
VCFSの診断は、あなたの疑問に答える

最初のステップです。この症候群では

ひとりひとりで症状が違いますし、年

齢によっても異なります。また病気の

潜在的なリスクについて知ることは、

問題を早期に認識し、適切な治療を受

けるのに役立ちます。

正しい知識は希望へつながります

Velo-Cardio-Facial 症候群
(軟口蓋・心臓・顔貌症候群)



Velo-Cardio-Facial症候群（VCFS）

VCFSは、22番染色体の長腕の小さな部位の欠失(欠
損)によって引き起こされる遺伝疾患です（このため
に22q11.2欠失症候群といわれます)。この症候群は
高頻度に見られる遺伝病の一つで、発生率は約2000
人に1人といわれています。VCFSという名前は、1978年
に報告された症候群の特徴に由来しています。

Velo=口蓋帆　 または　 軟口蓋

Cardio=心臓

Facial=共通した顔の特徴

Syndrome=症候群 (いくつかの症状を伴う病気の総称)

VCFSは多くの名前で呼ばれてきました。DiGeorge症
候群あるいはDiGeorgeシークエンス、22q11.2欠失
症候群、Shprintzen症候群、円錐動脈幹特異顔貌症
候群やSedlackova症候群などの呼び名です。しかし、
どの診断名がついていても染色体検査で22q11.2欠失
が存在すれば、診断はVCFSです。非常に症状が似て
いても遺伝子検査（FISH検査）によって欠失が確認
されない限りはVCFSと診断はされるべきではありま
せん。VCFSの遺伝形式は常染色体優性遺伝であり、
欠失を有している片親から子どもに遺伝する確率は
50％と考えられていました。しかし、最近の研究で
は、VCFSのほとんどの症例が突然変異によるもので
あると報告されています。すなわち両親ともに欠失
が認められないということです。欠失が起こる22番
染色体の領域というのは、ヒトゲノムの中で「ホット
スポット」といわれており、再配列が起こりやすい部
位だとされています。こうした理由から、多くの症例
は突然変異によることが明らかになっています。
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VCFSの診断

FISH（Fluorescence in situ hybridization）と呼ばれ
る遺伝子検査法によって22番染色体の特定領域に欠
失がないかを検索します。検査結果で欠失が明らか
にはならなくても、VCFSの疑いが十分にある場合
は検査結果エラーの可能性を排除しなくてはなり
ません。症候群の診断を行うには、欠失が認められ
なくてはなりません。22q11.2欠失と間違われるそ
の他の症候群が多くあるため、VCFSの診断が疑わ
しい場合は、遺伝子専門家による評価を受けること
が大切です。FISHの結果が陰性であり、なおかつ検
査結果エラーも認められない場合は、別の遺伝子診
断を受けることとなります。

多くの方に共通する特徴について
VCFSの例からは180以上の症状が報告されています
が、その表現型というのは人によって異なり、非常
に多様です。また、報告されている症状すべてが一
個人に認められることはありません。これらの異常
の中にはすぐに現れ、出生後まもなく認められるも
のもあれば、非常に微細なもので後年になるまでは
気づかれないというようなものもあります。さらに
は、学習障害のように発達途上に顕在化する症状も
あります。こうしたことが、時には人生最初の数日
のうちにVCFSの診断がされる場合と、後年になる
まで正しい診断がされない場合がある理由です。ま
た、特徴的症状の重症度、どの程度までそれらの症
状が困難さを招くかについては多様で一概には言え
ません。特徴的症状として挙げられているものは単
独でも発症し、他の症候群でもみられます。特徴的
症状のうち2つないしはそれ以上が同時にみられる
場合は、VCFSの可能性を考えなくてはなりません。

• 先天性心奇形（VSD, 肺動脈弁狭窄,ファロー四徴
症,ASDなど）

• 免疫機能障害
• 口蓋裂（多くは粘膜下口蓋裂ですが、ほとんどの

場合、口腔内視診では見つけられません。口蓋
裂の専門家の診断が重要です）

• 特徴的顔貌（細長い顔、大きな鼻柱と小鼻、アー
モンド状の目、小さな耳）

• 長く細い指
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• 乳児期の哺乳障害（ミルクの鼻への逆流、発育
不良）

• 慢性的な上気道炎ならびに中耳炎
• 筋緊張の低下（ぐにゃぐにゃしている）
• 発達の遅れ
• 言語発達の遅れ
• 開鼻声
• 歯科的問題（エナメル質低形成、口腔発育不全）
• 足、脚の痛み
• 学習障害
• 心理的、精神的問題
• 腎臓疾患
• ヘルニア（臍帯、ソケイ、腹直筋離開）

報告されている症状と発生頻度についてはVelo-
Cardio- Facial Syndrome Educational Foundationのウ
ェブサイト (www.vcfsef.org：英語)  にてご覧頂けま
す。

VCFSが疑われる場合、誰に相談すれば良い
のでしょうか？
一般的には、最初に担当する医療者へ遺伝子検査
として行われるFISHの実施を依頼すれば良いので
すが、最良の方法は遺伝専門家に相談することで
しょう。遺伝専門家は正しい評価を行い、検査につい
ての説明をした上で、FISHの実施の手配をします。

VCFSの治療

VCFSが「完治」することはありません。この症
候群に関連する様々な問題を治療する方法はあり
ます。そして似たような症状を呈する方々に行われ
る治療がVCFSの方々にとって常に功を奏するわけ
ではありません。治療の中には、症候群特有のもの
もあるので、専門家はVCFSの子どもさんや大人の方
々に関わるのに、症候群について多くの知識を持っ
て対応しなくてはなりません。口蓋、発話、免疫機
能、注意行動の問題など、多岐にわたる領域にそれ
ぞれ適した治療が行われます。
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スタート地点

確定診断が出生前、ある
いは出生後になされても、
大事なことはVCFSについ
ての知識ある医療者ある
いは症候群の治療を専門
に行う施設に相談をする
ことです。これらの専門
家は、治療の優先順位を
あなたと共に決めていき
ます。そして結果が出た
後は、特別かつ個人に合
わせた治療計画が立てら
れます。

多くの専門家が関わる治療の管理は誰がするのでし
ょうか？
あなたが最初に診察を受ける医師が治療を始め、投
薬、その他の専門家の受診についての調整をするで
しょう。しかし、重要なのは最初に関わる医師が
VCFSについて詳しい知識があるということです。な
ぜならばこの症候群性ではない、似たような症状を
持つ病気の方々と、この症候群を持つ方々とは治療
方法が時によっては異なるからです。

どんな人がVCFSの治療チー
ムメンバーにいなくてはな
らないのでしょうか？
症状により異なりますが、
多くは以下の専門職種によ
り構成されます。

小児科医/発達小児科医：乳
児期の体重増加不良は最初
に懸念されることであり、
VCFSの哺乳（授乳）訓練を
経験したことのある専門家

へ相談され、その専門家からの指導を受けることと
なります。VCFSの多くの新生児はミルクの鼻漏出
(時には誤って「鼻腔反射」とも言われます）が認
められますが、通常は鼻咽腔閉鎖機能不全（VPI）
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によるものです。これは
哺乳障害でもなく、また
子どもさんにとって苦し
く、苦痛なものでもあり
ません。VCFSの子どもさ
んは、発達指標を通過す
る時期が遅れることがあ
ります。もしも運動発達
に遅れが認められれば、
理学療法士か作業療法士、
あるいはその両方による
評価が必要です。医学的

問題、発達の問題には早期からの治療介入が良い結
果を生みます。

遺伝子専門家：医療遺伝子専門家は本疾患における
副次的影響、波及効果や状態の説明をするには最も
適した専門職です。ここで、現在と将来の医学的問
題の出現のリスクや、家族の中にVCFSの方がいる可
能性、なぜこの症候群になったのかなどを説明しま
す。時には遺伝子専門家がその他のすべての治療の
調整を行います。

心臓病専門家：典型的な精密検査には臨床検査、心
電図（EKG）、心エコーがあります。もしも心臓の
問題が認められなくても、微細な心臓の問題は徹底
的な検査無しでは見つけられないので、すべての方
が検査一式は受けなくてはなりません。

免疫専門家：免疫機能障害はVCFSによくみられ、
一 般的な感染でも重症化したり、あるいは特定の
ワクチンを受けることが困難なことがあります。免
疫機能の評価は、幼児期早期に罹りやすい病気の適
切な管理をしやすくします。

言語聴覚士：哺乳、ことばの発達の評価を行いま
す。時には授乳の方法の簡単な調整のみで乳児の哺
乳の問題が解決することもあります。ことばの遅れ
や、開鼻声（鼻にかかった声）、構音障害がVCFS
では多く認められます。出生後1年以内に、症候群
について詳しい言語聴覚士の評価を受けることが大
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切です。VCFSの多くの子どもさんが正しい発音を
獲得するために言語訓練を受けなくてはならず、こ
の治療は専門的なものです。開鼻声をなくすために
は手術が必要となるかもしれません。手術を計画
するにあたり、子どもさんが協力できるようであ
れば、鼻咽腔ファイバースコープ検査やX線ビデオ
検査を行います。ほとんどのVCFSの子どもさんは、
積極的な言語訓練と手術を組み合わせることで、完
全に正常な発話を獲得することができます。年を追
うごとにより複雑化するという、ことばが持つ本来
の性質から言語発達訓練は長期に亘って必要となり
ます。中度の伝音性難聴はVCFSでは高頻度に認め
られるので、聴覚に関する一連の評価は行われなけ
ればなりません。

耳鼻咽喉科医：耳に関する
感染症や滲出性中耳炎は
VCFSの症状には挙げられて
いませんが、一般的にはよ
くみられます。耳について
定期的に経過を観察しなく
てはなりません。耳鼻科医
は時には口蓋裂やVPIを改
善するための手術も行いま
す。粘膜下口蓋裂や不顕性
粘膜下口蓋裂  (口腔内の視

診では発見できない）や、扁桃肥大はVCFSにはよ
く見られる症状です。扁桃は口腔内視診では正常
な大きさに見えることがありますが、気道の下方で
肥大している可能性もあります。鼻咽腔ファイバー
スコープ検査によって、気道内の扁桃を確認するこ
とができます。扁桃肥大は、哺乳、嚥下、睡眠、発
話への影響を与えうる重大な問題です。

内分泌専門医：カルシウム欠乏（低カルシウム血症)
が発作や筋の痙攣を引き起こすこともあります。甲
状腺機能障害（最も一般的な発症時期は思春期以
前）はよくみられます。低身長もまた高頻度に認め
られます。一連の内分泌の精密検査の実施を考慮し
なくてはなりません。
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顎顔面頭蓋/口唇口蓋裂外科医：耳鼻咽喉科、形成
外科、顎顔面口腔外科、あるいは小児外科の多くの
科における特定の専門家が、口蓋裂手術やVPIの外
科的治療を行います。頸動脈が通常の位置から外れ
ていることがVCFSでは多く認められるので、咽頭
弁手術やその他の咽頭形成術を行うのに先がけて、
磁気共鳴血管撮影（MRA）によって頸動脈の走行位
置を確認することが必須です。

学習／教育専門家：VCFSの子どもさんの多くに特
有の学習障害がみられます。特に数と抽象概念の推
論に困難を示します。このような場合は、不得意な
学習分野について個人指導が行われる、少人数制の
授業に子どもさんを参加させると良いでしょう。子
どもさんのニーズは、カリキュラムがより複雑にそ
して抽象的になっていくに伴い変わっていきます。
養育者の方は特別支援プログラムについて熟知する
ことで子どもさんの権利と、どのようにすれば効果

的に学校組織と関わってい
くかを理解することができ
ます。

精神科医, 臨床心理士, 神
経心理士：VCFSの方は
ADHD、気分障害、不安障
害、強迫性障害などの多岐
に及ぶ精神疾患の罹患率
が高いといわれています。
その他にも行動や認知の問

題が多く見られます。また、思春期や青年期に精
神病性障害へと発展する場合もあります。精神病の
兆候（幻覚と妄想）とその他の精神医学的症状は早
期に発見され治療が行われなくてはなりません。一
般的には、VCFSの方への抗精神薬物療法は、VCFS
ではない方々に比べて効果がでやすいといわれてい
ます。思春期以前の、少なくとも2年に1回の定期的
な心理評価を受けることを現在では薦められてい
ます。神経心理学的評価もまた、適切な教育を受け
ることとライフスタイルの調整をするという観点か
ら非常に有用です。
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VCFSの子どもの将来はどうなるのでしょ
うか？

適切な治療と介入によって、多
くのVCFSの子どもさんは経 済的
に自立し、仕事を持ち、自らの
家庭を築き人生を歩むことがで
きます。

VCFSの診断は効果のある治療を
受けるための最初のステップなの

です。症状は人それぞれ年齢によって異なります。
この症候群に関連する潜在的なリスクを認識するこ
とは、ご家族や治療をする側が努力目標をお互いに
確認すること、適切な治療を決定するのに役立つの
です。

どこで援助を受けられ
るのでしょうか？

医師に相談することと、最新
の情報をVCFS Educational
Foundationのウェブサイト
www.vcfsef.org(英語)で確認
して下さい。この分野におけ
る世界の専門家のプレゼン
テーション、サポートグル
ープやその他の関連したウェ
ブサイトへのリンクなどが
盛り込まれた、医療的かつ
科学的な情報を配信していま
す。または、英語のみの受付になりますが
1-866-VCFSEF5（通話無料）までお電話下さい。

Velo-Cardio-Facial Syndrome Educational
Foundation Inc.（軟口蓋・心臓・顔貌症候
群教育財団：VCFSEF）って何ですか？
Velo-Cardio-Facial Syndrome Educational
Foundation Inc.（VCFSEF）は、専門家のグループ
と、ほんの一握りの人しか知らなかった、遺伝病で
あるVCFSの子どもさんの親御さんらによって1993
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年に設立された国際団体で
す。この団体はその他の組
織や営利団体には加盟して
いない独立団体です。米
国の連邦政府認証501(c)3
の非課税団体で、世界中の
専門家同士の連携を促進し、
ご家族や専門家へ無料の情
報発信をしている団体です。

VCFSEFの使命は何ですか？

当団体は、VCFSの患者さんと、この症候群の治療
に関わる専門家の両方を援助しています。

当団体は、VCFSの治療や診
断に関連した知識の向上を
目的にフォーラムなどを開
催します。

当団体は、問題や治療につ
いて、あるいはVCFSに関連
する治療の成果、またはそ
の管理について討議するフ
ォーラムを開催します。

VCFSEFは、1994年より毎年一回の国際学術会議を
開催しており、対象者は専門家と一般の方々です。
この会議での演者は、世界的に著名なVCFSの専門
家、VCFSの当事者や、またはご自分の体験を共有
しようとするご家族たちです。開催地は、できる
だけ多くの方に参加していただけるように毎年変更
しています。当団体では世界の会員の方々にも読ん
で頂けるように数ヶ国語に翻訳される会報を発行し
ています。

VCFSEFの会員になりませんか？わずかな寄附で会
員になって頂けます。この症候群についてより多く
の情報が必要な方はVCFSEFのウェブサイトをご覧
下さい。
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用語解説
奇形（先天異常)：先天的に正常な構造、形態ある
いは機能から逸脱した異常とみなされるものをいい
ます。

構音：発音のことで、発語器官（口唇、舌、歯など)
がお互いに連動してそれぞれの異なった語音が作ら
れることです。構音の誤りには、音の置換え（「
さかな」が「たかな」）や歪み、省略（「さかな
」が「あかな」）があります。

ASD（心房中隔欠損)：右心室から送られる酸素の少
ない血液と、左心室から送られる酸素の多い血液と
を混ぜてしまう左右の心房間に穴がある状態のこと
をいいます。

染色体：遺伝子を含む細胞核の一部です。ヒトは23
対の染色体を持ちますが、1対の染色体はそれぞれ
両親から遺伝します。

口蓋裂：硬口蓋と軟口蓋あるいは軟口蓋のみ（口腔
の天井であるのと同時に鼻腔の底面）の胚芽期にお
ける癒合不全で、出生後も上あごが開いた状態のこ
とをいいます。口蓋の癒合は通常は胎生第8週から
始まります。粘膜下口蓋裂と不顕性粘膜下口蓋裂の
欄も参照して下さい。

伝音性難聴（CHL)：聴覚障害は、外耳あるいは中耳
の伝音機構に問題があることにより生じるので、実
際の音よりも小さな音で聴取されるのです。聞き
取った音の歪みはありません。中耳の浸出液や、中
耳炎は口蓋裂やVPIにおいてよくみられ、これが伝
音性難聴を引き起こすといわれています。感音性難
聴の欄も参照して下さい。

DiGeorgeシークエンス：胸腺形成不全と免疫障害、低
カルシウム血症や先天性の心奇形が組み合わさって
現れます。必ずというわけではありませんが、
22q11.2欠失と関係があるといわれています。
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DNA（デオキシリボ核酸)：遺伝情報を符号化する
分子のことです。

FISH法：蛍光色素の放射性タグを用いてヒトの遺伝
子を検出する方法です。この方法は22q11.2欠失を
検出する際に用いられます。

遺伝子：DNA上の一部分で、遺伝様式を制御してい
ます。

遺伝子欠失：DNA鎖の一部が染色体から欠けている
ことをいいます。欠失には非常に微小なものから大
きなものまであります。大きな欠失においては、よ
り多くの遺伝物質が失われています。一方の染色体
上にこれらの遺伝情報のコピーがない場合に、なく
なっている遺伝情報に依存した問題が発生します。
遺伝情報のコピーは片方の染色体上には存在します
が、正確な遺伝情報を伝えるには2つの遺伝子が必
要なのです。VCFSは染色体の微小欠失によって引
き起こされる症候群だと知られていますが、欠失が
小さすぎるために顕微鏡で観察することができない
のでFISH法を用いて検出されます。

開鼻声：共鳴の問題で、過度に鼻にかかった声の
ことをいいます。日本語においては、「ま行」、「な
行」、「んが」、「ん」 産生時のみ鼻から空気を
出します。その他の音では口蓋と喉の筋肉が一緒に
動き鼻へ空気が漏れないように喉の奥を閉めます（
鼻咽腔閉鎖)。この閉鎖がうまくいかないと、空気
は口腔だけではなく、鼻腔と口腔の両方で振動し
ます（鼻咽腔閉鎖機能不全）。開鼻声は母音産生時
の過度に鼻腔共鳴がある場合に確認されます。これ
は後述の鼻漏出とは違います。

磁気共鳴血管撮影（MRA)：MRAは細部にわたる血
管をイオン化放射（X線）を受けることなく透視さ
せる技術です。MRAは放射線と非常に強力な電磁を
用いて組織内原子の核における陽子の振動（共鳴）
の変化をみるものです。そして、コンピューターで
共鳴特性が解析され、2次元あるいは3次元に分析さ
れた画像がテレビ画面に映し出されます。
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突然変異：DNA連鎖の中で遺伝情報が変わること
をいいます。

鼻漏出：発話時に鼻から空気が漏れることをいいま
す。これは耳では聞こえないものから、聞こえるも
のまであり、特に高い圧力を必要とする子音を産生
している時に起こりやすいです。通常VPIや口蓋の
開放（口蓋瘻孔）によって起こります。

鼻腔逆流：飲食物が鼻から漏れるというのは、時が
たつにつれて減少してきますし、またこれに対する
治療は必要ではありません。授乳中にお子さんを立
て抱きにし、乳首の位置を少し変えてあげることで
緩和されます。

鼻咽腔ファイバースコープ：光ファイバーの機器
を、鼻から挿入して、咽頭と喉頭の発話中の直接的
な動きをみます。この検査で得られた画像と音声は
録音・録画して再検討する時や、治療前と治療後の
様子を比較したりするのに用います。

鼻咽腔ファイバースコープ検査：検査機器によって
発話中の咽頭と鼻咽腔閉鎖機能の診断をする際に用
いる検査方法です。

不顕性粘膜下口蓋裂：口腔内視診では一見口蓋は正
常に見えるのですが、口蓋の鼻腔側の表面に何らか
の異常が存在するものです。不顕性の裂については
鼻咽腔ファイバースコープ検査にて診断されます。

口蓋：上あご（口蓋の天井部）であり、かつ鼻腔の
底面です。前方3分の2は骨があるので、硬口蓋と呼
ばれます。そして後方3分の1については、骨はなく
筋肉でできているので軟口蓋あるいは口蓋帆と呼ば
れます。

咽頭弁：口と鼻に通じる咽頭に永続的な分離帯を作
り鼻咽腔を狭くすることで、開鼻声を呈する発話を
取り除くという、外科的処置のひとつの方法です
。軟組織を喉の後壁から上げてきて、口蓋の最も
表面部分に入れます。弁の両側（側方）部分は、
呼吸時には開いた状態ですが、発話時にはその部分
が閉鎖することで空気が鼻へ漏れないようになりま
す。
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咽頭：一般的にいう喉のことで、喉頭から外鼻孔（
鼻の穴）までの管のことをいいます。咽頭は発話時
と嚥下時には異なった動きをする、複数の筋肉から
成ります。

表現型：観察することのできる個人の身体的あるい
は行動の特徴のことをいいます。これらは診察によ
って「認められる」こともあるでしょうし、特別な
診断をするための検査、例えば臨床検査や、X線、
知能検査、あるいは身体測定の結果から認められる
こともあります。身長や、耳のサイズ、頭部の形、
学習能力そして性質などは表現型による特徴です。

逆流：胃食道逆流は一般的にはGER（GERDではDが
付加されますが、これは慢性的な疾患を意味する英
語の頭文字です）と呼ばれています。逆流は胃酸を
胃から食道へ流し、いわゆる「胸やけ」という症状
を起こします。酸と胃の中身が食道から喉の後ろに
流れ出た場合は「咽喉頭酸逆流症」といわれていま
す。乳児によくみられる「吐き戻し」や、胃の中
のものを吐くことを本来意味している「嘔吐」と
混同してはいけません。また、VCFSによく見られ、
口蓋と咽頭の形態や機能に関係しているといわれる
飲食物の鼻腔逆流（鼻漏れ）とも混同しないように
して下さい。

感音性難聴：内耳（蝸牛）の障害、あるいは聴神経
の問題によって引き起こされる聴覚障害です。何れ
の場合によって起こる感音性難聴でも、聴力レベル
は低下し、音が歪んで聞こえます。伝音性難聴の欄
を参照して下さい。

粘膜下口蓋裂：口蓋裂の一つの型で、口蓋表面の組
織（粘膜）のみが癒合しているために、一見しては
明らかな口蓋の離開はみられません。口蓋垂裂、軟
口蓋正中部の透過、触診や視診で認められる硬口蓋
のV字型の切れこみという3兆候が通常は認められ
ます。不顕性粘膜下口蓋裂（先天性鼻咽腔閉鎖機能
不全) ではこれらの兆候は一つも認められません。
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症候群：一緒に発症するいくつかの症状を伴う病気
の総称で、それらの症状には共通した原因があり
ます。

ファロー四徴症（TOF)：4つの先天性心疾患の集合
体の呼び名です。その心疾患とは、肺動脈弁狭窄、
心室中隔欠損（VSD)、騎乗大動脈、右心室肥大で
す。この欠陥が組み合わさることによって、肺への
血液の流れは減少し、心臓内で酸素が多く含まれ
る血液と、酸素が少ない血液とが混ざってしまい
ます。

鼻咽腔閉鎖機能不全（VPI )：軟口蓋（口蓋帆）の筋
部分と喉（咽頭）とが発話時にうまく閉鎖されない
ことをいいます。VPIは開鼻声や鼻漏出の原因とな
ります。

口蓋帆：口蓋後方部分のことで、軟口蓋とも呼ばれ
ます。ここには筋肉のみで骨はありません。発話
時、口蓋帆は後ろ上方に動き、咽頭の後方と側方
とに接触をすることで鼻咽腔を開放・閉鎖し、開鼻
声を伴う発話にならないようにします。口蓋帆と咽
頭が一緒に動くことを、鼻咽腔閉鎖と呼んでいます。

X線ビデオ：X線を用いて、障害物のない状態での
発話時に、3方向から鼻咽腔閉鎖機能を撮影し記録
する、診断に用いる一つの方法です。バリウム造
影を用いて、発話時の筋の動きを観察します。正確
な診断には少なくとも2方向から撮影しなくてはなり
ません。鼻咽腔ファイバースコープ検査と同様に、映
像は音声と共に常に記録されなくてはなりません。

心室中隔欠損：左右の心室間に穴がある、あるいは
2つの心房に穴があることで、右心室から送りださ
れる酸素が少ない血液と、左心室から出される酸素
の豊富な血液が混ざってしまいます。
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電話: 052-759-2137
愛知学院大学歯学部附属病院言語治療外来

Email: info@vcfsef.org  • Website: www.VCFSEF.org

本冊子を多数ご入用の場合は、ウェブサイトからダウンロード頂
けます。または、info@vcfsef.orgまで直接ご連絡ください。
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この日本語版小冊子の配
布はVCFSEF アマンダ・マ
クファーソン基金の援助
により配布することが可
能となりました。この基
金は突然8歳で他界した
VCFSのアマンダ・マクフ
ァーソンちゃんを偲んで
設立されました。アマン
ダ・マクファーソン基金
は日本のこの病気の方が

早期に診断、適切な治療そして必要とされる心理的
サポートを受けられるように願っています。

「 我 々 家 族 は VCFSEF（ Velo-Cardio-Facial
Syndrome Educational Foundation）に非常に
感謝しています。VCFSEFを知るまでの私たち
は途方に暮れていました。医師は誰一人とし
てバラバラになった症状のパズルを一つにす
ることができませんでした。そして遂にVCF-
SEFのおかげで、娘の問題への対処の仕方を見
つけたような気がしました。アマンダは彼女
の全ての問題に対してセラピーや支援を受け
ましたが、私たちはそれらを重要度の順に一
つ一つ対処していきました。アマンダは幸せ
な愛すべき少女でした。もしもVCFSEFが我々
に与えてくれた知識や支援がなければ彼女は
このような成果を得ることはできなかったと
思います。彼女はVCFSの子どもたちの治療や
セラピーの成功例になったことでしょう･･･も
しも彼女の心臓があのウィルスに耐えること
ができていれば。」
 – M. McPherson

この小冊子は、表紙にあるテーマに関して一般的な
情報を提供することを目的に作られています。私た
ちの団体は（VCFSEF Inc.）、医療、心理あるいは他
の専門職種へアドバイスやサービスを提供するわけ
ではありません。この出版物を医療的代用物として
用いるべきではありません。

正しく知ることは希望に
つながります


