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令和４年度第４回医療連携講演会

ファロー四徴症の生涯医療
―胎児から成人まで―

(1) 内科治療

東京都立小児総合医療センター循環器科

前田 潤

ファロー四徴症

1. 肺動脈狭窄
• 肺動脈弁下部狭窄（流出路中隔の前方へのずれ）
• 肺動脈弁狭窄、肺動脈弁上部狭窄、末梢肺動脈低形成

2. 心室中隔欠損
• 流出路中隔の前方へのずれ

3. 大動脈騎乗
• 大動脈の前方へのずれ

4. 右室肥大
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ファロー四徴症の発生
⚫共通幹（円錐動脈幹）の肺動脈成分の低形成

⚫大動脈－心室整合のずれ

（山岸敬幸, 白石公編. 新先天性心疾患を理解するための臨床心臓発生学. 2021. メジカルビュー）

胎生20日
妊娠5週

胎生50日
妊娠10週

ファロー四徴症の血行動態
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1. 肺動脈狭窄
2. 心室中隔欠損
3. 大動脈騎乗
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心室中隔欠損 大動脈騎乗

左室

右室

大動脈

左室

右室

肺動脈
心室中隔欠損

心室中隔欠損 肺動脈狭窄
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ファロー四徴症の特徴

⚫先天性チアノーゼ性心疾患で最も多い 男女差なし
• 出生約2,000人に１人（0.05％) （2019年日本小児循環器学会の全国調査）

⚫手術による血行動態の修正が必要
• 右大動脈弓（25%）、冠動脈走行異常（5%）に注意

⚫染色体異常、単一遺伝子異常の合併
• 22q11.2欠失症候群、Down症候群、18トリソミー、Alagille症候群…
• NKX2.5, GATA4, GATA6, TBX1…（心臓発生に必須の転写因子）

⚫歴史
• 1888年 仏医師Etienne-Louis Fallot 青色児の病理解剖所見
• 1924年 カナダ医師Maude Abbott  四徴として報告

ファロー四徴症の生涯医療

胎児期

⚫産科、小児循環器科

•胎児心エコー診断

•出生後の治療計画、娩出時期・方法の検討

小児期

⚫新生児科、小児循環器科、心臓血管外科

•新生児期・乳児期: 最終診断 内科的治療 修復手術

•幼児期・学童期: 遺残病変の治療

成人期

⚫循環器内科、小児循環器科、心臓血管外科

•遺残病変、不整脈の管理、治療

•妊娠・分娩、生活習慣病、三大疾病の管理・治療
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胎児期
胎児心エコーで出生前診断

⚫妊娠20週前後で産科医によるスクリーニングエコー
• 通常と異なる所見でご紹介（肺動脈が大動脈に比べて細い、心臓が極端に左向
き…）

• 小児循環器医による胎児心エコー

⚫大きな心室中隔欠損、大動脈騎乗、肺動脈狭窄
• 四腔像だけではわからないこともある

⚫通常分娩が多い
• が、出生後の治療（プロスタグランジン）準備が必要なことも

胎児期（33週6日）
胎児心エコー画像
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小児期
確定診断

⚫症状 チアノーゼ、心雑音
• 肺動脈狭窄の程度による

⚫合併症 低酸素（無酸素）発作
• 急激に肺血流が低下

• 「スペル」

⚫検査
• 胸部X線、心電図、心エコー検査

• 造影CT、心臓カテーテル検査

小児期
胸部X線

木靴心



7

小児期
心エコー画像

小児期
心臓カテーテル検査 右室造影
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病理解剖

(Lancet 2009; 374: 1462-1471)

ファロー四徴症の治療方針

⚫1期的手術 ６か月～１歳 心内修復術
• 心室中隔欠損閉鎖+右室流出路形成

⚫2期的手術
• 肺動脈低形成や低体重 体肺シャント術

• 肺動脈発育、体重増加を待って心内修復術

⚫低酸素発作があればその時点で手術
• 体肺シャント

• 心室中隔欠損閉鎖+右室流出路形成
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低酸素発作
⚫ファロー四徴症の約30%に合併

⚫チアノーゼ増強、持続すると意識消失

⚫生後２か月頃～乳児期に多い
• 2～4歳以降は少ない

⚫肺血流の急激な減少
• 収縮期雑音の減弱

⚫安静時（全身麻酔、哺乳後）でも起こる

低酸素発作

肺 体

RV LV

RA LA
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覚醒、哺乳、入浴

啼泣、排便、不機嫌、感染

末梢血管抵抗低下

右室流出路心筋攣縮

過呼吸

低酸素血症増悪

VSD 右左短絡増加

呼吸中枢刺激

右室機械刺激受容体

内因性カテコラミン分泌増加

PS進行による肺血流減少

右室収縮増加・容積減少

酸素需要増加

低酸素発作の機序

（小児内科 2020 Vol.52 増刊号 181-185)

低酸素発作の治療

⚫酸素、膝胸位、ボーラス輸液

⚫鎮静（モルヒネ、ペチジン、フェノバルビタール）

⚫β遮断薬（プロプラノロール）

⚫α作動薬（フェニレフリン）

⚫早期の手術
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成人期
修復術後の合併症

⚫肺動脈弁閉鎖不全
• 肺動脈弁輪切開後（肺動脈弁が低形成の症例）

• 無症状のことが多い

• 右室容量負荷による不整脈、心不全

⚫残存肺動脈狭窄
• 右室圧負荷 不整脈、心不全

⚫不整脈
• 頻脈性不整脈（心室頻拍、心房頻拍、心房粗動…）

⚫感染性心内膜炎

⚫大動脈拡大
• 前方視的観察研究（三浦副院長、永峯医長）

肺動脈弁閉鎖不全（逆流）

⚫肺動脈弁逆流による右室拡大
• 右室機能低下、不整脈の原因

• QRS時間≧0.18秒の完全右脚ブロックは突然死と関連
(Lancet 2000;356:975, Circulation 1995;92:231)

⚫肺動脈弁置換術による逆流防止
• 右室拡大、QRS時間、心室頻拍、右室機能を改善
(Circulation 2001;103:2489, Eur Heart J 2005;26:928)
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成人期
肺動脈弁逆流による右室拡大

心エコー

成人期
肺動脈弁逆流による右室拡大

心エコー
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成人期
心臓MRI

（成人先天性心疾患診療ガイドライン (2017年改訂版)）

成人期
肺動脈弁閉鎖不全の治療適応
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成人期
肺動脈弁閉鎖不全の治療

⚫肺動脈弁留置手術
• 生体弁（ブタ弁、ウシ心膜加工弁）

⚫経カテーテル肺動脈弁留置術

成人期
経カテーテル的肺動脈弁留置術
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成人期
経カテーテル的肺動脈弁留置術のイメージ

成人期
肺動脈留置術前後の右室容積
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ファロー四徴症の生涯医療

胎児期

⚫産科、小児循環器科

•胎児心エコー診断

•出生後の治療計画、娩出時期・方法の検討

小児期

⚫新生児科、小児循環器科、心臓血管外科

•新生児期・乳児期: 最終診断 内科的治療 修復手術

•幼児期・学童期: 遺残病変の治療

成人期

⚫循環器内科、小児循環器科、心臓血管外科

•遺残病変、不整脈の管理、治療

•妊娠・分娩、生活習慣病、三大疾病の管理・治療


	スライド 1: 令和４年度第４回医療連携講演会  ファロー四徴症の生涯医療 ―胎児から成人まで― (1) 内科治療 
	スライド 2: ファロー四徴症
	スライド 3: ファロー四徴症の発生
	スライド 4: ファロー四徴症の血行動態
	スライド 5: 心室中隔欠損　大動脈騎乗
	スライド 6: 心室中隔欠損　肺動脈狭窄
	スライド 7: ファロー四徴症の特徴
	スライド 8: ファロー四徴症の生涯医療
	スライド 9: 胎児期 胎児心エコーで出生前診断
	スライド 10: 胎児期（33週6日） 胎児心エコー画像
	スライド 11: 小児期 確定診断
	スライド 12: 小児期 胸部X線
	スライド 13: 小児期 心エコー画像
	スライド 14: 小児期 心臓カテーテル検査　右室造影
	スライド 15: 病理解剖
	スライド 16: ファロー四徴症の治療方針
	スライド 17: 低酸素発作
	スライド 18: 低酸素発作
	スライド 19
	スライド 20: 低酸素発作の治療
	スライド 21: 成人期 修復術後の合併症
	スライド 22: 肺動脈弁閉鎖不全（逆流）
	スライド 23: 成人期 肺動脈弁逆流による右室拡大 心エコー
	スライド 24: 成人期 肺動脈弁逆流による右室拡大 心エコー
	スライド 25: 成人期 心臓MRI
	スライド 26: 成人期 肺動脈弁閉鎖不全の治療適応
	スライド 27: 成人期 肺動脈弁閉鎖不全の治療
	スライド 28: 成人期 経カテーテル的肺動脈弁留置術
	スライド 29: 成人期 経カテーテル的肺動脈弁留置術のイメージ
	スライド 30: 成人期 肺動脈留置術前後の右室容積
	スライド 31: ファロー四徴症の生涯医療

