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【毎日新聞に先天性心疾患についての特集記事が連載中】

毎日新聞＜電子版＞のプレミア／医療プレミア／医療プレミア特集に「先天性心疾患と
生きる」①～③が連載中です。2回目の「先天性心疾患と生きる②」には東京の保育グルー
プの「こぐま園」が載っています。

なお、連載のウェブページは
https://mainichi.jp/premier/health/articles/20170703/med/00m/010/005000c
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6回の心臓手術を乗り越え なお直面する課題 
2017年 7月 4日 鈴木敬子 / 毎日新聞 医療プレミア編集部 

先天性心疾患と生きる【1】 

 生まれつき心臓に何らかの異常を持つ先天性心疾患。日本では新生児の約 100人に 1人の

割合で発症し、年間約 1万人の赤ちゃんが先天的な心臓の病気を持って生まれてくるといわ

れている。かつては幼くして亡くなるケースが多く、現在でも乳児期死亡の主要な原因とな

っているが、医療技術の進歩によって患者の生存率は飛躍的に向上してきた。一方、術後も

長期にわたってケアが必要で、運動の制限や、酸素ボンベの携帯が必要になるなど、さまざ

まな困難を抱えながら社会生活を送るケースも多い。そうした中でも病気と向き合いなが

ら、前向きに課題を克服しようとする患者とその家族、それを支える保育関係者や医療者た

ちの姿を紹介する。初回は 6回の手術を経験した患者とその家族が直面してきた現実と課題

を伝える。 

救急搬送され、左心低形成症候群と診断 

 「赤ちゃんに黄だんと感染症がある

ようです。詳しく検査しましょう」。

2012年 7月、次女の希実ちゃん（4）

を出産した赤荻聡子さん（36）＝横浜

市＝は、産院の医師から思いも寄らな

い言葉をかけられた。出産翌日の新生

児健診後のことだ。赤荻さんが状況を

のみこめないまま、希実ちゃんは神奈

川県内の別の病院に救急搬送され、さ

らに神奈川県立こども医療センター

（横浜市南区）に転院。そこで、先天性心疾患の中でも重症の「左心低形成症候群」と診断

された。 

https://mainichi.jp/premier/health/%E9%88%B4%E6%9C%A8%E6%95%AC%E5%AD%90/
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粘土やおもちゃで遊ぶ赤荻希実ちゃん。後方には在宅酸素療法の装置が置かれている＝横浜

市で 2017年 2月 23日、鈴木敬子撮影 

 左心低形成症候群は、四つある心臓の部屋のうち、全身に血液を送り出す役割を担う左心

室が生まれつき小さいほか、全身から戻った血液が流れ込む右心房と肺から戻った血液が流

れ込む左心房の間に穴が開いている「心房中隔欠損」などを伴う。疾患による症状が見られ

たらできるだけ早く治療を受けなければ、新生児期を生き延びられないとされる。この病気

では、肺から心臓に戻ってきた酸素を多く含む血液が、胎児期に存在する「動脈管（肺動脈

＝肺へ血液を送り出す動脈＝と、大動脈＝全身に血液を送り出す動脈＝とをつなぐ血管）」

を経由して全身に供給される。通常、動脈管は生後 24～48時間で閉じ始め、数日で閉鎖す

るが、左心低形成症候群の子どもは動脈管を開いたままにする処置をしないと致命的にな

る。さらに、根治するためには、乳児期から幼児期にかけて段階的な手術が必要だ。 

 希実ちゃんは、転院後すぐに薬品によって動脈管が閉鎖しないよう処置を受け、生後 4日

目には最初の手術である「両側（りょうそく）肺動脈絞扼（こうやく）術」を受けた。動脈

管が開いた状態を保っておけば、血液が肺動脈から動脈管を通って全身に流れることができ

るが、肺は心臓に近いため血液が流れやすく、そのままでは全身に必要な血液が行き渡らな

い。この手術では左右の肺動脈を狭くし、心臓から肺への血流量を減らすのだ。 

生後 147日目にようやく退院 

 左心低形成症候群では使える心室が右心室のみなので、最終的に右心室を、体全体に血液

を送り出す左心室の代わりに使うことを目標とし、根治に向けて基本的には 3～4回の手術を

することになる。個別の症例ごとに対応は変わるが、1回目に両側肺動脈絞扼術を行った場

合、2回目以降は、動脈管に頼らずに肺と全身に流れる血液を 1：1にするための「ノーウッ

ド手術」▽大動脈と肺動脈を縫い合わせて 1本にし、上半身から戻ってくる血液を運ぶ上大

静脈と肺動脈をつなげて血液の流れの変化に体を慣らす「両方向グレン手術」▽上大静脈だ

けでなく、下半身から戻ってくる下大静脈も肺動脈につなげて全ての静脈の血液が肺に流れ

るようにする根治手術「フォンタン手術」－－の順で治療を進めるケースが多い（図参

照）。 

 希実ちゃんは生後 110日目ごろには、次の段階である「ノーウッド手術＋両方向性グレン

手術」に進んだが、術後 2週間もたたないうちに院内感染してしまい、胸腔（きょうくう）

内を左右に隔てる膜が炎症を起こす「縦隔炎」を発症。これに伴う手術後の 12年 12月によ

うやく退院した。生後 147日目のことだった。 

 

フォンタン手術、そして再手術へ 

 「誰かに張り倒され、崖から突き落とされたような気持ち。でも、同時に自分がしっかり

しなければと思った」。赤荻さんは当時の心境をこう振り返る。産後の疲れを癒やす時間も

ないまま、赤荻さんは毎日、専門の病棟に入院して治療を受ける希実ちゃんに冷凍母乳を届

け続けた。支えになったのは長女（8）の存在だった。希実ちゃんの看病で精いっぱいになっ

ていたが、4歳にして姉としての自覚が芽生え、赤荻さんとなかなか会えなくても「ママと

は心の中でお話ししているから大丈夫」と言ってくれた。「難しい病気のことも最初からな

るべく伝えるようにした。長女に助けられた部分もあった」 

 1歳の誕生日を目前に控えた 13年 7月、希実ちゃんの心臓は大動脈がふくれて左肺動脈を

圧迫してしまい、左肺動脈に血液が流れない状態になっていたことが定期通院時の検査で判
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明。肺動脈に流れる血液の量を増やすための手術を行い、約半年後の同年冬、フォンタン手

術に踏み切った。 

 「ようやくこれで最後」。約 8時間にも及ぶ大手術を終え、ほっと胸をなで下ろした翌

日、病院から緊急の電話が入った。「腹水がたまって脈がおかしい。新しい血液循環がうま

くいっていないようだ」。急きょ、再手術となり、一命は取り留めたものの、血液が十分に

流れなかったためか脳が損傷し、一時は意識が戻らない状態に。意識は回復したものの、希

実ちゃんは視力をほぼ失い、嚥下（えんげ）の神経も傷つき鼻チューブを通じてしか栄養を

とれなくなった。 

活動制限の多い心臓病児にもさまざまな経験を 

希実ちゃんが遊ぶ様子を見守る母聡子さん（右）＝

横浜市で 2017年 2月 23日、鈴木敬子撮影 

  

「なぜこんなふうになってしまったのか」。ベッド

サイドでしばらく落ち込んでいた赤荻さんだが、そ

の翌年、病棟にポスターが張られていた「横浜こぐ

ま園」を見学した。横浜こぐま園は、未就園の心臓

病児のための自主保育グループだ。入園するとすで

に病室で顔なじみになっていたメンバーも多く、す

んなりと溶け込めたという。しかし、幼稚園に入園

したら“卒園”するルールのため、幼稚園児や小学生

になってからも子どもと家族同士のつながりを保て

るようにしたいと願うようになった。そこで赤荻さ

んは 15年 4月、0歳から小学生までの心臓病児とその家族が参加できる「こぐまハートクラ

ブ」を設立。活動が制限されることの多い心臓病児でも安心して参加できるイベントを月 1

回のペースで開催している。心臓病児にとって感染症は命にかかわることもあるため、症状

が重ければ重いほど気を使い、映画やコンサートなど不特定多数が集まる場所に行くことは

難しい。そうした子どもたちでもさまざまな経験ができるよう、ミュージカル鑑賞や共同ア

ート制作、保護者向けの心臓病講習会など、毎月趣向を凝らしたイベントを企画している。 

再就職への高いハードル 
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 現在は週に 2～3回、横浜市内の児童発達支援施設に通い、筋力をつけたり、歩行練習をし

たりしながら希実ちゃんなりのペースでゆっくりと成長している。在宅酸素療法は欠かせな

いが、携帯用の酸素ボンベをリュックに入れて出かけることもできる。 

 赤荻さんは看病との両立が難しいため、育児休業明けにそれまでの勤め先を退職したが、

再び働きたいと今春、保育園への入園を模索した。しかし、自宅から通える範囲の 7園に掛

け合ったところ、いずれも「看護師が常時付き添うことは難しい」「何かあった時に責任を

取れない」などと断られた。「酸素ボンベは付けているけれど、何でもできる。心臓病児は

100人に 1人いるわりには認知度が低く、過剰な反応を示されてしまう」と戸惑いを隠せな

い。一方で、「私も自分に先天性心疾患の子どもが生まれるまで病気のことを知らなかっ

た。当事者側ももう少し積極的に情報を発信していかなければ、周囲の理解は広まらな

い」。こぐまハートクラブでは、神奈川県立こども医療センターが主催するイベントなどに

も参加し、先天性心疾患やこぐまハートクラブについて理解を深めてもらう活動も行ってい

る。 

周りの人のために命を使える子に…親の願い 

 希実ちゃんにどんなふうに育ってほしいですか－－。最後にそう尋ねると、赤荻さんはこ

う答えた。「いろいろな人に手伝ってもらいながら、生かさせてもらっている。だからこ

そ、自分のためだけにその命を使うのではなく、周りの人のために使える人になってほし

い」 
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心臓病児と家族を支える自主保育グループ 
2017年 7月 5日 鈴木敬子 / 毎日新聞 医療プレミア編集部 

先天性心疾患と生きる【2】 

 感染症のリスクから外出を控える傾

向にある先天性心疾患の子どもたち。

また、酸素ボンベや内服管理が必要だ

と希望しても対応してもらえず、保育

園や幼稚園に入園できない場合がほと

んどで、多くの親子は孤立しがちだ。

そんな親子の支えとなっているのが、

保護者や保育士、ボランティアが主体

となって運営する自主保育グループ。

社会とのつながりが限られる中、子ど

もたちにとっては同世代とふれあえる

貴重な成長の場であると同時に、親子

が一緒に登園することで親同士の交流の場にもなっている。その一つ、東京都渋谷区で活動

する「こぐま園」を訪ねた。 

心臓病児にも保育の場があれば…ある母親の思い 

 五月晴れの日の昼下がり、渋谷区のコミュニティー施設に「お誕生日のうた」が響いた。1

～4歳の子どもたちとその保護者、保育士らがろうそくを 2本立てたデコレーションケーキ

を囲み、2歳の誕生日を迎える子どもを祝っていた。 

こぐま園での活動の様子＝こぐま園提供 

 心臓病の子どもたちの自主保育グループ「こぐま園」では、週 2回、就学前の心臓病の子

どもたちが保護者と一緒に集まり、保育士と一緒に絵本や紙芝居を見たり、リトミックをし

たりして遊ぶ。幼いうちに手術を経験し、体にその手術痕のある子がほとんどだが、散歩に

行ったり隣接する公園で駆け回ったりできる子もいる。食事は嚥下（えんげ）食が必要など

https://mainichi.jp/premier/health/%E9%88%B4%E6%9C%A8%E6%95%AC%E5%AD%90/
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制限のある子もいるため、各自で弁当を持ち寄る。活動内容は在園児の保護者やOB・OGの

保護者、保育士らが月 1回、運営委員会を開いて決定している。子どもたちが保育士と一緒

に遊んでいる間、母親たちはそれぞれの悩みを語り合うこともできる。 

 園を設立したのは、自身も心臓病の子どもを育てた経験をもつ田中千賀子さん。長女が心

臓の四つの部屋のうち、右心室と左心室を隔てる壁に穴があるなど心臓の構造に四つの異常

がある「ファロー四徴（しちょう）症極型」を患っていた。極型はファロー四徴症の中でも

最重症と言われる。酸素を多く含む血液を全身に送り出す大動脈に、体を循環して心臓に戻

ってきた静脈の血液が混じるため顔色などが悪くなる「チアノーゼ」がひどく、3歳の時に

は医師から「もうこれ以上、手術はできない」と告げられた。一方で、長女は年子の兄が幼

稚園に通う様子をうらやましがり、田中さんは「この子にも注意の行き届いた保育の場があ

ればいいのに」と考えていた。 

我が子を亡くしても運営に関わり続けた理由 

 1972年、当時 5歳だった長女を連

れ、東京都目黒区内にあった病児も遊

べる施設を訪れた時のことだ。同じく

心臓病を患う 2歳児の母親と出会い、

意気投合。「心臓病があっても子ども

たちが安心して通える保育の場を作り

たい」との思いを共有し、早速、心臓

病の患者とその家族が加入する「全国

心臓病の子どもを守る会」の会員に参

加を呼びかけ、翌年から園児 9人で、

月 3～4回の保育を始めた。当時はそ

の都度、区民会館などを借りておもちゃは自分たちで持ち寄り、時には田中さんが自宅を開

放して行うこともあった。 

 現在のような保育士による保育体制ができあがり、運営基盤も整ってきた 76年、長女が息

を引き取った。小学 3年生になったばかりだった。ショックのあまり、一時は「こぐま園の

運営に関わるのはもうやめよう」と思ったが、園児たちが我が子のようにかわいく、引くに

引けなかったという。78年にこぐま園の代表に就任。以来、約 40年にわたり、園の運営に

携わってきた。運営する中で大切にしていたのは、園児がケガをすることのないよう細心の

注意を払うことと、親子が楽しいひとときを過ごせるようにすることだ。先天性心疾患をも

つ子どもは、自宅と病院の往復だけになってしまうことが多い。できるだけ多くの経験をさ

せてあげたいと、夏には 1泊 2日のキャンプ、秋にはブドウ狩りなど、なるべく外に出て活

動できるようなイベントも積極的に開催してきた。 

長年こぐま園を支えてきた田中さん（左）と新代表に就任した大澤さん＝東京都渋谷区で鈴

木敬子撮影 

短い生涯を閉じた子どもたちと卒園児のことは忘れられない 

 約 40年間にこぐま園を卒園した子どもは約 270人に上る。このうち約 4分の 1は在園中

または卒園後に短い生涯を閉じた。「元気に社会生活を送っていたはずなのに、高校生から

20歳を超えて亡くなる子も多い。いつまでたってもこぐま園を卒園した子どもたちのことが

心配なんです」 
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 次第に遠方から通ってくる親子も増え、こぐま園に通っていた人などが自分たちが住む地

域でも集まれる場をつくろうと、各地で自主保育グループを開設するようになった。関東で

はこじか園（東京都立川市）、こばと園（台東区）、横浜こぐま園（横浜市）があり、年に

1度、4園の交流会も開かれている。 

みんなのオアシスに…新代表の決意 

 今春、田中さんは代表を退き、代わりに大澤恵さん（43）が就任した。大澤さんも、高校

3年生の長女が「両大血管右室起始症」という難病を抱えている。正常な心臓では右心室か

ら肺動脈、左心室から大動脈が出ているが、両方が右心室の上から出ている（起始してい

る）病気だ。長女が 2～5歳の時、親子でこぐま園に通った。年齢が近い子どもと一緒に遊ば

せることができ、大澤さん自身、同じ境遇の母親たちとコミュニケーションをとることで、

とても救われたという。代表を引き受けたのは、ずっと長女の成長を見守ってくれている田

中さんに恩返ししたい、との思いがあったからだ。「こぐま園があったから我が家がある。

ここに来たら笑顔になって帰れるような、みんなのオアシスにしていきたい」。田中さんの

思いは各地へ、次の世代へと受け継がれている。 
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赤ちゃん 100人に 1人に起きる 先天性心疾患 
2017年 7月 6日 鈴木敬子 / 毎日新聞 医療プレミア編集部 

先天性心疾患と生きる【3】 

 100人に 1人の割合で生まれるとされる先天性心疾患の子どもたち。年間約 1万人の赤ち

ゃんが心臓に何らかの病気をもって生まれてくるが、その症状や治療法は多様で、疾患や病

態に関する社会の認知度は決して高いとは言えない。どのような病気で、疾患が見つかった

場合にどのような経過をたどるのか。こうした先天性心疾患の基礎的な知識や、生まれつき

心臓病を抱える子どもたちやその家族を支えていく上での社会的な課題などについて、日本

小児循環器学会理事長の安河内聰・長野県立こども病院循環器センター長に聞いた。2回に

わたって紹介する。 

心臓手術はわずか半世紀の間に飛躍的に向上 

 －－なぜ 100人に 1人の割合で

先天性心疾患の子どもが生まれる

のでしょうか。 

 原因はさまざまで、単一の遺伝

子だけでなく、複合的な多因子で

起こるといわれています。いろい

ろな発生の段階でちょっとしたプ

ログラミングのずれが起こり、心

臓の本来閉じるべきところに穴が

開いたり、開くべき弁が閉まった

りということが生じます。遺伝子

が特定されているものもあります

が、多くははっきりしていません。ただし、出生数に関係なく、一定の比率で生まれてくる

ことは事実です。 

https://mainichi.jp/premier/health/%E9%88%B4%E6%9C%A8%E6%95%AC%E5%AD%90/
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 －－先天性心疾患をもつ患者さんを救えるようになってきた経緯や背景を教えてくださ

い。 

 心臓手術が始まったのは 1950年代です。手術をする間、心臓と肺の代わりに全身に酸素

を含んだ血液を送り出す「人工心肺」を使った手術法が確立され、実際に患者さんを助けら

れるようになったのが 60～70年代、全国的に心臓手術の成功率が上がってきたのが 80年代

後半～90年です。左心低形成症候群の子どもも受けるフォンタン手術が導入されたのは 71

年ですが、90年の時点ではまだ左心低形成症候群と診断されても、ノーウッド手術と呼ばれ

るフォンタン手術の準備のための手術成績が悪いために、手術治療のオプションが提示され

ない人もいました。ようやくノーウッド手術で助けられるようになったのは 90年代後半でし

たが、当時はまだ生存率は 10％以下しかありませんでした。それが、今では心臓外科の医師

がいる小児の医療施設なら 70％、私どもの施設や手術経験が豊富な医師がいる施設では

90％を超えています。まさに左心低形成症候群は、診断技術や手術精度の向上によって以前

は助からなかった重症の子どもも助かるようになった、その典型例といえます。 

 

 現在、日本における先天性心疾患の年間手術例は 9000～9500例で、死亡率は平均 2～

3％です。日本に心臓手術が本格的に導入されてからわずか 50年あまりの間に、先天性疾患

の心臓機能を修復する新しい手術法が次々と考案され標準的な治療法として全国で行われる

ようになったことで、先天性心疾患の子どもが生き延びられる率は飛躍的に向上したので

す。 

チアノーゼ性と非チアノーゼ性 

 －－先天性心疾患と呼ばれるものの中にはどのような病気があり、どのような経過をたど

るケースが多いのでしょう。 

 一人一人の病態は違い、それぞれが個別の症状を示すため、一概にはまとめられません。

厚生労働省が最近まとめた小児慢性特定疾患に認定されている慢性心疾患は 97あります。こ

れを大きな疾患群として分けると 50くらいでしょうか。手術が唯一の治療法の場合が多いで

すが、比較的軽症の疾患では手術が必要ないこともあります。新規の先天性心疾患の患者の

うち、手術を必要とする人は 6～7割です。例えば開いている穴が小さければ成長の過程で閉

じる場合もあるので、そういう人は手術をする必要がありません。 

 たくさんの先天性心疾患を理解する時、「チアノーゼ性」と「非チアノーゼ性」に分ける

ことができます。チアノーゼとは、血液中の酸素濃度が下がり、唇や手足が紫色になる状態

をいいます。本来、酸素が少ない血液は静脈にしか流れませんが、心臓の中に穴が開いてい

たり、正常な心臓の形と異なっていたりすると、酸素が多い血液の通り道である動脈に流れ

込んでしまうため、チアノーゼが起こります。非チアノーゼ性にも重い病気はありますか

ら、「チアノーゼ性だから重症」とは必ずしも言い切れませんが、チアノーゼがあると外見

から病気が分かりやすいでしょう。一方、チアノーゼのない人は心臓の病気であることを周

囲に理解されにくいという側面はあると思います。 

 チアノーゼ性先天性心疾患で患者数が多いのは「ファロー四徴（しちょう）症」です。非

チアノーゼ性では、右心室と左心室の間の壁に穴がある「心室中隔欠損症」が最も多く、他

に右心房と左心房の間の壁に穴がある「心房中隔欠損症」、胎児期に存在し、生後に肺で呼

吸を始めると自然と閉じるはずの動脈管が開いたままになる「動脈管開存症」なども高い頻

度でみられます。 
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胎児心エコーによって胎児期に診断されるケースも 

 －－先天性心疾患だった場合、どの段階で気付くのでしょうか。 

 今は胎児心エコーを使って詳しく調べることができるので、心臓の構造上の異常があるも

のは胎児期に分かるケースが多く、胎児診断に慣れた医師が行えば胎児期に発見されやすい

といわれています。一般には在胎 16週以後、施設によっては 13週くらいから診断できる施

設もあります。左心低形成症候群や、心臓の部屋が一つしかない単心室などは明らかな構造

上の異常のため、比較的分かりやすいでしょう。一方、「総肺静脈還流異常症」といって本

来、左心房に戻るべき肺静脈が左心房以外に戻る病気や、大動脈が頭や手に行く方向の 3本

の動脈に枝分かれするあたりで狭くなっている「大動脈縮窄（しゅくさく）症」、大動脈と

肺動脈の位置とつながり関係が正常と反対になっている「大血管転位症」の三つの病気は、

生後すぐに緊急手術が必要な代表的な疾患ですが、熟練した医師でなければ、胎児心エコー

で診断することが難しい病気です。 

 赤ちゃんがおなかの中にいる間に診

断できれば、少なくとも生まれてから

救急搬送しなければならない事態は減

るので、それだけ患者の状態が悪くな

らないうちに治療を開始することがで

き、治療効果も高いと言えます。地域

によっても差がありますが、胎児診断

が進んだ施設では、新生児期に手術が

必要な子どもたちの 80％以上を胎児

期に診断できるといわれています。 

 

心臓病児はいろいろなことに挑戦する運命をもった子ども 

 －－妊娠中に異常が分かると、お母さんは不安になってしまうと思います。 

 赤ちゃんがおなかにいる間に異常が分かると、お母さんは気が動転してしまい、自分の子

どもに対して愛情を持てなくなることが心配されます。異常が判明した時、医療関係者がき

ちんとした事実を踏まえ、病気についての正確な知識、治療を受けるメリット・デメリッ

ト、治療を受けた結果、将来どのような可能性があるのか－－について説明することが非常

に大切です。最初に告知する医師がこうしたことをきちんと伝えるか否かによって、お母さ

んのおなかの中の子どもの命はもちろんのこと、両親が自分の子どもの病気にきちんと向き

合えるかどうかが決まってしまうのではないでしょうか。 

 －－信頼できる医師との出会いも肝心ですね。 

 大前提として、医療関係者が「心臓の病気だからあれもダメ、これもできません」という

話をするか、「心臓の病気でもあれもできるし、こんなこともできます」という話をするの

かによって、両親の受け取り方はまったく違うでしょう。私は基本的に事実は事実としてお

話しした上で、それでもできることをお伝えした方がいいと思っています。先天性心疾患に

限りませんが、例えば米国ではいわゆる障害のある子どもに対して“disable child”という言

葉は使わず、“challenged child”と呼ぶべきだという考え方があります。つまり、障害をもっ

た子どもではなく、いろいろなことに対して挑戦する運命をもった子どもと捉えるというの

です。心臓病という病気をもって生まれてきたことはその子の個性だから、個性をどう生か
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すかということを考えられるような話をしてもらえれば、少しでも前向きに捉えて病気とと

もに生きていくことができるのではないでしょうか。 

   ◇   ◇   ◇ 
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授の下、小児循環器学を学ぶ。米ジョンズ・ホプキンズ大学、コ
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