全ベッド数 39 床中 15 床が小児科のベッド数としてあてられてい

る。看護師は 2 交代制で 3 人夜勤体制を組んでおり、固定チームナーシン

グを導入している。 
 
２．患者背景 
１）入院理由 
・フォンタン術後の検査、カテーテル 
・ASD・VSD 手術 
・PLE 
・不整脈コントロール 
・ペースメーカー挿入・ジェネレーター交換・リード交換 
・心不全コントロール 

２）患者数・平均在院日数 
当院における小児循環器疾患の患者は院内全体で 1 日平均約 60～70 人、

そのうち 20 歳以上の患者は 25～30％前後。そのうち 7 割以上が当病棟

に入院している。平均在院に数は 20 日前後だが、600 日超えの患者もい

る。 
 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 

平均患者数 65.6 60.1 61.3 
平均在院日数 21.0 20.4 19.0 

 ※平成 24 年度は 8 月末でのデータ 
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 ３）年齢区分（2010.9～2012.8） 
年齢 のべ人数（人） 

15 歳以下 5 
16～20 歳 34 
21～25 歳 75 
26～30 歳 79 
31～35 歳 53 
36～40 歳 30 
41～45 歳 16 
45～50 歳 31 
50～55 歳 6 
56～60 歳 10 
60～65 歳 12 
66 歳以上 21 

 
 ４）再入院（2010.9～2012.8） 
   19.6％の患者が 2 回以上の再入院 
    
３．患者の抱える現状・思い 
・生命予後に対する不安（入退院を繰り返すこと、将来が不透明など） 
・経済的な不安 
・経済的負担感（生命保険への加入困難、就労困難など） 
・家族役割の遂行困難による家族への申し訳なさ 
・患者同士の交流を持てる場所がほしい 

 
４．看護師の抱える現状・思い 
・長期入院を余儀なくされる患者のメンタルを支えたい 
・複雑で長期にわたる疾患の病態把握の困難さ 

 
５．病棟運営における工夫 
・病室の選択 
・看護師の教育 
・小児病棟との連携 

 
６．今後の課題 
・専門性の高い看護の提供（小児専門看護師、国立循環器病研究センター
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専門看護師など） 
・長期入院患者に適した療養の場の拡大 
・患者のメンタルフォロー 

 ・社会福祉の充実（高齢化する家族、就労など） 
 ・チーム医療の推進 
 
 



第２部：よく遭遇する疾患 
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第７回成人先天性心疾患セミナー 
第２部：よく遭遇する疾患 
１. 大動脈弁、大動脈拡大 
長谷川拓也（国立循環器病研究センター心臓血管内科 心不全科） 
 
I 先天性心疾患に関連した大動脈弁、大動脈疾患 
  ・大動脈弁狭窄症：２尖弁、弁下狭窄、弁上狭窄 
  ・大動脈弁閉鎖不全症：２尖弁、Marfan 症候群、大動脈弁輪拡張症 
  ・大動脈拡大：２尖弁、Marfan 症候群、先天性心疾患（Fallot 四徴等） 
 ＊比較的若年で年齢不相応な弁、大動脈の異常を認めたときには、先天性の異常があることを疑って

みる。 
 
II 大動脈２尖弁 
 ・胎生期に交連の形成が不十分であったり、2 つの弁尖が癒合してしまったりして、大動脈弁の弁尖が

2 枚になっている。75％に raphe といわれる仮性交連組織が存在する。 
・人口の 0.4－2％の頻度で男性に多い（男：女＝２：１） 

 ・3 尖弁に比し、形態的異常に基づく開閉時のストレスにより弁尖の変性、石灰沈着が起こりやすい→

弁の開放制限（狭窄）、閉鎖不全がおこる。 
 ・小児期から症状が出現することは比較的まれで、弁の変性硬化が進んだ成人になってから弁狭窄、

閉鎖不全による心不全症状を来す。 
 ・70 歳未満の大動脈弁狭窄症の原因の約半分が２尖弁である。 
  
 【合併疾患】 

  Tadro TM et al. Circulation 2009;119:880 より引用 
 ・上行大動脈拡大 （高度な弁機能異常がなくても血管径の拡大が起こりうる） 
・大動脈縮窄、動脈管開存 

 ・冠動脈起始異常 
＊ 大動脈２尖弁の成因として血管壁の microfibrillar protein（fibrillin や fibrin）の欠乏が関与して

いるという説、神経堤細胞の異常とする説（それを発生原基とする部位[大動脈弁、Valsalva 洞か

ら大動脈弓、肺動脈管、冠動脈起始部]の異常）がある。 
 【重症度評価】弁狭窄症、閉鎖不全症の重症度は、３尖弁と同様心臓超音波検査で行う。上行大動脈

径が 4.0cm 以上ある場合は年に１回 CT、MRI にて大動脈の評価を行う。 
 【治療】 
１ 弁機能異常（弁狭窄症、閉鎖不全症） 
弁に対する治療方針は３尖弁に準じる。 

２ 上行大動脈拡大 
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・弁に対して外科的治療が必要である場合、上行大動脈径が 4.5cm 以上であれば上行大動脈置換術も

同時に行う。 
・有意な弁機能異常がなくても、上行大動脈の拡大がある場合は上行大動脈径が 5.0cm を超えたとき、

4.5cm 以下でも径の拡張速度が速いとき（>5mm/年）は上行大動脈置換術の適応となる。 
・薬物療法については、Marfan 症候群と同様にβ遮断薬が上行大動脈拡大を抑制する可能性がある

（Class IIa: 2008ACC/AHA guidelines）。 
・大動脈弁置換術後も上行大動脈は拡大するため、長期的な経過観察が必要である。 
 

III Marfan 症候群 
 ・先天性の全身性結合識疾患 
 ・常染色体優性遺伝 発症率は 1-2 人/1 万人とされているが、約 25％については遺伝かどうかはっき

りしない。 
 ・骨格、眼、心血管、肺、皮膚、硬膜に異常を来す（別表参照）。心血管病変には、大動脈弁輪拡張、

大動脈弁閉鎖不全症、僧帽弁逸脱、僧帽弁閉鎖不全症、大動脈瘤、大動脈解離がある。 
 ・弾性線維の形成に関与する microfibril の主要構成成分である fibrillin-1 の遺伝子異常があり

microfibril が減少する。また fibrillin-1 の減少が TGF-β活性亢進を来すともいわれている。これら

の異常から嚢胞状中膜壊死、弾性線維の形成異常、配列異常が生じることが大動脈病変の原因とい

われている。 
 ・自然予後は不良で、平均すると 34 歳頃に死亡するといわれていた。その死亡原因の約 90％が急性

大動脈解離や慢性大動脈弁閉鎖不全症による心不全であった。しかし、現在では薬物療法や適切な

外科的治療の介入により、平均寿命は 70 歳くらいといわれている。つまり、これらの心血管疾患を

定期的に経過観察し適切な時期に治療を行うことが重要である。 
 
【治療】 
１ 内科的治療 
 ・β遮断薬：大動脈径拡大の抑制する（日循ガイドライン Class I）（解離の予防としての効果は明ら

かではない） 
 ・アンギオテンシン II 受容体拮抗薬（ARB）：TGF-β阻害薬として大動脈起始部の拡張を遅くしたと

の報告もある。現在、大動脈基部の径の拡大抑制効果をみる臨床試験が進行中（β遮断薬（アテノ

ロール）と ARB（ロサルタン）との比較） 
２ 外科的治療 
 （いずれも日循ガイドライン IIa） 
 ・大動脈基部>45mm への基部置換術 
 ・解離の既往歴または家族歴のある症例における、大動脈基部＞40mm での基部置換術 
 ・妊娠を検討している女性における、大動脈基部＞40mm での基部置換術 
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表 Marfan 症候群と類縁疾患の診断のための改訂ゲント基準 （日循ガイドライン 2011） 
家族歴がない場合； 
（1）大動脈基部病変注 1）（Z≧2）かつ 水晶体偏位 →「マルファン症候群」* 
（2）大動脈基部病変（Z≧2）かつ FBN1 遺伝子変異注 2） →「マルファン症候群」 
（3）大動脈基部病変（Z≧2）かつ 身体兆候（≧7 点）→「マルファン症候群」* 
（4）水晶体偏位 かつ 大動脈病変と関連する FBN1 遺伝子変異注 3） →「マルファン症候群」 
・ 水晶体偏位があっても，大動脈病変と関連する FBN1 遺伝子変異を認めない場合は，身体兆候の有無

にかかわらず「水晶体偏位症候群（ELS）」とする． 
・ 大動脈基部病変が軽度で（バルサルバ洞径；Z＜2），身体兆候（≧5 点で骨格所見を含む）を認める

が，水晶体偏位を認めない場合は 「MASS」注 4）とする． 
・ 僧帽弁逸脱を認めるが，大動脈基部病変が軽度で（バルサルバ洞径；Z＜2），身体兆候を認めず（＜5
点），水晶体偏位も認めない場合は 「僧帽弁逸脱症候群（MVPS）」とする． 
 
家族歴注 5）がある場合； 
（5）水晶体偏位 かつ 家族歴 →「マルファン症候群」 
（6）身体兆候（≧7 点） かつ 家族歴 →「マルファン症候群」* 
（7）大動脈基部病変（20 歳以上 Z≧2，20 歳未満 Z≧3）かつ 家族歴 →「マルファン症候群」* 
 
＊ この場合の診断は，類縁疾患である Shprintzen-Goldberg 症候群，Loeys-Dietz 症候群，血管型エー

ラスダンロス症候群との鑑別を必要とし，所見よりこれらの疾患が示唆される場合の判定は，TGFBR1/2
遺伝子，COL3A1 遺伝子，コラーゲン生化学分析などの諸検査を経てから行うこと．なお，鑑別を要す

る疾患や遺伝子は，将来変更される可能性がある． 
 
注 1） 大動脈基部病変：大動脈基部径（バルサルバ洞径）の拡大（Z スコアで判定），または大動脈基部

解離 
注 2） FBN1 遺伝子変異：別表にくわしく規定される（仔細省略） 
注 3） 大動脈病変と関連する FBN1 遺伝子変異：これまでに，大動脈病変を有する患者で検出された

FBN1 遺伝子変異 
注 4） MASS：近視，僧帽弁逸脱，境界域の大動脈基部拡張（バルサルバ洞径；Z＜2），皮膚線条，骨格

系症状の表現型を有するもの 
注 5） 家族歴：上記の（1）～（4）により，個別に診断された発端者を家族に有する 
 
身体兆候（最大 20 点，7 点以上で身体兆候ありと判定） 
• 手首サイン陽性かつ親指サイン陽性 3 点 
  （手首サイン陽性または親指サイン陽性のいずれかのみ  1 点） 
• 鳩胸  2 点 
  （漏斗胸または胸郭非対称のみ 1 点） 
• 後足部の変形  2 点 
  （扁平足のみ  1 点） 
• 肺気胸  2 点 
• 脊髄硬膜拡張  1 点 
• 股臼底突出  2 点 
• 重度の側彎がない状態での，上節/下節比の低下＋指極/身長比の上昇  1 点 
• 側彎または胸腰椎後彎 1 点 
• 肘関節の伸展制限 1 点 
• 特徴的顔貌（5 つのうち 3 つ以上）：長頭，眼球陥凹，眼瞼裂斜下，頬骨低形成，下顎後退  1 点 
• 皮膚線条  1 点 
• 近視（-3D を超える） 1 点 
• 僧帽弁逸脱  1 点 



第２部：よく遭遇する疾患 
1.大動脈弁疾患（大動脈拡大を伴う） 

湊谷謙司（国立循環器病センター血管外科） 
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大動脈弁疾患（大動脈拡大を伴う）

国立循環器病研究センター血管外科

湊谷謙司

大動脈二尖弁

• 先天性心奇形の中では最も頻度が高い．

• 人口の0.9-2%．

• 大動脈弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症を来
しやすい．

• 大動脈縮窄症や大動脈拡張、大動脈弁輪拡
大などの大動脈病変を合併することが多い．

• 手術時に大動脈手術を併施するかどうかが
問題となる．

J Thorac Cardiovasc Surg 2007;133:1226-33

Robiscek et al. 
The congenitally bicuspid aortic valve: How does it function？Why does it fail？

Ann Thorac Surg. 2004; 77: 177-85.

The above features subject the CBAV to abnormally high 
stresses and may lead to early thickening and eventually 
calcification and stenosis. The abnormal flow patterns also 
predilect for dilatation and dissection of the ascending aorta.

Circulation. 2009;119:880-890.)
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遺伝性大動脈瘤・解離の原因遺伝子

症候群性(心血管系以外の組織異常を認める） 遺伝子同定

Marfan症候群 FBN1 1991
血管型Ehlers-Danlos症候群 COL3A1 1988
Loeys-Dietz症候群 TGFBR1/TGFBR2 2005
大動脈二尖弁(BAV) (NOTCH1) 2006

国立循環器病研究センター 森崎隆幸部長

1896 (明治29年）：フランスの小児科医Antoine Marfanにより報告
「5才の少女。やせて手足が長い。蜘蛛状指」

【臨床的特徴】
骨格系病変(長管骨の過成長：高身長、蜘蛛状指)
心血管系病変(大動脈および心臓弁の異常)
眼系病変 (水晶体亜脱臼)

その他：肺気胸、ヘルニア、皮膚線条、など
所見は揃うとは限らない！＞他疾患との鑑別が必要

【原因遺伝子】
Chr 15q21.1, FBN1 (Dietz, 1991)

【遺伝】
遺伝形式: 常染色体優性 (1:5,000-10,000)
弧発例 (26%) 

Marfan 症候群

国立循環器病研究センター 森崎隆幸部長

Marfan症候群の診断：改訂Ghent基準

注意点

1. 大動脈病変は「大動脈基部(Valsalva洞)」を含む。

2. * Valsalva洞径のZ ≧ 2(小児は3)：体表面積・年齢より算出
例） SOV32mm ,168cm 45kg =>35才ならZ=2.6, 45才ならZ=0.6

3. FBN1遺伝子変異を認めない場合は、他の類縁疾患との鑑別が必
要

大動脈基部拡張 * /解離
水晶体(亜)脱臼

遺伝要因(家族歴/FBN1遺伝子変異)

または、基部拡張/遺伝＋身体所見(≧7pt/20)

いずれか2つ

国立循環器病研究センター 森崎隆幸部長

予防的基部置換術
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自己弁温存大動脈基部置換術

Reimplantation (David) Remodeling (Yacoub)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011

Non-CTD

CTD

Aortic valve-sparing root replacement @ NCVC
1993 – 2011  n=131  

Reimplantaion (2002-2011, n=98)

• Connective tissue disorders                                        74 (76%)                                        
Marfan syndrome                                                       61 
(2 operation during GS 16weeks)

Loeys-Dietz sndrome 6
Alpha 2, smooth muscle aorta (ACTA2) mutation  6
BAV coarctation complex                                            1

 Acute dissection                                                             8  (11%)
 AI moderate - severe                                                    22 (29%)                                               

Freedom from reoperation

3                         6                         9 (year)

100 (%)

50

Pts at risk
98                52                      26                        1 

93%
Cause of reoperation
Infection 2
Reccurent AI 2

Freedom from reccurent AI

3                          6                   8  

Freedom from AI > 3+
98                       90                 85

Freedom from AI >2+
98                       93                 62
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Predictors for durability

3                        6                        9 (year) 

Effective height > 13mm

Effective height < 13mm

Log-rank 0.42

Effective height 論文

Effective height 15.8 ±2.8mm

Effective height
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成人期の心室中隔欠損と大動脈弁の逸脱 
 
倉敷中央病院 小児科 新垣 義夫 
 
＜はじめに＞ 
心室中隔欠損は基本的には肺血流量の増加する疾患である。肺血流量の多い、

症状のある人は多くが幼少期に手術を終えている。したがって、成人期の心室

中隔欠損は、本来、左－右短絡が少ないため、肺血流量の増加に対して手術が

行われることはほとんどない。 
治療が必要な成人期の心室中隔欠損として次のような場合が考えられる。 

１） 大動脈弁尖の解剖学的変化から治療が必要と考えられる場合 
(ア) 大動脈弁の逸脱による大動脈弁閉鎖不全が高度な場合（有症状） 
(イ) 大動脈弁の逸脱、大動脈右冠尖の瘤形成、破裂による大動脈－左室交通、

大動脈－右室交通など（有症状） 
(ウ) 大動脈弁の閉鎖不全はないが、大動脈右冠尖の変形が大きく、治療が必

要と考えられる場合（予防的治療） 
(エ) 大動脈弁閉鎖不全がなく、大動脈弁右冠尖の変形が少ない、流出路型心

室中隔欠損：まだ議論がある領域（予防的治療？） 
(オ) 大動脈二尖弁を合併している場合 

２） 大動脈弁下狭窄 
３） 感染性心内膜炎 
 
＜成人期の心室中隔欠損と大動脈弁の逸脱を考えるときのキーワード＞ 
１） 症状や心負荷がある場合（有症状） 
２） 症状がない場合の治療（予防的治療）の考え方；何を目標に治療するの

ですか？目標は正しいですか？ 
３） 心室中隔欠損と大動脈弁の逸脱の自然歴は？ 
 
＜成人期の心室中隔欠損と大動脈弁逸脱の診断のポイントは？＞ 
１） 心室中隔欠損の部位診断？ 
２） 大動脈弁の解剖学的変化の捉え方と特徴？ 
４） 膜様部心室中隔欠損に大動脈弁逸脱を伴った場合の特徴は？ 
５） 大動脈弁自体の異常（２尖弁、４尖弁） 
６） 大動脈弁下の異常 



第２部：よく遭遇する疾患 
心室中隔欠損、大動脈弁尖逸脱 

河田政明（自治医科大学とちぎ子ども医療センター心臓血管外科） 
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Ebstein 奇形 

 

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 心臓血管外科 

笠原真悟 

  

はじめに 

 

 Ebstein 奇形は三尖弁逆流を特徴とする疾患であるが、その臨床症状は多様である。これはこ

の疾患が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

ることを示している。この観点から以前より、新生児型と年長児、成人型に分類しその治療成

績が検討されてきた。従って、手術適応や至適時期においてもその両者に分け論ずることが重

要である。 

１. Ebstein 奇形の概説 

Ebstein 奇形は現在では全先天性心疾患の１%未満であり、1866 年に Welhelm Ebstein に

よって三尖弁の異常によってもたらされる特異な臨床症状を持つ疾患として報告された。そ

の後、この疾患は三尖弁の異常のみならず、右心室の形態的、機能的異常を特徴とする疾患

群として理解されるようになった。さらに三尖弁は右心室から発生するという事実から、そ

の形成過程の異常により、様々な病型、病態がある。また合併する心奇形としても心房、心

室中隔欠損症、右室流出路狭窄、そして Wolf-Parkinson-White(WPW) syndrome があり、

より複雑な病態となる。さらに三尖弁や右心室の解剖学的異常の重症度は発症時期と関係が

深く、これにより新生児型、年長児や成人型に分類して検討されることが一般的である。治

療においては右心室の容積、機能、右室流出路の程度により病態生理が異なるため、

Biventricular repair(BVR)、One and one half repair(1.5VR)、Univentricular repair(UVR)

すべての外科戦略が考慮される。 

 

２. 新生児型 Ebstein 奇形の手術適応と至適時期 

 

２-1. 手術適応の概説（図 1） 

 

Ebstein 奇形の中で最重症の群である。高度の三尖弁逆流に加え、右室機能が保持されてい

るかどうかで手術法が決定される。十分な肺血流が得られないばかりでなく、高度に拡大し

た心臓により圧排された低発育肺に起因する呼吸不全や低酸素血症もこの群では問題とな

る。右室流出路も解剖学的な狭窄、閉鎖を持つ場合、もしくは高度三尖弁逆流と低右室機能



24 
 

により、生直後の生理的肺高血圧症に打ち勝って流出できない機能的狭窄症が存在する場合

とがあり、これらを見極めることが治療方針を決定する為に重要である。出生直後から重度

の心不全、呼吸不全が認められ、NICU での管理を余儀なくされる。近年では胎児診断され

ることが多く、計画的に出産および管理される。解剖学的、機能的に関わらず重度のチアノ

ーゼが認められ、全例に動脈管を維持するために Prostagrandin（PG）製剤の投与を行う。

これによりチアノーゼの改善が認められ、心不全の進行がなければ PG 製剤の離脱ができる

かどうかを確認する。離脱ができるということは生理学的な肺高血圧の状態が改善してきて

いるとともに、右室が順行性に血液を拍出できていることを意味し、新生児期を超えて手術

を待機することが可能になる。この時点で解剖学的な狭窄が顕在化すれば体肺動脈短絡術や、

経皮的肺動脈弁バルーン拡大術が適応となり、将来的に BVR もしくは 1.5VR が適応となる

可能性が高い。これに対し、PG 製剤の投与によりチアノーゼの改善はするものの心不全の

進行が認めた場合には早期の手術を考慮しなければならない。これは三尖弁逆流が重度であ

ることを意味し、右室の収縮力が十分であれば将来的には右室を使用した治療（BVR もし

くは 1.5VR）を計画することになるが、右室収縮力が不十分であれば、右心バイパス術（UVR）

のための段階的手術治療が計画される。 

 

2-2 新生児期 Ebstein 奇形の右室を用いた治療（BVR もしくは 1.5VR） 

 

筆者の施設では図のごとく、三尖弁逆流から推定した右室圧が 30mmHg 以上の症例に対し、

右室心筋壁厚なども考慮しながら弁形成術、右室流出路形成術を同時に行い、BVR もしく

は 1.5VR を行う方針である。当施設では 17 例の新生児症例中 9 例に BNR もしくは 1.5VR

を行い、1 例の早期死亡を認めたのみである。良好な三尖弁形成術と右室機能が保持されて

いるという条件を満たせば、新生児 Ebstein 奇形であっても十分に BVR もしくは 1.5VR が

可能である。しかしながら新生児 Ebstein 奇形に対する BVR もしくは 1.5VR のまとまった

報告は術後早期および遠隔期も含め、現在のところ非常に少ない 1),2)。年長児、成人症例と

同様に三尖弁を monocusp にする報告 1)や、最近では三尖弁を逆円錐状に形成する Cone 手

術も新生児に行われ、良好な成績が報告されている 2)。 

 

2-3 新生児 Ebstein 奇形の UVR 

 

一方で右室に Uhl 化が認められ、有効な圧を作り出せない状態である場合には、UVR を目

的とした段階的治療を選択することとなる 3)。三尖弁口に小さな交通孔を開けたパッチを用

いて閉鎖した後、拡大した右房、右室を部分切除（RA/RV exclusion）し、肺血流路として
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Blalock-Taussig(B-T) shunt を作成するものである。これにより、三尖弁逆流に起因してい

た心不全や、拡大した右室に圧排された左室や肺の機能低下といった問題が解決する（図2）。

筆者の施設でも RA/RV exclusion 法を行うことで飛躍的にこの群の成績が向上した。新生

児期を乗り越えれば単心室の段階的な治療として両方向性グレン手術（BDG）、そして最終

手術として Fontan 手術を行うに至る。各段階においても右室の拡大が認めた場合には

RA/RV exclusion 法を行い、左室機能温存につとめる。 

 

2-4 新生児 Ebstein 奇形の手術至適時期 

 

生後の新生児搬送では血行動態が不安定のため、胎児診断のもと母体搬送が望ましい。また

生直後から重度のチアノーゼを呈すため、全例 PG 製剤を投与し、動脈管の維持に努める。

生理的肺高血圧が生後約２週間続くことが多く、不整脈や重度の心不全症状がコントロール

できない場合以外は２週間以上待機後に外科治療を行う。BVR、1.5VR、UVR いずれにし

ても人工心肺下の手術になり、一期的根治術以外の場合は肺血流維持のためには少しでも肺

血管抵抗が低い方が術後経過に有利である。 

 

３. 年長児および成人 Ebstein 奇形の手術適応と至適時期 

 

3-1 手術適応の概説 

 

新生児期を乗り越えた Ebstein 奇形においても依然として右房、右室の拡大、心房間交通で

の右左短絡によるチアノーゼの存在がある。日常生活において右心不全は不整脈の存在がな

いときには無症状で経過するが、運動負荷試験等で耐用能の低下としてはじめて外来受診す

る場合もある。この場合には既に右心拡大から右心不全、さらには拡大した右室により左室

機能の低下も認められる、この場合は不整脈手術、三尖弁手術と共に RA/RV exclusion 法

を併用しなければならない。手術の適応と至適時期を論じるときには多くの cohort 調査 4)

の報告が重要となるが、これらによると CTR が 60%以上、術前 NYHA3 以上が mortality

の risk factor となる。さらに右房、右室拡大は容易に不整脈の原因となり、このため不整

脈が唯一の症状として捉えられる。これも手術適応である。さらに再手術においても三尖弁

形成術を行い BVR が成立した状態であっても、不整脈、さらには残存する三尖弁逆流から

右室拡大、右室機能不全へと進行する場合もある。この時点でも右室機能の状態によっては

BVR、1.5VR もしくは UVR の選択をしなければならない。 
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3-3 手術の至適時期 

 

CTR の増大と、NYHA の function class が大きく mortality に関与しているため、より早

い時期での外科手術が望ましいとされている 4)。しかしながら一方でより早期の外科治療で

は mortality は低いものの、再手術率が高まるという報告もある 5)。この報告では、より低

年齢の三尖弁治療においては通常より重度の三尖弁の解剖学的異常があるものと結論づけ

ている。いずれにしても有症状以前で尚かつ CTR の増大が軽度である時期をとらえること

が重要と考えられるが、これを特定することは困難である。近年、magnetic resonance 

imaging(MRI)が形態的、機能的異常を的確にとらえる診断手段として注目を浴びている。

ことにこの Ebstein 奇形においても心電図同期の MRI が、心臓超音波検査や心臓カテーテ

ル検査に比較し、拡大し機能不全に陥った右心室の診断に有利であるという報告もなされて

いる 6)。今後、右室の機能的評価がより的確に行われることになり、至適時期の決定にも

MRI が活用されるのは確実である。また再手術時期の決定においても三尖弁逆流の程度、

右室機能の状態が初回手術と同様に考慮され、外科手術法が決定される。 

 

3-4 外科手術法 

年長時、成人例においては BVR を基本とする。この手術法の詳細は他の成書に譲ることに

するが、自己三尖弁温存手術はいくつか報告されており、三尖弁を monocusp に作り変える

こと、さらには三尖弁を正常弁輪に再固定することなどを基本としている 7),8)。しかしなが

ら右房化右室の縫縮に関しては、右冠動脈（RCA）の屈曲による虚血の問題から縫縮しない

報告も認められる 8)。さらに心室中隔の長軸方向に平行に右室縫縮することで 66%に RCA

の分枝の傷害、屈曲が認められ他という報告もあり注意が必要である 9)。また、特に再手術

例であるが、右心室機能や三尖弁の状態によっては 1.5VRが有用であるという報告もあり、

UVR を回避する治療として今後適応が拡大していくものと考える。最後に UVR であるが

10)、拡大した RA や RV を残すよりは extensive RA/RV exclusion を併用したフォンタン手

術は有用である。しかしながら、成人症例においては不整脈の問題や、それまで軽度であっ

たチアノーゼの出現も含め術後の厳重な管理が必要である。 
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1.肺高血圧における左冠動脈主幹部圧迫 

 
国立循環器病研究センター小児循環器科 山田修 

 
成人期の肺高血圧において様々な合併症/続発症が生じてくるが、その中で頻度

は多くないものの致命的となり得るものの一つに近位部肺動脈による左冠動脈

主幹部の圧迫(LMTC)がある。LMTC は徴候や検査所見が肺高血圧の他の合併症/
続発症にマスクされ、診断が困難であることが多い。 
 
【定義】ここでは、拡大した近位部肺動脈によって圧迫されたLMTの内腔が50%
以上の狭窄を呈したものを LMTC とする。狭窄率による定義は必ずしも一定で

はない。 

 
 
【頻度】Kajita LJ 等の報告によると 1300 人の CHD 患者のうち 11 人に拡大し

た PA による LMT の圧迫が見られたという。但しこの中には肺動脈平均圧が

25mmHg 未満のものが 2 例、45mmHg 未満が 5 例含まれており、全例を実際に

外からの圧迫と呼んで良いのかは不明である。我々が重症 PH(肺動脈平均圧

45mmHg以上)のうち冠動脈造影を施行した 27 例を対象とした検討では 4/27 の

出現率であった。 
 
【症状・徴候】狭心痛、呼吸苦を呈する場合があるが、PH に伴う胸痛と鑑別が

困難である。失神も稀ではあるが見られる。虚血に伴う悪性の不整脈が LMCT
患者の突然死の原因となり得るとの報告もある。 
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【診断】 
RI 心筋シンチ 
Cineangiography(冠動脈造影) 
CT(MDCT) 
MRI 
形態的診断に関して分解能の良いシネアンギオ、MDCT は侵襲性、造影剤の使

用という面からは重症 PAH では外来で、あるいはスクリーニングとしては用い
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にくい。 
CFR Dypiridamole、ATP の負荷を必要とする。 
PH 全例にこれらの検査を外来で行うことは難しいが、疑わしい症例には積極的

検査が必要。 
例えば下図の様な近位肺動脈の瘤状拡大を示す例など。 

 
15 歳時                22 歳時 
 
【疾患内訳】 
自験例 

 
 
 
【治療】 
外科的介入  AC bypass 
PCI     ステント (DES? or BMS?) 
薬物療法 
 
自験例の提示 
90%狭窄 
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完全閉塞例 

 
RCA 造影で側副血行から LMT orifice まで造影される。 

 
Stent 留置後 
 
【予後】ステントを留置できた例の短期的予後は良好 
 
【まとめ】LMTC に対する介入により、虚血を改善し症状改善、生命予後の改

善につながる可能性がある。 



第３部：話題提供-１ 
2.成人先天性心疾患と血管内皮機能 

稲井 慶（東京女子医科大学循環器小児科） 
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第３部：話題提供-１ 
3.成人先天性心疾患と耐糖能 

大内秀雄（国立循環器病研究センター小児循環器科） 
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1.成人先天性心疾患に合併した肺高血圧症例 
 
九州大学循環器内科 坂本一郎、阿部弘太郎、砂川賢二 
九州大学小児科   山村健一郎 
 
【背景】 
成人の心房中隔欠損症症例には肺高血圧症を合併する症例が少なからず存在する。このよ

うな症例に対しても肺高血圧症の重症度によっては、心房中隔欠損症を治療することはガ

イドラインでも薦められている。特に肺高血圧症に対する薬物治療後に Amplatzer Septal 
Occluder(ASO)を用いたカテーテル治療を行うことで、より安全に治療できると報告されて

いる。 
しかしASO施行後に残存する肺高血圧症に対して薬物治療を継続するべきか否かに関して

はあまり検討されていない。Eisenmenger 症候群を含めた先天性心疾患に伴う肺高血圧症

は特発性肺動脈性肺高血圧症と比較し予後が良く、また右室収縮能が保たれている肺高血

圧症症例は予後が良いことも報告されている。当日は ASO 施行後の長期的な治療方針を含

めて症例提示を行いたい。 
 
 
【症例】35 歳, 女性 
【診断】心房中隔欠損症、肺高血圧症 
【現病歴】幼少時に心房中隔欠損症を指摘されたが、治療の必要性はないと言われ経過観

察は受けていなかった。第二子出産までは特に問題なく経過していたが、第三子妊娠時に

今までよりも強い倦怠感を自覚していた。第三子出産後より労作時息切れが出現し、市内

の総合病院へ緊急搬送された。低酸素血症及び心エコーで著明な右室負荷所見と心房中隔

欠損症を認め、造影 CT で肺塞栓症を示唆する所見を認めず、肺動脈性肺高血圧症・心房中

隔欠損症と診断された。肺動脈性肺高血圧症に対して三剤併用療法を開始され自覚症状は

改善傾向にあったが、今後の治療方針決定のため当院へ転院となった。 
【当院転院時の状態】room air で SpO2=94%、6 分間歩行距離 421m、歩行中 SpO2=82%
まで低下。BNP=24.3pg/ml。 
【心エコー】ASD: L→R shunt, Qp/Qs=2.1, TRPG=58mmHg 
【心臓 MRI】RVEDV=328ml, RVESV=184ml, RVEF=43.8%, Qp/Qs=1.49 
【心臓カテーテル検査】RAP=12/9(8)mmHg, RVP=77(11)mmHg, PAP=76/26(46)mmHg, 
mean PCWP=8mmHg, Qp=9.95L/min, Qs=4.67L/min, , Qp/Qs=2.13, PVR=3.615WOOD 
UNIT(289.2dyn・sec・cm-5) 
【カテーテル治療】岡山大学病院にて 32mm の ASO によるカテーテル治療を施行。術直

後肺動脈圧上昇はなく、経過良好であり治療 4 日後に自宅退院。 
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【ASO後の経過】ASO術前より内服していた内服薬と継続投与し自覚症状はなく、room air
で SpO2=98%を保っている。子育てを含めた日常生活に全く問題は認めていないが、育児

がありフォローアップの心臓カテーテル検査は施行できていない。 
【ASO 後の内服薬】 
ケアロード LA    360μg/day 
トラクリア       250mg/day 
レバチオ          60mg/day 
ラシックス        20mg/day 
バイアスピリン   100mg/day 
 
 
 
【参考文献】 
1). 丹羽公一郎ほか: 成人先天性心疾患診療ガイドライン(2011 年改訂版). 循環器病の診断

と治療に関するガイドライン (2010 年度合同研究班報告 ). ホームページ公開のみ , 
http://www.j-circ.or.jp/guideline/pdf/JCS2011_niwa_h.pdf 
2). Warnes CA. et al. ACC/AHA 2008 guidelines for the management of adults with 
congenital heart disease: a report of the American College of Cardiology/American 
Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Writing Committee to Develop 
Guidelines on the Management of Adults With Congenital Heart Disease). 
Developed in Collaboration With the American Society of Echocardiography, Heart 
Rhythm Society, International Society for Adult Congenital Heart Disease, Society 
for Cardiovascular Angiography and Interventions, and Society of Thoracic 
Surgeons. J Am Coll Cardiol. 2008:52;e143-263. 
3). Baumgartner H. et al. ESC Guidelines for the management of grown-up congenital 
heart disease (new version 2010). Eur Heart J. 2010:23;2915-2957. 
4). Hirabayashi A. et al. Continuous epoprostenol therapy and septal defect closure in a 
patient with severe pulmonary hypertension. Catheter Cardiovasc Interv. 
2009:73;688-691. 
5). Hoplins WE. Et al. Comparison of the hemodynamics and survival of adults with 
severe primary pulmonary hypertension or Eisenmenger syndrome. J Heart Lung 
Transplant. 1996;15(1 Pt 1):100-105. 
6). van de Veerdonk MC. et al. Progressive Right Ventricular Dysfunction in Patients 
With Pulmonary Arterial Hypertension Responding to Therapy. J Am Coll Cardiol 
2011;58:2511–9. 
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2.根治術が困難な IIc 型三尖弁閉鎖の 1 例 
 

杜 徳尚 
岡山大学 循環器内科 

 
(症例) 
37 歳、男性 
(主訴) 
労作時息切れ 
(現病歴) 
出生後 1 ヶ月の検診にて心雑音を指摘された。11 ヶ月および 3 歳時に心臓カテ

ーテル検査を施行され IIc 型三尖弁閉鎖(大血管転位、心室中隔欠損、心房中隔

欠損、動脈管開存)と診断されたが、手術適応は無いと診断され経過観察されて

いた。 
17 歳時、当院にて肺動脈絞扼術、動脈管結紮術を施行された。23 歳時の心臓カ

テーテル検査で高度の肺高血圧を伴うため根治術の適応外と診断され経過観察

されていた。 
32 歳時に発作性心房細動が出現し、電気的除細動にて洞調律に復した。以後は

再発予防のためにアミオダロンの内服を開始され再発無く経過していた。 
 
2012 年 6 月頃よりこれまで 300 pg/ml 台で推移していた BNP が 580pg/ml ま
で上昇し、8 月頃より気管支肺炎に伴い階段昇降等での労作時呼吸困難が悪化し

たため加療目的に当院入院となった。 
(既往歴) 
先天性側湾症 
(内服薬) 
アミオダロン   100 mg 
ワルファリンカリウム  1.75 mg 
レボチロキシンナトリウム 25 mg 
(家族歴) 
母方の叔父：不整脈(詳細不明) 
(生活歴) 
飲酒歴：機会飲酒、喫煙歴：無、仕事：デスクワーク 
(身体所見) 
身長：146.9 cm、体重：45.2 kg、体温：37.1℃、 
血圧：140/77 mmHg、脈拍数：86 bpm、 
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酸素飽和度：69 % (room air)・78 % (経鼻酸素 1 L/min)、 
頸静脈：怒張を認めず、心：胸骨左縁第 3 肋間を中心に広範囲に収縮期駆出性

雑音(Levine III/VI)を聴取、III 音聴取、肺：両側下肺野で湿性ラ音を聴取、下

肢：浮腫を認めず 
(検査所見) 
[血液検査] 
WBC 7380 /μl, RBC 646 x 103 /μl, Hb 15.7 g/dl, Hct 54.7 %, Plt 226 x 103/μl,  
eGFR 114.1 ml/min/1.73m2, UA 5.0 mg/dl, TP 7.2 g/dl, Alb 3.5 g/dl, AST 21 
IU/L, ALT 7 IU/L, T.Bil 0.87 mg/dl, PT 39 %,  
BNP 1418.0 pg/ml, TSH 9.81 μU/ml, FT4 1.35 ng/dl, FT3 2.55 pg/ml 
[動脈血液ガス検査] 
pH 7.35, pCO2 53.2 mmHg, pO2 32.4 mmHg, sO2 53.6 %, HCO3- 28.6 mmol/l, 
BE 1.7 mmol/l 
[胸部レントゲン] 
心胸郭比=71 %、肺うっ血、両側肺動脈拡張 
[心電図] 
I 度房室ブロック、81 bpm、左房負荷、心室内伝導障害 
[心エコー図検査](図 01) 

図1 心エコー図画像

 
左室：拡大あり、拡張末期容積=396ml、収縮末期容積=192ml、左室駆出率=52% 
心係数=7.6 l/min/m2 
右室：低形成 
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僧帽弁：重症僧帽弁閉鎖不全症を認める、逆流量=69ml、有効逆流弁口面積

=0.37cm2 
大動脈弁：三尖、明らかな狭窄や閉鎖不全を認めず 
肺動脈弁：軽度から中等度の閉鎖不全症を認める 
心室中隔欠損、心房中隔欠損、動脈管開存を認める 
[心臓カテーテル検査] 
右肺動脈圧  83/42(63) mmHg 
主肺動脈圧  88/45(61) mmHg 
右房圧   10/6(7) mmHg 
左房圧   8/2(5) mmHg 
左室圧   107/6 mmHg 
心拍出量/心係数 2.32 L/min, 1.71 L/min/m2 
肺体血流比  6.27 
肺血管抵抗  308.1 dyne･sec･cm-5 
(ただし、左肺の気管支肺炎や換気不良の影響等も有り左肺静脈の酸素飽和度は

右肺静脈に比べ著しく低値であった[80.0 % vs 95.9 %] 
右肺静脈のみを採用した場合 Qp/Qs=2.56, PVR=747.16 dyne･sec･cm-5) 
大動脈造影にて動脈管の開存を認める 
[心臓 CT] 
三尖弁閉鎖、心室中隔欠損、心房中隔欠損、動脈管開存(10mm)を認める(図 2) 
冠動脈に有意狭窄を認めず 

図2 心臓CT
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[心臓 MRI] 
左室心尖部有意に遅延造影を認め、繊維化が疑われる(図 3) 
シネ MRI から求めた左室機能： 
左室拡張末期容積＝400ml、左室収縮末期容積＝226ml、左室駆出率＝43.6% 

図3 心臓MRI
 

(問題点) 
1，治療方針は？(内科治療？外科手術？) 
2，肺高血圧の管理は？ 



第 4 部：症例検討 
成長期・思春期に自律神経失調症様症状を呈した肺動脈閉鎖・心室中隔欠損例 

城戸佐知子（兵庫県立こども病院 循環器科） 
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成長期・思春期に
自律神経失調症様症状を呈した
肺動脈閉鎖・心室中隔欠損例

兵庫県立こども病院 循環器科

城戸佐知子

14歳10ヶ月 男性
肺動脈閉鎖・心室中隔欠損・主要体肺動脈側副血行路
心内修復術後

主訴
易疲労・低体温

第7回成人先天性心疾患セミナー 2012.10.27

 
 
 

＜心疾患に対する治療歴＞

1歳2ヶ月 顔色不良で前医を受診：PA.VSD.MAPCAs
1歳3ヶ月 左Blalock-Taussig shunt手術+MAPCA結紮
1歳9ヶ月,1歳11ヶ月 右下葉および上葉MAPCA coil塞栓
3歳 左下葉MAPCA coil塞栓

Rastelli型手術(lPAは自己心膜で拡大)
✔肺血流シンチ：R:L=84:16
✔心エコー：RV-PAΔ5mmHg

3歳9ヶ月 LPAに対するバルーン拡大術(BAP)
✔肺血流シンチ：R:L=66:34

6歳7ヶ月,9歳1ヶ月 左右PAの残存PSに対するBAP
✔Balloonのrupture→抜去困難となりスネアで回収

第7回成人先天性心疾患セミナー 2012.10.27

＜主訴の経緯(1)＞

7歳~ 冬になると四肢冷感、易疲労、BP=95~107/-
＊心拡大持続、ACE阻害剤を併用
→朝起きられない(血圧低下?) :投薬中止にて改善

8歳 秋になると朝の体温が低くなる
＊「学校は行きたいけど行けない」
＊起立試験：正常範囲
＊春になると改善して元気になる

9歳1ヶ月 バルーン拡大術：バルーン破裂
＊起立試験：脈圧40mmHg→10mmHg
＊24時間心電図：自覚症状(+)時の心電図上の異常(-)

第7回成人先天性心疾患セミナー 2012.10.27

 
 
 
 

＜主訴の経緯(2)＞

9歳 朝の体温が低い(34-35度台)
＊メシル酸ジヒドロエルゴタミン開始→「少しまし」
＊入院下で体温や体調の確認
末梢冷感(+)、体温35.8~36.7度→明らかな低体温(-)

10歳 やや改善? (何週間か学校に行けないこともあったが?)

11歳 秋~朝起きられない。冬に入院「しんどい」

12歳~ 症状は変わらず
＊10月頃~起きては寝転ぶ、昼過ぎまで起きられない
＊11月に入院:「予防接種を打ったら退院する」?
＊入院中：症状は改善 ?

第7回成人先天性心疾患セミナー 2012.10.27

＜心臓カテーテル検査(1)12歳6ヶ月＞

*心エコーでのPSΔ64mmHg
*方針:主訴を裏付けるようなdataではない。経過観察。

第7回成人先天性心疾患セミナー 2012.10.27

pressure(mmHg)
RV 57/6=e (RV/LV=0.6)
mPA 22/8(13)
rPA 18/7(11)
lPA 21/9(15)
LV 95/10=e

RV-mPA Δ34mmHg 

…その後も症状は持続
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＜身体所見・検査所見(14歳10ヶ月)＞

身長:162.8cm、体重:52.2kg、血圧:98/64
心拍数:60-70台、呼吸数:20前後、SpO2:98~100%
収縮期・拡張期雑音3/IV at2LSB、肝腫大なし
入院中の体温:37度台

内服薬:強心剤・利尿剤

心エコー:LVEDD=46.7x56mm, FS=0.37, PSΔ69mmHg
rPAφ14.2mm, lPAφ9.3mm, TRtrivial

Holter心電図:HR48-160, sinus, PAC/PVC<1%
心拍変動は正常範囲内

第7回成人先天性心疾患セミナー 2012.10.27

左肺動脈狭窄

右室流出路の石灰化

第7回成人先天性心疾患セミナー 2012.10.27

hANP 41.8 pg/ml
BNP    19.1 pg/ml

 
 
 

＜心臓カテーテル検査(2)14歳10ヶ月＞

*方針:rePVRを考慮に入れる。
時期については家族・本人の希望を優先。
→早期の手術を希望(15歳3か月(10/4)手術)

第7回成人先天性心疾患セミナー 2012.10.27

pressure(mmHg)
RV 55/7=e (RV/LV=0.65)
mPA 17/8(12)
rPA 12/7(9)
lPA 19/7(13)
LV 84/10=e

RV-mPA Δ40mmHg 

＜経過の振り返り(1)＞

4歳 保育所から帰宅時「胸が痛い･苦しい」との訴え
＊両親:「怖いからあまり外に出していない」
＊保育園で:しんどくなると1人で部屋に戻る

5歳~ 負けず嫌いで頑張ってしまう
＊運動すると末梢冷感や息切れがある
＊小学校：体育はできる限りやっている(E区分)

9歳の低体温による入院時
＊神経科受診：病気に対する不安

(バルーンの破裂という言葉を聞いてショック)、
学校の受け入れがうまく行っていない
＊学年が変わって楽になった(先生、友人関係)

第7回成人先天性心疾患セミナー 2012.10.27

 
 
 
 

＜経過の振り返り(2)＞

12歳 入院は「新型インフルエンザの流行」がきっかけ
＊感染による死亡のニュースを聞いてから症状悪化
＊神経科・心理士への受診を再度勧める
「受診しなければならない理由が分からない」
＊入院中は症状は改善
＊中学で卓球部に入部：楽しい→一旦症状が軽快
＊冬にはやはり朝はしんどい、起きられない
→ジヒデルゴットを飲んでいると良くなる
入眠は夜中12時を回っている

13歳 症状の悪化
＊造影CT検査の後でトイレで倒れる(不整脈は否定的)
＊背景に祖母・伯母の死が関与
＊心理士の介入は拒否、虫歯の抜歯を頑なに拒否

第7回成人先天性心疾患セミナー 2012.10.27

移行期の先天性心疾患患者
＊「起立性調節障害」様の症状は…

✔本来の心疾患による症状?
✔疾患そのものの症状への影響は ?
✔低体温は ?
✔投薬 ?
✔検査や治療への影響は ?

(手術はこのタイミングでよかったか ?)

＊心理的側面：かなり低年齢から周囲に敏感
✔いつ介入するべきだったか ?
✔思春期に突然に介入しようとすると抵抗する

＊「循環器医」としての役割 ?
✔どのようにサインを受け取るか ? 
✔症状に対する過剰な反応はしない方がいいのか ?

第7回成人先天性心疾患セミナー 2012.10.27
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1.Fallot 四徴術後頻拍 

 

宮﨑 文 (みやざき あや) 

国立循環器病研究センター小児循環器科 

 

 今回の成人先天性セミナーでは“Fallot 四徴のアブレーション”というタイトルをいただ

いたが、カテーテルアブレーション手技よりは、Fallot 四徴の頻拍性不整脈の特徴、その

原因となる血行動態、そして血行動態を踏まえた頻拍性不整脈の治療戦略についてお話し

することとする。また以下の文章は、“宮崎 文・山田 修：Fallot 四徴. 新・心臓病診療

プラクティス 18  大人になった成人性心疾患, 文光堂, 東京, 2012, 233-236”から抜粋・

改変したものである。 

はじめに 

成人期に問題となる先天性心疾患の中で、ファロー四徴修復術後はもっとも多くみられる

疾患の一つである。術後 30 年をこえてくると、頻拍性不整脈、運動耐容能の低下、心不全

や突然死が増加してくることが報告されている 1-7。中でも、肺動脈弁逆流による右室容量・

圧負荷によってひきおこされる頻拍性不整脈は主要な症状の一つである 3-5,7,8。本邦では欧

米と比較し、ファロー四徴術後の遠隔期の頻拍性不整脈の発症率は低く、生存率は高いこ

とが知られているが 2、経過良好な例であってもフォローは続けるべきである。 

 

１．ファロー四徴候術後遠隔期に問題となる血行動態 

血行動態的には大きく以下の三つに分けられる。 

①肺動脈弁逆流による右室容量負荷 (図 1) 

②右室流出路狭窄による右室圧負荷 (図 2) 

③大動脈弁閉鎖不全、大動脈起始部拡大 

術後遠隔期の肺動脈弁逆流、右室流出路狭窄の程度と有無は術前の肺動脈弁の大きさや肺

動脈の太さ、術式に影響を受ける。もっとも問題となるのは肺動脈弁逆流による右室容量

負荷である。図 1・図 2に肺動脈弁逆流・右室流出路狭窄による右室負荷とそれに付随する

事象を提示した。右室容量・圧負荷の進行とともに、右心不全症状、心室・心房性頻拍を

発症する 1-8。右房拡大が著明な場合には洞機能不全も合併する。また右室拡大にともなう

右室不全がさらに左室不全を引き起こすことも知られている (Ventriculo-ventricular 

interactions)9。 

大動脈弁閉鎖不全、大動脈起始部拡大の合併の頻度は、①、②に比べて少ないが、大動脈

弁置換術や上行大動脈置換術が必要な例もある 10。 

２．本邦でのファロー四徴術後頻拍・突然死の発症率 

本邦では欧米と比較し、ファロー四徴術後遠隔期に重篤な症状を合併することは少ない 

(図 3)。術後 30年の累積生存率は本邦の多施設共同研究では 98%に対し 2、西欧諸国では 80
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－89%1,6で、持続性心室頻拍、心房頻拍・心房細動の発症率は本邦では 0.4%、0.3%に対し 2、

西欧諸国では 4－14%、4-16%であった 4,5,7。突然死例は本邦の多施設共同研究では認めず、

西欧諸国では術後 35 年の突然死の累積回避率は 92％であった 4。実際、我々の施設におい

て、1977 年開設以来術後遠隔期の突然死例は 8 例で、そのうち頻拍性不整脈との関連が疑

われたのは 6例であった。このように本邦での遠隔期の良好な予後は、我々の外科医が 1970

年代から、右脚ブロックを避けるように、できるだけ小さな右室切開、小さな transannular 

patch で修復術を行う努力してきた結果、重度の肺動脈弁逆流の合併を抑えることができた

ためと考えられている 2,11。 

３．ファロー四徴候術後心室性頻拍・突然死の危険因子 

ファロー四徴術後遠隔期の心室性頻拍、突然死の危険因子についてはさまざまな検討がな

されている。QRS 幅 180 ms 以上、肺動脈弁逆流・三尖弁逆流の合併、修復時年齢、フォロ

ーアップ時年齢、修復術術式 (transannular patch の使用、心室切開の有無)、右室病変 (流

出路瘤)、右室または左室不全を伴う右室拡大所見、左室拡張障害等が挙げられている

4,7,8,12,13。電気生理検査による単形性または多形性心室頻拍の誘発の有無が心室頻拍や突然

死を予測しうるとの報告 14 や、一次予防での ICD 植え込み例の検討では左室拡張期圧上昇

と非持続性心室頻拍の合併が適切作動の予測因子であるとの報告 15もある。 

 本邦では心室性頻拍合併例、突然死例が少なく、これらの諸外国の報告を参考に致死性

頻拍の可能性を検討せざるを得ない。 

4. ファロー四徴術後の治療戦略 

 多くの成人期ファロー四徴術後患者は心不全症状より先にまず頻拍を主訴に来院する。

また、左室機能不全が主である成人疾患 (虚血性心疾患、心筋症)と異なり、右室機能不全

が主となる。そのため、右室機能の評価が疎かになりカテーテルアブレーションや ICD 植

え込みなどの頻拍に対する治療のみ注目されがちであるが、前項を踏まえ、右室機能を含

めた血行動態の評価をまず行い、その上で治療戦略をたてる必要がある (図 4)16。 
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2.成人先天性心疾患のカテーテル治療：動脈管開存症 

国立循環器病研究センター小児循環器科 矢崎諭 

 

 

はじめに 
 動脈管開存のカテーテル治療は 1967 年に Porstmann が行ったアイバロンスポンジを

用いたpluggingに始まる1)．同方法は本邦にも導入されたが，大腿動脈に太いシース

を挿入することが必要なことと，動脈管形態にマッチする閉鎖栓のハンドメイドによる作

成が煩雑であり手技的な熟練を要することなどから，臨床現場での実施は制限的であ

った．1989 年からは日本における動脈管開存用の Rashkind 閉鎖栓の臨床試験が行

われたが，臨床使用承認を得られずに終了した 2, 3)．一方，血管塞栓用のコイルを使

用した動脈管閉鎖術が 1992 年に Cambier らによって報告され 4)，本邦でも 1994 年

頃から動脈管開存のコイル閉鎖術が行われるようになった．同方法は 1994 年 12 月に

ねじ込み式の着脱機構を有する Jackson detachable coil が動脈管開存を適応症として

登場したことにより広く普及した．しかし，成人の動脈管開存は一般に径が大きく，遺

残短絡による溶血が問題となる懸念が少なくないため，コイルでの閉鎖には限界があ

った．動脈管開存の外科治療は小児では通常心拍動下に結紮ないしは切離が行わ

れるが，年長者においては体外循環下にパッチ閉鎖などの処置を行われる場合が多

い．外科治療の侵襲やリスクが小児期に比べて著しく大きくなるため，カテーテル治療

が完遂できれば年長者ほどその恩恵は大きい． 2009 年の AMPLATZER Duct 

Occluder (以下 ADO)の登場により，これまでカテーテル治療を断念していた年長者の

太い動脈管開存も治療可能となり，成人期動脈管開存の治療は新たなる時代を迎え

た．  

 

カテーテル治療の現状・適応・成績 

Japan Pediatric Interventional Cardiology学会（JPIC 学会）の集計による 1994 年から

2011 年までの動脈管開存のカテーテル閉鎖術実施件数を示す（図 1）．国内主要施

設の小児科医が実施する治療件数は増加傾向にあり，2011 年はその半数が ADO を

用いるに至った．当院の集計でも成人症例の比率は近年の増加傾向が顕著である．

コイルのみを用いていた時代の 18 歳以上の症例の占める割合は 10%台であったが，

ADO を用いた閉鎖術 70 例における成人例比率は 39%に増加し，平均年齢は 21 歳，

60 歳以上の症例も 10 例となっている． 
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動脈管開存は小児期から成人期を通じて，原則として全例治療の対象となる．ただ

し，肺血管閉塞性病変が進行している場合（肺血管抵抗 8 – 10 Wood 単位・㎡以上）

は治療適応がない．また，スクリーニングエコーや CT で偶然に発見された，心雑音の

ない極小短絡の動脈管開存の治療適応は未だ議論のあるところである 5)． 形態的な

カテーテル治療の適応としては，閉鎖ディバイスが安定して留置可能かつ下行大動

脈に突出しない形態であることが要件となる．すなわち，動脈管のどこかに「くびれ」が

存在すること，動脈管膨大部はディバイスが収まるに十分なサイズと形であることが必

要である．動脈管形態を議論する際に最も多く用いられる Krichenko らの分類 6)を示

す（図 2）．一般的に窓型や管型の形態はカテーテル治療が困難である場合が増える

とされている．術前検査としては通常心エコーによる容量負荷の評価，形態診断が行

われるが，体格が大きくなると正確な形態診断が困難な場合が多い．このような場合は

CT を用いた術前評価が極めて有用である．3D 再構築された画像によってカテーテル

治療適応の判断，治療計画の策定が可能であり，成人例においては術前の CT はほ

ぼ必須であると言っても過言ではない． 

閉鎖成績は使用するディバイスにより異なる．Rashkind 閉鎖栓では 1 個の閉鎖栓に

よる完全閉鎖率が 71 – 77%と低く，遺残短絡を残す率が高いことが問題であった 7, 8)．

コイルの時代となって，完全閉鎖率は概ね 9 割を超えるようになった．国内多施設研

究による動脈管開存に対するコイル閉鎖術の成績報告では，197 例（動脈管最小部

径は Flipper コイルを使用したもの 1.9±1.0mm，Gianturco 0.052 インチコイルを使用し

たもの 3.1±1.3mm）を対象として，手技的成功率 93%，完全閉鎖率：直後 81%：1 か月

後 91%，合併症発生率 4.1%（コイル脱落，一過性溶血，穿刺部血管損傷などで重篤

なものなし）であった 9)．自検例の治療成績では，199 例に対して 211 回のコイル閉鎖

術を行い，平均で 60 か月後まで経過観察を行っている 10)．動脈管最小部平均径

2.2mm，肺体血流量比平均 1.2 を対象として，Flipper コイルを 56%に用い，Gianturco 

0.052 インチコイルを 38%に用いて閉鎖を行い手技的成功率は 98.1%であった．使用

したコイルの個数は 1 症例につき 1 – 6 個（平均 1.4 個）であった．完全閉鎖率は 1 か

月後 84%，12 か月後 97.4%，60 か月後 98.1%であった．容量負荷の指標となる胸部 X

線の心胸郭比，心エコーでの左心室拡張期径はどちらも治療後は有意に改善してい

た．合併症は 4.5%に見られ，内訳はコイルの脱落 4 例，一過性溶血 1 例，軽度の左

肺動脈狭窄3例，治療後の一過性心房細動1例であり重篤なものはなかった．治療時

の手技的イベントは 11 件（5.2%）あったが，全例で経カテーテル的に対処可能で，解

決後にコイル閉鎖を完了できていた． 
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ADO を用いた動脈管開存のカテーテル治療は我が国では 2011 年までに 380 例で

あるが， 1 例において閉鎖栓の外科的回収が報告されている他には重篤な合併症の

報告はない．諸外国ではすでに ADO による動脈管閉鎖術の有効性，安全性は確立

されている．米国での多施設共同研究では，平均 2.6mm の最小部径の動脈管開存

症例 439 例において，手技的成功率 99%，透視時間中央値 7.1 分，完全閉鎖率：直

後 76%：翌日 89%：1 年後 99.7%，合併症 9.4%（うち重篤なもの 2.3%），有意な左肺動

脈狭窄 0.6%と良好な成績が報告されている 11)．ADO を使用することにより，それまで

は技術的に難しかった中等度以上のサイズの動脈管の治療成績が向上しており，2 - 

3mm 以上の最小部径を有する動脈管開存の治療の主体は ADO となっているのが現

状である 12)． 

（年）

図1 我が国の動脈管開存に対するカテーテル治療件数年次推移（JPIC学会集計）
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（64%） （4%） （6%） （3%） （12%）
65%              18%              8%               4%                6%

A                     B                     C                     D                     E
円錐型 窓型 管型 動脈瘤型 伸展円錐型

図2 動脈管開存の血管造影による形態分類（Krichenkoの分類を改変）
図下のパーセンテージが各々の形態の割合を示す
（）内は自検例199例における割合

 
カテーテル治療の実際 

Ⅰコイルによる閉鎖 

１） コイルの種類 

動脈管の閉鎖に用いられるコイルは Flipper コイル，Gianturco 0.052 インチコイル，

他の 0.035 インチコイル（Gianturco コイル, Tornado コイルなど）であるが，主として前 2

者が最小部径に応じて使い分けられている（図 3 参照）．Flipper コイルは 0.038 インチ

の太さでねじ込み式のデタッチャブル機構を持ち，留置時にコイル形態の調整・修正

ができ，留置が不適切と判断したら回収できる．材質はインコネル（ニッケルクロム合金）

で MRI 対応であり，4 – 5F のカテーテルで留置できる．ループ径は 3, 5, 6.5, 8mm の

製品がある．Gianturco 0.052 インチコイルはコイル端の球状部を 3F のバイオトームで

把持してデタッチャブル機構を作成して使用する（図 3 参照）．これにより留置時のコイ

ル形態の調整・修正ができるが，コイルの復元力が強いため修正には限界がある．材

質はステンレスで MRI 非対応である．内腔 0.052 インチ以上のガイディングカテーテ

ル（通常 6F くらい）を用いる．ループ径は 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20mm の製品がある．その

他の 0.035 インチコイルをプッシュアウト式に使用する方法は 1mm 前後までの小さな

動脈管開存に用いられることがある． 

２） コイルを用いた治療手技 

動脈管最小部径の計測は通常側面像で行い，心時相のうち最も肺動脈へ流入
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する最小径の部分が拡大した時相で計測する．大動脈弓と重なってわかりにく

い場合は，側面からさらに背側もしくは頭側方向に振って撮影し直すと描出で

きることがある． 

コイルは動脈管最小部径の 2 倍以上のループ径の製品を選択し，コイルの種類と

症例の体格や動脈管形態に応じて大動脈側・肺動脈側いずれかのアプローチを選択

する．複数個のコイルを使用する際は，同時にポジショニングする場合と，順次留置す

る場合がある．いずれにおいても肺動脈側に 0.5 から 1 巻きを置き，残りの 2 - 4 巻きを

動脈管膨大部内に納めるよう留置する．コイルを用いた治療例を図 4 に示す．  

図3 動脈管開存の閉鎖に用いられるコイル
A Flipperコイル B Tornado型プラチナコイル

C Gianturco 0.052インチコイル 先端球状部をバイオトームで把持して使用する
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図4

A B C

D E F

ABC Flipperコイルを最小部径1.4mmに使用した3歳の症例

DEF Gianturco 0.052インチコイル2個を最小部径3.1mmに使用した47歳の症例

 
ⅡAmplatzer duct occluder による閉鎖 

１） 閉鎖栓について 

ADO は 0.003 インチもしくは 0.005 インチのニチノール（ニッケルチタニウム合金）ワ

イヤーで編まれたメッシュの円筒形フレームにポリエステルのパッチが縫着された構造

をしている（図 5 参照）．肺動脈側の直径が 4mm から 2mm 刻みで 14mm までの製品

があり，静脈側から動脈管を通して挿入した 5F から 7F のロングシースを用いて留置す

る．ニチノールの他，マーカーにプラチナイリジウム合金，デリバリーケーブルとの接続

部であるエンドスクリューにステンレスが使用されているが，MRI 対応が標榜されてい

る．添付文書では，適応症として最小部径が 2mm から 12mm の動脈管開存であって，

肺血管抵抗が 8 Wood 単位・㎡未満もしくは肺体血管抵抗比（Rp/Rs）が 0.4 未満であ

ること，と記載されている．また，禁忌項目として，体重 6kg 未満，月齢 6 か月未満，ニ

ッケルアレルギー等があげられている． 

コイルとは異なり，ADO は使用するにあたって施設基準と教育プログラムの履修義

務が課せられており，基準を満たした施設・術者にのみメーカーから閉鎖栓が供給さ

れる．現状では小児循環器科医のみが使用可能であるが，2012 年からは Amplatzer 

Septal Occluder の使用施設に認定された病院では，内科医が ADO 使用資格のある

小児循環器科医を招聘して治療を行うことができるようになった． 

２） ADO を用いた治療手技 
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治療前の造影による形態評価はコイル治療の際と同様である．造影で計測された

最小部径よりエンドスクリュー側の直径が 2mm 以上大きい閉鎖栓を選択するのが基本

だが 12)，動脈管形態によっては，より大きな閉鎖栓を要することもある．まず肺動脈側

から動脈管にガイドワイヤーを通して先端を下行大動脈まで挿入する．細い動脈管の

などでガイドワイヤーが肺動脈側から入れられない場合は，大動脈側から動脈管に通

したガイドワイヤーを主肺動脈内のスネアワイヤーで捕捉してループを作成する場合

もある．次にガイドワイヤーに沿ってロングシースを下行大動脈まで挿入し，ローディン

グディバイスを用いてロングシース内に挿入した閉鎖栓をシース先端まで進める．下

行大動脈から動脈管膨大部付近で閉鎖栓の retension skirt 部分のみをシースから押

し出し，全体を肺動脈側に引いてくる．十分に引きつけた段階でロングシースのみを

引いて閉鎖栓を露出する．この動作により閉鎖栓の円筒形部分が動脈管の最小径部

分にステントする形で留置される．適切なサイズであれば，閉鎖栓のエンドスクリュー

部は最小径部にはまっている部分より直径が大きくなっているはずである．すなわち，

側面像で見て，腹側の肺動脈側から背側の動脈管最小径部に向かって径が小さくな

る台形状を呈し，動脈管最小径部にはめた「試験管の栓」の様な形態になっている．

適切に留置されたと判断したら，下行大動脈造影を行って確認する．この際，閉鎖栓

のファブリックを通る短絡が見られるのは問題ない．注意すべきは閉鎖栓の引きつけ

不足であり，閉鎖栓と最小径部分の間の空間に造影剤のたまりが見られないか，また，

肺動脈側に突出する閉鎖栓部分が少なすぎないかに注意する．必要に応じてロング

シースからの肺動脈造影を行って，閉鎖栓の位置確認および肺動脈狭窄の懸念に対

する評価を行う．最終的に適切な留置であると判断できれば，コネクティングケーブル

を反時計方向に回転して閉鎖栓を離脱する．閉鎖栓の留置から離脱までの一連の手

順を図 6 に示す． 
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図5 AMPLATZER Duct Occluder
とdelivery system

Loader Hemostasis ValveDelivery Sheath Dilator

Delivery Cable

図6 ADOを用いた動脈管閉鎖術

60歳女性 感染性心内膜炎を合併して約1か月間の入院治療歴あり
最小部径7.4mmに対してADO14/12mmを使用
治療直後の急性の血圧上昇に対してニカルジピンを使用
エコーでの左室拡張末期径は78mmから52mmに縮小

A 治療前の下行大動脈造影（右前斜位）
B 膨大部付近でretension skirtをロングシースから出す
C 全体を最小径部に向かい引きつける
D ロングシースのみを引いて閉鎖栓を露出する
E 離脱前の下行大動脈造影 ファブリックを通る少量の短絡あり
F 離脱前の肺動脈造影 左肺動脈に狭窄を来さないことを確認
G 離脱後の下行大動脈造影（右前斜位）
H 離脱後の下行大動脈造影（側面像）
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図6 A B

C D

E F

G H

図6

 
治療方針の選択 

 

ADO の登場により，それまではチャレンジであった太い動脈管も 2 - 3mm 以下の動

脈管と同様の手技で治療ができ，カテーテル治療の適応は明らかに拡大したといえる．
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ADO による治療はコイル治療に比べて手技内容の多様性があまりないためラーニン

グカーブが短く，広く普及する条件も満たしていると考えられる．この特長は術者のス

キルに対する要求を少なくできるばかりでなく，手技時間の短さから患者の被爆を低

減することができ，遺残短絡による溶血や追加留置時のコイルの移動・脱落といった

合併症の危険も軽減できる．現在使用できる閉鎖ディバイスにおいては，2mm までの

動脈管は主としてコイルを用い，2mm 以上の動脈管は ADO を用いて治療を行うという

サイズによる使い分けが基本となる．   

現時点で動脈管開存に対するカテーテル治療は外科治療と並ぶ標準的治療選択

肢のひとつといえる．一部に解剖学的な理由から外科的治療のみが適応となる症例

があるものの， ADO の普及により径の大きい動脈管閉鎖術の実績が増え，安全性・

有効性が確立されて行くと期待される．そして，治療の第一選択となれば，とりわけ手

術侵襲が大きくリスクが問題となる成人症例において福音をもたらすものと考えられ

る． 
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広島市民病院 循環器小児科
鎌田政博

カ テーテル治療:  心房中隔欠損症

Dep

第7回成人先天性心疾患セミ ナー:  2012 .10 . 27 ,  大阪

Ao r im 欠損例におけるLA d isk 逸脱防止を中心に

Balloon sizing

Stop-flow technique

１ ） ASD shntが無く なるまでballoonを 拡張
２ ） シャ ント が再び確認さ れるまでballoonを 縮小
３ ） 再びシャ ント が見えなく なるまで拡張

計測

ASD径を引き 延ばすわけではない

Balloon  streched diam eterと いう 言葉は不適切

Stop-flow technique

注意点

■ ASD径を 引き 延ばす必要はない（ 引き延ばさ ない！）

■ thin ,  fla lin g septum  を有する ASDではゆっ く り 膨ら ませても
欠損孔が広がっ てし まう →balloon sizing  が難し い

■ 大き なASD（ 26m m など） を有する小さ な小児（ 例15kg以下） では、
anterior,  posterior,  I n ferior rim 欠損を 高率に伴う 。 膨ら ませた
BalloonがI VC,  LV/RV流入路を ふさ いで血圧低下を招く 可能性あり

通常、 使用する ASOはstop flow  d iam eter～＋2m m までで選択

Tota l atria l septa l leng th
=  AV va lve rim ＋平均ASD size＋superior 

rim

LA disk≦tota l septa l leng thのASDを使用

Total atrial septal length

(平均ASD size:  直行する径を少なく と も 2つ計測し て求め
る)

ASDが心房中隔中央にあるのは24 .2%
残り の75 . 8% は２ 次孔でも 様々な変異あり
う ち42 .1% はanterosuperior rim  defect

Anterosuperior rim deficiency



69 
 

RAD

LAD

waist

1-1) 1-2) 1-3) 1-4) 1-5)

Am platzer septa l occluder (ASO) の構造

LAD

waist

LAD

RAD

LAD

1-1 ,2 )LAD(LA側disk)をoccluder sheath （ OS） から 出し てゆく
1-3 )LADに続きw aistを出し たと こ ろ
1-4 )W aist後、 RAD(RA d isk)まで出し たと こ ろ
1-5 )RADまで完全に押し 出し たと こ ろ.  
矢印の部位でASOはデリ バリ ワイ ヤ(DW )と ネジ式に連結し ている

OS DW

ASOの構造

LARA

ASOのw a istを出し て手技を行う

LARA

ASOのw a istを出し て手技を行う が・ ・ ・

LA

Ao

Complex ASD

■ Large defects 
＞ 25m m  (> 25m m ASOが必要な場

合)
■ Deficien t rim

＜3m m
□ I nadequate rim

3～5m m
ASD> 25m m はrim  deficiency を 伴いやすい
＞25m m :  rim  deficiency 50%  ( inferior rim  deficiency 35% )
≦25m m :  rim  deficiency 33%  （ in ferior rim  deficiency  2% ）

Complex ASD

Large ASDs
ASDs with deficient rims

anterosuperior rim
posteroinferior rim

Aneurysmal/ fenestrated ASDs
Combination of the above

経皮的に閉鎖が難し いASDの総称

留置成功/不成功時のシネ画像

留置成功 留置不成功



70 
 

LA diskのRA内への逸脱

引いても だめなら 押し てみな！

RA diskを再収納し てウエスト を出し た状態で再度
押し 込むと う まく いく こ と も 少なく ない

LUPVapではAo rim 欠損、
RUPVapではposterior rim 欠損でRAに逸脱し やすい向き になる

LUPVap RUPVap

右上肺静脈側から のアプローチ

重要なのは、 後上方心房中隔に接する形
でLA diskを広げてゆく と 、 deviceを心房
中隔に平行に留置できる

右上肺静脈側から のアプローチ American football method

PVに突っ 込み過ぎると PVを損傷し てし まう ため注
意

from left PV

American Foot Ball method
from left PV

LA diskに張力をかけ、
こ れがPVを離れると 同時
にRAdiskを心房中隔に押
し 付けた。

LA d iskに張力をかけ、
こ れがPVを離れると 同時
にRAdiskを心房中隔に押
し 付けた。

from right PV
American Foot Ball method
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結果

ASD/waistの位置関係

本来のAmFM型でw aistはASDを超えている
RAdiskの張力を緩めると Rt upper PVから
LAdiskが飛び出てく る

W aistがASDを超えていないため、
LAd isk/RAd iskで心房中隔を捉える前に
RAdiskを RA側に一旦引っ 張る必要があ
る

① ②

Nanba Hiroto

American Foot Ball method

LA diskがIVCに閊えた： 1例→LUPVから AFBでアプローチ

LAdisk近位端がRA側に届く 場合

Fujiwara Aoi

American Foot Ball methodの結末

RA diskがRUPV内で浅かっ た： 1例→深く し て成功

LAdisk近位端がRA側に届く ： 問題点

Nanba Hiroto

American Foot Ball method

LA diskがIVCに閊えた： 1例→LUPVから AFBでアプローチ

LAdisk近位端がRA側に届く 場合

Hausdorf sheath technique

Size:  10 ,  11 ,  12Fr

Rad iopaque tipにより カ テ先の位置確
認容易

Hausdorf cath.TorqVue delivery  cath.

Yamamoto Kanako Yamamoto Kanako Yamamoto Kanako

American Foot Ball methodの結末

RUPVが細く RLPVで試みたが不可： 1例→LUPVから AFBで成
功
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Hausdorf sheath technique

Hausdorf cath.

TorqVue delivery  cath.

Sheath尖端斜め切り

Sheath尖端斜め切り

特に太いデリ バリ ーでは血管に挿入するまでに抵抗が
大き く 尖端が潰れやすい。 後、 止血に時間を要する。

Sheath尖端斜め切り

Balloon assisted technique

supinesupine

TEE probe TEE probe

Medi-Tech sizing balloon cath(any sizing balloon is OK)

参考文献

2010

 



第５部：不整脈、カテ治療 
4.卵円孔開存閉鎖術の現状 

赤木禎治（岡山大学病院 循環器疾患集中治療部） 
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第６部：話題提供-２ 
1.成人先天性心疾患と保険制度～社会保険・保険・就職支援～ 

檜垣高史（愛媛大学医学部付属病院 小児総合医療センター 小児循環器部門） 
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第６部：話題提供-２ 
） 
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2.成人先天性心疾患と QOL  － 精神科医の立場から － 
          千葉県循環器病センター 成人先天性心疾患診療部  森島宏子 
 
 
先天性心疾患患者の多くが成人になるまで生存するようになり、身体的な問題のみでは

なく、社会生活上の問題、精神心理的な問題、妊娠・出産に関わる問題など様々な問題が

生じるようになった。それにともない、手術などの治療により疾患の症状がよくなること

のみでなく、社会生活上においての広い範囲での QOL が重視されている。 
ここでは、先天性心疾患の成長に伴う精神心理的問題、妊娠・出産における精神心理的

問題と、精神科や心理相談室（カウンセリング）への連携について考える。 
 
 

１．先天性心疾患患者の心理に影響を及ぼす事象 
出生以前の問題（神経認知障害） 
 低酸素、遺伝性疾患、染色体異常、精神発達遅滞 
乳児期の問題 
家庭環境： 母親の心理的ストレス、自責、葛藤、家族関係、気質、哺乳困難 

 社会環境： 入院時の母子分離 
小児期・思春期の問題 
家庭環境： 両親の養育行動、過保護、過干渉、自立に対して慎重 
社会環境： 友人関係…いじめ、からかい、ボディイメージの問題 
     学校関係…運動制限、課外活動制限、就学中断（治療、検査）、不登校 

成人期の問題 
家庭環境： 結婚、妊娠、遺伝、両親の老い 

 社会環境： 就職、生命保険 
 

２．精神心理面での QOL 
・成人先天性心疾患患者のネガティブ思考が強いと、QOL が低く、不安・抑うつ傾向

が高い。 （Rietvelt ら） 
・成人先天性心疾患患者の QOL（精神的健康）の調査結果 （榎本ら） 

独立性が低く、親への依存性が高い。 
自尊感情が低い。 

  社会的スキルのひとつである問題解決力が低い。 
 

３．成人先天性心疾患患者における心理的問題 
＜本人の問題＞ 
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・先天性心疾患の本人の理解・他人の理解 
・成長段階における様々な問題 

コミュニケーション、学力、学校関係、対人関係（友人など）、就職、自立、 
  恋愛・結婚、妊娠・出産（遺伝）、育児・養育 
＜家族の問題＞ 
・親子関係 
・兄弟姉妹の関係 
・両親の心理、両親の加齢 
 

４．成人先天性心疾患患者における精神的問題 
・心理的問題やそこから発展する問題 

不安障害、パニック障害、うつ病、心身症（頭痛、腹痛など）、不眠症、 
摂食障害、適応障害、パーソナリティー障害、 
外傷後ストレス障害（PTSD）、急性ストレス障害 

・様々な精神疾患 
認知機能障害、行動障害、言語発達遅滞、 
精神発達遅滞、広汎性発達障害（自閉症、アスペルガー障害など）、 
統合失調症 

 
５．精神症状への治療 

・精神療法 
  認知行動療法、精神分析療法など 
・薬物療法 
  抗精神病薬、抗うつ薬、抗不安薬、睡眠薬など 
・環境調整 
  ストレスの原因除去など 
 

６．妊娠・出産時の精神心理的問題 
妊娠～産褥期 
妊娠の受容や当惑、悪阻、出産に対しての不安、睡眠不足や疲労、母乳不足、育児 

  心疾患に伴う問題 
   妊娠を契機とした心不全、不整脈などの母体合併症、 

低出生体重児などの胎児合併症、胎児の遺伝、服薬、授乳、育児 
           ↓ 

不安・抑うつの増大 
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７．マタニティーブルー 
産後、２～３日後から起こる 
ホルモンの急激な変化による正常反応 
短期間で症状は自然に治まる 
症状：感情の動揺、涙もろくなる、不安、イライラ、抑うつ、集中困難、 
   不眠、頭痛、めまい、疲労、倦怠感 
 

８．産後うつ病 
産後１年以内に生じる 
以下の症状を伴いやすいうつ病性障害 
症状：抑うつ気分、興味・喜びの喪失、不安・焦燥感、 

睡眠障害・食欲低下・疲労などの身体症状、無力感・自責感・罪悪感 
 

９．産後うつ病とマタニティーブルー 
マタニティーブルーの症状が２週間以上長引く 
産後３～４週以降から起こってくる抑うつ症状 
         ↓ 
     産後うつ病の可能性 
 

１０． 産後うつ病になると… 
自分の身の回り・赤ちゃんの世話・家事諸々をすることが非常に困難になる。 
この状態を放置し、適切な治療や周りからの十分な支援が得られない。 
            ↓ 
症状の悪化、家族の崩壊、母子関係の構築や子供の発育の阻害 

 
１１． 産後うつ病のリスクが高くなる要因 

・過去のうつ病や他の気分障害 
・近親者のうつ病や他の気分障害 
・自分自身や赤ちゃんの健康問題 
・夫婦仲の問題 
・両親との人間関係の問題 
・職業上の問題 
・妊娠期間中や産後のライフ・イベンツ 
・家事・育児の負担の大きさ 
・様々なストレスの多い状況 
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１２． 産後うつ病の治療 
薬物療法、心理療法・精神療法、サポート体制の構築 

 
１３． 精神科や心理相談室へのコンサルテーションの問題点 

・同じ病院内に精神科医.や臨床心理士がいない。 
・精神科・心理相談室と連携がとりにくい。 
・どの時点でコンサルトしていいかわからない。 
・精神科医や臨床心理士には身体疾患の内容が理解できない場合がある。 

 
１４． 精神科や心理相談室へのコンサルテーションの point 

・明らかに精神症状が疑われる（幻覚、妄想など）。 
・自傷行為、自殺企図がある。 
・患者本人や家族が困っている。 
・社会生活に支障をきたしている。 
・不眠、食欲低下などの症状。→うつ状態・うつ病の可能性 
・器質的疾患を除外した上で。（不整脈、心不全症状など） 
・患者本人や家族の希望を確認。 
・患者を紹介する前に、できるかぎり精神科医・臨床心理士に相談、情報提供。 
・精神科受診のハードルが高い場合、臨床心理士、精神保健福祉センターに相談。 
・主治医のみでなく、生活面などにも接している看護師の情報も重要。 
・ソーシャルワーカーの介入も必要な場合もある。 

 
参考文献 

１）成人の先天性心疾患診療ブック  MEDICAL VIEW 
２）成人先天性心疾患  MEDICAL VIEW 
３）Reitveld S, Mulder BJM, van Beest I et al.: Negative thoughts in adults with 

congenital heart disease. Int J Cardiol 86: 19-26, 2002. 
４）榎本淳子：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：第 6 回成

人先天性心疾患セミナー，東京：2012, 6, 9 
５）Adrienne H. Kovacs, PhD, Cpsych: Importance of Psychological Issues in 

Adolescentsand Adults with CHD: The 2nd Congress of Asia-Pacific Society for 
ACHDAPPCS Tokyo, Japan: July 8, 2010 

６）水野芳子：先天性心疾患をもつ妊娠出産患者への心理的サポートの実際：第 44 回日

本小児循環器学会総会・学術集会, 福島：2008, 7, 4 
７）絵でみる心の保健室  アルタ出版 
８）リエゾン精神医学とその治療学  中山書店 



第６部：話題提供-２ 
成人先天性心疾患患者の再手術の術式と術後合併症 

市川 肇（国立循環器病研究センター 小児心臓外科） 
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成人先天性心疾患患者の再手術の

術式と術後合併症 

はじめに 
先天性心疾患の治療成績の向上により本邦での年間約 4000 人の先天性心疾患を持

った成人が増加することになる。全く遺残病変を残さない疾患から、軽症重症を問

わず何らかの病変を持って成人となり、その後外科的治療介入の対象となる疾患も

少なくない。対象はあまりにも多岐多様にわたるので、すべてを網羅すると一冊の

本が書けるぐらいになってしまう。本稿では遠隔期に再手術の対象となる疾患につ

いて頻度の多いもののみについて病態、治療、予後などについて解説する。 

概要 
先天性心疾患に特化したこども病院、あるいは大学病院などのように成人心臓外科、

大血管外科、先天性心疾患の外科を通常の診療として行っている施設では成人先天

性心疾患の治療はもはや日常の診療の大きな部分を占めている。何らかの先天性心

疾患は全出生のおよそ１％とされており、先天性心疾患の修復術後に成人に達し、

何らかの外科的治療の介入が必要である患者の総数はその成績が向上したために増

加の一途である。その一方こども病院などにおいては 15 歳、あるいは 18 歳以上の

患者の受け入れが実際不可能である施設も多く、そういった患者がいわゆる成人の

循環器内科医によって診療されている場合も少なくない。特に小児期から継続的に

診療をうけておらず病識も希薄でかつ親から独立して生活の場を築いている成人先

天性心疾患患者においてはこども病院や大学病院などのものと手術をした病院での

診療を受けていない場合も多い。通常そういった患者においては不整脈、心不全の

ために循環器内科で診療を受けることも多く、その原因が解剖学的異常の残存によ

るものでなく、機能的な異常、つまり不整脈や弁機能（先天性に特有な疾患では肺

動脈弁、大動脈弁、三尖弁、僧帽弁の順番で多いが）不全などにより治療介入がな

される場合は成人の施設で診療を受けることも多い。こういった患者群での治療は、

まだまだ成人循環器内科あるいは成人心臓外科においては敬遠される傾向にあるが、

患者の増加に伴いその需要はますます増加してくる。 
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一般にこういった機能的な異常であれば特殊な解剖学的考慮や知識、経験はそれほ

ど必要なく、弁置換術、弁形成術と不整脈手術の組み合わせで対応できるので必ず

しも先天性心疾患専門施設でなくとも対応は可能である。しかしながら先天性心疾

患は多岐多様であり、誌上の限られたスペースで解説できるようなものではないが

できるだけ解説を試みる。 

特徴 
先天性心疾患遠隔期の問題とその治療のターゲットの特徴は右心系の異常、機能障

害が多くを占めることである。成人心疾患において右心系単独の異常という疾患は

マイノリティーであるが、先天性では主な治療の対象である。右心系の機能障害は

左心系の機能障害や虚血性心疾患と違い症状が劇的ではない事である。緩徐に訪れ

る右心不全は食指不振、浮腫、腹水、Subclinical な肝機能障害、腎機能障害といっ

た緩徐に、しかも自覚に乏しい現象から始まる。臓器障害はしかも元疾患がチアノ

ーゼ性であった場合はその修復術時の年齢にもよるがすでにチアノーゼにより起こ

っており、いったん具現化するとその時点ですでに進行していることも少なくない。

さらに先天性心疾患患者は生まれつき心疾患とともに生きており、異常が発生した

という自覚に乏しい。たとえば生来健康であった患者が突然心筋梗塞や狭心症にな

ったり成人になってから弁膜症を発症するケースとは大きく異なるのである。肝機

能障害に関しては本邦においてはおよそ 1990 年以前に輸血歴のある患者では C 型

肝炎に罹患している頻度が高く、慢性的に障害されている可能性も高い。これは病

歴の長い連合弁膜症で三尖弁閉鎖不全のあるような患者同様の術前の精査（肝予備

能の精査）を行わないと術後に思わぬ肝機能障害で足をすくわれる可能性があると

いうことである。左心系の異常では大動脈弁疾患が最も再手術としては多く、ファ

ロー四徴症などの Conotruncal anomaly（ファロー四徴症、肺動脈閉鎖心室中隔欠

損、総動脈幹症など）や成人期まで放置した PDA などの容量負荷の多い疾患の遠隔

期には大動脈弁閉鎖不全が起こりやすく、大動脈縮窄症（Coarctation of Aorta,）や

大動脈離断症（Interrupted aortic arch）では大動脈弁狭窄症が多い。この章ではフ

ァロー四徴症およびその類縁疾患に対する右室流出路形成術（肺動脈弁置換術含む）、

ファロー四徴症およびそれ以外の疾患（大血管転位スイッチ術後の大動脈弁閉鎖不

全、大動脈縮窄術後大動脈弁狭窄）に対する大動脈弁置換術、ならびに単心室フォ

ンタン手術後の TCPC 変換術について解説する。 
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1. 手術早わかりファイル 

ファロー四徴症遠隔期 

i. 病態生理 

ファロー四徴症（図 1a）とは大動脈騎乗、心室中隔欠損、肺動脈狭窄、右室肥大を

伴ったチアノーゼ性心疾患のなかでも最も頻度の多いものであるが、ほぼ完全に根

治されるものから遺残病変を残すものまでスペクトラムの広い疾患である。心室中

隔欠損の閉鎖と右室流出路形成の組み合わせにより修復術が行われる。 

ii. 再手術が必要となる理由および適応 

遠隔期には形成した右室流出路の狭窄や肺動脈弁閉鎖不全による右心不全が生じる

ことがある。右室流出路狭窄は比較的高度でも無症状のこともあるが、不整脈、突

然死などの予防のため右心室と肺動脈の圧差が４０－５０mmHg 以上であれば手術

適応とする。肺動脈弁閉鎖不全の場合は右心圧は低いものの容量負荷が右室にかか

り右室心筋の線維化を引き起こし、右房の拡大は心房性不整脈の原因となる。いず

れも初期には自覚症状を感じにくいが放置すると不可逆性の変化となるため適切な

時期に手術介入が必要である。また本疾患では遠隔期に大動脈弁閉鎖不全の発生が

多いがこれは根治前に肺動脈弁の小さい症例、Conotruncal type の VSD を持った症

例で頻度が高く、胎生期より大動脈弁を通る血流が多いこと、ならびにもともとの

形態的な異常の両方が原因と考えられている。 

1) RVOTR、PVR、 

右室流出路再建術（Right Ventricular Outflow Tract Reconstruction）は狭窄、閉

鎖不全のいずれの場合にも使われる用語である。初回根治術で形成された右室流出

路に対する再建術である。心室中隔欠損に遺残短絡がなければ心停止無しに Beating
のまま体外循環下に手術を行うことができる。また肺動脈弁閉鎖不全による症状が

強い場合には生体弁による肺動脈弁置換術が行われるが、生体弁の耐久性にも問題

があるため、手術時期は複数回の再手術を回避するために年齢、患者のアクティビ

ティ、症状などより検討が必要である。 
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2) AVR 

AVR の適応は成人患者と同じであり、右室拡張末期容積、症状の有無で判断する。

AR による症状があれば絶対適応と考えてまず間違いない。 

肺動脈閉鎖心室中隔欠損遠隔期 

i. 病態生理 

心室中隔をともなう肺動脈閉鎖（図 2a）では生下時より肺血流を PDA または

MAPCA に依存している。心室の流出路は大動脈のみである。修復がされない状態

で PDA のみに肺血流が依存している場合は PGE1 の投与が PDA を開存させるため

に必要であり、MAPCA に依存している場合は根治に際して Unifocalization が必要

となる疾患である。 

ii. 再手術が必要となる理由および適応 

肺動脈閉鎖に心室中隔欠損を伴ういわゆるファロー四徴症の極型と称されるもので

は根治術をなされた場合通常右室-肺動脈の導管が必要である。これは成長に伴って

発育しないために幼少期にこのような導管（Conduit）を用いた修復術（Rastelli 型
手術）を行われた場合にはこの入れ替え（右室流出路再建術；RVOTR）が必要とな

る。またファロー四徴症よりもさらに大動脈弁輪径がもともと太いため遠隔期の大

動脈弁閉鎖不全をきたしやすい。 

大血管転位術後遠隔期 

i. 病態生理 

完全大血管転位（図 3）とは大動脈と肺動脈が反対の心室より起始している疾患であ

り、肺動脈狭窄が無ければ Jatene 手術の適応となり、肺動脈狭窄と心室中隔欠損が

ある場合は上記の Rastelli 型の適応となる疾患である。 

ii. 再手術が必要となる理由および適応 

解剖学的肺動脈弁が体心室の流出路の弁となる修復（Jatene 手術）では肺動脈弁の

閉鎖不全を遠隔期にきたしやすく、大動脈弁置換術の適応となることがあり、

Rastelli 型では上記と同様右室流出路の導管の入れ替え術（右室流出路再建術）の適

応となることがある。 
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大動脈縮窄症・大動脈弓離断症遠隔期大動脈弁狭窄（図 4） 

i. 病態生理 

もともとの疾患は大動脈弓遠位部の縮窄あるいは離断で新生児期、軽症の場合でも

乳幼児期に上肢下肢の血圧差で発見される病気であるが、大動脈弓が完全に修復さ

れていても疾患の本体は左心系の低形成であるので大動脈ニ尖弁などが多く、潜在

的に左室流出路は狭窄がある。また全身性に動脈の被刺激性が高く、刺激や少量の

カテコラミンで高血圧を引き起こすことがある。レニン・アンギオテンシン系の上

昇が認められる事が多い。 

ii. 再手術が必要となる理由および適応 

手術適応は成人の大動脈狭窄症に準ずる。 

単心室および類縁疾患に対するフォンタン手術遠隔期 

i. 病態生理 

体心室が一つしかなく肺動脈への血流を静脈圧に依存する形の修復（フォンタン型

手術）（図 5）では体静脈圧が正常よりも上昇した血行動態が生涯にわたり持続する。

過去に行われた APC 型手術（右房-肺動脈吻合によるフォンタン手術）では長年の

静脈圧負荷により右心房の拡大をきたす。 

ii. 再手術が必要となる理由および適応 

上記の理由によりAPC型手術では右心房の拡大による不整脈および心房の通路の拡

大による乱流が血流通過の際のエネルギー効率が低下しもとよりある低心拍出量が

さらに悪化し、放置すると不整脈死や蛋白漏出性胃腸症をきたすため TCPC 型変換

術（TCPC conversion）の適応となる。 
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2. 手術の実際 

ファロー四徴症などでは大動脈は正常より前方に偏移しており、また右心の拡大も

あるため再手術に当たっては心、大血管の胸骨への癒着が高度であると考えて再開

胸に当たる。大腿動静脈を胸骨切開にあたって、露出しておくことは急な出血時に

人工心肺をすみやかに開始するために重要である。あらかじめ造影 CT で胸骨下の

構造物を確認しておくことが肝要である。 

右室流出路再建術 （図 6b） 
ファロー四徴症根治術、あるいは Rastelli 型手術の遠隔期に適応となる。おもに狭

窄により右室圧と肺動脈の圧較差が 40mmHg 以上になったときに他の症状、患者の

年齢などから適応を考える。一般的には右室流出路の全面に切開を加えパッチ拡大

を行うが施設・術者の方針でパッチの内側に Monocusp（単弁）を付ける場合もあ

る。 

肺動脈弁置換術 （図 6c） 
肺動脈弁置換術は肺動脈弁閉鎖不全により右心室に容量負荷が高度で逆流を止める

ことが必須である場合に適応となる。容量負荷による右心不全のみならず右房への

容量負荷が心房性不整脈を引き起こしている場合は適応となる。右室拡張末期容積

では 170ml/m2 とされている（文献）が、症状、不整脈の有無などにより適応を決

定すべきである。遅くなると不可逆性となり右室の EF が改善しなくなるため適応

は早めがよいものの生体弁の耐久性にはまだまだ問題があり、患者の年齢を考慮し

た適応の決定が必要である。あまり若年者では再々手術が早くなるので慎重にすべ

きであるが、50 歳以上であれば生体弁の耐久性を考えて右室心筋の可逆性が無くな

ってしまわないように躊躇すべきではない。手術は生体弁で弁置換を行うわけであ

るが、多くは修復後の肺動脈・右室流出路に対する手術介入であるので肺動脈弁輪

そのものに移植できないケースも多い。弁輪またはそのやや上方に後面を縫着して、

前面はパッチでカバーする術式を採用する外科医が多い。またこの場合再々手術が

容易になるというメリットもある。 

大動脈弁置換術  
通常の再開胸の大動脈弁置換術と同様である。前述した Conotruncal anomaly 系の

疾患においては大動脈が前方にあり、上行大動脈は拡大しておりかつ前方偏移して
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いる（図）ので再胸骨正中切開に際しては注意を要し、大腿動静脈よりの人工心肺

確立がいつでもできる準備をしておかなくてはならない（図 7）。一方完全大血管転

位の動脈スイッチ手術後の大動脈弁置換術の場合（図 8）、ほとんどの場合 LeCompte
法で再建がなされているので上行大動脈の前面に肺動脈が位置し、肺動脈も同時に

再建が必要となる。大動脈縮窄症術後の大動脈弁置換術はほとんど成人の大動脈弁

置換術と同様の手術手技で行うことができる（図 4）。違いは前述したように全身の

血管の反応性が高いことによる高血圧の管理が必要であることである。 

TCPC conversion 手術 （図 5 右） 
両方向性グレン手術および下大静脈より肺動脈下面への人工血管吻合および心房中

隔欠損作成術である。心房中隔欠損作成の部分のみ心停止が必要である。 

3. 右室流出路再建術（再手術）の手術記録 

図８に実際の右室流出路再建術の手術記録を示す。（図 9） 

4. 術後合併症の注意点と予防 

i. 中枢神経 

チアノーゼ性心疾患、特に現在成人期に達しているような症例では根治術時の年齢

は近年より高く、右左シャント、チアノーゼの期間が長いため脳梗塞、脳膿瘍の既

往や痙攣の既往があることも多く、たとえ現在無症状であっても人工心肺など大き

な手術侵襲による浮腫が術後急性期のケイレンを誘発することがあり、注意を要す

る。 

ii. 血行動態 

術前の心機能により大きく左右されるが、病悩期間が長い右心不全症例では術後の

CVP が高値であることが多く、必要に応じて NO の吸入療法を開始することで EF
の低い右室の補助をすることが可能である。また一回目の再手術であれば手技的に

は単純であるので多くの場合無輸血で経過することもあるが、癒着が高度の症例で

は術後の出血に留意し、適切な輸血処置もためらってはならない。 
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ファロー四徴症以外の疾患で、以前に大動脈縮窄の修復をなされているような患者

においては術後に異常な高血圧をきたすことがあり注意を要する。短時間作動性ベ

ータブロッカーが有用である。 

フォンタンの TCPC conversion 症例においては術後の適正な CVP を保つことが肝

要であるが、低すぎず高すぎずを維持することが必要である。 

iii. 臓器機能 

根治術前のチアノーゼの期間が長かったような症例ではすでに腎機能、肝機能など

が障害されているケースがあり、右心不全によりそれらはさらに修飾されている可

能性がある。たとえ術前に AST, ALT や Creatinine の異常値を示していない場合で

も予備能が著しく低下している症例が存在する。また単心室系疾患では Fontan 術後

の LOS がすべての臓器機能を低下させている可能性があり、たとえ若年者（ここで

は 20-30 代を指す）であっても高齢者と同様の臓器障害を起こす可能性があるので

注意を要する。C型慢性肝炎の合併は思わぬ術後の肝機能異常をきたすことがあり、

血行動態が安定していても肝機能障害の進行が止まらなくなるケースもある。 

iv. その他 

根治術時、あるいは姑息手術時に反回神経麻痺、横隔神経麻痺などをきたして、再

手術時には代償的に機能が保たれていても、気管内挿管や人工呼吸をきっかけに再

発するケースもあり注意を要する。 

5. 成人先天性心疾患再手術の看護のポイント 

患者さんは多くの場合高齢の親に付き添われて来院することが多く、病識では疾患

に対する理解が非常に深い患者さんと全くそうでないタイプの両極端に分かれるこ

とが多いので、まず入院して来られたら疾患に対する理解度のチェックをしながら

指導をすることが重要です。成人先天性心疾患患者さまの中には精神的に、あるい

は経済的にも自立されていない方が他の後天性心疾患の患者さまに比して割合が多

いように思われます。ですからパーソナリティーをしっかり把握していくことも重

要です。30-40 代に差し掛かってもキーパーソンが母親であることは半数以上であり

ます。 
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6. ミニコラム：ナースに伝えたいエピソード 

術前の症状は何年、何十年もかけて徐々に進行しているので自覚症状に乏しい事が

多く、術後もしばらくは改善した実感が得られない。狭心症の患者のように劇的に

胸痛が無くなる等の感動に乏しい。手術に至った経過、手術を決心した過程におい

てどのような葛藤と必要性に対する説明、理解があるかということで術後のリハビ

リ等に対する意欲が変わってくる。一般的に術前に不整脈発作などのエピソードで

緊急入院を経験している患者では手術を決定することに対する良い意味での「あき

らめ」の境地があり、手術を受けたことに対する後悔というのはあまりなく、逆に

手術を勧められてから数年経過しているような患者では回復も時間がかかり、手術

の効果も充分に得られない可能性もあるので精神的なサポートが必要である。一般

的には成人に達しても親の庇護下にある患者が多く、年齢にもよるが幼児性の強い

患者も一般の成人患者に比して多い。患者の社会的背景は成人先天性心疾患におい

てはより重要であり、その把握は不可欠である。また長年放置されているケースで

は疾患について全く理解していなかったりすることもあり、患者教育も重要である。 
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8.6. 図 

図 1 

 

左：修復前のファロー四徴症。大動脈は心室中隔欠損に騎乗し、右室流出路-肺動脈

の狭窄があり、右室が肥大する。 

右：通常のファロー四徴症根治術の模式図。心室中隔欠損を閉鎖し右室流出路を拡

大する。 

図 2 

 

左：肺動脈閉鎖心室中隔欠損症の術前 
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右：Rastelli 型手術による根治術。心外導管を用いるので成長に伴い、あるいは材料

の劣化狭窄により再手術が必要となる。 

図 3 

 

図 4 

 

左：大動脈縮窄症術前 

右：大動脈縮窄症術後。大動脈弁ニ尖弁が多く、遠隔期に大動脈弁置換術が必要と

なることがある。 
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図 5 
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図 6 

 

ファロー四徴症遠隔期の再手術 

a：術前 

b：右室流出路再建術（人工弁なし） 

c：肺動脈弁置換術（閉鎖不全による右室の拡大が著しくそれによる症状が強い場合） 
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図７： 

 

拡大したファロー四徴症術後遠隔期症例の上行大動脈の CT 
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図 8 

 

大動脈スイッチ術後の AVR には肺動脈を離断することが必要となる。 
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図 9 

手術所見 右室流出路再建術 
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