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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　両大血管右室起始症（DORV）に合併する僧帽弁異常の頻度と種類及び臨床上の問題点について検討

した．対象は心エコー検査を施行したDORVのうち心内膜床欠損症，単心室，僧帽弁閉鎖を除外した77

例で，このうち30例（39％）が僧帽弁異常を合併していた．合併する僧帽弁異常は僧帽弁両室挿入（strad－

dling　MV）が10例（13％）と最多で，次いで僧帽弁狭窄が9例（12％）と多くこのうちパラシュート僧

帽弁が5例，僧帽弁低形成が4例であった．この他に，僧帽弁前尖中隔挿入を4例，副僧帽弁と僧帽弁

逸脱をそれぞれ3例，極めて稀なunguarded　mitral　valveを1例認めた．　straddlingを認める僧帽弁尖

が接続する右室内乳頭筋の位置と，僧帽弁が三尖弁と乳頭筋を共有するか否かにより，straddling　MVを

type　A～Cの3つに分類した．　straddling　MV合併例10例中9例がstraddlingの程度が強く，左室と大

動脈のreroutingを強く障害するtype　BまたはCに分類された．また，　straddlingとoverridingの両方

を合併する4例は，いずれも左室容量が小さくbiventricular　repairが不可能な例であった．僧帽弁狭窄

合併例9例のうち6例は左室低形成を合併していた．一方，副僧帽弁を合併する3例はいずれも心内修

復術の成功例であり，副僧帽弁は僧帽弁機能を損なうことなく切除可能であった．

　このように，DORVに僧帽弁異常を合併することは稀ではなく，心エコー診断上常に念頭におくべき

である．特に僧帽弁両室挿入と僧帽弁狭窄の合併例は心内修復をより困難にすることが多く，治療計画

を立てる上で詳細な診断が必要である．

　　　　　　　　　緒　　言

　両大血管右室起始症（DORV）は僧帽弁両室挿入

（Straddling　mitral　valve）やパラシュート僧帽弁

（Parachute　mitral　valve）などの僧帽弁異常を合併

し，心内修復術が困難となることがある．しかし，

DORVに合併する僧帽弁異常の形態的特徴や頻度に

ついて検討した報告は少なく，外科的治療法に関して

も一定の方向性は見出されていない．

　我々は，心エコー検査によりDORVに合併する僧
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帽弁異常を診断し，その種類と頻度を検討し，臨床上

の問題点について考察した．

　　　　　　　　対象及び方法

　対象：対象は，1989年1月から1992年3月まで，当

科で心エコー検査を施行したDORV症例のうち心内

膜床欠損症，単心室，僧帽弁閉鎖を除外した77例であ

る．DORVの定義は，　Kirklin1），　Levら2）の50％ruleに

従い，両大血管の合わせて150％以上が右室から起始し

ているものとした．77例中，心臓カテーテル検査施行

例は69例，心内修復術施行例は40例であった．

　心エコー検査，心臓カテーテル検査及び心血管造影

所見から，対象を主要心血管区分，心室中隔欠損

（VSD）の位置，肺動脈狭窄（PS）または肺動脈閉鎖
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表1　対象及びその分類

［対象］1989年1，月から1992年3月まで当科で心臓超音波検査を施行した

　　　DORV　77例．（心内膜床欠損，単心室，僧帽弁閉鎖は除外）

［年齢］生後1日～35歳（平均7．8歳）

［分類］

　1）主要心血管区分
　　　①正常大血管型｛SDN｝…一・一・・．……一一一一一一……14例（18％）

　　　②大血管転換型｛SDD｝｛ILL｝．一・・一一一一一一一一35例（46％）

　　　③修正大1血管転換型｛SLL｝｛IDD｝…・一一．．．一．一一13例（17％）

　　　④その他｛SDL｝4例　｛ILD｝1例　｛SLD｝1例
　　　　多脾症候群4例　Criss－cross　heart　2例　Upstairs－downstairs　3例

　2）心室中隔欠損（VSD）の位置

　　　①subpulmonary　：27例（35％）

　　　②subaortic　　：34例（44％）

　　　③doubly　committed：5例（6％）

　　　④non　committed　：9例（12％）

　　　⑤VSD（一）　　：2例（3％）
　3）肺動脈狭窄（PS）または肺動脈閉鎖（PA）の有無

　　　①PS　orPA（＋）　：55例（71％）

　　　②PS　or　PA（一）　：22例（29％）

（PA）の有無により分類した（表1）．

　僧帽弁異常の診断：胸壁からのアプローチで断層心

エコー 検査を施行し，僧帽弁短軸断面，長軸断面，四

腔断面で僧帽弁の形態と運動を観察した．また，パル

スドップラー法及びカラードップラー法を併用して僧

帽弁逆流と狭窄の有無を診断した．胸壁からのアプ

ローチが困難な症例は適宜，経食道心エコー検査を行

い診断を確定した．僧帽弁両室挿入の定義は
Anderson3）のそれに従い，　straddling（僧帽弁の弁下付

属器が心室中隔の両側に接続するもの）と同義語とし，

僧帽弁口が心室中隔にまたがるoverridingの有無は

問わないものとした．僧帽弁が右室内のどこにstrad－

dlingしているかは個々の症例で異なるが，今回の検

討では，心エコー所見よりstraddlingの様式を以下の

（2・

老
Σ
　
　

遣

　type　A　　　　　　　　　　　　　　type　B　　　　　　　　　　　　　 type　C

　　　　　　　　　図1　僧帽弁両室挿入（straddling　mitral　valve）の分類

type　A：straddlingする弁尖は，右室側の心室中隔面上の乳頭筋に接続し，三尖弁はその乳頭筋に

接続しない．type　B：straddlingする弁尖は，右室自由壁の異常乳頭筋に接続し，三尖弁はその乳

頭筋に接続しない．type　C：straddlingする弁尖は，右室前乳頭筋または右室の異常乳頭筋に接続

し，その乳頭筋を三尖弁と共有している．　　　　　　　　，

AO：大動脈，　AML：僧帽弁前尖，　PM：乳頭筋，　APM：前乳頭筋，　RV：右室
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3つのtypeに分類した（図1）．

　type　A：straddlingする弁尖は右室側の心室中隔面

上の乳頭筋に接続し，三尖弁はその乳頭筋に接続しな

い．

　type　B：右室自由壁の異常乳頭筋に接続し，三尖弁

はその乳頭筋に接続しない．

　type　C：右室前乳頭筋または右室の異常乳頭筋に接

続し，その乳頭筋を三尖弁と共有している．

　僧帽弁弁輪径：心エコー上，心尖部四腔断面から心

周期中最大となる僧帽弁弁輪径を計測した．弁輪径の

評価方法として，Kingら4）の報告した僧帽弁輪の

Growth　curve（横軸：体表面積，縦軸：弁輪径）を用

い，95％信頼限界以内を正常範囲とした，

　心室容量：左右心室造影から右室拡張末期容量は

Simpson法で，左室拡張末期容量はArea・length法で

算出し，Nakazawaら5）の報告した正常値に対する百

分率で表現した．左室低形成の定義は左室拡張末期容

量が60％対正常以下とした．

　　　　　　　　　　結　　果

　（1）僧帽弁異常の種類と頻度（表2）

　DORV　77例中30例（39％）に僧帽弁異常を合併して

いた．straddling　MV（Group　1）が最多で10例（13％），

次いで僧帽弁狭窄（Group　2）が9例（12％）と多く，

このうちパラシュート僧帽弁が5例，僧帽弁低形成が

4例であった．僧帽弁前尖中隔挿入は4例（6％），僧

帽弁逸脱と副僧帽弁をそれぞれ3例（4％），un・

guarded　mitral　valveを1例認めた．

　（2）straddling　MV（Group　l）俵3）

表2　DORV　77例に合併した僧帽弁異常

1）僧帽弁異常（一）：47例（61％）

2）僧帽弁異常（十）：30例（39％）

　　Group　l　l僧帽弁両室挿入（straddling　MV）

　　　　　　a）　straddIing単独

　　　　　　b）straddling十〇verriding

　　Group　2：僧帽弁狭窄一．・．．．．一一一…一…”……『

　　　　　　a）パラシュート僧帽弁

　　　　　　b）僧帽弁低形成
　　Group　3：僧帽弁前尖中隔挿入・一・．・．．．・・

　　Group　4：副僧帽弁（accessory　MV）．．．．一・－

　　Group　5：僧帽弁逸脱・・…一一一……・…．・一一・

　　　　　　a）MR（一）

　　　　　　b）MR（＋）
　　Group　6：unguarded　MV…’”一．・・．．・・一

一．． 10例（13％）

　（6例）

　（4例）

・・．．
　9Tfi］］　（12％）

　（5例）

　（4例）

　・4イfiij（5％）

　－3イ　‖（4％）

一．．．． 3i　1］（4％）

　（2例）

　（1例）

一一．一一・ 1例（1％）

　この群は10例（13％）で最も多く，全例大血管関係

がDまたはLpositionの並行起始で正常大血管関係

は1例もなかった．心室中隔欠損は肺動脈弁下型が7

例と多く，大動脈弁下型は2例と少なかった．また，

肺動脈狭窄または肺動脈閉鎖を合併する例が8例と多

く，これらを合併せず肺高血圧を呈した例は2例と少

なかった．straddlingに加え，僧帽弁口が心室中隔にま

たがるoverridingも合併していた例は4例で，このう

ち3例は左室低形成を合併し，残りの1例も左室拡張

末期容量77％対正常と左室は小さかった．また，over－

ridingを合併する4例中3例は僧帽弁弁輪径が正常以

下であった．それに対し，overridingのない6例はす

べて左室低形成を合併せず，僧帽弁弁輪径も正常範囲

であった（左室造影を施行していない症例5は心工

表3　僧帽弁両室挿入（straddling　MV）を合併したDORV

症例
性，年齢，主要心血管
　　　　　　区分

over－
riding

type　of
straddling MR VSD PS 僧帽弁輪径／BSA※

（mm）　　（m2）
LVEDV
（％N）

RVEDV
（％N）

手術

1 M19　y　｛IDD｝ 十 A III subAO 斗 28／1．55（↓） 77 110 BT，　MVP

2 M　ly　｛SDD｝ 十 B 一 subPA 十 19／0．41（N） 54 214 BT
3 M　8y　｛SDD｝ 十 C 一 subAO PA 18／1．13（尋） 54 130 Fontan

4 M　2y　｛ILL｝ 十 C 一 subPA 十 14／0．46（与） 40 176 PAB
5 M　ly　｛SDD｝ 一 B 一 subPA 十 16／0．38（N）

6 M　gy　｛SDD｝ 一 B 一 subPA 十 27／0．91（N） 137 216 BT
7 M　2y　｛SDD｝ 一 B 　 subPA 一

17／0．48（N） 134 128 Jatene＋MVP
8 F　2y　｛SDD｝ 一 C 一 subPA 一 17／0．49（N） 131 123 PAB
9 F21　y　｛SDD｝ 一 C 一 subPA 十 30／1．52（N） 122 113

10 M　7y　｛SDD｝ 一 C 一 non　com 一ト 22／0．70（N） 145 178 BT

LVEDV：左室拡張末期容量（％対正常）　RVEDV：右室拡張末期容量（％対正常）BT二Blalock－Taussigシャント術

MVP　l僧帽弁形成術　PAB：肺動脈絞拒術

※；僧帽弁弁輪径はKingら1）の僧帽弁輪のGrowth　Curveにより評価した．表中の（N）は体表面積あたりの僧帽弁弁輪径が95％

　　信頼限界以内に含まれることを，また（↓）は95％信頼限界より小さいことを示す．
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コー 所見で判断した）．

　straddlingのtype別では，　type　Aは1例と少なく，

type　B　4例，　type　C　5例とstraddlingの程度の強い

ものが多かった．また，それぞれのtypeとoverriding

の有無左室容量，僧帽弁弁輪径の間に一定の傾向は

なかった．

　本群10例中，心内修復術を施行したのは2例（症例

3，7）である．症例3は左室低形成を合併していた

ためFontan手術を施行し，現在までの術後2年間順

調に経過しており僧帽弁逆流も出現していない，症例

7はtyqe　Bのstraddlingを合併しており，図2のよ

うに僧帽弁前尖はcleftを形成しその腱索は右室内の

異常筋束に接続していた．この症例はstraddlingして

いる腱索の切離とcleftの縫縮による僧帽弁形成術を

施行し，更にパッチによる左室と本来の肺動脈間の心

内導管形成術とJatene手術を施行し心内修復術に成

日本小児循環器学会雑誌　第9巻　第3号

功した例である．現在，術後1ヵ月であるが経過順調

で僧帽弁の機能障害も生じていない．

　症例2はFontan手術の待機中であり，症例8は

type　Cのstraddling　MVの合併例であるが，症例7と

同様の方法で心内修復術を行う予定である．

　（3）僧帽弁狭窄（表4，図3）

　この群は9例（12％）と僧帽弁両室挿入に次いで多

かった．このうち乳頭筋が単一のパラシュート僧帽弁

が5例で，乳頭筋は2つあるが弁輪径が小さく僧帽弁

そのものが低形成である例が4例あった．本群9例中

8例は僧帽弁弁輪径が正常以下であり，そのうち5例

は左室低形成を合併していた．

　心内修復術の施行例は9例中4例で，そのうち3例

（症例14，16，17）はFontan手術を，1例（症例12）

は心内導管形成術と僧帽弁置換術を施行した．症例16

と17は僧帽弁低形成と左室低形成を合併していたため
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図2　straddling　MV（type　B）を合併したDORV（症例7）の心エコー図所見．僧

　帽弁前尖はcleftを形成し（A），その腱索の一部はVSDを越え右室内の異常筋束に

　接続している（A，Bの↑）．この症例はJatene手術と僧帽弁形成術により心内修復

　に成功した，LA：左房，　LV：左室，　PA：主肺動脈．
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図3　僧帽弁狭窄を合併したDORVの心エコー図所見．
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A，Bはパラシュート僧帽弁の合併例（症例14）である．僧帽弁輪ぱ円形で・」・さく（A〕，

カラードプラーではモザイクパターンの左室流入血流を認める（．　B　．）．C，　Dは僧帽弁低

形成の合併例（C：症例18，D：症例16）である．ともに左室低形成を認める．　RA：

右房，RV：右室．

にFontan手術を行い，術後良好に経過している．症例

14はVSDが小さく心内導管の形成が不可能なため

に，Fontan手術を選択したが，術後に低心拍出症候群

に陥り術後2ヵ月で死亡した．症例12は合併するパラ

シュー一ト僧帽弁に対し弁置換術を行い，更に心内導管

形成術により心内修復し，術後経過は良好である．症

例19はFOntan　f一術の待機中である．

　（4）僧帽弁前尖中隔挿入（表5）
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表5　僧帽弁前尖中隔挿ノ＼をfr　OiしたDORV症例

症例 　　性・｛1・齢 MR vSD PS 僧帽弁輪径〃BSA
　　（mm）／（m2）
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（％N）

RVEDV
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　　　　　副僧帽弁（accessory　MV）を合併したDORVの心エコー図所見．

A，Bは症例20，　C，　Dは症例22のエコー所見である．ともに副僧帽弁が肺動脈弁ド狭

窄の原因となっている．2例と！，Jatene手術を施行され，その際副僧帽弁は切除され

た．AC，　MV：副僧帽弁．

　僧帽弁前尖の腱索の1部が左室側の心室中隔面か心

室中隔の頂上に挿入（VSDは越えない）し，弁尖に

cleftを形成する僧帽弁異常である．　cleftは4例とも

左室短軸像僧帽弁レベルでよく観察できた．心内修復

術は3例に施行したがt僧帽弁逆流に対し弁形成術を

要したのは1例のみであった．他の2例は術前，術後
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表7　僧帽弁逸脱を合併したDORV症例

症例 性・年齢 MR VSD PS 僧帽弁輸径／BSA
　　（mm）／（m2）

LVEDV
（％N）

RVEDV
（％N） 手　術

27

28

29

F15y｛SDL｝
M　2y｛SDN｝

Fl5y｛SDD｝

1
一

SubAO

subAO
subPA

十
十
十

30／L40（N）

21／0．6］（N）

20／1．10（U）

87

116

143

93

273

81

FOntan＋MVP
IVC
Rastelli

とも僧帽弁逆流を認めていない．

　（5）副僧帽弁（accessory　mitral　valve）（表6，図4）

　副僧帽弁合併例は3例であり，いずれも僧帽弁弁尖

ないしは腱索に異常弁組織が付着しており，収縮期に

肺動脈弁下または大動脈弁下に移動し弁下狭窄の原因

になっていた．症例20と22はJatene手術，症例21は心

内導管形成術を行い，その際3例とも異常弁組織は切

除することができ，僧帽弁逆流も認めず，術後経過は

良好である．

　（6）僧帽弁逸脱（表7）

　この群は3例で，全例心内修復術を行っている．僧

帽弁逸脱が逆流の原因となっていたのは症例27の1例

で弁形成術を必要とした．他の2例は術後も僧帽弁逆

流を認めていない．

　（7）unguarded　mitral　valve

　左室と僧帽弁口は存在するが，僧帽弁構造が全くな

く著明な僧帽弁逆流を呈する極めて稀な合併奇形であ

る．この症例は高度の心機能障害のため手術の適応は

なく，内科的に経過観察中である．

　　　　　　　　　　考　　察

　DORVに合併する僧帽弁異常に関し，その頻度と種

類を検討した報告としてはZamoraら6）の剖検心を対

象にしたものと，Wilcoxら7）の手術所見から検討した

ものがある．その合併率はZamoraらによると21％

（33例中7例），wilcoxらの報告では9．5％（67例中6

例）である．一方，完全大血管転換症（以下TGA）に

ついて報告された合併率は22～30％で，特にVSDを

有するTGAに限ると42～63％とかなり高頻度であ

る8）～1°）．今回の検討では，DORVにおける僧帽弁異常

の合併率は39％であり，ZamoraらとWilcoxらの報

告した合併率より高かった．この理由として，Wilcox

らの報告は手術所見によるものであり僧帽弁の細部に

わたる観察は困難と考えられること，また，Zamoraら

の報告は対象数が少ないことがあげられる．このよう

に，DORVの僧帽弁異常の合併率はVSDを有する

TGAと同様に高頻度であり，しかも僧帽弁両室挿入，

僧帽弁狭窄といった通常の心内修復術を困難にするも

のが多いので，DORVの治療を考える時は僧帽弁の形

態と機能を常に念頭に入れるべきである．以下，主な

僧帽弁異常について考察する．

　（1）僧帽弁両室挿入（straddling　MV）

　DORVとstraddling　MVの合併例はKitamura
ら’1）の報告を始めいくつかの症例報告があり，特に

Taussig・Bing奇形やfalse　Taussig－Bing奇形（TGA

型Taussig－Bing奇形）との合併例の報告が多い12）13）．

今回の検討でもstraddling　MVを合併する10例中7

例はVSDが肺動脈弁下にあり，　D一またはL－parallel

の大血管関係であり，false　Taussig・Bing奇形または

TGA型Taussig・Bing奇形と呼ばれるものであった．

また，他の3例についても，正常大血管関係は1例も

なかった．このような傾向はstraddling　MVの形態発

生を考える上で興味深く，また，診断上の手がかりと

もなる．

　今回の検討でstraddling　MVは断層心エコー上，四

腔断面，左室長軸断面，短軸断面の各断面で診断可能

であり，特に左室短軸断面像は僧帽弁が右室のどの部

分に挿入しているかというstraddlingのtypeを診断

する上で有用であった．

　本群での左室低形成の原因として以下のことが予想

される．straddling　MVの存在は拡張期に左房から僧

帽弁口を通る血流の一部を直接右室へ流入させるが，

overridingはさらにこの右室への直接流入を増強す

るため左室流入血液量が少なく，左室低形成を助長す

ると考えられる．このような血行動態下では，

Blalock－Taussigシャントなどの姑息的手術では左室

容量の増大を計ることは不可能である．したがって，

本群のうちoverridingを合併する例は，診断時から

Fontan手術を念頭に入れた検査と姑息手術の計画を

立てるべきである．

　本群に対してJatene手術，　Rastelli手術などの

biventricular　repairを行う際に大きな問題となるの

は，straddlingしている僧帽弁付属組織が左室一大動

脈間のreroutingを障害することである．過去の報告

を見ても，straddling　MVを修復せずにbiventricular
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repairを施行した例では高率に術後の左室流出路狭

窄，僧帽弁逆流を認めており，手術成績は芳しいもの

ではない13）”’15）．一方，Russoら16）は左室低形成のない

本群に対するmodified　Fontan手術の成功例を報告

し，DORVにstraddling　MVを合併する場合，両心室

の容量が十分な症例でもFontan手術の適応となると

報告した．以来，これらの症例に対しFontan手術にす

るのか僧帽弁形成術あるいは弁置換を加えて
biventricular　repairを行うのかは常に難しい選択で

あり，結論に達していなかった．1985年，伊奈ら17）は

straddling　MVを合併したTaussig－Bing奇形に対す

るJatene手術の成功例を，また1990年，森ら18｝は

straddling　MVを合併したTGAに対するJatene手

術の成功例を報告した．これらの症例では，straddling

する僧帽弁器官が左室側に含まれるように大きくパッ

チをあてることにより，僧帽弁を温存したままrerout・

ingされている．この方法は，本群に対する
biventricular　repairを可能にする方法であるが，　type

Aの軽度のstraddling　MVの合併例に限定され，　type

B，Cのstraddling　MVの合併例では困難である．し

かし今回，症例3（type　B合併）に対して施行した

Jatene手術に僧帽弁形成術を加えた方法は，　type　Bと

Cのstraddling　MVを合併したDORVに対しても
biventricular　repairの可能性を広げるものと考えら

れる．したがって，術前の心エコー検査では，僧帽弁

形成術が可能かどうかを判定するために，弁下組織を

詳細に観察しておく必要がある．弁形成を行うには，

左室2つの乳頭筋がバランス良く存在し，両者に正し

く僧帽弁の腱索が接続しているという条件が不可欠な

ためである．

　以上より，straddling　MVを合併するDORVに対

する心内修復術を計画するにあたり，心エコー検査に

よりstraddlingのtype，　overridingの有無，左室の大

きさ，弁下組織の形態を検索することが重要である．

　（2）僧帽弁狭窄

　この群はパラシュート僧帽弁5例，僧帽弁低形成4

例の計9例（12％）でstraddling　MVに次いで多かっ

た．パラシュート僧帽弁合併例5例中2例は左室低形

成を合併しており，この群全体では5例に左室低形成

を合併していた．Russoら16）はDORVに対する

Fontan手術のうち，左室低形成を合併する場合の死

亡率が高く（56％），左室低形成の合併が最大のrisk

factorであると報告した．それに対し，今回の検討症

例で左室低形成を合併するためにFontan手術を施行

日本小児循環器学会雑誌　第9巻　第3号

された3例（straddling　MV　1例，僧帽弁低形成2例）

はいずれも術後経過は良好である．この要因としては，

PA－Indexや肺血管抵抗値などの条件が良かったこと

があげられる．これらの症例においては，Fontan手術

が唯一の心内修復術であるので，より良好な術前条件

を揃えるように適切な時期に心臓カテーテル検査を行

い姑息的手術を計画しなくてはならない．

　一方，パラシュート僧帽弁を合併したDORVの報

告は少なく19）2°），手術症例の報告は1例にすぎず19），心

内修復術の選択は難しい．特に左室低形成がない症例

にbiventricular　repairを行う場合に，僧帽弁置換術

を加えるかどうかが大きな問題となる．ASDが大きい

例では，心房レベルの左右短絡が存在するため僧帽弁

狭窄があっても心カテデータ上，左房圧と肺動脈喫入

圧のヒ昇がなく，僧帽弁狭窄がマスクされることがあ

る．したがって，術前に心エコー検査により僧帽弁弁

輪径と左室流入血流パターンを評価し，弁置換の必要

性を判断しておかなくてはならない．

　（3）副僧帽弁

　副僧帽弁は僧帽弁に付着する異常弁様組織であり，

付着部位は僧帽弁尖，弁口部，腱索だけでなく乳頭筋

及びVSDの辺縁部のこともあり，かなり広範囲にわ

たる．組織学的に正常僧帽弁と同じであることが多く，

Van　Praaghら21）は本奇形の形態発生はcushon　mal－

developmentによると主張している．現在まで20数例

の報告があり他の心奇形，特にTGAとの合併が多く

報告されている22）一一26｝．DORVとの合併例の報告は今

回の3例が初めてである．3例とも心エコー検査によ

り副僧帽弁の形態，異常運動，血行動態に及ぼす影響

を観察することが可能であり，2例で肺動脈弁下狭窄，

1例で大動脈弁下狭窄の原因となっていたが，乳頭筋

の形態と腱索の乳頭筋への接続に異常はなかった．3

例とも心内修復術の際に切除され，術後の僧帽弁機能

に問題はなかった．過去の報告においても，副僧帽弁

は術前診断されていれば概ね手術成績は良好であ

る26）．しかし，術前診断されていない場合，術中に見逃

され術後に左室流出路狭窄を残すことがある．これは，

心臓が停止している術野では僧帽弁構造の異常が分か

りにくくなることが考えられる．したがって，心エコー

検査による術前診断が重要であり，弁下組織の異常の

有無を評価し弁形成術の必要性も判断しなくてはなら

ない．

　　　　　　　　　　結　　語

　1）心エコー検査によりDORV　77例の僧帽弁の形
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態，機能を検討した結果，30例（39％）に僧帽弁異常

を認め，特に心内修復術を困難にする僧帽弁両室挿入

（13％）と僧帽弁狭窄（12％）が多かった．

　2）僧帽弁両室挿入を合併するDORVの治療方針

を立てる時は心エコー診断上，僧帽弁口のoverriding

と左室低形成の有無straddling　type，左室内弁下組

織の形態を評価することが重要である．

　3）パラシュート僧帽弁を合併するDORVでは，僧

帽弁置換術の必要性を判断するため，心エコー検査に

より血行動態的に僧帽弁狭窄を形成するか否かの評価

が必要である．

　4）以上より，DORVの心内修復術計画を立てる際

には，種々の僧帽弁異常を念頭においた心エコー検査

が必要である．
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Mitral　Valve　Anomalies　in　double　Outlet　Right　Ventricle

Tadahiko　Ito，　Gengi　Satomi，　Makoto　Nakazawa，　Yasuharu　Imai　and　Kazuo　Monma

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

　　　In　77　patients　with　DORV　excluding　DORV　with　atrioventricular　septal　defect，　single　ventricle

and　mitral　atresia，　the　morphorogy　and　function　of　the　mitral　valve　was　studied　by　echocardiography．

Mitral　valve　anomalies　were　found　in　30　patients（39％），　among　them　straddling　mitral　valve（10

patients，13％）and　mitral　valve　stenosis（nine　patients，12％）including　five　with　parachute　mitral　valve

and　four　with　hypoplastic　mitral　valve　were　found　frequently．　In　addition　to　them，　septal　insertion　of

mitral　valve（four　patients），　accessory　mitral　valve（three　patients），　mitral　valve　prolaps（three

patients）and　unguarded　mitral　valve（one　patient）which　was　very　rare　anomaly　were　found．

　　　Straddling　mitral　valve　was　classified　in　three　types　according　to　the　position　of　papillary　muscle

to　which　straddling　mitral　valve　leaflet　connected　and　whether　straddling　mitral　valve　connected　to

the　same　papillary　muscle　with　tricuspid　valve　or　not．　Nine　in　10　patients　with　straddling　mitral　valve

had　type　B　or　C　straddling　mitral　valve，　in　those　patients　straddling　was　so　extensive　that　rerouting

between　left　ventricle　and　aorta　at　anatomical　surgical　correction　was　appeared　to　be　disturbed　by

straddling　mitral　valve．　All　four　patients　with　both　straddling　and　overriding　of　mitral　valve　had

hypoplastic　or　small　left　ventricle，　so　that　biventricular　repair　was　impossible　for　them．　Six　in　nine

patients　with　mitral　valve　stenosis　also　had　hypoplastic　left　ventricle．　All　three　patients　with

accessory　mitral　valve　were　performed　successiful　anatomical　surgical　correction　and　their　accessory

mitral　valves　were　excised　without　causing　malfunction　of　mitral　valve．

　　　It　is　concluded　that　because　an　abnormal　mitral　valve　is　not　unusual　in　DORV，　mitral　valve

anomaly　should　be　taken　into　consideration　when　echocardiography　is　performed　to　diagnose　DORV．

Especially，　DORV　with　straddling　mitral　valve　or　mitral　valve　stenosis　often　has　several　factors　which

make　anatomical　surgical　correction　more　difficult，　so　that　very　careful　planning　of　therapy　for　these

patients　should　be　done．
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