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〈症例報告〉

心室中隔の菲薄化を伴う右室心筋部分欠損症

（Partial　Uhl’s　anomaly）の1症例

（平成3年ll月12日受付）

（平成5年6月7日受理）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　右心室の心筋が全体または一部欠損するUhl病における合併症として，心房中隔欠損，肺動脈弁閉鎖，

肺動脈弁狭窄，三尖弁閉鎖，三尖弁欠損が報告されているが，心室中隔が菲薄化した症例は，我々の知

る限り非常に少なく，心筋欠損が右室全体に及ぶ症例に心室中隔の菲薄化を合併した2例のみである．

今回，我々の経験した症例では，心室中隔，右室前壁，右室下壁の一部に菲薄化が限局し，心室中隔の

菲薄化が特に高度に出現した症例を経験した．さらに，肺動脈弁狭窄，三尖弁狭窄および心室中隔欠損

を合併しており，極めて稀な症例と考えられた．

　本症例のように右室心筋欠損が軽度で，右室拡張および壁運動の低下が著明でないUhl病の診断に

は，心臓カテーテル検査，心血管造影あるいは心エコーなどよりも，心筋欠損または菲薄部位を直接捉

えることの出来るMRIが有用であった．

　　　　　　　　　緒　　言

　Uhl病は，1952年Uh1が心筋欠損が右室全体に及ぶ

症例を報告したDのが最初である．その後，右室の一部

に心筋欠損を有する症例もPartial　Uhl病とされてい
る2）．

　また，心房中隔欠損，肺動脈弁閉鎖，肺動脈弁狭窄，

三尖弁閉鎖および三尖弁欠損を合併する症例も報告さ

れ，その疾患概念は拡大している3）’－9）．今回我々が経験

した1症例は，心室中隔，右室前壁および右室下壁の

一部が菲薄化している右室心筋部分欠損症例で，膜様

部心室中隔欠損，肺動脈弁狭窄および三尖弁狭窄を合

併していた．右室心筋欠損は部分的で，心室中隔の菲

薄化がむしろ特徴的であることや，心室中隔欠損を合

併している事より，本症例は非常に珍しい1症例と考
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えられたので，診断方法についても若干の考察を加え

て報告する．

　　　　　　　　　症　　例

　5歳男児．生後2ヵ月で心雑音を指摘され，臨床症

状と胸部X線写真より先天性心疾患が疑われて経過

観察されていた．2歳1ヵ月時の心エコー，心臓カテー

テル検査，右室及び左室造影検査で，心室中隔欠損，

軽度右室低形成，中等度肺動脈弁狭窄，羊皮紙様に菲

薄化した心室中隔などを認めた．右室自由壁の菲薄化

は充分には捉えられなかった．臨床経過としては，激

しい運動時に息切れ，軽度のチアノーゼを認めること，

やや発汗が多い等が認められた．

　入院時身体所見：体重18kg（－0．9SD），身長109．5

cm（－1．3SD），脈拍80／min，血圧98／72mmHg．口唇

や爪床部にチアノーゼなく，下肢や眼瞼の浮腫もない．

頸静脈の怒張認めず，肝も触知しない．肺音は清であ

り，第3肋間胸骨左縁にLevine　4／6の全収縮期雑音を
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図1　入院時胸部X線写真

聴取した．

　検査所見

　入院時の血液検査所見では，貧血，多血もなく異常

は認めなかった．血液ガスはpH　7．4，　PaO266．9

mmHg，　PaCO234．4mmHg，　BE－2．0であった．胸部

X線写真（図1）：心胸郭比68％と心拡大を認め，右心

系の拡大が疑われた．また肺血流も増強していた．

　心電図（図2）：平均電気軸は90°，1，II，　aVRお

よびV1～V、でP波が増高し，右房負荷所見がみられ

た．また，PQ時間はO．19sec，　QT時間は0．40secとそ

れぞれ軽度延長していた，V1でQRSパターンを示し，

不完全右脚ブPックと右室肥大が疑われた，

　心エコー（図3）：心室中隔は基部2／3程度が菲薄化

し，同部に奇異性運動がみられた，また，菲薄化した

部分の中央，膜様部近傍に心室中隔欠損が認められた．

さらに，三尖弁輪径は15mm，三尖弁のドーム形成を認

め，軽度三尖弁狭窄が疑われた．また，連続波ドップ

ラーエコーで肺動脈血流速度は3．06m／sec，圧較差37

mmHgの肺動脈弁狭窄が認められた．その他に，右心

室の前下面が収縮期に袋状に拡大突出し，内部にはカ

ラードップラーエコーで乱流を認めた．

　心臓カテーテル検査：右房でのa波の増高（20

mmHg），右室の拡張末期圧の元進（18mmHg）が認め

られた．右室の収縮期圧は65mmHgと高かった．主肺

動脈収縮期圧は，23mmHgと右室一肺動脈間に42

mmHgの圧較差がみられ，これは圧波形より肺動脈弁

狭窄によるものと考えられた．混合静脈酸素飽和度は
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図2　入院時心電図

67．2％，大動脈血酸素飽和度95．4％，肺動脈血酸素飽

和度81．2％であった．酸素飽和度から算出される肺血

流量は4．OL／min，体循環血流量は2．OL／minであり，

左右短絡率は50％であった．

　心血管造影検査（図4，5）：右室前壁上方の一部と

心尖部近傍の前壁から下壁にかけての一部にほとんど

収縮しない部分があり，右室収縮期に拡大を認めた．

しかし，右室は能動的に造影剤を送りだしており，一

般にUhl病で言われている造影剤の貯留，右室腔の著

明な拡大，右室の能動的収縮の消失といった所見は著

明ではなかった．心室中隔の菲薄部分は右室収縮・拡

張に合致せず，奇異性運動を認めた．また，左室造影

を行うとほぼ同時に右室が均等に造影されることか

ら，大きな左右短絡があると考えられた．左室心拍出

量はArea－Length法で2．25L／min，駆出率40％であっ

た．

　MRI（図6，7，8）：より明瞭に菲薄心筋を捉える

ために，MRI画像診断を行った．水平断面では，心室

中隔が部分的に羊皮紙様に菲薄化していた．菲薄化部

分は，膜性中隔から筋性中隔にかけて，右室流入部か

ら流出路にかかる中隔基部2／3程度，径20mm，厚さ1．1
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　　　　　　　　　　　　　　図3　心エコー図

A）四腔像，左室収縮期．矢印頭：基部2／3程度の心室中隔が菲薄化し，左室収縮期に

右室側に突出している．bar：2cm．　B）四腔像，左室拡張期．矢印頭：菲薄化部分es　，

左室拡張期に左室側突出している．縮尺はAと同率．C）肋骨下四腔像．　D）Cの

シェーマ．矢印：右室前下方が突出している．

該
」心

燃

C

D

　　　　　　　　　　　　図4　心血管造影右室正面像

A）右室収縮期．B）右室拡張期．　C）Aのシェーマ．矢印：右室収縮期に右室前壁上

方，心尖部近傍の右室前壁下方～右室下壁は逆に拡大突出する．アスタリスク：心室

中隔．D）Bのシェーマ．アスタリスク：心室中隔．
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　　　　　図5　心血管造影右室側面像

A）右室収縮期．B）右室拡張期．　C）Aのシェーマ，

矢印：右室収縮期に右室前壁上方，心尖部近傍の右室

前壁下方～右室下壁は逆に拡大突出する．矢印頭：心

室中隔菲薄部分は左室側に押されている．心エコーで

は，左室収縮期に菲薄部分が右室に突出しているが，

ともに収縮期に反対側に突出しているのは，左室と右

室の収縮・拡張が完全には同期しておらず，時相のず

れがあることによる．D）Bのシェーマ．矢印頭：右室

拡張期に心室中隔菲薄部分は右室側に陥凹，

C

D

　　　　　　　　　　　　　図6　MRI水平断面像

A）四腔像，bar：1cm．　B）Aより18mm下方．縮尺はAと同率．　C）Aのシェーマ．

矢印頭：心室中隔菲薄部．D）Bのシェーマ．矢印頭：心室中隔菲薄部．矢印：右室前

壁～下壁の拡大突出部分，※印：三尖弁腱索等の右室内構造物．
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　　　　　　　　　　　　図7　MRI矢状断面像
A）右室断面像．bar：lcm．　B）Aのシェーマ．矢印：右室前壁～下壁の菲薄，拡大

突出部分．アスタリスク：乳頭筋・肉柱．
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D
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　　　　　図8　シネMRI矢状断面像
A）収縮期右室断面像．右室前壁上方部分の突出．B）

収縮期右室断面像．Aより15mm左方．右室前壁下方

～下壁の突出．C）Aのシェーマ．アスタリスク：右室

前壁上方部分の突出部分．D）Bのシェーマ．矢印：右

室前壁下方～下壁の突出部分．

mmであった．また，右室心尖部近傍で前壁下部の拡

大を疑わせる所見を認めた．矢状断面では，右室前壁

下方から下壁にかけて厚さ1．4mmと菲薄化していた．

さらに，シネMRIにおいて，同部の収縮期突出を認め

た．また，心血管造影検査の結果に合致して，シネMRI

において右室前壁上方の収縮期突出を認めた．残念な

がら，矢状断面で菲薄部分を明瞭に捉えることはでき

なかったが，右室前壁上方の菲薄部分の存在を示唆す

るものと思われた．以上のMRIの所見より，心室中隔

及び右室前壁に菲薄化が存在する事が判明した．

　　　　　　　　　　考　　察

　Uhl病は，1952年，8ヵ月の女児の剖検例をUhlが

報告したのが最初である1）．Uhl自身の概念では，（1）

右室心筋が右室全体に亘り欠損し，壁が羊皮紙様に菲

薄化している．（2）右室壁の菲薄化以外には心臓に他

の異常を認めない，（3）他の原因により二次的に右室

が拡張し，その結果右室壁が菲薄しているものは含め

ないというものであった．

　その後，右室心筋が部分的に欠損している症例が報

告2）され，さらに心筋の欠損以外に心房中隔欠損，卵円

孔開存，三尖弁閉鎖，三尖弁欠損，肺動脈弁狭窄，肺

動脈弁閉鎖等の合併奇形を有する症例3ト9）が報告され

たことよりUhl病の概念は漸次拡大されてきた．
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　従来より鑑別が重要と言われて来た疾患としては

Ebstein病がよく知られていたが1°），心エコーの発達

により三尖弁の異常を容易に描出できるようになり，

鑑別は必ずしも困難ではなくなった．

　ところで，近年提唱されているRVD（Right
ventricular　dysplasia）11ト13）でも，形態学的に，右室の

著明な拡張，右室壁の菲薄化や壁運動の異常がみられ，

Uhl病と類似している．RVDは組織学的にも右室心筋

の欠損，脂肪組織と結合組織への置換などが指摘され

ており，Uhl病にほぼ同様の変化を呈する．このほか，

心室性頻拍などの不整脈の合併などもUhl病に類似

しており，RVDとUhl病とは心筋病変の程度の差に

過ぎないとする考えがある13）．さらに，RVDは，報告

されている病態の多種性より，単一疾患でない可能性

が示唆されており，Uhl病をむしろRVDの範疇に入

る一疾患とする考え方もある川，

　また，同様に近年提唱されている右室拡張型心筋

症II｝は，右室心筋に主病変を持つ拡張型心筋症と考え

られているが，右室の拡張，右室心筋の欠損と線維化

などはUhl病に類似する．　Uh1病よりも遺伝的素因が

強いと考えられること，左室心筋にも軽度から中等度

の病変を認めることより，Uhl病と鑑別されるが，　Uhl

病でも左室心筋に障害を来たす症例が報告されてお

り，必ずしも差異は明らかではない．RVDと右室拡張

型心筋症との移行型と考えられる症例も存在し13），

Uhl病，　RVDおよび右室拡張型心筋症の3疾患を同一

線上の疾患と考えることも可能かと思われる．

　Uhl病の合併奇形としては，肺動脈弁狭窄，肺動脈弁

閉鎖，三尖弁閉鎖，三尖弁欠損など，肺動脈弁や三尖

弁の異常や，心房中隔欠損や卵円孔開存の合併などが

知られている3）～9）．二神ら5）の報告によると，Uhl病で

心奇形を合併する割合は67例中21例（31％），そのうち

心房中隔欠損や卵円孔開存を合併する症例は17例

（25％）と比較的高いが，肺動脈弁閉鎖6例（9％），

肺動脈弁狭窄1例（L5％），三尖弁閉鎖2例（3％），

三尖弁欠如3例（4．5％）といった肺動脈弁や三尖弁の

異常を合併する割合は高いものではない．我々の症例

は肺動脈弁狭窄と三尖弁狭窄を合併しているほか，心

室中隔欠損もみられることより，稀な症例と考えられ

た．

　心室中隔の心筋欠損と壁菲薄化については，我々の

知る限り，心筋欠損が右室全体に及ぶ症例に心室中隔

の菲薄化を合併した2症例の報告をみるのみであ
る14｝．これに比べ，我々の症例では，心筋欠損が右室全

日本小児循環器学会雑誌　第9巻　第2号

体には及んでおらず，心室中隔以外の心筋欠損や壁菲

薄化は右室前壁と下壁の一部のみに限局している．心

筋欠損が右室全体に及んだ結果として心室中隔の菲薄

化を来したと考えられる前述の症例に比べ，本症例は

心室中隔の菲薄化そのものが特異的に出現したと考え

られた．

　このような希有な症例においては，従来Uhl病に特

徴的とされる心臓カテーテル所見，右心系造影所見，

心エコーなどの所見が必ずしも全て存在することは少

ない．従来より言われている心臓カテーテル所見とし

ては，（1）著明なa波の増高を伴う右房圧のti昇，（2）

右室あるいは肺動脈での右房のa波に相当する高い

pre－systolic　waveの出現，（3）右室収縮期圧の低下が

ある．また，右心系造影所見としては，（4）右室と右

房腔の拡大，（5）右室壁運動の著明な低下と造影剤の

停滞，（6）右室壁の菲薄化や肉柱形成不全，（7）三尖

弁付着位置に異常がないこと，などがあげられてい

る5）15）．本症例では（1），（2）は明らかに認めたが，（4），

（5）は部分的に認めるのみであった．右室心筋欠損が部

分的で右心機能低下が著しくないためと考えられた．

（3）は認められず，右室圧はむしろ高かったが，これは

肺動脈弁狭窄によるものと思われた．他に心室中隔が

左室収縮期に右室へ突出すること，および拡張期に左

室への突出を認めることより，心室中隔の菲薄化が疑

われた．また，心エコー所見としては，（1）右心系の

著明な拡張と収縮不全，（2）三尖弁付着部位正常，（3）

肺動脈弁の拡張期開放，および（4）心室中隔の奇異性運

動が報告されている16｝～2°｝，本症例では，（2）と（4）はみ

られるが，（1）は部分的に認められるのみであった．（3）

の肺動脈弁拡張期開放は認められなかった，同所見は

右室機能が低下した結果，右心系の拍出が右房収縮に

依存することにより出現する所見であり，本症例では

右室機能の低下が軽度であるためと思われた．

　Uhl病の診断には，従来，心臓カテーテル検査，心血

管造影，心エコー，心プールシンチが有用といわれて

きた2°）21）．しかし，これらの手法は，Uhl病の病態であ

る右室心筋の欠損や右室壁の菲薄化を捉えるには充分

でなく，むしろその結果生じた右室壁運動低下，右室

機能低下，右室拡張などを主に捉えるものであった．

Uhl病の病態である右室心筋の欠損と右室壁の菲薄化

を捉え，診断を確定するには，術中所見，あるいは剖

検によるしかなかった．今回我々が診断に使用した

MRIでは，比較的簡易かつ非侵襲的に右室心筋の欠損

と右室壁の菲薄化を直接捉えられることより，本症例
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のような右室心筋の欠損と右室壁の菲薄化が部分的

で，右室壁運動低下，右室機能低下や右室拡張が著明

でない症例の診断に極めて有用であると考えられる．

とくに，本症例のように合併奇形を伴う場合には，直

接的に菲薄部位を捉えることができるMRIが有用で

あった．

　Uh1病の治療法はいまだ確立したものではない．

種々の内科的および外科的治療に関しての報告はある

が，その成績も様々である．本症例では，症状もほと

んどなくジキタリス投与のみの内科的療法で経過観察

しているが，やがて右室拡大や右心不全を来たす可能

性は極めて高い．また，無症状で経過していて突然死

に至る症例の報告22）もあることより，手術成績の低さ

を考えても，全身状態が良好な早期に外科的治療を施

行する必要があると思われる23）～25）．本症例においては

菲薄化した心室中隔，及び心室中隔が左室機能を著し

く低下させ，右室に負荷をかけていると考えられるこ

とより，心室中隔欠損孔の閉鎖術及び菲薄中隔の補強

術，さらに肺動脈弁切開術が必要ではないかと考えら

れる，

　　　　　　　　　　結　　語

　1）本症例では，心室中隔に心筋欠損と壁菲薄化が認

められ，さらに右室前壁および下壁の一部にも心筋欠

損と壁菲薄化がみられた．本症例のように心筋欠損が

部分的で，特に心室中隔の菲薄化が特徴的な症例は稀

と考えられた．加えて，本例では，Uhl病の合併奇形と

しては少ない心室中隔欠損，肺動脈弁狭窄，三尖弁狭

窄を合併していた．

　2）従来よりUhl病の診断には，心エコー検査，心臓

カテーテル検査，心血管造影が有用と言われて来た．

しかし，本症例では右室心筋の欠損の広がりが軽度な

ため，右室壁運動低下と右室拡大も著明でなく，右心

機能もある程度保たれていた．それゆえ，従来の心臓

病的諸検査では，Uhl病と確定診断するに充分でな

かった．しかし，MRIにより右室心筋の部分欠損と心

室中隔の菲薄化を捉えることができたため，部分Uhl

病と確診するに至った．

　　　　　　　　　　文　　献

　1）Uhl，　H．S．M．：Apreviously　undescribed　con・

　　　genital　malformation　of　the　heart：Almost

　　　total　abscence　of　the　right　ventricle．　Bull．　Johns

　　　Hopkins　Hosp．，91；197，1952．

　2）Gould，　L，　Guttman，　AB．，　Carrasco，　J．　and

　　　Lyon，　A．F．：　Partial　absence　of　the　right

　　　ventricular　musculature．　Amer．　J．　Med．，42：636，

309－（63）

　　1967．

3）斎藤　学，松本博雄，村山博和，大貫洋子，遠藤

　　毅，高原善治，瀬崎登志彰，中村常太郎，丹波公一

　　郎：肺動脈閉鎖，三尖弁形成不全を伴った右室心

　　筋低形成（Uhl病）の1救命例．心臓，19：189，1987．

4）飯尾雅彦，島崎靖久，八木原俊克，岸本英文，沢　芳

　　樹，桜井　温，広瀬　修，堀野信子，信貫邦夫，杉

　　本久和，中山雅弘，中田　健：肺動脈弁閉鎖，三尖

　　弁欠如を合併したUh1病の1例．心臓，19：1096，

　　1987．

5）二神康夫，山本伸仁，森田展生，山本　器，小西得

　　司，中野　越，竹沢英郎：Uh1病，症例報告と67

　　例の集計．日内会誌，73；101，1984．

6）Cote，　M，　Davignon，　A．　and　Fouron，　J℃．：

　　Congenital　hypoplasia　of　right　ventricular

　　myocardium（Uhl’anomaly）associated　with
　　pulmonry　atresia　in　a　newborn．　Am．　J．　Cardiol．，

　　31：658，1973．

7）Gutierrez，　P．S．，　Ferreira，　S．M．F，　Lopes，　EA．

　　and　Ebaid，　M．：Intramural　coroary　vessels　in

　　partial　absence　of　the　myocardium　of　the　right

　　ventricle．　Am．　J．　Cardiol．，63：1152，1989．

8）Bewick，　DJ．，　Chandler，　B．M．　and　Montague，　T．

　　J．：Dilated　right　ventricular　cardiomyopathy：

　　Uh1’s　disease．　Chest，90：300，1986．

9）Yutani，　C．，　Imakita，　M．，　Ishibashi－Ueda，　H．，

　　Nagata，　S．　and　Sakakibara，　H．：Uh1’s　anom－

　　aly　as　a　result　of　progression　to　ventriculr

　　dilation　from　hypertrophic　cardiomyoapthy．

　　Acta　Pathol．　Jpn．，37：1477，1987．

10）高橋宏明，服部良二，竹内義広，森本　保，矢田

　　公，草川　実：先天性右心室心筋発育不全症（Uhl

　　氏病）の1例．Jpn．　Circ．　J．，51：296，1988，

11）望月弘人，前田達郎，斎藤勇三，小森貞嘉，吉崎哲

　　世，田村康二：16年間の変化を観察し得た心室性

　　頻拍を合併した成人Uhl病の1例．心臓，21：181，

　　1989．

12）Marcus，　F．1．，　Fontaine，　G．H．，　Guiraudon，　G．，

　　Frank，　R．，　Laurenceau，　J．L，　Malergue，　C．　and

　　Grosgogeat，　Y．：　Right　ventricular　dysplasia：

　　Areport　of　24　adult　cases．　Circualtin，65：384，

　　1982．

13）土田哲人，土橋和文，中川基哉，長尾和彦，中川英

　　久，岩本利裕，安達健生，坪倉登司雄，小林酢彦，

　　飯村攻：右室内球状血栓の合併を認めたArr・

　　hythmogenic　right　ventricular　dysplasia（Arvd）

　　の1例．心臓，21；1460，1989．

14）寺岡邦彦，武石　詞，豊田智里，金田良夫，岩崎智

　　彦：先天性右室心筋形成不全症（Uhl氏病）よりみ

　　た右室機能一症例報告と文献的考察一．東京女子

　　医大誌，56：437，1986．

15）Arcilla，　R．A．　and　Gausl，　B．M．：Congenital

Presented by Medical*Online



310－（64） 日本小児循環器学会雑誌　第9巻　第2号

　　　aplasia　or　marked　hypoplasia　of　the　myocar・

　　　dium　of　the　right　ventricle（Uhl’s　anomaly）．　J．

　　　Pediat．，58：38ユ，1961．

16）Ribeiro，　P．A．，　Shapiro，　LM．，　Foale，　R．A．，　Crean，

　　　P．and　Oakley，　C．M．：Echocardiographic　fea・

　　　tures　of　right　ventricular　dilated　cardiomyoath・

　　　yand　Uhl’s　anomaly．　Eur．　Heart　J．，8：65，1987．

17）Matsumoto，　Y．，　Yano，　K．，　Aoi，　W．，　Oku，　Y．　and

　　　Hashiba，　K．：Echocardiographic　evaluation　of

　　　pulmoanry　flow　pattern　in　Uhl’s　anomaly．　Am．

　　　Heart　J．，111：420，1986．

18）Wager，　G。P．，　Couser，　R．J．，　Edwards，　O．P．，

　　　Gmach，　C．　and　Bessinger，　B．　Jr．：Antenatal

　　　ultrasound　findings　in　a　case　of　Uhl’s　anomaly．

　　　Am．　J、　Perinatol．，5：164，1988．

19）Child，　J．S．，　Perloff，　JK，　Francoz，　R．，　Yeatman，

　　　L．A．，　Henze，　E，　Schelbert，　H．R．　and　Laks，　H．：

　　　Uh】’s　anomaly　（Parchment　right　ventricle）：

　　　Clinical，　echocardiographic，　radionuclear，

　　　hemodynamic　and　angiocardiographic　features

　　　in　2　patienet．　Am．　J．　CardioL，53：635，1984．

20）Gaffney，　F．A．，　Nicod，　P．，　Lin，　J．C，　and　Rude，　R．

　　　E：Noninvasive　recognition　of　the　parchment

　　　right　ventricle（Uhl’s　anomaly　arrhythmogenic

　　　right　ventricular　dysplasia）syndrome．　Clin．

　　　Cardiol．，6：235，1983．

21）Sty，　JR．，　Starshak，　R．J．　and　Gallen，　W．J．　l

　　　Nuclear　cardiology　UhPs　anomaly．　Clin．　Nucl．

　　　Med．，7：525，1982．

22）Virmani，　R，　Robinowitz，　M．，　Clark，　MA．　and

　　　McAllister，　H．A．：Sudden　death　and　partial

　　　absence　of　the　right　ventricular　myocardium．

　　　Arch．　Pathol，　Lab．　Med．，106：163，1982．

23）井上善文，中埜　粛，島崎靖久，松田　暉，広瀬

　　　一，川島康生：Uhl病の外科的治療経験．胸部外

　　　科，38：236，1985．

24）渡部幹夫，砂盛　誠，田中　淳，河合祥雄，鈴木章

　　　夫：Uh1病に対する外科治療の1経験．日胸外会

　　　言志，　31：1148－1983．

25）村山博和，斎藤　学，仲田勲生，高原善治，須藤義

　　　夫，松本博雄，中村常太郎，丹波公一郎，寺井　勝

　　　宮本治子：先天性右室心筋形成不全症（Uhl氏病）

　　　に対する姑息手術一乳児例2例の検討一．日小児

　　　循環器会誌，3：177，1987．

Partial　Absence　of　the　Right　Ventricular　Myocardium（Partial　Uhrs　anomaly）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　with　a　Thin　Ventricular　Septum
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　　　Uhl’s　anomaly，　which　was　first　described　in　1952，　is　characterized　by　total　or　partial　absence　of

the　right　ventricular　myocardium．　This　syndrome　is　often　accompanied　by　anomalies　such　as　atrial

septal　defect，　pulmonary　atresia，　pulmonary　stenosis，　tricupsid　valve　atresia　and　absent　tricupsid

valves．　However，　only　two　reported　cases　have　referred　to　a　thin　ventricular　septum．　In　these　cases，

the　right　ventricular　myocardium　was　totally　absent．

　　　We　describe　here　a　case　of　five・year－old　Japanese　boy　diagnosed　as　having　partial　Uhl’s　anomaly

with　pulmonary　stenosis　and　ventricular　septal　defect．　In　this　patient，　the　right　ventricular

myocardium　was　only　partially　absent　despite　remarkable　thinning　of　the　ventricular　septum．　Right

ventricular　enlargement　was　unremarkable　and　the　ventricular　wall　not　as　hypokinetic　as　reported　in

the　literature．　In　this　case，　MR　imaging（MRI）showed　a　thin　ventricular　septum　and　partial　absence　of

the　right　ventricular　myocardium　of　the　free　wall．　MRI　was　useful　not　only　to　demonstrate　the

morphology　of　Uhl’s　anomaly　but　also　to　determine　the　contractility　of　the　heart　and　its　myocardium．
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