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II．臨床「房室中隔欠損の診断と治療戦略」
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称としては好ましくないと考えたようである．

はじめに

発

房室中隔欠損症の頻度は，諸家の報告では先天性心
疾患の1.4〜7.4％，中澤らの新生児期の調査では1.8％
1）

生

心内膜床は房室中隔，膜様部中隔，房室弁の形成に

を占めるといわれている ．房室中隔欠損のなかでも

かかわっている．Van Mielopらは，以下の異常の単独

完全型は予後不良で，無治療では生後 6 カ月で46％，

ないし，いくつかの組み合わせの結果として本疾患が

2）

1 年で65％，2 年で85％，5 年で96％が死亡する ．ま

成立すると述べている9）．すなわち，① 上下心内膜床

た，心室中隔欠損症より肺高血圧の進行は速いといわ

の部分的ないし完全な癒合不全によって，弁口は 2 つ

3）

れており ，早期診断・早期治療が長期生存には不可

あっても僧帽弁前尖の裂隙を生じるか，共通房室弁口

欠である．しかし，診断と治療に必須である形態の理

を生じる．② 心内膜床の下方偏位（もしくは下垂）に

解や解剖学的知識が，主としてその複雑さのために，

よって心房中隔とcushion tissueの癒合が阻害され心房

十分でない方も決して少なくないものと予想される．

間交通は残り，左室流出路の狭窄が生じる．③ 流入

以上の理由から本疾患の解剖の基礎的な事柄につい

路中隔の欠損からscooped-out areaと呼ばれる流入路中

て，僭越ながら概説するものである．

隔中央部の欠損ないし短縮を生じる．④ 心内膜床と

名

心室中隔の癒合不全により，房室弁直下の心室中隔欠

称

損を生じる．

本疾患に関する報告は，調べてみたところでは1846
年のPeacockの報告が最も古く，彼らは本疾患をpersistent atrioventricular canalと命名している4）．その後endo5）

cardial cushion defect
（Campbell，1957） ，atrioventricu6）

房室中隔欠損に特徴的な形態異常
1．房室中隔の欠損
正常心においては僧帽弁前尖の心室中隔への付着位

lar defect（Somerville，1966） ，A-V canal malformations

置より心尖部に近いレベルで三尖弁中隔尖は心室中隔

（Goor，1975）7）などの名称で呼ばれてきたが，最近で

に付着する．この僧帽弁前尖と三尖弁中隔尖の心室中

8）

はatrioventricular septal defect（Becker，1982） が一般的

隔付着部の間にある中隔は左室と右房を隔てているた

になりつつある．Beckerらは不確実な発生学的事象に

め房室中隔と呼ばれ，膜様部中隔の房室部と心房筋，

基づく命名は疾患名としては不適当であると考え，

9）
．本疾患では心内膜床
後方は心室筋からなる
（図 1a）

atrioventricular canalやendocardial cushionという発生学

に由来する房室中隔の欠損があり，それによって心房

用語よりも，より確定的な解剖学的事実をよりどころ

中隔下端かつ房室弁直上に心房間交通が残存する（一

とした診断名が好ましいと考えてatrioventricular septal

次孔欠損）
．さらに房室弁直下の流入路中隔は心尖方

defectと命名している．また，atrioventricular defectは

向にえぐり取られたように短縮しており，この流入路

解剖学的観点から命名されてはいるものの，absence of

中隔の欠損部分をscooped-out area（scoop out：掘る，え

an atrioventricular connectionと紛らわしく，本疾患の名

9）
．scooped-out areaがあるため
ぐり取る）という（図 1b）
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房室中隔とその欠損
a：正常心の房室中隔；破線で囲まれた部分が房室中隔の
おおよその位置．
b：不完全型房室中隔欠損
（RA view）
；房室弁直上の一次中
隔が欠損し
（一次孔欠損）
，直下の流入路中隔が短縮する
（scooped-out area）
．太い白矢印は房室接合部のレベルを示す．
AV septum：房室中隔，MS：膜様部中隔，ATL：三尖弁前
尖，STL：三尖弁中隔尖，FO：卵円孔開存，RA：右心房，
RV：右心室，CS：冠静脈洞，AV node：房室結節，O.I：
一次孔欠損，Ant Pm：前乳頭筋，RSL：right superior leaflet
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左室流出路の形態
a： 正 常 心 の 左 室 流 出 路
（矢
印）．b： 不 完 全 型 心 内 膜 床 欠
損の左室流出路
（矢印）．c：左
室流出路のgooseneck appearance（矢印）．
LV： 左 室，LVOT： 左 室 流 出
路，Ao： 大 動 脈，MV： 僧 帽
弁，O.I：一次孔欠損
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に一次孔欠損のかなりの部分は房室接合部
（図 1b，矢

図3

左室流出路長/左室流入路長
a：正常心；Outlet dimension/Inlet dimension ≒ 1．
b：不完全型房室中隔欠損；Outlet dimension/Inlet dimension > 1．

3．流出路長が流入路長より長い

印）より心尖部よりに存在することとなる．房室中隔

流入路中隔の欠損
（scooping）によって流入路中隔は

がないのであるから，当然両房室弁は同じ高さであ

短くなり，大動脈弁が両房室弁の間にwedgeできない

る．scoopingの程度は不完全型に比して完全型のほう

ため大動脈弁は前上方に偏位し流出路は延長する．こ

が顕著である．

のため正常心ではほぼ等しい心尖〜大動脈弁間の距離
と横隔膜面上の心尖〜房室弁間距離
（図 3a）
が，本疾患

2．大動脈弁が両房室弁にwedgeしない
正常心においては，大動脈弁は僧帽弁，三尖弁の間
にwedgeするが，完全型，不完全型いずれの房室中隔欠

10，11，13，14）
．
では後者に比べて前者が大きくなる
（図 3b）

房室弁の形態と分類

損においても，大動脈弁は両房室弁にwedgeしない．こ

房室弁尖の名称は報告者によってさまざまであり紛

のため大動脈弁は正常に比べて前上方へ偏位し，左室

らわしいため，図 4aに完全型，図 4bに不完全型の房

9–11）
．さら
流出路は長く，狭くなり横走する
（図 2a，b）

室弁を図示し，Kirklin10）とBeckerらのテキスト11）で使

に，scooped-out areaの存在も左室流出路をさらに長く

用されている房室弁尖の名称をそれぞれ併記する．

する要因の一つである9）．左室造影を施行した際に拡

BeckerらのテキストではLIL
（left inferior leaflet）とRIL

張期正面像で細く長い左室流出路をみるが，これが

（right inferior leaflet）の両者を併せてposterior bridging

goose neck signという本疾患にとって診断的価値の高

leafletと称している．本稿では弁尖の名称をKirklin10）の

12）
．
い所見である
（図2c）

テキストにならうこととする．

平成21年 3 月 1 日

31

第 5 回教育セミナー「若手医師のための勉強会」：臨床「房室中隔欠損の診断と治療戦略」 房室中隔欠損症の形態学

112

A

LSL

A

LSL

RSL

RSL

Cleft?
LLL

RLL

L

L

R

P

RSL

LSL: left superior leaflet = anterior leaflet of left valve
LIL: left inferior leaflet = posterior leaflet of left valve
LLL: left lateral leaflet = mural leaflet of left valve
RSL: right superior leaflet = antero-superior leaflet of right valve
RIL: right inferior leaflet = septal leaflet of right valve
RLL: right lateral leaflet = inferior leaflet of right valve
前者はKirklinのテキスト10），後者はBeckerらのテキスト11）に記
載された名称．
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LSL: left superior leaflet = left anterior bridging leaflet
LIL: left inferior leaflet = posterior bridging leaflet
LLL: left lateral leaflet = left parietal leaflet
RSL: right superior leaflet = right anterior leaflet
RIL: right inferior leaflet = posterior bridging leaflet
RLL: right lateral leaflet = right lateral leaflet
前者はKirklinのテキスト10），後者はBeckerらのテキスト11）に記
載された名称．BeckerらはLILとRILを合わせてposterior bridging leafletと呼んでいる．
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房室弁尖の名称とRastelli分類
a：完全型．b：不完全型．c：Rastelli分類．

房室弁尖の数は基本的には 5 尖といわれてい
る11，14，15）が，LILが二分割していたり，以下に述べる

の位置と同交連の固定の様式で完全型心内膜床欠損を
17）
．
分類したのがRastelli分類である（図 4c）

C型のRSL（right superior leaflet）
が認識できる程度の大

LSLの右側端の腱索が中隔の頂上に多数の腱索で固

きさがあるか否か，後に述べる潜在的なparachute mi-

定されるか，円錐乳頭筋（medial papillary muscle）に支

tral valveの有無，加齢による弁尖の変化などによって

え ら れ て い れ ばA型 と 分 類 さ れ る
（図 5a，b）
．した

必ずしも 5 尖とは限らないようである．Kirklinのテキ

がってA型ではLSLはbridgingしていないか，ごくわず

ストには23％が 4 弁，42％が 5 弁，33％が 6 弁，2％

かにbridgingしているのみである．Minichらが完全

10）

が 7 弁と記載されている ．

型，不完全型を心エコー検査で鑑別するために用いた

房室弁口が 1 つであれば完全型，房室弁口が分割さ

剣状突起下からの短軸断面で房室弁を観察すると18），

れていれば不完全型と分類される．すなわち完全型は

比較的高い精度でRastelli分類における各型の診断も可

LSL
（left superior leaflet）
とLILにつながりがなく，弁口

能である．図 5cは同じ断面で描出したA型の房室弁で，

は 1 つで心室中隔欠損を伴う．不完全型はLSLとLIL

LSL-RSL間の交連が心室中隔上にあるのがわかる．

が心室中隔上で弁組織
（connecting tongue，bridging

Rastelliらの記述によればC型ではLSLは分割されて

tongue）
でつながっており，通常心室中隔欠損はない．

おらず，その右側端であるLSL-RLL（right lateral leaf-

さらに，LSL-LIL間が細い弁組織によって結合してい

let）間の交連は右室前乳頭筋に支持されている17）．一

16）

る場合を中間型と分類することもある ．以下，これ

方，Piccoliらによれば，C型においては極めて小さな

ら 3 つの型それぞれについて解説する．

RSLがあり，LSLの右側端とRSL，RSL-RLL間のそれ
ぞれの交連は先分かれした右室前乳頭筋に支持されて

1．完全型
（complete type）

いるとのことである15）．LSLは右室内に深くbridgingす

前述したとおり，LSLとLILにつながりがなく房室

るとともに心室中隔には固定されていない，いわゆる

弁口は 1 つである．LSLはLV内に収まっていること

free floatingの状態である．図 6aは右房からの撮影であ

も，さまざまな程度に中隔を越えて右室内にまで拡

るが，LSLは大きく右室内にbridgingしており，右端は

がっていることもある（bridging）
．LSL-RSL間の交連

右室前乳頭筋に支えられている．本症例においては小
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Rastelli分類A型
a：RA view；LSL-RSL間の交連は心室中隔上にあり，中
隔上の腱索と円錐乳頭筋で支持されている．
b：RV view；Rastelli 分類のA型では円錐乳頭筋が正常
の位置に存在する．
c：Rastelli分類A型の2DE；LSL-RSL間の交連が心室中
隔上に認められる．
MPM： 円 錐 乳 頭 筋，PA： 肺 動 脈，IS： 漏 斗 部 中 隔，
APM：前乳頭筋

図6

Neo-PA

LSL

Cranial

Rastelli分類C型
a：RA view；LSL-LIL間につながりはない．LSLはfree
floaterで心室中隔を越え，その右側端は右室前乳頭筋で
支持されている．RSLの有無は不明であった．
b：RV view；Rastelli分類C型には円錐乳頭筋が欠如して
いる．
c：Rastelli分類C型の2DE；LSLの右室内へのbridgingを
認める．

a

b

LSL: free floater
Apical PM
IS

図7

APM of LV
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RSL

*

LIL

LV

RV
APM of RV

Rastelli分類B型
a：RV view；完全大血管転位合併症例で心内修復術お
よび大血管転換手術後である．中隔束
（TSM）に平行し
て走行する肉柱に存在する乳頭筋がLSL-RSL間の交連
を支持している．図5bの円錐乳頭筋と対比すること．
b：LA view；LSLはfree floatingで心室中隔上（*）に腱索
はない．
Apical PM：apical papillary muscle，Neo-PA：大血管転換
術後の肺動脈

さなRSLは判別できなかった．図 6bに示すようにRas-

左房から眺めるとLSLから心室中隔上への腱索挿入は

telli分類のC型にはB型と同様に円錐乳頭筋がない．剣

なく，LSLがfree floaterであることがわかる
（図 7b）
．

状突起下短軸断面の心エコーでみるとLSLとLILにつ

Rastelliら17）によれば20例のうちA型が14例（70％），

ながりがなく，LSL-RSL間の交連も認められないので

B型 3 例（15％），C型 3 例（15％），Piccoliら15）の報告で

C型であることがわかる
（図 6c）
．

は70例のうち，それぞれ45例（64％），8 例（11％），17

LSL-RSL間の交連が，円錐乳頭筋が本来存在すべき

例（24％）と，いずれの報告でもA型が最多でB型が最

位置である中隔束の後肢よりも心尖部寄りの部位に存

少であった．しかし，筆者の乏しい経験からはB型は

在する異常な乳頭筋
（apical papillary muscle）
に支持さ

もっとまれではないかと感じられるが，この差は診断

れていれば，B型と分類される．図 7 の症例は完全大

能力によるものであろうか．

血管転位を伴っており，心内の修復とともに大血管転
換手術を施行されている．術後であるため判然とはし
ないが，中隔束
（trabecular septomarginalis）
の右側に位置

2．不完全型（incomplete type）
心室中隔の頂上でconnecting tissue
（connecting tongue）

する異常な筋束上にある大きなapical papillary muscleが

によってLSLとLILが前後つながっていることで，房

LSL-RSL間の交連を支持しているようである
（図 7a）
．

室弁口は左右二分割されている
（図 4b，8a，b）． LSL

平成21年 3 月 1 日

33

第 5 回教育セミナー「若手医師のための勉強会」：臨床「房室中隔欠損の診断と治療戦略」 房室中隔欠損症の形態学

114

RA

Connecting tongue
LA

LSL
RSL

LSL
LIL

O.I
APM

RIL
RV

a

b

O.I

Cleft
LV

図8

不完全型
a：RA view；LSL，LILはconnecting tongueでつながって
いるため，弁口は左右に二分割されている．LSLの縦走す
る亀裂は破損によるものである．
b：LA view；本疾患のLSL-LIL間を僧帽弁前尖の裂隙
（cleft）
とするか，房室弁の左側componentを三尖と考えるか異論
のあるところである．

とLILを合わせて僧帽弁前尖，LLL
（left lateral leaflet）を
Tongue of valve tissue

僧帽弁後尖とみれば前尖にcleftがあるものと考えられ
る
（図 8b）
．他方，これをcleftではなくLSL-LIL間の交

LSL

O.I

LSL

O.I

LIL

連 と 考 え， 左 側 房 室 弁 が 3 尖 と 考 え る 向 き も あ

LVOT

る19，20）．正常の僧帽弁とは異なりLLLは他の 2 尖を合
わせたものより小さい．

LV
LV
Interchordal space

3．中間型
（intermediate type/transitional type）
Wakaiらは完全型と不完全型の間に中間型を設けて
いる．彼らは 上下心内膜床が癒合した唯一の証拠が
心室中隔上の弁組織の小さなbridgeである 場合を中間
型と定義している16）．Bharatiらは中間型を 3 つのtype
に分類している21）．I 型は小さな弁組織のbridgeに加え

図9

中間型
a：LA view；LSL-LIL間は細いbridging
tongueでつながっている．
b：LV view；a と同一症例．LSLの下に
腱索間隙（interchordal space）を介する心
室間交通がある．中間型の存在を認める
ならばBharatiらのII型である．

a

b

て心室間交通はなく，LSL-LIL間を裂隙と認識できな
いくらい大きなLILの欠損がある場合で，Draulans-Noë
ら22）の解釈ではLSL-LIL間の広いギャップと長いcon-

診断すべき症例であったが，このような症例の存在を

necting tongueがその特徴とのことである．II型では

考えると中間型というカテゴリーは残すべきかと思わ

LSL，LILとconnecting tongueが腱索で心室中隔の頂上

れる．なお，当該剖検標本は心ない病理医によって，

に固定されている
（図 9a，b）
．つまりLSL，LILがcon-

原形を留めぬまでに解体されてしまったため，故安藤

necting tongueでつながり，その下に腱索間隙を介した

正彦先生のご高診を得ることはかなわなかった．

小さな心室間交通がある場合をII型と分類している．
III型はLSLとLILにつながりがあり，その下に大きな
心室中隔欠損が存在する場合をいう．

心房間交通と心室間交通
房室中隔欠損症の一次孔欠損は巨大なこともあり，

ヨーロッパ学派は中間型の存在を疑問視する傾向に

逆に心房間交通のないこともあるが，多くの場合中等

ある．たしかにbridging tongueの大小で不完全型と中

度のサイズである．一次孔欠損とは別に二次孔欠損や

間型を判別するのは剖検や術中診断においても難し

卵円孔開存を伴うこともあり，二次孔欠損は16％の症

く，画像診断ではいっそう困難であるため，あいまい

例に認められる23）．なお，単心房は巨大な心房間交通

な中間型を認めないほうが臨床の場での混乱は少ない

のある房室中隔欠損であり，一次孔欠損に加えて卵円

であろう．さらに，不完全型に心室間交通の合併を認

窩（fossa ovalis）および卵円窩縁（limbs fossa ovalis）が欠

めるのであれば中間型の存在意義は著しく低下する．

如した状態をいう10）．

しかし，筆者は東京女子医科大学在職中に，大きな心

不完全型では房室弁がscoopingを伴った心室中隔の頂

室間交通があり大きなconnecting tongueでLSLとLILが

上に固定されており，原則的に心室中隔欠損はないが，

つながっている無脾症候群症例を経験したことがあ

中間型の存在を認めない立場をとれば心室間交通が房室

る．そのときには不完全型とも完全型とも分類でき

弁と心室中隔頂上の間に存在してもよいことになる11）．

ず，もちろん中間型とも診断できなかった．今思えば

完全型房室中隔欠損の心室中隔欠損は流入路進展を

（もし中間型が認められるのであれば）
BharatiのIII型と

伴った膜様部近傍欠損で24），LSL，LIL直下に存在す
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刺激伝導系
a：正常心
b：不完全型房室中隔欠損；房室弁をは
ずした標本．正常心に比して房室結節，
Hiss束，左脚は低い位置に存在する．
RBB：右脚

a

b

る．欠損の大きさは通常中等度以上で，ほとんどの症

単一乳頭筋合併例の心エコー所見
a： 傍 胸 骨 短 軸 断 面 の 房 室 弁 レ ベ ル；
LLLを認めることができない．
b：傍胸骨短軸断面の乳頭筋レベル；左
室内に唯一の乳頭筋が認められる．

b

常範囲のこともある．

例ではLSL下の欠損はLIL下の欠損より大きい10，14）．

合併奇形

Suzukiら に よ れ ば30％ の 症 例 に はLIL下 の 欠 損 が な
く，これらにはファロー四徴症，大動脈弁下狭窄や大

a

1．左室流入路狭窄

動脈縮窄のように左右心室流出路の狭窄を伴うことが

心内修復術後に左室流入路狭窄を来す，いわゆる潜

多いとのことである25）．また，頻度は少ないものの筋

在的な左室流入路狭窄に重複僧帽弁口
（double orifice mi-

性中隔欠損の合併もあり得る．

tral valve）
と単一乳頭筋
（single papillary muscle）
がある．

Neufeldらのいう，いわゆる共通房室管型心室中隔欠
26）

重複僧帽弁口では本来の弁口とaccessory orificeが弁組織

損は流入路進展をした膜様部近傍欠損であるが ，彼

（fibrous tissue）で分離されているが，その原因はLIL-

らが示した症例のすべてが前述した房室中隔欠損に特

LLL間の交連の形成不全であるといわれている．重複

徴的な所見を呈しているわけではない．心房間交通の

僧帽弁口は房室中隔欠損の約 5％の症例に認められ10），

ない流入路進展をした膜様部近傍欠損のうち房室中隔

中間型に合併することが多いとの報告もある16，22）．

欠損特有の所見を有するものだけを房室中隔欠損に分
11，13）

単一乳頭筋も重複僧帽弁口とおおよそ同様の頻度で

，Sotoらの流入路進展を

みられるが，完全型への合併が多い
（図11）
．房室中隔

伴った膜様部近傍欠損症例55例のうち房室中隔欠損に

欠損症以外の左室のsingle papillary muscle，すなわちpara-

分類し得たのは 4 例のみであった24）．

chute mitral valveにおいては前乳頭筋が欠如し後乳頭筋

類する立場からみれば

刺激伝導系

に僧帽弁の全腱索が挿入するが，本疾患では後乳頭筋
が欠如し全腱索が前乳頭筋に挿入することが多い27）．

房室中隔欠損症においては冠静脈洞，房室結節はい

重複僧帽弁口，単一乳頭筋のいずれにおいても，前も

ずれも正常心（図 10a）に比して下方に位置し，房室結

しくは後交連の形成がないか不完全で，LSL-LIL間が主

節は冠静脈洞と心室中隔の頂上の間に存在する（図

要な弁口であるため，修復時にLSL-LIL間の交連を閉鎖

10）
．房室結節から出たHiss束は上方に向かい，心
10b）

すると僧帽弁狭窄を作ることになる．さらに，前後の

室中隔の頂上と房室弁輪の交点に達した後LIL下の心

乳頭筋が極端に近い場合や乳頭筋が正常な位置に存在

室中隔上を上前方に向かいつつ左脚を分枝する．中隔

していてもすべて，ないしほとんどの腱索が 1 つの乳

頂上の中間点からは右脚のみとなり，右脚は円錐乳頭

頭筋に挿入する場合も同様に僧帽弁狭窄を生じる27）．

筋を経て調節帯（moderator band）に向かって走行す
る．図10a，b に示すように，房室中隔欠損では正常よ

その他の左室流入路狭窄の原因として三心房心，僧
帽弁上輪，imperforate valve，低形成などがある．

り下方で左脚が右脚から分枝しており，左室内におい
ては左脚が正常心より下方に分布する．このため，本
疾患の心電図はQRS軸が上方指向軸を呈するといわれ
11）

ている ．scoopingの程度が軽い症例ではQRS軸が正
平成21年 3 月 1 日

2．左室流出路狭窄
前述したように，房室中隔欠損においては大動脈弁
が両房室弁間にwedgeしないため大動脈弁は前上方に
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表1

偏位し左室流出路は細長く，大動脈弁下に存在する

主要な合併心奇形

anterolateral muscle band（muscle of Moulaert）
（図12a）が
正常心より発達しているため28），軽微な閉塞性病変の
合併によっても左室流出路狭窄を来すことになる．左
室流出路狭窄の原因として膜様狭窄
（discrete membarane）
（図12b）や線維筋性狭窄などの突出物，乳頭筋の
位置異常（図12c）
，腱索の左室流出路挿入，膜様中隔
瘤，LSL由来のaccessory valve，機械弁などがある．左
室流出路狭窄はStuderら23）による手術症例の調査では
約 1％，Piccoliら29）による剖検標本の検討では 7％に認
められている．

左室流出路狭窄
a：房室中隔欠損の左室流出路；
発 達 し たanterolateral muscle
bundleを認める．
b：大動脈弁下に膜様狭窄
（discrete membrane，矢印）
を認める．
c：左室造影で左室流出路を横切
る異常な乳頭筋による左室流出
路狭窄
（矢印の透亮像）
を認める．

N = 310
PDA
TOF
DORV
PLSVC with
unroofed coronary sinus
Heterotaxia
TAPVC
LVOTS
TGA
CoA
Ebstein anomaly

N = 130

32（10％）
20（6.5％）
9（2.9％）

10（7.7％）
TOF + DORV
19（15％）

9（2.9％）

記載なし

7（2.3％）
2（0.6％）
2（0.6％）
1（0.3％）
1（0.3％）
1（0.3％）

記載なし
2（1.5％）
記載なし
記載なし
31（24％）
3（2.3％）

© 1985, 1982 Elsevier. All rights reserved.14, 23)

3．その他の合併奇形
表 1 に房室中隔欠損の主要な合併心奇形を示す．
Studerら23）の検討は1967〜1982年の手術症例を対象に

は他書を参照されたい．

したもので，完全型156例，不完全型154例で臓器心房

おわりに

錯位も含めているが，Penkoskeら14）の報告は剖検例で
あり完全型95例に対し不完全型35例で臓器心房錯位が

心臓手術における術前の正確かつ詳細な形態診断の

含まれていない．このように両者の間には対象に関し

重要性は疑うべくもないが，複雑な形態を有し高度な

て明らかなバイアスがあるが，際立った違いは後者に

手術テクニックを要求される房室中隔欠損の手術にお

大動脈縮窄が多いことであろうか．本疾患の左室流出

いては，その重要性はさらに大きくなる．主要な合併

路の細長い形態や潜在的左室流入路狭窄の頻度から想

心奇形はもちろんのこと，手術の危険因子と考えられ

像するに，真の大動脈縮窄の合併頻度はPenkoskeらの

る重複僧帽弁口，単一乳頭筋，重い房室弁閉鎖不全・

報告により近いのではないかと思われる．また，左心

心室間交通10），左室流出路狭窄や大動脈縮窄の合併を

系の閉塞性病変が複合することは臨床の場でしばしば

術前に診断できれば手術成績は必ず向上する．これら

経験されるが，房室中隔欠損においても 1 つの閉塞性

を念頭に置きながら診断を進めることが小児科医には

病変を認めた場合には他の閉塞性病変の有無を確認し

必須であるし，完全型であればRastelli分類の型までは

なければならない．この表にはないものの，Shone

診断しておくのが外科医に対する礼儀であろう．

complex30）と同様に系統循環系の閉塞性病変を複合す
る症例も，それほどまれではないかもしれない．
Bharatiらによれば，左室が正常より小さなdominant
right formは 9％，正常より小さい右室のdominant left

房室中隔欠損は，今なお形態学上の定義，分類，用
語などについて統一性に欠け，同義語も多く難解な疾
患であるが，本稿の内容がこの疾患を理解するうえで
の一助になれば幸いである．

formも同様に 9％で，複合心奇形合併例に多く，完全
型，不完全型のいずれにも起こり得る31）．
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