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　はじめに

　先天性心疾患の修復は近年著しい変貌をとげ，修復

術後の患者に対する取り扱いも大きく変わってきてい

る．たとえぽ従来では修復困難あるいは修復不能とさ

れていた疾患ないし病態に対しても，近年外科的に積

極的なアプローチがなされ，成功への道が開かれ，患

者に大きな福音を与えるようになってきた．さらに最

近ではいわゆるinterventional　catheterizationによ

る修復が行われるようにもなってきている．

　厚生省循環器病委託研究，2指一5「先天性心疾患に

対する修復術後状態の評価とそれに基づく術後の管理

基準の確立」（班長：神谷哲郎，表1）が平成2年度か

ら3年間設置され，心内修復手術（いわゆる根治手術）

の術後管理の問題が討議されてきた．この研究班にお

いて，従来の各施設での研究成果をもとに，門間をま

とめ役として，班会議における3回の全体討論を経て，

以下の管理基準が作られた．

　この管理基準では総論として心不全・肺高血圧・各

種不整脈についての管理基準を述べる．これらは各種

の先天性心疾患の心内修復手術後遠隔期に共通の問題

である．総論の次に各種の手術毎に各論を述べる．

　この基準は昭和53年度厚生省心身障害研究・小児慢

性疾患（臓器別）研究班（三枝正裕委員）による先天

性心疾患術後の管理基準（いわゆる三枝基準）を補足

し見直すものと位置づけられた．また，平成3年度厚

生省心身障害研究班「小児慢性疾患のトータルケアー

に関する研究」（小佐野満分担研究者）による先天性心

疾患術後の長期管理基準との整合性についても配慮さ

れた．

　1．総論（術後の管理基準）

　個々の疾患についての各論を述べる前に，総論とし

て，手術後遠隔期の心不全，肺高血圧，各種の不整脈

の管理基準を述べる．各種の不整脈の管理基準につい

ては，1988年に日本小児循環器学会の心電図専門委員

会がまとめた，基礎疾患の無い場合の不整脈の管理基

準を手術後の場合に合わせたものである．

　以下の管理基準は，現在広くわが国で用いられてい

　表1　厚生省循環器病委託研究2指一5（神谷班）

「先天性心疾患に対する修復術後状態の評価とそれに

基づく術後の管理基準の確立」班構成
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る管理指導表に準拠する．

　A．心不全

　1）術後の因子

　術後の心不全，循環不全を来す因子として，次の（a）

～ （k）の各因子がある．カッコ内に精密検査による重

症判定の指標を示した，

　（a）左一右短絡（短絡率），肺高血圧（肺体圧比），

（b）右一左短絡（動脈血酸素飽和度），（c）左室収縮不

全（左室駆出率），（d）大動脈弁閉鎖不全，（e）肺動脈

弁閉鎖不全，（f）大動脈弁狭窄（左室一大動脈圧較差），

（g）肺動脈狭窄（弁性，末梢性）（圧較差），（h）僧帽

弁閉鎖不全，（i）三尖弁閉鎖不全，（j）不整脈，（k）そ

の他．

　これらの遺残障害について，無し，軽度，中等度，

高度に、分類し，他の所見を総合して管理基準を決める．

　2）自覚症状と他覚所見

　日常生活で認められる心不全（循環不全）の症状は

次の通りである（表2）．

　これらの症状・所見は日常生活において，両親，教

師，或いは本人より容易に認められるので，これらの

症状・所見がどの程度の活動により出現するかを観察

出来る．これにより日常生活における実際の身体活動

能（或いは運動耐容能）を知り，管理基準作成に反映

させる．

　3）心不全（循環不全）の重症度

　心不全の有無とその程度は，自覚症状，身体所見，

運動耐容能，精密検査所見などから総合して診断し，

心不全なし，心不全あり：軽度・中程度・高度に分類

する，

　4）術後の心不全の管理

　各疾患の手術後の管理に際して，心不全のある場合

は次の管理基準に従う（表3），

　なお以下の管理基準で，不整脈と心不全の如く，2

つ，又はそれ以上の異常が合併する場合には，単独の

表2　心不全の症状

自　覚　症　状 他　覚　症　状

動悸がする 顔色が悪い（顔色が青い）

息切れがする チアノーゼがある（出現する）

フラフラする 浮腫がある

眩量（めまい）がする 呼吸が荒い

疲れる（疲れやすい） 咳が出やすい

食欲がない 痩せている（体重が増えない）

汗が多い 活動性がない（活気がない）

日小循誌　9（4），1994

場合よりも厳しい管理が必要であり，

必要がある．

表3　心不全の管理基準

相乗的に考える

心不全 診察間隔
学校生活規制面

からの区分
職業制限

無　　し

軽　　度

中程度
高　　度

1年毎

1－3ヵ月毎

1月毎

必要に応じ

D～E

C
B
A
～
B

無　　　し

軽　　　度

中　程　度

高　　　度

　B．肺高血圧

　心内修復手術後に肺高血圧が残った場合には，その

程度により，治療と管理が必要である（表4）．

表4　肺高血圧の管理基準

程度 学校生活
（肺動脈収縮期圧， 診察間隔 規制面か 職業制限

mmHg） らの区分

肺高血圧：無し（30以下） 1年毎 E 無し

軽　度（30－50） 6ヵ月毎 D 無し

中等度（50－70） 3～6ヵ月毎 C 軽度

高　度（70以上） 1～3ヵ月毎 B 高～中等度

　心不全，或いは不整脈を合併する場合には，より重

症として管理する．

　C．不整脈

　術後に発生する不整脈は基礎心疾患，手術方法，術

後心機能障害，投薬の有無，術後期間などによって意

義が異なる．表5～11に示したのはあくまでもひとつ

の基準であり，種々の因子を考慮して管理すべきであ

る．またその際，運動負荷心電図を記録し，その他の

必要な検査を行うことが望ましい．

　なお術後の不整脈の長期予後はまだ不明の点も多い

こで，今回は職業制限については述べない．

　1．完全房室ブロック（表5）．

　2．洞不全症候群（表6）．

　3，心室性期外収吐（表7）．

　4．心室性頻拍（表8）．

　5．上室性期外収縮（表9）．

　6．上室性頻拍（心房細動心房粗動を含む）（表10）．

　7．接合部性調律（表11）．

　安静時にしばしば見られる場合には，洞不全症候群

と鑑別することが重要である．

　8．水泳・潜水での不整脈
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表5　完全房室ブロックの管理基準

修復手術と心不
全の有無 運動負荷所見 診察間隔 学校生活規則

面からの区分

修復が完全で心 心室拍数が基本調律の1．5－2倍に増加し，自覚的， 3～6ヵ月 D～E禁
不全のないもの 他覚的症状がみられないもの

心室拍数が基本調律のL5倍一2倍以上に増加しな 3～6ヵ月 D
いもの
期外収縮の頻発，心室性頻拍のあるもの 必要に応じ B～C

修復が不充分で 心室拍数が基本調律の1．5－2倍に増加し，自覚的， 3～6ヵ月 D
はあるが心不全 他覚的症状がみられないもの
のないもの 心室拍数が基本調律の1．5倍一2倍以上に増加しな 3～6ヵ月 C～D

いもの
期外収縮の頻発，心室性頻拍のあるもの 必要に応じ B～C

Adams・Stokes発生や心不全があるもの＊ 必要に応じて B～C

ペースメーカー植え込みのあるもの 1～6ヵ月口 B～E禁＊＊

＊（注1）Adams・Stokes発作，心不全の既往のあるもの，運動負荷時に心室拍数の増加の少ないも

　　　　の，運動負荷時に頻発する心室性期外収縮，心室性頻拍が見られるもの，QRS幅の広いも

　　　　の，QT時間が延長しているものは，ペースメーカーの植え込みの適応になることが多い．

＊＊ （注2）ペースメーカーの種類，心不全の有無，解剖学的修復度などによって管理基準が異なる．

表6　洞不全症候群の管理基準

修復手術と心不
全の有無 運動負荷所見 診察間隔 学校生活規則

面からの区分

修復が充分で心
不全のないもの

徐脈傾向が軽度で運動負荷で心室拍数の増加が良好
なもの
心室拍数の増加の悪いもの

3～6ヵ月

必要に応じて

D～E禁

C～D

修復が不充分で
はあるが心不全
の無いもの

徐脈傾向が軽度で運動負荷で心室拍数の増加が良好
なもの
心室拍数の増加の悪いもの

3～6ヵ月

必要に応じて

D
B
～
C除脈・頻脈症候群 必要に応じて B～E禁

Adams－Stokes発生や心不全があるもの＊ 必要に応じて B～C

ペースメーカー植え込みのあるもの 1～6ヵ月軸 B～E禁⇔

＊（注1）Adams－Stokes発作や心不全の既往のあるもの，長い心停止のあるもの，運動負荷時に心

　　　　室拍数の増加の著しく少ないものはペースメーカーの植え込みの適応になることが多い．
＊＊ （注2）ペースメーカーの種類，心不全の有無，解剖学的修復度などによって管理基準が異なる．

表7　心室性期外収縮の管理基準

修復手術と心不
全の有無 運動負荷所見 診察間隔 学校生活規則

面からの区分

修復が充分で心
不全のないもの

運動負荷試験で期外収縮が減少，消失
運動負荷試験で著しく増加，または多源性や，連発
する場合

6ヵ月
必要に応じて

E禁～可
D

修復が不充分で
はあるが心不全
のないもの

運動負荷試験で期外収縮が減少，消失
運動負荷試験で著しく増加，または多源性や，連発
する場合

6ヵ月
必要に応じて

D～E禁
C～D

心不全のあるもの 必要に応じて B～C

　潜水や水泳で不整脈が誘発されることがある．この

不整脈は自律神経，水温，気温をはじめ種々の因子が

複雑に絡み合って出現するものと考えられる．特に潜

水により徐脈性不整脈やそれに伴う種々の不整脈が，

また運動誘発性不整脈は潜水中より水泳中に誘発され

やすい．

　一般的に水中では先天性心疾患のない小児より術後

症例の方が重症不整脈が誘発されやすい傾向がある．
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表8　心室性頻拍の管理基準

修復手術と心不
全の有無 運動負荷所見 診察間隔 学校生活規則

面からの区分

修復が充分で心
不全のないもの

投薬なしに，失神発作，自覚症状が無く，運動負荷で消滅・減少する非持続性心室性頻拍

失神発作は無いが運動負荷で誘発されるもの
薬物が奏効し，運動で誘発されないもの

1～6ヵ月

必要に応じて
必要に応じて

D～E禁

B～C
C～D

修復が不充分で
はあるが心不全
のないもの

失神発作や自覚症状がなく，運動負荷で消失，減少
する非持続性心室性頻拍
失神発作は無いが，運動負荷で誘発されるもの
薬物が奏効し，運動で誘発されないもの

1～6ヵ月

必要に応じて
必要に応じて

C～D

B～C　　・

C～D

失神発作や心不全を合併し，薬物が充分奏効しないもの＊ 必要に応じて A～C
＊（注）失神発作や心不全などを引き起こすもののほか，運動負荷で誘発されるもの，多源性のもの，

　　頻拍時の心拍数が150／分以上のもの，持続性心室性頻拍などには注意深い観察が必要である．

表9　上室性期外収縮の管理基準

修復手術と心不
全の有無 運動負荷所見 診察間隔 学校生活規則

面からの区分

修復が充分で心 運動負荷で期外収縮が減少，消失 6ヵ月 E可
不全のないもの 運動負荷により期外収縮が頻発するもの 3～6カ．月 D～E禁

運動負荷により上室性頻脈性不整脈が誘発されるも 上室性頻拍に進じる
の

修復が不充分で 運動負荷で期外収縮が減少，消失 6ヵ月 D～Ei禁
はあるが心不全 運動負荷により期外収縮が頻発するもの 3～6ヵ月 D～E禁
のないもの 運動負荷により上室性頻脈性不整脈が誘発されるも 上室性頻拍に進じる

の

心不全のあるもの 必要に応じて B～C

表10上室性頻拍（心房細動，心房粗動）の管理基準

修復手術と心不
全の有無 運動負荷所見 診察間隔 学校生活規則

面からの区分

修復が充分で心
不全のないもの

比較的短時間で洞調律に回復したり，持続しても自
覚症状をみとめないもの
運動負荷により発作が誘発されるもの

1～3ヵ月

1～3ヵ月

D～E可

D～E禁

修復が不充分で
はあるが心不全
のないもの

比較的短時間で洞調律に回復したり，持続しても自
覚症状をみとめないもの
運動負荷により発作が誘発されるもの

1～3ヵ月

1～3ヵ月

D～E可

D～E禁

心不全のあるもの 必要に応じて B～C

表11　接合部性調律の管理基準

修復手術と心不
全の有無 運動負荷所見 診察間隔

学校生活規則
面からの区分

修復が充分で心 運動負荷で洞調律になり，かつ運動量に応じた心拍 6～12ヵ月 E可
不全のないもの 数の増加が見られるもの

運動負荷で洞調律になるが，心拍数の増加が悪いも 洞不全症候群に準じる
の 1
運動負荷で洞調律にならず，接合部性調律が接続す
る

洞不全症候群に準じる

修復が不充分で 運動負荷で洞調律になり，かつ運動量に応じた心拍 6ヵ月 E禁～E可
はあるが心不全 数の増加が見られるもの
のないもの 運動負荷で洞調律になるが，心拍数の増加が悪いも 洞不全症候群に準じる

の 1
運動負荷で洞調律にならず，接合部性調律が持続す
る

洞不全症候群に準じる

心不全のあるもの 必要に応じて B～D
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先天性心疾患の術後症例で水中や陸上で重症不整脈が

疑われる場合には必要な検査を行い，水中で誘発され

る可能性のある不整脈について検討しておくことが望

ましい．

　9．不整脈と突然死

　先天性心疾患の手術は心疾患児の長期予後を著しく

改善したが，術後の突然死は未だ大きな問題として残

されている．突然死の原因は明らかでないものも少な

くないが，致死的不整脈が原因と考えられるものが多

く，なかでも心室性頻脈性不整脈，上室性頻脈性不整

脈，高度房室ブロック，洞機能不全などが関連してい

る．

　心筋切開，心筋癩痕化，刺激伝導系障害，心筋障害，

術後の心不全などは不整脈を発生させる因子になる．

術後の不整脈発生の主な危険因子としては，①術後の

血行動態が不良なこと，②手術年齢が高いこと（特に

チアノーゼ型心疾患），③術後年数の長いこと，④術後

の心室性または上室性不整脈，刺激伝導障害（特に房

室ブロック）の発生などがあげられる．

　しかし，上記の危険因子のない症例でも突然死は起

こり得るので術後症例は長期的な経過観察が必要であ

る．

　比較的多い心疾患の中で，Fallot四徴術後，心房内

血流転換術を受けた完全大血管転位術後に突然死の頻

度が高いと報告されている．

　単に姑息手術のみを受けている場合には脳血管障害

による突然死もある．

　D．感染性心内膜炎，血栓，妊娠

　先天性心疾患の心内修復手術後遠隔期に，特に感染

性心内膜炎にかかり易いのは，人工弁置換手術後と心

外導管手術後である．また手術による修復が不充分で，

心室中隔欠損などの短絡が残った場合，僧帽弁や大動

脈弁の逆流や狭窄が残った場合も，手術前と同様に感

染性心内膜炎の危険性がある．従ってこのような場合

には，手術後遠隔期にも抜歯，その他で菌血症を生じ

る可能性が高い場合には，抗生物質を投与して，感染

性心内膜炎を予防することが望ましい．また原因不明

の長く続く発熱など感染性心内膜炎が疑われる場合に

は，その早期診断と治療が必要である．

　人工弁置換手術後には人工弁に血栓が生じないよう

に，抗凝固療法ないしは抗血小板療法が必要である．

またその際には外傷の多いスポーッは避けることが望

ましい．

　先天性心疾患の患者が結婚した場合には，その子供

に先天性心疾患が生じる率がおよそ3～5％である．

従ってこのような場合には，妊娠中期に胎児心エコー

図の検査をして，重症の先天性心疾患を診断すること

が望ましい．

　II．各論（各種先天性心疾患の術後遠隔期の主な問

　　　題点と管理基準）

　A．完全大血管転位

　1．心房内血流転換術の術後

　いわゆるMustard手術など心房内血流転換術の後

には高率に不整脈が生じる．すなわち洞不全症候群，

上室性頻拍，心房粗細動，房室ブロック，心室性頻拍

などを生じうる．これらに対しては，総論で述べた管

理基準に従う．

　術後1年以内には肺静脈系の閉塞または体静脈系の

閉塞を生じることがある．それ以後の遠隔期には右室

の収縮低下，三尖弁閉鎖不全，心不全を生じることが

ある．いずれも重症度に応じて管理が必要である．

　その他，手術前に存在した肺高血圧，心室中隔欠損，

肺動脈狭窄が手術後も遺残する場合があり，必要に応

じて管理と治療を行う．

　2．動脈スイッチ術後（表12）

　いわゆるJatene手術など，この型の手術後の遠隔期

表12　動脈スイッチ術後の管理基準

心　　障　　害
　程　　　度
（右室圧㎜Hg）

診察間隔 学校生活規則
面からの区分

職業制限

肺動脈狭窄 無　し 1年 E 無　し

軽　度（50～70） 3～6ヵ月 D 軽　度

中程度（70～100） 1～3ヵ月 C 中程度

高　度（＞100） 1ヵ月 B 高　度

大動脈弁閉鎖不全 無　し 1年 E 無　し

軽　度 1年 E 無　し

中程度 3～6ヵ月 D 軽　度

高　度 1～3ヵ月 B～C 中～高度
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に多い合併症は，肺動脈弁上狭窄，及び肺動脈分岐部

の末梢狭窄である．

　その他の合併症・遺残症として大動脈弁閉鎖不全，

心筋虚血，房室ブPックなどの不整脈，肺高血圧，心

不全などの認められることがある．

　心室中隔欠損と肺動脈狭窄を合併する完全大血管転

位の，いわゆるRastelli型手術後の管理基準は，別項

（C）に記載した．

　肺高血圧があれぽ肺高血圧の管理基準に準じる．

　心不全がある場合には心不全の管理基準に従う．

　B．総肺静脈還流異常の手術後

　総肺静脈還流異常の手術後の合併症には，肺静脈閉

塞と，洞不全症候群などの上室性の不整脈がある．

　心不全を合併する場合には心不全の管理基準を行
う．

　不整脈を伴う場合は不整脈の管理基準に準じる．

　C．心外導管手術後（表13）．

　肺動脈閉鎖を伴うFallot四徴と完全大血管転位III

型（心室中隔欠損・肺動脈狭窄合併）に対するいわゆ

るRastelli型手術の遠隔期には，手術後およそ10年で

右室・肺動脈間の心外導管などの狭窄を生じうる．

　肺高血圧，肺動脈末梢狭窄を合併する場合は，より

重症として扱う，

　心不全，肺高血圧，不整脈の合併する場合はそれぞ

れの管理基準に従う．これらが重複して合併する場合

は重症として扱う．

　D．右心バイパス手術後

　いわゆるFontan手術後の管理にあたっては，運動

時の自覚症状に応じて，無理のない運動量の範囲内に
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とどめる．

　この手術の遠隔期には蛋白漏出性胃腸症を合併する

事がある．

　この手術の後，立ちくらみ，眩量，朝起き不良など，

起立性調節障害（OD）様の症状を生じる場合がある．

　不整脈がある場合には不整脈の管理基準に従う．

Fontan手術後の頻拍性不整脈は急速に心不全を生じ

るので，充分な治療と予防が必要である．

　チアノーゼ，うっ血性肝障害のある場合は，それぞ

れの重症度により管理する．

　E．弁置換手術後（表14）

　大動脈弁狭窄，同閉鎖不全，心室中隔欠損に合併し

た大動脈弁閉鎖不全，僧帽弁閉鎖不全，心内膜床欠損

に合併する僧帽弁閉鎖不全かなどで人工弁置換手術が

行われる，

　この手術後には総論で述べたごとく抗凝固療法ある

いは抗血小板療法，および感染性心内膜炎の予防が必

要である．

　重症の合併症として，人工弁への血栓付着，或いは

肉芽組織の増殖による弁機能不全がある．心音，自覚

症状，心エコー図，シネ撮影などで，弁機能不全を早

期に診断することが望ましい．

　人工弁手術後に肺高血圧，心不全，不整脈を合併す

る場合には，総論に記載されているようなそれぞれの

管理基準に従う．

　下記の表中の遺残病変は，たとえば僧帽弁閉鎖不全，

僧帽弁狭窄，肺高血圧などが心臓カテーテル検査また

は心エコー図で中等度以上認められる場合をいう．

　F．姑息的手術（表15）

表13　心外導管手術後の管理基準

心　　障　　害 程　　　度
（圧差mmHg）

診察間隔 学校生活規則
面からの区分

職業制限

導管の狭窄 無　し（＜30）

軽　度（〈60）

中程度（60－90）

高　度（＞90）

　1年
　1年
3～6ヵ月

1～6ヵ月

　E

　D

C～D
　B

無　し

無　し

軽　度

中　度

表14　人工弁置換手術後の管理基準

遺　残　障　害 診察間隔 学校生活規則
面からの区分

職業制限

遺残病変（一），心不全（一）

遺残病変（＋），心不全（一）

遺残病変（一），心不全（＋）

遺残病変（＋），心不全（＋）

1～6ヵ月

1～6ヵ月

1～6ヵ月

1～6ヵ月

E（禁）

　D

　C

A～B

無　し

軽　度

中程度

高　度
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表15　姑息的手術後の管理基準

チアノーゼの程度 心不全の有無 診察間隔 学校生活規則
面からの区分

職業制限

軽　度 無　し 3～6月 C～D 軽　度

有　り 1～3月 B 中～高度

中等度 無　し 1～6月 C 中～高度

有　り 1～3月 B 中～高度

高　度 無　し 1～3月 B 高　度

有　り 必要に応じて A～B 高　度

表16　Fallot血微症の修復術後の管理基準

遺　残　障　害

1．右室肺動脈圧差・軽度

　　　　　　中等度以上

2．短絡遺残・軽度

　　　　　　中等度以E

診察間隔

1年

3～6ヵ月

1年

3～6ヵ月

心不全の管理

基準に従う

術後不整脈の

管理基準に従

う

学校生活規則

面からの区分

E
D
E
D

職業制限

3．心不全

4．不整脈

無し

軽度～中程度

無し～軽度

中程度

　姑息的手術の後の管理基準は，チアノーゼの程度と

心不全の程度によりおよそ次の様になる．

　学校行事，その他の活動については，特に教師と医

師との協議が必要である．幼稚園での乳幼児の管理基

準には，現行の幼児用の管理基準表（附録C）を用いる．

　G．三枝案の見直し

　Fallot四徴術後（表16）

　H．修復術後成人の社会生活への勧告

　先天性心疾患修復術後の成人における社会活性（職

業の選択，スポーッ・レクリェーション活動への参加，

妊娠・出産など）に関し，AHA（American　Heart

Association）による「先天性心疾患修復術後成人の職

業およびレクリェーション活動に関する勧告」に準じ

て，以下のように勧告する．

　1）職業の選択について

　職業を心負荷の程度によって，重労働のカテゴリー

1から最も軽い坐業のカテゴリーIVに分類する．

　これまでに示した管理基準における職業制限の項に

おいて，制限なしをカテゴリー1，軽度制限をカテゴ

リーII，中等度制限をカテゴリー　III，高度制限をカテ

ゴリーIVに該当させ，それぞれの病態・重症度に応じ

て職業選択の制限を行う．

　また，その際以下の点に留意する．

表17職業活動の分類

カテゴリー1：重労働（peak　load≧7．6kca1／min）

20kg以上の物（頻回ならぽ10kg以上の物）を持ちあげる

　（あるいは運ぶ）．

カテゴリーII：中等度の労働（peak　load　5．O－7．5kcal／min）

20kg以下の物（頻回ならぽ10kg以下の物）を持ちあげる

　（あるいは運ぶ）．

カテゴリーIII：軽度の労働（peak　load　2．6－4．9kcal／min）

　10kg以ドの物（頻回ならば5kg以下の物）を持ちあげる

　（あるいは運ぶ）．長時間歩いたり立ったりする仕事，ある

　いは坐って手や足で押したり引いたりする仕事もこれに

　含める．

カテゴリーIV：坐業（peak　load≦2．5kcal／min）

5kg以下の物を持ちあげる．あるいは書類，台帳，軽い道

具などを時々持ちあげたり運んだりする．必ずしもずっと

　坐っているだけではなく，時々歩いたり立ったりする仕事

　もこれに含める．

　a）重労働（カテゴリー1）に該当する人では，多段

階運動負荷試験を行い，運動能力と不整脈の出現につ

いて調べる．

　b）等尺性要素の多い仕事（物を持ち上げる，運ぶな

ど）や運動（重量挙げ，レスリソグ，機械体操など）

では，酸素摂取量に比して血圧の上昇を招きやすい．

大動脈弁狭窄や大動脈縮窄ではこれらの動作を避ける
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表18　スポーツ・レクレーション活動の分類

カテゴリー1：制限なし．持久走トレーニソグ，学校間の対

　　　　　抗試合，接触スポーツを可とする

カテゴリーII：軽度の制限．活動には定期的な体育の授業，

　　　　　　テニス，野球，激しくないチームゲーム，楽

　　　　　　しむ水泳，ジ・ギング，サイクリング，ゴル

　　　　　　フを可とする

カテゴリーIII：中等度の制限．学校への通学は可であるが，

　　　　　体育の授業は見学
カテゴリーIV：高度の制限．家庭内活動あるいは車椅子によ

　　　　　　る行動

よう指導する．

　c）職業や運動の種類によっては，ちょっとしためま

いや失神が，大きな事故につながる可能性がある．め

まいや失神を来す可能性のある心室性不整脈や左室流

出路狭窄などの症例では，航空機の操縦，高所作業な

どは避けさせる．非監視下の水泳も不可とする．

　2）スポーッ・レクレーション活動について

　スポーツ・レクレーション活動を心負荷の程度に

よって，制限なしのカテゴリー1から高度制限のカテ

ゴリー　IVに分類する，

　これまでに示した管理基準における職業制限の項を

用い，制限なしをカテゴリー1，軽度制限をカテゴリー

II，中等度制限をカテゴリーIII，高度制限をカテゴリー

IVに該当させ，それぞれの病態に応じてスポーッ・レ

クレーション活動の制限を行う．

　3）妊娠・出産について

　近年，先天性心疾患修復術後の成人女性の妊娠・出

産が重要な問題となりつつある．妊娠・出産における

リスクは，心疾患の種類および遺残障害の程度で決ま

るが，特に肺高血圧と残存心機能障害が問題となる，

　十分な修復術が行われた場合は，妊娠・出産が可能

であり，またリスクも低いが，肺高血圧が残存する場

合，出産に際して充分な管理が必要である．また心機

能低下例（NYHA　IIIおよびIV）では急性左心不全が

問題となり，母体・胎児のリスクの高いことが報告さ

れている．前記，肺高血圧分類における中等度以上の

場合，および心機能分類において中等度以上の場合は，

主治医に相談するとともに，妊娠には十分注意する．

　また機械弁による弁置換術後の弁膜症では，抗凝固

薬の使用が妊娠・出産のリスクを高めるため，妊娠は

慎重でなけれぽならない．

　1．心理面からの術後の管理基準

　一般的に，遺残障害が高度であるほど心理社会的問
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題も大きくなりやすいが，知能の遅滞，術前の生育過

程，家族関係などの条件によっては，遺残障害がほと

んどなくても心理社会的問題が見られることがある．

なお，疾患または手術の種類別の心理的特徴は，現在

のところ特定できない．

　次のような心理・行動的特徴および還境条件に注目

し，その問題としての程度が顕著であれば，専門家の

援助を考慮する必要がある．

　1．心理・行動的特徴

　1）情緒面：うつ状態，不安，恐怖，笑いの欠如，興

奮状態，易怒性，不機嫌，攻撃行動，自閉傾向，引き

こもり，無関心，無感動，被害感，自責感，劣等感な

ど

　2）認知面：幻視，妄想的言動など

　3）自己：自信喪失，悲観的展望，自暴自棄，身体1象

ノンコンプライアンスなど

　4）不適応：神経症的行動，精神症的症状，自殺念慮，

薬物依存，登校拒否など

　5）発達面：退行的行動，知能遅滞言語遅滞，運動

の遅れ，奇癖など

　2，環境上の問題

　1）家族面：親の不安，親の病状理解度，養育態度，

家族関係の歪み，離婚など

　2）学校面：教師の理解と配慮，保健室の機能，運動

制限の代替的教育措置，迫害的人物の有無，学校に対

する親の信頼感など

　3）仕事面：管理者の理解，差別と偏見，仕事量，健

康管理システムなど

　3．特に注意すべき問題点

　1）手術・入院による心理的後遺症（例えばICUシン

ドローム）が残存しているか

　2）長期または頻回の入院によるホスピタリズムが

見られるか

　3）運動制限が情緒不安定な社会的孤立を引き起こ

しているか

　4）痛み，倦怠，疲労，息切れなどの身体症状の影響

があるか

　5）知能の遅れによる学校（仕事）生活への影響があ

るか

　6）進路問題など自分自身に関する深刻な悩みがあ

るか

　7）家族関係の歪みや崩壊があるか

　8）医療に対する不信感があるか

　診察の待ち時間を利用して簡単なアソケートを行う
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とか，看護婦や医療ソシアルワーカーによる面接で概

要をチェックし，それを基にして主治医が最も重要な

問題点を確かめるのがよい．

　精神衛生問題や教育問題などの援助機関として利用

可能なものを準備しておき，できるだけ早く援助機関

に紹介したほうがよい．一般的には，保健所の心理相

談，精神衛生セソター，教育相談センター，大学の心

理クリニック，各種の自助グループなどが利用できる．

なお上記の問題点に加えて，社会適応を促進している

条件にも注目したほうがよい，

　J．先天性心疾患修復術後の児童生徒の学校での取

り扱い

　この研究班で用いている児童生徒の学校での管理指

導区分は，日本学校保健会心疾患児管理指導委員会（大

国真彦委員長）により作成された区分によっている．

なおこの中で用いられている学校生活規制面からの区

分は，学校保健法施行規則に示されている．結核の有

無の検査の結果に基づく措置での生活規制の面の区分

とは異なるものである．

　ところで，先天性心疾患修復術後にある児童生徒の

登・下校途上，修学旅行，遠足，対外運動競技などを

含めて，一般に学校における児童生徒の保健・安全管

理については，学校保健法（昭和60年改正）に基づい

て，学校がその責任を負っている．わが国での実態と

して，昭和63年度での児童生徒の学校管理下での突然

死は123例を数え，そのうち先天性心疾患術後例の死亡

は12例であった，この12例中9例が（1例の水泳中を

含めて）すべて運動中に発症しており，修復対象基礎

疾患としては，4例の心室中隔欠損，2例のFallot四

徴などが含まれていた．また高校生がこのうち6名を

占めており，これらについてはいずれも，術後8～14

年を経過していた．

　学校は，心臓の疾病および異常の有無を含んだ定期

健康診断を行わなければならないが，その結果に基づ

いた措置を講ずることもまた義務付けられている．健

康診断の結果は，幼児（幼稚園児など），児童（小学生）

および生徒（中学生および高校生など）の本人，幼児

にあってはその保護者とに通知しなけれぽならないこ

とになっている．また同規則によって学校は，必要な

医療や検査等を受けるよう指示すること，療養のため

必要な期間学校において学習しないよう指導するこ

と，特殊学級への編入について指導と助言を行うこと，

学習又は運動・作業の軽減，停止，変更等を行うこと，

修学旅行，対外運動競技等への参加を制限することな
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どの措置をとることなどが義務付けられている．なお

これらの措置は法ないし規則の定めるところであり，

その通知は文書の形で行われるのが望ましい．

　前記の学校の法的義務に対する責任は，当然学校に

課せられるべきものである．学校では，学校保健法に

よって健康相談を行うよう定められている．さらにこ

の健康相談については，健康診断の結果継続的な観察

および指導を必要とする者，あるいは修学旅行，遠足，

運動会，対外運動競技等の学校行事への参加の場合に

おいて必要と認める者などについて，校長が校医また

は学校歯科医に，保健室で行わせることとなっている．

これらのことから，先天性心疾患修復術後例を含む児

童生徒の学校における保健・安全管理の一般的な義務

と責任の重要な部分を，校長およびその委嘱を受けた

学校医が担っていることになる．また，養護教諭，保

健主事は，校長の監督のもとに，これらの管理にかか

わることが必要であるとされる．これが学校における

法的な責任体系であり，したがっていわゆる小児循環

器病専門医などによる，学校管理の上での第三者的立

場にある医師の提出した心臓病管理指導区分などを遵

守するか否かは，最終的には学校による選択の範囲と

なる．

　しかし常識からみて，長年にわたって直接当該患者

の診療にあたってきた医師や，いわゆる小児循環器病

専門医など循環器疾病の充分な知識と経験を有する医

師などの見解は，もっとも尊重されるべき事項の一つ

である．ただし，一方でこれら小児循環器病専門医な

ど，第三者的な立場から管理指導区分の判定にあたっ

た医師は，これらの責任体系を十分理解しておく必要

がある．

　たとえぽ具体的に，先天性心疾患修復術後の患者に

あって，もし校医ないし校長の判定と第三者的専門的

医師との判定が異なった場合には，法的な問題を背景

としていることがらであるので，第三者的立場にある

医師などは，たとえぽ意見書というような形で連絡す

るなど，学校での理解が得られるよう努めることが望

ましい．

　一方このような学校での管理指導区分の判定にあ

たって，当然のことながら，患者およびその保護者の

プライバシーは十分に尊重されなければならない．

　なお前記のように，学校保健法施行規則によって，

学校の管理内での運動制限などの措置内容は，幼児，

児童，生徒など本人にも直接通知されるべきことであ

るが，一方でとくに心疾患修復術後などのように生命
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予後にも直結しうる状態では，疾患の性質，措置の内

容などによって，通知内容が本人に大きな心理的障害

を与える可能性などが予想されるところである．この

ような場合，本人が未成年者である場合には，本人へ

の通知方法およびその範囲などについて，あらかじめ

保護者と十分相談して，保護者の了解と援助とを確認

しておくことが望ましい．ここで，学校での管理責任

を強く意識するあまりに，管理区分による制限を指定

された以上に強めたり，あるいは学校で実効性がほと

んどなく無用に近いと考えられるような措置をする場

合には，それらの措置を受けることで患児に心理的悪

影響を及ぼしうることについても充分考慮するべきで

ある．

　なお学校管理下での事故などに対しては，日本体

育・学校健康セソター法（昭和60年）による災害共済

給付制度があるが，給付対象となるための条件がある

ので注意が必要である．

　また本研究班会議による検討では，現行の（財団法

人）日本学校保健会編による心臓手帳一児童・生徒用

一について，とくに修復術後の患者に必要な修復術の

内容の記載欄としての「手術（医師記載欄）」の書式に

ついては，さらに詳細な内容の記載が行われるよう一

部変更が希望された．本手帳の今後の改良とともに，

とくに先天性心疾患修復術後の適切な生活のために，

単に学校生活の間のみならず，生涯にわたって利用し

うる形の「心臓病手術手帳」といった記録が作成・配

付され，医師による必要事項の記載が積極的に行われ

て，その保持が患者に勧められ，さらにその普及のは

かられることが望まれる．

　K．Interventional　catheterizationによる修復術後

の患者の取り扱い

　近年，　interventional　catheterizationによる修復（以

下これをカテーテル修復とよぶ）が，各種の先天性心

疾患に対して行われるようになってきた．この方法に

よる修復後の患者の取り扱いについて，現在その長期

予後についての詳細は不明ではあるが，現在までの知

識の範囲では，各患者での術後状態は同様の基礎疾患

における外科的修復術後の場合と同様に評価し，外科

的修復での半1」断に準じて管理指導を判定し，あるいは

助言することでよい．

　L．心疾患術後の乳幼児・園児の管理と生活上の注

意

　1．乳幼児の生活管理

　1）日常生活の管理

日本小児循環器学会雑誌　第9巻　第4号

　心不全症状あるいはチアノーゼを伴う心疾患乳幼児

では，日常生活を行ううえで種々の注意が必要である．

一般に，心不全症状が強い場合，哺乳困難があり，授

乳が不規則なことが多い．原則として，患児が欲しが

る時に欲しいだけ授乳するのがよい．また，離乳食は

栄養の効率が良いので，患児の状態に応じて積極的に

勧めるのがよい，睡眠は浅く，少しの物音で覚醒しや

すいので注意する．入浴は差し支えないが，お湯の温

度を39～40℃くらいにし，2分以内くらいにとどめる

のがよい．衣服は，厚着にならないように注意する．

部屋の温度は，暖房はおおよそ18℃まで，冷房はおお

そ28℃程度とする．冬期はとくに湿度に注意し，エア

コンによる暖房は加湿器を併用しても乾燥しやすいこ

とに注意する，心不全児では，体位は上体をやや高め

に仰臥位にするとよい．外出はできるだけ避け，また

見舞客は患児に近づけないようにする．

　2）保健

　予防接種は心疾患であっても原則として実施してよ

いが，心不全症状あるいはチアノーゼが強度である場

合には，分割接種など個別接種を実施するのがよい．

感染はしぼしぼ心疾患および一般状態を悪化させるた

め，予防ないし早期の適切な治療が必要である．かか

りつけの医師との連携を緊密にし，感冒や発熱時の対

応を日頃から心がけておく．心疾患児，とくにチアノー

ゼ性心疾患児では虫歯をきたしやすく，歯ブラシの習

慣を身につけるようにする．

　3）家族への対応

　心疾患児のしつけは過保護になりやすく，これは将

来，しばしば患児の心理的情緒的問題をもたらすこと

になる．家族には必要以上の不安を与えないように注

意し，正確な情報を伝え，理解を得るようにする．家

族関係や同胞への影響などについても十分配慮する．

また，必要に応じて，医療福祉情報の提供，遺伝相談，

患者組織を通じての交流などを紹介し，家族のもつ負

担を軽減させることが必要である．

　2．園児の管理

　幼稚園，保育園における集団生活では，手術前およ

び術後を問わず，心不全症状あるいはチアノーゼを認

める場合に管理の対象となる．これらの所見がみられ

ず，また有意の不整脈を認めない場合は，幼児用心臓

病管理指導表での管理は3－Eでよい．幼児では一般に

年長児や児童生徒に比べて低酸素血症や心不全に対す

る耐容度が相対的に高く，多くの場合園での生活の十

分に対処できるため，必要以上に生活制限を行わなく
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てよい．心不全，チアノーゼをそれぞれ3段階に分け，

強度の場合を管理区分のA～B，中等度をB～C，軽度

をC～Dと目安にすることができる．また，園児の場合

は，就学児と異なり競争心が比較的希薄であるため，

自分の持てる力以上を発揮しようとすることは少な

く，したがってそれぞれの患児の状態に応じた適切な

運動の種目や行事の内容を選択するという実際的な管

理も有用である．なお，幼児期には，しばしば甘えが

みられ，これと運動不耐容とを区別することが困難な

ことがあるが，このような場合には原則として運動を

強制しない方がよい．
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