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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　1）当センター6年間のVSD総数は280例で，1型：11％，　II型：85％，　III型：0．4％，　IV型：3％と

II型が大部分を占め，欧米に比べIV型が少ない傾向にあるが，今後心エコー法の進歩，殊にカラードッ

プラー法の普及によりIV型及び多発欠損例の数が多少ふえる可能性があると思われた．2）院内出生児

におけるVSDは64例で先天性心疾患全体の43．5％を占める．　VSDの発生頻度は7．9／1000出生と従来の

報告より高率で，特に低出生体重児で14．1／1000出生とより高い事よりハイリスク妊娠のVSD発生に対

する影響も考えられ，また胎内におけるVSDの自然閉鎖の可能性も示唆される．3）自然閉鎖率は全体

で33％であったが，生後早期から追跡されている院内出生児に限ると58％に達し，より正確な自熱歴を

示すものと考えられた．まだ追跡期間は浅く，さらに長期の経過観察が必要であるが，それにより閉鎖

率は上回るものと考えられる．また，自然閉鎖のほとんどがII型とIV型であり，院内出生例における自

然閉鎖のピークは生後3～6ヵ月の間であった．

　　　　　　　　　はじめに

　単純心室中隔欠損症isolated　VSD（以下VSD）の

発生頻度，欠損部位別頻度及び自然閉鎖率は本邦と欧

米の報告に差があり，報告者によっても差を認める．

近年，心エコー法が著しく進歩，普及し，欠損部位の

診断も容易となったので，当センターのVSD症例に

ついて検討を試みた．特に，生後早期から追跡調査し

えた院内出生例においては，VSDの自然歴を知る上で

興味深い所見を得た．

　対象と方法：当センター開設後，1982年1月から

1987年12月迄の6年間にVSDと診断した，280例につ

いて検討した．追跡調査は1988年6月の時点で集計し

た結果，追跡不能例は25例あった．VSDの診断と自然
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閉鎖は全例，聴診によりスクリーニングされ，心エコー

図及びパルスドプラー法で確認され，心臓カテーテ

ル・造影検査は手術適応決定のため60例で施行し，45

例で手術が行なわれた．院内出生例（以下院内例）は

主として入院中に，新生児科医により紹介された．外

来での観察間隔は症状の有無，および投薬の有無にも

よるが原則として1～6ヵ月毎に行った．欠損部位の

分類は，肺動脈弁下部欠損を1型，膜様部欠損をII型，

房室部欠損をIII型，筋性部欠損をIV型とし，今回の

検討では複合奇形に合併するVSDは除外したが，軽

度の肺動脈狭窄，大動脈弁逆流，僧帽弁逆流，三尖弁

逆流を認めるものは含めた．また，染色体異常合併例

については，13trisomy，18trisomyは除外したが，

Down症14例は含めた．

　　　　　　　　　結　　果

　6年間でVSDは280例あり，うち院内例は64例，院
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表1　先天心疾患の病型別頻度

　　　　　　　　　（院内出生　1982～1987）

疾　　　患　　　名 例　数 頻度（％）

単純心室中隔欠損（isolated　VSD） 64 43．5

VSD＋他の左右短絡 9 6．1

肺動脈狭窄 24 16．4

心房中隔欠損 16 10．9

プアロー四徴 4 2．8

大動脈縮窄複合 6 4．1

肺動脈閉鎖＋VSD 3 2．1

動脈管開存 3 2．1

エプスタイン奇形，三尖弁形成不全 5 3．4

両大血管右室起始 2 1．4

完全心内膜床欠損 2 1．4

修正大血管転位 1 0．7

総動脈幹残遺 1 0．7

総肺静脈還流異常 2 1．4

左心低形成 2 1．4

多脾症 2 1．4

無脾症 1 0．7

総　　　　　　　計 147 100％

註：不整脈，未熟児の動脈管閉鎖遅延，新生児一過性心筋

　　虚血，糖尿病母体の児の心筋症は除く．

表2　VSDの内訳（’82一87）

症例数 低出生
体重児

正　常
体重児

男 女

院内出生 64 23 41 31 33

院外紹介 216 32 184 111 105

計 280 55 225 142 138

外よりの紹介例（以下院外例）は216例を占めた．同期

間における先天性心疾患は147例（18．0／1000出生）で，

その疾患別頻度を表1に示すがVSDは全体の43．5％

を占める．出生体重別では，低出生体重児（2500g末満）

が55例，正常体重児（2500g以上）が225例あり，表2

のように院内例では有意に低出生体重児の比率が高

かった．また，男142例，女138例で男女差はなかった．

　初診時年齢は日齢0より10歳であり，累積百分率で

示すと図1のようになる．院内例は殆どが生後早期よ

り追跡され，1ヵ月で78％，3ヵ月で100％に達するの

に対し，院外例は，1ヵ月で37．4％，3ヵ月で73．4％，

1歳で87．4％とその初診時年齢は遅い傾向にあった．

　表3に院内例のVSDの発生頻度を，当センターに

おける出生数に対する割合で示した．6年間の全出生

数8149のうち，VSDは64例あり，7．9／1000出生であっ
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表3　VSDの発生頻度（院内出生’82－’87）

VSD数 出生数 対1000出生

低出生
体重児

23 1637 14．1

正　常
体重児

41 6512 6．3

総　計 64 8149 7．9
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図2　欠損部位別頻度（％）

た．特に低出生体重児では14．1／1000出生（23例／1637

出生），また，正常体重児は6．3／1000出生であり，統計

学的に有意差をもって低出生体重児にVSDの発生頻

度が高い（P＜0．002）．当センターにおいては低出生体

重児分娩の比率が高く（全体の20％），ハイリスク妊娠

の多い当センターの特徴を反映している．

　欠損部位診断は心エコー法に依ったが，心臓カテー

テル・造影検査，手術を施行したものについてはその

所見を最終診断とした結果，心エコー，心血管造影で

II型と診断したDown症の1例は手術によりIII型と

診断された．この1例を除き，手術を施行した例では

心エコー，心血管造影の診断と一致していた．欠損部

位別頻度（図2）は，1型：30例（10．8％），II型：239

例（85．3％），III型：Down症の1例（0．4％），　IV型：
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図3　筋性部欠損例（矢印）．欠損部の右室側で短絡血
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7例（2．5％）で，不明が3例あった．II型が大部分を

しめ，欧米の報告に比し1型がやや多く，IV型が少な

く，これは院内外別に比較しても同様の傾向であった．

IV型と診断し得たものの多くはごく最近で，エコー装

置の解像力が向上してからのものであるが，カラー

ドップラー法は使用していない．図3はIV型の症例

の断層エコー図で，筋性部の欠損が明瞭に認められ，

同時にパルスドップラー法により右室側で短絡血流も

確認された．

　VSDの欠損径の大きさを3つに分け，　S：4mm未

満，M：8mm末満，　L：8mm以上とすると，S：172例

（61．4％），M：62例（22．3％），　L：36例（12．9％），不

明10例（3．4％）となり，図4にその割合を院内外別に

示した．院外からの紹介例に重症例の比率が高かった．

　1988年6月の時点で自然閉鎖は全体で332％（93例／

280）に認められ，院外例が25．9％（56例／216）である

のに対し生後早期の初診が大多数を占める院内例では

有意に高率で，57．8％（37例／64）であった（P＜

0．0002）．出生体重別では院内外共に自然閉鎖は正常体

425－（59）
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図6　自然閉鎖率（累積）と時期

重児の方が高い傾向を示したが（35．1％，対，低出生

体重児25．5％），院内外別に比較すると有意差はなかっ

た．また，男女差は認めなかった（図5）．

　欠損部位別の自然閉鎖は，III型はなく，大部分がII

型で88例，IV型は3例で，1型，不明で各1例あった

が，IV型は症例が少なく，観察の期間も浅く正確な頻

度を比較するのにはさらに追跡調査を続ける必要があ

ると思われた．自然閉鎖機序として膜様部欠損例にお

いては，心エコー上porch　formation　of　septal　leaflet

（PSL39例）やmembranous　septal　aneurysm（MSA

2例）を経過中に観察した．実際に自然閉鎖した，即

ちパルスドップラー法にて短絡血流の消失した症例に

おいてPSLが14例に認められた．

　また欠損径のサイズ別自然閉鎖率は，S：50．5％（78

例／172），M：16．2％（10例／62），　L：5．6％（2例／36）

であった．

　自然閉鎖の年齢は1ヵ月～11歳で，累積百分率でみ

るとグラフ（図6）のようになり，調査期間中の自然

閉鎖率は33．2％であった．院内例に限ると57．8％で，

そのうちの半数以上（35．9％）が生後半年以内に集中

しているのに対し，院外例は低率（25，9％）であった．

自然閉鎖の平均年齢は院内例で10ヵ月，院外例で1歳
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表　4

1）手術時期

0－O．5Y：8例

0．5－1Y’4例

1－2Y　　：18例

2－3Y　　’10例

3－5Y　　3例

他院で：2例

1）手術の有無

非手術例　　5例

術後遠隔死　3例

手術例45例の検討

2）欠損部位別　　　　3）院内外別

　1型：12例／30例　 院内：6例／64例

　II型’32例／239例　　院外　39例／216例

III型：1例／　1例

IV型：0例／　7例

死亡例8例の検討

2）死　因

心不全死　　　　　2例（Down症　1例）

他の合併症による死6例（Down症3例）

7ヵ月，全体で1歳5ヵ月であり，その追跡期間は平

均1年3ヵ月であった．また非自然閉鎖群の内，現時

点で閉鎖しないまま観察を続けている例の平均年齢は

院内例で1歳3ヵ月，院外例で3歳5ヵ月，全体で3

歳で，その追跡期間は平均2年7ヵ月であった．

　手術例（PA　banding含む）は45例（VSD総数の

16．1％）あり（表4），1歳台をピークに全例5歳まで

に施行されており，1型：12例，II型：32例，　III型：

1例，IV型：0例であった．欠損部位別に手術例をし

たが，これは現時点で集計であり心臓カテーテル・造

影検査を終え手術を待機しているものは含まれていな

い．死亡例は8例（VSD総数の2．9％）で，6例e＃　，心

疾患以外の重症合併症によるもので，心不全による死

亡は2例であった．また，Down症は14例中4例が死亡

しており，手術例は5例，自然閉鎖を1例に認めてい

る．

　　　　　　　　　　考　　察

　単純心室中隔欠損の発生頻度，自然閉鎖率について

は従来より詳細な検討が加えられている，本邦におい

ても，既に中沢らがVSDを含めた新生児心疾患の発

生状況を報告している1）．2年間に限ったprospective

な全国多施設調査（当センター含む）で先天性心疾患

の発生頻度はLO6％，そのうちVSDの割合は56％で

あったとしている．近年，心エコー法，特にドップラー

法の急速な普及に伴いその発見率，診断率も著明に向

上しており2），こうした現状からみてより正確iなVSD

の発生頻度，欠損部位別頻度，自然経過を再検討する

必要があると思われる．また発生頻度，自然閉鎖率な

どの自然経過の追跡においては母集団を正確に定め，

同時に出生直後からの追跡がなされていないと正確性

に欠け，診断の統一性も要求される．当センターは母

子センターという特徴から院内出生数も多く，生後早

日本小児循環器学会雑誌　第5巻　第3号

期からの観察が可能であり，VSDの自然歴を検討する

に適当であると思われる．

　発生頻度は当センター6年間の出生数のうち院内例

でVSDと診断されたものより算出した結果，総計

7．9／1000出生（正常出生体重児6．3／1000出生，低出生

体重児14．1／1000出生）であった．過去の報告では3）～5），

診断は聴診や心カテーテル検査でなされており，頻度

は1．O　・一　1．37／1000出生であり，心エコー法を駆使した

最近の報告6）でも正常出生体重児3．85，低出生体重児

7．06／各1000出生とされ，それらと比較しても高頻度で

ある．当センターではハイリスク妊娠・分娩が多い為

であるとすれぽ，それがVSDの発生要因に関与して

いる可能性が考えられるがそれらに関して今後さらに

詳細に検討する必要がある．発見率の高さが発生頻度

の高さに結びついていると思われ，その要因として，

新生児の最初の診察者である産科医，新生児科医の先

天心疾患に対する認識が向上し有意な心雑音が確実に

ピックアップされるようになった事，パルスドップ

ラー法を中心として診断技術が進歩した事などがあげ

られる．

　発生率を低出生体重児と正常体重児とに分けて検討

を加えた報告ではいずれも低出生体重児の方が頻度が

高く5）’“7），我々の検討でもそうであった．その要因とし

て二つ考えられ，ひとつは低体重で生れるものにハイ

リスク妊娠分娩，即ち，母児に何等かの異常のあるも

のが多いため，もう一つは胎内でも妊娠末期までVSD

の自然閉鎖があり，満期産まで達すれぽすでに閉鎖し

ていたかもしれないという説明である（いわぽ
delayed　closure　of　the　ventricular　septum）．いずれ

も直接的な証明は困難で，統計上の推測であるが，後

者についてはS．C．Mitchell7）らも同様の仮説をたてて

説明している．また，今後，胎児心エコーの進歩によ

り胎内でのVSDの閉鎖が直接証明される可能性があ

り，実際，Oberhaensli8）らの報告によるとハイリスク

妊娠の胎児心エコースクリーニソグで6例の自然閉鎖

を観察したとしている．

　欠損部位別頻度は肺動脈弁下部（1）：10．8％，膜様部

（II）：85．3％，房室部（III）：0、4％，筋性部（IV）：

2．5％であったが，欠損部位の分類法により報告はまち

まちである．Isolated　VSDのみを扱った近年の報告で

はDonaldら6）のものが我々の分類に類似しており，そ

れによると，subpulumonic：3％，　membranous：

68％，muscular：32％で，　IV型の頻度が多く1型の頻

度が少ない．Isolated　VSDの心エコーによる診断率は
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近年高くなったが9）1°），筋性部欠損および多発欠損例

においては診断率は低く11），カラードップラー法の出

現で改善されつつある12）．我々の経験した筋性部欠損

の7例は解像力の向上した現機種（ATL社Ultramar・

k8）の7．5MHzの探触子を使用するようになってから

のものがほとんどで，さらにカラードップラーの導入

により当センターにおいても筋性部欠損例，多発欠損

例の発見率は上昇するものと思われる．

　自然閉鎖については末だ観察期間が浅く，さらに長

期間の追跡調査が必要であるが，調査期間中全体で，

332％に認めた．院内例は初診時年齢が全例3ヵ月以

内で，その57．8％が閉鎖している．このような高率の

自然閉鎖を観察した最大の原因は，病的意味の比較的

少ない小欠損を生後早期より捉られたためであると思

われるが，この点については中沢ら1）の全国調査でも

指摘されている．この調査では2年間の調査期間中に

おいても自然治癒が26．1％に認められている．初診時

年齢の違いによる閉鎖率の差は明らかで，Alpertユ3）ら

もVSDの5歳時の検討でその観察が生下時から，1

歳から，2歳からの閉鎖率は各58％，48％，35％とし

ている，我々の院外例の初診時年齢は院内例に比べる

とやや遅いが，大学病院や大手の循環器専門施設に比

べると早期に軽症のものも含めて紹介されかなり自然

分布に近いと考えている．しかし自然閉鎖の遅れてい

るもの，より重症のものを観察している可能性は否定

し得ない．

　自然閉鎖の時期は調査期間中，1ヵ月から11歳で，

平均年齢は院内例で10ヵ月，院外例で1歳7ヵ月であ

る．また，自然閉鎖のピークは図6に示したが，院内

例で，3～6ヵ月の間である．石原ら14）の1施設追跡調

査では自然閉鎖は生後1ヵ月から2歳9ヵ月で，平均

10ヵ月と我々の報告とほぼ一致する．

　自然閉鎖を欠損部位別に見た場合，II型で圧倒的に

多く，88例（36．8％），IV型で3例（42．9％），1型で

1例（3．3％）であるが，前に述したとおりIV型につ

いては観察期間の浅いものが多い．尚，大動脈弁の逸

脱による閉鎖は含めていない．perimembranous　type

とmuscular　typeが殆どである点，及びその頻度は

Donaldら6）の報告に類似する．

　欠損孔径の実測値は，体重，体表面積などを考慮に

入れ較正すべきかも知れないが15）今回は実測値で検討

した．自然閉鎖は小欠損に多く，我々の検討でも過半

数のVSDが4mm未満の小欠損でその約半数が自然

閉鎖している．しかし，欠損孔径が8mm以上でも少数
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例存在する点は注目され，そのほとんどはII型であ

る．

　自然閉鎖の機序は欠損部位別に異なるとされてお

り16），perimembranous　type（II型）では三尖弁中隔

尖と腱索が右室側で癒着し欠損を塞ぎ，muscular　type

（IV型）ではplug　of　dense　fibrous　tissueにより塞が

れる．subpulmonic　type（1型）では大動脈弁の逸脱に

よるものが主体であり，完全閉塞することは少ない．

いわゆるaneurysm　of　membranous　ventricular　se－

ptumはII型の57％にみられるという報告もある

が17），Andersonら18）は病理学的にmembranous　type

の閉鎖機序をさらに詳しく分類し，1）tricuspid　valve

tissueのreduplication，2）tricuspid　valve　leafletの

adhesion，3）aortic　valve　leafletのprolapse，4）

subaortic　tissue　tagがあるとし全体で38％にみられ，

1）と2）がその機序の大半をしめるという．従来言わ

れているaneurysm　of　membranous　septumは4）に

相当し，その機序は稀であるとしている．今回，我々

の検討ではその閉鎖機点は詳しく分類していないが，

II型である程度の欠損孔があっても閉鎖した症例では

1），2）の変化が認められている19）．

　　　　　　　　　　ま　と　め

　1）当センター6年間のVSDの総数は280例で，1

型：11％，II型：85％，　III型：0．4％，　IV型：3％で院

内，院外の差はなかった．2）院内出生児におけるVSD

の発生頻度は，7．9／1000出生と従来の報告より高率で

あった．（特に低出生体重児：14．1／1000出生）．3）自

然閉鎖率は全体で33％であるが，院内出生児に限ると

58％に達し，より正確な自然歴を示すものと考えられ

る．欠損部位の自然閉鎖はII型（36．8％）とIV型

（42．9％）に高率であったが，未だ十分な追跡期間とは

いえない．

　尚，本論文の要旨は第24回日本小児循環器学会総会（於東

京）にて発表した．
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Incidence，　Locationof　Defect　and　Spontaneous　Closure　in　Isolated　Ventricular　Septal　Defect

HItoshi　Yodal）＊，　Takahiro　Izuil〕，　Hisakazu　Sugimoto1），　Osamu　Hirose1），　Shigeomi　Shimizu2｝，

　　　　　　　　　　　　　　Seiichirou　Igawa2｝，　Hiroshi　Kato2）and　Takeshi　Nakada2｝

　　　　　　　　i）Department　of　Pediatric　Cardiology，2）Department　of　Cardiovascular　Surgery，

　　　　　　　　　　　　　　　　　Osaka　Medical　Center　for　Maternal　and　Child　Health

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊Japanese　Red　Cross　Medical　Center

　　　We　reviewed　the　cases　with　isolated　ventricular　septal　defect　diangosed　in　our　hospital，　and

analyzed　the　incidence，　the　location　of　the　defects　and　the　rate　of　spontaneous　closure．

　　　We　reported　280　patients　with　isolated　ventricular　septal　defect　during　the　last　six　years．　We

classified　those　cases　into　four　types：subpulumonic（11％），　perimembranous（85％），　atrioventricular

（0．4％）and　muscular　defect（3％）．　When　compared　with　the　previous　reports，　cases　of　perimembranous

defects　predominated　with　fewer　cases　of　muscular　defect　in　our　series．　But　we　expect　that　the　number

of　patients　with　muscular　defects　will　increase　with　the　recent　widespread　use　of　color　doppler

echocardiography．

　　　Incidence　of　ventricular　septal　defect　in　the　inborn　group　was　7．9／10001ives　and　was　especially

high（14．1／10001ives）in　low　birth　weight　infants，suggesting　that　the　high　risk　pregnancy　may　result

in　the　increased　incidence　of　ventricular　eptal　defect，　and　that　the　mechanism　of　spontaneous　closure

may　occur　during　the　fetal　life，　which　is　not　yet　demonstrated　directly　though．

　　　The　overal　rate　of　the　spontaneous　closure　was　33％．　in　the　inborn　group　followed　from　birth，　the

rate　increased　up　to　580ro，　which　may　reflect　ture　natural　history　of　ventricular　septal　defect．　When

followed　up　longer，　the　rate　may　increase．　Most　cases　having　spontaneous　clousre　were　those　with

perimembraous　and　muscular　defect．　The　peak　incidence　was　obserbed　between　three　to　six　months　of

age．
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