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〈症例報告〉

Unusual　typeの僧帽弁閉鎖［1，　D，　D］の一治験例

（平成元年6月20日受付）

（平成元年12月27日受理）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　心房逆位で，outlet　chamberを有するunusual　typeの僧帽弁閉鎖［1，　D，　D］の1歳2ヵ月女児例を

経験した．本症例では，右大動脈弓に，後食道部を有する左下行大動脈（retroesophageal　left　descending

aorta）と下行大動脈憩室も合併していた．児は，生後1ヵ月にバルーン心房中隔切開術と肺動脈絞拒術

を施行されたが，その後，心房間交通の狭小化をきたし右心不全が増悪した．そのため，1歳2ヵ月（体

重6．2kg）時に，緊急手術としてFontan手術を施行し，救命し得た．［S，　L，　L］の同様の心奇形の報

告は数例あるが，心房逆位では，本例が最初の報告であると思われる．

　一側房室弁閉鎖のうち，三尖弁閉鎖では右室が，僧

帽弁閉鎖では左室が低形成を示すのが通常である．し

かし，閉鎖した房室弁側の心室が大きい例が稀に存在

し，安藤らは，それらをunusual　typeとして一括して

いる1）．今回著者らは，心房逆位（situs　inversus）で，

outlet　chamberを有するunusual　typeの僧帽弁閉鎖

［1，D，　D］の1例を経験した．また，本例は，経過中，

心房間交通の狭小化による右心不全症状の増悪をきた

し，1歳2ヵ月時に，心臓カテーテル検査を行なわず，

Fontan手術を施行し救命し得た．本症例は，　unusual

typeの一側房室弁閉鎖が心房中隔と心室中隔の

malalinmentに伴い生じるとする安藤らの仮説1）を裏

付ける稀な複合心奇形であり，その臨床経過を文献的

考察を加えて報告する．

　　　　　　　　　　症　　例

　症例：MD．1歳2ヵ月，女児

別冊請求先：（〒700）岡山市鹿田町2－5－1

　　　　　岡山大学小児科　　　　　　森　　一博

　現病歴二満期正常分娩で，生下時体重は3400gで

あった．生後2日目に右胸心と心雑音を指摘され，生

後12日目に岡山大学小児科に入院した．

　入院時，呼吸数70／分で，口唇のチアノーゼと呼吸困

難を認めた．嚥下困難や喘鳴は認められなかった．収

縮期血圧は上下肢とも80mmHgであった．聴診では，

胸骨左縁第2肋間にLevine2／6の収縮期雑音を聴取

し，II音は充進していた．肝は左肋骨弓下に4cm触知

した．

　血液ガス分析では，pH7．33，　Po238mmHg，　Pco248

mmHgであった．血液検査では，赤血球531万／mm3，

ヘモグロビン15．9g／dl，ヘマトクリット49％で，

Howell－Jolly小体は認められなかった．胸部X線写真

では，右胸心で，肝は左側に胃泡は右側に認めた（図

1A左）．心電図では，前額面QRS電気軸50度で，　P波

は1，。VLで陰性，　II，　III，、VFで尖鋭で右房負荷が認

められた．QRS波はV1で，S，　V6Rではrsで，右側心室

の肥大が疑われた（図1B）．

　断層心エコー図では，下大静脈は脊柱の左側に位置
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　　　　　　　　　　　　右図は術後（1
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　　　　　　図2　断層心エコー図
A：心室短軸断面，B：大血管短軸断面，　C：四腔断面，

D：心室長軸断面．

星印はoutlet　chamberを示す

Ao＝大動脈，　LA二左房，　LV左室，　PA＝肺動脈，　RA＝

右房
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　　　　　　図3　心血管造影所見

A：心室造影．肺動脈（PA）は左室（LV）より，大動

脈はoutlet　chamber（星印）より起始する，　B　l右僥

骨動脈造影．矢印は，憩室を示す．

INNA＝腕頭動脈，　RCCA＝右総頸動脈，　RSCA＝右鎖

骨下動脈

して左側心房へ流入し，心房位は逆位であった．心室

は左室構造で，右前にoutlet　chamberを有し（図2A），

大血管は大動脈が右前方，肺動脈が左後方で，平行に

起始していた．大動脈はoutlet　chamberより，肺動脈

は解剖学的左室より起始した（図2B，　D）．四腔断面で

は，左側の右房につながる房室弁が筋性閉鎖し，右側

の左房につながる房室弁が左室へ開口していた（図2
C）．

　入院後，呼吸数は95／分となり呼吸困難が増悪した．

生後25日目に気管内挿管下に，バルーン心房中隔切開

術（BAS）およびカテーテル・心血管造影検査を施行

した．カテーテルは，経静脈的に左側の右側から右房

の左房を経て，心室へ挿入された．心室造影では，心

エコー 図と同様の所見が得られた（図3A）．　BAS後の

圧測定では，平均右房圧6mmHg，左房圧5mmHg，主

心室の収縮期圧80mmHg，肺動脈圧62／35mmHg（平均

圧50mmHg）であった．右梼骨動脈造影では，右大動

脈弓に，後食道部を有する左下行大動脈（retroeso－

phageal　left　descending　aorta）と下行大動脈の憩室

が認められた（diverticulum　of　Kommerell3））が認め
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　　　　図4　心房間交通のドプラ所見

A：生後2ヵ月時のパルスドプラ法，B：1歳1ヵ月
時（右心不全時）の連続波ドプラ法．C：血流分析の断

層面
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　　　　　　　　図5　術中所見

A：左段は胎生期大動脈弓の模式図．破線の部分で離

断し，右大動脈弓と下行大動脈憩室（AO　DIV）を形

成したと考えられる．右段は，時計軸に回転して示し

た本例の大動脈の模式図．B：Fontan術前（左段）お

よび術後（右段）の模式図．

DESC　AO＝下行大動脈INNA＝腕頭動脈，　LCCA＝

左総頸動脈，LDA＝左動脈管，　LSCA＝左鎖骨下動脈，

PA＝肺動脈，　PAB＝肺動脈絞拒部，　RA＝右房，

RCCA＝右総頸動脈，　RDA＝右動脈管，　RSCA＝右鎖

骨下動脈

られた（図3B）．

　カテーテル検査後も，人工呼吸器からの離脱が不能

のため，生後32日目に肺動脈絞拒術を施行した．術後，

呼吸数は50／分に減少し，術後47日目に退院した．その

後，生後8ヵ月目には体重が6．7kgとなったが，以後，

全く体重増加を認めず，肝腫大・浮腫も出現し，1歳

1ヵ月時に再入院した．

　再入院時所見：体重6640g．呼吸数55／分．不機嫌で，

四肢の冷感および浮腫を認めた．肝は7cm触知した．

胸部X線写真ではCTR57％で，血液ガス分析では

pH7．47，　Po242mmHg，　Pco230mmHgであった．血

液検査では，赤血球数632万／Mm3，ヘモグロビン17．6

g／dl，ヘマトクリット60％と多血症を認めたが，肝腎機

能その他の生化学検査は正常であった．

　ドプラ心エコー図では，房室弁逆流や大動脈弁下狭

窄は認められず，連続波ドプラ法による肺動脈絞拒部

の最高流速は4m／secであった．しかし，心房間交通の

最高流速はBAS前1．1m／sec，　BAS後0．8m／secで

あったが，再入院時には2．2m／secに増加し，心房間の

圧較差は19mmHgと推定された．また，その血流パ

ターンも，BAS直後は心房収縮期と，心室収縮期から

拡張早期にかけての2峰性の波であったが（図4A），

再入院時には心房収縮期にピークを有する連続性血流

に変化した（図4B）．なお，血流分析は，剣状突起下

からの四腔断面で，ドプラ断層法を併用し，可及的に

ピームと真の血流のなす角度を小さくして記録した

（図4C）．心房間交通の狭小化が考えられ，利尿剤の

増量やカテラミソの点摘を行なったが，腹水・浮腫は

悪化し1歳2ヵ月時に東京女子医大へ転送した．

　転送後も，内科的治療に抵抗し，全身状態が悪化し

たため心臓カテーテル検査は断念し，入院7日目に緊

急手術が施行された．

　術中所見および術後経過：胸骨正中切開にて心臓に

達した．左側の右房は著明に拡大し，中心静脈圧は28

cmH20であった．大動脈は肺動脈の右前で，左室の右
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　　　　　　　図6　一側房室弁閉鎖の分類，文献1）より引用

黒枠のsitus　inversusが，本症に相当する．斜線は，右房性房室弁閉鎖を示す，

前方のoutlet　chamberより起始した．また，肺動脈と

下行大動脈の憩室との間には，索状の動脈管を認めた

（図5A）．平均肺動脈圧は12mmHgで，左右肺動脈径

は10mmと発達は良好で，術中測定した肺血管抵抗3）

は，約1．2単位・m2であることより，　Fontan手術の適

応ありと判断された．動脈管索は切断し，体外循環下

に右心耳を切開した．右房側の房室弁は閉鎖しており，

unusual　typeの僧帽弁閉鎖と診断された．心房間交通

は1．5mmと著しく狭小化しており，マットレス縫合で

閉鎖した．主肺動脈を切断し，左肺動脈へ15mm切り

込み，7の字型に切開した右心耳と直接吻合した（図

5B）．術直後，中心静脈圧は16cmH20に低下し，心係

数は2．61／min／m2であった．

　術後は順調で，中心静脈圧は11cmH20となり，胸部

X線写真ではCTR　58％（図1A右），肝は3cm触知す

るのみであった，術後28日目に元気に退院した．

　　　　　　　　　　考　　察

　僧帽弁閉鎖は，通常，左心低形成症候群に伴うが，

例外的に，左室の大きい症例が存在する．安藤らは，

それらをunusual　typeの僧帽弁閉鎖と称し，

atrioventricular　concordantとdiscordantの2群に

分類している1）．後者には，三尖弁両室挿入を伴う例4）

とoutlet　chamberを伴う例とが存在する．　outlet

chamberを有する僧帽弁閉鎖［S，　L，　L］の症例は，

既に5例の報告がある1）5）6）．これらのうち1例のみ，両

大血管がoutlet　chamberより起始していたが，他の4

例はいずれも，大動脈がoutlet　chamberから，肺動脈

が左室から起始していた．本報告は，後者の鏡面像と

考えられ，調べ得た範囲では最初の報告と思われる（図

6）

　本症例は，血行動態的には大血管転換症を伴う三尖

弁閉鎖に類似しており，その鑑別に苦慮した．本症は，

術中，大きい心室が左室構造で，outlet　chamberは閉

鎖した房室弁とは反対側に位置し，そこから大動脈が

起始する所見が得られ，確定診断された．unususal

typeの僧帽弁閉鎖は極めて稀な心奇形であるが，心血

管造影・心エコー図により，閉鎖した房室弁とoutlet

chamberの位置関係，心室構造，心室大血管関係など

を詳細に検討することにより，正確な術前診断が可能

であると考えられる．

　本症の発生機序に関しては，通常では胎生28日頃に

房室管の右方移動が起こり心房と心室の並列が生じる

Presented by Medical*Online



504－（138）

が，その過程の異常で，様々な程度に心房中隔と心室

中隔が異常並列をきたし，更に一側房室弁の閉鎖を伴

い，各種のunusual　typeの一側房室弁閉鎖を生じると

考えられている1）．また，本症例では右側大動脈弓に

retroesophageal　left　descending　aortaと下行大動脈

憩室を合併していた．この大動脈弓の異常は，更に左

鎖骨下動脈起始異常の有無により分類される．本症例

では鎖骨下動脈起始異常は伴っておらず，その場合は，

発生学的に，図5A左のように，胎生期大動脈弓のう

ち左動脈管と左鎖骨下動脈の間の離断により，下行大

動脈側の断端が憩室となり動脈管索とつながったもの

と解釈される2）．右大動脈弓に下行大動脈の憩室を伴

う例の報告は散見され，その多くは孤立性に発見され

るが，ファロー四微症・心房中隔欠損・心内膜症欠損

などに伴う例も存在する7＞8）．臨床的には，喘鳴や嚥下

困難などの圧迫症状を有さず，偶然発見される例があ

る7）．房室管の右方移動と大動脈弓の形成はいずれも

胎生第5週の近い時期に生じる変化であるが，著者ら

の調べ得た範囲では，unusual　typeの一側房室弁閉鎖

に，この大動脈弓の異常を伴った例の報告は認められ

ない．

　本症例は，心房間交通の狭小化により右心不全の悪

化をきたした．一側房室弁閉鎖では心房間交通の狭小

化をきたすことが稀にあり，その評価に，ドプラ法に

よる同部位での最高流速の測定が有用であることは既

に報告されている9）．本症例では，その血流パターン

も，2峰性から連続性へと変化しており，心房間交通

の評価に際しては，最高流速のみならず，血流パター

ンの変化にも注目すべきである．

　本症例は全身状態不良のため，術前評価が不十分な

まま，緊急手術となった．直視下心房中隔欠損作成や

Blalock－Hanlon法も考えられたが，術中の肺動脈径

と肺血管抵抗の測定から，Fontan手術が施行された．

しかし，術前カテーテル検査による肺血流量および肺

血管抵抗と，開胸・人工換気下での術中測定値との相

関は，十分確立されておらず，術中評価によるFontan

日本小児循環器学会雑誌　第5巻　第3号

手術の適応に関しては，今後も詳細な検討が必要であ

ろう．
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ASurgically　Treated　Case　with　Unusual　Mitral　Atresia［1，D，D］with　Outlet　Chamber

Kazuhiro　Mori＊，　Tsuguaki　Dohi＊，　Hiroko　Yamamoto＊，　Susumu　Kanda＊＊，　Toshimitsu　Shibata＊＊，

　　　　　　　　　　　　　　　　　Yong　Chong＊＊，　Gengi　Satomi＊＊，　Makoto　Nakazawa＊＊，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Atsuyoshi　Takao＊＊and　Yasuharu　Imai＊＊＊

　　　　　　　　　　　　　　＊Department　of　Pediatrics，　Okayama　University　School　of　Medicine

　　＊＊Department　of　Pediatrics　Cardiology，　The　Heart　lnstitute　of　Japan，　Tokyo　Women’s　Medical　College

　　　　　　　　　＊＊＊Department　of　Pediatric　Cardiovascular　Surgery，　The　Heart　lnstitute　of　Japan，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tokyo　Women’s　Medical　College

　　　We　report　a　14・month　old　girl　with　a　rare　combination　of　an　unusual　mitral　atresia［1，D，D】with

outlet　chamber．

　　　Balloon　atrioseptostomy　and　pulmonary　arterial　banding　were　carried　out　at　the　age　of　one　month．

But　she　progressively　developed　severe　right　heart　failure　because　of　the　narrowing　of　an　interatrial

communication．　Fontan　operation　was　successfully　carried　out　at　the　age　of　14　months（6．2　kg　of

weight）without　the　preoperative　cardiac　catheterization．

　　　Some　cases　of　an　unusual　mitral　atresia　with　outlet　chamber　were　reported　in　situs　solitus，　but

this　report　is　the　fast　one　in　situs　inversus．
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