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〈症例報告〉

心奇形，心結合を伴なう胸腹結合体の1剖検例
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　胸腹結合体の1例を経験した．心電図同時記録ではQRSが同期しており，心断層エコーで心房2，房

室弁3，心室腔3，半月弁4を有する結合心と診断した．分離i手術は行えず，生後30時間で死亡した．

剖検によると，第1児は，大動脈弁下円錐を伴う｛S，L，　D｝malposition，　ASD，　PDAがあり，第II児

は両側円錘を伴う｛1，D，　D｝transposition，　multiple　VSD，　ASD，　isthmic　hypoplasia，　PDA，半奇静脈

結合を伴うIVC欠損があった．双方の心臓は，心嚢を共有し，解剖学的右房，左房，右室流入路が心内

の明らかな境界なく相互に結合し，左室は前壁が結合してECD様のcrestを形成していた．このような

結合様式から，primary　heart　tubeが，　atrium，　primitive　ventricleで結合した後に心室のループが開

始したことにより心房位，心室ループが鏡像的な結合心を生じたと推定される．

　　　　　　　　　　緒　　言

　癒合双胎（conjoined　twins）は一一卵性双胎の両児が

癒合したもので，外国では約10万の分娩に1例とされ，

極めて稀れであり，種々の重篤な奇形を伴う例が多い

ため予後は不良とされてきた．しかし，近年，小児外

科の発展と相まって分離手術の成功例の報告が増加す

るとともに，分離手術の適否を決める上での心血管系

の結合状態を含めた奇形の早期診断が求められるよう

になった．中でもthoracopagus（胸結合体），　thor－

acoomphalopagus（胸腹結合体）は心血管系の奇形を

合併する率が高く，結合状態も様々で，発生の面から

考えても興味深い．心血管系の異常を形態学的に詳述

した報告は，本邦では殆ど見られず，外国でも分析不

十分なものが多い．我々は最近経験したthopacoom－

phalopagusの1例を心血管系奇形を中心に報告する
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とともに，その診断，発生について検討を試みた．

　　　　　　　　　症例の概要

　症例：日齢0，男，胸腹結合体．

　病歴

　家族歴に特記すべき事は無く，母胎は経妊2，経産

1で，今回の妊娠16週で感冒に罹患した以外異常は無

かった．在胎36週で陣痛発来時に，腹部レ線所見から

conjoined　twinsを疑われて，帝王切開にて分娩となっ

た．生下時体重は両児計4，393g，仮死があり，　Apgar

scoreは3点（5分）で，胎盤，膀帯とも1個を共有し，

羊水過多を認めた．児は胸骨上部から膀帯にかけて，

やや斜位で結合したthoracoomphalopagusで，膀帯

ヘルニアがあった（以下，図1の如く，体前面の向つ

ている方向を前方とし，前方から向かって左を第1児，

右を第II児とする）．膀帯断面を見ると，膀帯動脈，膀

帯静脈は各々2本ずつあった．

　臨床経過

　両児とも生直後から日申吟と強いチアノーゼを認め，
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　　　　　　図1　患児の全身像

写真左側を第1児，右側を第II児とする

人工換気を行いつつ神奈川県立こども医療センター

ICUに入院した．両児からの心電図同時記録では，　P

波，QRS波ともに同期していた．心断層エコー検査に

て，両児の結合した胸骨上窩から矢状方向にビームを

向けて第1児にとって左から右へscanすると，心房を

2個，心室を3個，半月弁を両児に2個ずつ計4個検

出し得た（図2）．同じ部位から冠状方向にピームを向

けて第1児から第II児へとscanすると，心房，心室腔

の共有が疑われ，両児とも左大動脈弓で，第II児では

大動脈縮窄症，又は大動脈弓離断症が疑われた．各々

の下肢の静脈からcontrast　echoを行うと，いずれも

第1児にとって右下方にある心房に最初のcontrast

が出現し，大静脈系の還流する心房を共有していると

考えられた．これらの所見から，心房，心室の結合し

たconjoined　heartsが疑われ，分離手術は施行せずに

内科的治療を行ったが，気胸，胃破裂を併発して両児

とも生後30時間で死亡した．

　剖検所見

　双胎児は，胸骨柄から膀帯にかけて，やや斜位で結

合し，膀帯ヘルニアを認めた．

　（1）心大血管系

　（1）心臓の位置（図3A，　B）

　心嚢は両児が共有しており，双方の児にとって心臓

はほぼ正中で，結合した胸部の中央に位置していた．

両児とも心房が尾側に，心室が頭側にあり，心尖部は

第1児にとって右方，第II児にとって左方に向けてい

た．頭側から見ると，心室は3個あると考えられ，大

血管は各々2本ずつ，結合した心臓から各児に向かっ

て起始していた．

　（2）静脈系，心房（図4A）

　第1児はSVC，　IVCが右側心房に，肺静脈が左右と

も左側心房後方に結合しており，心耳は両側にあって，

中等度のASD（2次口欠損）を認め，心房位は正位と

考えられた．

　第II児では，　IVC欠損，両側SVCを認め，下半身の

静脈血は半奇静脈を介してLSVCに還流し，肺静脈は

右側心房後方に短かいcommon　PV　chamberを形成

して還流していた．心耳は両側にやや低形成のものが

twin　 l　　　　　　　twin　l
l

　　　　　　　　　　図2　心断層エコー所見
胸骨上窩からの矢状方向のscanで心房腔2，房室弁3，心室腔3を認める．

RA：右房，　LA：左房，　RV：右室，　LV：左室，　AO：大動脈，　PA：肺動脈
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図3A　剖検心所見
　　　左：前面より，右：後面より
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図3B　剖検心所見（頭側より）

あったが，心耳からは左右心房形態の区別はつかず，

他の所見から心房位は逆位と考えられた．大きなASD

があって，単心房に近く，中央に線維性の索状物が

ASDを2分して横切っていた．

　肝は両児に別個に存在したが，第II児の肝静脈は第

1児のIVCと右側心房の結合部付近で合流して，第1

児の右側心房に流入していた．

　両児の心房は解剖学的右房（RA）同士，解剖学的左

房（LA）同士が，心内の境界なく結合して内腔を共有

し，共通右房（common　RA），共通左房（common　LA）

を形成していた（図6）．

　（3）房室弁，心室（図4A）

　心室内の肉柱などの構造から，第1児の右側の心室，

第II児の左側の心室が解剖学的左室（LV）で，第1児

の左側，第II児の右側で両児が共有している心室が解

剖学的右室（RV）と判断された．従って第1児は1’

loop，第II児はd－100pと考えられる．　RVはcommon

LAから共通の房室弁（common　TV）を介して，主と

して肺静脈からの血流を受け，流入部を完全に共有し

ていた．第1児は，ここからcommon　TVと線維性連

続を持つ肺動脈弁へと流出路を形成し，第II児は，共

通の流入部と小さな漏斗部との間に強い筋性の狭窄が
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RA－Lv　inflow

心房一心室流入路．

LA－RV　inflow

　　図4A　心内所見
左　解剖学的右房一左室．右 解剖学的左房一右室
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　　　　　　　図4B　心内所見

第1児の右室一肺動脈流出路．subpulmonary　conus

は認めない

あった．LVは2つの腔に分かれ，　common　RAから

僧帽弁を介して血流を受けていた．双方のLVは前壁

が完全に結合していたが，流入路は2分されて間に

crestを形成し，僧帽弁前尖の一部がその上に附着して

いて形成が悪く，ECD様の変化を示していた，第1児

の心室中隔はintactであったが，第II児では流入路に

大きな筋性VSD，漏斗部に小さな筋性VSDを認め
た．

　（4）円錐動脈幹

　第1児の心室流出路はRVより肺動脈（PA），　LVよ

り大動脈（AO）が起始しているが，大動脈円錐があり，

大動脈弁は肺動脈弁の右前方にあり，解剖学的修正

malpositionを示している（図4B）．一方第II児では

両側円錐を伴う大血管転換があり，RVから右前方の

AO，　LVから左後方のPAが起始していた．両児とも

大血管はparallelで，左大動脈弓であり，第1児では

PDA，第II児では左総頚動脈と左鎖骨下動脈の間の

isthmic　hypoplasia，及ひ太いPDAがあった（図4
C）．

　（5）冠状動脈

　剖検時に両児の大動脈から造影剤（1／2稀釈Bar－

ium）を注入すると，双方の児とも2本ずつの冠状動脈

を持ち，common　RVの中央付近，及び双方のLVの

境界で交錯していたが，相互に大きな交通血管は無

かった（図5）．

　（6）主要心区分診断

　上記の如き形態診断に基づきsegmental　diagnosis

を行うと，第1児は｛S，L，　D｝malposition，第II児

は｛1，D，　D｝transpositionと診断される．
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　　　　　　　　　　　　　図4C　心内所見
第II児の心室流出路一大血管．左．右室一右室流出路一大動脈．右　左室一肺動脈．

いずれも房室弁と半月弁の線維性連続はない．isthmic　hypoplaslaを認める．
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　　　　図5　剖検時大動脈造影所見

両児とも2本ずつ冠状動脈を認める．

　（ID心外奇形（表1）

　肺は第1児が正常の分葉，第II児は両側2葉，肝は

両児に1個ずつ対称性肝（symmetric　liver）があり，

癒合はしておらず，双方とも肝滑面を前方に，肝下面

を後方に向けていた．胆嚢は1個ずつ別々にあり，消

化管では，第1児に食道裂，第II児にGross　C型の気

管食道痩を認め，両児の腸管は十二指腸遠位端で結合

して共通の小腸となり，約103cm共有してMeckel憩
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窃
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図6　心血管系奇形の模式図

欲

室から遠位で再び双方に分岐していた．共通小腸は両

児からほぼ均等に腸間膜動脈の支配を受けていた．第

1児の大腸は肛門から20cmにcaliber　changeがあ

り，それより遠位ではmicrocolonであった．
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表1奇形のまとめ

Twin　I Twin　II conjoining　mode

cardiovascular
●一一一一一声・一一一一一一一一一一’一≡．≡一F－一一一一 ．一一一一＿一一一≡一姪一一≡一一，一一一一一一一一一一一一．≡● ＝’■一一一一一一一一一一一一一AA－，一一一一一一一声一一一一一一一一一一←一 ’一≡一一■P－一一一一一一一一←一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一’A－⇔一一一一

segmental　diagnosis ｛S，L，D｝ ｛1，D，D｝

一一一一一●一輪一一A一一一一一一一一一一一一一一一一一A一 ■一一一一一一一一一PA－≡一梧’一一一一一一一一’一一一一≡≡■ 梧一～■一一一’一’一一一一一一≡≡一〔一一一一一一　一’≡≡■一⇔一一，一一一 一一一一一一一一一一一一，一一一一一一■←一≡一一’一一一≡≡≡一一一一一一一一←一一’一一一

　　　　　　・含SyStem1C　velnS RSVC，IVC（into　RA） bilateral　SVC twin　Irs　co㎜on　hepatic　vein
IVC　interruption into　twin　I’s　IVC

hemiazygos　continuation
■≡≡≡一一≡≡一一←一一一一■≡一一一一■一≡一一≡一一一 一一一＿一≡一一一一一一已」妙’一〔一一一一一一一一≡一一一一一・ 一づ一一一一一一一一一一←一一←一一一〔一’≡一一≡一A－一一一A－一≡““≡． 一一｝一一一一一≡一一一一一一’一一一一一一一一一一一一1－一一一⌒一一一一一一一一一’一⌒一

　　・atrlum ASD（II） ASD（II），　large RAs　and　LAs　each　other
■一≡一一一一一一一一一一一一一一一一一一一’一“≡一一一一 ■－F－一一一一一一一一一←一一戸一一一一一一一一一一一一A－一一 一一一一’一≡一●一一一一一一一≡一一“一一一一一一一一．一一一←s≡一一一←一 一＿＿＿一一一一一’≡輪“一一一一一一←一一一一一一一一一一一≡≡一A■一‥一一一一’一≡AA

ventricle 1ntact　septum VSDs，　two　muscular　defects RV　inHows　each　other
infundibular　stenosis　of　RV LV　anterior　walls　each　other

．一＿≡≡一■■一●一一一一一一一一一一一一吟’“一一一一≡ ●一丙一一一一一一一A－A▼≡一一一一一一≡≡≡⇔一一一，’≡≡＝ ≡≡≡一一一一～≡一■≡一，一一≡一一一一一一一≡一’●A－一，←一“一一一一一 一一一一一一一一’一’⇒’一一一一一’●←一一一一一一一A’一≡一■一一一一⌒一一一一一一一←

COnOtrunCuS anatornically　corrected d－transposition separated
malposition

　　　■aort1C　COnUS bilateral　conus
．一一’一．●一≡－S＿＿一＿⌒一一一一一’■一≡一一≡一〔一 ．＿＿，≡≡一一一一一一一一一一≡←一一一一一一一一一’一一一一・ 一一一｝一一一一一一一一一ウ．印’－s会←一’一一一一一一一一一一一≡一一一←． ＿一一一一一’一一一’一≡≡一一←一一一一一一←’≡一一’一一一≡・●一一一一一一一一一一一一

aortic　arch left left separated

PDA isthmic　hypoplasia
PDA，　large

lung normal　lobulation bilobed　both　lung separated

liver 　　　　　　　・symmetr1C 　　　　　　　日symmetr1C separated

alimentary　traCt esophageal丘ssure TEF（Gross　type　C） small　intestine　conjoined　from　the

microcolon distal　end　of　duodenum　to

MeckePs　diverticulum

spleen one one separated

　　　　　　　　　　考　　案

　（1）thoracopagus，　thoracoomphalopagusの心血

管奇形

　conjoined　twinsは外国では2～17万の分娩に1例

とされ1）一一3），最近のEdmondsらの最も多い母集団での

報告では米国で97，500の分娩に1例としている4）．本

邦では黒木らの集計で約4万の分娩に1例とされてい

る5）．このうち対称性二重体はシャム双性児と呼ぽれ，

一般に女性が男性の1．8～3．5倍の頻度で多く4）6）8｝，結

合様式はPotter分類のthoracopagus（胸結合体）

（thoracoomphalopagus胸腹結合体を含む）が
38～79％と最も多い4）7）．thoracopagus，　thoracoom－

phalopagusの心血管系の結合率は高く，Nicholsらに

よれぽ40例のthoracopagusのうち90％が心嚢を共有

し，75％に心臓の結合があったという8）．役らはthor－

acopagusの心結合を次の3つに分類した．

　1．心嚢のみ結合（心臓は2つに分離）

　2．心房，心室ともに結合

　3．心房のみ結合，心室は分離

このうち，心房，心室とも結合したconjoined　hearts

が最も多い．これまでの報告によると心嚢のみを共有

した場合は，心血管系の奇形は重篤なものが少な

い8）9｝．心房の結合がある例では両児の心房間は直接結

合ではなく，bridge　vesselを持つものが多く，　RA同

士の結合，RAとLAの結合，一方が単心房のもの等が

報告されている9ト11）．興味深いことに，心室の結合し

た例は必ず心房の結合を伴っており，心室だけが結合

した例の報告はない．

　心室の結合を有する例の心形態を検討すると，様々

の結合様式を示している．Nicholsらの心室結合例44

例中，両児計1心室4例，2心室19例，3心室12例，

4心室10例であった8）．これらの心房，心室の結合した

conjoined　heartsは複雑な血管奇形を合併することが

多い9）12）．Marin・Padillaらは心形態の明らかな報告例

25例のreviewを行っているが，両児とも単心室11例，

一方のみ単心室4例があった9）．単心室は右室性，左室

性とも報告があり，有意差はなかった．又，円錐動脈

幹，大血管は，両児に分離してはいるが，異常を伴う

例が多く，特に心室の結合している例では，総動脈幹

残遺，大血管転換，Malpositionに加え，　AO，　PAの

いずれか一方の低形成を伴いやすく，大動脈縮窄，大

動脈弓離断，肺動脈閉鎖等にPDAを伴うことが多
かった6｝7）9）1°）13）．我々の症例の場合，それぞれの児に

とって心房2，心室2，大血管2本ずつと考えてよい

が，両児をあわせると，心房は完全に結合して2個，

心室は右室流入路を共有して3個であった．又，一方

の児の肺が両側2葉で，IVC欠損，奇静脈結合など多

脾症候群の奇形を示す例の報告があり，今回の症例の
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第II児と類似するが，いずれも我々の症例と同様，脾

は両児に1個ずつ認められている6）7）．thoracopagus，

thoracoomphalopagusの殆どは肝が結合しているが，

我々の症例では分離していた．

　（2）conjoined　heartsの発生

　conjoined　twinsの発生については，1個の胎生原基

から一部が2つに分かれて生ずる分裂説と，2つの胎

生原基が癒合して生ずる癒合説とがあるが，排卵

13～15日頃に卵の分離が起こり，conjoined　twinsが発

生するとの分裂説が有力である2）14）．その際に，もとも

と分離しないで共有する可能性と，一一旦は分離した部

分が再度結合して共有部分になる可能性があり，心臓

は後者の結合のしかたとされている14）．Gilbertらは彼

女らの症例を原始卵黄嚢（primitive　yolk　sac）の分離

不全によって説明し，心臓，肝の結合はそれに伴う2

次的な再結合であると推定した6）．つまり，共通小腸は

中腸（midgut）から発生し，　Meckel憩室までを共有し

ていたことから，卵黄管（vitelline　duct）は分離せず

に単一であったと考えられ，yolk　sacも単一と推定さ

れる．single　yolk　sacのために他の内部臓器の原基は

近接して，一旦は分離していた心，横隔膜が癒合した

ものと思われる．

　心原基の癒合の時期もある程度推定しうる．Marin－

Padillaらはprimitive　heart　tubeカミloopingを開始

する頃に癒合したと考えたが，我々の症例も同名の心

房，心室が結合してcommon　RA，　common　LAや

common　RVを形成していることから，　primitive

heart　tubeのsinus　venosusの一部からatrium，　prim－

itive　ventricleの近位までが癒合したと考えうる．そ

の後にloopingが始まると，　IVCの一部を共有し，心

房を完全に共有primitive　ventricleに由来するLV

は分離しかけており，遠位のbulbus　cordisに由来す

る右室流出路及び大血管は両児に分離するが，心房心

室不一致のため右室は流入路のみ共有している．この

ように，心室のloopingが癒合の後に起こると，両児の

心房，心室区分が鏡像的になることも説明できる．又，

結合によって起こる血流の変化で2次的にinfun－

dibular　stenosis，　isthmic　hypoplasiaなどが起こった

と思われる．これまでの報告では心房位，心室100pを

明らかにできるものが殆どなく，segmental　diagnosis

を行って我々の症例のように両児の心房位，心室loop

が反対で，相互に鏡像的になる所見は報告されていな

いが，今後は両児の心血管系をそれぞれで分析した上

で，癒合の状態を判定する診断法も，発生を考える上
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で重要となろう．

　（3）conjoined　heartsの診断と分離手術

　conjoined　twinsは，臨床的には呼吸，循環管理の重

要性とともに，外科的分離手術が可能か否かという意

味で関心が持たれている．特にthoracopagus，　thor－

acoomphalopagusは分離手術を行う上で心臓の結合

の状態，心奇形の評価が重要である1°）15）．前記の如く，

心奇形は心の結合状態によって重篤さに差があり，心

房，心室とも結合した例での分離手術の成功例は報告

されていない．Edwardsらは，心室結合例で一方の児

をsacrificeし，両児の心を1個の心として機能的に修

復する術式を考えているが，解剖学的にも道義的にも

困難な面が多い16）．一方，心嚢のみの共有例，心房間の

bridge　vesselのある例では，腸管を2分し，肝を分離

して，2児とも生存する例の報告が増えており，合併

する心奇形により予後は左右されている7）15）．

　実際にconjoined　twinsの診療に当たっては，上記

のような理由で心の結合状態を可及的早期に判断する

必要がある．この判断に従来は主として心電図が用い

られてきた7）15）17）．Leachmanらは，心電図でQRS

complexが2種類認められれぽ，心は分離していると

考え，QRS　complexが1種類のみの場合，心臓カテー

テル検査の際に期外収縮を誘発して刺激伝導路を2種

類認めれぽ心房結合のみ，1種類なら心室も結合して

いると考えた．その上で確定のため選択的心血管造影

による鑑別を勧めているユ5）．末梢静脈からの色素注入

で，対側の児に色素が早期に出現するか否かを見る方

法もある8｝．しかし，conjoined　twinsは未熟児で出生

することが多く，呼吸，循環状態が悪い場合が殆どの

ため，心臓カテーテル検査は極めて危険度の高い検査

である．又，心房が結合している場合でも一方の児に

房室ブロックがあれば心電図でQRS　complexは2種

類出現するため，これだけで心は分離しているとは言

えない7）18）．

　これまでconjoined　twinsにおける心断層エコーの

報告は無いが，今回の症例では心断層エコーは心結合

状態や，心奇形を評価する上で有用であった．前胸部

が癒合しているため，通常のアプローチは困難である

が，胸骨上窩から両児の矢状方向と冠状方向のscan

を行い，両側の側胸部の癒合した部分からもscanを

行って，立体的に考えると，このような複雑な心奇形

でもかなり正確に形態を把握できた．特に心房，心室

腔の結合，房室弁の数などは，ほぼ剖検所見と一致し

た．更に，双方の児の末梢静脈からcontrast　echoを行
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うことにより，両児の静脈血がどのレベルで混合して

いるかを知ることができ，緊急時に分離手術の適否を

決定する上では，くり返し行えることからも，心臓カ

テーテル検査，心血管造影にとって替わるものと思わ

れる．

　　　　　　　　　　　　　　　　　結　　語

　　心臓の結合があり，心腔を共有した胸腹結合体の剖

検例を報告した．同名の心房，心室が結合して共通心

房，共通心室を形成し，心房位，心室100pは鏡像的で，

primitive　heart　tubeの時期での癒合が推定された．診

断には，心電図同時記録に加え，心断層エコーが有用

であった．

　本症例の概要は第148回日本小児科学会神奈川県地方会

に於いて神奈川県立こども医療センター新生児科，豊二口

晶が口演し，心血管系奇形の要旨は第20回日本小児循環器

学会に於いて著者が口演した．本症例の臨床を担当された

神奈川県立こども医療セソター新生児科，外科の諸先生，剖

検所見を御教示いただいた同病理科の佐々木佳郎部長，大

山牧子先生，心血管系の模式図を書いていただいた同胸部

外科の長田信洋先生に深謝する．
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ACase　Report　of　Conjoined　Hearts　with　Complex　Cardiovascular

　　　　　　　　　　Anomalies　in　Thoracoomphalopagus　Twins

Makoto　Nishibatake＊，Seiyo　Yasui＊，Yoichiro　Miyazawa＊，Masahata　Takarada＊，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Akiko　Goto＊＊and　Masahiko　Ando＊＊＊

　　　　　　　　＊Department　of　Pediatric　Cardiology，＊＊Department　of　Neonatology，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kanagawa　Children’s　Medical　Center

　　　　　　　　＊＊＊Department　of　Pediatric　Cardiology，　The　Heart　Institute　of　Japan，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tokyo　Women’s　Medical　College

　　　Acase　of　conjoined　thoracoomphalopagus　twins　is　described．　Male　conjoined　twins　weighing　43939

were　delivered　by　cesarian　section、　Stimultaneous　electrocardiograms　showed　synchronous　QRS　com－

plex，　and　two　dimensional　echocardiograms　showed　conjoined　hearts　which　has　two　atria，　three　A－V

valves，　three　ventricular　cavities　and　four　semilunar　valves．　Surgical　separation　of　the　twins　was　impos－

sible　because　of　the　heart　union．　In　spite　of　mechanical　ventilation　and　medical　treatment　for　heart

failure，　they　died　with　severe　respiratory　failure　and　hypoxia　at　30　hours　after　birth．

　　　Autopsy　revealed　that　one　twin　showed　anatomically　corrected　malposition｛S，　L，　D｝with　subaortic

conus．　He　also　had　secundum　type　ASD　and　PDA．　The　other　twin　had　atrial　situs　inversus，　d－looped　ven－

tricles，　and　d－transposed　great　arteries　with　bilateral　conus．　He　had　large　secundum　type　ASD，　multiple

VSDs，　isthmic　hypoplasia，1arge　PDA　and　IVC　interruption　with　hemiazygos　continuation．　Morphologi－

cal　right　atria，　left　atria　and　right　ventricular　inflow　tracts　conjoined　each　other　without　defipite　intracar－

diac　borders，　and　left　ventricular　anterior　walls　conjoined　forming　ECD　like　crest．　Such　joining　mode

suggests　that　two　primitive　heart　tubes　joined　at　atria，　and　at　primitive　ventricles，　resulting　in　the　sym－

metric（or　mirror　image）atrial　situs　and　the　ventricular　loop　of　each　conjoined　hearts，
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