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【総説】

正常心臓にみられる構造の特殊性 
̶左室構造の特殊性̶
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要 旨

左室から大動脈基部，上行大動脈にかけての連続的な内腔構造の流れは「らせんを描く構造」
をとっている．左室・上行大動脈内腔の流れがらせん構造であるがゆえに大動脈弓でのスムーズ
な血流ターンを見ることができる．
一方，右室から肺動脈幹，右肺動脈への連続的な内腔構造の流れも左室から上行大動脈のそれ

と同一方向の「らせんを描く構造」となり，両者は「絡み合い構造」を呈している．この「らせ
ん左室内腔構造」の中で，電気的に絶縁された左脚前枝・後枝を下行してきた電気的興奮は，左
室乳頭筋群を最も早期に興奮・収縮させ，僧帽弁腱索を緊張させて弁尖が反転しないように支え
る．その後，その電気的興奮は，周囲左室筋に伝播しそれを興奮・収縮させる．もしも，興奮・
収縮が逆の順序（周囲左室筋→乳頭筋）で起これば僧帽弁弁尖に支えのない状態で左室収縮が起
こり，僧帽弁逆流が惹起される．正常刺激伝導系からの興奮は，この順序（乳頭筋→周囲左室筋）
で心筋の興奮・収縮を引き起こすことにより僧帽弁逆流を惹起しない状況を構造的に作ってい
る．
筆者はこれを心臓に備わった「生理的・構造的房室弁逆流防止機構」と命名している．

キーワード： Spiral ventricular structure, Physiological and structural prevention system of 
atrioventricular valve regurgitation, Mitral regurgitation, Normal conduction 
system, Myocardial bridge between left ventricular papillary muscles

はじめに
自然現象は常に，「安定化状態」，つまり「最小エネ

ルギー状態」をとる方向に向って動いている．心臓・
大血管システムといえども例外ではない．心臓・大血
管は人体構造システム全体の中で，「最小エネルギー
状態」をとるべく時々刻々，その構造の変化を遂げて
いる．そして，その構造変化を遂げる中で，新たな最
小エネルギー状態を作り出している．
先天性心疾患における心臓は異常構造をとっている

が，そのシステムは人体構造システム全体の中で最小
エネルギー状態をとるべく時々刻々，構造変化を遂げ
ている．同様な疾患といえどもその変化の様相は，
個々の症例によって異なっているものと考えられる．
この「最小エネルギー状態」とは「血行動態的安定」

と言い換えられるのかもしれない．先天性心疾患の心
臓構造を考える場合，その前提となる正常心臓・血管
構造の正確なイメージを持つことは極めて重要と考え
る．ここでは心室構造，とりわけ左心系にテーマを絞
り，どのように「最小エネルギー状態」を作り出して

いるか，そこに展開されている巧妙な「構造のロジッ
ク」を考えたい．

I. 正常心臓・大血管構造の特殊性
1.　正常心臓・大血管構造システム
正常の心臓・大血管を個別の部位に分けてその構造
を調べると，そこには構造内（「肺静脈→左房→左室
→大動脈」）で速やかに抵抗なく血液を送ろうとする
巧みな構造を読み取ることができる．つまり，できる
だけ多くの血液を，できるだけ速やかに，できるだけ
少ない抵抗で前方より受け取り後方（末梢）へ駆出し
ようとする巧妙な構造システムである．

2.　 左室構造は「ラグビーボール様」あるいは「弾丸
様」ではない

図1は，よく見かける左室および大動脈構造の模式
図および心室短軸断面の模式図である．この左室の円
盤（リング状）構造は個別断面のイメージとして決し
て間違いではない．この左室構成要素の円盤の中心を
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Fig. 1　Schematic diagram of short-axis view of ven-
tricular cross section.
LV (left ventricle), RV (right ventricle), RVIT (right 
ventricular inflow tract), RVOT (right ventricular 
outflow tract), SMT (septomarginal trabecula), 
ALPM (anterolateral papillary muscle), PMPM 
(posteromedial papillary muscle).

Fig. 2a　 Wrong image of internal LV cavity: LV does 
not show bullet-shaped structure.

Fig. 2b　 Wrong image of LV structure: LV does not 
have a coaxial-structure.

Fig. 2c　 Wrong image of the relationship between LV 
and RV structure: IVS (interventricular sep-
tum).

Fig. 3a　Correct image of internal LV cavity: LV cavity 
is spiral.

Fig. 3b　Correct image of LV structure: LV has a spiral 
structure.
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揃え，並べ重ねながら左室を構築していった場合（図
2b），確かに，その構造は「ラグビーボール様構造」
①あるいは「弾丸様構造」②となるかもしれない（図
2a）．この場合，左室は構成要素となる円盤の中心
（構造の中心軸）が同軸直線上にある構造として認識
（イメージ）されているがゆえにこのような模式図に
なるのであろう．したがって，左室は図2bに示すよ
うに整然と並んだ円盤を積み重ねたものとしてイメー
ジされるものである．このイメージを前提として，
①，②のように表現され左室構造の概略の説明や，と
きには左室内腔容積の計算にまで用いられる．では，
この左室構造のイメージで右室を考えると，三日月様
構造の右室が前方より左室に被さっているようなイ
メージとなってしまう（図2c）．（むろん，誤りであ
る．）

つまり，構築した真の左室構造は，図2aのような
①「ラグビーボール様構造」あるいは②「弾丸様構造」
をとっていないのである．

3.　「動的システムには構造の流れがある」
図4aは正常心臓・大血管胸部の3DCT正面像であ

る（症例①）．図4bには，全体の心臓構造より右室・
肺動脈幹・左右肺動脈のみを除去し，左室側中隔面を
正面より観察したものが表現されている（赤実線）．
図3bの中に確認できるように左室側心室中隔はラセ
ン構造として描かれている．また，他の症例（症例②）
での正常心臓・大血管胸部3DCT像を様々の方向か
ら観察すると，左室から上行大動脈にかけての内腔構
造は「らせんを描く構造」となっている（図5a, b, c

内：赤破線）．

Fig. 3c　 Correct image of the relationship between LV 
and RV structure: The heart consists of two 
spiral shaped structures, LV and RV.

Fig. 3d　 Image of blood flow in the spiral-shaped LV 
cavity and spiral-shaped RV cavity.

Fig. 4a　3DCT image of the normal heart.

Fig. 4b　 3DCT image of the normal heart after remov-
ing RV structure to expose spiral-shaped IVS: 
IVS (interventricular septum).
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4.　 「右室にもらせん構造の流れがあり，左室とは絡
み合いらせん構造をなしている」
一方，症例①で右室のみを取り出し，その内腔像で

右室側中隔面を観察するとやはり「らせん」を描く構
造となっている（図4b）．左室側中隔面と右室側中隔
面は対面どうしの関係で完全に組み合わさるものであ
り当然のことと言えば，当然のことかもしれない．
重要なポイントは，この左室内腔から大動脈内腔へ

の構造の流れと右室内腔から肺動脈幹，右肺動脈への
構造の流れが同一方向の「絡み合いらせん構造」と
なっていることである（図3d）．

5.　「左室造影検査所見の解釈には誤りがある」
その目で左室造影検査①右前斜位像（右前斜位30

度：RAO）および②左前斜位像（左前斜位45度：
LAO）を眺めてみる．確かに① RAOで左室は一見，
ラグビーボール様に見えるかもしれない．しかしなが
ら，左室内腔はらせんを描きながら大動脈内腔に移行
しているイメージを読み取ることができ，それに続く
上行大動脈も曲線を描きながら上方へ向っていくのが
観察できる．また，② LAOで左室内腔は円く見える
が，その延長線上に大動脈は位置していない．大動脈
基部から上行大動脈は向って左側へ弧を描くように出
ている．もしも，左室・大動脈関係が同軸にあるとす
るとこのようにはならない．ここでも内腔がラセンを
描きながら移行していく左室から上行大動脈への構造
の流れを内腔の流れとして観察することができる．

6.　 「構造の流れがラセンであるがゆえに，血流はス
ムーズに大動脈弓を越えることができる」
よく考えてみると，もしも，左室から上行大動脈へ
内腔構造が図のような直線的なものであるとすると，
左室から上行大動脈への血流は，直線的に拍出される
ため大動脈弓を越えることができない．このように左
室・上行大動脈内腔構造はらせんを描いているがゆえ
に大動脈弓でスムーズな血流ターンを引き起こすこと
ができるのである．
では，冒頭に紹介した心室短軸断面における円盤構
造の並びはこの「ラセン構造」を考慮するとどのよう
に修正すればよいのであろうか？　図3bのごとく左

Fig. 5a　3DCT image of the normal heart after remov-
ing the right heart to confirm the spiral struc-
ture of LV and AAo viewed from anterior side.
AAo (ascending aorta).

Fig. 5b　 3DCT image of the normal heart after remov-
ing the right heart viewed from left anterior 
side.

Fig. 5c　3DCT image of the normal heart after remov-
ing the right heart viewed from left anterolat-
eral side.
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室・大動脈基部内腔構造の断面を追ってみると，模式
図の通り，その中心点の並びは同軸の直線状ではな
く，少しずつずれながら，ラセン状になっていくので
ある．そして全体としてその内腔は，ラセン構造を形
成しているものと認識できる．

II. 「生理的・構造的房室弁逆流防止機構」
1.　左室乳頭筋群と左室内正常刺激伝導系

図6a, bの通り，電気的・構造的に絶縁された心室
内刺激伝導系（左脚前枝・後枝）を伝播してきた電気
的興奮はそれぞれ前外側・後内側乳頭筋に到達後，
脚枝－乳頭筋接続部位で乳頭筋に breakthroughする
（図6a, b内黒点）．左室乳頭筋は左室内で最も早期に
興奮・収縮し，腱索を緊張・牽引させて弁尖が反転し
ないようにそれを支える．その直後に電気的興奮は周
囲心室筋に伝播し，周囲心筋を興奮・収縮させる（乳
頭筋→周囲心筋の順序）．このような順序（乳頭筋→
周囲心筋）の興奮・収縮連関により僧帽弁逆流が引
き起こされないようになっている（正常興奮伝播過
程）．筆者はこの両心室に存在する心室内興奮伝播・
収縮の順序を規定することにより房室弁逆流を防止し
ようとする機序を「生理的・構造的房室弁逆流防止機
構」と呼ぶことを提唱している．
もしも，この興奮・収縮の順序が逆（周囲心筋→乳

頭筋）になる状況があったと仮定すると，左室心筋収
縮後に乳頭筋が遅れて収縮することになる．このため
乳頭筋による腱索の緊張・牽引が周囲左室心筋収縮よ
り遅れる結果となるため，弁尖の支持が遅れ（極端な
場合は反転する方向に動いてしまい）僧帽弁逆流をき

たしてしまう．この興奮・収縮の順序の逆転現象（周
囲心筋→乳頭筋）は臨床的にいくらでも観察される．
典型的な例が①左脚ブロックであり，②（心室再同期
療法も含む）全ての心室ペーシングもこれにあたる．

2.　左室乳頭筋群を連絡する “Bridging myocardium”
左室自由壁に位置する左室乳頭筋群（前外側乳頭筋
群および後内側乳頭筋群）は，単に心室壁から左室内
腔に伸び，弁下組織を支えているだけの筋肉束ではな
い．それらは図のように心室壁と一体化しながら心尖
部近傍にまで伸び，同領域で両乳頭筋群は連絡して
いる構造となっている．つまり，両乳頭筋群間には
両者を結ぶ筋肉束が存在する．この筋肉束を筆者は
“Bridging myocardium” として報告している（図
6c）．注目すべきは，同構造物内に両乳頭筋群を連絡
する心室内興奮伝導路と考えられる伝導速度の速いプ
ルキンエ線維様構造物が確認されることである（未発

Fig. 6a　 Schematic diagram of longitudinal-axis of 
LV cross section: ALPM and PMPM are con-
nected by BM at around the LV apex. Closed 
circles show the breakthrough points of elec-
trical excitation. It goes down along anterior 
and posterior limb of LBB. HB (His bundle), 
AVN (atrioventricular node), AL (anterior limb), 
PL (posterior limb), LBB (left bundle branch), 
ALMC (anterolateral mitral commissure), 
PMMC (posteromedial mitral commissure), 
AML (anterior mitral leaflet), PML (posterior 
mitral leaflet).

Fig. 6b　 Schematic diagram of longitudinal-axis of LV 
cross section and normal conduction system: 
This figure shows the manner of conduction 
of excitation, and the following contraction of 
LV muscles surrounding papillary muscles.

Fig. 6c　Anatomical aspect of short-axis of ventricular 
cross section viewed from upper side: BM 
which connects ALPM and PMPM can be 
noticed at around apex. BM (bridging myocar-
dium), MB (moderator band).
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表）．
心臓構造の成り立ちを「最小エネルギー状態」への

変化という視点で見ていくと，そこには生命に備わっ
た巧妙な「構造のロジック」を垣間見ることができ
る．ここでは左室構造を取り上げたが，その他の部位
にも同様のロジックが存在する．正常心臓における
「構造のロジック」は，先天性心疾患の病態把握にあ

たっても何らかの方向性を示唆してくれるものと考え
られる．第20回日本成人先天性心疾患学会学術集会
シンポジウムにおいて行った発表内容の一部をまとめ
させていただいた．
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Structural specificity in normal heart 
̶Specificity in the structure of the left ventricle̶

Osamu Igawa1, 2)
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Nippon Medical School, Tama-Nagayama Hospital
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Abstract
When looking at the morphology of internal cavity from left ventricle (LV) to ascending 

aorta (AAo), it shows a spiral. On the other hand, that from right ventricle (RV) to pulmonary 
trunk (PT) also demonstrates a spiral. The heart is considered to be combination of these two 
spiral structures. This spiral structure from LV to AAo can make a smooth blood flow turning 
at the aortic arch.

In the normal heart with this spiral structure, normal electrical excitation descending 
through isolated right and left limb of left bundle branch makes the LV papillary muscles 
excite and contract earlier than any other surrounding LV muscles. They support the tendi-
nous cords first. It prevents turn-over of the mitral valve leaflets during following contraction 
of LV muscles. After that, it makes the surrounding ventricular muscles excite and contract. 
This turn of excitation and contraction of muscles (PM→LVM) makes the appropriate condi-
tion which does not provoke the mitral regurgitation. The author names this specific mecha-
nism as “Physiological and structural prevention mechanism system of atrioventricular valve 
regurgitation.”

Key words : Spiral ventricular structure, Physiological and structural prevention system of 
atrioventricular valve regurgitation, Mitral regurgitation, Normal conduction system, 
Myocardial bridge between left ventricular papillary muscles


