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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　3例のdiscrete型大動脈弁下狭窄について，心臓カテーテル検査と断層心エコー検査により左室流出

路の形態の変化と左室・大動脈間の圧差の増強を観察した．これら3例は弁下狭窄部を外科的に切除し

た．切除した組織の所見は心内膜の線維性肥厚と心筋間質内の線維組織の増生だった．3例とも心内膜

炎の既往はない．

　以上から形態の変化と左室・大動脈間の圧差の増強の要因は大動脈弁下の狭窄により生じた乱流の刺

激による心内膜の線維性肥厚と心筋間質内の線維組織の増生のためと考える．

　　　　　　　　　　はじめに

　Discrete型大動脈弁下狭窄（discrete　subvalvular

aortic　stenosis以下DSASと略す）は，左室流出路狭

窄の約10～20％をしめ1）2），その形態によりmembra－

nous　type，丘bromuscular　type，　tunnel　typeに分類

される2）．DSASの臨床上の特長として経過中に形態

の変化や左室・大動脈間の収縮期圧差（以後dP）の増

強をきたすことがある1）一’7）．しかし，形態の変化とAP

の増強を経時的に観察できた症例において，その組織

変化を確認した報告はない．

　我々は心臓カテーテル検査（以後心カテ検査）と断

層心エコー検査により左室流出路の形態の変化とAP

の増強を経時的に観察し，弁下狭窄部の切除を行ない，

その組織変化を確認した3例を経験した．これらの所

見からDSASの形態の変化の要因について検討した．

　　　　　　　　　　対　　象

　対象は心カテ検査と断層心エコー検査で左室流出路

の形態の変化とaPの増強を経時的に観察でき，かつ

APが50mmHg以上となり大動脈弁下狭窄部の切除

手術を行なった3例．

別刷請求先：（〒755）山口県宇部市小串1144

　　　　　山口大学小児科　　　　　　近藤　　修

　　　　　　　　　　結　　果

　1．症例（表1）

　症例1：11歳の女児．1歳のとき動脈管閉存，肺高

血圧で動脈管結紮術を行なった．2歳9ヵ月の術後の

検査で丘bromuscular　typeのDSAS（AP＝38mmHg）

と診断した（図1a，　b，　c）．以後地元の病院で経過をみ

ていた．6歳ごろから心雑音の増強をみとめ7歳4カ

月のとき心カテ，心エコー検査を行ないtunnel　type

のDSAS（AP＝120mmHg），肺高血圧，中等度の大動

脈弁逆流，高度の僧帽弁逆流と左心室壁の著明な肥厚

を認めた（図1d，　e，　f）．

　症例2：10歳の男児．1歳2ヵ月のとき心室中隔欠

損（perimembranous　type）の根治手術を行なった．

2歳2ヵ月の術後検査でfibromuscular　typeの

DSAS（AP＝8mmHg）と診断した（図2a，　b，　c）．そ

の後外来で定期的に行なった心エコー検査でAPの増

強を認め6歳2ヵ月のとき心カテ，断層心エコー検査

を行ないtunnel　typeのDSAS（∠P＝52mmHg）と診

断した（図2d，　e，　f）．

　症例3：8歳の男児．1歳のとき心カテ検査を行な

いperimembranous　typeの心室中隔欠損，肺高血圧と

AP　38mmHgを認めた．このときの左室造影では大動

脈弁下の狭窄はわからなかった．断層心エコー検査で
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表1　3例のプロフィール

心カテ検査

症例 性 1　　回　　目 手　　術　　前
合併心疾患

DSASのタイプ
　圧差
（mmHg）

　年齢
（歳，月） DSASのタイプ

　圧差
（mmHg）

　年齢
（歳，月）

1
　
　
2
　
　
0
0

女

男
男

丘bromuscular

fibromuscular

mitral・aOrtiC

separationの増大

38

8
3
8

2．9

2．2

1．0

tunnel

tunnel

6bromuscular

120

52

69

7．4

6．2

2．4

PDA，　AR，　MR

VSD
VSD

DSAS：discrte型大動脈弁下狭窄，　PDA：動脈管開存，　VSD：心室中隔欠損，　AR：大動脈弁逆流，　MR：僧帽弁逆流
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図1　症例1．2歳9ヵ月（a～c）と7歳4ヵ月（d～f）の断層心エコー図，左室造

　影，圧曲線．AO：大動脈，　LV：左室，　LA：左房
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図2　症例2．
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2歳2ヵ月（a～c）と6歳2ヵ月（d～f）の断層心エコー図，左室造

も大動脈弁，弁下の狭窄は認めず，mitral－aortic　sepa－

rationの増大と漏斗部中隔の肥厚と前方偏位を認め

た（図3a，　b，　c）．1歳2ヵ月のとき心室中隔欠損の根

治手術を行なった．2歳3ヵ月の術後検査で丘bromus－

cular　typeのDSAS（aP＝69mmHg）を認めた（図3
d，e，　f）．

　2．組織所見（図4）

　症例1，2では高度，症例3では中等度の心内膜の

線維性肥厚を認めた．また症例1，3では心筋間質内

の線維組織の増生を認めた．

　　　　　　　　　　考　　察

　Membranous　typeのDSASは40歳以上では非常に

まれである1）3｝．逆にtunnel　typeのDSASの乳児例の

報告はない．またmembranous　typeと丘bromuscular

typeとの移行型と思えるDSASの報告もある8）9）．す

なわちDSASはその経過中にmembranous　typeから

丘bromuscular　typeにfibromuscular　typeからtun－

nel　typeへと形態が変化することがあると考え

る1）一一4）．またDSASではAPもその経過において増強

することが多い1）2）5）～7）．これらの形態の変化とAPの

増強の原因については心内膜炎による組織学的変化や

結合組織の増生による左室流出路の狭小化，または体

の発育による心拍出量の増加に比べ狭窄部面積の増加

の遅れによる∠Pの増強などの考えがある2）3）5）．しか

し，実際に形態の変化とAPの増強を心カテおよび断

層心エコー検査で経時的に観察できた症例でその組織

変化を検討した報告はない．

　3例の組織所見は心内膜の線維性肥厚と心筋間質内
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図3　症例3．1歳（a～c）と2歳4ヵ月（d～f）の断層心エコー図，左室造影，圧

　曲線．PA：肺動脈，↓↓：mitral－aortic　separationの増大．
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図4　切除組織像．a：症例1（Azan染色，×40）．　b：症例2（Hematoxylin・Eosin染

　色，×10）．c：症例3（Hematoxylin・Eosin染色，×10）．

の線維組織の増生だった．Edwardsらは圧差のある狭

窄部を流れる速い血流が繰り返しあたる部位には線維

化が起こると述べている1°）．DSASの場合，弁下狭窄

部に生じる速い血流が弁下部に繰り返し当たっており

この部位に線維化が起こる可能性はある．これら3例

は心内膜炎の既往はない．

　よって形態の変化と∠Pの増強の要因は弁下狭窄部

で生じた乱流の機械的刺激による心内膜の線維性肥厚

と心筋間質内の線維組織の増生のためと考える．

　梶井正教授の御校閲に感謝します．
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Factors　for　the　Morphologic　Changes　of　the　Left　Ventricular　Outflow

　　　　　　　　　　Tract　in　Discrete　Subvalvular　Aortic　Stenosis

Osamu　Kondoh，　Toshio　Shimizu，　Hideki　Fukushima，　Yoshio　Arakaki，

　　　　　　　　　　　　　Tetsuroh　Kamiya　and　Chikao　Yutani

　　　1）Department　of　Pediatrics，　Yamaguchi　University　School　of　Medicine

　　　　　　　　　　2）Department　of　Pediatrics，　Osaka　Medical　School

　　　　3）Deparmtent　of　Pediatrics，　Niigata　University　Schoo1　of　Medicine

　　　　　　4）Department　of　Pediatrics，　National　Cardiovascular　Center

　　　　　　5）Department　of　Pathology，　National　Cardiovascular　Center

　　　In　three　children　with　discrete　subvalvular　aortic　stenosis，　cardiac　catheterization　and　two－

dimentional　echocardiography　showed　morphologic　changes　of　the　left　ventricular　outflow　tract　and

increase　of　the　systolic　ressure　gradient　between　the　left　ventricle　and　the　aorta．　These　patients

underwent　surgical　resection　of　the　discrete　subvalvular　aortic　stenosis．　Histological　study　of　the

removed　tissues　revealed　fibrous　thickening　of　the　endocardium　and　interstitial　fibrosis　of　the

myocardium．

　　　It　seems　that　factors　responsible　for　the　morphologic　changes　and　increase　of　the　pressure

gradient　were　fibrous　thickening　of　the　endocardium　and　interstitial　fibrosis　of　the　myocardium，with

resulting　from　the　turbulence　of　the　blood　flow　through　the　stenotic　subvalvular　orifice．
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