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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　膜様部型心室中隔欠損例にも大動脈弁逸脱・大動脈弁閉鎖不全が合併する事が知られている．この合

併症は手術適応を決める上で重要である．過去3年間に心エコー検査を行った心室中隔欠損（膜様部型

279例，漏斗部型55例）を対象に，大動脈弁逸脱の合併について検討した．逸脱の有無，逸脱した弁尖の

診断には心エコー検査が有用であった．大動脈弁逸脱の合併例は合計37例であり，膜様部型が12例（膜

様部型の4％）で，漏斗部型が25例（漏斗部型の45％）であった．すなわち膜様部型が大動脈弁逸脱例

の32％を占めていた．大動脈弁逸脱の合併は，乳児期早期からも認められた．膜様部型心室中隔欠損に

おいても，乳児期早期から大動脈弁逸脱・大動脈弁閉鎖不全の合併に注意しつつ経過観察し，適切な手

術時期を判断することが重要であると思われた．

　　　　　　　　　　はじめに

　心室中隔欠損症（以下，VSDと略す）においては，

膜様部型であっても漏斗部型と同様に大動脈弁逸脱

（以下，AVPと略す）や大動脈弁閉鎖不全（以下，　AR

と略す）を合併しうることが知られている．これは，

手術適応を決める上で重要であり1｝4）6｝7），経過観察時に

注意をしなければならない．膜様部型ではAVPの発

生頻度は少ない．しかし症例の実数が多いため，実際

にAVPやさらにARの合併のため手術適応になった

症例数は，漏斗部型に比して決して少ないものではな

い．

　AVPやARを合併した膜様部型VSDについて，経

過観察している全ての膜様部型vSD例のうち，どの

くらいにAVPが合併するのか，いつごろから合併が

起こりうるのかといった検討は案外なされていない．

多くの膜様部型VSDの症例を経過観察している小児

科医にとって，手術適応や時期の判断を誤らないよう

にするためにも，このような検討は重要であると考え

た．
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　今同，過去3年間にAVpを合併したVSDを対象

に，合併頻度や年齢分布について検討した．また心エ

コー所見を手術所見と比較し，その診断の正確さにつ

いても合わせて検討してみた．

　　　　　　　　対象および方法

　1992年1月から1994年12月までの3年間に当科で心

エコー検査を施行されたVSDのうち，　AVPを合併し

た例を対象にした．

　心エコー検査では，断層心エコー図法，カラードプ

ラ法，パルスドプラ法を用い，VSDの型，　AVPの有

無，逸脱している弁尖，ARの有無，さらに他の合併症

の有無などについて観察した．AVPについては，短軸

断面像，長軸断面像，四腔断面像で欠損孔周囲と大動

脈弁尖とを詳細に観察した．短軸断面像では，右冠尖

または無冠尖の右室への突出を観察した．特にこの断

面像で，大動脈弁の交連を確認することにより，逸脱

しているのが右冠尖か無冠尖かの同定が可能であっ

た．長軸断面像では，右冠尖の右室流出路への突出が

よく観察できた．無冠尖逸脱の場合は，一見逸脱は無

いように見える例が多かった．また，四腔断面像では，

ビームをやや頭側にずらして左室流出路から大動脈弁

輸部付近を描出し，右冠尖もしくは無冠尖（図1）の
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　　　　図1　無冠尖逸脱例の四腔断面像

ビームをやや頭側にずらして，左室流出路から大動脈

弁輪部付近を観察すると，無冠尖が欠損孔を通して右

室に突出している．

Ao；大動脈，　LA；左房，　LV；左室，　NCCP　l無冠尖

逸脱，RA；右房

欠損孔を通しての右室への突出の有無を観察した．

　ARの程度の評価は，カラードプラ法を用いて最大

到達距離による重症度分類に従って行った．

　心エコー検査の間隔は，膜様部型では2歳までは6

カ月毎に，2歳以降は1年毎に，また漏斗部型では6

カ月毎に検査を施行することを原則とし，症例によっ

てはさらに頻回に検査を行った．

　心臓カテーテル検査や手術の施行されている例で

は，その所見と心エコー所見でVSDの型，　AVPの有

無，逸脱した弁尖について比較した．

　　　　　　　　　　結　　果

　膜様部型279例中12例，漏斗部型55例中25例の計37例

にAVPを認めた．

　AVPを初めて認めた年齢は，膜様部では平均4．7歳

（5カ月～13歳），漏斗部では平均6．1歳（3カ月～17歳）

であり（図2），t検定で，2つのグループの間に有意

差はなかった．

　AVPの合併率は膜様部型4％（279例中12例），漏斗

部型45％（55例中25例）であった（表1）．AVPを合

併したVSDのうち，32％は膜様部型が占めていた．漏

斗部型の例ではすべて右冠尖逸脱であり，膜様部型で

は右冠尖逸脱（83％）と無冠尖逸脱（17％）が認めら

れた（表2）．右冠尖と無冠尖の両方が逸脱している例

はなかった．

　AVPについては，右冠尖逸脱の場合は，長軸断面像

でも四腔断面像でも観察でき，特に長軸断面像でわか

りやすかった．無冠尖逸脱の2例では，長軸断面像で

は逸脱は不明で，四腔断面像で逸脱がよく観察された

（図1）．

　欠損孔が完全に逸脱した弁尖で覆われている場合に
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は欠損孔の存在を確認するのは困難であった．しかし，

そこに弁組織しか存在しない場合にはそこに見える構

造物は薄く，一方，中隔が存在する場合にはやや厚く

て多重に見えたりすることで区別しうる例もあった．

　なお，症例2と5の2例で右室二腔症を認めた．右

室内異常筋束によって生じた圧較差はそれぞれ30

mmHg，20mmHgであった．
　他の合併奇形としては，症例6に単一冠動脈の合併

を認めた．

　AVPを合併した膜様部型12例のうち心臓カテーテ

ル検査を施行されたのは8例で，7例は手術も施行さ

れている．そのうちARが高度であった2例には大動

脈弁形成術も同時に施行された．

　手術を施行した7例で，心エコー所見と手術所見と

を比べてみると（表3），欠損孔の位置，AVPの有無，

逸脱した弁尖が右冠尖か無冠尖かの診断は，すべて心

エコー診断と手術所見とで一致した．心エコー所見で

逸脱ありと診断しながらも，手術所見で逸脱を認めな

かった過診断の例はなかったが，症例5では，心エコー

所見で推測したよりも右冠尖逸脱の程度が軽度であっ

た．

　無冠尖逸脱の症例7では，血管造影でAVPがうま

く描出できなかったが，手術所見ではAVPが存在し

ていた（表3）．なお症例11は手術未施行のため手術所
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表1　心室中隔欠損の型と大動脈弁逸脱の合併頻度

膜様部心室中隔欠損 漏斗部心室中隔欠損

型別AVP合併例数／
　　型別症例数

12／279（4％） 25／55（45％）

RCCP 10 25

NCCP 2 0

型別AVP合併例数／
全AVP合併例数

12／37（32％） 25／37（68％）

RCCP：右冠尖逸脱，　NCCP：無冠尖逸脱，　AVP：大動脈弁

逸脱

表3　心エコー所見と心臓カテーテル所見，手術所見

　との比較

症例 心エコー所見
逸脱した弁尖

心臓カテーテル所見
逸脱した弁尖（Qp／Qs）

　手術所見
逸脱した弁尖

2 RCC RCC（1．3） RCC

4 RCC RCC（1，4） RCC

5 RCC RCC（1．〔〕） RCC

6 RCC RCC（］．7） RCC

7 NCC 不明（1．1） NCC
8 NCC NCC（1．1） NCC

9 RCC RCC（1．6） RCC
］1 RCC RCC（1．ω 未施行

RCC：右冠尖，　NCC：無冠尖

表2　大動脈弁逸脱を合併した膜様部心室中隔欠損12

　例の内訳

症例
逸脱出現
　年齢 RCCP NCCP AR VSD

閉鎖術
　弁
形成術

術後
AR

1 5m 」

一

2 9m 、㌦
I
I

［一　‘ 1

3 1y　7m 一

4 ly　gm ‘＿　‘

一
‘　　‘

5 1y10m 1 二 1

6 1yllm ⊂ 1 一

1

7 2y　Im ○ I
I

＼＿
1

8 5y　lm 一

III ⊃ 1

9 5y　6m ● 　
（

lo lly　Im ㌧ 一

／1 11y　5m 1㌧ノ 1

12 13y　lm 一

RCCP：右冠尖逸脱，　NCCP：無冠尖逸脱，　AR：大動脈弁逆流

表4　心エコー所見と手術所見が異なった症例

症例 逸脱出現年齢 心エコー所見 手術所見

13 4y　gm 膜様部型　RCCP 漏斗部型　RCCP

14 7m 膜様部型　RCCP 滑’1部型　RCCP

RCCP：右冠尖逸脱

見が得られていない．

　漏斗部型を含めた手術施行例20例（膜様部型7例，

漏斗部型13例）のうち心エコー所見と異なっていた例

は2例（10％）あった（表4）．2例ともAVPの存在

と逸脱した弁尖に関しては一致しており，心エコー所

見で誤っていたのは欠損孔の位置のみであった．2例

とも，漏斗部型を膜様部型と誤って判定していた．

　　　　　　　　　　考　　察

　漏斗部型におけるAVPの合併は乳児期早期にも起

こりうることはよく知られているとおりである．膜様

部型では比較的高年齢で出現するとも言われている

が1），今回の検討では，膜様部型と漏斗部型とでAVP

出現年齢に有意差はなかった．すべての症例で定期的

に検査を施行しているので，AVPを診断した時期と

実際に出現した時期との差は長くとも1年以下であ

り，2歳までの例ではその差は6カ月以下である．従っ

て，今回の検討は，年齢としてみれば診断した年齢を

実際にAVPが出現した年齢とみなしても良いと思わ

れた．

　また，それぞれの最小月齢は膜様部型5カ月，漏斗

部型3カ月であり，1歳未満の例は膜様部型で2例，

漏斗部型で3例であった．膜様部型でも乳児期早期か

らAVPが起こりうると考えられた．

　膜様部型であっても，流出路への伸展の見られる例，

malalignmentのある例，右室二腔症や巨大な膜様部

心室中隔瘤を有する例などではAVPを合併しやす

い2）3）と言われている．今回の検討でも全例に欠損孔の

流出路への伸展を認め，2例に右室二腔症を認めた．

膜様部型でも，このような例では乳児期早期から注意

が必要と思われた．

　膜様部型でAVPを合併する率は4％と低かった．

しかし，母集団が圧倒的に多いので，当然その実数は

多くなっている．AVPを合併したVSDのうち膜様部

型は32％と約1／3を占める結果となった（表1）．従っ

て，手術例数も膜様部型が32％を占めていた．他の手

術成績の検討の報告で膜様部型と漏斗部型の症例数を

Presented by Medical*Online



平成9年5月1H

示しているものをみてみると，だいたい同じ割合で

あった］）‘）5）．膜様部でAVPを合併する症例の実数は，

決して少ないものではないと思われた．

　漏斗部型では，AVP，　ARの合併の診断に心エコー

検査が有用であることが知られているが，膜様部型で

も心エコー検査が有用であった．むしろ血管造影検査

よりもより正確に診断できると思われた．症例7では，

無冠尖の逸脱が血管造影ではわからなかった．無冠尖

はもともと下方に位置するため，大きく変形していな

い限り血管造影での逸脱の診断は困難であると思われ

た．

　心エコー検査において，右冠尖逸脱は，漏斗部型に

おける場合と同様に長軸断面像で逸脱がよく観察され

た．無冠尖逸脱はむしろ四腔断面像で逸脱がよく観察

された．ただし，三尖弁のうと紛らわしいこともあっ

た．今回，手術を施行した7例において，AVPの有無

と逸脱した弁尖についての心エコー診断は正しかっ

た．心エコー検査では，大動脈弁尖の突出の有無，VSD

の位置などを様々な断面を使い，また微妙にプローべ

を動かすことで詳細に観察することが可能であり，そ

れが正確な診断につながったと思われた．特に四腔断

面像で大動脈弁尖を子細に観察することが有用であっ

た．今回右冠尖と無冠尖の両方が逸脱した例はなかっ

たが，このような例でも，様々な断面像で2つの弁尖

をそれぞれ観察することで正確な診断は可能であると

思われた．

　今回，手術所見との比較では，2例においてVSDの

型について心エコー所見が誤っていた．膜様部型と診

断していたが，漏斗部型であった．2例とも弁尖が広

範囲に逸脱していて，短絡血流の吹き出す部位は大動

脈短軸像で10時方向に見えたため，膜様部型と誤って

しまった．AVPの合併した例では，逸脱した弁尖が

VSDの正確な位置や大きさを修飾してしまう可能性

があると思われた．

　ARの手術成績は，膜様部型では漏斗部型よりも不

良とする報告もある1）6）7）．しかし今回の検討において，

膜様部型でARを合併し手術を施行した5例を見て

みると，弁形成術の有無にかかわらず全例にARの改

善を認めた．症例7では弁形成術を行わなくとも術後

II度から1度に軽減した．術前1度であった2例も術

後は術前より軽減しており，症例6ではARはごくわ

ずかに認めるのみとなった．今回の検討では手術成績

は悪くはなかった．AVP，　ARの合併の正確な診断に

より手術時期を遅らせないことがやはり重要であると

433－（31）

思われた．

　漏斗部型のみでなく，膜様部型においても，AVp，

ARの合併があること，その合併は乳児期早期から起

こりうること，また，その実数は決して少なくはない

ことに留意して，手術適応例を見逃すことのないよう

経過観察することが重要であると思われた．

　　　　　　　　　　結　　語

　／．膜様部型でのAVPの合併頻度は4％に過ぎな

かったが，すべてのAVPを合併する心室中隔欠損例

のうち膜様部型が1／3を占めていた．

　2．膜様部型でも漏斗部型と同様に，AVPの合併は

乳児期早期から認められることもあった．

　3．膜様部型でも漏斗部型と同様に，AVPの有無や

逸脱した弁尖の診断に心エコー検査が有用であった．

　4．膜様部型でも，AVP，　ARの合併に留意して，注

意深い経過観察が必要であると思われた．

　本稿の要旨は第31回日本小児循環器学会総会で報告し

た．
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Study　of　Cases　of　Aortic　Valvular　Prolapse　with　Perimembranous

　　　　　　　　　　　　　　　　　Ventricular　Septal　Defect

　　　　　Yasuko　SatoD，　Takeshi　Nishil）and　Osamu　Ohba2｝

1｝Department　of　Pediatrics　Cardiology，　Hiroshima　City　Hospital

2）Department　of　Cardiovascular　S　urgery，　Hiroshima　City　Ilospital

　　　It　is　known　that　cases　of　vetricular　septal　defect　of　the　perimembranous　type　are　compli－

cated　also　with　aortic　valvular　prolapse　and　aortic　insufficiency．　The　presence　or　a　absence　of

such　complications　is　an　important　factor　il／decading　the　indications　for　surgery．　A　study　was

made　on　the　complications　of　aortic　valvular　prolapse，　using　as　subjects　cases　of　vetricular　septal

defect，　composed　of　279　cases　of　the　perimenbranous　type　and　55　cases　of　the　infundibular　type，

who　underwent　echocardiography　in　our　department　the　past　three　years．　Echocardiography　was

found　to　be　useful　in　the　diagnosis　of　the　presence　or　absence　of　prolapse．　A　total　cases　of

complicati（）ns　of　aortic　valvular　prolapse　was　37　cases．12　cases　of　them　was　in　the　perimen－

branous　type（4％in　cases　of　the　perimenbranous　type），25　cases　of　them　was　in　the　infundibular

type（45％in　cases　of　the　infundibular　type）．　Some　cases　of　the　complication　with　aortic　valvular

pr（．）lapse　was　observed　from　the　early　infancy　period．　Even　in　the　cases　of　vetricular　septal　defect

of　the　perimembranoug．　type，　it　is　considered　important　to　give　careful　attention　to　the　complica－

tions　of　aortic　valvular　prolapse　fro111　the　early　infancy　period，　and　to　decide　the　apPropiate　ti　n／e

for　surgical　procedure．
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