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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　左室二腔症（TCRV）8例の右室流出路を超音波パルス・ドップラー法，および二次元断層ドップラー

法により検討した．パルス・ドップラーtコー図上乱流パターンが，二次元ドップラー断層エコー図上

モザイクパターンが認められた．また，対象とした8例全例に心室中隔膜様部欠損症（VSD　II型）を合

併していたためVSD（II）型単独症例の右室流出路を同様に検討したが，シャソト血流は欠損孔より右

室流入路までの範囲に認められたが，右室流出路には異常なく層流パターンを呈していた．

　右室流出路で収縮期に乱流あるいはモザイクパターンを呈する疾患として，TCRVの他に漏斗部狭窄

症，心室中隔流出部欠損症（VSD　I型）があるが漏斗部狭窄は断層心エコー法で描出可能であり，また

VSD（1）型は二次元断層ドップラー法にてシャント血流を確認することによりTCRVと鑑別可能で

あった．

　以上より，右室流出路に乱流あるいはモザイクパターンを認め，かつ漏斗部狭窄症およびVSD（1）

型が認められない場合，TCRVの可能性が高い．

　　　　　　　　　　はじめに

　右室二腔症は右室内が異常筋束によりhigh　pres－

sure　chamber（HPC）とlow　pressure　chamber（LPC）

に分割される疾患であり心室中隔欠損症，動脈管開存

症，肺動脈弁狭窄症，大動脈弁下狭窄症などの合併症

を有することが多く1），また異常筋束による狭窄は進

行する場合があり2）3），完全閉塞による死亡例が報告さ

れている4）．

　TCRVの確定診断は心臓カテーテル検査にて右室

内の引きぬき圧測定によりHPCとLPCを証明し，右

室造影所見にて異常筋束を確認することによるが，非

観血的に診断するには断層心エコー法により異常筋束

を描出できれぽ可能と思われる．しかしながら，トラ

ンスデューサーに近い部分の構造は不鮮明となるた

め，胸壁から浅い部位に存在している異常筋束を描出
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することが困難となることが多い．

　著者らは，パルス・ドップラー法および二次元断層

ドップラー（断層ドップラー）法の導入以降に同法で

右室流出路に異常所見を認めTCRVと診断し得た数

症例を経験したので，過去の症例をも含めてTCRV

に対する超音波ドップラー法の有用性及び診断におけ

る留意点について報告する．

　　　　　　　　　対象と方法

　対象は心臓カテーテル検査を行い右室造影にて図1

の如く異常筋束を確認し（図1），右室内の引きぬき圧

測定にて圧較差を認めTCRVと診断した8例である

（表1）．性別は男4例，女4例であり，診断時年齢は

1歳～6歳（平均年齢3歳8ヵ月）であった．

　全例心室中隔膜様部欠損（Kirklin分類VSD　II型）

を合併しており，その他に大動脈弁右冠尖逸脱症を3

例に，大動脈弁下狭窄症を2例に，僧帽弁閉鎖不全症

を1例に，僧帽弁逸脱症を1例に合併していた．一

　全例VSD（II）型を合併しており，超音波ドップラー
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　　　　図1　Case　7：右室造影正面像

HPC：high　pressure　chamber，　LPC：low　pressure

chamber，　AMB：anomalous　muscular　band

翠

法においてシャント血流が右室流出路に拡がるか否か

を検討するためにVSD（II）型単独症例23例の右室流

出路を対比した．また，異常筋束と漏斗部狭窄の解剖

学的位置関係および超音波ドップラー所見を比較する

ためには，漏斗部狭窄単独症例がなかったためファ

ロー四徴症5例の右室流出路所見を検討した．

　方法は，Matinaら5）が報告したように断層心エコー

法を用いてsubxiphoid　approachから右室流出路を

描出し，異常筋束が認められたかどうかを検討し，つ

いでparasternal　approachからの右室長軸断面にお

いて異常筋束および漏斗部狭窄の描出が可能であった

かを検討した．次に同面で描出される右室流入路およ

び流出路において，パルス・ドップラー法および断層

ドップラー法により得られた血流パターンを検討し

た．

　使用した装置は，アロカ製カラードップラーSSD880

および東芝製セクタ式電子走査超音波断層装置SSH－

11Aを用いた．

　　　　　　　　　　結　　果

　断層心＝コー図による異常筋束の検出結果を示す
（表2）．

　断層心エコー図上異常筋束を描出し得たTCRV症

例は，超音波ドップラー法を導入する以前に経験した

症例（S．M．12歳10ヵ月　男；断層心＝コー図では異常

を認めなかったが，心臓カテーテル検査にて右室内に

105mmHg→36mmHgと圧較差を認め，右室造影にて

異常筋束を確認しTCRVと診断した．合併症は認め

なかった）を含めて9例中Case　2，3，4，6，7，

8の6例で可能であったが，Case　4は心臓カテーテル

検査後の心エコー検査により異常筋束を描出できた症

例であった．

　この6症例中図2のごとくsubxiphoid　approach

より描出できたものはCase　2，3，4，6の4例であ

り（図2），図3のごとくparasternal　approachより

描出できたものはCase　3，7，8の3例であった（図

3）．Case　7，8では，年齢がいずれも6歳と年長であっ

たためsubxiphoid　approachからではエコーピーム

が心臓に到達せず右室流出路断面像そのものが得られ

なかった．また，Case　1，5ではいずれの断面からも

異常筋束は描出されなかった．

　次にパルス・ドップラー，断層ドップラー法にて

TCRV症例の右室流出路血流パターンを検討したが，

パルス・ドップラー法では図4に示したように乱流パ

表1　対象

Case Age Sex Diagnosis HPC→LPC　」P（mmHg）

1 K．T． 1Y F TCRV，　VSD（II），　RCCH 38→14 24

2 M．M． 2Y F TCRV，　VSD（II） 48→30 18

3 S．M． 2Y M TCRV，　VSD（II） 64→22 42

4 K．A． 4Y M TCRV，　VSD（II），　Disc．　AS，　MR 80→20 60

5 Y．Y． 4Y M TCRV，　VSD（II），　RCCH 150→36 114

6 T．Y． 5Y M TCRV，　VSD（II），　RCCH，　MVP 110→43 67

7 M．K． 6Y F TCRV，　VSD（II），　Disc．　AS 62→34 28

8 R．S． 6Y F TCRV，　VSD（II） 48→20 28

TCRV：右室二腔症，　VSD（II）：心室中隔膜様部欠損症，　RCCH：大動脈弁右冠尖逸脱症

Disc．　AS：大動脈弁下狭窄症，　MR：僧帽弁閉鎖不全症，　MvP：僧帽弁逸脱症
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表2　異常筋束の検出成績（断層心エコー図より）

Case
subxiphoid
approach

parasternal
approach

1 not　visible not　visible

2 visible not　visible

3 visible visible

4 visible not　visible

5 not　visible not　visible

6 visible not　visible

7 inadequate visible

8 inadequate visible

S．M． undone not　visible

日本小児循環器学会雑誌　第3巻　第2号

ターンを呈しており（図4），断層ドップラー法では図

5に示したようにモザイク・パターンを呈しており肺

動脈領域でも同様なパターンが認められた（図5）．こ

の所見は断層心エコー図上異常筋束が描出されなかっ

た症例でも認められ，今回対象としたTCRV　8例全

例の右室流出路に乱流あるいはモザイク・パターンと

いった異常所見が認められた．

　次にVSD（II）型単独症例のシャント血流の拡がり，

および右室流出路の断層ドップラー所見を検討した．

VSDを介するシャソト血流はモザイク・パターンを呈

しており，欠損孔より右室流入路に拡がっていた（図

6）．モザイク・パターンの範囲は大量の左→右短絡を

認めた症例でも右室心尖部付近までにとどまり，右室

庫

RV

　　　　　　　　　　図2　Case　5：断層心エコー図所見

subxiphoid　approachからの右室流出路断面像において異常筋束（矢印）が描出され

ている．RV：右室
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　　　　　　　　　　図3　Case　8：断層心エコー図所見

parasternal　approachからの右室長軸断面像において異常筋束（矢印）が認められる．

RA：右房，　Ao：大動脈，　PA：肺動脈
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　図4　Case　2：パルス・ドップラーエコー所見

右室流出路には乱流パターンが認められる．RV：右

室，PV：肺動脈弁，　SV：サンプル・ボリューム

流出路および肺動脈領域は青色の層流パターンを呈し

ていた（図7）．またpouch　formationを合併した

VSD（II）型例ではシャント血流の方向が非合併例と

比較すると心尖部よりに認められたが，右室流出路領

域はやはり青色の層流パターンでありシャソト血流に

よるモザイク・パターンは認められなかった．

　次にファロー四徴症の右室流出路所見を検討した．

全例断層心エコー図で漏斗部狭窄所見を認め，その解

剖学的位置はTCRVの異常筋束発生部位より高位，

即ち肺動脈弁側に認められた（図8）．また，右室流出

路の超音波ドップラー所見は，乱流あるいはモザイ

ク・パターンを呈していた．

　また，胸骨左縁からの矢状断面により描出された右

室流出路において，パルス・ドヅプラー法および連続

波ドップラー法により血流速度を測定できた3症例

で，ベルヌーイ簡易式6）より異常筋束前後での圧較差

の推定を行ったが，心臓カテーテル検査により得られ

たデータと近似したデータが得られた（表3）．

　　　　　　　　　　考　　案

　Two－chambered　right　ventricle（TCRV）という名

称は1961年Tsifutis7），　Hartmannらにより名づけら

れ，その後Lucasら8）はanomalous　muscle　bundle　of

right　ventricle，　Coatesら9）はdouble－chambered

right　ventricleとして報告している．

　初期には比較的稀な疾患とされていたが，診断技術

特に心臓カテーテル検査の進歩に伴い諸家により多く

の報告がなされるようになった．

　本症では，肺動脈狭窄やファロー四徴症に見られる

漏斗部狭窄と異なり，aberrant　muscle　bundleあるい

はanomalous　muscle　bundleとよぼれる異常筋束が

漏斗部よりさらに下方で狭窄部を形成し，右心室内腔

が異常筋束より流入側の内圧の高いHPCと異常筋束

より流出側の内圧の低いLPCとに分割され右心室内

に圧較差を生ずる．異常筋束による狭窄は進行する場

合がありHartmannら10）は6例，　Forsterら2）は4例

において2回目の心臓カテーテル検査で初回よりも圧

較差が増大したと報告している．また，Perloffら4）は

ファロー四徴症と診断し短絡形成術を2回した症例に

右室造影を施行したところ漏斗部および肺動脈幹が全

く造影されず，死後剖検にて異常筋束により右室流出
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図5　Case　2：ドップラー断層エコー所見

右室流出路および肺動脈領域にモザイク・パターンを呈する血流が認められる斜線部

はモザイク・パターソの範囲を示す．RVOT：右室流出路，　LV：左室
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　　　　図6　心室中隔膜様部欠損単独症例のドップラー断層エコー所見

シャント血流はモザイク・パターンを呈しているが，モザイク・パターンの拡がりは

右室流入路にとどまっている．斜線部はモザイク・パターンの範囲を示す．RA：右房，

RV：右室，　Ao：大動脈
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　　　　　　図7　図6症例の右室流出路ドップラー断層エコー所見

右室流出路にはモザイク・パターンを呈する血流は認められず，青色の層流パターソ

を呈している．RV：右室，　PA：肺動脈Ao：大動脈

路への交通が完全に閉ざされておりTCRVと診断し

た症例を報告し，これは異常筋束が次第に肥厚発育し

てき『た結果生じたものとしている．一方，Lintermans

らii）et生後26日目の心臓カテーテル検査にて右室内に

67mmHgの圧較差を認めたTCRV（心室中隔欠損症

合併）症例が，1歳時には圧較差がなくなり右室圧も

正常となり，同時に心室中隔欠損も自然閉鎖した例を

報告している．このようにTCRVの経過は一様では

なく，また成因に関しても心室中隔の自然閉鎖のひと

つの型ではないかとする後天性説2）12）13）やmoderator

bandが正常よりも高い位置にあることが原因ではな

いかとする先天性説3）14）15）があり定説はないようであ

る．

　また，TCRVには合併心奇形が多く，原田ら1）は自験

例と報告例を集計しTCRV　159例で心室中隔欠損を

有するものは129例（81．1％）で最も多く，ついで肺動

脈弁狭窄7例（4．4％），動脈管開存症6例（3．8％）で

あったと報告している．その他にも大動脈弁下狭窄症，

末梢肺動脈狭窄，心房中隔欠損症，ファロー四徴症，

大動脈弁閉鎖不全症などが報告されている．今回の報

告で対象とした8例全員に心室中隔欠損症の合併が認

められたが，他に大動脈弁右冠尖逸脱症が3例に認め
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　　図8　ファロー四徴症の断層心エコー図所見

漏斗部狭窄部位（矢印）は，図3で見られた異常筋束

発生部位と比較して肺動脈弁側に認められる．PA：肺

動脈，RV：右室

表3　ベルヌーイ簡易式によるHPC～LPC間推定

　圧較差およびカテーテル検査データ

推定圧較差 実　測　値

Case　1 21mmHg 24rnmHg

Case　2 13rnmHg 18mmHg

Case　8 25mmHg 28mmHg

られたことは注目すべきことと思われる．

　これらの多彩な合併症およびその重症度，また右室

流出路狭窄の程度により臨床症状，心音，胸部レント

ゲン写真，心電図所見に違いが生じTCRVに特異的

な所見がないためこれらの検査からではTCRVを見

逃し，心臓カテーテル検査により初めてTCRVと診

断される症例が多い．

　一方，超音波診断法によりTCRVを検討した報告

は著者らが調べ得た範囲では散見される程度であり，

1976年Shaubら16）はMモードiコーにて肺動脈弁が

収縮期に半閉鎖しその後flutteringを呈し，術後これ

らの所見が消失したと報告し，これは狭窄部を通った

血流が乱流となりこの血流方向に肺動脈弁があるため

に見られたとしている．

　1983年Matinaら5）は生後2日目から4歳までの

TCRV　14症例を対象に断層心エコー法を用いてsubx－

iphoid　approachより右室流出路を描出し全例で異常

筋束の描出が可能であったと報告している．また，

Shimadaら17）はparasternal　approachからの左室長

軸および短軸断面において右室内腔を検討し異常筋束

215－（25）

が描出できた1例を報告している．今回，著者らが検

討した8例において肺動脈弁のoscillationは1例

（Case　3）にのみ認められたが，これはMモードエ

コーでは肺動脈弁の収縮期像が得られにくいこと及び

TCRVの診断精度に問題があるために検出率が低く

なったものと思われる．また，断層心エコー図異常筋

束の描出はsubxiphoid　approachからは4例で，　par－

asternal　approachからは3例で可能であった．　paras・

ternal　approachからでは検出率が低くまたsubxi－

phoid　approachからでは検出率は優れていたが年長

児に施行できないといった問題があった．

　これらは異常筋束が前胸壁近くに存在しており，

parasternal　approachからではトランスデューサー

と異常筋東間が接近し鮮明な画像が得られないため，

また年長児の場合subxiphoid　approachからでは心

臓とトランスデューサー間にかなりの距離がつき，し

かも腹筋の緊張が年少児より強くなるため胸壁近くに

エコービームを向けられないために右室流出路像が描

出できなかったと思われる．

　しかしながら，パルス・ドップラー，断層ドップラー

法はparasternal　approachから施行するため年長児

であっても応用可能で，今回subxiphoid　approachよ

り右室流出路を描出できなかった6歳児2例において

も施行でき，かつ乱流あるいはモザイク・パターンと

いった異常所見が検出された．また，Case　1，5は断

層心エコー図上異常筋束像が認められなかった症例で

あるが，右室流出路の超音波ドップラー所見には，や

はり乱流あるいはモザイク・パターンが検出され，結

局今回対象としたTCRV　8例全員の右室流出路に’ 同

様な所見が検出された．

　柳沢ら18）は断層ドップラー法において，TCRVの右

室流出路にモザイク・パターソが認められたとしても，

合併する心室中隔欠損症によるものか異常筋束による

狭窄のためによるものか判断できないため，TCRVの

診断は困難であるとしているが，今回著者らは同法で

心室中隔膜様部欠損単独症例を検討したが，右室流出

路にはモザイク・パターンは認められず青色の層流パ

ターンを認めた．即ち，心室中隔膜様部欠損症を合併

したTCRV症例であっても，右室流出路のモザイク・

パターソによりTCRVの診断は可能と思われた．た

だ少数例ではあるが，心室中隔流出部欠損症を合併し

たTCRV症例も報告されており19），このような場合に

はTCRVの診断は困難になると思われた．

　しかしながら，TCRVとの鑑i別診断で最も留意すべ
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き疾患は漏斗部狭窄症であるが，断層心エコー図上右

室内狭窄が明らかに漏斗部より下方にあればTCRV

の診断は容易と思われるが，異常筋束の確認出来ない

症例や，異常筋束が橋状あるいはジャングル様に右室

内を横切って狭窄を生ずる右心室内異常筋束性狭窄

症2°）といわれるような症例では，鑑別は心臓カテーテ

ル検査によらなければ困難と思われる．ただ，ファロー

四徴症で検討したところ，漏斗部狭窄は全例断層心エ

コー 図にて描出可能であり，TCRVでの異常筋束より

もその描出が容易と思われた．

　一方，右室流出路の超音波ドップラー所見でTCRV

と同様に乱流あるいはモザイク・パターンを呈する疾

患として心室中隔流出部欠損症があるが，本症では断

層ドップラー法にて心室中隔を横切る短絡血流を確認

することによりTCRVとの鑑別は可能と思われた．

　以上より断層心エコー図にて漏斗部狭窄を認めず，

パルス・ドップラー，断層ドップラー法にて右室流出

路に乱流あるいはモザイク・パターンを認め，かつ心

室中隔流出部欠損症が否定的な場合TCRVの可能性

が高いと思われた．

　最後に例数が少なく充分な検討が行えなかったが，

ベルヌーイ簡易式を用いてHPC～LPC間の圧較差の

推定を3例において試みたが，いずれも心臓カテーテ

ル検査より得られたデータと近似したデータが得られ

た．

　パルス・ドップラー，断層ドップラー，連続波ドッ

プラー法を用いることにより多数の合併症を有する

TCRVの診断が的確となり，その上重症度の推定が可

能になることにより異常筋束による狭窄が進行する場

合であっても手術適応の決定が客観的に行え，また術

後評価を非観血的に施行できるものと思われた．

　　　　　　　　　　結　　語

　右室二腔症8例の右室流出路をパルス・ドップラー，

断層ドップラー法を用いて検討した．その結果，断層

心エコー図上異常筋束が描出されない場合でも，超音

波ドップラー法では乱流あるいはモダイク・パターソ

といった異常所見が認められた．

　連続波ドップラー法を含めた超音波ドップラー法

は，右室二腔症の診断ならびにその管理において有用

と思われた．
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Doppler　Echocardiographic　Findings　of　Two－Chambered　Right　Ventricle

ShojiTakabatake，　Shigekazu　Nakaya，　Naoko　Numata，　Naofumi　Kitano，

　　　　　　　　　　　　Kiyoshi　Hatasaki　and　Noboru　Taniguchi

　　　　Department　of　Pediatrics，　Kanazawa　University　School　of　Medicine

　　　The　two－chambered　right　ventricle（TCRV）is　charaterized　by　anomalous　muscular　bands，　located

below　the　infundibulum，which　divide　the　right　ventricular　cavity　into　a　high　pressure　chamber　and　a

low　pressure　chamber．　There　are　some　reports　which　described　the　echocardiographic　findings　of

TCRV，　but　they　are　not　always　useful　for　diagnosis　of　TCRV．

　　　In　this　paper，　Doppler　echocarciographic　findings　of　TCRV　were　studied　in　8　patients　who　were

diagnosed　as　TCRV　associated　with　infracristal　ventricular　septal　defect（VSD）by　cardiac　cathe－

terization．　Firstly，　the　reliability　of　two－dimensional　echocardiography（2－DE）for　diagnosis　of　TCRV

was　evaluated．　In　4　cases，anomalous　muscular　bands　could　be　visualized　by　the　subxiphoid　approach

view　of　right　ventricular　outflow　tract（RVOT）and　in　3　cases，　by　the　parasternal　long　axis　view　of　the

right　ventricle．

　　　Subsequently，　in　the　parasternal　long　axis　view　of　the　right　ventricle，　the　sample　volume　was

placed　in　the　RVOT　by　using　pulsed　Doppler　echocardiography（PDE），　and　then　the　flow　patterns　of

TCRV　were　studied　by　using　PDE　and　real　time　two・dimensional　Doppler　echocardiography（2－D

Doppler）．　In　all　cases，　the　turbulent　flow　could　be　detected　by　PDE　and　the　mosaic　flow　by　2－D　Doppler．

The　studies　of　2－D　Doppler　in　23　patients　with　isolated　infracristal　VSD　were　also　reveiwed、　The　VSD

flow　revealed　the　mosaic　flow　and　spread　over　the　right　ventricular　inflow　tract，　but　in　RVOT　it　could

not　be　detected　even　in　the　presence　of　a　significant　left　to　right　shunt　through　the　VSD．　The　turbulent

and　mosaic　flow　of　ROVT　in　TCRV　may　be　due　to　the　pressure　gradient　across　the　anomalous

muscular　bands．

　　　On　the　Doppler　echocardiogram　in　RVOT，　the　supracristal　VSD　and　the　infundibular　stenosis　also

revealed　the　same　patterns　as　in　TCRV．　The　supracristal　VSD　could　be　diagnosed　on　the　basis　of　the

demonstration　of　the　mosaic　flow　within　the　supracristal　ventricular　septum．　The　infundibular

stenosis，　which　was　examined　in　teralogy　of　Fallot，　was　visualized　easily　by　2－DE．

　　　In　conclusion，TCRV　was　most　likely　when　the　turbulent　or　mosic　flow　could　be　seen　in　RVOT　by

Doppler　echocardiography　and　the　supracristal　VSD　and　infundibular　stenosis　were　ruled　out．

　　　Doppler　echocardiography　combined　with　2－DE　is　very　useful　for　diagnosis　of　TCRV．
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