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旨

　東京女子医大心研において心エコー図検査を施行した88例の単心室を対象に，房室弁逸脱及び逆流の

発生要因を検討した．逸脱は24例（27％）に，逆流は41例（47％）に認められた．逆流は房室弁の形態

異常を有する症例に多く合併していたが，逸脱にはこの傾向はみられなかった．しかし，2個の房室弁

を有する症例においては逸脱が三尖弁もしくは形態異常を有する弁に多く伴っており，この発症に先天

的な弁の構造異常が関与している可能性が示唆された．逸脱例は逸脱のない例に比べて年齢が高く，加

齢がその発生の一要因であると思われた．逸脱の有無逆流の有無の組合せで4つの群に分けて検討し

てみると逸脱，逆流ともみられる群，及び逆流はあるが逸脱のない群はその他の群に比べ房室弁の形態

異常および臓器心房錯位の合併が多く認められた．また，2回以上心エコー図検査を施行し経過を観察

し得た10例においては逸脱があり逆流が加わる例，逆流が生じ後に逸脱が加わる例，逸脱，逆流の何れ

もない状態から逸脱及び逆流を発症した例が認められた．以上より単心室の房室弁がたどる経過には二

通りあり，1）房室弁の形態異常が無いか軽度な症例では，まず逸脱が発生し後に逆流を生ずる．2）房

室弁の形態異常が高度である場合は比較的早期に逆流が出現し，逸脱が後に生じる．

　近年，単心室症例においてFontan型手術や心室中

隔形成術などの心内修復術の成績が向上し，長期生存

が期待できる症例が増加しつつある1）2）．しかし，単心

室は依然予後不良な疾患であり3）4），その自然歴の解明

は管理，治療上不可欠である．前回，我々は単心室の

予後を規定する一因子である房室弁逆流について検討

し，房室弁の形態異常が房室弁逆流出現における最大

の要因であるとの結果を得た5）．しかし，同時に房室弁

に明らかな形態異常が認められない症例においても房

室弁逆流が合併し，それに房室弁逸脱を伴うことが観

察されている．

　当研究所の小西らは単心室類似疾患である三尖弁閉

鎖について検討し，その僧帽弁逸脱が決して稀な病態

でないと報告している6）．また，構築異常を認めない心

臓においても僧帽弁逸脱，三尖弁逸脱は少なからず認
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められ，これらは各々の弁の閉鎖不全の要因となるこ

とが知られている7）．そこで，本研究では単心室の房室

弁逸脱と房室弁逆流の関係を調べ，自然歴における逸

脱の意義を検討した．

　　　　　　　　　対象と方法

　1．各用語の定義

　a）単心室：単心室は心房心室並列異常で両房室弁

あるいは共通房室弁が1個の心室に挿入する奇形であ

りs），主心室の形態により左室性と右室性の2種類に

分類される，Van　PraaghのC型単心室9）は巨大心室

中隔欠損と考えられ，単心室の分類から除外される’°）．

一側房室弁両室挿入合併例ではAndersonらと同様に

騎乗した房室弁の50％以上（共通房室弁の場合は75％

以上）が主心室に挿入していれぽ単心室と診断する11）．

尚，本研究では一側房室弁閉鎖を単心室より除いた．

　b）房室弁逸脱：断層心エコー図上の逸脱の診断基

準は以下の通りである．（1）Nagataら12）の基準に

従って房室弁接合面のずれを認めるもの．（2）Gilbert
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表1　症例

左室性単心室

　無脾症候群

　多脾症候群

右室性単心症

　無脾症候群

　多脾症候群

31M傷，、9

3
57M 4，，、8

2
1計 88M偶1、27

ら13）に従い房室弁接合部もしくは弁尖の一部が弁輪線

を越えて心房内に突出するもの12）～15）．この診断基準を

僧帽弁，三尖弁，および共通房室弁に適用した．尚，

房室弁逸脱を機能的な異常と考え，房室弁の形態異常

には含めなかった．

　c）房室弁の形態異常：本研究では断層心エコー図

法もしくは心血管造影検査で明確に捉えられる房室弁

の形態異常，すなわち共通房室弁，一側房室弁の低形

成および一側房室弁両室挿入について検討した．一側

房室弁閉鎖（Absent　atrioventricular　connectionと

Imperforated　atrioventricular　valve）は対象としな

かった．一側房室弁両室挿入以外の弁下組織の異常は

診断が困難であるため今回は検討していない．

　2．対象

　対象は1979年4月から1989年6月までの期間に東京

女子医大日本心臓血圧研究所において経験した単心室

107例のうち心臓超音波検査を施行した心内修復術前

の88例で，31例の左室性単心室と57例の右室性単心室

である（表1）．臓器心房錯位は32例で28例は無脾症候

群，4例は多脾症候群であった．断層心エコー図検査

施行時の年齢は4ヵ月から24歳，平均9．　1歳であった．

男性61に対して女性は27で，男性優位の性比がみられ

た．

　3．方法

　これらの症例に対して行われた101回の断層心エ

コー 図検査所見を3／4インチ幅ビデナテープに記録し，

後に再生画像について検討した．超音波装置は東芝社

製SSH－140Aおよびアロカ社製SSD－870を用いた．

　房室弁逸脱の診断は断層心エコー図を用いて行った

（図1）．胸骨傍長軸断面，胸骨傍四腔断面ないし心尖

部四腔断面において前述した診断基準にもとついて僧

帽弁，三尖弁，共通房室弁の逸脱の有無を調査した．

　房室弁逆流の有無はカラードプラー心エコー図法，

パルスドプラー心エコー図法あるいは心血管造影に

　で
篭畷叉

k∨

日小循誌　7（5），1992

璽

　　　鑑＼一一’agee

き、、㌦☆
　　　　　　　　　Pt，．．．．一　　／’一’
　　　　　　　　　　　4tSttめw　　　v「

　　∵、　　　　M　　　　tt轡

　　　　　へ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　tW　
　　　　　　　　㌦　　L　’！：t　M　　㌦遁k・

図1　房室弁逸脱の断層心エコー図所見．左室性単心

　室兼肺動脈狭窄．左側房室弁の逸脱（←）を認める．

　LV：左心室，　LA：左心房

よって確認した．

　対象を房室弁逸脱の有無，房室弁逆流の有無により

分類し，これらの群を主心室の型，房室弁および肺動

脈流出路の形態，臓器心房錯位の有無，姑息手術の有

無とその種類，末梢毛細管血酸素分圧，診断時の年齢

について比較検討した．また，繰り返し心臓超音波検

査を施行した症例に関しては新たな房室弁逸脱や房室

弁逆流の出現についても検討した．尚，本研究におけ

る比較検討は，逸脱もしくは逆流が初めて検出された

時点の所見にて行った．また，逆流，逸脱のいずれも

認めなかった症例に関しては，最終断層心エコー図検

査施行時の所見を用いて他群と比較検討した．

　4．統計

　データは平均±標準偏差で示した．群間の頻度及び

平均値の比較はカイニ乗検定，分散分析法を用い危険

率5％以下を有意差ありとした，

　　　　　　　　　　結　　果

　1．逸脱，逆流発生の臨床的事項

　対象88例のうち24例（27％）に房室弁逸脱が認めら

れ，41例（47％）に房室弁逆流が認められた．初回逸

脱診断時年齢は4ヵ月から24歳，平均11．7歳で，性比

は男性17例，女性7例であった．房室弁逸脱は左室性

単心室31例中9例（29％），右室性単心室57例中15例

（26％）で両群間に差はなかった．房室弁逆流も左室性

単心室で14例（45％），右室性単心室で27例（47％）と

差がなかった．

　房室弁の形態異常を伴う症例は88例中56例（64％），

ない例は32例（36％）であった（表2）．形態異常の内

訳は共通房室弁45例（51％），一側房室弁低形成8例
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表2　房室弁の形態と逸脱及び逆流

房　室　弁　形　態

正　常

（n＝32）

共通
房室弁

（n＝45）

一

側
房
室
弁
低
形
成
（
n
＝
8
）

　一側
房室弁
両室挿入
（n＝3）

房室弁逸脱＊

房室弁逆流＊＊ 7
6

13

30 3
4

1
1＊，x2＝1．01，　NS　＊＊，　x2＝17．51，　p＜0．01

表3　2房室弁を有する単心室の房室弁逸脱，房室

　弁逆流

症例 主心室 心血管区分 形態異常 逸脱弁 逆流

K．K． LV ｛S，L，L｝ （一） 左 （一）

K．A． LV ｛S，LL｝ （一） 左 左

A．S． LV ｛S，L，　L｝ （一） 左 （一）

E．K． LV ｛S，L，L｝ （一） 左 （一）

S．M． RV ｛S，L，D｝ （一） 右 （一）

S．K． RV ｛S，X，L｝ （一） 左，右 （一）

K．K． RV ｛S，L，X｝ （一） 左，右 （一）

N．F． LV ｛S，L，　L｝ 右側低形成 右 右

K．S． LV ｛S，L，L｝ 左側低形成 左 左

H．T． RV ｛S，L，A｝ 右側低形成 右 （一）

K．1． LV ｛S，L，D｝ 左側騎乗 左 左

心血管区分は，心房位，心室ループ，大血管関係の順に記

載した．

LV：左心室　RV：右心室

（9％），一側房室室弁両室挿入3例（3％）であった．

房室弁逸脱の合併率は共通房室弁45例中13例（29％），

一側房室弁低形成8例中3例（38％），一側房室弁両室

挿入3例中1例（33％）であり，形態異常を認めない

房室弁における7例（22％）に比べ若干高率であるが

統計学的には差がなかった．房室弁逆流は形態異常を

有する房室弁においては56例中35例（63％）に合併し

たのに対し，形態異常のない房室弁では32例中6例

（19％）で，前者の房室弁逆流の合併が高率であった

（p＜0．01）．

　2個の房室弁を有する症例の房室弁逸脱についてみ

ると，両房室弁に明らかな形態異常のない7症例では

三尖弁6に対して僧帽弁3と三尖弁に多く認められた

（表3）．また，一側の房室弁に形態異常を合併した4

症例においては房室弁逸脱が全て異常な房室弁におい

てみられた．房室弁逆流は4例に認められたがこれら

613－（9）

表4　姑息手術

房室弁逸脱 房室弁逆流

S－Pshunt
　　　　　（n＝33）

12（36％） 15（45％）

Glenn
　　　　　　（n＝6）

0（0％） 2（33％）

S－Pshunt十Glenn
　　　　　（n＝1）

1（100％） 1（100％）

PAB
　　　　　（n＝12）

4（33％） 4（33％）

no　palliation
　　　　　　（n＝36）

7（19％） 19（53％）

　　　　　　　　（x2＝7．63，　NS）　　（X2＝2．99，　NS）

S－Pshunt：体一肺短絡手術，　PAB：肺動脈絞拒術，　Glenn：

グレン手術

AVVP（一）

　AVVP（＋）

（F＝5．83，p＜0．05）

　　　AVVP：

　表5　年齢

AVVR（一）　AVVR（十）　（F＝0．197，　NS）

　　　　　　　　　　　　単位：歳
房室弁逸脱．AVVR：房室弁逆流．

1群 III群

82±4．8 8．5±6．5
（n＝36） （n＝28）

II群 IV群
11．8±6．0 10．9±6．5

（n＝11） （n＝13）

は何れも逸脱弁に発生していた（表3）．

　肺動脈流出路形態をみると肺動脈狭窄58例，肺動脈

閉鎖14例，肺高血圧（肺動脈流出路狭窄のないもの）

16例であった．房室弁逸脱はそれぞれ17例（29％），2

例（14％），5例（31％）に認められ，その頻度に有意

差はなかった．同様に房室弁逆流も各々28例（48％），

7例（50％），6例（38％）に認められた．

　52例に対して延べ53回の姑息手術が施行された（表

4）．これら各姑息手術施行群と36例の未施行群の間で

房室弁逸脱の合併頻度を比較すると体肺短絡術33例中

12例（36％），Glenn手術6例中0例（0％），体肺短絡

術＋Glenn手術1例中1例（100％），肺動脈絞拒術12例

中4例（33％），姑息手術未施行7例（19％）となり差

はみられなかった．房室弁逆流についても各姑息手術

施行群，姑息手術未施行群の間で差はなかった．

　2．房室弁逸脱と房室弁逆流の関連について

　対象を以下の4群に分類した．

　1群：房室弁逸脱（一），房室弁逆流（一）

　II群：房室弁逸脱（＋），房室弁逆流（一）

　III群：房室弁逸脱（一），房室弁逆流（＋）

　IV群：房室弁逸脱（＋），房室弁逆流（＋）

　上記各群の左室性単心室，右室性単心室の比率は1

群13：23（計36例），II群4：7（計11例），　III群9：
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表6　房室弁形態

正　　常 共通房室弁 一側低形成 両室挿入

1群 20 11 3 2

II群 6 4 1 0

III群 5 21 2 0

IV群 1 9 2 1

Regurgitatien

Prolapse

　　ト

1

II

III

Iv

X2＝20，85，　p〈0．05

19（計28例），IV群5：8（計13例）と差はなかった．

　房室弁逸脱または逆流出現時の年齢はII群が4ヵ月

から24歳（平均11．8歳），III群が1ヵ月から19歳（平均

8．5歳），IV群が4ヵ月から24歳（平均10．9歳）であっ

た（表5）．これらと1群の最終検査施行時年齢である

1ヵ月から16歳（平均8．2歳）を比較した．房室弁逆流

の有無に関しては1，II群とIII，　IV群で差はなかった

が，房室弁逸脱に関しては逸脱のあるII，　IV群が逸脱

のない1，III群に比べて高年齢であった（p＜0．05）．

　同様の比較を心エコー施行前後1年以内に測定した

毛細管血酸素分圧について行った．1群44．1±7．2

mmHg，　II群43．9±8．3mmHg，　III群42．2±7．6

mmHg，　IV群42．6±8．4mmHgと4群間で房室弁逆

流，房室弁逸脱のいずれについても差はなかった．

　各群における房室弁形態異常の比率と内訳を表6，

図2に示す．房室弁逆流のない1，II群では房室弁異

常はそれぞれ36例中16例（44％），11例中5例（45％）

であった．逆流のあるIII，　IV群では，共通房室弁を主

とする房室弁異常はIII群28例中23例（82％），　IV群13例

中12例（92％）であった．III，　IV群e＃　1，　II群に比べ

て房室弁異常の頻度が高かった（p＜O．Ol）．

　同様に各群間で臓器心房錯位のある例とない例の比

率を比較した（図3）．臓器心房錯位の合併はIII群が28

例中18例（64％）と最も多く，次いでIV群4例（31％），

1群8例（22％），II群2例（18％）の順であり臓器心

房錯位合併率はIII群で高かった（p＜0．01）．

　3．追跡観察例

　追跡期間内に10症例に対して23回の心エコー図検査

を施行したところ，6例で1，II，　III群からIV群への

移行が認められた（図4）．症例1は右室性単心室で右

側房室弁低形成を伴っており，初回検査時（生後4カ

月）には右側房室弁にだけ逸脱を認めたが4年後には

左側房室弁（三尖弁）の逸脱及び逆流が認められた（1

→IV）．症例2，3，4はそれぞれ左室性単心室で正常
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房室弁，右室性単心室で共通房室弁，右室性単心室で

正常房室弁である．症例2では左側房室弁（三尖弁），

症例3では共通房室弁，症例4では両側房室弁の逸脱

のみであったが，その後逸脱弁に逆流が認められた（II

→IV）．症例8，9は右室性単心室兼正常房室弁，右室

性単心室兼共通房室弁で房室弁逆流のみであったがそ

れぞれ3年後，5年後には逸脱を伴うようになった（III

→IV）．

　　　　　　　　　　考　　察

　今回の研究は単心室においても房室弁逸脱という病

態が存在し，かつその逸脱が房室弁逆流の原因の1つ
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図4　房室弁逸脱，房室弁逆流の推移

となり得るか否かを明らかにすることを目的とした．

　現在，房室弁の形態診断の方法としては心臓超音波

検査が最も精度が良く，単心室においても同様のこと

が言われている16）17）．しかし，断層心エコー図法による

房室弁逸脱の診断基準には未だ絶対的なものはなく，

ことに共通房室弁の逸脱に関しては我々の知る限り断

層心エコー所見について言及した論文すらない．従っ

て本研究においては比較的確立された僧帽弁逸脱と三

尖弁逸脱の超音波診断基準を共通房室弁に適用した．

　本研究は後方視的研究であるため症例によって追跡

期間や検査施行間隔にぼらつきがある，また，ドプラー

心エコーが導入されたのが1984年であるためそれ以前

の房室弁逆流の診断は心室造影によらなけれぽならず

その前後で診断基準に差が生じた．

　本研究の対象のうち24例（27％）に房室弁逸脱が認

められた．房室弁逸脱の出現頻度は，房室弁の形態異

常，主心室の型，肺動脈流出路形態，姑息手術の有無

や種類に関して差はなかった．しかし2個の房室弁を

有する症例で形態異常のない場合は三尖弁に多く，形

態異常のある場合には全例異常な房室弁に逸脱が出現

していた．Fuglestadら18）は11例の逆流を伴う共通房

室弁の肉眼的，組織学的検討を行い共通房室弁におけ

る房室弁逸脱の原因として先天的な弁の構造上の異常

を挙げている．これらは何れも弁尖の肥厚やHooding

defo㎜ityなどの所見を呈しており，後述する房室弁

の最終的な段階である逸脱＋逆流と同じ状態をみてい

る可能性がある．また，肺動脈流出路の形態は必ずし

も肺血流量を正確に反映しているとは限らず，姑息手

術に関しては統計学的に症例数が充分であるとは言い

難い．これらの問題に関してはさらに検討する必要が

あると考えられる．

　我々は断層心エコー図で捉えられた肉眼的な房室弁

の形態異常として，共通房室弁，一側房室弁低形成，

一側房室弁両室挿入の所見を検討したが，これらの形

態異常はいずれも接合不全，乳頭筋の低形成，異常乳

頭筋，腱索の異常付着などの弁自体と弁下組織の形態

異常を極めて高頻度に伴う19）’－21）．従って，装置の限界

もあって，今回直接検討できなかったが，弁下組織の

形態異常の頻度もこれらの所見によって代表されて表

現されているものと考えられる．

　今回の検討において房室弁逸脱と房室弁逆流の有無

によって対象を4群に分類した．4群間の比較におい

て逸脱群および逸脱＋逆流群は断層心エコー図検査に

よる診断時の年齢が逸脱のない群よりも高かった．

従って房室弁逸脱の出現には加齢が関与していると考

えられた．

　逸脱群は房室弁の形態異常や臓器心房錯位の合併が

少なく，逆に逆流群の殆どが房室弁の形態異常を伴っ

ていた．逸脱，逆流のない房室弁から逸脱および逆流

を，逸脱から逆流を発生することが分かった．さらに

逆流だけを伴っていた2症例において後になって逸脱

が出現した．逆流から逸脱を生じる機序は不明である

が，以下の可能性が考えられる．逆流があることで房

室弁尖に対して常に心房方向への力が加わるため弁尖
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皿

　　　　　Prolapse（＋：形態異常〔一｝
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図5　房室弁の自然歴

Prolapse〔＋l
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が徐々に心房内へ突出する．さらに逆流のJetによる．

弁尖の結節性の変化や，加齢などの因子が重なりつい

には逸脱を生じるというものである．以上より逸脱＋

逆流が単心室の房室弁がたどる最終型であり，逸脱＋

逆流群に至るには二通りの経過が考えられる（図5）．

一つは比較的早期に房室弁逆流が発生し，さらに房室

弁逆流を原因として逸脱を生じるというもので，主に

房室弁の形態異常が高度な症例がこの経過をとる．い

ま一つは，まず房室弁逸脱が発生しそれが原因となっ

て後に房室弁逆流が出現する．房室弁の形態異常が軽

度な症例に比較的年長となって現れる経過であると思

われる．

　最終型であると考えられる逸脱＋逆流群のほとんど

が房室弁の形態異常を伴っており，房室弁の形態異常

を伴うことが比較的少ない逸脱群は逆流群に比べて症

例数が少ない．従って，房室弁逸脱よりも形態異常の

合併が単心室における房室弁逆流の原因の大ぎな部分

を占めるものと考えられた，

　　　　　　　　　　ま　と　め

　88例の単心室の房室弁逸脱，逆流について検討した．

1）房室弁逸脱が24例（27％）の症例に認められた．2）

房室弁逸脱の発生に弁および弁下組織の構造異常が関

与している可能性が示唆された．3）房室弁逸脱の発生

に加齢が関与するものと思われた．4）単心室の房室弁

がとる自然歴は二通り考えられる．逆流から逸脱を生

じる場合と，逸脱が原因となって逆流が発生する経過

であり，前者は房室弁の形態異常を伴うことが多いが

後者では比較的少ない．5）房室弁逆流の原因としては

房室弁逸脱よりも房室弁の形態異常が大きな部分を占

めるものと考えられた．
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Atrioventricular　Valve　Prolapse　in　Single　Ventricle

Insam　Park，　Gengi　Satomi，　Makoto　Nakazawa　and　Kazuo　Momma

　　　Department　of　Pediatric　Cardiology，　The　Heart　Institute　of　Japan，

　　　　　　　　　　　　　　　Tokyo　Women’s　Medical　College

　　　We　reviewed　echocardiographic　findings　of　88　patients　with　single　ventricle．　Twenty－four　patients

atrioventricular（AV）valve　prolapse　and　41　patients　had　AV　valve　regurgitation，　Mean　age　when　the

prolapse　was　first　found　was　10．9　years　old　in　patient　group　with　regurgitation，　and　11．8　years　old　in

group　without　regurgitation　respectively．　In　patient　9roup　with　regurgitation　alone，　regurgitation　was

first　detected　in　8．5　years　old　on　the　average．　Mean　age　of　patients　without　prolapse　nor　regurgitation

was　8．2　years　old．　AV　valve　in　35　among　41　patients　with　regurgitation　were　anomalous；common　AV

valve，　hypoplastic　AV　valve　and　straddling　AV　valve，　heterotaxia　coexisted　in　22　patients．　While

anomalous　AV　valve　was　seen　in　210f　47　patients　without　regurgitation，　and　heterotaxia　was　in　10

patients．　Serial　echocardiography　revealed　that　one　patient　developed　prolapse　and　regurgitation　in　4

years，3patients　with　prolapse　developed　regurgitation　in　from　l　to　3　years，　and　2　patients　with

regurgitation　developed　prolapse　3　and　5　years　after　the　first　examination　respectively．　We　conclude

that　patients　with　anomalous　AV　valve，　develop　regurgitation　early　in　the　life　and　the　regurgitation

cause　prolapse　later，　and　that　patients　without　anomalous　AV　valve　develop　prolapse　at　first　in

relative　late　stage，　then　prolapse　will　result　in　regurgitation．
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