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II．臨床

両大血管右室起始：その解剖と診断

はじめに

　両大血管右室起始（double-outlet right ventricle：DORV）
とは，どのような疾患・病態を意味するのだろう？ 教
科書を開くと，索引には心室中隔欠損（ventricular septal
defect：VSD），ファロー四徴症（tetralogy of Fallot：
ToF），完全大血管転位（transposition of great arteries：
TGA）などと並列して，DORVという疾患名が記されて
いる．それでは，DORVはToF，TGAと同じレベルで考
えてよい疾患なのだろうか？ そのあたりから話をはじ
めたい．

定　　義

　DORVはventriculoarterial connectionの一型であり，「両
側大血管が完全，もしくはほぼ完全に右室から起始す
る状態」とか，「大血管の一方が完全，もしくはほぼ完全
に右室から起始し，他の大血管も50％以上右室から起
始している状態」と定義されている．いずれにしても，
大血管のrelation，心房・心室の解剖についての規定が
ないため，ToFとは異なり，単心室や房室弁閉鎖をも含

めた広い領域をカバーすることになる．これはTGAを
定義する際に発生した問題にも類似するが，TGAでは
complete TGAという概念を持ち出し，その病態を整理し
た．DORVではこれに該当する概念がなく，臨床的にも
高度のチアノーゼを示すものから，チアノーゼを伴わ
ず心不全が前面に出るものまで，はるかに広い病態が
含まれる．しかし，単心室や房室弁閉鎖に合併する
DORVは，それぞれの疾患の中で取り扱われるため，こ
こでは一方に大きなVSDとToF，他方にcomplete TGAの
血行動態を有する，心疾患のスペクトラムのなかで話
を進めていく．
　DORVとToF：DORVの定義として50％ override ruleを
採用するのなら，ToFをDORVと呼んでよいのだろう
か？ この問題は，ToFでは心室中隔のmalalignmentの問
題，DORVではventriculoarterial connectionの問題と，診
断上の着眼点が異なるために発生する．大動脈弁下型
DORVに合併する肺動脈弁下狭窄には，infundibular
septum（IS）がtrabecula septomarginalis（TSM）前脚の前上方
に位置する場合と，後方に位置する場合の 2 種類ある．
前者がToFタイプで，必然的に肺動脈弁下狭窄が強くな
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要　　旨

　両大血管右室起始（double-outlet right ventricle：DORV）とは，大動脈，肺動脈が完全またはおもに右室から起始す
る心室大血管結合と定義される．そして，ファロー四徴において大動脈が50％以上右室から起始しているのなら，
これをDORVの特徴を備えたファロー四徴と呼んでよいとの考え方もある．DORVの解剖を明らかにするためには，
心室中隔欠損と半月弁，大血管相互の位置関係，冠動脈形態，肺動脈下・大動脈下流出路狭窄の有無，その他の合
併心奇形を注意深く評価していく必要がある．この報告では，単心室や房室弁閉鎖に合併するものは除き，房室関
係が房室一致を示すDORVについて考えていきたい．
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る（Fig. 1）．Edwardsら1）は，ToFとDORVは同時に成立し
得る病態であり，大動脈騎乗が50％より少し大きく
なったToF with DORVから，大動脈が完全に右室から起
始するDORV with ToFまで，一つのスペクトラムのなか
でとらえられると述べており参考になる．

解　　剖

　大血管とVSDの関係については，次項の“DORVの分
類と形態”で説明することとし，ここではDORVの基本的
解剖を理解するために必要な，IS，ventriculoinfundibular
fold（VIF），そしてTSM中心に述べてみたい．ISは大血
管を分離する筋構造，VIFは房室弁と半月弁の間にある
筋構造，そしてTSMは心室中隔の右室面を心尖部から
心基部にわたり補強する筋構造であり，前脚と後脚に
分岐する．正常では，TSMの両脚の間にVIFが挿入する
形でこれら 3 成分が癒合，心室中隔を構成するため，
それぞれを分離して観察するのは難しい．しかし，
DORVで大動脈が前方に偏位し，たとえば両大血管が
side-by-sideの関係になると，ISとTSMがVSDをはさんで
交叉する形になり，ISとTSMの分離同定が容易になる

（Fig. 1，2）．
　1）DORVにおけるVSDの特殊性
　通常のVSDでは，VIF，IS，TSM，3 構造の並びが正
常のまま中隔の一部が欠損する．一方DORVでは，これ
ら 3 構造の並びがずれたために欠損孔が形成されてお
り（Fig. 1），その発生には大きな違いがある．たとえ
ば，大動脈弁下型DORVでは，心室中隔頂部と左側VIF

（subaortic conus）の間が一次室間孔（primary interventricu-
lar foramen）（Fig. 3 ①），心内reroutingのために閉鎖する

孔は二次室間孔（secondary interventricular foramen）（Fig.
3 ②）ということになる．
　2）左側VIF（Fig. 3）
　本来，流入路はVIFにより流出路から分離されてい
る．しかし正常心も含めてほとんどの場合，左側VIFは
消失し，大動脈弁と僧帽弁間には線維性結合が認めら
れる．それでは，DORVで大動脈または肺動脈が心室中
隔に騎乗する場合はどうであろうか？ Howellら2）は，両
大血管が右室から起始する場合でも両側にVIF（conus）
を認める症例は37.5％にすぎなかったと報告，左側VIF
の存在は，DORVを示唆する強い所見ではあるものの，
DORVの診断に必須の項目ではないということになる3）．

DORVの分類と形態

　基本的にDORVは以下の型に大別される（Fig. 2）4）．
　・DORV with subaortic VSD：大動脈弁下型
　・DORV with subpulmonary VSD：肺動脈弁下型
　・DORV with doubly committed VSD：両半月弁下型
　・DORV with non-committed VSD：遠位型
　ここでISとTSMの関係に注目すると，ISがTSMの前脚
へ向かうと大動脈弁下型DORV，ISがTSMの後脚へ向か
えば肺動脈弁下型，そしてISが欠損（低形成）すれば両半
月弁下型ということになり，IS，TSMはDORVの成立に
非常に重要な役割を果たしている（Fig. 2）．
　1）大動脈弁下型（Fig. 3）
　DORVで手術例の約50％を占めている3）．VSDは傍膜
様部にあることが多いが，大動脈弁とVSDの距離は介
在する左側VIF（subaortic conus）の有無，大きさによって
異なる．肺動脈狭窄を合併すればToF，合併しなければ

A      B      C      D
Fig. 1 Schematic diagram of the normal heart (A), isolated ventricular septal defect (VSD) (B), tetralogy of

Fallot (C), and double-outlet right ventricle with subaortic VSD (D).
Note the location of the VSD nestled within the limbs of the trabecula septomarginalis (TSM).1)
Ao: aorta, APM: anterior tricuspid papillary muscle, PL: posterior limb of TSM, IS: infundibular septum, MB:
moderator band, PA: pulmonary artery, AL: anterior limb of TSM, TV: tricuspid valve,  VIF: ventriculoinfundibular
fold, A: anterior cusp, L: left cusp, R: right cusp
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large VSDに似た血行動態を呈する．前者の場合，術式
はToFとほとんど同じであるが，大動脈弁までの距離が
遠いため，大動脈弁下狭窄を合併しないように平坦な
パッチでなくtunnel techniqueが必要になる．
　2）肺動脈弁下型（Fig. 4）
　肺動脈弁狭窄を伴う場合と伴わない場合がある．前
者はまれであり，ここでは後者：Taussig-Bing（TB） heart
について述べる．TB heartは肺動脈弁直下で心室中隔の
前上方に大きなVSDを伴っており，手術例の30％を占め
ている3）．左側VIF（TB heartではsubpulmonary conus）を伴
う場合と伴わない場合があり，前者ではVIFの筋組織，

後者では肺動脈弁がVSD上縁を形成することになる．
　TB heartの定義に関しては，Taussig，Bingらにより報
告された 5 歳女児例5）の解析が十分でなかったため，以
後多くの見解が発表された．代表的な定義，相互の関
連については川島の報告に詳しいが6），現在でも少なく
とも 2 種類の見解が存在する．まず一方は，original症
例の解剖に忠実であるべきとの考え方である7）．この場
合，① 両大血管がともに右心室から起始，② 大動脈弁
下，肺動脈弁下ともにconusがあり（bilateral conus），房
室弁との間に線維性結合がない，③ VSDは肺動脈弁下
にあり肺動脈弁が心室中隔（左室でなく）に騎乗してい

A      B      C      D
Fig. 2 Schematic diagram of the four types of double-outlet right ventricle (DORV).4)

A) DORV with subaortic ventricular septal defect (VSD), B) DORV with subpulmonary VSD, C)
DORV with doubly committed VSD, D) DORV with remote or noncommitted VSD.
AL: anterior limb of TSM, Ao: aorta, IS: infundibular septum, PA: pulmonary artery, PL: posterior limb of
TSM, TV: tricuspid valve, TSM: trabecula septomarginalis, VIF: ventriculoinfundibular fold
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Fig. 3 Two-dimensional echocardiogram obtained from a patient with double-outlet right ventricle
(DORV), subaortic ventricular septal defect (VSD), and normally related great arteries.
Note that the aorta overrides the ventricular septum by more than 50%. The superior bound-
ary of the VSD is formed by the left-sided ventriculoinfundibular fold (VIF) (subaortic conus,
between broken lines). A) Parasternal long-axis view, B) Parasternal short-axis view.
Arrow: infundibular septum (IS), dotted arrow ①: primary interventricular foramen, dotted
arrow ② : secondary interventricular foramen.
Ao: aorta, LA: left atrium, LV: left ventricle, MV: mitral valve, PA: pulmonary artery, RA: right
atrium, RV: right ventricle
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る，④ 大動脈弁，肺動脈弁はside-by-side（もしくは，肺
動脈がやや前方）に並び，同じ高さにある，という特徴
を有するものに限定することになる（true TB heart）．他
方は大血管がside-by-sideの位置関係にあるものに限定せ
ず，大動脈の左後方にある肺動脈が心室中隔に騎乗す
るTGA型（false TB heart）まで，TB heartの範疇でとらえ
る考え方である3，8）．
　3）両半月弁下型（Fig. 5）
　DORVで手術例の約10％を占めている3）．ISは欠損も
しくは形成不全であるため，大動脈弁と肺動脈弁は隣
接して存在する．VSDの上縁は両半月弁が，前縁から
後縁はTSMの前脚，後脚が形成する．
　4）遠位型
　DORVで手術例の10～20％を占めている3）．TSM脚間
にVSDを認める他のDORVと異なり，遠位型ではmuscu-
lar inlet，trabecular septumにVSDが存在する．完全房室
中隔欠損の形をとるものが多いが，大血管の起始異常の
ためgoose neck deformityは認められない場合がある9）．
　以上，基本的な分類にしたがって説明を加えたが，共
通のデータベースに載せるために提唱された新たな分類
もあり，ぜひWaltersらの報告3）を一読していただきたい．

　続いて大血管（大動脈，肺動脈）相互の位置関係，大血
管関係とVSDの位置について考えてみたい（Table 1）．
　1）大動脈と肺動脈の位置関係
　Wilcoxら10）の検討では，大動脈が肺動脈の右後方にく
るものが62％と多数を占め，side-by-side 21％，大動脈
右前13％で，大動脈左前の症例も少数例認められる．
　2）大血管の位置関係からVSDの位置を推定できるか？
　大動脈が肺動脈の右後方にある場合には，大動脈弁
下VSDが67.5％と最多であり，大血管がside-by-side，大
血管転位の関係に近づくと，肺動脈弁下VSD，両半月
弁下VSDの割合が高くなる．
　3）VSDの位置から大血管の位置関係を推定できる
か？
　大動脈弁下VSDでは79.4％，遠位VSDでは85.7％が正
常の大血管関係にあるが，肺動脈弁下VSDでは，side-
by-sideから大動脈前の大血管関係が75％を占めており，
ある程度の傾向がうかがえる．

診断：外科治療との関係で

　術式にかかわらず，二心室修復を行うには満たすべ
きポイントがある11）．すなわち，

Fig. 4 Two-dimensional echocardiogram obtained from
a patient with Taussig-Bing heart.
A) Parasternal short-axis view shows the two
vessels situated side-by-side and very anterior
in the heart. B) Subcostal coronal view shows
the side-by-side relations of the great vessels.
The pulmonary and aortic valves are both situ-
ated superiorly at the same level above the RV.
C) Subcostal sagittal view shows the PA over-
riding the ventricular septum. The left-sided
ventriculoinfundibular fold (VIF) (subpulmonary
conus, between broken lines) that separates the
MV from the pulmonary valve (PV) forms the
roof of the ventricular septal defect. D) The Ao
totally originates from the RV. Arrow: infundibu-
lar septum, between solid lines: VIF between
the aortic valve and TV.
Ao: aorta, PA: pulmonary artery, LA: left atrium,
LV: left ventricle, RV: right ventricle, TV: tricuspid
valve, MV: mitral valve
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　① 両側心室が体肺循環を保持できる容量・機能を有する
　② 両側房室弁の機能が正常
　③ 心室中隔の筋性部欠損を処理できる
　④ 両側流出路（特に左室，大動脈間）に障害物がない
ことの 4 点であり，その評価には心エコー検査が重要
である．まず心室の容量については房室弁の大きさが
重要で，一方の房室弁の大きさ（特に僧帽弁）が −2SD以
下なら，Fontan型手術を選択したほうが賢明といわれて
いる11）．房室弁自体については，腱索，乳頭筋を含めた
弁機能の評価が重要である．ISに挿入する三尖弁腱索は
処理可能な場合もあるが，大動脈弁輪に挿入するもの
では左室流出路の作成が困難である11）．またTB heartで
は，straddling mitral valve（しばしばcleft mitral valveを合
併）にも注意する．そのほか筋性部の多発性VSDは処理
が難しく，閉鎖できなければ術後管理は困難を極める
ため，見逃さないように注意する．肺血管抵抗が高い
新生児期に心エコー検査で診断するには，velocity range
を落として，心尖部まで観察することを忘れてはなら
ない．
　また，DORVでは，小さなVSD，肥大したIS・VIF，
房室弁の異常腱索など，さまざまな原因で大動脈弁下
狭窄が発生する．特に大血管がside-by-sideの位置関係に
あるTB heartでは，大動脈弁下狭窄，大動脈縮窄など左
室流出路狭窄の合併が高率である3）．このような症例で
肺動脈絞扼術を行うと，IS・VIFの肥厚が加速され，大
動脈弁下狭窄が進行する．また，TB heartの術式として
は，arterial switchが主流であるが，Kawashima法のよう
な心内修復術を行う際には，三尖弁・肺動脈弁間距離

が大動脈弁に比して小さくないかを評価する．特に両
大血管が前後関係にある場合，この距離が短く大動脈
弁下狭窄が発生しやすい12）（Fig. 6）．
　その他，DORVでは冠動脈異常が少なくない．Wilcox
ら10）によれば，右冠動脈はより前方，左冠動脈はより後
方から起始し，30％が起始異常であった．左前下行枝
が右冠動脈から起始するものも25％に認められてい
る．さらに，Gordilloら13）の報告では，大動脈・肺動脈
が正常関係もしくは大動脈前の位置関係にある場合に
比して，side-by-sideに並ぶものでは，Shaher分類 I 以外
の冠動脈パターンが多くなる．したがって，arterial
switch，右室流出路切開を必要とする手術法を選択する
場合には，冠動脈の解剖に十分注意する必要がある．
　最後に，遠位型DORVでは，機能的単心室として
Fontan型手術の適応となる場合が少なくない．VSDは
inlet（おもにinlet muscular）か，trabecular septumに存在す

  Aortic to
 pulmonary valve relationshipsLocation of VSD

 Posterior Side Anterior 

Totals

Subaortic 27   7   0 34

Subpulmonary   4   5   7 16

Noncommitted   3   0   5   8

Doubly committed   6   1   0   7

Totals 40 13 12 65

　© Elsevier (1981)

Table 1 Arterial valve relationships and the associated position
of the ventricular septal defect (VSD)10)

Fig. 5 Two-dimensional echocardiogram obtained from a patient with double-outlet right ventricle (DORV), doubly
commited ventricular septal defect (VSD), and normally related great arteries.
A, B) The large VSD is seen related almost equally to the Ao and PA. The ventriculoinfundibular fold (VIF)
separates the MV from the aortic and pulmonary valves. The VIF beneath the Ao is small. C) The aortic and
pulmonary valves are contiguous, because the infundibular septum (IS) is absent (arrow) .
Ao: aorta, PA: pulmonary artery, LA: left atrium, LV: left ventricle, MV: mitral valve, RV: right ventricle
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る3）．前者では二心室修復が可能な場合もあるが，しば
しばVSD拡大（前上方に）が必要になる．心室内トンネ
ルにより右室流出路が狭小化する場合には，transannular
patchや心外導管の使用が，肺動脈弁口を左室側におく
場合には，REV法や心外導管の使用が必要になる．
VSDが大動脈より肺動脈に近い場合にはarterial switchを
同時に行う．三尖弁腱索がVSD周辺を走行する場合，
VSDがtrabecular septumにある場合，VSDが多孔性で処
理できない場合にはFontan型手術を目指すことになる3）．

結　　語

　DORVとはなにか？ 基本を知り手術を行うに必要な
情報を，心エコー，心血管造影などで明らかにするこ
とが重要である．特に，TB heartでは，左室流出路狭
窄，大動脈縮窄，房室弁の異常，冠動脈異常など，多
くの点に注意して術前検査を行う必要がある．
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Fig. 6 Schematic representation of the relation between the left ventricle-aorta tunnel and pulmonary outflow
tract.12)
A) Distance between TV and PV is long, and the natural pulmonary outflow tract is left unimpeded by the
tunnel. B) Distance between TV and PV is short, and pulmonary orifice is necessary on the left side of the
tunnel. C) Distance between TV and PV is less than aortic orfice diameter. If tunnel is constructed poste-
rior to pulmonary orifice, it will be stenotic. It has to be placed anterior to the orfice.
Ao: aorta, PA: pulmonary artery, TV: tricuspid valve, VSD: ventricular septal defect

A      B      C

Ao PA

VSD

TV TV

VSD

Ao

TV

VSD

Ao

PA


