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　房室弁逆流（AVVR）は単心室の自然予後ならびに心内修復術，ことにFontan型手術の遠隔成績悪化

の1要因であると考えられる．従って本研究では単心室におけるAVVR出現の様相を後方視的に調査

検討した．対象は左室性単心室32例，右室性単心室75例の計107例で44例に臓器心房錯位（無脾症候群39

例，多脾症候群5例）を伴っていた．共通房室弁を主とする房室弁の形態異常は70例に認められ，この

うち41例は臓器心房錯位であった．AVVRは47例（左室性単心室14例，右室性単心室33例）に認められ

たが41例に房室弁異常を伴っていた．また，房室弁異常を有する群ではAVVRが早期に出現し，かつ将

来的にはほぼ必発するものと考えられた．他方，主心室の型，肺動脈流出路形態，姑息手術の有無や種

類はAVVR出現頻度に影響を与えなかった．

　生後早期に房室弁逆流をきたした1群があり高率に右室性単心室，臓器心房錯位，共通房室弁を合併

していた．これら11例のうち8例が死の転帰をとり，早期に死亡する傾向がみられた．

　以上より，1）房室弁の形態異常はAVVR出現および早期発症の主要因であり，2）生後早期の

AVVR発症例は予後不良であると考えられた．

　　　　　　　単心室の房室弁逆流

　単心室（Single　Ventricle，　Common　Ventricle，

Univentricular　Heart，　Double　Inlet　Ventricle）は両

房室弁もしくは共通房室弁が唯一の心室に挿入する1）

心房心室並列異常を主体とし，これにしばしぼ円錐動

脈幹奇形を合併した複合心奇形の総称である2）．一側

房室弁閉鎖並びに一側房室弁両室挿入は心房心室並列

異常による奇形であり単心室とは同一スペクトラムに

あると考えられる3）．ある種の一側房室弁閉鎖（Absent

atrioventricular　connection）を単心室に含める立場

もある4）が，我々はこの奇形を単心室とは臨床上別の

疾患単位として扱っている．本研究においても一切の

一側房室弁閉鎖を対象から除いた．一方，一側房室弁

両室挿入においては，主心室と痕跡的心室に介在する

房室弁の50％以上が主心室に挿入している場合に限り

単心室とした5）””7）．
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　単心室は主心室の形態により分類されるがその分類

法は研究者により様々である．Van　Praaghらは単心

室をA型（左室型），B型（右室型），　C型（両室型），

D型（未分化型）の4型8）に，安藤は左室型と右室型に

分け，さらに後者を痕跡的左室の有無により2型に分

類している2）．また，Andersonらは左室型，右室型，

未分化型の3型5）6）に分類している．このうちVan

PraaghのC型単心室は臨床的にも解剖学的にも巨大

心室中隔欠損と考えられるため単心室という疾患単位

からは除いた2）9｝．さらに“未分化型”単心室（Van

PraaghのD型単心室）の存在を疑問視する研究者も

いる．Van　Mieropは分類不能な型であると思われて

いた症例でも剖検時に痕跡的左室が発見されることが

あり，いわゆる未分化型が実は右室性単心室である可

能性があると記載している1°）．さらに，安藤らは右室型

と未分化型は臨床的に区別し難く，剖検心においても

両者の間に一線を画すのは難しいと述べている2）．当

研究所においては以上の考えにもとずき単心室を左室

性単心室と右室性単心室の2型に分類している．本研
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究においてもそれに従った．

　今日，単心室の心内修復術としてFontan型手術や

心室中隔形成術が施行されるようになった．これらの

手術の際，特にFontan型手術において，房室弁逆流の

存在は適応決定，手術予後を大きく左右する．そこで，

心内修復術前の単心室における房室弁逆流の様相を調

べ，逆流発生に関おる諸要因を知ることを目的に本研

究を行った．

　　　　　　　　　対象と方法

　対象は1970年11月1日から1986年10月31日までの間

に当研究所に入院し，単心室と診断された107症例であ

る．これらは全例房室弁逆流の有無ならびにその出現

時期を確認しえた症例であり，当院初診時年齢は日齢

1から22歳，平均20ヵ月，最終追跡年齢は日齢11から

24歳，平均109ヵ月であった．107例中男73名に対し女

34名（約2二1）と男性優位の性比がみられ，左室性

単心室，右室性単心室各々についても23：9，50：25

とほぼ同様の傾向が認められた．臓器心房位に関して

も正位，逆位，錯位の各々で36：17，7：1，28：16

と男性が多かった．

　これらの症例は主に心大血管造影所見にもとずき左

室性単心室および右室性単心室に分類された．左室性

単心室では主心室に細かく斜走する肉柱形成がみら

れ，中隔面は平滑で心尖部は尖鋭である11＞．これに対し

て右室性単心室においては主心室の形態は球状を呈

し，心尖部は丸みを帯びている．主心室の肉柱は粗大

で数が少なく直交的配列を示す12）13）．以上の解剖学的

特徴によって左室性単心室，右室性単心室を区別した．

また，対象のうち7例は剖検で，26例は開心術施行時

に主心室の形態を確認した．尚，房室弁を2つ有する

症例においては心室ループによって僧帽弁，三尖弁を

区別した．すなわち心室ループがDループである場合

には左側の房室弁が僧帽弁，右側が三尖弁でありL

ループでは左側が三尖弁，右側が僧帽弁である．

　房室弁逆流の診断は聴診上の明らかな逆流性雑音に

加え，原則として心室造影もしくはドプラー心エコー

図検査で逆流を証明し得た場合に逆流有りとした．尚，

ドプラー心エコー図検査で，房室弁直上においてのみ

逆流を検出した場合には房室弁逆流は無いものとして

扱った．また，それらの検査を施行し得なかった症例

については，経過観察中に逆流性雑音の新たな出現と

ともに心胸郭比および肝の急速な増大がみられた場合

に逆流有りとした．

　本研究の対象全例について臓器心房錯位の有無，房
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室弁の主要な解剖学的異常の有無，大血管流出路形態，

肺静脈還流異常の有無，姑息手術の既往の有無と術式

および転帰を調査した．それらの結果をもとに房室弁

逆流の発生とそれら各項目との関連およびそれらが房

室弁逆流出現に与える影響を後方視的（retrospec－

tive）に臨床記録から検討した．

　　　　　　　　　　統計処理

　臓器心房錯位の有無，房室弁の解剖学的異常の有無，

大血管流出路形態異常，肺静脈還流の異常及び姑息手

術の各項目と房室弁逆流出現頻度との関連については

カイニ乗法を，死亡年齢の差の検定には対応のないt

検定を用いた．房室弁奇形を伴う群と伴わない群，臓

器心房錯位とそうでない群，左室性単心室と右室性単

心室の各年齢区間における房室弁逆流出現頻度の差の

検定にはZ検定を用いた．いずれも危険率5％以下を

有意差ありとした，

　　　　　　　　　　結　　果

　〔形態学的検討〕

　本研究の対象となった単心室107例のうち左室性単

心室は32例（30％），右室性単心室は75例（70％）であ

り，Van　Praaghらの報告8）と異なり，従来の本邦にお

ける報告14）同様右室性単心室が多くみられた（表1）．

また，臓器心房錯位を伴わない場合に限っても左室性

単心室が28例であるのに対し右室性単心室は35例であ

り，臓器心房錯位の有無に関わらず右室性単心室が多

かった．

　今回の調査で臓器心房錯位は単心室107例中44例

（41％）に合併していることが判明したが，左室性単心

室では無脾症候群（右側相同）が4例（13％）にみら

れたのみであった．これに対して右室性単心室では無

脾症候群（右側相同）35例（47％），多脾症候群（左側

相同）5例（7％）の計40例（53％）と左室性単心室

に比べて高率に臓器心房錯位を伴っていた（p〈
0．Ol）．

　肉眼的な房室弁の形態異常は107例中70例（65％）に

認められ，そのうち左室性単心室13例（41％），右室性

単心室57例（76％）であり右室性単心室は高率に房室

表1　症例（主心室の型臓器心房錯位）

分　　類 症例数（％） 多脾症 無脾症

左室性単心室

右室性単心室

32（30）

75（70） 0
5

4
3
5合　　計 107 5 39
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弁異常を合併する傾向にあった（p〈0．01）（表2）．臓

器心房錯位を除いた場合にも房室弁異常の合併は左室

性単心室で28例中9例（32％）であったのに対し，右

室性単心室では35例中20例（57％）と同様の傾向が認

められた（p〈0．05）．房室弁異常の内訳は共通房室弁

59例（84％），一側房室弁低形成8例（11％），一側房

室弁両室挿入3例（4％）であった．共通房室弁は左

室性単心室で6例（19％）に認められたが右室性単心

室では53例（71％）に伴っており右室性単心室に多かっ

た（p〈O．Ol）．一側房室弁低形成，一側房室弁両室挿

入に関しては左室性単心室と右室性単心室で頻度に差

はなかった．また，房室弁異常は臓器心房錯位で44例

中41例（93％）と高率に認められ，非臓器心房錯位の

63例中29例（46％）に比べて差があった（p〈0．Ol）．

　肺動脈流出路形態をみると32例の左室性単心室では

肺動脈狭窄17例（53％），肺動脈閉鎖2例（6％），肺

動脈流出路閉塞性病変のないもの（以後肺高血圧群と

する）13例（41％）であったのに対し，右室性単心室

75例ではそれぞれ54例（72％），17例（23％），2例（3％）

で，残り2例では肺動脈流出路の形態は不明（3％）

であった（表3）．肺高血圧は左室性単心室で多く，肺

動脈流出路閉塞性病変は右室性単心室で多く認められ

た（p＜0．01）．また，系統動脈流出路の異常は3例に

みられ，いずれも肺高血圧群であった．1例は臓器心

表2　房室弁形態と房室弁逆流

分　　　類 症例数
左室性単心室
　　　／錯位

右室性単心室
　　　／錯位

正常房室弁

共通房室弁

一側房室弁低形成

一側房室弁両室挿入

不　　　明

36（6）

59（36）

8（4）

3（1）

1（0）

19（5）／0（0）

6（5）／4（4）

5（3）／0（0）

2（1）／0（0）

0（0）／0（0）

17（1）／2（0）

53（31）／37（22）

3（1）／0（0）

1（0）／0（0）

1（0）／1（0）

合　　　計 107（47） 32（14）／4（4） 75（33）／40（22）

（）房室弁逆流（＋）

表3　肺動脈流出路形態と房室弁逆流

分　　類 症例数
左室性単心室
　　　／錯位

右室性単心室
　　　／錯位

肺動脈狭窄

肺動脈閉鎖

肺高血圧
不　　　明

71（34）

19（6）

15（6）

2（1）

17（8）／3（3）

2（1）／1（1）

13（5）／0（0）

0（0）／0（0）

54（26）／25（15）

17（5）／12（5）

2（1）／1（1）

2（1）／2（1）

合　　計 107（47） 32（14）／4（4） 75（33）／40（22）

（　）房室弁逆流（＋）
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房錯位を伴わない左室性単心室兼大動脈縮窄兼動脈管

開存でsubclavian　flap，動脈管結紮術，肺動脈絞拒術

施行後に球室孔（bulboventricular　foramen）狭窄お

よび左側房室弁（三尖弁）閉鎖不全をきたした．主要

心血管区分構築は心房位正位，心室ループはLルー

プ，L型大血管転i換，すなわち｛S，　L，　LT｝であった．

1例は心室ループおよび大血管関係がDループで両

大血管右室起始を伴った｛S，D，　DR｝の右室性単心室

であり大動脈弁下部狭窄，大動脈縮窄，動脈管開存を

合併し前者同様の姑息手術を乳児期早期に施行した．

もう1例は多脾症候群（左側相同）で大動脈弁閉鎖を

合併した右室性単心室であり乳児期早期より共通房室

弁の逆流が出現し生後10ヵ月で死の転帰をとった症例

である．痕跡的左室はなく大血管関係は正常であった．

　肺静脈還流の異常は総肺静脈還流異常11例，部分肺

静脈還流異常9例の計20例に認められた（表4）．この

うち18例は臓器心房錯位を伴っていた．また，総肺静

脈還流異常11例のうち10例に臓器心房錯位を伴ってお

り，総肺静脈還流異常は臓器心房錯位に多かった（p＜

O．Ol）．

　〔房室弁逆流の出現に関する検討〕

　房室弁逆流は対象となった107例中47例（44％）に認

められた（表2）．左室性単心室では32例中14例（44％），

右室性単心室では75例中33例（44％）と両群間には房

室弁逆流出現頻度に差はなかった．47例の房室弁逆流

合併群の性比は男35：女12，約3：1であり対象全体

の性比2：1同様男性優位の傾向が認められた．房室

弁逆流は房室弁異常を伴う左室性単心室13例のうち9

例（69％）と高率に認められたが，房室弁異常の無い

左室性単心室19例では5例（26％）にみられたのみで

あった（p〈0．05）．右室性単心室においても房室弁異

常を有する57例で32例（56％）に，房室弁異常の無い

17例ではただ1例（6％）のみに房室弁逆流を生じて

おり左室性単心室と同様の結果であった（p〈0．01）．

　房室弁逆流は臓器心房錯位44例のうち26例（59％）

に，非臓器心房錯位63例においては21例（33％）に合

表4　肺静脈還流異常と房室弁逆流

分　　類 症例数
左室性単心室
　　　／錯位

右室性単心室
　　　／錯位

総肺静脈還流異常

部分肺静脈還流異常

11（9）

9（3）

1（1）／1（1）

1（1）／1（1）

10（8）／9（8）

8（2）／7（2）

合　　計 20（12） 　　、2（2）／2（2） 18（10）／16（10）

（）房室弁逆流（＋）
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併しており臓器心房錯位に多い異常であるといえた

（p＜0．01）．しかし，臓器心房錯位群と非臓器心房錯位

群間で房室弁異常を有する症例，房室弁異常の無い症

例の房室弁逆流を各々比較すると有意な差は認められ

なかった．

　2房室弁を有する症例のうち明らかな房室弁の形態

異常を伴うのは左室性単心室で7例（一側房室弁低形

成5，一側房室弁両室挿入2），右室性単心室で4例（一

側房室弁低形成3，一一側房室弁両室挿入1）の計11例

で，房室弁逆流はこのうち5例にみられた（表5）．こ

れら5例全例において房室弁逆流は異常な弁に発生し

ていた．但し，1例では正常な房室弁の逆流を伴って

いた．明らかな房室弁の形態異常を伴わない36例のう

ち6例（17％）に逆流が認められた．このうち4例は

三尖弁，1例では両房室弁に逆流を生じており，僧帽

弁だけに逆流を認めたのは左室性単心室の1例のみで

あった．共通房室弁においては59例中36例（61％）と

高率に房室弁逆流を合併していた．

　本研究の対象107例のうち肺動脈狭窄は71例あり，そ

のうち34例（48％）に房室弁逆流がみられた（表3）．

また，肺動脈閉鎖では19例中6例（32％），肺高血圧で

は15例中6例（40％）に房室弁逆流が認められたが，

以上の3群間には房室弁逆流に関して差はなかった．

　11例の総肺静脈還流異常合併群では9例（82％）に

房室弁逆流がみられ，総肺静脈還流異常を伴わない群

表5　2房室弁を有する単心室の房室弁逆流

症例 主心室の型 心血管区分 房室弁形態 逆流弁

N．K． LV ｛S，L，LT｝ 正　常 左

E．U． LV ｛S，L，LT｝ 正　常 左

K．A． LV ｛S，L，LT｝ 正　常 左

D．T． LV ｛S，L，LT｝ 正　常 右

S．T． LV ｛S，L，LT｝ 正　常 左右
T．A． RV ｛S，LAR｝ 正　常 左

T．F． LV ｛S，L，LT｝ 右側低形成 右

K．S． LV ｛S，L，LT｝ 左側低形成 左

Y．S， LV ｛S，D，LR｝ 左側低形成 左

O．K． RV ｛S，X，AR｝ 左側低形成 左，右

K．1． LV ｛S，L，DT｝
左側房室

弁両室挿入
左

t主要心血管区分構築を示す．臓器心房位，心室ループ，大

　血管関係の順に記載した．

｛S，L，　L　T｝は臓器心房位正位，心室ループはL－loop，　L

　型大血管転換を示す．

症例0．K．の｛S，X，AR｝は臓器心房位正位，心室ループ

　不明，両大血管が前後の位置関係にある両大血管右室起

　始である．
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に比べて房室弁逆流が高率に認められた（p＜0．05）．

但し，総肺静脈還流異常合併群11例のうち10例は無脾

症候群（右側相同）であり，9例は共通房室弁を合併

していた（表4）．従って，無脾症候群に共通房室弁を

合併することがこの群における高頻度な房室弁逆流出

現の要因であると考えられた．

　本研究の対象63例に対して合計71回の姑息手術が施

行された（表6）．左室性単心室に対しては肺動脈絞拒

術11，Blalock－Taussig短絡術6の計17回，右室性単心

室では46症例に対し肺動脈絞拒術1，Blalock・

Taussig短絡術をはじめとする体一肺短絡手術42及び

Glenn手術11の計54回の姑息手術が施行された．体

一肺短絡手術のみを施行した40例のうち18例に房室弁

逆流が認められたが，そのうち2例では術前より房室

弁逆流を発症しており結局16例で術後に房室弁逆流が

出現していた．同様に術後より逆流が出現した症例は

Glenn手術で1例，肺動脈絞拒術で4例となるが，以上

の3手術間には術後房室弁逆流発生に関して統計学的

な差はなかった．また，姑息手術施行例全体と姑息手

術未施行例の間でも房室弁逆流出現に関して差はな

かった．

　房室弁逆流の出現と年齢の関係をみると（図1），臓

器心房錯位でex　2歳までに21％の症例で房室弁逆流が

出現し，以後漸増し10歳で40％，20歳では95％の症例

表6　姑息手術と房室弁逆流

手　　術　　法 症例数
左室性
単心室

右室性
単心室

体一肺短絡手術

　　B・T（x1）

　　　　（×2）

　　Waterston手術

　　Central　shunt

　　B－T後central　shunt

40（18）

　34（16）

　2（0）

　2（1）

　1（1）

　1（0）

6（4）

　6（4）

34（14）

28（12）＊

　2（0）

　2（1）

　1（1）＊

　1（0）

B－T後Glenn手術 5（2） 5（2）＊‡

Glenn手術 6（2） 6（2）＊

肺動脈絞拒術

　単　独

＋SCF，　PDAL

＋PDAL
十B・H

12（4）

7（3）

3（1）

1（0）

1（0）

11（4）

7（3）

2（1）

1（0）

1（0）

　1（0）

1（0）

合　　　計 63（26） 17（8） 46（18）

（）房室弁逆流（＋），＊：各1例で術前より房室弁逆流（＋）

＊’：2例でB－T後房室弁逆流出現

B・T：Blalock・Taussig短絡術，　SCF：Subclavian　flap，

PDAL：動脈管結紮術，　B・H：Blalock・Hanlon手術
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図2　房室弁逆流出現頻度（正常房室弁一房室弁奇形）

で房室弁逆流が認められる．非臓器心房錯位では2歳

で5％に房室弁逆流がみられ，その後も徐々に増加し

10歳で33％，22歳以上では69％の症例で房室弁逆流が

出現していた．6歳以下，12歳から14歳，18歳以上の

各年齢区間で両群に差があった．臓器心房錯位は非臓

器心房錯位に比して房室弁逆流の出現が低年齢かつ高

率であった（p＜0．01）．

　更に，房室弁異常のある群と明らかな房室弁異常の

無い群の間で同様の比較をした（図2）．房室弁異常を

有する群では2歳までに18％の症例に房室弁逆流が出

現し，以後も増加し最終的には22歳で89％に達してい

る．逆に房室弁異常のない群では2歳で3％，14歳ま

でに23％の症例に房室弁逆流が出現したが，それ以上

の年齢では新たな房室弁逆流の出現は認められなかっ
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図3　房室弁逆流出現頻度（左室性単心室一右室性単

　心室）

表7　死因の検討

死因 症例数
房室弁逆流（＋）

　　　／錯位
房室弁逆流（一）

　　　／錯位

心不全
低酸素症

手術死
不整脈
不　　明

7
5
3
1
5

6／4

2／2

0／0

0／0

3／2

1／0

3／3

3／2

1／1

2°／1

合計 21 11／8 10／7

＊臓器心房錯位でない左室性単心室の1例を除き死亡例は

全例右室性単心室

た．両群を比較すると0歳から2歳までと8歳以上の

年齢区間で差があり，房室弁異常を伴う群は明らかな

房室弁異常の認められない群に比べて有意に房室弁逆

流の出現率が高かった（p＜0．01）．

　左室性単心室と右室性単心室の両群について房室弁

逆流の出現時期と頻度を比較してみたが全年齢区間を

つうじて両群間に差はなかった（図3）．

　〔死因の検討と房室弁逆流〕

　全症例107例中死亡例は21例で，自然死亡18，手術死

亡3であった（表7）．死亡例のうち臓器心房錯位を伴

わない左室性単心室の1例を除き他は全例右室性単心

室であった．11例に房室弁逆流を伴っていたがこの群

に手術死は認められなかった．また，非臓器心房錯位

の死亡が6例に過ぎないのに対し，臓器心房錯位では

15例が死亡していた．死亡時年齢は房室弁逆流の無い

10例で平均59±71ヵ月，房室弁逆流合併例では32±33

ヵ月であったが有意差はなかった．死因では心不全が
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表8　房室弁逆流早期出現群

症　例
（n＝11） 主心室の型 房室弁形態 逆流出現時期 主な合併心奇形 転　帰 死　因 死亡時月齢

K．Y， LV 共通房室弁 5ヵ月
Asplenia，　TGA，　PS，　CA，

TAPVC 生　存

D．T． LV 正　　　常 3ヵ月 TGA，　PS，　PFO
心室中隔形成術
後，経過良好

A．S． RV 共通房室弁 2ヵ月
Asplenia，　DORV，　PS，　CA，

TAPVC，　bilat　SVC
死　亡 低酸素症 2ヵ月

K．K． RV 共通房室弁 5ヵ月
Asplenia，　DORV，　PA，　CA，

TAPVC 死　亡 低酸素症 48ヵ月

T．H． RV 共通房室弁 1ヵ月
Asplenia，　DORV，　PS，　CA，

TAPVC，　bilat　SVC
死　亡 不　　明 33ヵ月

K．T． RV 共通房室弁 7ヵ月
Asplenia，　DORV，　PS　or　PA，　CA，

TAPVC，　bilat　SVC
生　存

Y．F． RV 共通房室弁 1ヵ月以内 Asplenia，　DORV，　PS，　CA， 死　亡 不　　明 4ヵ月

K．K． RV 共通房室弁 8ヵ月
Asplenia，　DORV，　PA，　CA，

TAPVC，　bilat　SVC
死　亡 心不全 19ヵ月

T．F． RV 共通房室弁 1ヵ月以内
Polysplenia，　AoA，　CA，
bilat　SVC，　PH 死　亡 心不全 10ヵ月

M．Y． RV 共通房室弁 1ヵ月 DORV，　PS，　CA 死　亡 心不全 21ヵ月

M．M． RV 共通房室弁 6ヵ月 DORV，　PS，　CA 死　亡 心不全 11ヵ月

Asplenia：無脾症候群，　Polysplenia：多脾症候群，　TGA：大血管転換，　DORV：両大血管右室起始，　PS：肺動脈狭窄，　PA：

肺動脈閉鎖，PH：肺高血圧，　AoA：大動脈閉鎖，　CA：単心房，　PFO：卵円孔開存，　TAPVC：総肺静脈還流異常，　bilat　SVC：

両側上大静脈

7例と最も多く，次いで低酸素血症5例，手術死3例，

不整脈1例の順であった．心不全死は房室弁逆流の無

い群ではわずか1例であったのに対し房室弁逆流合併

群では6例であった．また，低酸素血症による死亡は

全例臓器心房錯位を伴っていた．

　生後1歳以前に房室弁逆流が出現した症例は11例あ

り（房室弁逆流早期出現群）そのうち左室性単心室は

2例，右室性単心室は9例であった（表8）．本群にお

いては無脾症候群7例，多脾症候群1例の計8例と臓

器心房錯位が多く，房室弁の形態は左室性単心室の1

例で明らかな異常が認められなかっただけで他の10例

はいずれも共通房室弁であった．全死亡21例のうち本

群に属する症例が8例と多くを占め，さらに死亡時年

齢は2ヵ月から48ヵ月，平均19±16ヵ月と本群以外の

死亡時年齢61±64ヵ月に比べ低い傾向にあった（p＜

0．05）．尚，房室弁逆流早期出現群11例のうち心内修復

術を施行されたのは明らかな房室弁異常の無い左室性

単心室1例のみであった．

　　　　　　　　　　考　　察

　単心室は自然予後の不良な疾患である．従来稀な症

例15｝を除けぽ姑息手術の有無にかかわらず長期間の生

存は望めないとされていた16）17）．従って本疾患者の救

命，延命には心内修復術の確立が必然的に必要となる．

1956年のKirklinらによる左室性単心室に対する心室

中隔形成術成功例18）以来，本邦においても1969年には

堀内らの最初の試みが報告され19），1971年には当研究

所の新井らが初めて本手術に成功している2°〉。一般に，

心室中隔形成術は軽度の肺動脈狭窄か肺動脈狭窄の無

い左室性単心室が適応となる21｝．ついで，Yacoubらの

報告以来肺動脈狭窄を伴った単心室に対してFontan

型手術が施行されるようになった22）．現在，Fontan型

手術は肺高血圧を伴わない右室性単心室や肺動脈狭窄

を伴う左室性単心室に対する心内修復術としては第一

選択の手技と考えられている23）．一方，1977年の

ChoussatらのFontan手術の適応基準によれぽ房室

弁逆流の合併は適応なしか禁忌とされている24）．しか

し，近年房室弁逆流を合併した単心室にたいして弁輪

形成術ないし弁置換を併用したFontan型手術が施行

されるようになり，症例や施設によっては比較的良好

な成績をあげている25）26）．但し，重症な房室弁逆流を合

併した症例では術後の心機能低下を来すことが多く，

本手術に対する適応は限られてくる27）．また，房室弁逆

流はFontan型手術の遠隔成績を悪化させる要因の1

つでもある．したがって房室弁逆流の出現に対して何

らかの予防的措置を講ずるか，あるいは房室弁逆流が

出現する前にFontan型手術を施行することが望まし

いと考えられる．以上の理由により単心室における房

室弁逆流の様相を知ろうとするのが本研究の主目的で
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ある．

　本研究により単心室における房室弁逆流の出現や経

過の様相のいくつかを明らかにすることができた．し

かし，研究方法の面でいくつか問題点がある．その1

っは診断方法である．本研究の対象となった期間が

1970年から1986年までの長期にわたっており，その間

に循環器領域における画像診断もめざましい進歩を遂

げてきた．そのため患児の入院時期によって房室弁逆

流の診断方法が変わらざるを得なかった．したがって

初期の症例と最近の症例とでは房室弁逆流の診断基準

が多少異なっている．以上の理由によりここでは全て

に共通する最も基礎的な診断所見として房室弁逆流以

外の成因で説明のつかない汎収縮期逆流性雑音の存在

を第一条件として採用した．最近では房室弁逆流を示

唆する理学所見の出現があれぽ直ちにドプラー心エ

コー 図検査を行い房室弁逆流の診断を容易に得てい

る．ドプラー心エコー図法導入前には房室弁逆流の確

定診断に心大血管造影を施行していた．当然，両者で

逆流をとらえる精度に差はあるが，何れもまず上述し

た理学所見の存在を基準とし，心大血管造影法とドプ

ラー心エコー図法で確診した．

　今1つは各症例の肺血流量の指標として肺体血流量

比はもとより動脈血酸素分圧あるいは酸素飽和度等を

用いることができなかったことである．本研究におい

ては多数の症例で房室弁逆流の出現が推定された時期

とカテーテル検査もしくは血液ガス分析施行時期に大

きな時間的隔たりがあるため肺動脈流出路の形態所見

を大まかな肺血流量の指標とした．但し，肺動脈狭窄

並びに肺動脈閉鎖の症例においては少なくとも高肺血

流量のために抗心不全療法を施行した症例はなかっ

た．

　最近Moakらは房室弁逆流を合併した8例の単心

室を報告している25）．生後22ヵ月から35歳（平均15歳）

にわたり，初めて房室弁逆流を診断された症例である．

全例重症の心不全を伴っていたにも関わらず心室機能

は保たれていることから，房室弁逆流は房室弁の解剖

学的異常を原因として発生するのであろうと述べてい

る．これに対し本邦では佐野らが共通房室弁を伴う単

心室には房室弁逆流が高頻度に発生するがその機序は

房室弁の形態異常のみならず心室機能の低下とも深く

関わっていると論じている28）．

　本研究の対象となった107症例のうち房室弁の形態

異常は65％の症例に認められた．共通房室弁がその大

部分を占め，次いで一側房室弁低形成，一側房室弁両

359－（23）

室挿入の順であった．これら房室弁異常を伴う群では

臓器心房錯位の有無，主心室の型に関わらず高率に房

室弁逆流を合併していた．また，片側の房室弁異常を

伴った2房室弁症例では房室弁逆流が存在する場合に

は全て異常な房室弁で逆流が発生している．以上の事

実は房室弁の解剖学的異常が房室弁逆流の主要な原因

の1つであることを示しているものと思われる．臓器

心房錯位では房室弁異常が高率に認められ，かつ房室

弁逆流の出現頻度も高かった．この結果も前述した結

論と一致する．

　修正大血管転換では系統動脈側心室が右室であり，

三尖弁が体血圧を支える．この場合しばしぼ三尖弁閉

鎖不全を合併する．その原因として2つの機序が考え

られている．1つは弁及び弁下組織の形態異常であり

（Ebstein奇形のこともある）29）30），1つは解剖学的右

室が系統心室としての仕事に永年耐え得る構造になっ

ていないため，ポンプ機能不全となり容易に房室弁輪

の拡大をきたすというものである31）．後者と同様の説

が右室性単心室についても議論されている．すなわち，

右室性単心室は左室性単心室に比べ圧・容量負荷に対

する代償能力が少なく容易に心室拡大，弁輪拡大から

房室弁逆流をきたすと考えられている32）．しかし，本研

究では房室弁異常の無い右室性単心室と左室性単心室

の間で，追跡期間内では房室弁逆流出現率に差がな

かった．更に，肺血流の増大が心室に対する容量負荷

の増大をもたらすことに着目し，肺動脈流出路閉塞性

病変の有無，体一肺短絡術とGlenn手術の各々につい

て房室弁逆流出現頻度の比較を試みたが，何れの場合

にも統計学的な差はみられなかった．可能性としては

肺血流増加群のほとんどが左室性単心室であり，しか

も生後早期に肺動脈絞拒術が行われていた事があげら

れる．また，体一肺短絡術とGlenn手術の間で差がな

かったのは，Glenn手術施行例が少数であった事も理

由の一つとして考えられる．しかし，これらの所見は

同時に，房室弁逆流の発生に関して主心室の構造が決

定的要因ではないことを示しているとも考えられる．

中沢らの報告では房室弁逆流の無い単心室における

Fontan型手術後の主心室の駆出率は，それが右室性

単心室か左室性単心室かで差をみなかった33）．ただ，一

旦房室弁逆流が出現すれぽ佐野らが言うように右室性

単心室で心機能低下が著しい事は我々の臨床経験から

も理解できる28）．

　房室弁異常を伴う単心室では房室弁異常のない症例

に比べ房室弁逆流が早期に起こってくる．共通房室弁
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を主とする房室弁の形態異常が房室弁逆流発生の要因

であることはすでに述べたが，それはまた房室弁逆流

早期出現の要因であることも今回の調査で判明した．

房室弁異常を有する症例では将来的には房室弁逆流が

ほぼ必発すると言って良いと思われる．ところが，明

らかな房室弁異常が認められない症例においても房室

弁逆流は発生している，本研究の結果ではこの現象を

説明する具体的な証拠は得られていない．ただ可能性

だけを述べるなら，修正大血管転換やMustard手術な

いしSenning手術後の右心室と同様の機序，すなわ

ち，1）系統心室の機能や付属する房室弁の機能上の問

題（房室弁逸脱など），2）現在の画像診断法では捉え

られない解剖学的異常の存在が想像され，更に，3）単

心室各型（特に臓器心房錯位）における筋層構築や支

持組織の未知の異常等について今後も検索されるべき

であろう．当研究所の小西らは三尖弁閉鎖症における

僧帽弁逸脱及び僧帽弁閉鎖不全について検討してい

る34）．それによれぽ対象の約18％の症例に逸脱を認め

さらにそのうちの20％に僧帽弁閉鎖不全が合併してい

た．単心室においても同様の現象が生ずる可能性が高

いものと思われ，房室弁逸脱につき検討する必要があ

ろう．

　本研究の対象の中に生後早期に房室弁逆流をきた

し，予後の極めて不良な1群が存在していた．これら

は1例を除き全例が共通房室弁であり，その大部分が

臓器心房錯位であった．Jimenezらは乳児期より重篤

な病像を呈する単心室の1群があり，それらは全例

様々な房室弁異常を伴っていたと報告している35）．両

群の病像はきわめて良く似ており，彼らの提示した症

例の1部は本研究の房室弁逆流早期出現群と同じ病態

単位に属するものと思われた．

　　　　　　　　　　ま　と　め

　107例の単心室症例の検討により以下の事項が明ら

かとなった．1）左室性単心室に比べ右室性単心室では

臓器心房錯位，房室弁の形態異常特に共通房室弁の合

併が多く認められた．2）房室弁の形態異常は臓器心房

錯位で高率に認められた．3）肺高血圧は左室性単心室

に肺動脈流出路閉塞性病変は右室性単心室に多かっ

た．4）総肺静脈還流異常は臓器心房錯位に多い合併奇

形であった．5）房室弁逆流は主心室の型に関わらず房

室弁異常を伴う症例において高率かつ早期に認められ

た．6）臓器心房錯位および総肺静脈還流異常合併症例

においても房室弁逆流は高率に認められた．但しこれ

らの症例では房室弁異常の合併が多かった．7）生後1
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歳以前に房室弁逆流の出現が認められた症例は他の症

例に比べて早期に死亡する傾向にあった．

　　　　　　　　　　結　　語

　今回，1970年11月1日から1986年10月31日までの期

間に東京女子医大付属日本心臓血圧研究所に入院し心

エコー図検査，心大血管造影検査，開心術もしくは剖

検によって診断された単心室107例の房室弁逆流出現

に関連する諸要因につき後方視的に検討したところ次

の結果を得た．1）房室弁の形態異常は房室弁逆流発生

の主要因であり，かつ房室弁逆流早期出現の要因でも

ある．2）臓器心房錯位においても房室弁逆流は高頻度

かつ早期に出現するがこの原因は臓器心房錯位に高率

に房室弁の形態異常を伴うことによるものと思われ

る，3）生後早期に房室弁逆流をきたす1群が存在し

た，多くは右室性単心室で臓器心房錯位および共通房

室弁を高率に合併しており早期に死の転帰をとる．

　今回の検討においては左室型，右室型という単純な

主心室構造の分類では房室弁逆流の発生に関して差は

なかった．しかし，我々の臨床経験からすれぽ房室弁

逆流が出現した後の経過は左室性単心室に比べ右室性

単心室の方が不良であり，この点だけからみれば房室

弁異常を伴った右室性単心室に対しては一期的にであ

力二期的にであれ可及的早期のFontan手術が望まれ

る．

　稿を終わるにあたり，御指導と御校閲を賜りました東京

女子医科大学附属日本心臓血圧研究所循環器小児科高尾篤

良教授に深謝いたします．
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Atrioventricular　Valve　Regurgitation　in　Single　Ventricle

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Insam　Park

Department　of　Pediatric　Cardiology，　Heart　lnstitute　of　Japan，　Tokyo　Women’s　Medical　College

　　　Atrioventricular　valve　regurgitation（AWR）has　considerable　influence　on　the　natural　history　and

the　post　operative　results　of　single　ventricle　especially　in　the　Fontan　type　operation．　We　reviewed　one

hundred　seven　patients　with　single　ventricle　based　on　their　clinical　data．　Of　the　107　patients，32　were

single　left　ventricle（SLV）and　75　were　single　right　ventricle（SRV）．　Fortyfour　of　these　patients　had

visceral　heterotaxia．　Seventy　patients　had　morphologically　abnormal　atrioventricular　valves（MAAV）

and　41　patients　among　this　group　belonged　to　heterotaxia．47　patients（SLV14，　SRV33）developed

AWR，　in　whom　41　with　MAAV　and　6　without　MAAV．　The　incidece　of　AVVR　was　higher　in　MAAV

group（41／70）than　non’MAAV　gruop（6／36）．　Patients　with　MAAV　were　tend　to　have　AWR　earlier　than

those　without　it．　Moreover，　the　prevalence　of　AWR　did　not　depend　on　type　of　main　ventricle，　outflow

tract　connected　to　pulmonary　artery　and　palliative　operations．　In　l　l　patients，　AWR　developed　before　l

year　of　age．　Most　of　this　group　had　SRV，　heterotaxia　and　common　atrioventricular　valve．80f　the　ll

were　dead　less　than　4　years　of　age．

　　　We　conclude　that　single　ventricle　with　MAAV　develops　AWR　more　frequently　and　earlier　than

without　MAAV　and　AVVR　occured　in　early　infancy　predicts　poor　prognosis．
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