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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　共通房室弁を合併した単心室の心標本10例について房室弁を中心に形態学的に検討し，更に外科治療

上の問題点についても検討した．非isomerism群（4例），　polysplenia群（2例），　asplenia群（4例）

の3群に分け，検討したが，体静脈還流異常を8例に総肺静脈還流異常を3例に合併し，7例は肺動脈

狭窄を，2例は肺動脈閉鎖を呈していた．

　非isomerism群の左室型1例はSDN型で肺動脈狭窄も軽度であり，房室弁は弁尖，弁下組織とも

Rastelli分類C型完全型心内膜床欠損症の房室弁にほぼ相当し，弁尖のcoaptationも良好であった．非

isomerism群の右室型3例はbilateral　conusで弁尖は3個，乳頭筋も2～3個であり，正常心の三尖弁

に似た形態を伴っていた．polysplenia群の2例はbilateral　conusで，弁尖はC型完全型心内膜床欠損

症にやや類似するが，左側外側尖が低形成であり，弁下組織は腱索が対側に交差したり，弁尖が直接乳

頭筋に付着するなど形成異常である．asplenia群の4例は弁尖は3～4個でその形態もC型完全型心内

膜床欠損症に比べ，形成異常である．乳頭筋も2～4個で，弁下組織もパラシュート様房室弁であった

り，弁尖に直接乳頭筋が付着したり，短縮した腱索のみにより交連部が支えられるなど形成異常かつ脆

弱な構造となっている．

　心内修復術としては心室及び房室弁二分割形成術（partition）が可能と判定されたのは非isomerism

群の左室型1例だけであり，他の9例ではpartitionを行うにはJatene手術，心外導管，弁置換術が必

要となり，心室形態から見ても現時点ではFontan手術が適当と考えられる．

　乳児期死亡例の5例では体肺静脈還流異常を合併する上に，弁尖，弁下組織共に極めて形成異常かつ

脆弱であり，coaptationも不良である．このため，容量負荷により容易に房室弁の逆流が増大すると考

えられ，姑息術前後の共通房室弁逆流による心不全が問題であり，逆流に対する外科的治療が乳児期に

必要であると考えられた．

　単心室は現在までsingle　ventricle，　double　inlet

ventricle，　univentricular　heartなどの呼称が使用さ

れているが，その呼称の内容にも研究者によって相違

があり，その定義分類には長年多くの議論が重ねら

れ，今なお混乱が見られる1）．
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　一般に単心室は二つの房室弁もしくは共通房室弁が

一 つの心室に挿入する心房心室並列異常と定義さ

れ2）3），これに円錐動脈幹奇形，房室弁異常，体肺静脈

還流異常などの合併奇形が様々な組み合わせで見られ

る疾患群である．

　中でも共通房室弁は頻度の多い合併奇形であ
り3｝～6），外科治療を行う場合，体肺静脈還流異常，円錐

動脈幹奇形といった他の合併奇形による問題点に加え
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て，共通房室弁の逆流に関する問題点として，1）手術

を行わない乳児期にすでに高度の逆流を呈する例があ

る，2）体肺動脈短絡術を必要とするもので術後，逆流

が増悪する場合がある，3）本疾患群に対する機能的根

治術として一般に行われているFontan手術の成績も

房室弁逆流のため，必ずしも良好でない7）～9）などの問

題がある，また，共通房室弁の分割と中隔形成による

心内修復術は従来不・丁能とされ1°）11），その房室弁形態

に関しての検討はほとんどなされていなかったが，今

井らはその成功例を報告しており12），本症に対する心

内修復術として可能性がある．

　本研究は本疾患群の共通房室弁について以上の臨床

成績を踏まえ，心標本より弁尖，弁下組織などを形態

学的に検討し，更に心室形態や心室一大血管接合形態

などの心内構造，心室大血管関係，他の合併奇形も合

わせて検討し，体肺短絡術，Fontan手術時の問題点，

ならびに本疾患群のpartitionの可能性について明ら

かにすることを目的とした．

　　　　　　　　　対象と方法

　本研究では前述の定義に則った共通房室弁を合併し

た単心室：double　inlet　ventricle　with　common　AV

valveまたはcommon　inlet　ventricleをその対象とす

日小循誌　9（3），1993

るが1°）13），Danielsonらが報告した14）Van　Praagh分類

C型単心室は刺激伝導系も正常心と類似しているの

で，巨大心室中隔欠損を伴った完全型心内膜床欠損症

として除外し，右室または左室優位の完全型心内膜床

欠損症も除外した．単心室症においてatrial　isomer－

ismを伴う場合，特にasplenia群ではその心内構造は

非isomerism群と異なり，痕跡的心室の有無に関わら

ず，main　chamberを右室左室と明確に判定すること

が困難なことがあり，刺激伝導系もslingを伴うこと

があるなど多様である．また，ほとんどの例で体肺静

脈還流異常を合併し15），外科治療上異なる対応が必要

とされる．このため本研究では対象標本をまず非

isomerism群，　asplenia群，　polysplenia群の三群に分

け，検討し，さらに各群において，主心室の形態によ

り，右室型単心室（DIRV）と左室型単心室（DILV）

に分類した．

　対象は当研究所所蔵の共通房室弁を合併した単心室

の全心標本10例である（表1）．死亡時年齢は2ヵ月か

ら15歳であり，性差は男8，女2であった．非isomer－

ism群は4例（左室型1例，右室型3例）であり，　as－

plenia群は4例（左室型2例，右室型2例），　polys・

plenia群は2例（右室型2例）であった．なお，　asplenia

表1　対象

case 死L時
年　齢

isomerisrn 心室形成 conUS 合併奇形 PA／AO 手術 死因

1 4Y non LV［SDN］ subpulmonary O．92 BTshnt 脳膿瘍

TAPVC
2 15Y non RV［IDL］ bilatera1

bil　SVC
0．56 BTshnt

3 2M non RV［IDD］ bilateraI bil　SVC 0．7 hypoxla

4 16Y non RV［SDD］ bilatera1 0．57 BTshnt

5 1Y polysplenia RV［PDD］ bilateral bil　SVC （PA）

6 3M polysplenia RV［PDD］ bilateral bil　SVC （PH） 心不全

7 4M asplenia LV［ADD］ subaortic PLSVC 0．36

8 3Y asplenia LV［ADN］ subpulmonary PLSVC 0．47 BTshnt

TAPVC
9 2M asplenia RV［ADD］ bilatera1

bil　SVC
0．78 hypoxia

TAPVC
10 5M asplenia RV［ADD］ bilateral

LSVC
（PA） hypoxia

bil　SVC：両上大静脈　LSVC：左E大静脈

PH：肺高血圧

PA／AO：肺動脈大動脈弁輪径化　PA：肺動脈閉鎖
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群は全例right　isomerismであり，polysplenia群も全

例left　isomerismであった．体肺静脈の合併奇形は総

肺静脈還流異常（TAPVC）が3例でDarling分類では

1型1例，II型1例，　III型1例であり，左上大静脈は

3例，両上大静脈は5例で，isomerism群では全例何

らかの体肺静脈還流異常を伴っていた．肺動脈狭窄

（PS）を合併していたものは7例，肺動脈閉鎖（PA）

2例で，PS　7例中6例は二尖弁で肺動脈と大動脈の

弁輪径比は0．36から0．92（平均0．62）であり，PSがな

く，肺高血圧を呈していたものは心不全死したpolys－

plenia群の3ヵ月例のみであった．死因が判明してい

るものは5例で低酸素血症3例，脳膿瘍1例，心不全

1例であった．また手術を行っていたものは4例で何

れもBT　shuntであった．

　これらの症例の共通房室弁に対し，Rastelli分類C

型完全型心内膜床欠損症と比較し，弁尖と乳頭筋の数

と形態，腱索と交連部の形態，弁尖のcoaptationの良

否について検討した．この際，弁下組織により支えら

れていることを交連部の形態的条件とした．更に年齢，

心室形態やconusなどの心室内構造，心室大血管関

係，体肺静脈などの他の合併奇形と照らし合わせ，そ

れぞれの症例に対する外科治療とその問題点について

検討した．

　なお心室および房室弁のpartitionについては

Jatane手術や心外導管を加えてpartitionを行った報

告もあるが7），手術侵襲が大きい．Fontan手術の成績

が近接期遠隔期とも安定していることから，現時点で

はJatene手術，心外導管，弁置換術を加えずにparti－

tionを行う方針であり，このためには以下の1）～6（の

条件が必要になる．まず，心内構造から見てpartition

が可能か否かの条件であるが，1）心室のtrabecula・

tionがsmoothで高度の遺残短絡なしにpartitionの

針糸が置けるか，2）肺動脈弁狭窄が高度である場合，

通常のパッチ拡大術を行うとSLVでは刺激伝導系を

損傷する．このため，パッチ拡大術を行わずにPSが解

除できるかの条件として，弁下狭窄が軽度で肺動脈と

大動脈の弁輪径比が0．6以上あるか，3）系統心室側の

房室弁から大動脈への血流路形成（rerouting）が可能

であるか．これらの条件に加えて，本疾患群では共通

房室弁が完全型心内膜床欠損症C型の形態からどの

程度逸脱しているかが，partitionの可否を決定する．

すなわち，4）分割後の系統心室側の房室弁が二つ以上

の乳頭筋を有するか，5）弁尖のcoaptation　zoneが修

復可能な形態異常にとどまっているか，さらに，6）左

側外側尖が低形成であると，系統心室側房室弁が狭窄

になるので左側外側尖と同定できる弁尖の周径が全弁

輪周径の20％以上あるか．これらの条件により全標本

について，partitionが可能か否か判定した．

　　　　　　　　　　結　　果

　1）非isomerism群（表2）

　左室型の1例（case　1）はBT　shunt後脳膿瘍のた

め4歳で死亡した症例である．SDN型で房室弁は弁

尖，弁下組織ともC型完全型心内膜床欠損症の房室弁

構造と同様に乳頭筋が4個，弁尖も共通前尖，共通後

尖，左右外側尖の4弁尖に分化しており，coaptation

も良好である（図1）．partitionを行ったと仮定した場

合の系統心室側の房室弁は二つの乳頭筋を有して僧帽

弁類似形態となることが可能で，左側外側尖の大きさ

も共通房室弁全体の弁輪径の21％と十分である．心室

内構造は典型的なSDN型左室性単心室で，大動脈は

大きな左室の後方から共通房室弁に繊維性連絡を保つ

形で起始し，肺動脈は右前方の痕跡的右室から起始し

ている．肺動脈と大動脈の弁輪径比はO．92とPSも軽

度で，その解除は容易であり，本例では心室と房室弁

のpartitionは可能と考えられた．

　右室型の3例（case　2，3，4）はsitus　solitus　1例，

表2　non－isomerism群の房室弁形態

case
死亡時
年　齢

心室形態 弁尖数
乳頭
筋数

弁尖，弁下組織の異常 coaptation
partition

の可否

1
　
　
　
　
9
乙
　
　
　
　
　
　
つ
0
　
　
　
　
　
　
4

4Y

15Y

2M

l6Y

LV［SDN］

RV［IDL］

RV［IDD］

RV［SDD］

4
3
3
3

4
3
2
2

（心内膜床欠損症に類似）

低形成乳頭筋

交差する腱索

外側尖の退縮

短縮した腱索により支えられる交連部

低形成乳頭筋

腱索のみにより支えられる交連部

good

good

poor

fair

可

不可

不可

不可
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図1　非isomerism群の左室型単心室の4歳児例
　（case　1）．　a）共通房室弁の弁尖は共通前尖，共通後

　尖，左右外側尖に判別でき，乳頭筋も4個あり，完

　全型心内膜床欠損症に類似する．b）同じ症例を心

　房側から見たもの．＊印の部の裏側に共通前尖と線

　維性連絡を持った大動脈弁があり，★印の部に室間

　孔がある，SDN型であり，partitionが可能である．

　CAL：共通前尖，　CPL：共通後尖，　LLL：左側外側

　尖ピRPL：右側外側尖

situs　inversus　2例であり，　case　2は1型TAPVCを

合併していた．房室弁は3例とも弁尖の数は3個，乳

頭筋の数は2～3個であり，乳頭筋というより心室内

の隆起より腱索が出ている交連部もあり，C型完全型

心内膜床欠損症というより正常心の三尖弁に近い形態

である．15歳のcase　2（図2），16歳のcase　4では

coaptationもまずまずであったが，2ヵ月のcase　3で

は弁尖の一つは殆ど心室壁に付着し，腱索のみで二つ

の交連部がささえられるという未発達の弁下構造を呈

しており，coaptationも不良であった．3例とも系統

心室側の房室弁の形成は可能であるが，肺心室側の房
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図2　非isomerism群の右室型単心室の15歳児例
　（case　2）．　a）心室側から見たもの．弁尖は3個しか

　認められず，★印の乳頭筋は低形成で心室の隆起に

　近い．b）同じ症例を心房側から見たもの．＊印の腱

　索は対側に交差している．

　VL：弁尖

室弁は弁尖面積，coaptation　zone及び開放弁口面積

が不十分な二尖弁となる．またbilateral　conusのため

大動脈へのreroutingの際，大動脈弁下狭窄の可能性

がある．これらの点より3例ともpartitionは極めて

困難と考えられ，Fontan手術の適応となる．しかし，

2ヵ月時にhypoxic　spellで死亡したcase　3では

Fontan手術前に体肺短絡術が必要であったと考えら

れるが，前述したように，弁尖のcoaptationも不良で

あるため，短絡術の術後には容量負荷による房室弁逆

流が問題になったと考えられ，このような症例では短

絡術の段階で積極的な弁輪縫縮術などが必要となる．

　2）polysplenia群（表3）

　2例とも左側外側尖の側方に痕跡的左室を有する右
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表3　polysplenia群の房室弁形態

case
死亡時
年　齢

心室形態 弁尖数
乳頭
筋数

弁尖，弁下組織の異常 coaptatlon
partition

の可否

〔
0
　
　
　
　
　
　
　
6

1Y

3M

RV［PDD］

RV［PDD］ 4
4
3
3

外側尖の退縮

交差する腱索

外側尖の退縮

直接弁尖に伺着した乳頭筋

パラシュート様乳頭筋

fair

poo「

不可

不可

図3　polysplenia群の右室型単心室の3ヵ月児例
　（case　6）．房室弁は共通前尖，共通後尖，左右外側

　尖に判別できるが，左外側尖は低形成でほぼ心室壁

　に付着しており，両交連部は＊印の乳頭筋がほぼ直

　接弁尖に付着しており，可動性もあまり認められな

　い．左側外側尖の裏側に室間孔で右室と連絡のある

　スリット状の左室がある．

室型であり，房室弁について見るといずれも弁尖は4

個，乳頭筋は3個であり，弁尖の形態はC型完全型心

内膜床欠損症にやや近く，共通前尖，共通後尖，右外

側尖，低形成な左外側尖と判別できるが，弁下構造は

いずれも形成不良である．肺動脈閉鎖で1歳時に体肺

短絡術後死亡したcase　5は弁尖のcoaptationはまず

まずであるが，左側で腱索が対側に交差し，左側外側

尖の周径は全弁輪周径の20％で，低形成である．心不

全で死亡した3ヵ月児のcase　6でも（図3）左側外側

尖の周径は全弁輪周径の14％であり，弁尖はほぼ心室

壁に付着し，その交連部は直接弁尖に付着した1つの

乳頭筋によって支えられるなど低形成であり，当然弁

尖のcoaptationも不良である．いずれの例もparti・

tionを施行した後の左側房室弁の形成が困難であり，

またbilateral　conusのため，大動脈へのreroutingも

難しく，根治術としてはFontan手術が適当と考えら

れる．またはcase　6ではPSがなく，高肺血流であり，

現在ではまず肺動脈絞拒術が適応になるが，死亡した

3ヵ月時すでに高度の共通房室弁逆流を呈していたと

考えられ，その救命には共通房室弁逆流に対する外科

的処置が同時に必要になると考えられる．

　3）asplenia群

　2ヵ月児のcase　9ではII型TAPVCを，5ヵ月児の

case　10ではIII型TAPVCを合併していた．房室弁に

ついて見ると弁尖は3～4個，乳頭筋は2～4個で弁

尖の形態はC型完全型心内膜床欠損症の弁尖と全く

異なり，共通前尖，後尖，左右外側尖が同定できず，

弁尖の表面も凹凸があって，滑らかでない，弁下組織

についてみてもいずれも形成不良で，case　7では乳頭

筋が直接弁尖に付着しており，case　8では乳頭筋が基

部に集中し，パラシュート様になっており，case　9で

は低形成乳頭筋，短縮した腱索のみにより支えられる

交連部が見られ，case　10でも（図4）短縮した細かな

腱索のみにより支えられる小さな交連部用の間隙が見

られ，この間隙はcoaptation　zoneとしては不十分な

状態で，逆流防止としての弁機能を十分に果たしえな

い形態となっている．弁尖のcoaptationはcase　8では

まずまずであるが，弁下構造が脆弱であるcase　7，9，

10では極めて不良であった．いずれの例もpartition

を行うと房室弁がパラシュート様になり，房室弁の形

態から見ても，心内構造から見てもpartitionは困難

と考えられ，Fontan手術しか適応にならない．また

case　7，9，10は4ヵ月児，2ヵ月児，5ヵ月児の乳児

期早期死亡例であり，まず体肺短絡術が適応になるが，

case　9，10ではTAPVCを合併している上に3例とも

弁下構造が未発達で，弁尖のcoaptationは不良であ

る，このため，体肺短絡術時にはTAPVCの修復や弁

輪縫縮術などの房室弁逆流防止の措置を積極的に行う

必要がある．

　　　　　　　　　　考　　察

　単心室の自然予後についてはMayo　Clinicの
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図4　asplenia群の右室型単心室の5ヵ月児例（case

　10），a）弁尖の形態は不定型で小さな★印の腱索は

　対側に交差しており，大きな★印の部では乳頭筋が

　基部で集中し，パラシュート様になっている，また

　＊印の乳頭筋は弁尖に直接付着するなど形成不十分

　な弁下構造を呈している．b）同じ症例の流出路．肺

　動脈閉鎖であり，trabeculationの豊富なsubaortic

　conusが認められる．

　AO：大動脈

Moodieらの左室型単心室に対する報告を見ても1年

間に4．8％ずつ死亡し，50％が診断後14年以内に死亡す

るなど不良であり，肺動脈狭窄も延命効果がなかった

としている16）．また姑息術の遠隔成績についても

Moodieらの報告では84例中33例が5年以内に死亡す

るなど遠隔死亡が多く，根治術の必要性がより強調さ

れている17）．ただ，単心室は右室型，左室型といった心

室形態の違いだけでなく，多様な刺激伝導系形態，円

錐動脈幹奇形や房室弁異常，体肺静脈還流異常などの

合併奇形を様々な組み合わせで合併する幅広い疾患群

であるため，根治術後の生存を得るためには個々の症
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例における心室形態と合併奇形に対応した姑息術から

根治術に到る治療体系が必要になる．

　共通房室弁は単心室の合併奇形の中でも頻度の多い

ものであり，25％から61％の頻度を有し3）一一5），中でも

asplenia群では半数以上に合併すると云われてい
る3）15）．

　外科治療の点でみた場合，共通房室弁を合併した単

心室に対しては従来中隔形成術は困難とされ，姑息術，

Fontan手術が行われてきたこともあって，その形態

については殆ど検討されていなかった．断層心エコー

図による検討では有沢らは弁尖は4～5個で4個の乳

頭筋を有する例が多いと報告し18），Smallhornらは二

つの1ateral　leafletにはさまれたfree　fleating　leaflet

を有することを特徴としている19）．しかし今回の我々

の検討では非isomerism群の左室型を除くとその弁

尖形態はC型完全型心内膜床欠損症と大きく異なる．

弁尖も3個のものが多く，弁尖が4個あっても乳頭筋

が3個しか認められない例など乳頭筋も3個以下であ

ることがほとんどであり，形成不良な弁尖，弁下構造

をしており，特にasplenia群ではすでにVan　Mierop

も指摘しているように15）不定型な弁下組織となってい

る，また，房室間刺激伝導系もslingなど特異な形を呈

することが多い．

　単心室の根治術としてKirklinらが初めて成功した

中隔形成術2°）は従来欧米では手術成績，遠隔成績共に

不良であり11）2°）21），Fontan手術にとりかわっていた．

近年，本邦では左室型単心室に対する中隔形成術が見

直され22｝，今井らの成績を見ても19例中1例死亡と良

好である23）．左室型単心室に対する中隔形成術では房

室間刺激伝導系の走行もほぼ解明されており，Fontan

手術に比べ，より生理的な血行動態であり，Kurosawa

らの報告を見てもより低い心房圧でより高い心拍出量

を得ることができる24）．またFontan手術が不可能な

肺血管抵抗の高い症例にも可能であるなどの利点を有

す22），共通房室弁を合併した単心室に対しては川島ら

によりtwin　valveの使用が提唱されたことがあるも

のの25）その成功例はなく，Danielsonらの報告例も14）

Van　Praagh分類C型であり，巨大心室中隔欠損を

伴った完全型心内膜床欠損症といえるものであった．

このため，共通房室弁を合併した単心室は形態学者か

らも外科医からも中隔形成術は不可能とされてい

た1°）11）．今井らは1986年共通房室弁を伴ったSLD型

DILVに対する中隔形成術，房室弁二分割形成術に世

界で初めて成功した12｝．この場合中隔形成術を行いえ
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表4　asplenia群の房室弁形態

case
死亡時
年　齢

心室形態 弁尖数
乳頭
筋数

弁尖，弁下組織の異常 coaptation
partition

の可否

不定型な弁尖

7 4M LV［ADD］ 4 3 直接弁尖に付着した乳頭筋 fair 不口r

パラシュート様左房室弁

8 3Y LV［ADN］ 4 4
不定形な弁尖

乳頭筋の基部での集中
fair 不可

不定型な弁尖

9 2M RV［ADD］ 3 2 短縮した腱索により支えられる交連部 poor 不ロ∫

パラシュート様左房室弁

不定型な弁尖

10 5M RV［ADD1 4 3 短縮した腱索により支えられる交連部 poO「 不可

パラシュート様左房室弁

る条件としては，心室形態が左室型であり，PSがない

か，あっても軽度であるなどの条件に加え，先に述べ

たように房室弁はC型完全型心内膜床欠損症に類似

し，partition後の左側房室弁が二つの乳頭筋を有し，

左側外側尖が十分な大きさを有し，弁尖のcoaptation

が修復可能であることなどの条件が必要になる．本研

究の10例中上記の条件から見て，partitionが可能と考

えられたのは非isomerism群唯一のDILV　1例だけ

であった．今井らの本疾患群の根治術の経験を見て

も26）14例中唯一一の非isomerism群のDILV例にpar－

titiollが行われており，症例は少ないが，非isomerism

群のDILVに対してはpartitionを行い得る可能性が

ある．このため，術前の心エコー検査による形態の十

分な把握が必要である．

　しかし残りの9例では房室弁の弁尖が3個であった

り，左側でパラシュート様になったりするなどC型完

全型心内膜床欠損症のそれに比べると弁尖，弁下構造

とも形成不良であり，房室間刺激伝導路の識別も難し

く，心室内構造の点からみても中隔形成術を行うには

弁置換術，Jatene手術，心外導管が必要になり，現時

点ではFontan手術の適応が妥当である．

　共通房室弁を合併した単心室に対するFontan手術

の成績はMayo　group9），松田ら7），　Dicarloら8）の報告

を見ても良好とはいえず，房室弁逆流とそれに伴う心

室機能の低下，同時に合併する体肺静脈還流異常が問

題とされてきた．今井らは共通房室弁を合併した単心

室13例に心耳，肺動脈吻合と心房内のoblique　parti－

tionを原則とするFontan手術を行い，死亡1と良好

な成績を挙げているが26），体静脈還流異常に関しては，

体静脈の心房開口部によってはspiralな心房のparti・

tionを行ったり，交通のない両側上大静脈例では片側

にGlenn手術を行うなど手術手技に工夫を加え，対処

している．ただ，これらのpartitionは手技的に難度が

高く，de　Levalらの提唱した27｝intra　atrial　conduitを

用い，成績が向上したとの報告もあるが，術後の拍動

性のない肺動脈血流が長期的に見て，肺血管床にどの

ような影響を与えるかは今後の長期観察が必要であ

る．

　共通房室弁の逆流はFontan手術の際，大きな問題

となってきた，佐野ら4）は本症の弁輪径を測定し，逆流

群で弁輪径は拡大しており，弁輪径と心室容量に正の

相関があったとし，その発生には心室機能が関与する

ことを示唆しているが，本研究の結果を見てもその発

生には共通房室弁の弁尖，弁下組織の形態異常の関与

するところが大きい．ChoussatらはFontan手術の適

応に際して，房室弁逆流例はFontan手術の適応外と

し28），本疾患群においても共通房室弁置換術のみを

行った例，弁輪形成術とcavo・pulmonary　shuntを

行った例，弁置換術とFontan手術を組み合わせた例

などが報告されてきたが7）29ト31），今井らは共通房室弁

例を含む房室弁逆流例に対しては亜全周性の弁輪形成

術を積極的に行い，良好な結果を得ている32）．Fontan

術後は容量負荷の減少にともない，心室拡張末期容積

が減少するため，弁輪径の減少に連なり，術中形成術

により逆流を少なくしておけぽ，術後においては更に

逆流の減少が期待できる26）．Fontan手術が可能である

年齢まで生存できた症例では本研究からみても弁尖の

coaptationはある程度まで保たれている．このため，

逆流が進行し，心室駆出率が低下しないうちに弁輪形

成術とFontan手術を行えば，生存は可能であると考
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えられ，心エコー検査による注意深いフォローアップ

を行い，逆流の増大と心室機能の低下を見ないうちに

根治術に踏み切ることが重要である．

　結局本疾患群でもっとも問題となるのは術前低酸素

血症や心不全を主徴とする乳児早期例である．今回の

検討でも乳児早期例ではいずれの房室弁も形態的に形

成不十分で，coaptationは不良であり，機能的にも弁

の開閉機能が不十分な弁下構造になっている．このた

め体肺短絡術が必要であるにもかかわらず，術前から

著明な逆流を呈するか，体肺短絡術後に容量負荷のた

め容易に弁輪拡大から房室弁逆流を引き起こし，高度

の心不全に陥る．また心外型のTAPVCをしばしぼ合

併し，短絡術後容易に高度の肺うっ血を引き起こす．

この群での姑息術の成績は実際不良であり7）33）～35），こ

の群での短絡術前後の房室弁逆流とTAPVCに対す

る外科的処置が今後の課題である．

　単心室の病態発生に関してはVan　Mieropは発生

学上の立場からDIRVは胎生期AV　canalの右方へ

の過剰偏位であり，DILVはこれが不十分でAV　canal

とbulboventricular　septumの位置がずれた状態と考

えられるとした36）．一方，痕跡的心室のあるなしにかか

わらず，胎生期のinlet　septumの成長の欠如の結果が

univentricular　heartであるとしていたAndersonら

も37）最近では，DIRVは共通房室孔の極端な右方偏位

の結果とする意見には同意しているようである38）．本

研究ではDILVの共通房室弁がC型完全型心内膜床

欠損症のそれと類似していたのに対し，DIRVの共通

房室弁は前者と異なり，三尖弁に類似した三弁構造を

有しており，この違いは前述したDILVとDIRVの病

態発生の違いに起因している可能性がある．すなわち

DIRVでは共通房室孔の極端な右方偏位に伴い，四つ

の心内膜床も当然右方に移動する39）．心内膜床は一方

右背側円錐隆起，左腹側円錐隆起と相互に働き，conus

を形成する接着剤的な役割を果たすとも考えられ4°），

その移動は共通房室孔の移動とアソバランスになりう

る．この結果として心内膜床がeccentric　fusionした
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ものがDIRVの共通房室弁になる．これに対し，DILV

では共通房室孔はあまり移動せず，inlet　septumが欠

如するため，心内膜床の癒合不全の結果としての共通

房室弁はC型完全型心内膜床欠損症のそれと類似し

た形態になる．右優位型のC型完全型心内膜床欠損

症，本検討例のcase　5，　case　6，共通房室弁を合併し

たDIRVと並べてみると（図5），　case　5では右室とつ

ながる小さな左室があり，case　6では左室は心筋内に

スリット状になり，右室と殆ど交通はなく，左方にあ

り，共通房室弁を合併したDIRVでは右室と交通のな

い極めて低形成な左室が認められるだけであり，共通

房室孔の過剰右方偏位の不全型から完全型へ移行して

いくスペクトラムとしてとらえられる．弁尖について

みても右優位型のC型完全型心内膜床欠損症ではleft

lateral　leafletはやや低形成であるがcase　5では更に

低形成となり，case　6では殆ど三弁に近く，DIRVでは

完全な三弁になるというスペクトラムも認められ，本

症の病態発生を考える上で興味深い．

　　　　　　　　　　結　　論

　1）共通房室弁を合併した単心室の心標本10例に対

し，形態学的検討を加え，外科治療上の問題点につい

て検討した．

　2）非isomerism群の左室型1例はSDN型で房室

弁は完全型心内膜床欠損症の房室弁に相当し，coapta－

tionも良好であった．

　3）非isomerismの右室型3例の房室弁は弁尖は3

個，乳頭筋は2～3個で正常心の三尖弁の形態に近

かった．

　4）polysplenia群の2例の房室弁は弁尖は完全型心

内膜床欠損症に類似するが，左側外側尖が低形成で弁

下組織も腱索が対側に交差したり，弁尖に直接乳頭筋

が付着するなど形成不良の形態であった．

　5）asplenia群の4例の房室弁は弁尖は3～4個，

乳頭筋は2～4個で弁下組織にもパラシュート様房室

弁，弁尖に直接付着した乳頭筋，短縮した腱索のみに

より支えられる交連部などの異常が見られるなど極め

心室中隔

RV

right　dominant

complete　ECD

LV
RV

case5

e，（ヨ）

図　5

case6 case4
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て形成不良の形態であった．

　6）本疾患群に対する根治術としてpartitionが可

能と半1」定されたのは非isomerism群の左室型1例だ

けであり，他の9例では現時点ではFontan手術が適

当と考えられた．

　7）乳児早期死亡例の5例はいずれも弁尖，弁下組織

が形成不十分な形態で，かつ機能的にも弁の開閉機能

が不十分であり，術前後の房室弁逆流が問題になると

考えられた．

　稿を終わるにあたり，御指導と御校閲を賜りました恩師

今井康晴教授に深甚なる謝意を表します．また心標本を検

討するにあたって御指導いただきました黒澤博身助教授

（現，慈恵会医科大学教授）に感謝の意を表します．
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Double・Inlet　Ventricle　with　a　Common　Atrioventricular　Valve：Morphologic　Analysis　and

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Surgical　Implications　in　10　Cases

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Yongsong　Koh

Department　of　Pediatric　Cardiovascular　Surgery　The　Heart　Institute　of　Japan

　　　　　　　　　　　　　　（Director：Prof．　Yasuharu　Imai，　M．D．）

　　　Ten　speciments　of　double－inlet　ventricle　with　common　atrioventricular　valve　have　been

morphologically　examined　to　assess　the　feasibility　of　surgical　treatment．　The　hearts　were　classified

into　three　groups；non・isomerism，　polysplenia　syndrome，　asplenia　syndrome．　Non－isomerism　group

consisted　of　4　hearts；one　of　double・inlet　left　ventricle　and　three　of　double－inlet　right　ventricle．　One

case　of　double－inlet　left　ventricle　had　right・sided　rudimentary　right　ventricle　coexisting　with

ventriculo－arterial　concordance　and　mild　pulmonary　stenosis．　A　common　atrioventricular　valve　of　the

heart　was　almost　compatible　with　that　of　the　complete　form　of　endcardial　cushion　defect　and　had　good

coaptation　of　valve　leaflets．　Three　cases　of　double－inlet　right　ventricle　had　rudimentary　left　ventricle

with　no　communication　between　ventricles　and　bilateral　conus．　Common　atrioventricular　valves　of

these　three　hearts，　which　had　3　valve　leaflets　and　20r　3　papillary　muscles，　resembled　the　tricuspid

valve　in　normal　heart．　Polysplenia　syndrome　group　had　two　hearts　of　double－inlet　right　ventricle　with

rudimentary　left　ventricle．　Common　atrioventricular　valves　of　polysplenia　syndrome，　although　which

were　compatible　with　that　of　the　complete　form　of　endocardial　cushion　defect，　had　hypoplastic　left

lateral　leaflets　and　demonstrated　atypical　tension　apparatus，　as　crossing　chordae　or　papillary　muscle

directly　attached　to　valve　leaflets．　Asplenia　syndrome　group　had　four　hearts；two　of　double・inlet　left

ventricle　with　rudimentary　right　ventricle　and　two　of　double－inlet　right　ventricle．　Common

atrioventricular　valves　of　asplenia　syndrome　demonstrated　atypical　valve　leaflets，which　consisted　of　3

0r　4　leaflets，　and　atypical　tension　apparatus，　as　in　parachute　valve，　papillary　muscles　directly　attached

to　the　leaflet，　or　commissures　supported　by　short　chordae．　Partition　of　ventricle　and　common

atrioventricular　valve　was　possible　in　only　l　case　of　double・inlet　left　ventricle　of　non－isomerim．　The

other　g　cases　were　judged　suitable　for　a　Fontan　type　of　procedure．　All　of　five　cases　died　during　early

infancy．　Beause　of　demonstrated　poor　coaptation　of　valve　leaflects　and　atypical　tension　appratus，　five

cases　who　died　during　early　infancy　might　present　massive　regurgitation　of　common　atrioventricular

valve，　in　the　setting　of　Blalock　Taussig　shunt　operation．
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