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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　最近，Foranら1）は，心房心室が通常の位置で，心室大血管結合が正常な内的つながりを有しながら両

大血管が逆正常型，すなわち右前方肺動脈，左後方大動脈を示し，かつ肺動脈弁下円錐のみで大動脈弁

僧帽弁線維性結合を有する3症例をIsolated　infundibuloarterial　inversion｛S．D．1｝と名づけ報告して

いる．これらの3症例は，いずれも右胸心に肺動脈漏斗部狭窄と心室中隔欠損とを伴い，ファロー四徴

症類似の形態を伴った症例である．今回我々はsitus　solitus，　d・loop，　ventriculoarterial　concordance

で，大動脈は肺動脈の左後方に位置し基部で交差しており，肺動脈弁下円錐を認めかつ下大静脈欠損を

伴った症例を経験した．本症例は幼少時存在した心室中隔欠損の自然閉鎖をみており，きわめて稀な正

常血行動態を有するIsolated　infundibuloarterial　inversionの症例と考えられたので報告する．

　　　　　　　　　緒　　言

　解剖学的修正大血管位置異常症＝Anatomically

corrected　rnalposition　of　the　great　arteries（以下

ACM）の疑いで入院精査し，その結果ACMとは違っ

た疾患で最近新たに提唱されたlsolated　infun－

dibuloarterial　inversionと診断される症例を経験し

たので，文献的検討を加え報告したい．

　　　　　　　　　症　　例

　症例：6歳，男児．

　家族歴，妊娠歴：特記すべき事なし

　分娩歴：在胎38週5日帝王切開にて出生．出生体重

3，540g．

　現病歴：出生時より心雑音を指摘され当科外来を受

診した．心室中隔欠損（VSD）＋大血管位置異常として

定期的にフォローしていた．全身状態良好で発育も正

常であった．昭和59年3月心エコーにてVSD自然閉
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鎖を確認した．平成1年9月ACMを疑い精査目的で

入院した．

　入院時現症：身長110cm（0．6SD），体重18．9kg（－

0．1SD），血圧は上肢110／68・下肢118／70mmHgで左右

差はなく，脈拍は90回／分，チアノーゼ，肝脾腫は認め

なかった．聴診上，心雑音は認めなかった．

　入院時検査所見：末梢血液像に異常なく，Howell・

Jolly小体も認めなかった．腹部エコー，　magnetic　res－

onance　imaging（MRI）にて肝は正常の形態で，脾は

副脾を認めた（図1）．

　胸部X線（図2）：心胸郭比は48％，右第1弓の突出

を認めた．気管支の分岐は正常で，肺は右が三葉，左

が二葉，胃泡は左側に見られた．

　心電図（図3）：冠静脈洞調律，軸は＋30度，肥大所

見は認めなかった．

　心エコー図（図4）：心房・心室位は正常でA－V

Concordanceであった．僧帽弁・大動脈弁は線維性結

合があり，肺動脈弁下にのみ円錐を認めた．心室中隔

欠損は自然閉鎖しており，弁の異常も認められなかっ
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　　　　図1　MRI
脾臓の右側中央に副脾を認める 図2　胸部X線
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図3　心電図

た．大血管の位置関係は，大動脈が左側，肺動脈が右

側で基部で交差し走行していた．下大静脈は認められ

ず，肝静脈のみが右房に還流していた．

　心臓カテーテル検査：圧データは正常範囲であっ

入院時心エコー

　　　　　　　h　j
　　　　．趣㌘ジ

　　　　》ご㌘麟融
　　　　　　　噸　AO駆
皇　醐　　　　」～・

瓶

傍胸骨左室長軸像

ぷ

傍胸骨大皿管短軸像

図4　心エコー図
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右心室造影正面像 右心室造影側面像

右心室造影側面像（Levophase）

左心室造影正面像

図5（1） 図5（2）

た．カテーテルの走行は，大腿静脈→奇静脈→上大静

脈→右房と進み下大静脈欠損を示した．

　心臓血管造影所見（図5）：両心室の造影で，右側心

室は形態的に右室構造であり肺動脈が右前方より起始

し，左側心室は形態的に左室構造で大動脈が左後方よ

り起始した．左右の心耳形態は正常で，これはMRIで

も確認しえた（図6）．冠状動脈は左右ともに正常の走

行で，他の合併奇形は認めなかった．

　以上の結果より，Isolated　infundibuloarterial

inversion（孤立性漏斗部大血管逆位）｛S，　D，1｝，　VSD

自然閉鎖，下大静脈欠損＋奇静脈結合と診断した．患

＼き魔

・・一・一
図6　左右の心耳の位置は正常
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図7　ヒトの心臓を8型に分類（文献2）より引用）

　　本症例は，4の｛S，D，1｝に相当する

児は血行動態的には問題なく，運動制限なしの普通の

日常生活を行っている．

　　　　　　　　　　考　　察

　Van　Praaghら2）はヒトの心臓を8つの基本型にわ

けて説明している（図7）．本症例は，その中のIsolated

infundibuloarterial　inversion｛S，　D，1｝に合致する．

文献上は，Foranらが3症例を最初に報告し，　Van

Praaghらは総説の中で同じ3症例を引用している．

本邦では，我々の調べ得た範囲では，本症例が最初の

報告である．もちろん，この疾患単位が報告されたの

が1988年のごく最近であるので，今後症例は蓄積され

てくると思われる．

　報告されている3症例はすべて右胸心でファロー四

徴症を伴っており，根治手術が行われ，2例が生存，

1例は術後1週目に右心機能不全で死亡している．本

症例は心室中隔欠損（自然閉鎖）と下大静脈欠損のみ

であり多脾症候群との関連が問題にはなるが，心耳形

態・肺分葉・気管支形態はいずれも正位を示しており，

現在までの報告と比較してより正常に近い血行動態で

ある事は特記すべき点である．
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　本症例で当初疑っていたACMとは，大動脈と肺動

脈の前後関係（本症例は肺動脈が右前，大動脈が左後）

と肺動脈下円錐のみであった点で鑑別した3）4）．

　ACMの概念は，　Van　Praaghら5）6）が「心室と大血管

のつながりは正常であるが，両大血管の左右関係が

ループの法則に適合せず，大動脈が肺動脈の前方にあ

る」と提唱したものであり，新しく報告されたlsolated

infundibuloarterial　inversion｛S．DJ｝とは心室と大血

管の内的つながりが正常である点では同じであるが，

Foranらは大動脈と肺動脈の左右関係（大動脈が左

後），円錐が肺動脈弁下のみであり，逆正常型であるこ

とを鑑別点として説明している．

　心房位については，本症例では下大静脈欠損を合併

してはいるが，心耳形態と肝静脈が右側心房に還流し

て気管支・肺分葉も正位を示していることからviscer－

oatrial　situs　solitusと判断した．

　下大静脈欠損の頻度は先天性心疾患の0．6％あ

り7），その大部分は多脾症候群である．また多脾症候群

の65％に下大静脈欠損を合併しているといわれてい

る8）．したがって，本症例においては多脾症候群の有無

が重要な点であり，精度の高い脾シンチグラム9）など

による確認が必要と考えられる．しかし，最近の画像

診断の進歩はめざましくmagnetic　resonance　imag－

ing（MRI）による多脾症の診断も可能になっており，

Jelinekら10）はMRIによるpolysplenia　syndromeの

報告を行っている．Bissetら11）も他の目的で行った

MRIにおいてpolysplenia　syndromeの診断が可能で

あったと報告している．本症例においては，MRIによ

り副脾は認めたが，関ら12）が多脾症の診断基準として

いる小脾臓塊（splenuli）はなかったので多脾症は否定

した．

　現在，患児は血行動態的に問題ないため，運動制限

なしの普通の日常生活を送っているが，下大静脈欠損

の症例では洞機能低下を合併したという報告13）14）も見

られるので，今後も定期的な経過観察が必要と思われ

る．

　本論文は第26回日本小児循環器学会総会（於奈良）にて発

表したものを改訂した．
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ACase　with　lsolated　lnfundibuloarteriaI　Inversion｛S，　D，1｝，　Infrahepatic

　　　　Interruption　of　the　Inferior　Vena　Cava　and　Azygos　Continuation

Tsutomu　Haraguchi，　Shozo　Oku，　Kaori　Masuda，　Sogo　Aihoshi，　Yukiharu　Kono，

　　　　　　　　　　Yuichi　Nomura，　Masao　Yoshinaga　and　Koichiro　Miyata

　　　　　　Department　of　Pediatrics，　Faculty　of　Medicine，　Kagoshima　University

　　　Aboy　with　isolated　infundibuloarterial　inversion　｛S，　D，1｝　was　reported．　He　showed

visceroatrial　situs　solitus（S），　D・loop　ventricle（D），　and　inverted　normally　related　great　arteries（1）．

Isolated　infundibuloarterial　inversion　is　different　from　anatomically　corrected　malposition　of　the

great　arteries　in　arterial　position．　In　addition，　the　present　case　showed　infrahepatic　interruption

of　the　inferior　vena　cava　with　azygos　continuation．　The　heart　with　azygos　continuation　has　a

tendency　to　be　combined　with　polysplenia；our　case　was，　however，　proved　to　have　only　an

accesary　spleen　with　normal　tracheobroncheal　tree，　situs　solitus　of　atria，　and　normal　pulmonaly

arterial　tree．　This　is　the　first　case　with　isolated　infundibuloarterial　inversion　in　Japan．
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