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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　【目的】経胸壁心エコー法（TTE）を用いて下縁欠損を伴う二次口欠損型心房中隔欠損（ASD　II）の

検出を試み，その診断の鋭敏度と特異度を検討した．【対象】対象は開心根治術時に確定診断したASD　II

の25例（2～16歳，平均9．6歳）で，うち卵円窩を中心としたASD　II（卵円窩型ASD　II）が20例（80％），

下縁欠損を伴うASD　II（下縁欠損型ASD　II）が5例（20％）である．【方法】検討は根治術前に以下の

2断面を用いたTTEで行い，下縁欠損型ASD　IIの術前診断を試みた．1）左胸骨傍冠静脈洞断面（CS

断面）：冠静脈洞開口部背方での短絡血流の有無，2）右胸骨傍矢状断面：心房中隔下縁の有無，以上の

2断面で得られた所見と手術所見との一致率を求め，各断面での下縁欠損型ASD　IIに対する診断の鋭

敏度と特異度を検討した．【結果】それぞれの断面での判定可能な画像の描出率は，CS断面25／25例

（100％），右胸骨傍矢状断面23／25例（92％）であった．CS断面での短絡血流の確認は下縁欠損型ASD

IIが5例中5例，卵円窩型ASD　IIが20例中2例で，下縁欠損型ASD　IIの診断率はsensitivity　100％，

specificity　90％であった．右胸骨傍矢状断面で中隔下縁が描出されず下縁欠損型ASD　IIと診断したの

は23例中6例で，うち5例が手術所見と一致したが1例は中隔下縁が存在し卵円窩型ASD　IIであった

（sensitivity　100％，　speci丘city　94％）．【結語】中隔下縁の描出は右胸骨傍矢状断面が有用であった，　CS

断面では欠損孔を確認できないが，冠静脈洞開口部の背方に短絡血流が存在する時は欠損孔が中隔下方

まで伸展していることを示唆する所見であった．下縁欠損型ASD　IIの診断はTTEのCS断面，右胸骨

傍矢状断面を組み合わせることにより高い鋭敏度と特異度で診断可能と考えられた．

　　　　　　　　　はじめに

　二次口欠損型心房中隔欠損（ASD　II）の多くは卵円

窩を中心とした卵円窩型ASD　IIであるが，時に欠損

孔が下方に伸展し中隔下縁を認めない下縁欠損型

ASD　IIがみられる（図1），下縁欠損型ASD　IIで問題

となるのは根治術の際に下縁形成を必要とすることで

あるが，ASD　IIの開心根治術は術中空気塞栓を防ぐた

め完全な無血視野が得られないこともあり，術前に下

縁欠損型ASD　IIの診断がなされていなければ静脈弁
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を中隔下縁と誤り，下縁形成を行わずに直接閉鎖して

しまう危険がある1）．更に近年ASD　IIに対する経カ

テーテル閉鎖術が新しい治療法として試みられるよう

になり2）3），その適応決定のため欠損孔の広がりを正確

に診断することが不可欠となった．しかしながら通常

の経胸壁心エコー法（TTE）では，心房中隔から上大

静脈あるいは下大静脈への移行部の観察は困難で，欠

損孔の矢状方向への広がりは評価できないとされてき

た．この点に関しては経食道心エコー法が有用である

が4）5），この検査法も小児にとってはinvasiveであり操

作手技にも熟練を要する．従ってnoninvasiveな

TTEで適応患者を選択できるのであればそれが望ま
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図1　二次口欠損型心房中隔欠損〔ASD　II）の各型．正常心房中隔，卵円窩型ASD　II

　およびド縁欠損型ASD　IIのシェーマ．卵円窩型ASD　IIと下縁ケ損型ASD　IIのス

　クリーン部が欠損孔．

　SVC：上大静脈，　IVC：・下大静脈，　FO：卵円窩，　CS：冠静脈洞，　EV：静脈弁，　TV：

　三尖弁，RV：右室，　Ao：上行大動脈
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　　　図2　二次口欠損型心房中隔欠損c．ASD　II）の左胸骨傍四腔断層像

il段：断層像のアプローチとその解剖学的断面．下段：断層心エコーおよびカラーエ

コー 図，卵円窩に欠損孔を認め（矢印｝，その部位に短絡血流が確認される．

RA：右房，　LA：左房
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しい．現在経カテーテル閉鎖術の適応は手術適応のあ

る卵円窩型ASD　IIであるが，直径25mm以上の欠損

孔，卵円窩以外にも存在する多孔性欠損，vena　cavaへ

の伸展例，欠損孔の辺縁が＝三尖弁や肺静脈から3～6

mm以下の症例は適応外とされている3）6）．これらの中

で下縁欠損型ASD　IIはASD　IIの20～24％を占め1）7）

比較的頻度の高い病型であるが，TTEによる診断は

容易ではない．これまでにも肋骨弓下矢状断面によっ

てト縁欠損型ASD　IIを診断した報告はあるが8｝，その

鋭敏度は高いとは，；えず，通常用いる断層面では殆ど

診断不可能である．心房中隔のド縁は下大静脈流入部

および冠静脈洞に隣接移行しており，今回は冠静脈洞

を描出する断面（L：胸骨傍冠静脈洞断面：CS断面）と

下大静脈の流入部を描出する右胸骨傍矢状断面によっ

て下縁欠損型ASD　IIの診断を試み，その診断の鋭敏

日本小児循環器学会雑誌　第9巻　第5号

度と特異度をprospectiveに検討した．

　　　　　　　　対象および方法

　対象は1991年7月から1993f卜7月の問に福井心臓血

圧センター福井循環器病院にて開心根治術を行い確定

診断されたASD　IIの25例（男10例，女15例）である．

年齢は2～16歳（平均9．6歳）で，年齢別では5歳以下

4例，6～11歳12例，12～14歳3例，15歳以上6例で

あった．手術時のASD　IIの病型診断は，卵F］窩型

ASD　IIが20例（80％），下縁欠損型ASD　IIが5例

（20％）で，ド縁欠損型ASD　II　5例の年齢はそれぞれ

5歳，6歳，12歳（2例），16歳であった．合併症は1

例に左上大静脈遺残が認められた．TTEによるASD

IIの術前診断は左胸骨傍四腔断面で卵円窩に欠損孔を

認め，心内膜床，心房中隔後縁が存在することによっ

て行った（図2）．手術適応は心臓カテーテル法での肺
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　　　　　　　　　図3　左胸骨傍冠静脈洞断面［CS断面］

A．断層像のアプローチとその解剖学的断面．B．　CS断面の断層像とパルスドプラの

サンプルボリューム設定部位．サンプリングポイントを冠静脈洞開口部の背方に置き

短絡血流の有無を確認する．C．ハルスドプラ図．左は静脈血流波形のみが記録され短

絡血流は認めない．右は収縮後期から拡張期にかけて短絡lfi［流が記録されている．

RV：右室，　RA：右房，　LV：ノ1．室，　CS：冠静脈洞
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平成6年4月1日 619－〔5）

体血流量比1．7以上かつTTEで右心系の容量負荷を

認めた症例とした．以」二のASD　II25例に対し、根治術

前に以一トのTTEの2断面を用いて下縁欠損型ASD

IIの検出を試み，手術所見との一致率を求めてその診

断の鋭敏度と特異度を検訂した．なお両断面の記録は，

幼児を除いて呼気停止「で行った．

　1）左胸骨傍冠静脈洞断面［CS断面］〈図3）

　患児を左側臥位とする．CS断面は胸骨左縁第4

～ 5肋間からの左胸骨傍四腔断面を左室短軸断面に近

づけ房室間溝にある冠静脈洞が描出される断面でL図

A

B

C

　　　　　　　　　　　　図4　右胸骨傍矢状断面

A．左は断層像のアブP一チとその解剖学的断面．右は正常小児の右胸骨傍矢状断面

の断層像．下人静脈．右房．心房中隔、左房が同時に描出さオ1ている．心房中隔はintact

である．B．ド縁’」こ損型ASD　II例・112歳、．左の断層心エコー図では中隔下縁が認め

られなち（矢印1．右のカラーエコー図では欠損孔に一致して短絡血流が確認さ21る．

f術所見も下縁欠損型ASD　IIであった．　C．卵円窩型ASD　II例C6歳）．左の断層

心エコー図では卵円窩に一致して欠損孔を認めL矢印．），中隔下縁が存在する．右のカ

ラーエコー図では欠損イLを通して短絡血流が認められる．手術所見も卵円窩型ASD　II

であった．

IVC：ド大静脈，　RA：右房，　LA：左房
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3A），胸郭の短軸面とほぼ平行の断面となる．この断面

では冠静脈洞開口部の背方が心房中隔下縁の右房側に

当り，この部位にパルスドプラのサンプルボリューム

を設定し短絡血流の有無を検討した（図3B，C）．

　ID右胸骨傍矢状断面（図4）

　患児を右側臥位とする．断面のアプローチは胸骨右

縁第4～5肋間より矢状方向やや内側に探触子を向

け，下大静脈，右房，心房中隔，左房を同時に描出し

（図4A），この断面の断層心エコー図とカラー一一エコー

図をビデオ収録した．判定は再生画像を用いて複数の

医師によって行い，下大静脈と左房壁との問に心房中

隔を全く認めず連続性のあるものを下縁欠損型ASD

II（図4B），僅かでも中隔下縁を認めた場合は卵円窩型

ASD　II（図4C）と判定した．

　　　　　　　　　　結　　果

　1）各断面における画像の描出率

　各断面における判定可能な画像の描出率はCS断面

が25例中25例（100％），右胸骨傍矢状断面が25例中23

例（92％）であった．CS断面では全例良好な断層像が

得られドプラエコー図を記録することがでぎたが，右

胸骨傍矢状断面では2例（いずれも15歳）にエコービー

ムが入らず断層像を得ることができなかった．以上よ

り各断面での診断率の検討はCS断面25例，右胸骨傍

矢状断面23例で行った．

　2）下縁欠損型ASD　IIの診断率

　i）cs断面（表1）

　CS断面で短絡血流の確認された症例は25例中7例

で，うち5例が下縁欠損型ASD　II，2例が卵円窩型

ASD　IIであった．短絡血流を認めなかった18例は全て

卵円窩型ASD　IIであった．以上よりCS断面の短絡血

流による下縁欠損型ASD　IIの診断率はsensitivity

100％，specificity　90％であった．また卵円窩型ASD

IIで短絡血流を認めた2例は，いずれも2歳と4歳の

年少児でかつ欠損孔が心房中隔下方まで大きく伸展し

ている症例であった，この2例は右胸骨傍矢状断面で

僅かな中隔下縁が確認され，手術所見も同様の所見で

あった．

　ii）右胸骨傍矢状断面（表2）

　右胸骨傍矢状断面で中隔下縁の確認できなかった症

例は23例中6例で，うち5例が下縁欠損型ASD　II，1

例が卵円窩型ASD　IIであった．中隔下縁の確認でき

た17例は全て卵円窩型ASD　IIであった．以上より右

胸骨傍矢状断面での下縁欠損型ASD　IIの診断率は

sensitivity　lOO％，　specificity　94％であった．また下縁

日本小児循環器学会雑誌　第9巻　第5号

表1　左胸骨傍冠静脈洞断面（CS断面）による

　下縁欠損型ASDIIの診断率

手術所見

下縁欠損型　ASDII 卵円窩型ASDII

短絡血流
　（十）

5 2

CS断面
短絡血流
　（一）

0 18

Seng．　1tivity　100％，　Specificity　90％

表2　右胸骨傍矢状断面によるド縁欠損型ASDIIの

　診断率

手術所見

ド縁欠損型ASDII 卵円窩型ASDII

中隔ド縁
　（一）

5 1

右胸骨傍

矢状断面 中隔下縁
　（十）

0 17

Sensitivity　100％，　Specificity　94％

表3　経胸壁心エコー法（TTE）による下縁欠損型

　ASDIIの診断率

手術所見

下縁欠損型
　ASDII

卵円窩型ASDII

卜縁欠損型ASDII

5 0

TTE所見
卵円窩型ASDII

o 20

Serlsitivity　lOO％，　Specificity　lOO％

の確認できなかった卵円窩型ASD　IIの症例（15歳）

は，手術時脆弱で菲薄化した中隔下縁が存在し，CS断

面では短絡血流を認めなかった．

　iii）TTEによる下縁欠損型AsD　IIの診断率（表

3）

　CS断面で短絡血流が確認されかつ右胸骨傍矢状断

面で中隔下縁を認めなかった症例を下縁欠損型ASD

II，それ以外を卵円窩型ASD　IIとした場合，25例中5

例が下縁欠損型ASD　II，20例が卵円窩型ASD　IIとな

り，全例手術所見と一致した．従って両断面を併せた

TTEによる下縁欠損型ASD　IIの診断率はsensitiv－

ity　100％，　specificity　100％であった．

　　　　　　　　　　考　　察

　ASD　IIの診断はTTEの普及によりnoninvasive
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に行うことが可能となったが9），上大静脈あるいは下

大静脈に接する心房中隔の描出は手技上困難なため，

欠損孔の矢状方向への広がりは評価できないとされて

きた．しかし近年ASD　IIに対し経カテーテル閉鎖術

が試みられるようになり2）3｝，その適応禁忌とされてい

る下縁欠損型ASD　IIのTTE診断についての検討が

極めて重要となった．最近の断層心エコー装置は探触

子の素子数も増え，画像の質も飛躍的に向上し，加え

てカラードプラ法も導入され短絡血流が視覚的に確認

できるようになっている．今回の検討に用いたTTE

の断面設定は，これまでの報告8）1°｝と過去の症例の心

エコービデナ所見を参考にし，その解剖学的位置関係

よりCS断面，右胸骨傍矢状断面の2断面を用いpro－

spectiveに検討した．当初上記の2断面に加え肋骨弓

下矢状断面での検討も行ったが，画像の描出率が25例

中10例（40％）と低く，特に12歳以上の年長児ではエ

コービームが全く入らなかったため今回の検討からは

除外した．

　1．断面の画像描出率

　各断面での画像の描出率はCS断面が100％，右胸骨

傍矢状断面が92％と極めて良好であった．

　II．下縁欠損型ASD　IIの診断率

　CS断面，右胸骨傍矢状断面での下縁欠損型ASD　II

の診断率はsensitivityがともに100％で，　specificity

はそれぞれ90％，94％と良好な結果が得られた．また

両断面ともに陽性所見を示した症例を下縁欠損型

ASD　IIとした場合の診断率は，　sensitivity，　speci丘city

ともに100％と極めて良好な結果となった．実際には右

胸骨傍矢状断面の結果を最終診断としたが，この断面

は全例に画像を得ることができないため，右胸骨傍矢

状断面の画像描出が困難な症例ではCS断面の所見に

よって判定することになる．実際にTTEを行う場合，

まず初めに左胸壁からのCS断面によって短絡血流の

有無を確認して下縁欠損型ASD　IIを疑う．次に体位

を右側臥位に変え右胸骨傍矢状断面によって中隔下縁

の有無を検討する．この方法によって診断の精度はよ

り向上すると思われた．即ちCS断面で短絡血流が存

在する場合は下縁欠損型ASD　IIを強く疑うが，短絡

血流が無いにも拘らず右胸骨傍矢状断面で中隔下縁が

確認できない場合は右胸骨傍矢状断面の判定が誤りと

考えるべきで再度確認する必要がある．

　III．各断面の利点と問題点

　i）CS断面

　この断面は通常冠静脈洞の長軸像を描出する際に用
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いる．この断面の問題点は欠損孔の確認ができず，部

分肺静脈還流異常との鑑別が困難なことである．しか

し実際には左胸骨傍四腔断面からASD　IIの短絡血流

を確認しつつ探触子を左室短軸方向へ向けてCS断面

を描出すれぽ，下縁欠損型ASD　II例では両断面での

短絡血流に連続性が認められる．もうひとつの問題点

は，サンプルボリュームを冠静脈洞開口部の背方に設

定した場合，中隔下縁が十分存在する卵円窩型ASD　II

ではこの下縁によって左房からの短絡血流は途絶え検

出されないが，欠損孔が中隔下方に大きく伸展してい

る症例や年少児例では短絡血流が検出されてしまうこ

とである．しかしながらこのCS断面は通常の体位で

比較的容易に全例描出できることより，下縁欠損型

ASD　II診断のスクリーニングに有用と考えられる．そ

の際，部分肺静脈還流異常を合併したASD　II例にお

いては必ずしもこれらの原則が適応できないことを念

頭においておく必要がある．

　ii）右胸骨傍矢状断面

　このアプローチによる心房中隔の描出や短絡血流の

検出は既に報告されている1°）11）．この断面の問題点は，

1）年長児の場合エコービームが入らず画像を描出で

きない症例がある，2）心房中隔は心収縮によって前後

方向に大きく移動するため判定にビデオからの静止画

像を必要とすることがある，3）下大静脈を確実に描出

しないと静脈弁を中隔下縁と誤ることがある，などが

挙げられる．下大静脈，右房，心房中隔，左房を同時

に描出する断面は矢状面をやや内側に振った断面であ

り，頭側は上大静脈あるいは上行大動脈となる．描出

される右房も前方は右心耳であることが多い．この断

面では下大静脈後壁と左房後壁が連続的に描出できる

が，多くは左房後壁への移行部で背方に屈曲しており，

この部位に中隔下縁が存在する（図4）．しかし中隔下

縁が脆弱で菲薄化した症例では下縁のエコーがドロッ

プアウトされfalse　positiveとなる可能性もあり，　CS

断面の所見と併せて判定する必要がある．

　今回の結果よりTTEによる下縁欠損型ASD　IIの

診断は十分可能であると考えられた．また今回は検討

しなかったが右胸骨傍矢状断面では欠損孔の矢状方向

の径，中隔下縁の長さも計測可能と思われ今後の課題

である．

　　　　　　　　　　結　　語

　TTEによる心房中隔下縁の描出は右胸骨傍矢状断

面が有用であった．CS断面では欠損孔を確認できな

いが，冠静脈洞開口部の背方に短絡血流が存在する場
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合は欠損孔が中隔下方まで伸展している可能性が考え

られる．下縁欠損型ASD　IIはTTEのCS断面，右胸

骨傍矢状断面を組み合わせることにより高い鋭敏度と

特異度で診断可能と考えられた．
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Diagnosis　of　Secundum－Type　Atrial　Septal　Defect　without　Inferior　Septal

　　　　　　　　　　　　　　Rim　by　Transthoracic　Echocardiography

　　Yasutaka　Kamiya，　Masateru　Oonaka1），　Kenji　Hamaoka2）　and　Zenshiro　Onouchi2

　　　　　　　　　1）Department　of　Pediatrics　and　Surgery，　Fukui　Cardiovascular　Center

2）Division　of　Pediatrics，　Children’s　Research　Hospital，　Kyoto　Prefectural　University　of　Medicine

　　　Transthoracic　echocardiography（TTE）using　new　approach　was　performed　to　evaluate　its

accuracy　in　diagnosing　secondum－type　atrial　septal　defect（ASD　II）without　inferior　septal　rim．

Twenty　five　patients　with　ASD　II　aged　from　2　to　16（mean，9．6）years　were　subjected．　Their　diagnoses

were　confirmed　intraoperatively；50f　25　patients（20％）had　ASD　II　without　and　20（80％）had　with

inferior　septal　rim．　Two－dimensional　echocardiographic　planes　adopted　for　confirming　absence　of

inferior　septal　rim　in　the　current　study　were；1）coronary　sinus　plane（CS　plane）：atransducer　was

placed　at　the　left　parasternal　border　in　the　fourth　or　fifth　intercostal　space　and　the　coronary　sinus　was

visualized，　and　then　the　sample　volume　of　the　pulsed　Doppler　echocardiogram　was　positioned　just

behind　the　coronary　sinus　orifice　and　the　flow　velocity　pattern　was　recorded，2）right　parasternal

sagittal　plane：a　transducer　was　placed　at　the　right　parasternal　border　in　the　fourth　or　fifth　intercostal

space　and　inferior　vena　cava－right　atrium－interatrial　septum－left　atrium　was　visualized．　The　shunt

flow　by　pulsed　Doppler　echocardiography　in　the　CS　plane　was　detected　in　all　of　5　patients　without

inferior　septal　rim，　and　in　20f　20　with　inferior　septal　rim（sensitivity　100％，　specificity　90％）．　In　all　of　5

patients　without　inferior　septal　rim，　its　absence　was　confirmed　by　right　parasternal　sagittal　plane　but

the　same　approach　failed　to　confirm　its　presence　in　one　of　18　patients　with　inferior　septal　rim

（sensitivity　100％，　specificity　94％）．　Thus　the　combination　of　CS　and　right　parasternal　sagittal　planes

has　proved　its　ability　and　accuracy　in　diagnosing　ASD　II　without　inferior　septal　rim．
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