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先天性の心臓病（先天性心疾患）は

約 100 人に 1 人がもって生まれ、心

臓や血管に異常がある病気です。心臓

には左右心房、左右心室の 4 つの部

屋があり、ポンプの働きをします。上

半身、下半身から戻ってきた血液は、

それぞれ上大静脈、下大静脈を通り、

右心房に戻ります。その血液は右心房

から右心室に送られ、そこから肺動脈

に送り出され、肺に血液が到達します。

呼吸により肺に酸素が取り入れられ、

二酸化炭素を排出します。その血液は

左右の肺静脈から左心房へ戻ります。

そして左心房から左心室へ送られ、そ

こから大動脈に送り出され、全身に血

液が到達します。心房と心室、心室と

大動脈・肺動脈の間にはそれぞれ弁が

存在し、逆流（血液が元の部屋に戻る

こと）するのを防いでいます（図 1）。

その構造に生まれつき異常がある病気

をまとめて先天性心疾患と言います。

先天性心疾患の心臓の動き

先天性の心臓病では、心臓の動き自

体には問題のないひとが多数です。し

かし心臓はよく動いていますが、弁が

狭い、もしくは逆流があるため、効率

よく体に血液を送り出せないひと、な

かには心筋（心臓の筋肉）の病気で生

まれつき心臓の動きが悪いひとなどさ

まざまです。例えば、心室中隔欠損症

で孔の大きなひとは、心臓はよく動い

ていますが、正常な心臓では、前に述

べたとおり、左心室から大動脈へ血液

がすべて送り出されますが、左心室か

自分の病気を知って、よりよい学校生活を
　　　　　　　　　　　　　　　　国立成育医療研究センター循環器科　小野　博

右心室 

図1：正常な心臓 

図 1：正常の心臓
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ら孔を介して右心室に血液が流れてし

まうため、大動脈からからだに流れる

血液が減ってしまいます（図 2）。心

房と心室の間の弁の逆流の多いひと

は、心室がよく動いても、弁逆流のた

め心室から心房へ血液が戻ってしまう

ため、心室から、肺動脈や大動脈へ送

り出す血液が減ってしまいます。その

結果、心臓の動きが良くても、からだ

の調子が悪くなります。僧帽弁閉鎖不

全症や房室中隔欠損症 ( 図 3）の共通

房室弁逆流症などで認められます。は

じめは動きがよかった心臓も、逆流が

増えると、その影響で徐々に心室が大

きくなり、動きも悪くなってきます。

その結果、血液を送り出せなくなり、

さらにからだの調子が悪くなります。

先天的に心臓の筋肉が厚いひとや薄

いひともいます。心臓から送り出さ

れる血液の量が少なく、同様にから

だの調子が悪くなります。

先天性の心臓病は一人ひとり
異なる顔をもつ

前に述べたとおり、先天性の心臓

病は心臓や血管の構造に異常があり

ます。2 つの心房、2 つの心室があり、

動きは正常ですが、心臓の壁に孔が

あるひとから（心室中隔欠損症：図 2

など）、1 つの心室から成るひと（単

心室症）、心房心室の間の弁が 1 つの

ひと（完全型房室中隔欠損症：図 3　

など）、弁に逆流（漏れ）があるひと（僧

帽弁閉鎖不全症など）、弁が狭いひと

図 2：心室中隔欠損症 図 3：完全型房室中隔欠損症
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（大動脈弁狭窄症など）、血管が狭いひ

と（大動脈縮窄症など）、血管と心臓

のつながりに異常があるひと（完全大

血管転位症や総肺静脈還流異常症な

ど）、いくつかの異常を合併している

ひとまで、さまざまな病気のひとがい

ます。

それぞれの病気は、全く異なる血液

の流れであり、不具合の生じ方も千差

万別です。同じ病名でも、孔の大きな

ひとと小さなひと、弁の逆流が多いひ

とと少ないひと、不整脈（心臓が打つ

リズムが一定でないひと）を持ってい

るひとと、いないひとでは、それぞれ

不具合の程度も異なります。先天性の

心臓病のひとたちは、病名も多岐にわ

たり、同じ病名でも、一人ひとり異な

る顔を持ちます。

手術をしても根治ではない

例えば、虫垂炎（いわゆる盲腸）は

手術をすれば虫垂炎は治った、すなわ

ち根治（病気が完全に治ること）とい

うことになりますが、先天性の心臓病

の場合、多くの疾患で手術をしても根

治とはいえません。心臓病のない人と

同様に、血液が右心室から肺へ、そし

て左心室から体へというような循環で

はないひと（フォンタン手術後 : 図４

など）、術後に不整脈や弁の逆流が残

存しているひとなど、さまざまな形で

問題を抱えているひとが多く存在しま

す。ファロー四徴症（図 5）心内修復

術後では、肺動脈弁の逆流が多くても、

通常成人期までは右心室の拡大があり

図 4：単心室症に対するフォンタン手術後

図 5：ファロー四徴症
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ますが、強い自覚症状はありません。

しかし、個人差はありますが、30 歳

ごろから右心室さらに左心室機能が低

下したり、不整脈が出現したりするた

め、肺動脈弁置換術や不整脈治療が必

要になるひとがいます。　　

フォンタン手術後では、タンパク質

が腸にもれたり（蛋白漏出性胃腸症）、

成人期になり肝臓の機能が低下するひ

とがいることが分かってきました。医

療技術の進歩により、先天性の心臓病

の患者さんたちは成人に達するひとた

ちが増えてきたため、明らかになって

きた合併症の一つです。このように手

術後に調子がよくても、将来不具合が

生じる可能性があります。外来受診を

自分で中断せず、主治医の指示に従う

ことが重要です。もし今までよかった

体調に変化があれば、外来を受診し、

主治医に相談するようにしましょう。

なかには全く問題がなく、成人期に

なっても不具合が生じる可能性が少な

く、定期的な外来受診が不要なひとも

います。外来受診が終了しても、過去

に手術を受けたことを念頭において、

何か自覚症状、例えば階段を昇ると息

切れがする、今まで元気だったのに夕

方になると自宅で寝ていることが多

い、何となく顔色が悪いなど、気に

なることがあったら迷わず外来を受

診し、主治医に相談しましょう。日常

生活で、本人もしくは自分のお子さん

に、何か起こるのではないかと過度に

気にして生活を制限する必要はあり

ませんが、おかしいと思ったときは、

無理をしないことが大切です。

季節、天候などで体調が不安定

夏の暑い時期や冬の寒い時期には、

からだの調子が悪くなることがあり

ます。脱水などで全身の循環が悪くな

ると、からだのバランスが崩れます。

心臓病をもっていないひとでも体調

が悪くなる時期です。夏は脱水になら

ないよう、こまめに水分をとり、疲

れたら休むようにしましょう。冬はな

るべく暖かくし、からだの循環をよ

くするよう心がけましょう。生活の

リズムを保つことも重要です。夜更

かしをせず、早寝早起き規則正しい

生活をしましょう。病気によっては、

朝調子が悪いひと、夕方に調子が悪

いひとなど 1 日のうちでも波がある

ことがあります。天候の変化で体調

が不安定になるひともいます。調子

が悪いときは無理せず、自分のでき
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る範囲で生活するようにしましょう。

周囲のひとたちは、先ほどまで元気

だったひとが、急に調子が悪くなるこ

とがあるのを理解してあげることも重

要です。具合が悪いのは、すべてが心

臓病によるものではありませんが、心

臓病が原因である可能性を考えてあげ

ましょう。顔色が悪いようなら休ませ

てあげてください。このようなことが

続くようなら、少し休んでよくなった

としても外来を受診しましょう。特に

術後安定している時期にも、主治医が

考えていないような合併症がみつかる

ことがあるので、気づいたことは、主

治医に相談するようにしましょう。

休み時間に走っていても、体育の
運動には制限があるひともいる

心臓手術後でも、学校の体育などの

運動に制限が必要なひとがいます。病

気によっては、マラソンのような長時

間続ける運動が難しいひと、重量挙げ

のような急に力をいれるような運動が

難しいひとなどさまざまです。休み時

間に階段を駆け昇ることはできても、

それを長時間持続すると息切れをおこ

してしまいます。弁の逆流が多いひと

や、心臓の動きが悪いひと、フォンタ

ン手術後のひとたちに、このような症

状がでる可能性があります。過度な制

限は必要ありませんが、運動は本人が

できる範囲内で、少なくとも疲れたら

休む、周囲の人たちも、本人の状態を

みて、休ませてあげることが必要です。

小学校に入学すると、学校生活管理

指導表が学校から渡されるはずです

( 表 1）。小学生用と中高生用がありま

す。都道府県、市町村によっては、も

う少し詳しい指導表もあります。これ

はあくまで記載時の本人の状態をみ

て、主治医が判断した運動制限の一つ

の目安です。前述したように体調のよ

いときもあれば、悪いときもあります。
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体調の悪いときは無理しないで、普段

できることでも学校の先生に申告して

無理のないようにしましょう。学校と

病院の連絡は重要です。もし、この指

導表の記入時には調子がよくても、慢

性的に本人の調子が悪くなったとき

は、再評価が必要です。必要なら指導

表を主治医に再発行してもらい、学校

の先生に、お子さんの状態を正確に把

握してもらいましょう。

自分の病気を知り、コントロール
しましょう

最終的に病気の管理をするのは、幼

少期にはご家族、その後は患者さん自

身です。管理するためには、自分の病

気を理解することが重要です。　　

中学生前後になったら、時期をみて

きちんと自分の病気について理解しま

しょう。そしてご両親は本人に理解さ

せましょう。薬の重要性も同様です。

ご両親は、外来では症状など、医者と

の受け答えはなるべく自分でさせるよ

うにし、自分のからだのことを自分で

考えさせるようにしましょう。それが

将来的に自分のからだを大切にするこ

とにつながります。中学生ごろになる

と、親の言うことを聞かなくなり、あ

る程度無理がきくようになります。そ

して薬を自分で中断してしまうことも

あります。その無理が積み重なり、症

状の悪化を招いたり、事故を引き起こ

したりすることもあります。自分ので

きること、できないことをきちんと把

握させ、規則的で無理のない生活を心

がけることが重要です。

前述した通り、先天性の心臓病は一

人ひとり異なる顔をもちますから、ひ

とそれぞれ症状の出方は異なります。

同じ病気でも多少の無理がきくひとも

いれば、きかないひともいます。自分

の体調には自分で責任をもち、管理で

きるようにしましょう。そして何かわ

からないこと、不安なこと、体調に変

化があったときは、遠慮せず積極的に

主治医に相談しましょう。問題を一つ

一つ解決していくことが重要です。
図：金子幸裕ほか：カラーイラストでみる先天
性心疾患の血行動態，文光堂，東京，2012
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体験談 幼児、小学生の日常生活

わが家の三男は、少人数の公立保育

園の年長組です。左肺静脈の閉塞で、

左肺の血液循環はなく、人工弁で逆流

も多い状況ですが、園にはほとんど休

むことなく通っています。

兄たちが現在小学生で、学校の状況

もよくわかるゆえ、1000 人超の大規

模校への不安、またその環境面、特に

夏の暑さは大変心配です。三男には教

室で過ごすことさえ厳しいと感じまし

た。ただ一方、兄たちや友だちにもま

れ精神的にも強く成長し、人とのかか

わりを多く求める三男に、環境的に配

慮ある特別支援級ではなく、普通クラ

スへ進級させたい強い希望が両親共に

あります。

地元校長との第１回面談は年少の 12

月で、三男の入学年に耐震工事、冷房

設置予定と聞き、人的な体制もお願い

しました。年中の 10 月、本人を連れた

２回目の面談では、工事の実施計画ま

で進行を確認し、教育委員会にもお願

いに行きました。予算は進行していても

最終での変更もありうるからです。

機会あるごとに保健室の先生や他の

先生にもお会いして入学体制作りを始

めました。守る会の先輩アドバイスの

「肝心なときは両親揃ってお願いにい

く」という話から、お願いの文書には

両親の署名を入れて持参しています。

「心臓病児は 100 人に一人といえど

も、三男の併発病者は６万人に一人。

先人の道はなく、ゆくべき方向に自ら

道は作るしかない！」肺炎球菌の予防

接種が、患者数の多い特定の疾患なら

ば保険接種で、片肺リスクのある息

子は法律で接種できなかったあの日

に、そう決心した思いが今も私の原点

です。それでも、守る会の仲間に、つ

い躊躇している自分を気づかされなが

ら、勇気を出して行動にしているとこ

ろです。　　

習得までに他のみんなよりたくさん

の時間が必要な三男。「ともだち 100

人作りたいのなら、いろとかずは覚え

ようね」。１年生になるのを心まちに

している本人と一緒に、地道な作業

になるだろう「ともだち 100 人計画」

が始動したばかりです。

（広島県）

全国心臓病の子どもを守る会機関誌「心臓をまもる」より抜粋

友だち100人計画が始動
保育園年長組　肺動脈閉鎖、左肺静脈の閉塞

ちゅうちょ
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体験談

入学までに、合併疾患含め４回の手

術と合計で１年半ほどの入院生活を乗

り越えてきました。５歳前に発達障害

の診断がつき、情緒育成級（支援級）

へ在籍。息子は双子で、きょうだいで

ある娘は普通級に入学しました。

入学前、就学相談を進めていくなか

で、息子は自分が娘とクラスが分けら

れると怒っていました。ですが体験入

学のとき育成級の先生と一緒に普通学

級で過ごしてみると、自分はものすご

くがんばらないとみんなについていけ

ないと分かったようで、迎えに行った

ときには滝のような鼻水と涙。納得し

たかどうかは分かりませんが、のちに

「僕やっぱり育成級でよかったわ！」

と笑顔で言ってくれたときには正直

ホッとしました。

基本的に育成級で過ごす息子の一日

は物事がゆっくり進みます。そのため

体力面での心配は少なく、個別学習（国

語・算数）においても本人の習熟度に

合わせた内容で、わからない、勉強が

いやだと言ったことは入学以来一度も

ありません。担任の先生が「本人の様

「育成級でよかった」と言った息子の笑顔
小学 2 年生　大動脈縮窄複合、大動脈弁下狭窄、大動脈弁閉鎖不全

子を見て、また本人の思いを確認しな

がら進めること」を大事にしてくださ

るので、私たちが一番大事だと考えて

いた「何よりも本人が元気に楽しく意

欲を持って学校に通える環境と、学習

内容を考慮すること」がかなえられて

いるのがありがたいです。

担任の先生は発達障害への知識と理

解があること、また息子の先生への信

頼も厚いので、私は安心してお任せで

きています。息子と同じく発達に何ら

かの障害を合併したお子さんには、心

臓のみならず可能な限りの早期から、

また長期にわたる発達のフォローがい

かに重要かつ必要であるかを日々痛感

しています。

これから先、成長に応じて課題も変

わり新たな悩みも増えるでしょうが、

子どもたちの成長を楽しみながら、親

ができることを

続けていきたい

と思います。

　　　（京都府）
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体験談 幼児、小学生の日常生活

息子の小学校では、毎年ゴールデ

ンウイークの谷間に全校遠足がありま

す。今年は代々木公園。行きは全児童、

学校から約４キロを歩き、帰りは１・

２年生は電車、３～６年生は歩きとい

う行程でした。いつも遠足や社会見学

など付き添いをと言われていたのです

が、付き添っても、重たい荷物を持っ

て歩き、遊んだあと帰りもまた歩くこ

とは息子には到底できません。

思いがけない提案が学校からあり

ました。「行きは養護の先生と他の先

生（長距離歩くのが困難な先生）と３

人で行き、帰りは１・２年生と一緒に

電車で帰ってくる」。そして、今まで

の息子の様子を見て、親の付き添いは

不要という判断でした。「息子さんの

人生にいつも親が付き添っているわけ

にはいかない。この辺で親がいなくて

も大丈夫という自信を持たせていく必

要がある」と、学校からの思いがけな

い提案にありがたいなと思いました。

「１・２年生はおれが連れて帰る

ぜ！おれについてこい」というくらい

の気持ちで堂々としてほしいと姉の元

担任から言われました。４年生が１・

２年生に交じって帰ることの恥ずかし

さや抵抗もわかると言ってくださった

うえで、息子に「帰りの電車の中での

諸注意を１・２年生に言う」という任

務を課してくださいました。このこと

を先生から説得していただき、息子は

すっかりその気分になっていました。

電車での諸注意も自分で一生懸命考え

て折り紙（カンペ）に書いていました。

最初に息子の気持ちを心配してく

ださっていた担任の先生、そして私に

甘やかしを気づかせてくださり、息子

がひやかされることなく、堂々と１・

２年生に交じって帰ってこられるよう

に策を練ってくださった先生に、本当

に感謝の気持ちでいっぱいです。　

（東京都）

「遠足は親の付き添いなし」の配慮に感謝　

小学４年生　総動脈幹症、大動脈弁閉鎖不全
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会報を読んで不安
や疑問に思ってい

たことがわかり安心で
きました。私にとって
大切な情報源です。

サ マ ー キ ャ ン
プ に 初 め て 参

加。あっという間の
2 日 間 で し た が、 同
じ心臓病のこどもを
もつ親と交流する機
会が持てて「頑張ろ
う！」の気持ちを再
認識しました。

病気の事で心配な事をお話できて、皆さん
と知り合うこともできてよかったです。 医療講演会に参加し

てみてすごく
勉強になりまし
た。先生とも気
軽に相談できる
ので、よかった
です。

体調が不安でしたが、交流会には医療
スタッフも宿泊しているので安心でき

ました。

わたしたちは、心臓病児者とその家族が安心し
て暮らせるように、社会に働きかけたり、交流し
合い、ともに支え合っています。
みんな同じような悩みや不安をもっています。
小さなことでもどうぞお気軽にお問い合わせく
ださい。

病気の子どもを育てる悩みや不安は、
周りの友達にはできないな ･･･

心臓病の悩みを
話せる友だちがほしい ･･･

受けられる福祉制度って
あるのかな ･･･

体力に自信がなくて、
なかなか外出する機会がない ･･･

発送をしながらの
おしゃべりで、帰

る頃にはお互いすっか
り打ち解けていました。

全国的な交流会
（医療スタッフ同行）

クリスマス会

会報を発送したり ･･･

療育キャンプなどの
身近な交流会

◆お問合せ先◆
一般社団法人全国心臓病の子どもを守る会
URL ◆ http://www.heart-mamoru.jp/
メール◆ mail@heart-mamoru.jp
TEL  03-5958-8070      FAX  03-5958-0508

心臓病者友の会（心友会）
15 歳以上の心臓病患者本人の会

手術を控えて何を
どうしたらいいのか ･･･

体験談を中心に医療講座な
ど・毎月発行

専門医などによる医療講演会
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