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心室中隔欠損─心エコー診断について─
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– Echocardiographic Diagnosis of Ventricular Septal Defect –
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Ventricular septal defects (VSDs) are the most common form of congenital heart disease when the bicuspid aortic valve is
excluded. Many ways to classify VSDs have been proposed. According to the report by Soto et al., the ventricular septum is
regarded as having four components: an inlet septum separating the mitral and tricuspid valves; a trabecular septum, which
extends from the attachments of the tricuspid leaflets outward to the apex and upward to the crista supraventricularis; the
smooth-walled outlet or infundibular septum, which extends from the crista to the pulmonary valve; and the membranous septum,
which is relatively small and is usually divided into two parts by the septal leaflet of the tricuspid valve. The anatomic localization
of all VSDs is facilitated by using 2-dimensional (2D) echocardiographic images with a Doppler system and by superimposing
the color-coded direction and velocity of blood flow on the real-time images. However, to be diagnosed without taking into account
the limitations of echocardiography leads to misdiagnosis, resulting in more instances of adopting the wrong method and timing
of treatment. This paper mainly discusses echo diagnosis for the simple perforation type of VSD only.
要

旨

心室中隔欠損
（ventricular septal defect：VSD）
には，発生の過程で心室中隔の融合線に沿って “隙間” として形成さ
れる単純穿孔型と，洞部中隔と漏斗部中隔が同一平面状に並ばずに立体的な段差を持って存在する “非整列型” と
がある．新生児乳児期に発症する先天性心疾患のなかでは最も頻度が高いものであり，単独で存在するものだけ
でなく，さまざまな複合心疾患に合併することも多い．したがって，VSD の位置診断や血行動態の理解はその他
の複合心疾患を理解するうえでも重要である．とりわけ心エコー法による本症の診断は非侵襲的で簡便であるた
め広く行われその有用性は述べるまでもない．しかし，その簡便性ゆえに基本的な診断方法や心エコー法の限界
などを十分に考慮せずに診断を行うことが誤診につながり，さらにそのことにより治療の方法や時期を誤ること
も経験される．ここでは単純穿孔型に限り，再度基本に戻りその心エコー診断を中心に述べた．

はじめに
心室中隔欠損（ventricular septal defect：VSD）は新生

型について，心エコー診断を中心に述べる．
解剖，分類

児期に発見される先天性心疾患としては最も頻度が高

心室中隔を右室の自由壁を取り除いて前から観察す

く約 60％を占めるといわれている1）．本症は発生の過
程で心室中隔の融合線に沿って “隙間” として形成さ

ると，漏斗部，膜性部，洞部の 3 つの部分に分けられ

れる単純穿孔型と，洞部中隔と漏斗部中隔が同一平面
状に並ばずに立体的な段差を持って存在する “非整列

る．中隔の構造としては Fig. 1 に示すように中隔に

型” とがある．後者は Fallot 四徴や両大血管右室起始

る筋肉の盛り上がりがあり，これは頭側に向かうと 2

に伴うものである．ここでは単独で存在する単純穿孔

つに分かれ，それぞれ前方脚
（anterior limb of TSM）と

36

る．洞部はさらに肉柱部中隔，平滑部中隔に分けられ
沿って中隔帯
（trabecular septmarginalis：TSM）と呼ばれ
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Fig. 1

Ventricular septum viewed from right ventricular side.

Fig. 2

Soto’s classiﬁcation.

133

後方脚（posterior limb of TSM）
となる．この 2 つの脚に

VSD の位置を表すためにたくさんの分類が提唱さ

はさまれるように漏斗部中隔が存在している．前上脚

れている．その中で広く知られているものには次のよ

は肺動脈弁にまで達し，漏斗部中隔を補強している．

うな代表的な分類がある．

後下脚は三尖弁方向に伸びて流入路中隔と漏斗部中隔

（1）Kirklin 分類2）

を分けている．この後下脚から内側乳頭筋
（medially

（2）東京女子医科大学日本心臓血圧研究所
（心研）
分類3）

が起始し三尖弁に腱
papillary muscle，Lancisi 乳頭筋）

（3）Soto 分類4）
（Fig. 2）

索を出している．これは三尖弁を支持する乳頭筋のな

最近では Soto 分類が一般的である．西欧人に比べ東

かでは最も流出路側に位置している．また，TSM は

洋人には漏斗部欠損の VSD が多く，VSD 全体の約

その前面から自由壁に向かって走行しこれが調節帯

28％を占める5）．したがって，漏斗部欠損を 2 つに分

（moderator band）
と呼ばれる隆起を作る．さらに，TSM

けた東京女子医科大学心研分類も有用である．Soto 分

の主要部は内腔に突出する前乳頭筋
（anterior papillary

類に従って述べると，各欠損孔の部位の特徴は次のと

muscle）につながっていく．

おりである．

平成22年 3 月 1 日
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（1）漏斗部欠損は漏斗部中隔に存在するもので，多
くは欠損孔の一部は半月弁に接する．
（2）
膜性部欠損は膜性部中隔を中心にその周辺に伸び
るものであり，欠損孔が房室弁や大動脈弁に接する．
（3）膜性部と流入路にまたがるもの．房室中隔欠損
で見られる VSD と同じ部位となる．
（4）筋性部欠損は欠損孔の周囲がすべて筋性組織と
なっているもので，その位置によりに分類される．
• 漏斗部中隔に存在するもの．
• 流入路中隔に存在するもの．
• 肉柱部中隔に存在するもの．これは多孔欠損を示
すことが多い．

や肺動脈弁，膜様部中隔との関係を把握して，欠損孔
の位置や大きさを診断する
（Fig. 3）．また，カラード
プラ法で短絡血流を描出し，欠損孔の位置を確認す
る．断層心エコー法で欠損孔を描出できない小さな欠
損孔の場合でもカラードプラ法による左右短絡血流か
ら心室中隔欠損と診断できる場合もある．特に筋性部
欠損では心室中隔のひび割れのように観察され明らか
な欠損孔として認識できないことがあり，カラードプ
ラ法が必須である．
膜性部欠損において欠損孔がどの方向に伸展してい
るかの判断のためには，内側乳頭筋が欠損孔のどの部
位に認められるかを目印にして判断する（Fig. 4）．す
なわち，欠損孔の上端（頭側）に内側乳頭筋が付着して

血行動態

いる場合には欠損孔は流入路側に伸展しており，内側

血行動態の基本は欠損孔を介しての短絡にある．短

乳頭筋が欠損孔の下端（足側）に付着している場合には

絡量を決めるのは欠損孔の大きさと，左右心室の圧較

欠損孔は流出路方向に伸展している．さらに，内側乳

差となる．左右心室の圧はそれぞれの心室の後負荷で

頭筋の付着部位より前，もしくは心尖部方向に欠損孔

ある，体血管抵抗と肺血管抵抗に規定される．した

が存在している場合には欠損孔は肉柱部方向に伸展し

がって，本症の理解のためには，欠損孔のサイズと，

ている．

体および肺血管抵抗が重要である．

いずれの場合においても注意することは欠損孔に目

一般に短絡量の程度により，次のように分類される6）．

を奪われて，欠損孔だけを描出するのではなく，基本

1）
小欠損：Pp/Ps<0.3 かつ Qp/Qs<1.4

断面を正確に設定し，その断面の中に欠損孔が認めら

2）
中欠損：Pp/Ps>0.3 かつ Qp/Qs が 1.4 ないし 2.2

れるかどうかを観察することが重要である．さらに，

3）
大欠損：Pp/Ps>0.3 かつ Qp/Qs>2.2

三尖弁，内側乳頭筋，肺動脈弁，大動脈弁などの構造

4）
Eisenmenger 症候群：Pp/Ps>0.9 かつ Qp/Qs<1.5

物との位置関係を把握するように努める．

（ここで Pp/Ps は肺体血圧比，Qp/Qs は肺体血流比を示
す）

2）血行動態の評価
欠損孔の描出だけでなく，病態を把握するためには

心エコー診断
VSD の診断は理学所見だけでも比較的容易である
が，心エコー法を用いればより確実である．
心エコー法によって把握できることは，
（1）解剖学

血行動態を評価することが必要である．短絡量や駆出
血液量を定量的に測定するさまざまな方法が提唱され
ている．しかし，それぞれの測定方法を用いることの
できる前提条件を満たしていることの確認や，その方
法の持つ限界などについて熟知したうえで用いなけれ

的位置とサイズの評価，
（2）血行動態の評価，
（3）合併

ば誤った情報を提供することになる．また，どのよう

異常の評価，に分けられる．

な計測方法を用いる場合でも基本となる断面が正確に

1．心エコー検査の適応

ない．さらに直接短絡量を算出するだけでなく，血行

描出されていることが前提であることを忘れてはなら
心エコー検査の適応については日本循環器学会：循

動態の変化により生じる，左房拡大，左室拡大，心室

環器超音波検査の適応と判読ガイドライン，X VIII 先

中隔の扁平化，肺動脈の拡大などの形態変化に注目す

天性心疾患 2005 に示されている ．

ることも重要である．

7）

（1）短絡量の評価
2．心エコー診断のポイント
実際に心エコー法を行ううえでの注意点やポイント

左右短絡量が多ければ，左房，左室，肺動脈が拡大
する．左右短絡量や肺体血流比をドプラ法による血流

について述べる．

速度波形の時間積分と流路断面積の積を用い推定する

1）
欠損孔の位置とサイズの診断

ことができる．短絡量を推測する方法としては以下の

左室長軸断面，短軸断面，四腔断面
（傍胸骨，心尖

2 つがある．

部），右室流出路断面などを用いて欠損孔と大動脈弁
38
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Fig. 3

Illustration of scheme by which the location of a ventricular septal defect is determined by analyzing
the imaging planes in which the defect is visualized. The location of a defect, as seen from the right
side of the septum. Patterns indicate where lesions are visualized on LV short-axis (papillary muscle level), GAs short-axis, apical four-chamber, apical ﬁve-chamber, LV long-axis, and RV long-axis
images.
RV: right ventricle, LV: left ventricle, GAs: great arteries, TV: tricuspid valve, RVOT: right ventricular outﬂow tract, LA: left atrium, RA: right atrium, MV: mitral valve, Ao: aorta

Fig. 4

平成22年 3 月 1 日
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The relations with the extension direction of ventricular septal defect
and attachment position of medial papillary muscle.
a: Defects extending into the inlet septum: The medial papillary muscle was usually found above the defect.
b: Defects extending into the trabecular septum: The medial papillary
muscle tended to originate from the midpoint of the right side of the
defect.
c: Defects extending into the infundibulum: The medial papillary muscle was below the defect.
39
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右室圧
（mmHg）
= 体血圧
（マンシェットなどから求め

a．LA/Ao
M モード法を用いて，左房径
（LAD）
と大動脈基部径

る）
−4×（VSD ジェットの最大流速 m/sec）2

（AoD）の比により Qp/Qs を推測する方法である．ここ

しかし，右室が最大収縮期圧を示すのは通常収縮期

で LAD は肺血流量を，AoD は体血流量を反映してい

の後半であり，左室の最大収縮期圧は収縮期の前半に

る．古くから用いられており，測定も比較的簡便であ

来ることが多い．したがって VSD ジェットの最大流

．しかし，拡大

速が収縮期の前半にある場合には右室圧を過小評価す

した左房の容積が一断面で正確に表現できないことが

る可能性がある．特に術後で完全右脚ブロックを呈す

大きな欠点である．したがって，胸郭の変形が強い場

るときには注意が必要である10）．

合や，左房が大きくなり左右方向に拡大してくると容

c．肺動脈弁逆流から

るため今でも重要な指標といえる

8，9）

積を反映しなくなる．

肺動脈弁逆流の拡張末期の流速は肺動脈拡張期圧と

b．左右心室の流出路断面積 × 速度時間積分値（veloci-

右 室 圧 と の 差 に 規 定 さ れ る こ と か ら， 右 室 圧 を 0

ty time integral：VTI）
から駆出量を算出し，Qp/Qs や短

mmHg とすれば，簡易 Bernoulli 式から肺動脈拡張期圧

絡量を求める方法．

を推測することができる．

断層法を用いて，流出路の断面積を求め，パルスド

d．肺動脈駆出血流波形から

プラ法を用いてその部位の血流波形をトレースし VTI

肺動脈血流波形から，駆出時間
（ejection time： ET）

を求め，その積が駆出血流量となる．したがって，右

と最大流速になるまでの加速時間
（acceleration time：

室 駆 出 血 流 量 が Qp に， 左 室 駆 出 血 流 量 が Qs と な

ACT）
を測定しその比を求める．ACT/ET が 0.3 より小

る．また，この 2 つの比が Qp/Qs であり，その差が短

さいと平均肺動脈圧は 30 mmHg を超えているとする

絡量となる．この時，流出路は円形であり，流路内の

報告がある11）．

速度成分が一定であると仮定している．したがって，

e．心室中隔の形態から

漏斗部欠損で短絡血流が右室駆出血流に混在する場合

心室中隔は左右心室の圧によって両側から押されて

や，上流に狭窄がある場合などは適用することはでき

いる．したがって，右室圧が上昇するに従い心室中隔

ない．

は左室側に押されていく．この中隔の彎曲の程度で右

（2）肺高血圧の評価

室圧を推測することができる12）．

右室流出路狭窄がなければ肺動脈圧は右室圧と等し

この評価方法も VSD の短絡血流の場合と同じく，

くなる．肺動脈圧や右室圧を評価する方法には次のよ

左右心室の最大圧の時相が一致していない場合には

うなものがある．

誤った評価となる可能性があるため，収縮期のどの時

a．三尖弁逆流から

相で評価するかが重要となる．

三尖弁逆流の最大速度は右室収縮期圧と右房圧との
差によって規定されることに基づく．すなわち，三尖弁
逆流最大速度
（V m/sec）
を用いて簡易 Bernoulli 式より
右室圧（mmHg）
=4×V2+ 右房圧
として求める．
ここで右房圧は 10 mmHg と仮定する場合と，下大
静脈の径や呼吸性変動の有無などから，5 ないし 15
mmHg と右房圧の仮定値を変化させる方法もある．
この時，三尖弁逆流量が少なく最大流速が記録でき
なければ右室圧を過小評価することになる．逆に，三
尖弁逆流ジェットと VSD ジェットが分離できないと

f．肺動脈弁の動きから
M モード法を用いて肺動脈弁の動きを解析すること
により肺動脈圧を推測することができる．右室駆出前
期時間
（pre ejection period：PEP）
と右室 ET を計測し，
その比 PEP/ET を求める．正常小児では 0.16 ないし
0.30（平均 0.24）といわれており13），肺動脈拡張期圧と
よく相関するとの報告がある14）．
また，肺動脈弁エコーの，A-dip の消失や収縮中期
の notch などは定量的ではないが，肺高血圧の存在を
示唆する所見である．
これらの評価方法はそれぞれ一長一短があり，その

きには，VSD ジェットの流速を計測する可能性があ

精度もさまざまである．したがって，ひとつの方法で

り過大評価することになる．また，VSD ジェットが

得られた値で判断することなく，いくつかの所見をあ

三尖弁の隙間から直接右房に流れ込むことがあり
（左

わせて総合的に判断することが重要である．

室−右房交通症），右室圧の過大評価の原因となる．

3）合併病変の診断

b．VSD の短絡血流速度から

（1）
大動脈弁逸脱や Valsalva 洞動脈瘤，大動脈弁逆流の

欠損孔を通過する血流は左右心室の圧較差に規定さ

有無は，左室長軸断面や大動脈短軸断面，右室流出路

れることから，VSD ジェットの最大流速から求める．

断面を基本として観察する．経胸壁心エコー法で逸脱

40
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Fig. 5

137

Two-dimensional images from the left parasternal projection (LV long-axis view) of
an infundibular ventricular septal defect. Note the prolapse of the right coronary
cusp of the aortic valve at systole (solid arrow).
Diastole: The dotted arrow indicates the right coronary cusp of the aortic valve.
Systole: The solid arrow indicates a prolapse of the right coronary cusp of the
aortic valve.
LA: left atrium, LV: left ventricle, RV: right ventricle

が明らかでない場合経食道心エコー法が有用なことが

る．右冠尖の逸脱の場合には逆流血流は僧帽弁前尖方

ある．

向へ向かう．このため，M モード法で僧帽弁前尖を観

a．大動脈弁逸脱

察すると，拡張期に振戦する様子がみられる．

この合併症を来す VSD はほとんどが肺動脈弁直下

無冠尖の逸脱を伴っている場合には逆流血流の方向

にある．さらに，漏斗部 VSD では 8 歳までに 50％，

は心室中隔の方向へ向かうことが多い．

20 歳までに 87％が大動脈弁逸脱を来す15）．

b．Valsalva 洞動脈瘤破裂

また，膜性部 VSD においても，大動脈弁逸脱を来

本邦の剖検例の検討では，漏斗部 VSD の 16％に

すことがあり，この場合は右冠尖だけでなく無冠尖の

Valsalva 洞動脈瘤の合併が認められている16）．また，

逸脱を伴うことが多い．

Valsalva 洞動脈瘤の 30〜50％で VSD を合併している

大動脈弁逸脱は通常は後天性に生じ，欠損孔を通過

との報告もある17）．

する短絡血流の力により大動脈の右冠尖が欠損孔のな

Valsalva 洞動脈瘤が破裂するのは思春期以降かつ 30

かに落ち込み（逸脱，prolapse）変形を来す．この変形

歳までが多く，男性に多い．また，動脈瘤の形成は右

が進むと，拡張期の大動脈弁尖の接合が不良となり逆

冠動脈洞が最も多く，ごく稀に心囊内へ破裂すること

流を生じる．

がある18）．今野，榊原の分類が広く用いられている19）．

Venturi 効果により弁に働く力は短絡孔を通過する

診断には心エコー法が有用である，特に破裂してい

血流量（短絡量）と血流速度
（左右心室の圧較差によっ

ない Valsalva 洞動脈瘤の診断は理学的には困難で心エ

て決まる）に規定されるため，肺高血圧を伴わず，か

コー所見が重要となる．大動脈短軸断面および左室長

つ肺体血流比が大きい場合に逸脱を起こしやすい．

軸断面における，Valsalva 洞の変型と右室側への突出

逸脱の心エコー診断は，収縮期に右室側へ突出する

が診断の根拠となる
（Fig. 6）．突出した瘤により肺動

所見と，変曲点の存在がポイントとなる（Fig. 5）．し

脈弁下で狭窄を来し，収縮期に肺動脈へ向かう乱流を

かし，大きな欠損孔に右冠尖が露出すると，線維性の

認めることがある．もし瘤が破裂していれば拡張期に

癒着が起こり右冠尖の可動性がなくなる．この場合，

も大動脈から右心系への短絡血流が認められるが，破

右冠尖の収縮期の突出は認めにくくなり変形だけが主

裂していない場合には収縮期のみの血流となり鑑別が

たる所見となることもある．

可能である．

大動脈閉鎖不全はカラードプラ法で容易に観察でき
平成22年 3 月 1 日
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Fig. 6

Two-dimensional images from left
parasternal projection (LV long-axis view)
of an infundibular ventricular septal defect. Note the protrusion of the sinus of
Valsalva (arrows).

縮期および拡張期に短絡血流が認められる．
（2）右室二腔症は断層法において左室短軸断面で心室

Fig. 7

Two-dimensional image from the left
parasternal projection (LV short-axis
view, papillary muscle level). Note the
sharp bend in the interventricular septum (arrow). The right ventricle is divided into two chambers, the highand low-pressure chambers, by the
anomalous muscle band and the hypertrophic moderator band.

め，さまざまな角度から検索する必要がある．
（5）動脈管開存，大動脈縮窄，および大きな心房中隔

中隔の屈曲や，右室自由壁からの異常筋束の突出など

欠損などを合併する場合には新生児期から心不全症状

を観察し，カラードプラ法により右室内での狭窄の有
無を検討する．左室短軸断面において心室中隔が “へ”

を呈することが多い．
（6）感染性心内膜炎が疑われる場合には断層法で疣贅

の字状に変曲点を持ち変形し，その部から加速血流が

を検索し，破壊された弁の機能を評価する．経胸壁検

認められる
（Fig. 7）
．また，大きな VSD を認めるにもか

査で明瞭な画像を得られない場合には，経食道心エ

かわらず，肺動脈弁輪径が大きくない場合には増大す

コー法を用いて正確な診断を行う．ガイドラインにお

るはずの肺動脈への血流がどこかで制限されている可

いても心エコー法による腫瘍や膿瘍の存在は大基準の

能性があるため，本症の存在を念頭に置き検索する必

一つとして重要な所見となっている20）．

要がある．この場合通常欠損孔は狭窄の近位の高圧腔
に開口することが多いため，短絡血流の流速が速くな
らないことがあり注意が必要である．また，短絡血流

おわりに
VSD は遭遇する頻度の高い疾患であり，その診断

と狭窄血流を分離して評価することが困難であること

も比較的容易である．しかし，その治療方針を決定す

も多く，形態の観察が重要となる．

るためには欠損孔の存在診断だけではなく，その位

（3）房室弁逆流はカラードプラ法を用いて評価する．

置，短絡量，肺高血圧の有無程度，さらに合併する心

短絡血流が多くないにもかかわらず，左房左室の拡大

奇形や病変を正確に診断する必要がある．そのために

が著明な場合は有意な僧帽弁逆流の存在を疑う必要が

心エコー法は非常に有用な手段であるが，一方診断を

ある．
（4）複数の欠損孔を有する場合，膜性部の欠損だけで

行ううえでの制約や限界を十分に知って利用する必要
がある．特に定量的評価にはさまざまな前提条件が整

なく別の部位（多くは筋性部）の欠損を伴う場合があ

わなければ適用できないことを熟知しておかなければ

る．特に，膜性部の欠損が小さいにもかかわらず，左

誤った判断を行い治療のタイミングを失する可能性も

房左室の容量負荷が強い場合には注意が必要である．

あり注意が必要である．

また，肺高血圧を伴う場合は短絡血流が加速しないた
め，カラードプラ法で検出されにくいことがあるた
42
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