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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　1987年3月より1990年12月までの2年10ヵ月間に，倉敷中央病院産科において出生した成熟新生児，

総数2，625例について検討した．生後2日目，対象者全員に聴診および心エコー図・カラードプラー検査

を行った．心室中隔欠損（以下VSD）の発生頻度は，46例（1．75％）で，男児22例，女児24例であった．

生後2日目での検診において心雑音は38例に聴取されたが，残り8例は心雑音を聴取できなかった．欠

損部位は上室上稜部（Kirklin分類1）1型）2例（5．1％），膜様部（II型）13例（33．3％），筋性部（IV型）

30例（76．9％），膜様部＋筋性部1例（2．6％）で，42例（91．3％）はsmall　VSD（欠損孔の大きさ（以

下d）＜4mm）であった．自然閉鎖は，経過観察（観察期間6ヵ月から3年3カ，月）が可能であった39例

のうち23例（59．0％）にみられ，1歳までに22例（95．7％）が閉鎖していた．この期間では膜様部に比

し筋性部のほうが自然閉鎖率は高かった．VSDの発生頻度は従来の報告より極めて高く，しかも閉鎖す

る頻度も高いことが判明した．

　　　　　　　　　はじめに

　先天性心疾患の発生頻度は，出生児1，000人に対して

0．57～1．06％2）一’5）とされている．そのうちVSDは最も

多い先天性心疾患であり，そのうちの18～66．7％3）‘）6）

を占めるとされている．従来の報告ではVSDの発生

頻度は，1，000出生に対しO．4　一一　4．686｝7）とされていた．

近年断層心エコー図・カラードプラー法等の進歩によ

る発見率の向上により，従来の報告より高率であると

の報告が増加している7）－9）．しかし，成熟新生児全例に

対し，生後早期より心エコー・カラードプラー法を用

いて検査を行い経過を追跡したPopulation　basedで

の報告は少ない．そこで我々は，出生後早期のVSDの
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発生頻度や自然歴などその実態を正確に把握する目的

で本研究を行った．

　　　　　　　　対象および方法

　対象は1987年3月から1990年12月までの2年10ヵ月

の間に倉敷中央病院産科において出生した成熟新生児

（生下時体重≧2，500g），総数2，625例で，対象者全員

に，生後2日目に心エコー図・カラードプラー検査お

よび聴診を行った．装置はHP社製77020AC－
Ultrasound　Systemで，5MHzの探触子を用いて授乳

後の入眠時に検査を行った．心エコー図検査の手順と

しては，左室長軸像，右室長軸像，大動脈弓，右室流

出路から主肺動脈長軸および短軸像，左室短軸像，四

腔断面像，最後に剣状突起下からの検索を行った（図

1）．VSDの診断は，断層心エコー図にて心室中隔の欠

損を認めるか，またはカラードプラー法で左心室と右
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　　　　　図1　心エコー図の基本断面

a：左室長軸断面，b：大動脈弓長軸断面，　c：肺動脈分

枝断面，d：左室短軸断面，　e：四腔断面，　f：剣状突起

下四腔断面，g，　h：剣状突起下長軸断面

LV＝左室，　LA＝左房，　ASC．　AO＝上行大動脈，　DES．

AO＝下行大動脈，　MPA＝主肺動脈，　RPA＝右肺動脈，

LPA＝左肺動脈，　RV＝右室，　RA＝右房，　SVC＝上大

静脈，IVC＝下大静脈

h

心室の間に短絡血流を確認することにより行った．欠

損孔の大きさは3つに分類し，4mm未満のものをS，

4mm以上7mm未満のものをM，7mm以上のものを
Lとした．VSDと診断した症例に対してその後追跡調

査を行い，自然閉鎖はカラードプラー法での短絡血流

の消失をもって閉鎖とした．外来での観察の間隔は原

則として1～6ヵ月ごとに行い，1991年5月の時点で
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集計を行った．観察期間は6ヵ月から3年3ヵ月で

あった．今回の検討では他の心奇形に合併するVSD

は除外した．

　　　　　　　　　　結　　果

　生後2日目に，VSDと診断されたのは，2，625例中46

例（1．75％）で，発生頻度は1，000出生に対し17．5と従

来の報告よりきわめて高率であった（表1）．男児22例，

女児23例で性差は認められなかった．心雑音は2，625例

中165例（6．3％）に聴取され，そのうち38例（23．0％）

にVSDの短絡血流が認められたが，心雑音の聴取さ

れなかった2，460例のうち8例においてVSDの短絡

血流が認められた．

　欠損部位の診断は，ほとんどが心エコー図検査によ

り行ったが，心臓カテーテル・アンジオ検査または手

術を施行した症例においては，その所見を最終診断と

した．結果は，上室上稜部（1型）が2例（5．1％），

膜様部（II型）13例（33．3％），筋性部（IV型）30例

（76．9％），膜様部＋筋性部1例（2．7％）と筋性部欠損

が最も多く，今回の調査期間では房室部欠損（III型）

は認められなかった（図2）．筋性部30例のうち2ヵ所

の欠損孔が認められた症例が2例存在した．VSD　46例

中心雑音の聴取されなかった8例はすべて筋性部

VSDの症例であった．

表1　心室中隔欠損

発生頻度；2，625例中46例

　　　　　　　　（1．75％）

性別；男22例：女24例
心雑音；有38例：無8例

〔例〕

30

躍心雑音（＋）

［コ心雑音（一）

1型 1型　　　皿型　　　IV型　　ll＋IV型

図2　欠損部位
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　欠損孔の大きさに関しては，断層心エコー図を用い

各方向での最大径を測定し，S（＜4mm）が42例

（91．4％），M（4≦d＜7mm）が2例（4．3％），　L（≧

7mm）が2例（4．3％）で，　small　VSDが大半を占め

ていた（図3）．M2例，　L　2例はすべて膜様部欠損で

あり，これらは全経過を通して心雑音を聴取した．Sで

は，ほとんどの例は短絡消失時に心雑音が聴取不能と

なったが，一部の例では短絡消失に先だって心雑音が

聴取できなくなった．

　自然閉鎖については，VSDと診断した46例のうち，

現時点まで追跡できた39例について自然閉鎖率を見て

みると，観察期間6ヵ月から3年3ヵ月で，全体の自

然閉鎖率は39例中23例の59．0％で，23例中22例

〔例〕

30

S：＜4mm
M；4≦

Ll≧7mm

　
3

型

図

五型

鱗

／」＿

1v翌　　ll＋IV型

欠損孔の大きさ
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（95．7％）が1歳までに閉鎖していた（図4）．閉鎖時

期は，生後1ヵ月から2歳10ヵ月であった．うち生後

6ヵ月から12ヵ月の間に23例中11例（47．8％）と半数

近くが閉鎖していた．膜様部（13例）と筋性部（26例）

で閉鎖率を比較してみると，膜様部は38．5％であるの

に対して，筋性部は69．2％と高く，しかも筋性部は1

歳までにすべてが閉鎖していた．まだ期間の短い症例

も多く，経過観察を続けることにより今後さらに閉鎖

率は上昇するものと思われる．現時点までの追跡で，

39例中外科的閉鎖術を施行したものは2例（5．1％）で，

すべて膜様部欠損の症例であった（表2）．そのうち1

例は当初group　S（small　VSD）として経過観察され

ていたが，2歳6ヵ月時の心エコー図検査にて大動脈

弁右冠尖の逸脱および大動脈弁の逆流が認められたた

め，3歳2ヵ月時に外科的閉鎖術を施行した（欠損孔

は10．5mm×10．5mm）．　group　Mの2例の内，1例は

強心剤，利尿剤など使用せず生後24ヵ月時に自然閉鎖

を確認，他の1例は18ヵ月現在，心室中隔瘤の形成が

認められ，自然閉鎖の可能性が高いと考えられる．

表　2

欠損部位 自然閉鎖 未閉鎖 閉鎖術施行 計

上室上陵部（1）

膜　様　部（II）

筋　性　部（IV）

膜様部＋筋性部
　（II）＋（IV）

1
4
1
7
1

0
6
8
0

0
2
0
0

1
1
2
2
5
1

計 23 14 2 39

（観察期間；6ヵ月～3年3ヵ月）

（％）

100

50

●一一D総計

o………oIV型

o－一一・－oll型

観察期間：6ヵ月～3年3ヵ月

o・………………・・………………・’・・…　　692％

o…………　…・‥

　　　♀一’一’一’一’一’◇一’一”

．一，＿．一．一一．」

58．5％

‥…・… 　…・・…・o・・・………一…o・…・…　…・……

．＿．＿．＿．＿t」

38．5％

1ヵ月 3ヵ月　　6ヵ月　　　1才　　　2才

　　図4　自然閉鎖率（累積）

3才
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　　　　　　　　　考　　案

　先天性心疾患の頻度は，0．57～1．06％2）～5）とされて

いるが，“先天性”と考えるからには出生後早期の実態

を把握しておくことが重要である．かつ新生児期以降

の追跡を十分に行う事によって，先天性心疾患の自然

歴を正確に把握することができると考えられる．中で

もVSDの発生頻度は，先天性心疾患の中で最も多い

（18～66．7％3）4）6））ため，先天性心疾患全体の発生頻度

に大きな影響を与える．近年，断層心エコー図の解像

力の改善やカラードプラー法の導入により，発見率が

向上し，従来よりも頻度が高いという報告が増加して

いる．Hoffman＆Rudolphら8）は1，000出生に対し

0．95～4．51，Gerardら9）は1．17と報告しており，　Moe

ら7）は4．68（成熟児3．85，未熟児7．06），中沢らs｝　ej　5．95

と報告している．しかし，これらの報告はいずれもカ

ラードプラー法を導入する以前の調査結果であり，心

雑音の性状や心電図等により診断されたものが多く含

まれており，正確な頻度を示しているとは言い切れな

い．我々の様に出生成熟児全員に対して生後早期より

カラードプラー法を含めた心エコー図検査を併用して

追跡調査を行った報告は調べ得た限りでは見あたらな

い．今回の我々の2，625例の調査によるVSDの頻度

1．75％（17．5／1，000出生）は，従来の報告をはるかに

上回る数字である．ただ，当施設では母体搬送も受け

入れており，high　risk　babyの占める割合も高いため

に，先天性心疾患の頻度が増加する可能性もあるが，

今回の調査は2，500g以上の成熟新生児に限っており，

その意味では真の発生頻度に近い値を示しているもの

と考えられる．また，2，625例中165例（6．2％）に心雑

音が聴取され，そのうち38例にVSDの短絡血流が認

められた．VSDの残り8例では心雑音を聴取できず，

カラードプラー法によりVSDと確認されたが，全例

が筋性部欠損であった．従来の報告ではこのような無

症状のVSDは，見逃されていた可能性が高く，今回の

VSD高頻度の要因として，カラードプラー法の導入に

よる発見率の向上があげられる．また2，625例全例に対

し生後2日目と生後早期より心疾患スクリーニソグを

行い，経過を追っていることも，今回の高頻度の大き

な要因であると考えられ，先天性心疾患の真の発生頻

度や自然歴を把握するためには生後早期からのスク

リーニングおよび経過観察が不可欠であると思われ

る、

　欠損部位について見ると，筋性部が30例（76．9％）

と最も多く，ついで膜様部13例（33．3％），上室上稜部
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2例（5．1％），膜様部十筋性部1例（2．7％）の順であっ

た．筋性部欠損は，2，625例中30例（1．14％）で，1，000

出生に対し11．4人となる．小野ら1°）も院内出生の成熟

新生児全例にカラードプラー法を用いた心疾患スク

リーニソグを1年間行った結果，1，000出生に対し12．7

であったと報告しており，我々の報告とほぼ一致して

いる．筋性部VSDの頻度増加の原因は，カラードプ

ラー法の導入により診断技術が著しく進歩したため，

従来心尖部などの断層心エコー図にて欠損孔が検出出

来なかった小さな筋性部欠損症例が診断されうるよう

になったためと思われる11）．

　また筋性部欠損はかつて本邦ではVSDの2

～ 4％12）13）とされ，欧米の約25％に比し希な疾患とさ

れていた．最近の与田ら14）の報告でも，院内出生の

VSDのうち膜様部欠損が85．9％を占め，筋性部欠損は

6．2％と少ない．カラードップラー法を用いた原田ら15）

の報告でもVSD　167例中19例（11％）と従来の報告よ

り若干高いものの欧米に比しまだ低い．Moeら7）の報

告では，カラードプラー法は使用していないが，全

VSDの34．5％，院外出生を含めても31．7％と高率で，

カラードプラー法を使用すれぽ筋性部欠損の占める率

はより高くなるものと考えられる．我々の成績では，

全VSDの62．5％を占めMoeらの報告よりもかなり

多いが，我々の成績はpopulation　basedの調査に近

く，かつカラードプラー法を使用して行ったものであ

り，真の発生頻度により近い値を示しているのではな

いかと思われる．

　自然閉鎖についてみると，我々の報告ではVSD　39

例中23例（59．0％）に見られ，そのうち22例（95．7％）

とそのほとんどが1歳までに閉鎖していた．観察期間

は6ヵ月から3年3ヵ月であるが，まだ観察期間の短

いものも多く，今後さらに閉鎖率は上昇するものと思

われる．自然閉鎖率が高率である原因として，一つは

生後早期より経過観察を開始している点があげられ

る．Alpertら16）は，　small　VSD　52例中30例（58％）が

自然閉鎖したが，調査を開始した年齢により，生下時

から観察した場合の閉鎖率が58％，1歳からが48％，

2歳からが35％と，早期に観察を開始するほど閉鎖率

が高かったと報告している．同様に，Moeら7）や与田

ら14）も，生後早期より経過観察することの可能な院内

出生児のほうが院外出生児よりも閉鎖率が高かったと

報告している．すなわち，今までは無症状のため見逃

されて自然閉鎖していった症例をもpick　upできるよ

うになったためと思われる，そして，そのpick　upで
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きるようになったVSDの中では，閉鎖率の高い筋性

部VSDの占める割合が非常に高いことが自然閉鎖率

をさらに上昇させることになっていると考えられる．

今回の調査では，筋性部VSD　26例のうち18例
（69．2％）が自然閉鎖している．原田ら15｝は19例中10例

（52．6％）であったと報告，カラードプラー法を使用し

た小野ら1°）の報告では，28例中21例（77．8％）と高率で，

6ヵ月以内に16例（762％）が閉鎖していたと述べて

いる．

　以上のように，医療を必要しない極めて早期に閉鎖

する筋性部欠損の症例が数多く発見されるようになっ

た現在，これらの症例は果して本当に筋性部心室中隔

欠損と言う“疾患”として扱うべきものなのか，また

は生理的な心室中隔の閉鎖の遅れなのか，すなわち“非

疾患”とするのかが問題となる．中沢ら17）は，Rastelli

手術後約15年で導管狭窄のため右室圧が著しく上昇

し，それまで見られなかった筋性中隔（trabecular

portion）での右左短絡が生じ，導管の交換手術後右室

圧の低下とともにこの短絡が消失した19歳の症例を経

験し，成人ですら心室中隔の肉柱間隙は完全に閉鎖し

ておらず，この心室位の短絡はVSDによるものでは

なく，intertrabecular　spaceからの1eakによると考

えられると述べている，筋性部欠損孔の位置やその形

態により，臨床像や自然歴に差があるのかなど，さら

に詳細な観察を行い，症例を重ねていく必要があると

思われる．

　今回の結果では，新生児期の心室中隔欠損だけでも

先天性心疾患の従来の発生頻度を大きく上回るもので

あった．従って，これらの出生後の正確な発生頻度を

知り，その予後がどうなるかを年余にわたって追跡す

る必要があると考えられる．また，先天性心疾患の遺

伝を考える上で，かなりの例は自然閉鎖するであろう

これらの症例をどう取り扱うかを検討する必要がある

と考えられた．
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Incidence　of　Congenital　Heart　Disease　in　Early　Neonates：Ventricular　Septal

　　　　　　　　　　　　　　　　Defect－Screening　by　Echocardiography

Kenj　i　Waki1），　Keiko　Toyoharai），　Minoru　Ohsaki1），　Toshihiro　Mitomori1），

　　　　　　　　　　　　　　Kiyoshi　Baba1｝and　Mutsuo　Tanaka2）

　　　　　i）Division　of　Pediatrics，　Heart　Institute，　Kurashiki　Central　Hospital

　　　　　　　　　2）Department　of　Pediatrics，　Kurashiki　Central　Hospital

　　　From　March　1987　to　December　1990，2625　full　term　neonates　born　in　the　Department　of

Gynecology，　Kurashiki　Central　Hospital　were　examined．　On　the　second　day，　auscultation　echocardio－

graphy，　and　color　doppler　flow　mapping　were　carried　outon　all　subjects．　Ventricular　Septal　Defect

（VSD）occurred　in　46　cases（1．75％），22　male　cases　and　24　female　cases．　Heart　murmur　was　heard　in　38

cases，　but　not　in　8　cases．　VSD　location　was　distributed　as　follows：2supracristal　cases（5．1％），13

perimembranous　cases（33．3％），30　muscular　cases（76．9％），1perimembranous　and　muscular　case

（2．6％）．Most　cases　were　small　VSD（＜4　mm）．　Spontaneous　closure　of　the　VSD　occurred　in　23（58．5％）

among　39　cases　that　could　be　followed（follow・up　period　was　6　months　to　39　months）．　Closure　most

often　occurred　by　12　months．　During　this　period，　spontaneous　closure　rates　of　muscular　VSDs　were

higher　than　that　of　perimembraneous　VSDs．　We　found　that　the　incidence　of　VSD　was　higher　than　that

of　previous　studies，　and　spontaneous　closure　rates　were　relatively　high．　Consequently，　this　fact　must

be　taken　into　consideration　when　the　incidence　of　VSD　is　discussed．
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