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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　極めて稀なAortico－left　ventricular　tunnelの1例を経験した．うち1例の大動脈側起始部は無冠動脈

洞内にあり，同様の報告を他に認めていない．両症例とも管腔閉鎖術を試みたが，1例は形態上術後大

動脈弁逆流の増悪が危惧されたため，左室開口部の閉鎖を行わなかった．両症例とも術後管腔内血流は

減少・消失し，大動脈弁機能を維持することができた．

　本症は，大動脈弁輪の拡大や弁の歪みが生じる前に，閉鎖術を行うことが望ましいとされているが，

注意深い手術手技にも関わらず，術後大動脈弁逆流が発生・増悪する可能性があり，術前に管腔の解剖，

特に起始部・開口部を明らかにする必要がある．術前大動脈弁逆流の進行例，管腔の大きい例，冠動脈

近傍から管腔が起始している例，弁輪直上・直下で起始開口する例は，術後大動脈弁逆流のハイリスク

グループと考えられた．

　これらの局所解剖を明らかにする上で心エコー法は第一選択，かつ最適の診断法と考えられ，情報が

不十分な例では心臓カテーテル・心血管造影検査を併用する必要がある．MRIから得られる情報は現時

点では他の診断法には及ばないと思われた．

　　　　　　　　　　はじめに

　Aortic－left　ventricular　tunnel（以下ALVT）は，

冠動脈とは無関係に大動脈近位部と左室の間に交通を

有する稀な疾患で，本邦では文献上2例が報告されて

いるのみである1）2｝．今回，我々は本症の2例を新たに

経験し，ALVTの予後規定因子とその画像診断につき

検討を加えて報告する．

　　　　　　　　　症　例　1

　日齢27，男児．

　病歴：在胎41週，3，480gで出生．日齢7に心雑音を

指摘され，日齢27に精査目的で当科に紹介入院となっ

た．

別刷請求先：（〒700）岡山市鹿田町2　5　1

　　　　　岡山大学医学部小児科　　　荒木　　徹

　入院時現症：身長57cm，体重4，475gと発育は良好

であった．胸骨左縁第3肋間に最強点を有する往復性

雑音を聴取し，収縮期はLevine　II／VI度，拡張期には

Levine　III／VI度であった．　II音の充進は認めなかっ

た．脈はbounding　pulseで，呼吸数は50回／分，チア

ノーゼはなく，肝脾腫も認めなかった．

　胸部レントゲン写真：心胸享阯ヒは0．60と心拡大を認

め，左第4弓は突出していた．

　心電図：洞調律．QRS平均電気軸は＋45°，　QRS波

はV1でrSパターン（Svl　2．8mV），　V5でRsパターン

（Rv53．6mV），またV，・V，でST低下，陰性T波を

認め，左室負荷の所見と考えられた．

　心エコー検査：断層心エコー図は，大動脈弁は3弁

で肥厚所見はなく，弁輪径は10mm，また左室拡張末期

径は32mmと著しく拡大していた．大動脈基部短軸断
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　　　　　　　　　　　図1　症例1．心エコー図
1－1）大動脈基部短軸［1：，ir而（2DE）：管腔（T）の起始部（左矢印）は右冠動脈洞にあり，

中央部は瘤状に拡ノミL，左室流1出部に開口部（右矢印）が7，られる．12）同断面カラー

ドノラ所見収縮期，13）拡弧期：血流は収紬期には左室から大動脈へ，拡折期には乱

流シグナルを伴い大動脈から左室に〕並流していv．1　－1）左室長軸断而カラード／ラli斤

見：大動脈弁直Lから心室中隔内を経て大動脈弁｜白ドに開［］’る管腔（T）がみられ，

亡腔内逆流血は大動脈弁加口Jにlb∫かりてし⊃．

Ae：大動脈，　IvS：心室中隔，　LA：左房，　LCA：左冠動ljil，　LVOT：左室流出｛1！1～，　T：

ALvT

一斗

而では，右冠動脈洞から起始し，左宅流出路に開［す

る管ピがみられた．その内径は人動脈側起始部で7

mln，左室開口部で51nlnであり，中央部は13mmと瘤

状に拡大していた．左右の冠動脈は管腔とは無関係に，

より遠位側で起始していた．

　同断而のカラードプラ法で，管ピ内のlr且流シグナル

は拡張期に大動脈側から左室側へ，収縮期には逆方向

の流れを示していた．大動脈弁を通じての逆流はみら

れなかった．左室長軸断面で観察すると，管腔は大動

脈弁直上から起始し，心室中隔内を通り大動脈弁直下

に開［していた（図1）．

　MRI：Siemens社製超伝導型MRI装置（静磁場：

1．5Tesla）を用いた．　Spill　echo（以卜SE）法は，繰

り返し時間を心電図RR問隔に1司期させ，エコー時間

25m秒，加算回数・1回，画像のマトリックスは128×

256，スライス幅4mmで撮像した．体軸水平断面では，

大動脈側起始部から左室開口部まで一断面に描出さ

れ，管腔の起始部・開口部や中央の拡張部を認識でき

たが，冠状断而・矢状断面では，開［部の評価は困難

であった．また，冠動脈はいずれの断面でも明瞭に描

出できなかった．

　シネMRIは大動脈，左室流川路を含む断山で撮像

した．繰り返し時間を25ミリ秒，エコー時間2〔｝ミリ秒，

ブリッソ角度20，加算回数4回，画像のマトリックス

は128x256，スライス幅4mmで’撮f象した．管腔内の血

流は，収縮期には高信号に，拡張期には血流の乱れを

伴い低信号域として描出され，管腔の構造はほぼ明瞭

であった．しかし，SE法と同様，冠動脈との関係は明
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　　　　　　　　　　　　図2　拍三例1．シネMRI
2－1）シネMRI体P．111水・卜1tl〒面収縮期，22）同拡張期：管腔（T）内「Jt［L流は収砧期に左

室側から大動脈側へ流れ高信号lkに，拡張期には大動脈側からノ［室側へ流れ低flr号域

（斜線のiHl域）とし｝c　t田出されている．冠動脈の同定は困即であった．

A｛〕：大動脈，LA：左房，　T：ALVT，↑：ALVT大動脈側起始音ll，※：ALVT左室

側開口部

＿Lt　1

　2　2

らかにはできなかった（図2）．

　心臓カテーテル・心此11造影検査：心臓カテーテル

検査結果を表1に示した．左室拡張末期lllは7mmllg，

人動脈圧は86／38mmHgで拡張期圧は低く，脈圧は増

大していた．大動脈造影では，上行大動脈は拡人し，

大動脈から心室中隔内の管腔を経て左室内へ高度の逆

流を認めた．選択的造影で，管腔は右冠動脈洞内から

起始し，右冠尖直トで左室流出路へ開口していた．

Laid－bacl〈t）大動脈基部造影を併用すると，管炉の起始

部・開口部やその走行と，冠動脈や大動脈弁，体軸と

の位置関係が明瞭に観察できた．左右冠動脈の選択的

造影を行ったが，管腔とは交通を有せず，より遠位側

から起始していた（図3）．

　経過：検査後は，強心剤，利尿剤内服にて経過観察．

4カ月時に，当院心臓血管外科にて手術を施行した．

　胸骨縦切開，体外循環心停止下にヒ行大動脈切開を

行った．管腔は右冠動脈洞内で，右冠動脈よりも弁側

表1　心臓カテーテル検査結果

収〕11rl期圧　1鼎 期1＋c日別D
「lnmIlg］　　　一

11例1 相1」2
一

十大静脈 （5） （D

ドノ瀞脈 （5） （5）

｛口 （5） （4）

右室 29，2（］2） 18／　〔〕（8）

拡張末期圧 （5）

⊥肺動脈 2：㍉10（16） 15　7（川）

左肺動脈 14　s（lo）

右肺動脈 2（lls（15）

肺目刊脈 （6） （－D

左房 （8） （4）

片＾宅 85，日（、） 8」－3（18）

拡張末期II （7） （5）

大動脈 s｛38（63） 82ヨ7（68）
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図3　症例1．心血管造影所見
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3－D選択的管腔造影止面像：管腔（T）は右冠動脈洞内から起始し，中央部は瘤状に

拡大し，右冠尖直下で左室流出路へ開口している．冠動脈との交通はみられない．3－2）

Laid－bdck大動脈造影：管腔の起始部・開口部やその走行がよu明瞭に描出されてい

る．3－3）右冠動脈造影，34）左冠動脈造影：左右冠動脈は管腔と交通を有さず，官

腔よりも遠位で起始している．

Ao：大動脈，　LCA：ノi｛冠動脈，　LV：左室，　LV（⊃T：左吉流出路，　RCA：右冠動脈，

T：ALVT
　l　2

3　　4

で起始していた．管腔の起始部を自己心膜バッチ（］2×

5mm）で，開l　l部をダクロンパッチ（8×9mm）で閉

鎖した．

　術後の心エコー検査では，II度大動脈逆流が認めら

れたが左室拡張末期径は28mmへと縮小し，管腔内の

残存血流はみられなかった．

　現在外来で観察中であるが，経過良好であろ．

　　　　　　　　　症　例　2

　1歳，女児．

　病歴：在胎4｛〕週，3，〔〕60gで出生．10カ月時に某病院

で心雑音を指摘され，／歳3カ月時に精査［的で当科

に紹介入院となった．

　入院時現症：身長78cln，体重9，125gと発育は良好

であった．胸骨左縁第3肋間に最強点を有するLevine

II／VI度の拡張期雑首を聴取した．　II音は元進し，血圧

は1｛〕6／49mnnllgであり，1〕ounding　pulse（ま明らかで

なかった．多呼吸，チアノーゼは認めず，肝脾腫はな

かった．

　胸部レントゲン写真：心胸郭比は0．53と心拡大はな

く，心陰影にも異常を認めなかった．

　心電図：洞調律．QRS平均電気軸は一60，QRSで

VlでrSパターン（SVI　l．3mV），　V5でRsパターン

（Rv51．6mV）と左室負荷の所見はなく，ST，　T波に

も異常を認めなかった．

　心エコー検査：断層心エコー図では，大動脈弁は3

弁で肥厚はなく，弁輪径はllmmと拡大していたが，

左室拡張末期圧は32mmと拡大は軽度であった．大動

脈基部短軸断面で，無冠動脈洞から起始し大動脈前方

を時計方向に回り込んで左室流出路に開［する管腔が

描出され，四腔断面・左室長軸断面では，管腔が心室
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　　　　　　　　　　　　　　　図1　：肛例2．ノ〔二・ド、．］一図

il）　ノ＼動り辰基部ハ；li］軸断［llj（21）E）：管胎1は．無；［・五勒脈洞かL・｝）起始していろ（↑）．．12）陶i

l∬1（・lD　をノr｛室流1　1　“11各IJ　1　t（JJに｛頃（1た断［ki：「人こ巾tlJ肋U臼［1］：．ドに左三；｛「川［1部がi’hfi　ii　llされ匂◆

4：リノノラードプラ所見：生は（．I　D　と同断面V印｝1張川．［fl’L流は無冠亘i／Jl振洞1勺起／1了’i部

から官腔内を・逆流Lてい．．右は日2）と同断山）1）拡張期．逆流川Lがノ［｛牢：流出路に向

か［、活L溺［ヒなつてい；3．

1∠：！1｛li・］中刎派i’1’ii」，　LVOT，　ノi－1’i，L流ii　M1（ii，　N：無1口！1功肋’〈iiiil，　R：左1’i・［！UJ‖11ミ1同，　R　V：右宅

⊥　　3

中隔の大動脈∫ド．直ドに開lrしている様子が明らかで

あった．左右の冠動脈は㍗；；腔と無関係に起始していた．

　カラード7．ラ法で，拡張期には大動脈から左室へ，

⊥反縮期には逆方向に流れろlnエ流シグナルを認めた．ま

た，大1動脈弁を通しての逆流はみられなかった（図4）．

　MRI：診断装直は症例1と同じで，　SE法では，エ

コー時間を15ミリ秒にして撮像した．体軸水平断血で

は，大動脈後方から管腔が起始し，心室中隔内を前方

に回り込んで左室流出路に開口する所見が3断面に

渡って観察された．しかし，冠動1脈との関係はいずれ

の断面でも明らかにできなかった．

　シ7・MRIは，症例1と同じ条件で撮像した．左室流

出路体軸水平断面，冠状断面で，拡張期に低f訂ナとな

り管｝1空から左室流出足各に」逆藪荒するrfrl流を／苗出した．　し

かし管腔全体の描出はできず，またいずれの断面でも

冠動脈との関係は不明瞭であった（図5）．

　心臓カテーテル・心「血管造影検査：心臓カテーテル

検査結果を表1に示した．左室拡張未期圧は5mn、Hg，

大動脈もS2／47mmllgと脈圧の卑；1加を認δりなかt）た．

　大動脈造影でヒ行大動脈の拡張はみられなかった．

管腔の選択的造影で拡張期に管腔内逆流がみられた．

管ll空は左右冠動月辰ヒ」！P．関イ系に無冠動脈洞力、ら起始し，
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　　　　　　図5　症例2．シネMRI
5－1）左室流出路体軸水平断面拡張期．5－2）冠状断面

拡張期：ともに拡張期に管腔内から左室流出路に逆流

する血流がみられるが，管腔全体は描出されていない．

Ao：大動脈，　R：管腔逆流血流，　RA：右房，　RV：右

室，LA：左房，　LV：左室

1

2

心室中隔内を通って左室内で右室尖直下に開口してい

た．中央部には軽度の狭窄を認めた（図6）．

　経過：管腔は細く，管腔内逆流，左室負荷ともに軽

度であったため，2年1／カ月間外来で厳重な心エコー

による管理を行った．4歳3カ月時にわずかの大動脈

弁逆流が出現したため当院心臓血管外科で手術を施行

した．

　術直前の心エコー検査では，大動脈弁輪径は15mm，

管腔の内径は起始部で4mm，中央の最狭部で1．8mm，

左室拡張末期径は34mmであった．

　　　　　図6　症例2．
6－1）選択的管腔造影：

心血管造影

　　　　　　　　　　管腔は無冠動脈洞から起始し，

中央部で軽度の狭窄がみられ，右冠尖直下に開口して

いる．6－2）大動脈造影：管腔（T）内逆流がみられ，

左右冠動脈も別に描出されている．

Ao：大動脈，　NCC：無冠動脈洞，　RCC：右冠動脈洞，

T：ALVT
1

2

　胸骨縦切開，体外循環心停止下に上行大動脈切開を

行った．管腔は無冠動脈起始洞内に起始していた．管

腔の起始部を自己心膜パッチ（5×5mm）で閉鎖した．

左室開口部は大動脈弁尖の直下にあったため閉鎖しな

かった．

　術直後の心エコーでは，左室拡張末期径は34mmと

変化なく，大動脈弁逆流の進行はみられなかったが，

少量の管腔内の残存血流を認めた．しかし，術後3カ

月の心エコーでは，大動脈弁逆流はほとんど認められ

ず，管腔内血流も著明に減少していた．

　現在外来にて観察中であるが，経過良好である．
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　　　　　　　　　　考　　察

　ALVTとは，冠動脈と無関係に，大動脈近位部と左

室の間に交通を有する稀な先天性心疾患で，特に年少

児の往復性雑音，大動脈弁逆流の存在を示唆する病態

を認めたときにはALVTを一考しなくてはならな

い4）5）．その発生頻度に関しては，先天性心疾患児の約

O．1％との報告もあるが4），1963年Levyら8）の報告以

来，現在まで数十例の報告4）－7）があるのみで，本邦にお

ける報告も文献上2例1｝2）にすぎない．我々の経験で

も，1991年以後5年間に心エコー検査を受け先天性心

疾患と診断された2，565人中，ALVTは2例認めたの

みで，発生頻度は先天性心疾患の0．1％未満と考えられ

た．

　ALVTの局所解剖について，最も重要と考えられる

大動脈側起始部位は，Hovagnimianら7）の37例検討

で，右冠動脈起始部の①頭側14例，②弁側9例，③同

レベル6例，④不明6例であったと報告されている．

左冠動脈洞領域から起始していたとの報告2）9｝1°）も散

見されるが，症例2のように無冠動脈洞領域から起始

した症例の報告は，調べ得た範囲では認められず，貴

重な症例と考えられた．

　また，我々の症例ではみられなかったが，ALVTに

おける心血管系の合併奇形は25～45％と報告されてお

り6）7〕ll），2弁性大動脈弁・大動脈弁狭窄症などの大動

脈弁形態異常の他，肺動脈狭窄，動脈管開存症，心室

中隔欠損症，右冠動脈欠損症などの合併4）6）7）12）’3）’4）に

も注意が必要である．

　ALVTの長期予後についての報告は，わずかに見ら

れるのみ15）であるが，合併症のないALVTの手術死

亡率は低く7），術後大動脈弁逆流を最小限に押さえる

ことがポイントとなっている．

　症例1では管腔の両側閉鎖術を，症例2では大動脈

側閉鎖術を選択した．症例／は多量の管腔内逆流や大

動脈弁輪拡大がみられ，大動脈弁変形の進行防止のた

めにも可及的早期に手術を行った．管腔起始部は右冠

動脈洞内弁尖近傍に存在したため，無理な縫合による

弁変形のための術後大動脈弁逆流防止に心膜パッチを

用いたが，術後心エコーでII度大動脈弁逆流が確認さ

れた．これは，管腔開口部が弁尖に近すぎたため細心

の注意にも関わらず，弁に外力が加わったため発生し

たものと推測された．症例2では，管腔は狭小で容量

負荷が少なく，左室・上行大動脈・大動脈弁輪の拡大

や大動脈弁逆流も見られなかった．家族の希望もあり

手術を待機していたが，4歳3カ月時に軽度の大動脈
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弁逆流を認めたため手術を行った．管腔が大動脈弁直

下に開口していたため，縫合時に弁を傷める可能性が

あり，左室開口部の閉鎖を行わず管腔内の血流残存を

余儀なくされたが，管腔内血流は減少し大動脈弁逆流

の進行はなく，術後3カ月時には，大動脈弁逆流はほ

とんど認められなくなった．他の症例でも，管腔の左

室開口部は必ずしも閉鎖されてはいないが，管腔の拡

大が高度な未閉鎖例で，術後に瘤状拡大が進行して右

室流出路狭窄を来したという報告もあり’6），注意を要

する．

　実際，術後大動脈弁逆流の程度を推察し，最適な術

式を選択するためには，術前画像診断で大動脈弁逆流

の程度と管腔の解剖を明らかにする必要があり，特に

管腔の形態・逆流の程度，起始部・開口部の弁や冠動

脈との位置関係，大動脈弁輪の拡大・歪みの程度を把

握することが重要である．冠動脈と管腔起始部が近接

している例や，弁輪直上・直下で起始開口する例では，

冠動脈や弁の温存のために適切な位置で縫合できない

場合もあり11）’［’），無理に閉鎖を試みると術後大動脈弁

逆流を来しやすく，ともにハイリスクグループと考え

られる．

　ALVTの鑑別診断として，①バルサルバ洞動脈瘤破

裂，②冠動脈痩，③大動脈弁機能不全を伴う心室中隔

欠損症，④肺動脈弁欠損を合併したファロー四徴症な

どが挙げられている‘）6）7）．形態診断については，当初心

臓カテーテル・心血管造影検査を中心になされていた

が，1982年のTurleyらの報告13）以後は心エコー検査

が中心となり，Hucinら9），　Screemら15）は，心エコー

検査のみで診断し，手術を行うことが可能と報告して

いる．

　自験2症例において，心エコー検査は体軸との関係

が不明瞭になりやすく，空間的位置の評価がやや困難

な印象があった．症例1では，管腔は右冠動脈とほぼ

同方向に起始し，起始部が拡大していたため，両者の

陰影が重なり合い上下の位置判断が比較的難しかっ

た．同様に管腔起始部が瘤状に拡大した例で，心エコー

のみではALVTと診断できなかったという報告17）も

みられている．しかし，心エコー検査を行った時点で，

管腔や大動脈弁の形態，逆流の有無，管腔内血流のパ

ターン，冠動脈との関係などの評価を含めたALVT

の診断は可能で，手術方法の決定や術後の予測推測も

おおよそ可能であった．また，多量の管腔内逆流を伴

う例では，大動脈弁直下に広範囲にわたって乱流シグ

ナルが出現するため，カラードプラ法による大動脈弁
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逆流の評価は困難とされる1）が，左室長軸断面心尖部

からのアプローチにより，大動脈弁口からの逆流は

towardに，　ALVTからの逆流はaway　flowとして描

出されるため，症例1のように多量の逆流を伴う例で

も大動脈弁逆流の描出は可能であった（図1－4）．管腔

自体の描出は比較的容易で，大動脈弁逆流，および前

述したその他の疾患との鑑別は可能と思われた．

　一方，MRIは低侵襲で任意の断面が得られ，かつ体

軸や他臓器との位置関係が容易に把握できるため，循

環器領域においても近年盛んに用いられている．調べ

得た範囲内でALVTのMRIに関する報告はみられ
なかった．自験例で管腔の大きな症例1では，起始部・

開口部を含め管腔全体を描出することができた．症例

2では，シネMRIで心室中隔内の管腔は高信号に，左

室流出路に逆流する血流は低信号域として描出でき

た．しかし，全体像を一断面で描出・把握することは

困難であった．これは管腔が狭小であったこと，基本

的断面のみの検討で適切な斜位断面が選択されていな

かったことが主因と考えられた．また，両症例とも

MRIでは管腔と冠動脈との関係は明らかでなく，冠動

静脈痩との鑑別は困難であった．したがって今回の検

討では，MRIにより心エコー検査以上の情報を得るこ

とはできなかった．しかし最近では，脂肪抑制法の臨

床応用18），超高速スキャン法の進歩19）などにより，例え

ば冠動脈の描出能なども向上しており，適切な斜位断

面を選択し組み合わせれば，ALVT自体の描出をはじ

め冠動脈との関係評価なども改善するものと思われ，

今後の検討を待ちたい．

　心臓カテーテル・心血管造影検査については侵襲的

検査法であるが，心エコーを補佐しうる診断法と思わ

れた．今回の2症例においても，心エコー診断では不

確実あった大動脈弁・管腔・冠動脈相互の位置関係に

っいて，心エコー検査よりも優位な情報を得ることが

できた．通常の正側2方向では，大動脈弁近傍の構造

陰影が重なり合って，大動脈弁・両冠動脈・管腔の位

置関係が判断できない例もあると考えられるが，Laid一

表2　各診断法の比較

診断法 ALVTの起始部・開口部 冠動脈 大動脈弁逆流

心エコー法 ◎ ○ ◎

MRI ○ △ △

心血管造影 ○ ◎ △

◎：極めて有用　○：有用　△：時に有用
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back法3）により鮮明に描出できた（症例1）．ただ微少

な血流動態については不明瞭で，大動脈弁逆流の有無

などについては，管腔からの造影剤逆流が大動脈弁直

下を占め，大動脈弁口が不鮮明になり，心エコーに比

べて判定は困難であった．

　ALVTの病態に対する各診断法の有用性について

表2に要約した．

　　　　　　　　　　まとめ

　①極めて稀なALVTの2例を経験した．1例は管

腔が無冠動脈洞から起始し，初めての報告と考えられ

た．

　②ALVTの長期予後を規定する最も重要な因子は

術後大動脈弁逆流で，管腔の大きい例，冠動脈近傍か

ら管腔が起始している例，弁輪直上・直下で起始開口

する例がハイリスクグループと考えられた．

　③心エコー法が最も有効な診断法であった．しか

し，冠動脈との関係などの管腔局所解剖について不明

瞭な点があれば心血管造影検査で確認すべきである．

MRI検査については現時点では診断能の限界があり

今後の検討の余地があると思われた．
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　　　Diagnostic　Imaging　in　Aortico－Left　Ventricular　TunneI

Two　Case　Reports　and　Preoperative　Anatomical　Check　Points一

Tooru　Araki，　Masahiro　Kamada，　Shin－ichi　Ohtsuki，　Yoko　Ishihara，

　　　　　　　　　　　　　　　　Yoshiki　Seino　and　Shunji　Sano＊

　　　　　　　　　　Department　of　Pediatrics，　Okayama　University

　　　　Department　of　Cardiovascular　Surgery，　Okayama　University＊

　　　　We　report　2　patients（a　6－month－old　boy　and　a　4－year－old　gril）with　aortico－left　ventricular

tunnel（ALVT），　an　extremely　rare　congenital　heart　disease．　The　aortic　entrallce　of　the　ALVT

was　in　the　right　coronary　sinus　of　Valsalva　in　case　l　and　ill　the　non－coronary　one　in　case　2．　To

our　knowledge，　the　latter　is　the　first　such　case　reported．

　　　　Although　the　tunnel　must　be　closed　without　dilation　or　distortion　of　the　aortic　valve，　aortic

valve　regurgitation　nユight　develop　postoperatively．　This　seems　to　be　due　in　part　to　severe　dilation

of　the　aortic　root，　valvular　changes　secondary　to　the　disturbance　caused　by　the　functioning

tunnel，　and　the　distortion　of　the　valve　cusp　caused　by　during　obliteration　of　the　tunnel．　In　case

1，the　entrance　of　the　tunnel　was　so　close　to　the　aoritc　cusp　that　we　could　not　completely　close

it．　In　case　2，　the　tunnel　was　very　large　with　a　markedly　dilated　aortic　root，　and　mild　aortic　valve

regurgitation　followed　in　the　early　postoperative　period．　To　preserve　the　aortic　valve　function，

we　must　disclose　the　local　anatomy　of　the　tunnel　before　the　operation，　and　echocardiography

with　Doppler　colour　imaging　is　the　most　useful　method　for　revealing　its　anatomy．
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