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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　心内膜床欠損症（ECD）に合併した大動脈弁下狭窄（SAS）に対する外科治療を行った7例に対する

手術成績の検討とECD修復術前およびSAS解除術前の左室造影による大動脈弁下部の計測に基づく

形態評価を行った．7例中2例はECD修復術とSAS解除術を同時に施行し，3例はECDの修復術から

平均3．0年後に，2例は僧帽弁置換術から平均8．9年後にSAS解除術を行った．術前の圧較差は平均62

mmHgであった．経大動脈弁的SAS解除術を5例に，　Konno手術を2例に施行し，死亡例および有意

な圧較差が残存した症例はない．SAS解除術前の左室造影収縮末期像における上行大動脈径に対する大

動脈弁下最狭小部径の比は正面像，側面像ともに0．5以下であった．また，ECD修復術から比較的早期に

SASが進行した症例ではECD修復術前の左室造影側面像にて，すでに形態的な狭窄像を認めた．　ECD

修復術前における大動脈弁下部の注意深い形態評価はSASの早期認識，診断および外科治療に有用か

つ重要である．

　　　　　　　　　緒　　言

　心内膜床欠損症（endocardial　cushion　defect，以下

ECDと略す）に合併した大動脈弁下狭窄（subaortic

stenosis，以下SASと略す）はECD修復術後の心不全

や僧帽弁逆流の進行と術後早期および遠隔期の成績に

影響をおよぼすため，SASに対する早期の診断と治療

が重要となる．しかし，ECD修復術の術前血行動態的

評価，すなわち大動脈弁下部の圧較差の有無とその程

度を評価するだけでは心内左右短絡や僧帽弁逆流のた

めにSASを見逃す危険性があり1），　ECD修復術後に

初めてSASの存在に気付かれる場合や，術後2，3年

で高度なSASに進行する症例も経験される2）3）．そこ

で，今回の研究ではECDに合併したSASに対する外

科治療例の臨床経過と手術成績を検討するとともに，
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左室造影法を用いてSAS解除術前とECD修復術前

における大動脈弁下部の計測を行い，形態診断の重要

性について検討した．

　　　　　　　　　対象と方法

　1989年1月から1993年10月までに東京女子医科大学

心研循環器小児外科において，ECDに合併したSAS

に対する外科治療を行った7例（全例女児）を対象と

した（Table　1，2）．ECDの病型分類は完全型（Rastelli

分類A型）4例，不完全型3例で，SAS以外の主な合

併奇形は体静脈還流異常と単心房を伴うleft　isomer－

iSm（3例），大動脈縮窄と二尖弁性大動脈弁（1例），

重複僧帽弁口（1例）であった．大動脈縮窄合併例は

生後1ヵ月時に他施設で大動脈縮窄解除術が施行さ

れ，縮窄部の圧較差は消失した．

　症例1と2は初回カテーテル検査で大動脈弁下部に

圧較差を認めたため，症例1は生後2カ月時に，症例

2は3．1歳時にECDの修復術とSAS解除術を同時に
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Table　l　Primary　diagnosis　and　pathology　of　subaortic　stenosis　in　seven　patients　with　endocardial　cushion　defect

　　and　subaortic　stenosis

Case

1

2

つ

D

4

5

6

7

Diagnosis

left　isomerism，　complete　ECD，　common　AVV　regurgitation（grade　II），SAS，　com－
mon　atriurn，　azygos　connection，　bilateral　SVC

partial　ECD，　mitral　regurgitation（grade　III），　SAS，　coarctation　of　the　aorta，
bicuspid　aortic　valve

complete　ECD，　common　AVV　regurgitation（grade　II）

complete　ECD，　common　AVV　regurgitation（grade　II），doubIe　orifice　of　mitral
valve

left　isomerism，　partial　ECD，　common　atrium，　partial　anomalous　pulmonary　venous
connection，　azygos　connection，　bilateral　SVC

left　isomerism，　partial　ECD，　mitral　regurgitation（grade　I），　common　atrium，
bilateral　SVC，　mild　pulmonary　stenosis

complete　ECD，　common　AVV　regurgitation（grade　II），

Pathology　of　SAS

anterolateral　inuscle　bundle

discrete品romuscular　tissue

aCCeSSOry　mitral　tag

discrete　fibrous　tissue

discrete　fibrous　tissue

discrete品romuscular　tissue

discrete　fibrous　tissue

SAS　subaortic　stenosis，　ECD；endocardial　cushion　defect，　AVV；atrioventricular，　SVC　superior　vena　cava

Table　2　Ages　at　examinations　and　operations，　pressure　gradients，　and　R　values

Case Age
（years） Examinations　or　operations

Pressure　gradients
　　　　（mmHg）

Rf Rl

1 0．2 catheterization 8 0．54 0．69

0．2 ECD　repair十transaortic　resection

2 0．1 repair　of　coarctation　of　the　aorta

1．0 catheterization 25 0．32 0．40

2．8 catheterization 68 0．45 0．35

3．1 ECD　repair＋transaortic　resectio11

4．5 Konno十MVR
3 0．2 catheterization 0 0．78 　

0．2 ECD　repair

0．3 mitral　valve　repair

1．7 catheterization 70 0．47 0．30

1．8 transaortic　resection十exploration　of　mitral　valve

4 0．8 catheterization 0 0．71 0．37

0．9 ECD　repair

2．7 echocardiography （30）

2．8 transaortic　resection十MVR

5 0．9 catheterization 0 0．70 0．44

1．1 ECD　repair

5．0 catheterization 70 0．31 0．29

6．7 Konno十MVR
6 1．7 ECD　repair

2．9 MVR
4．9 catheterization 0 0．75 0．60

5．0 reMVR
13．3 catheterization 75 0．43 0．45

13．4 　　　　　　　　・‘tranSaOrt1C　reSeCtlOn

7 1．6 catheterization 0 1．10 0．94

1．7 ECD　repair

1．9 MVR
10．6 catheterization 115 0．28 0．42

11．3 Konno

ECD：endocardial　cushion　defect，　MVR：mitral　valve　replacement

Presented by Medical*Online



平成7年5月1日

施行した．

　症例3，4，5のうち症例4では術前の心エコー検

査で僧帽弁腱索が大動脈弁下の心室中隔に異常挿入し

ている所見を認めたが，3例とも心カテーテル検査上，

弁下部に圧較差を認めなかったので，初回手術では

ECDに対する修復術のみを行い，弁下部の検索は行わ

なかった．修復術の内容は症例3（手術時年齢，2カ

月）が完全型ECDに対するone－patch法および僧帽

弁の裂隙縫合と全周性弁輪縫縮術，症例4（11カ月）

は重複僧帽弁口に対するbridging　tissueの切離と僧

帽弁裂隙の縫合，心室中隔欠損孔の直接閉鎖と心房中

隔一次口欠損のパッチ閉鎖術，症例5（1．1歳）は単心

房と部分型肺静脈還流異常を伴う部分型ECDに対す

る心房中隔作成術で，症例5の手術は他施設で施行さ

れた．術直後に施行された心エコー検査あるいは心カ

テーテル検査では3例とも大動脈弁下に狭窄所見を認

めなかった．症例3は修復術後も僧帽弁逆流が残存し

たため，1カ月後に僧帽弁の弁形成と亜全周性弁輪縫

縮術を追加した．3例とも修復術からそれぞれ1．5年，

1．8年，3．5年後の心エコー検査によってSASと中等

度から高度の僧帽弁逆流を指摘され，それぞれ1．8歳，

2．8歳，6．7歳時にSASと僧帽弁逆流に対する再手術

が施行された．

　症例6と7ではECD修復術後の僧帽弁逆流に対す

る人工弁置換術後にSASが進行した．症例6は1．7歳

時の初回修復術で心房中隔作成術と左上大静脈結紮を

行ったが，術後に僧帽弁逆流が進行したため，2．9歳時

に23mm　Hancock弁による僧帽弁置換術，5．0歳時に

は25mm　St．　Jude　Medical弁による再弁置換術が施行

された．症例7では1．7歳時のtwo－patch法と僧帽弁

裂隙縫合による修復術から3カ月後に僧帽弁前尖を温

存した僧帽弁置換術（25mm　St．　Jude　Medical弁使用）

が施行された．この2例の弁置換術あるいは再弁置換

術からSASの診断までの期間はそれぞれ7．5年と8．5

年，SAS解除術時の年齢はそれぞれ13．4歳，11．3歳で

あった．

　SAS解除術の術前評価は7例中6例が心カテーテ

ル検査と心血管造影検査により，1例（症例4）が心

エコー検査のみによって行われた．心カテーテル検査

による大動脈弁下部の圧較差は症例1が8mmHgとわ

ずかであったが，他の5例では70mmHgから115

mmHg（平均80mmHg）であった．症例2は大動脈縮

窄解除術後に他施設で2回の心カテーテル検査を受け

たが，1．0歳時の初回検査ですでに25mmHgの圧較差

149　（43）

を認めた．急性心不全のために心エコー検査のみで再

手術に踏み切った症例4では高度の僧帽弁逆流と圧較

差30mmHgのSASを認めた．

　SASの解除術中に観察されたSASの主な病因は
discrete　fibromuscular　tissue（2例），　discrete　fibrous

tissue（3例），　accessory　mitral　tag（1例），　anter－

olateral　muscle　bundle3）の肥厚（1例）であった．

　5例（症例1～4と6）に対しては経大動脈弁的に

SASの解除術を行った．その術式の内容は症例順に

anterolateral　muscle　bundleの模状切除，　fibrous・tis－

SUe切除＋myOtOmy＋myeCtOmy，　aCCeSSOry　mitraI

tag切除，　fibrous　tissue切除，　fibrous　tissue切除＋

myotomyであった．なお，症例1に対してはtwo・

patch法と僧帽弁裂隙縫合によるECDの修復と左上

大静脈結紮術，症例2に対しては僧帽弁の裂隙縫合と

弁輪縫縮術，心房中隔一次口欠損のパッチ閉鎖術を同

時に行った．また，再手術例の症例4には高度僧帽弁

閉鎖不全に対する人工弁置換術（23mm　St．　Jude　Medi－

cal弁）を同時に行った．症例3もSAS解除術時に中

等度の僧帽弁逆流を認めたため僧帽弁を観察したが，

前回の修復自体に問題はなく，さらに弁形成術を加え

ることによって僧帽弁狭窄の危険性があることと，

SAS解除後の左室圧低下による僧帽弁逆流の減少を

期待して特に修復を加えなかった．

　一方，tunnel　typeに近い高度なSASとSellers分

類1度あるいはII度の大動脈弁逆流を認めた2例（症

例5と7）に対しては，いずれも23mm　St．　Jude　Medi－

cal弁による大動脈弁置換術を併用したKonno手術

を施行した．また，症例5では僧帽弁狭窄兼閉鎖不全

に対する弁置換術（25mm　St．　Jude　Medical弁）も同

時に施行した．

　大動脈弁下部の計測

　ECD修復術およびSAS解除術の術前に行った左室

造影検査を用いて大動脈弁下部の計測を行った．方法

は正側同時2方向左室造影の収縮末期像における大動

脈弁下の最狭小部横径とバルサルバ洞直上の大動脈横

径を計測し，大動脈径に対する弁下部径の比をRf値

（正面像），Rl値（側面像）として算出し，大動脈弁下

部の形態評価のための指標とした．

　　　　　　　　　　結　　果

　1．手術成績

　手術死亡はみられなかった．心カテーテル検査ある

いは心エコー検査を用いて，SAS解除術に対する術後

早期の評価を行ったが，大動脈弁下部に有意な圧較差
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あるいは形態的な狭窄所見が残存した症例はなかっ

た．また，術後10カ月から5．6年，平均3．1年の経過観

察でSASの再発や遠隔期死亡はみられていない．し

かし，症例2ではECDの修復とSAS解除の同時手術

によりSASは完全に解除されたが，僧帽弁と大動脈

弁（二尖弁）の逆流が徐々に進行したため，1．3年後に

14mmの大動脈弁輪に対して23mm　St．　Jude　Medical

弁を用いたKonno手術と僧帽弁置換術を同時に施行

した．再手術後の経過は良好である．

　2．大動脈弁下部の計測結果（Table　2）

　1）SAS解除術前

　SAS解除術の術前に心カテーテル検査を施行した

6例のうち，圧較差が極めて軽度であった症例1を除

く5例全例に著明な大動脈弁下部の狭窄像を認めた．

その5例のRf値は0．28～0．47（平均O，39），　Rl値は

0．29～0．45（平均0．36）でいずれも0．5以下であった．

また，症例2では初回検査（1．0歳時）ですでに25

mmHgの圧較差を認めたが，その時点のRf値，　Rl値

も0．5以下であった．

　2）ECD修復術前

　ECD修復術前の心カテーテル検査では，大動脈弁下

部に圧較差を認めず，ECDの修復術から比較的早期に

SASが進行した症例3，4，5に対して，　ECD修復術

前に行った左室造影を検討した．そのうち正側の弁下

部径が計測できたのは症例4と5で，Rf値はそれぞれ

0．71と0．70，Rl値は0．37とO．44であった．2例ともRl

値は0．5以下であり，ECD修復術前の側面像はすでに

形態的な狭窄所見を示したことが判明した．

　僧帽弁置換術後の遠隔期にSASが進行した症例6

と7のECD修復術前と人工弁置換術前の左室造影を

検討した．その結果，両症例のRf値は0．75と1．10，　Rl

値は0．60と0．94で，弁下部に明確な狭窄所見は認めら

れなかった．

　　　　　　　　　　考　　察

　ECDはmuscular　atrioventricular　septumの欠損

とsuperior　bridging　leafletの付着異常によって左室

流出路の延長と狭小化を呈するため，他の奇形心に比

べて，潜在的にSASを来たしやすい解剖学的特徴を

有する4）．さらに，左室流出路周辺構造物の異常と修復

術後の心内短絡や僧帽弁逆流の消失による順行性血流

の増大による血行動態的変化によって，臨床上有意な

SASに進行するものと考えられる1）．

　SASを誘発する解剖学的因子としては心室中隔壁

の肥大やanterolateral　muscle　bundle5）の左室流出路

日本小児循環器学会雑誌　第11巻　第2号

内突出，accessory　mitral　tissueの増大，僧帽弁腱索

の付着異常，乳頭筋の付着異常と肥大6），僧帽弁位に挿

入された人工弁の流出路内突出7＞8）などが報告されて

いる．

　我々が経験した7例についてSASの形態解剖学的

因子を検討した．ECDの初回手術前にSASと診断さ

れた2症例のうち，症例1では流出路内に突出した

anterolateral　muscle　bundleがSASの解剖学的因子

であったが，症例2はECDに大動脈縮窄症と大動脈

二尖弁，大動脈弁直下の高度な全周性繊維筋性狭窄を

合併した典型的な症例であった．ECDの修復術から比

較的早期にSASが進行した3症例にはいずれも僧帽

弁組織に異常が認められ，症例3の過剰な僧帽弁組織

（accessory　mitral　valve），症例4の重複僧帽弁口に合

併した腱索の流出路内異常挿入，症例5の僧帽弁前交

連の無形成を伴う前乳頭筋の付着異常（前乳頭筋が本

来の交連部に相当する弁尖に直接付着していた）が

ECDの修復術後にSASを進行させた因子と考えられ

た．症例6と7は僧帽弁位に挿入された人工弁の流出

路内突出がSASの原因であった．

　ECDに合併したSASに対する診断上の問題点は心

房位あるいは心房，心室位における左右短絡と房室弁

逆流によって血行動態的にSASがマスクされる危険

性の高いことである．そのため，ECD修復術前の左室

造影や心エコー検査に基づく左室流出路の形態診断に

十分な注意を払う必要がある．

　左室造影法を用いた今回の研究では，左室流出路の

狭窄度を評価する指標として，正面および側面の収縮

末期像における上行大動脈径に対する大動脈弁下最狭

小部横径の比（Rf，　Rl値）を用いた．その結果，　SAS

解除術前，すなわち弁下部に有意な圧較差を認めた時

点の左室造影では正側両方向において明らかな狭窄像

を認め，計測されたRf，　Rl値はいずれも0．5以下で

あった6）．

　ECD修復術から2，3年後の比較的早期にSASが

進行した3症例（症例3～5）についてECD修復術前

の左室造影を再検討した．そのうち正側2方向の弁下

径が計測できた2例の正面像では明らかな狭窄像を認

めなかったが，側面像では形態的な狭窄所見が認めら

れ，R1値は両症例とも0．5以下であった．

　ECDの左室流出路はanterolateral　muscle　bundle

の拡張によって，前後径の減少した偏平化を来すこと

が多い5）9｝．そのため，狭窄に関与する異常構造物の存

在によりSASが発生する早期の段階では，特に左室
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造影側面像においてのみ狭窄所見が観察される頻度は

高いのではないかと推測される．

　ECD修復術から比較的早期にSASが進行した症例

（症例3～5）の再手術時の所見からは，初回手術にお

ける心室中隔欠損閉鎖や僧帽弁の修復術自体が術後の

SASの進行に関与したと思われる所見は得られな

かった．しかし，これらの症例のように，僧帽弁の弁

尖，腱索，あるいは乳頭筋に異常が認められた場合は，

大動脈弁下部の形態にも十分な注意を払い，さらに，

左室造影像で形態的な狭窄所見を認めた症例に対して

は，初回手術時に大動脈弁下の観察を積極的に行い，

心要に応じた適切な処置を行うことが重要と思われ

る．また，これらの症例ではSASと診断された時点で

いずれも中等度から高度の僧帽弁逆流を伴っており，

3例中2例に僧帽弁置換術を必要とした．術後の僧帽

弁逆流の増悪を回避することからもSASの進行予防

あるいは早期診断が重要である．

　SASに対する術式としては，大動脈弁経由の繊維組

織切除やmyotomy，　myectomyが一般的に行われて

いるが，tunnel　typeに近い高度な狭窄例には，　Konno

手術1°）あるいは大動脈弁を温存するmodi丘ed　Konno

手術2）11）が有効である．我々は狭窄が全周性で極めて

高度な症例に対してはKonno手術を第一選択術式と

している．また，Konno手術の可能性が高い症例に対

しては，Konno手術に準じた大動脈切開を行い，弁下

部の狭窄所見から判断して術式を決定している．

　狭窄の形態的評価と選択術式との関係をみると，

Konno手術を施行した2症例の術前Rf値はそれぞれ

0．31と0．28，Rl値は0．29と0．42で，他の5例に比べて

形態的にも高度な狭窄像を示していた．今回使用した

指標は狭窄度を示すのみならず，術式を決定する上で

も役立つものと思われる．

　我々が経験した7例の手術成績は良好で，全例に圧

較差の消失を認めた．さらに，最長5年の経過観察で

SASの再発を認めていない．しかし，高度なSASと二

尖弁性大動脈弁を合併した1例で経大動脈弁的狭窄解

除術後に大動脈弁閉鎖不全の進行を来たし，約1年後

に，再手術（Konno手術）を必要とした．大動脈弁閉

鎖不全の発生は経大動脈弁的狭窄解除術の合併症のひ

とつであり12），とくに本症例のように狭窄病変が高度

でかつ大動脈弁直下に存在する場合は，十分な狭窄解

除を行うための広範な繊維筋組織の切除によって大動

脈弁の支持組織を損なう危険性があり，慎重な手技と

注意深い経過観察が重要である．

151－（45）

　　　　　　　　　　結　　語

　ECDに合併したSASに対する外科治療成績は良好

であった．ECD修復術前から注意深い左室流出路の形

態学的評価を行うことはSASの早期認識，診断およ

び外科治療に不可欠と思われる．
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　　　From　January　1989　to　October　1993，　seven　patients，　who　were　all　female，　underwent　a

surgical　release　of　subaortic　stenosis（SAS）associated　with　endocardial　cushion　defect（ECD），

with　no　operative　and　late　deaths．　The　age　at　operation　for　SAS　ranged　frorn　2　months　to　13．5

years（mean，5．6years）and　pressure　gradients　from　8　to　l15　mmHg（mean，62±32　mmHg）．　Two

patients　underwent　resection　of　SAS　concomitant　with　ECD　repair，　and　five　patients皿derwent

surgical　relief　L5　to　8．5　years　after　the　repair　of　ECD　or　replacement　of　the　mitral　valve．

Surgical　procedures　included　transaortic　resectiorl　in　five　and　Konno　procedure　in　two　patients．

There　has　been　no　residual　or　recurrent　SAS　in　any　patients．　Left　ventricular　cineangiogram

before　the　SAS　relief　showed　the　ratio　of　the　narrowest　width　in　the　subaortic　region　to　the　size

of　the　ascending　aorta　less　than　O．5　at　end－systrole　in　both　frontal　and　lateral　views．　Two

patients，　in　whom　SAS　developed　within　three　years　after　ECD　repair，　had　already　had　mor－

phological　findings　of　SAS　in　the　lateral　view　before　the　repair　of　ECD，　although　there　had　been

no　pressure　gradients．　Not　only　hemodynamic　but　also　morphological　assessment　of　the　subaortic

area　are　thought　to　be　essential　and　useful　for　early　recognition　and　surgical　treatment　of　SAS

associated　with　ECD．
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