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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　右方に偏位した大動脈をともなう膜様部心室中隔欠損に大動脈弁逸脱，閉鎖不全が発生しやすいこと，

またそのような症例に時に右室流出路狭窄を合併することが報告されてきた．しかし右室流出路狭窄を

合併した心室中隔欠損（VSD）における大動脈弁逸脱の発生機序に関する検討は少ない．本論文では心

室中隔欠損を伴う右室二腔症ないし右室漏斗部狭窄＋大動脈弁逸脱の診断をうけた8例について，心血

管造影をもとに，右室流出路狭窄に関し検討するとともに，バルサルバ洞と大動脈弁の位置を測定し，

大動脈弁逸脱の発生機序について考察した．対象8例の内，典型的右室二腔症は2例のみで，残り6例

は右室漏斗部近位部の狭窄であった．右室流出路の狭窄の程度は圧差40mmHg以下の軽度狭窄例が多

かった．大動脈弁の逸脱は全例右冠尖のみに認められ，逸脱の方向は全例下方に向かっていた．VSDの

位置は2例で漏斗部中隔中央部の欠損で，残り6例は膜様部欠損であった．膜様部欠損の内4例は流出

路に伸展しており，結局，漏斗部にかかった欠損は8例中6例にみられた．ドプラーで測定したVSDで

の流速と，カテーテルで測定した左室圧と右室圧（高圧側）の差を検討すると，ドプラーで測定したVSD

流速から推定した左室一一右室圧差の方がカテーテルで測定した左室一右室圧差よりも大きい症例が多

かった．右室狭窄部よりも遠位にVSDが開口していればこの所見は当然であるが，右室狭窄部よりも近

位にVSDが開口している症例でもその所見が認められた．さらに，（1）大動脈弁逸脱を合併した右室二

腔症ないし右室漏斗部狭窄，（II）大動脈弁逸脱を合併しない右室二腔症ないし右室漏斗部狭窄，（III）大

動脈弁逸脱を合併しないファロー四徴症，（IV）大動脈弁逸脱を合併しない膜様部VSD，（V）正常の5

群で，大動脈の右室側への騎乗の程度とバルサルバ洞の前方突出の程度を比較した．大動脈の右室側へ

の騎乗の程度には，1群からIV群の間では有意差は無かった．1群ではIII－V群に比較してバルサルバ洞

の前方突出の程度が有意に大きかった．左一右短絡のVSD＋右室流出路狭窄では，1）右室流出路の流速

のため側圧が下がり，VSDを通る血流が速くなること，2）バルサルバ洞の前方へのはりだしがおおき

く，大動脈弁が下方へ引っ張られる確率が高くなること，3）大動脈弁下支持組織がすくない場合がある

こと，などの要因で大動脈弁逸脱が発生しやすいのかもしれない．

別刷請求先：（〒160）新宿区河田町8　1

　　　　　東京女子医大循環器小児科　中西　敏雄

　　　　　　　　　緒　　言

　我が国では漏斗部心室中隔欠損の割合が比較的多

く，漏斗部心室中隔欠損には大動脈弁逸脱を合併しや

すいことが知られている1）’”3）．また欧米では，右方に偏
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位した大動脈をともなう膜様部心室中隔欠損に大動脈

弁逸脱，閉鎖不全が発生しやすいこと，またそのよう

な症例に時に右室流出路狭窄を合併することが報告さ

れてきた｝）～9）．肺動脈弁下の心室中隔欠損に合併する

大動脈弁右冠尖逸脱の機序は，左一右短絡血流のベン

チュリー効果と大動脈弁を支える弁下組織の欠如に

よってもたらされるという考えが一般的である1）3）．一

方，膜様部心室中隔欠損での大動脈弁逸脱の機序が，

肺動脈弁ド心室中隔欠損での機序と同じか否か，未だ

明らかではない．本論文では心血管造影所見を中心に，

右室流出路狭窄と大動脈弁逸脱の関連性について検討

した．特に，大動脈弁の騎乗，右バルサルバ洞の前方

（右室流出路方向）への偏位，右バルサルバ洞の大きさ

などを，右室流出路狭窄や大動脈弁逸脱がある群とな

い群で比較し，それらパラメーターと大動脈弁逸脱と

の関連性について検討した．

　　　　　　　　　対象と方法

　1．右室二腔症ないし右室漏斗部狭窄斗大動脈弁逸

脱の症例

　1989年から1993年までに，東京女子医大心研にて心

室中隔欠損（vSD）を伴う右室二腔症ないし右室漏斗

部狭窄斗大動脈弁逸脱の診断をうけた症例は8例あっ

た．全例に心内修復術を施行し，診断を確認した．こ

れら症例の心臓カテーテル，心血管造影，心エコー，

手術時所見を検討した．心エコー検査は心臓カテーテ

ル検査の前後1週間以内に行い，パルスまたは連続波

ドプラー法で，1）vSI）を通る血流と，2）右室流出路

を通るIflL流の流速を測定した．前者は胸骨左縁第3肋

間から左室短軸像を得て，vSDの右室側開口部で測定

した．後者は胸骨左縁第3肋間から左室短軸像または

右室流出路長軸像を得て，狭窄部遠位部で測定した．

測定した流速から圧差を，圧差mmHg＝4（流速m／

sec）2の式を用いて計算した．

　2．右室二腔症ないし右室漏斗部狭窄t大動脈弁逸

脱の造影所見

　従来の右室二腔症の報告例における右室流出路狭窄

には2種類の型が認められる1°）．ひとつは漏斗部への

入口部に限局した狭窄で，漏斗部中隔近位部の筋肉に

よる狭窄である．もうひとつは右室肉柱性中隔の異常

筋束による狭窄で，いわゆる典型的な右室二腔症と呼

ばれるもので，狭窄部位を境に右室洞部が2分されて

いるものである．前者と後者ともに右室二腔症として

いる論文もあるし1°）11），2者を区別している論文もあ

る’2）．本論文では心血管造影所見から両者を区別し，漏
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斗部狭窄と右室二腔症に分類した．

　心血管造影所見を以ドの5群で検討した．即ち（1）

大動脈弁逸脱を合併した右室二腔症ないし右室漏斗部

狭窄（上記8例），（II）大動脈弁逸脱を合併しない右室

二腔症ないし右室漏斗部狭窄の10例，（III）大動脈弁

逸脱を合併しないファロー四徴症10例（全例に右　左

短絡を認める），（IV）大動脈弁逸脱を合併しない膜様

部VSD（5例），（V）正常群（16例）である．　II群の

10例のうち右室二腔症は4例，漏斗部近位部狭窄は4

例で，残り2例は右　左短絡を認めないが，心血管造

影上漏斗部に全体的に狭窄を認めファロー四徴症の形

態を示すものであった．またV群は川崎病後で冠動脈

造影に異常なく左室造影で心室機能に異常のないもの

（12例），右室一肺動脈圧差20mmHg以ドの軽症肺動脈

弁狭窄症（2例），総肺静脈還流異常症の手術後5年以

上経過していて肺静脈狭窄がなく右室圧も正常のもの

（2例）であった．

　各群の年齢は表2に示した．各群の年齢は，（III）

ファロー四徴症群と，（V）正常群の間に有意差を認め

た以外には，有意の差を認めなかった．

　右室，左室造影は前後，側面2ノ∫向で行い，毎秒60

コマで撮影した．左室造影側面像で，収縮末期に，大

動脈弁輪径，大動脈騎乗の程度，バルサルバ洞の突出

の程度，右バルサルバ洞の角度を測定した．大動脈騎

乗の程度は，東條ら13｝の方法に準じ計測した．即ち，ヒ

行大動脈の前壁と大動脈弁ヒンジを結ぶ線を引き，そ

の線に’ll行に，肉性中隔の頂点を通る線を引き，上行

大動脈の前方への偏位を計算した（図1でDl）．　li行

大動脈の騎乗の程度は，Dlをヒ行大動脈径で除し，

何％偏位しているかを計算した．バルサルバ洞の前方

突出の程度は，上行大動脈の前壁と大動脈弁ヒンジを

結ぶ線に平行に，バルサルバ洞前壁を通る線をひき，

バルサルバ洞の前方突出を計算した（図1でD2）．バ

ルサルバ洞の前方突出の程度は，D2を大動脈弁輪径で

除し，何％偏位しているかを計算した．大動脈の騎乗

がある症例では上行大動脈径や弁輪径が増大している

という報告があり13），弁輪拡大に伴ってバルサルバ洞

も拡大している可能性がある．弁輪拡大以ヒにバルサ

ルバ洞の突出があるか否かを検討するために，弁輪径

やバルサルバ洞径の直接測定でなく，弁輪径に対す

る％で表わした．バルサルバ洞の縦方向の大きさを表

わすために，本研究では右バルサルバ洞を後方の大動

脈弁のヒンジからみた角度で表わした（図1で

Angle）．前方バルサルバ洞の大きさを直接測定する

Presented by Medical*Online



394　（4）

と，D2の測定と同じく，大動脈径や弁輪径などに影響

される可能性があるので，本研究では角度を測定した．

　統計：値は平均±標準偏差で表わした．5群での比

較にまずKruskal－WallisのH検定を行い，群による

差を認めた場合，Mann－Whitney検定を行って2群間

’

∫

　Sinvs　diameter

Annunar　diame悔『
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の有意差を検定した14）．p〈0．05の時，有意差ありとし

た．

　　　　　　　　　　結　　果

　1．心臓カテーテル，心エコー，手術所見

　VSDおよび大動脈弁逸脱を伴う右室二腔症ないし

右室漏斗部狭窄8例の内，典型的右室二腔症は2例の

みで（図2，3），残り6例は右室漏斗部の狭窄であっ

た．後者はファロー四徴症でよくみられる漏斗部全体

の狭窄ではなく，漏斗部入口部（Os　infundibulum）に

比較的限局した狭窄であった（図4）．右室流出路の狭

窄の程度は85と90mmHgの圧差を認めた狭窄高度例

を除き，圧差40mmHg以下の軽度狭窄例が多かった

（表1）．肺／体血流量比は1例の0．8以外は，全例1．0以

上の左一右短絡であった．

　大動脈弁の逸脱は合例右冠尖のみに認められた．逸

図1　左室造影側面像模式図．大動脈騎乗の程度，バ

　ルサルバ洞の突出の程度の測定法．上行大動脈の前

　壁と大動脈弁シンジを結ぶ線を引き，その線に平行

　に，肉性中隔の頂点を通る線を弓1き，ヒ行大動脈の

　前方への偏位D1を計測した．上行大動脈の前壁と大

　動脈弁ヒンジを結ぶ線に平行に，バルサルバ洞前壁

　を通る線をひき，バルサルバ洞の前方突出D2を計測

　した．上行大動脈の騎乗＝D1／上行大動脈径，バルサ

　ルバ洞前方突出＝D2／大動脈弁輪径を計算した．

A

診

図2　症例7の右室造影側面像（A），左室造影側面像（B），大動脈造影（C）．A：典

　型的右室二腔症で右室洞部は2分されている（矢印）．B：心室中隔欠損は膜様部欠

　損で，欠損口は右室内の狭窄部にかかる位置にあいていたが，どちらかといえば狭

　窄部より遠位に，即ち低圧の腔にあいていた（矢印）．C：大動脈弁の逸脱の方向は

　下方に向いていた（矢印）．
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図3　症例8の右室造影側面像（A），左室造影側面像（B），大動脈造影（C）．A：典

　型的右室二腔症で右室洞部は2分されている（矢印）．B：心室中隔欠損を通る血流

　は右室高圧側から狭窄部に向かって吹いている（＊）．C：大動脈弁の逸脱は下方に

　向いていた（矢印）．

図4　症例2の右室造影側面像（A），左室造影側面像（B），大動脈造影側面像（C）．

　A二漏斗部近位部狭窄（黒矢印）．右．一左短絡の為，心室中隔欠損を通る［tiL流がみら

　れる（白矢印）．B：心室中隔欠損は膜様部欠損で，欠損LJは右室内の狭窄より近位

　に，即ち高圧の側にあいていたが，VSDの血流は最狭窄部に向かって吹いている（白

　矢印）．C：大動脈弁の逸脱は下方に向いていた（矢印）．

脱の方向は全例下方に向かっていた（図2～4）．

　VSDは2例で心研分類II型，即ち漏斗部中隔中央部

の欠損で，残り6例は心研分類III型，即ち膜様部欠損

であった．VSDIII型の内4例は流出路に伸展してお

り，結局，漏斗部にかかった欠損は8例中6例にみら

れた．今回の症例の手術所見では，3例（症例1，2，

7）は流出路伸展型の膜様部欠損で大動脈弁下の支持

組織を欠き，2例は円錐部中央の欠損で，結局8例中

5例は大動脈弁下の支持組織がないか乏しかった（表

1）．

　vSDは右室内の狭窄部に多少ともかかった場所に

開口していた（図2～4）．開［部の位置を最狭窄部よ

り，より近位側か遠位側かで分類すると，より遠位に

あいている欠損はII型の2例とIII型の1例，計3例

で，残り5例はより近位側の右室腔に開口していた（表

1）．

　ドプラーで測定したVSDでの流速と右室流出路の

流速を表2に示す．カテーテルで測定した左室圧と右
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表1　大動脈弁逸脱のある症例の臨床所見

患者
年齢
（歳） 性別 右4流出

路狭窄 vSD位置 VSD開II部
（狭窄部より）

右室圧
（mmlig）

左室圧
（ml11取）

右室〃

左室圧比
肺動脈圧
（mmllg）

　右室・
肺動脈圧芹
（mmllg）

QP／Qs AR A弁ド
ridge

1．Y．T． 5 男 Os　illf． IIL　outlet　eX． 近位側 56 10｛1 0．56 28 28 1．7 →

2．S．E． 13 女 Os　inf， IIL　out｜et　ex． 近位側 llo 110 1．〔｝0 20 90 0．8

3．S．T． 9 男 Os　inf， III、　Outlet　ex． 近位側 1｛｝o 10（1 o．91 30 85 1．2 ［度

4．N．S． 5 男 Os　inf． IILtrabeCula口・X． 近位側 76 91 ｛L84 36 4〔｝ 1．8

5．0．N． 9 女 Os　illf． I
I

亡イf則 4〔｝ llo 0．36 28 22 1．5 1度 →．

6．T．K． 16 男 Os　illf． I
I

遠位側 85 1川 ｛1．77 25 63 2．5 川に ．

7．II』． 5 女 1）CRV III．　outlet　eX． 遠位側 64 95 〔L67 24 40 2．1 1度 一

8．S．T． 1
1

男 DCRV IIIjlllet　ex， 近位側 52 123 o．42 22 3【1 1．3

Os　inf：伽1部入日部狭窄，　DCRV：右室二腔症，　VSD：心室中隔欠損症II，III，：欠損部位心研分類，　outlet　ex：右室流出路伸展，

trabecular　ex：肉柱部方向進展RVil1／LV：右生流入部／左室圧比，　RV－PA：右室一肺動脈，　Op／Qs：肺／体血流比，　AR：人動脈

弁逆流，A：大動脈弁

ARの程度はSellers分類（1－IV度）

表2　カテーテル検査とドプラー検査による左室一右室圧差測定

患者
VSD開「」部
（狭窄部より）

左室一右室圧差＊
（カテ，mmllg）

左室　右室圧差榊
（エコー，mmHg）

右室一肺動脈圧差
（カテ，mmllg）

右室　肺動脈圧毛⇔桝
　（エコー，mmH9）

1．Y．T． 近位側 44 67 28 36

2．S．E． 近位側 0 ND gr〕 85

3．S．T． 近位側 ／0 58 85 44

4．N．S． 近位側 15 44 40 50

5．0．N． 遠位側 70 88 22 16

6．T．K． 遠位側 25 31 63 64

7．II．II． 遠位側 31 49 40 36

8．S．T． 近位側 71 lOO 30 16

左室一右室圧症および右室一肺動脈圧￥1はカテーテルによる実側値とドブラーエコーによる測定値を示す．

＊：カテーテルによる測定値

・・：ドプラーエコーによる圧差の推定は心室中隔欠損（X’SD）を通るIftl流の流速から計算した．

＊・・：カテーテルによる測定値

・艸・：ドプラーエコーによる圧差の推定は右室流出路を踊る血流の流速から計算した．

NI）：測定せず

室圧（高圧側）の差よりも，ドプラーで測定したVSD

流速から推定した左室一右室圧差の方が大きい症例が

多かった．右室狭窄部よりも遠位にVSDが開口して

いればこの所見は当然であるが，右室狭窄部よりも近

位にVSDが開口している場合でもその所見が認めら

れた．また心エコーで，8例中3例に大動脈弁下に突

出（ridge）を認め（図5），カラードプラーで乱流を認

めた．但し左室一大動脈間にカテーテル検査で圧差を

認めた症例は無かった．なお全例に心エコーにて大動

脈弁右冠尖の逸脱を認めていた．

　2．大動脈弁逸脱の無い症例との比較

　（1群）大動脈弁逸脱を合併した右室二腔症ないし

右室漏斗部狭窄と，（II群）大動脈弁逸脱を合併しない

右室二腔症ないし右室漏斗部狭窄の間には，右室／左室
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図5　症例3の心エコー図．左室長軸像．大動脈弁下

　ridge（矢El］），右冠尖の逸脱を認める．
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図6　大動脈騎乗．計測方法は図1に示す．大動脈弁逸脱を合併した右室二腔症ない

　し右室漏斗部狭窄（1群），大動脈弁逸脱を合併しない右室二腔症ないし右室漏斗部

　狭窄（II群），大動脈弁逸脱を合併しないファロー四徴症（III群），大動脈弁逸脱を

　合併しない膜様部vSI）（IV群），正常（V群）の5群での大動脈の右室側への騎乗の

　程度はV群（正常）と他の各群の間には有意差を認めたが，1，II，　III，　IV群間で

　有意差は無かった．Inf　PS：漏斗部近位部狭窄，　VSI）：心室中隔欠損，　RCCP：大

　動脈右冠尖逸脱，DCRV：右室二腔症，　T／F：ファロー四徴症，　VSD（perimemb）：

　膜様部心室中隔欠損．
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図7　バルサルバ洞の前面への突出の程度．計測方法は図1に示す．バルサルバ洞の

前方突出の程度は，大動脈弁逸脱を合併した1群では，大動脈弁逸脱を合併しない

II群との間には有意差はなかったが，　III－V群と比較して有意差を認めた．　II群は，

残りのIII－V群と比較して有意差を認めなかった．＊：p＜0．05（1群とIII－V群

間）．Inf　PS：漏斗部近位部狭窄，　VSD：心室中隔欠損，　RCCP：大動脈右冠尖逸脱，

DCRV：右室二腔症，　T／F：ファロー四徴症，　VSD（perimemb）：膜様部心室中隔
欠損．
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図8　右バルサルバ洞の角度．計測方法は図1に示す．右バルサルバ洞の角度は，大

　動脈弁逸脱を合併した1群では，大動脈弁逸脱を合併しない他のいずれの群との間

　にも有意差を認めた．残りのIIからV群の問には有意差を認めなかった．＊：p〈

　0．05（1群とII－V群間）．IIlf　PS：漏斗部近位部狭窄，　VSD：心室中隔欠損，　RCCP：

　大動脈右冠尖逸脱，DCRV：右室二腔症，　T／F：ファロー四徴症，　VSI）（per－

　imemb）：膜様部心室中隔欠損．

圧比，右室　肺動脈圧差，肺／体血流比に有意差は無

かった（表2）．

　心血管造影側面像を用い大動脈弁輪径，バルサルバ

洞径，大動脈騎乗とバルサルバ洞の前面への突出の程

度，右バルサルバ洞の角度を計測した．（1群）大動脈

弁逸脱を合併した右室二腔症ないし右室漏斗部狭窄，

（II群）大動脈弁逸脱を合併しない右室二腔症ないし

右室漏斗部狭窄，（III群）大動脈弁逸脱を合併しない

ファロー四徴症，（IV群）大動脈弁逸脱を合併しない膜

様部VSD，（V群）正常の5群間で，バルサルバ洞径／

大動脈弁輪径比，バルサルバ洞径／上行大動脈径比には

有意差はなかった（表2）．

　大動脈の右室側への騎乗の程度はV群（正常）と他

の各群の間には有意差を認めたが1，II，　III，　IV群間

で有意差は無かった（図6）．

　バルサルバ洞の前方突出の程度は，大動脈弁逸脱を

合併した1群では，大動脈弁逸脱を合併しないII群と

の間には有意差はなかったが，III－V群と比較して有意

差を認めた．II群は，残りのIII－V群と比較して有意差

を認めなかった（図7）．

　右バルサルバ洞の角度は，大動脈弁逸脱を合併した

1群では，大動脈弁逸脱を合併しない他のいずれの群

との問にも有意差を認めた．残りのIIからV群の間に

は有意差を認めなかった（図8）．

　　　　　　　　　　考　　察

　1．漏斗部狭窄ないし右室二腔症に合併する大動脈

弁逸脱

　Pongiglioneら15）は膜様部心室中隔欠損のある漏斗

部狭窄ないし右室二腔症の20例の内，10例に大動脈弁

逸脱が合併していたと報告している．東京女子医大心

研では今回と同じ調査期間に右室二腔症（ないし漏斗

部近位部狭窄）＋心室中隔欠損症の診断を受けたもの

が29例あり，そのうち8例が大動脈弁逸脱を合併して

おり，大動脈弁逸脱が合併する頻度は28％であった．
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表3　　各群の年齢と血行動態，計測所見

群 年齢 年齢 右室／ 右室／肺動脈圧差 肺／ バルサルバ洞径／ バルサルバ洞径／
1
1 （範囲） （’γ均±SD） 左室圧比 （mmHg） 体血流量比 大動脈弁輪径比 大動脈径比

IVSD、　IIlf　S　or

　　DCRV、　RCCP
8 5－16歳 9±4歳 0．70±0．24 50土26 1．6±0．5 1．38±0．16 1．38±0．15

II　vSD、　Illf　S　or

　　DCRV
lo 1－17歳 5±6歳 0．83±0．21 40±22 2．3±1．0 1．31±0．12 L37±0．12

III　T／F 10 1－］1歳 3±4歳 1．00±0，00 70±12 0．75±0．41 L36±0．18 1．30±0．19

IV　VSD
　　（111embral10uS）

5 2　6歳 4±2歳 0．72±0．26 0 2．3±0．3 1．12±0．18 1．23±〔｝．17

V⊥ピ常 16 2　16歳 8±4歳 0．26±0．08 0 1．o±o 1．25±0．13 1．21±0．12

VSD：心室中隔欠損，　Inf　S：漏斗部狭窄，　DCRV：右室二腔症，　RCCP：大動脈右冠尖逸脱

VSD（membrallous）：模様部心室中隔欠損

また膜様部中隔欠損に限定すれば26例の右室二腔症の

うち今回検討の6例が大動脈弁逸脱を合併しており，

大動脈弁逸脱が合併する頻度は23％であった．膜様部

心室中隔欠損症全体で大動脈弁逸脱が合併する頻度

は，たかだか10％前後である16）．これらの結果は，心室

中隔欠損のある漏斗部狭窄ないし右室二腔症では大動

脈弁逸脱が合併する頻度が高いことを示唆する．

　膜様部心室中隔欠損に合併して逸脱する大動脈弁

は，東條ら13），藤原ら16）は右冠尖に加え無冠尖の逸脱も

あることを報告しているが，今回の検討では右冠尖の

逸脱のみであった．東條ら13）の大動脈弁逸脱を合併し

た膜様部心室中隔欠損12例中，右冠尖に加え無冠尖の

逸脱を認めたのは6例で，そのうち右室二腔症を合併

したのは1例のみであった．藤原ら16）は，膜様部心室中

隔欠損で心尖部方向伸展型の心室中隔欠損11例中6例

に漏斗部狭窄を合併したことを報告している．その6

例いずれにも右冠尖のみの逸脱がみられた．以上の結

果は，漏斗部狭窄や右室二腔症を伴う心室中隔欠損症

に合併した大動脈弁逸脱は右冠尖のみの逸脱の頻度が

高いことを示唆する．しかし，膜様部心室中隔欠損に

は右冠尖に加え無冠尖の逸脱も起こりうることは確か

であるので，この点に関しては，より多数の症例でさ

らに検討する必要がある．

　肺動脈弁下の心室中隔欠損に合併する大動脈弁右冠

尖逸脱の機序は，左一右短絡血流のベンチュリー効果

と大動脈弁を支える弁下組織の欠如によってもたらさ

れるという考えが一般的である1）3）．一方，膜様部心室

中隔欠損でも右冠尖の逸脱，また時に無冠尖の逸脱も

認められるが，その機序が肺動脈弁下心室中隔欠損で

の機序と同じか否か，未だ明らかではない．膜様部欠

損では大動脈弁下組織は存在することが多いが，心室

中隔欠損が流出路方向へ進展するほど大動脈弁を支持

する弁下組織は少なくなる．今回の症例の手術所見で

は，3例（症例1，2，7）は流出路伸展型の膜様部

欠損で大動脈弁下の支持組織を欠き，2例は円錐部中

央の欠損で，結局8例中5例は大動脈弁下の支持組織

がないか乏しかった（表1）．Van　Praaghら7）も右室

流出路狭窄を合併した膜様部心室中隔欠損では大動脈

右冠尖直下に心室中隔欠損口があることがあると述べ

ている．以上の所見は，右室二腔症ないし漏斗部狭窄

に伴う心室中隔欠損でも，大動脈弁を支持する弁下組

織が少ない症例で大動脈弁逸脱が生じやすくなる可能

性が高いことを示唆する．

　2．血流のベンチェリー効果について

　右室流出路狭窄があれば狭窄より遠位の右室圧は低

下するので，もしVSDが右室低圧側にあれば左室

　右室間の圧差は増大するはずである．本研究では

VSDは右室内の狭窄部に多少ともかかった場所に開

口していた（図2～4）．最狭窄部の近位か遠位で分類

すると，より遠位にあいている欠損はII型の2例とIII

型の1例，計3例で，残り5例はより近位側の右室腔

に開口していた．より遠位にVSDがあいていた3例

では心室中隔欠損を通る血流の流速ははやかった（表

2）．

　本研究では最狭窄部より近位側の右室腔にVSDが

開口していた5例でもVSDを通る血流速度は速かっ

た（表2）．この理由は図9のごとく，VSDの開口部が

狭窄部にかかっているため，VSD開口部の圧は低かっ

たのではないかと推測する．一般的に心臓や血管内に

狭窄がある場合，狭窄部で圧が最も低く，狭窄部を過

ぎると圧はある程度回復する19）．右室流出路狭窄のた

めに流出路の側圧が減少し，そのために左室一右室間

のVSDを通る血流の流速が増大し，ひいては血流の

ベンチュリー効果が増大していた可能性がある．但し，
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図9　右室流出路狭窄を伴う心室中隔欠損に合併する

　大動脈弁逸脱の機序．AからBに血液が流れる際，

　狭窄部Cでの圧が最も低いが，圧は狭窄部手前から

　下がりはじめる．その為DからCへの血流速度は，

　DとAの圧差から予想されるより速くなるのでは

　ないかと推測する．DからCへの増強された流速に

　よるベルヌーイ効果と，大動脈右バルサルバ洞の前

　方突出の程度が大きく右冠尖下を血液が流れること

　があいまって大動脈弁逸脱（黒矢印）が発生しやす

　くなるのかもしれない．

連続波ドプラーでVSDを通る血流速度を測定する

際，右室流出路の血流と完全に分離することはできな

いので，VSD流速として右室流出路血流も測定した可

能性はある．しかし通常，VSDでの流速は左室一右室

間の圧差に関係し，肺高血圧のため右室圧が高い症例

やファロー四徴症ではVSD流速は速くない．　VSD開

口部で正確な側圧が測定できれば，右室流出路狭窄の

ベンチュリー効果への影響が解明できよう．しかし本

研究は後方視的研究であり，VSD開口部の圧を正確に

測定する努力がなされていなかったので，以上の説は

推定に過ぎない．

　東條ら13）は膜様部欠損に大動脈弁逸脱が合併した症

例では大動脈の騎乗がみられることを示した．これは

欧米での古くからの観察所見4）5）と合致する．本研究で

は東條らの所見に一致して，大動脈弁逸脱を合併した

心室中隔欠損例では大動脈の騎乗がみられた．しかし，

その程度は軽度のものから，ファロー四徴症の一部と

かわらない比較的大きな騎乗まで様々であった（図

6）．このことは大動脈の騎乗そのものが大動脈弁逸脱

の発生の重要な要因とはいいがたいことを示唆する．

また本研究ではファロー四徴症でも騎乗の程度が様々

であった（図6）．これには2つの要因が考えられる．
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第1に左室造影の撮影が正面側面方向で行われたこと

である．東條ら13）は左室造影長軸像で騎乗の程度を測

定しているが，今回の測面像での測定では精度が劣る

ことが考えられる．第2にファロー四徴症でも実際に

騎乗の程度が様々であることが考えられる．

　本研究では漏斗部近位部狭窄や右室二腔症ではバル

サルバ洞前方突出の程度が，ファロー四徴症などに比

し大きいことを示した（図7）．バルサルバ洞前方突出

の機序は不明であるが，漏斗部近位部狭窄では漏斗部

中隔の前方偏位が漏斗部近位部に限定され，上行大動

脈がもとの位置にとどまるため，バルサルバ洞の前方

突出が強調された結果である可能性が強い．安藤ら3）

は大動脈弁逸脱を合併した心室中隔欠損症例の剖検所

見で，バルサルバ洞が大きかったり大動脈二尖弁など

の弁の異常があることを報告している．今回のシリー

ズでは二尖弁の例はなかった．本研究では右バルサル

バ洞の縦方向の大きさを推定するため，反対側の弁ヒ

ンジからみた右バルサルバ洞の角度を測定し，弁逸脱

のある症例ではその角度が大きいことを示した（図

8）．このデータも漏斗部近位部に限定した前方偏位と

大きい右バルサルバ洞を反映している可能性が高い．

　右室流出路狭窄と大動脈弁逸脱の間には何ら因果関

係はなく，VSDに両者が同時に合併した可能性は否定

できない．しかしPongiglioneら15）の，漏斗部狭窄ない

し右室二腔症に高頻度に大動脈弁逸脱が合併するとい

う報告や，今回の研究結果は，右室流出路狭窄と大動

脈弁逸脱の間に何らかの関係があることを示唆するも

のである．バルサルバ洞前方突出が弁逸脱に及ぼす影

響として2つ考えられる．第1にバルサルバ洞前方突

出や漏斗部狭窄がVSD流速へ及ぼす影響である．バ

ルサルバ洞前方突出や漏斗部狭窄のために右室流出路

の流速が上昇し側圧が減少し，そのために左室一右室

間のVSDを通る流速が増大し，ひいては血流のベン

チュリー効果が増大する可能性は前述した．第2にバ

ルサルバ洞前方突出により，ベンチュリー効果が弁逸

脱をもたらす確率を増加させることである．VSDを通

る血流は右冠尖の下を通って右室に向かって吹く．ま

た右室二腔症，漏斗部狭窄ともに右室内や心室中隔の

筋肉のために，心室中隔欠損から右室へ向かう血流

ルートの距離が長めになっている（図2）．本研究では

弁逸脱のある症例では右バルサルバ洞の角度が大き

かった．バルサルバ洞が前方に突出し，縦方向にも大

きい症例では，大動脈弁の下を通る長い血流ジェット

により，ベンチュリー効果の影響を受ける弁組織の面
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積が縦方向に人きい可能性がある．ベンチュリー効果

の影響を受ける弁組織の面積が大きければ，ベンチュ

リー効果が弁逸脱をもたらす確率を増加させる可能性

がある．

　バルサルバ洞前方突出は，血流のベンチュリー効果

によって逸脱したバルサルバ洞および弁によるもので

はないかという疑問もあろう．しかし今回の検討では，

肺動脈弁下心室中隔欠損症でみられる前方への逸脱と

異なり，弁の逸脱は下方に向かっており，バルサルバ

洞前方突出は逸脱変形した弁によるものではなかっ

た．

　3．心エコー診断

　心室中隔欠損はもちろん，右室流出路狭窄，大動脈

騎乗，人動脈弁下ridge，大動脈弁逸脱ともに心エコー

で大部分の症例は診断できるので（図5），心エコー検

査は手術適応，手術時期の決定に役立つ．今回心エコー

で3例（38％）に大動脈弁下にridgeを認め，カラード

プラで乱流を認めたが，今回の研究では大動脈弁下

ridgeと大動脈弁逸脱の関係は明らかにできなかっ

た．右室二腔症に大動脈弁下ridgeないし弁下狭窄を

合併することがあることは既に知られている（17，18，

20）．Vogelら18）は右室二腔症（＋VSD）の88％に心エ

コーで大動脈弁下ridgeを認めたという．本研究のシ

リーズでは大動脈弁下ridgeは軽度で左室　大動脈間

に圧差があった症例はなく，大動脈弁閉鎖不全の程度

とも相関しなかった（表1）．しかし，ridgeが突出し

てくれば，そのridgeが左室から右室への血流ジェッ

トを増強したり，乱流が直接大動脈弁に影響し閉鎖不

全の発生を増強する可能性はある．

　　　　　　　　　　結　　語

　1．大動脈弁逸脱の合併した心室中隔欠損症では，い

わゆる典型的右室二腔症は比較的少なく，右室漏斗部

近位部狭窄が多い．2．右室流出路狭窄＋心室中隔欠損

症では，1）右室流出路の流速のため側圧が下がり，

VSDを通る血流が速くなること，2）バルサルバ洞の

前方へのはりだしが大きく，大動脈弁が下方へ引っ張

られる確率が高くなること，3）大動脈弁下支持組織が

少ない場合があること，などの要因で大動脈弁逸脱が

発生するのかもしれない．
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Mechanism　of　Aortic　Valve　Prolapse　in　Patients　with　Ventricular　Septal

　　　　　　Defect　and　Right　Ventricular　Outflow　Tract　Obstruction

Takashi　Takeuchi、　Toshio　Nakanishi，　Satoko　Takei　and　Kazuo　Momma

　　　　　　Department　of　Pediatric　Cardiology，　Heart　Institute　of　Japan，

　　　　　　　　　　　　Tokyo　Women’s　Medical　College，　Tokyo，　Japan

　　　Eight　patients　with　the　combination　of　ventricular　septal　defect（VSD），　right　ventricular

outflow　tract　obstruction，　and　aortic　valve　prolapse　were　studied　angiographically　in　an　attempt

to　evaluate　pathogenesis　of　the　aortic　valve　prolapse．　Two　patients　had　typical　two－chambered

right　ventricle　in　which　the　right　ventricular　sinus　portion　was　divided　by　anomalous　muscles．　Six

had　a　stenosis　at　the　proximal　portion　of　the　right　ventricular　infundibulum（os　infundibulum）．

The　degree　of　the　stenosis　was　mild　and　only　left　to　right　shunt　was　observed　in　most　patients．

Regarding　the　location　of　VSD，2had　VSD　at　the　mid　portion　of　the　infundibular　septum　and　6

had　VSD　at　the　perimembranous　portion，　extending　to　the　outlet　direction　in　4．　The　degrees　of

overriding　of　the　aorta　and　anterior　protrusion　of　the　sinus　Valsalva　and　the　size　of　the　sinus

Valsalva　were　compared　among　five　groups；group　I　with　aortic　valve　pr（）lapse，VSD，　and　right

ventricular　outflow　tract　stenosis，　group　II　with　VSD，　right　ventricular　outflow　tract　stenosis，　but

without　aortic　valve　prolapse，　group　III　with　tetralogy　of　Fallot，　group　IV　with　perimembranous

VSD，　and　group　V　without　significant　hemodynamic　abnormalities　at　the　time　of　a　cardiac

catheterization．　There　was　no　significant　difference　in　the　degree　of　overriding　of　the　aorta

among　groups　I　to　IV．　In　the　groups　I　and　II，　anterior　protrusion　of　the　sinus　ValsaIva　was

significantly　greater　than　in　groups　III　to　V．　As　a　parameter　of　the　size　of　the　sinus　Valsalva，　an

angle　of　the　sinus　Valsalva　viewed　from　posterior　hinge　of　the　aortic　valve　was　measured．　The

angle　in　group　I　was　significantly　graeter　than　in　groups　II　to　V．　These　data　suggest　that　the

combination　of　several　factors　including　anterior　protrusion　of　the　sinus　Valsalva，　overrinding　of

the　aorta，　scareceness　of　the　subaortic　tissue　supPorting　the　valve，　and　left　to　right　shunt　stream

through　VSD　and　stenotic　right　ventricular　outflow　tract　results　inthe　prolapse　of　the　aortic

valve．
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