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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　右肺静脈狭窄を呈するright　isomerismの一例にヘリカルCTを行いその機序を明らかにすることが

できた．ヘリカルCTで両側肺静脈の心房還流部は脊柱の左側に偏位し，右肺静脈は細く，その走行は

下行大動脈および脊柱を乗り越えて左側の心房に還流していた．三次元合成像で前面より拡大した心房，

後面より下行大動脈および脊柱により圧迫されて偏平化した右肺静脈が描出された．本症例はright

isomerismに合併する肺静脈狭窄の原因を考える上で貴重な症例であると思われた．

　　　　　　　　　　はじめに

　Right　isomerismは種々の複雑心奇形を合併し，予

後不良の症候群である1）．合併する心奇形のなかで肺

静脈還流異常は肺静脈狭窄の原因となり，同症候群の

予後を左右する重要な合併奇形である2）．

　今回我々は，右肺静脈狭窄が疑われた心房還流型肺

静脈を伴うright　isomerismの一例を経験し，ヘリカ

ルCTを施行し本症の肺静脈狭窄機序の一因について

興味ある知見を得たので若干の考察を加え報告する．

　　　　　　　　　　症　　例

　症例は1歳の男子で，生後12日目，チアノーゼのた

め当科搬送入院となり，心エコー検査にて単心房，共

通房室弁口，両大血管右室起始，肺動脈弁狭窄，心房

還流型肺静脈，右胸心を伴うright　isomerismと診断

した．入院後低酸素状態を繰り返すため，生後20日目

に径3．5mmのGolaski－graftで右modified　Blalock－

Taussig　shuntを行い生後45日目に退院となった．そ

の後の外来経過観察中，共通房室弁逆流が増悪し，心
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拡大，肝腫，顔面の浮腫が見られるようになったため

1歳時再入院となった．

　入院時，眼瞼に浮腫を認め，口唇，四肢にチアノー

ゼを認めた．呼吸音は清，胸骨右縁第2肋間にLevine

3度の収縮期心雑音と胸骨右縁第4肋間にLevine　2度

の収縮期心雑音を聴取した．腹部は肝臓を正中に5cm

触知した．

　胸部X線写真ではCTR　63％と著明な心拡大を認

めた．心エコー検査で心房は著しく拡大し，中程度の

共通房室弁逆流を認めた．

　入院1カ月目に行った心臓カテーテル検査（表1）

ではQp／Qsは1．3で肺血管抵抗3．6単位・m2と高かっ

た．心室造影で中程度の共通房室弁逆流を認め，Area－

length法より求めた左右心室拡張末期容積の和は181

ml／m2に拡大していた．以上より共通房室弁輪縫縮と

可能ならbidirectional　cavopulmonary　shunt

（BCPS）手術を行うこととした．

　1歳2カ月で手術を施行した．弁輪縫縮（DeVega

法）は正常の三尖弁，僧帽弁輪径3）を基準に直径28から

20mmに縫縮した．次に左上大静脈と左肺動脈の端側

吻合（BCPS）を行い，肺動脈主幹部をテープで絞拒し

Presented by Medical*Online



日小循誌　11（2），1995

表1　手術前後の心臓カテーテル検査

部　位 術　前 術後（平均）mmHg

SVC （9）

一

SA （8） （6）

SV 88／EDP13 88／EDP7

Ao 79／52（66） 80／45（60）

RPVWedge （20） （34）

LPVWedge （21） （10）

Qp／Qs L3
Rp（U・rrl2） 3．6

SVC＝supra　vena　cava，　SA＝single　atrium，　SV＝single

ventricule，　Ao＝aorta，　RPVWedge二right　pulmonary

venous　wedge，　LPVWedge＝left　puImonary　venous

wedge，　EDP＝end－diastolic　pressure

表2　右肺静脈引き抜き圧波形．右肺静脈遠位部

　（RPVdistal）より脊柱を過ぎた近位部（RPVprox・

　imal）で圧波形は変化した．平均圧は18mmHgから

　8mmHgに低下し10mmHgの圧較差を認めた．

mmHgししし心し！鷲〉↓叔し
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たが左上大静脈平均圧は20mmHgと高値であった．こ

のため，左上大静脈一左肺動脈吻合部の近位部で肺動

脈を結紮して，左右肺動脈の連続性を断ったところ左

上大静脈の平均圧は14mmHgに低下した．

　術後循環動態は比較的安定し，術後4日で抜管可能

であった．しかし，CTR　64％と心拡大が改善しないた

め，術後1カ月で心臓カテーテル検査を行った（表1）．

左肺静脈喫入圧は平均10mmHgであったが，右肺動脈

圧は平均34mmHgと高値であった．右肺静脈下葉枝は

遠位部で平均18mmHgと高く，心房までの引き抜きで

は不行大動脈を過ぎた近位部で8mmHgと低下し，右

肺静脈に圧較差を認めた（表2）．

　そこで右肺静脈の形態を調べるためにヘリカルCT

を行った．東芝社製TCT　900　Super　HELIXを使用し

た．撮影は前投薬としてTrichlorethyl　lml／kgを経口

投与しておき，撮影直前にThiopental　2mg／kgを静注
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図1　ヘリカルCT（水平断面像）．右肺静脈（RPV）

　は心房後方で脊柱および下行大動脈の前方を乗り越

　え脊柱の左側にあるcommon　chamberに還流して

　いた．右肺静脈径は下行大動脈より近位で3．5mm，

　遠位で5．2mmと下行大動脈より遠位で拡大してい

　たが，左肺静脈の8。7mmより細かった．

した安静状態で行った．末梢静脈より撮影前に0．5cc／

kg，30秒の撮影中に0．5cc／kgの造影剤を注入した．

ビーム幅が2mm，寝台移動速度2mm／secでデータを

収集した．これらのデータを1mm間隔ごとに再合成し

た水平断面像では下大静脈は脊柱の前方で心房の右側

につながっており，肝静脈も同部位に別々につながっ

ていた．右肺静脈は心房後方で脊柱および下行大動脈

の前方を乗り越え脊柱の左側にあるcommon　cham－

berに還流していた．右肺静脈径は下行大動脈より近

位で3．5mm，遠位で5．2mmと下行大動脈より遠位で

拡大していたが，左肺静脈の8．7mmより細かった（図

1）．

　次に立体的構造を見るために垂直方向に三次元画像

を合成した．右肺静脈は下行大動脈の前方を乗り越え

る前では内腔は円形であった（図2A）が，右肺静脈が

下行大動脈を乗り越える所では後面より下行大動脈，

前面より拡大した心房に狭まれ，内腔は偏平化してい

た（図2B）．

　以上より，患児の右肺静脈は脊柱を乗り越えて左側

の心房に還流しているため後面より脊柱および下行大

動脈，前面より拡大した心房に圧排され，一側の肺静

脈狭窄をきたしたと考えられた．

　患児は術後80日で退院し，心拡大は徐々に軽快しチ

アノーゼの増悪もなく，現在外来通院中である．

　　　　　　　　　　考　　案

　Right　isomerismは種々の複雑心奇形を合併し，肺
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　　　　　　　　図2　ヘリカルCT（垂直方向三次元合成像）

RPA：右肺動脈，　RPV：右肺静脈，　AAo：L行大動脈，　DAo：下行大動脈，　SA：単

心房

A；右肺静脈が下行大動脈を乗り越える前の三次元合成像，右肺静脈の内腔は円形で

ある．B；右肺静脈が下行大動脈を乗り越える所の二次元合成像，右肺静脈は後面より

下行大動脈，前面より心房に挟まれ，内腔は偏平化している．

静脈の形態異常は同症候群の予後を大きく左右する．

肺静脈還流が上心臓型，下心臓型のものは早期に肺静

脈狭窄症状を呈することが多い4）が，心房還流型は肺

静脈狭窄症状を呈することが少ないと言われてい

る5）．しかし，Heinemannらは心不全死した心房還流

型の1例で異常に細い肺静脈を認め，心房還流型の症

例においても肺静脈狭窄の進行を疑っている6）．自験

例の場合もヘリカルCTで右肺静脈は左肺静脈に比べ

細かった．この肺静脈径の左右差は一側性の肺静脈狭

窄が進行した結果，肺血流に左右差が生じたためでは

ないかと推察する．

　さらに，本症例の右肺静脈の心房還流形態は脊柱お

よび下行大動脈の前方を乗り越え，前面は拡大した心

房に後面は脊柱および下行大動脈によって圧排され，

還流障害となるような形態であった．このことより心

房還流型肺静脈を伴うright　isomerismにおいては肺

血管閉塞病変の進行以外に，肺静脈の形態異常が原因

で肺静脈狭窄症状が増悪する例が存在するのではない
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かと考える．

　Yooらはright　isomerism　7例のうち4例で垂直静

脈が気管支の後ろを通り圧迫され肺静脈狭窄の原因と

なっていたと報告しているη．また，このような肺静脈

狭窄はisomerismを伴わない総肺静脈還流異常には

認めなかったと述べている．つまり，right　isomerism

は心内奇形だけでなく，肺静脈の走行異常，大動脈の

位置異常，気管支形態の異常等の心外奇形も合併する

ため8）肺静脈が圧迫を受け易い可能性があり詳細な解

剖学的検査が必要であると考える．

　Right　isomerismにおける心内，心外奇形の検査方

法としては，エコー5），MRI7），　DSA1°）などが応用され

ている．いずれの方法も複雑な本症の形態診断に有効

な検査法である．しかし，肺静脈の形態異常やその周

囲の器官との位置関係までを診断することは困難であ

る．今回使用したヘリカルCTは画像がlmm間隔で作

れ，撮影時間も非常に短く，三次元合成画像が作成で

きる点で複雑な肺静脈とその周囲の器官との位置関係

を検査するのに適していると思われる．

　最後にヘリカルCTは螺旋回転で収集したデータを

再合成するため空間分解能に多少の誤差が生じる川．

著者らは，ビーム幅，寝台移動速度を最小にし，撮影

部位を小さくしスキャン時間を短くすることでこの誤

差を最小限度にした．

　　　　　　　　　　　まとめ

　1．本症例における肺静脈狭窄の機序として右肺静

脈が脊柱，大動脈を乗り越えて左側の心房に還流する

形態異常と，弁逆流による心房の拡大が一因であった

と考えた．2．Right　isomerismでは肺静脈の形態異常

を明確に診断することは重要で，三次元画像が合成で

きるヘリカルCTは有効な検査法である．
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ACase　of　Right　Isomerism　Pointed　out　the　Right　Pulmonary

　　　　　　　　　　　　　Venous　Stenosis　at　Helical　CT

　　　　　　Noboru　Inamura，　Tohru　Nakajima，　Futoshi　Kayatani，　Toshiya　Maeno，

　　　　　　　　　　　　Hidefumi　Kishimoto＊，　Hiroaki　Kawata＊，　Seiichiro　Ikawa＊，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Youichi　Kawahira＊，　Hideki　Ueda＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　Takeshi　Nakada＊

Department　of　Pediatric　Cardiology　and＊Cardiovascular　Surgery，　Osaka　Medical　Center　and

　　　　　　　　　　　　　　　　　Research　Institute　for　Maternal　and　Child　Health

　　　An　one　year－old　boy　with　right　isomerism　was　pointed　out　the　right　polmonary　venous

stenosis　at　Helical　CT．　By　Helical　CT，　it　was　clarified　that　the　bilateral　PVs　returning　to

common　atrium　were　distant　from　the　Ieft　site　of　vertebra　and　the　right　PV　was　narrow　and

overrided　vertebra．　By　three－demensional　methods，　the　right　PV　was　compressed　between

vertebra　and　dessending　aorta，　and　enlarged　common　atrium．

　　　We　thought　that　it　was　an　important　case　in　showing　one　of　the　causes　of　PV　stenosis　in　right

isomerism．　Helical　CT　was　useful　to　visualize　the　three　demensional　structure　of　pulmonary

veIns．
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