
unroofed coronary sinus（URCS）は冠静脈洞と左

側心房間の隔壁欠損を有する疾患の総称で，従来の冠

静脈洞型心房中隔欠損，冠静脈洞左房交通症などを含

む概念である1）2）．一方，冠静脈洞開口部閉鎖（CSOA）

は発生的にもURCSと近縁の異常と考えられるが，単

独では病的意義は無く，多くは剖検により，または合

併する心疾患の精査，手術により偶然発見され，報告

例も極めて少い．診断の糸口は術中の左上大静脈

（LSVC）の存在確認に始まる事が多く，LSVCの外科

的処置は冠静脈血，体静脈血還流状態により異なり，

両者の鑑別が必須である．この LSVCや心房間交通の

不適切な外科処置は術後重大な合併症を引き起こす可

能性があり，心臓外科医にとってこれらの理解は重要

である．1995 年に報告したURCS症例3）以来，新たに

4例の situs solitus で URCSまたはCSOAを経験した

ので報告し，治療上重要な問題点を指摘し考察を加え

た．

対 象

1995 年 1 月から 2000 年 7 月までに施行した小児開

心術症例，190 例の内，situs solitus で URCSまたは

CSOAを合併した症例 5例（2.6％）を対象とした（Ta-

ble 1）．女児 3例，男児 2例，年齢は 1歳 1カ月～8

歳であった．主となる心疾患の症状・病態により根治

手術の適応と判断され，主心疾患は両大血管右室起始

症（DORV）2例，心房中隔二次口欠損（ASD）・肺動

脈狭窄（PS），完全型心内膜床欠損（CAVSD），心室中

隔欠損（VSD）各 1例であった．術前にURCSを強く

疑ったのは症例 2のみであり，症例 3の LSVCは術前
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unroofed coronary sinus（URCS）は冠静脈洞と左側心房間の隔壁欠損を有する疾患を総称する．冠静

脈洞開口部閉鎖（CSOA）は発生的にもURCSと近縁の異常と考えられるが単独では病的意義は無く，

合併する心疾患の精査，手術により偶然発見され，報告例も極めて少い．最近 6年間の小児開心術症例，

190 例の内，situs solitus で URCSまたは CSOAを合併した症例は 5例で，これらを対象とした．3例が

completely URCS でうち LSVC合併が 2例，心房間交通は単独のCSASD，ASDと CSASDの癒合，一

次孔欠損が各 1例であった．CSOAは 2例で 1例は partially unroofed mid-portion of coronary sinus，他

は CSと左房間に交通口を認めなかった．LSVCの処置はURCSの 2 例は ePTFE graft による LSVC―右

心耳吻合を施行，短期的な開存は認められ良好な結果であった．CSOAでは 1例は LSVCが細く還流量

が少なく，他はCS―左房間に交通口が存在したため 2例とも LSVCを結紮した．心室性不整脈，重症右

心不全を認めたが両者とも心筋うっ血は認められなかった．

術中診断により主心疾患，LSVC，CSなどの形態から各々修復法を工夫しなければならないが，この

両者を同じ疾患系として対処することは合併症予防の面からも重要と考えられた．
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Table 1 � 1　Charactaristics of 5 cases associated with coronary sinus abnormalities

othersSVC
diameter

innominate
vein

time of
diagnosismain defectsgenderagecase

Noonan syndromeR ; 15mm（＋）intraope.ASD, PSmale8 years
5 mon.

1

Blalock Taussig
shunt（2 years old）

R ; 11mm
L ; 8mm

（－）preope.DORV,
subAo. VSD, PA

female3 years
5 mon.

2

Down’ s syndrome
PAB（new born）

R ; 9mm
L ; 7mm

（－）intraope.CAVSD, 
hypo. LV, TR

female1 years
2 mon.

3

R ; 9mm
L ; 5mm

（－）intraope.DORV,
subAo. VSD, PS

female1 years
1 mon.

4

R ; 12mm
L ; 3mm

（＋）intraope.VSDmale2 years
6 mon.

5

CAVSD ; complete  atrioventricular septal defect, CS ; coronary sinus, DORV ; double outlet right ventricle, hypo. LV ; 

hypoplastic left ventricle, L ; left, LSVC ; left superior vena cava, mon. ; monthes, PA ; pulmonary atresia, PAB ; 

pulmonary artery banding, PS ; pulmonary stenosis, R ; right, subAo ; subaortic, TR ; tricuspid regurgitation

Table 1 � 2　Charactaristics of 5 cases associated with coronary sinus abnormalities

treatment of
LSVC

surgical
treatment

coronary
blood
returning

coronary
sinus
ostium

coronary
sinus

atrial
septum

LSVC
returningcase

（－）ASD/CSASD
patch closure

Thebesian
vein

（－）（－）ASD
CSASD

（－）1

division,
LSVC-RAA anast.

PFO/CSASD cl,
IR, RVOTR

Thebesian
vein

（－）（－）PFO
CSASD

opening to
LA

2

division,
LSVC-RAA anast.

two patch
method

Thebesian
vein

（－）（－）primum
defect

opening to
LA

3

ligationPFO cl, IR,
RVOTR

Thebesian
vein, CS

（－）partially
formed

PFOopening to
LA

4

ligationVSD cl.Thebesian
vein, CS

（－）（＋）intact
septum

lt. innominate
vein

5

anast. ; anastomosis, cl ; closure, CS ; coronary sinus, CSASD ; coronary sinus ASD, IR ; intraventricular rerouting, LA ; 

left atrium, LSVC ; left superior vena cava, PFO ; patient foramen ovale, RAA ; right atrial appendage, RVOTR ; right 

ventricular outflow reconstruction

診断されていたが術中に左房還流と診断した．LSVC，

冠静脈洞（CS）の形態などが各症例で異なるためそれ

ぞれ術前，術中所見を纏める．

症例 1．（Fig．1．case 1．）URCSを合併し LSVCは存

在しない稀な症例で既に報告した3）．冠静脈洞口

（CSO）が通常存在する位置までASDが進展した様な

心房間交通で，ASDと冠静脈洞口部心房中隔欠損

（CSASD）が連続したものと術中診断した．僧帽弁後尖

上の小孔と遺残心房中隔に開口する 2カ所のThebe-

sian（T’s）vein より冠静脈還流がなされていた．

症例 2．（Fig．1．case 2．）術前心臓カテーテル検査に

て左無名静脈は認めず，心房間交通は 2箇所あり下位

の交通口を通ってカテーテルは左房から左上方血管に

抵抗無く挿入可能で左房内に desaturation を認め

（Table 2），造影所見（Fig．2）にて LSVCの左房還流と

診断しURCSを疑った．術中所見では，左無名静脈は

無く，両側上大静脈で卵円孔開存（PFO）があり，CSO

ではなく心房間交通口としてCSASDが存在した．心

房中隔を切開し左房内を観察するとCSは無く僧帽弁

後尖弁輪左房側に 5～6個の冠静脈口を認め，LSVC

は左心耳付着部の右後方，左上肺静脈開口部の左前方

部位に左房開口していた．発達したT’s vein の右房開

口を認めた．

症例 3．（Fig．1．case 3．）左無名静脈は無く LSVC
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RA
RA

RA
RA

ASD

RV LV RV LV RV LV

RV LV RV LV

LA LA

LA LA

PV PV PV

PV PV

Case 1. Case 2.

Case 4. Case 5.

Case 3

LSVC

LSVC

LSVC

LSVCLSVC

LSVC

LSVC

CS CS

Innomonate vein

PFO

PFO

CSASD Prinum ASD

CS；冠静脈洞，�
CSASD；冠静脈洞型心房中隔欠損，�
LA；左房，LV；左室，�
LSVC；左上大静脈，PFO；卵円孔，�
PV；肺静脈，RA右房，RV；右室�

Table 2　術前心臓カテーテル検査成績（症例 2）

saturation O2（%）pressure（mmHg）

7513/10/10SVC

6913/12/10IVC

8113/10/9RA

82101/8/18RV

8318/18/17PA

7516/12/11LA

8699/11/14LV

83107/55/82Ao

Qp/Qs 0.84，Rp 1.1，PA index 277

が存在した．左房は狭小で症例 2と同様な部位に

LSVC開口を認めたがCSおよびCSOは存在せず，冠

静脈血はT’s vein を介し心房に還流していた．房室弁

形態はRastelli type Aで左上弁尖は右上弁尖の大き

さの 1�3，左室も右室の約 1�3 程度の容量であった．
症例 4．（Fig．1．case 4．）左無名静脈は無く径 5 mm

の LSVCが存在し，2本の肝静脈は下大静脈と別に右

房へ還流していた．卵円窩は右上大静脈に近接して存

在し PFOを認めたがCSOは存在しなかった．心筋保

護液は，右房の 2箇所のT’s vein 開口部および僧帽弁

後尖，medial scalop の左房側，3×4 mm大の開口部よ

り流出した．この開口部から左上方の LSVCおよび右

下方にゾンデが挿入可能であったがこの開口部以外，

心房との交通口は認めなかった．

症例 5．（Fig．1．case 5．）左無名静脈は術前診断され，

術中，径 3 mmの LSVCを確認した．心房間交通，CSO

は無く LSVCの左房開口を認めず，心房間溝には 3～4

本の冠静脈が並走していた．LSVCを切開しゾンデを

Fig．1 Illustrations of coronary sinus abnormalities

Completely unroofed coronary sinus.

case 1．中央に架橋を有するASDと CSASDが融合した大きな心房中隔欠損．LSVC

は存在しない．

case 2．心房間交通孔は卵円孔開在とCSASD．LSVCの左房開口を伴う．

case 3．安全型心内膜床欠損に LSVCの左房開口を伴う．

Cxoronary sinus ostium atresia.

case 4. partially unroofed mid-portion of coronary sinus に CSOAを伴う．黒矢印は

CS-LA開口部を示す．

case 5．細い LSVCと左無名静脈を伴う．発達したThebesian vein を認めた．

433―（33）平成13年 5 月 1 日



挿入すると房室間溝までしか挿入出来ず，心房への交

通口を認めなかった．数本の発達したT’s vein により

心筋保護液は両心房に還流したが，LSVC切開口から

は殆ど排出されなかった．

手 術

LSVCの存在した 4例中，症例 2，3では LSVCにも

脱血管を挿入し体外循環を施行した．症例 4では，体

外循環中 LSVCを結紮したが静脈還流量に問題は無

かった．症例 5では LSVCは細いため放置し体外循環

を施行した．LSVCおよび心房間交通に対する処置は，

症例 1では下縁欠損型ASDと CSASDが癒合した大

きな欠損孔をパッチ閉鎖，症例 2では PFOおよび

CSASDを直接閉鎖，LSVCを左房開口部で切離し，8

mm expanded polytetra fluoroethylene（ePTFE）graft

にて右心耳と吻合，症例 3では LSVC閉塞試験にて

LSVC圧が平均 28 mmHgまで上昇したため 6 mm

ePTFE graft を用い右心耳と吻合した．症例 4では CS

と左房の交通口は放置，PFOを直接閉鎖し径 5 mm

の LSVCを結紮した．症例 5では大きく発達したT’s

vein が右房壁に開口していたため切開した LSVCを

結紮した．

それぞれの主心疾患に対しては，症例 1の PSは交

連切開，症例 2，4の DORV，subaortic VSD，PAおよ

び PSに対し心室内血流転換術とそれぞれ一弁付き

パッチ，肺動脈弁下パッチを用い右室流出路を再建し

た．症例 3では，CAVSDに対し two patch method

による心内修復，症例 5ではVSDパッチ閉鎖を施行

した（Table 1―2）．

結 果

症例 1は刺激伝導障害無く，順調に退院した．症例

2も順調に経過し，退院後も左頭頸部，上肢に腫脹を認

めなかった．ドプラーエコーでの graft flow が術後 1

年で検出不能になり，左上大静脈造影を施行した．

graft は閉塞しており，静脈血は半奇静脈，前頸静脈系

を経由する側副血行により奇静脈を通り右上大静脈に

還流していた（Fig．3）．左鎖骨下静脈圧は 10 cmH2O

であった．

症例 3の術後経過は良好で左頭頸部，上肢の腫脹も

認めず順調に経過し，退院前の心臓超音波検査では，

房室弁逆流は軽度で左室容量の良好な増加を認めたが

ドプラーエコーでの graft flow は不明瞭であった．

症例 4は ICU入室後，血圧低下，CVP上昇，代謝性

acidosis が進行した．心エコーでは左室の充満は不良

で，右室の拡張と高度な三尖弁逆流を認めたがCS拡

張を認めず，心内膜下・心筋内に特異な所見は無く，

右心不全による低心拍出量症候群と判断され，濃厚な

循環呼吸管理を行ったが第 5病日死亡した．

症例 5では術後心筋遊出酵素の増加も軽度で，順調

な経過であったが，第 3病日からmonofocal PVCが頻

発した．超音波検査では異常所見なく，PVCも経時的

に減少し，第 7病日には消失し，第 12 病日退院した．

その後は特に問題なく経過している．

Fig．2 LSVC造影（症例 2）；LSVCは左房に開口し

ている．

LA；左房，LSVC；左上大静脈

Fig．3 術後左上大静脈造影（DSA）；人工血管は閉塞

し，副半奇静脈，半奇静脈，頸静脈を経由して良好

な側副血行により右上大静脈が造影される．
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考 察

共通心房を一次中隔が分割する胎生第 4週末頃より

腕頭静脈吻合の形成，左臍静脈・左卵黄�静脈の閉塞
による血流の左から右への切り替えを主な要因とし，

洞房連結部は left atriovenous fold が静脈洞左角を覆

う天井を作りながら右方へ移動する．left atriovenous

fold が一次中隔とその postero-inferior angle で最終的

に癒合しCS，CSOが形成される．右静脈洞角と流入静

脈は還流血量増加により増大し，左右静脈弁はその洞

房口を境するが，背頭側の両静脈弁は癒合し偽中隔を

形成，さらに左静脈弁はこれと癒合し二次中隔を形成

しながら次第に右房内に取り込まれる．右静脈弁の上

部は吸収され，下部は下大静脈弁，冠状静脈洞弁（T’

s valve）へ発達，CSは CSOを通して右房に開口する．

10 週で left common cardinal vein は消退し左心房斜

静脈とCSのみが残る4）～6）．

Raghib ら4）は CS欠損，CSASD，および LSVC遺残

の合併を 8例検討し，この原因として left atriovenous

fold の不完全な発達による一次中隔との結合不全を提

唱 し developmental complex と し て 報 告 し た．

Quaegebuer ら1），Kirklin ら2）は CSASD，冠静脈洞左

房交通症などと呼称されていた疾患群を，CSと左側心

房間の隔壁の部分的，全体的欠損を有する疾患のスペ

クトラムと定義し，unroofed coronary sinus と命名し

た．これによると，症例 1は，completely unroofed coro-

nary sinus without LSVC，症例 2，3は completely un-

roofed coronary sinus with LSVC，症例 4は partially

unroofed mid-portion of coronary sinus で CSOA を

伴っていた．

本邦のURCSと考えられる報告症例は，井上ら5）中

野ら7）の症例集計を合わせると 30 例ほどになる．

URCSの頻度は一般的には稀となっているが，年に 2

～3例の症例報告があり，われわれも最近 5年間で 4

例を経験した．日常臨床的に経験する疾患として理解

する必要があると考えている．

一方，CSOAの報告は散発的で少なく，Watson8）は自

験例 2例と文献的に 37 例を収集し，彼の自験例と筆本

ら9）の 1 例を除いて，すべてが剖検で発見されその半数

には心疾患を認めなかった．CSOA単独では，冠静脈

還流路として狭小で鬱血による心筋障害の可能性を示

唆する報告は存在するが8, 9），病的意味は無いと考えら

れている10, 11）．

発生機転については，筆本らは胎生 4～8週にかけて

形成される一次，二次中隔に吸収，癒合される左右の

静脈弁やその後に形成されるT’s valve との関連が深

いとし，心内膜の炎症やその形態によりT’s valve が

CSOを閉鎖し，その時点での右上大静脈，無名静脈，

LSVCの発達段階や内圧により冠静脈還流路などが決

定されると考えている9）．Adatia ら12）は CSOA剖検心

を検討し発達段階での機序を想定出来ず，またT’s

valve の特徴的所見も認めなかった．CSや CSOの発

生学的知識は未だ不完全で特にCSOAの起序は不明

で後天的要因も否定出来ないが，形成過程の異常に

冠・体静脈血流量やその方向により多様な形態が形成

されると考えられる．

CSOAの病型は LSVCを逆行し冠静脈血が還流す

る型，CSと左房間交通またはT’s vein のような静脈

還流が存在する型の 2通りある11）．Adatia ら12）は剖検

12 例中，LSVCに冠静脈血が還流するもの 8例，par-

tially URCSが 4 例であり，冠状脈洞内圧が減圧される

後者での LSVCは認められないか非常に狭小と報告

している．Falcon ら13）の 4 症例でも 3例は LSVCが存

在しなかった．Watson8）の集計では，冠静脈血の還流路

は LSVCが 16 例，URCSで左房還流が 9例，左右心房

へのT’s vein 還流が 9例，その他混合が 3例であっ

た．われわれのCSOA症例でも術前診断が不明で，冠

静脈還流様式は術中に心筋保護液の還流を心房内から

観察し把握した．症例 4では冠還流はCS―左房開口を

通じて左房，T’s vein から心房へと還流し，左無名静

脈が存在しないため LSVCの太さから判断して体静

脈血の一部は LSVCから左房へ還流し，大半は，San-

toscoy ら14）の報告例にもあるように，半奇・奇静脈，肋

間静脈系，前頸部静脈系などの両上大静脈間交通路を

通り右心系へ還流すると考えられた．症例 5は，分類

的には hypolasia of the CS とも考えられるが，CSの形

態が明確でないため，術中確認されたCSOAとした．

ごく一部の冠静脈血は LSVCを逆行し左無名静脈，右

上大静脈へと還流，多くはT’s vein より右房へ還流す

る混合型10）で，LSVCの還流量はその大きさや心筋保

護液の還流量から考えて非常に少ないと判断した．症

例 4，5何れも希な冠静脈血還流形態と考えられた．

URCS，CSOAの外科治療上の問題点は，房室結節の

landmark として CSOが無いため刺激伝導障害を起

こさない安全な心房間やCS―左房間交通の閉鎖，主心

疾患修復法および， 存在すれば LSVCの処置である．

房室結節，刺激伝導路障害防止については報告したの

で3），LSVCの処理を中心に考察する．URCSで LSVC

の左房開口を見過ごすと術後チアノーゼが残存す
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る15）．LSVCが存在する場合は，LSVCの体静脈還流

を右房へ導く方法か LSVCの単純結紮が選択される．

欧 米 で は partially URCSの 場 合 reroofing1），com-

pletely URCSでは，LSVCを切断後右心房16）または肺

動脈17）へ吻合する報告もあるが，LSVCの左房還流を

右房へ rerouting または中隔偏位させる報告2, 18）が多

い．

単純結紮の安全域は閉塞試験で圧勾配が 10

mmHg19），23 mmHg20）以下，圧として 30 mmHg21）以下

との報告があるが，圧測定値より上大静脈径が重要で

RSVCの直径が LSVCの直径の 2�3 以上であれば単
純結紮は安全とされ20），本邦では LSVCを結紮し心房

間交通を閉鎖する報告が多い．症例 2，3では，左右の

SVC径の差があまり無く両者への脱血管挿入が必要

と判断され，加えて症例 3では閉塞試験にて LSVC

圧が高値のため，LSVC再建が無難と考え，また左房が

比較的狭小で左房内 rerouting は肺静脈還流を妨げる

可能性もあり，ePTFE graft による LSVC―右心耳吻合

を施行した．術後早期には鬱血症状は見られなかった

が遠隔期に graft は閉塞していたが良好な側副血行路

が形成されていた．人工血管による LSVC―右心耳吻合

の報告はURCSでは見あたらないが，手技的に容易で

術直後の run off 抵抗が高い症例22）では短期的な圧抜

きとなり得ると考えられる．

また，CSASDは冠静脈洞口と見誤りやすく，閉鎖し

ないと多くは左―右シャントやFallot 四徴症1）や Fon-

tan 型手術など主心疾患の修復後，右房圧の上昇を来

すような場合，右―左シャントを残し不測のチアノーゼ

が出現する事になる23）～25）．

LSVCの存在しない，partially URCSでは reroofing

か CSO閉鎖，completely URCSでは症例 1の如く

CSASD閉鎖が施行される．

一方，CSOAに LSVCを伴う場合その処置には注意

が必要である．即ち，CSが正常で LSVCが主な冠静脈

血還流路として逆行性に上行し左無名静脈を通り右房

へ還流する場合では LSVCの遮断にて冠静脈鬱血を

来たし重大な心機能不全を起こす11）26）．症例 5では

LSVCは非常に細く，また冠静脈還流路としてのT’s

vein が存在していたため LSVCを結紮した．術後血行

動態や遊出心筋酵素，また超音波検査でも問題は無

かったが，心室性不整脈が頻発し，わずかの冠静脈鬱

血の可能性を否定できず，CSOAと診断したらそのま

ま放置する方が安全と考えられた．症例 4は非常に珍

しい形態で，左無名静脈が存在せず，LSVCを順行性に

体静脈血がCS―左房間の交通孔を冠静脈血と共に左房

に流入と判断し，他にもT’s vein が存在したため

LSVCを結紮した．超音波検査上，心筋内静脈性鬱血の

所見は認められなかった．

URCSでは LSVCの左房開口，逆行性冠静脈還流や

CSの拡張，欠損，左房間の交通など10, 27, 28）から術前診断

された報告もあるが，自験の 4例中，術前に強く疑わ

れたものは 1例のみで，他の 3例は術中診断された．

診断の端緒は LSVCの確認から始まったもので，

LSVCの有無を術前診断しておく必要があると考えて

いる．

CSOAは希な疾患で単独では問題とはならないが，

合併する疾患手術の際において LSVCの処置法は大

きく異なり，CSOAが念頭にないと大きな合併症を起

こす可能性がある．冠静脈還流や LSVC還流形態が異

なるものと認識しながらも，URCSと CSOAは病態を

共有するものもあり，また類似の系統発生的な障害と

考えられ，本稿の様に一つの疾患系として検討するこ

とは，pit fall になりそうな合併症予防の面からも有意

義であると考えられた．

結 語

1．最近 6年間の小児開心術症例 190 例中，situs soli-

tus で URCSまたはCSOAを合併した症例は 5例（2.6

％）あった．

2．単独で手術適応となった症例はなく，主となる心

疾患（DORV 2 例，ASD・PS，CAVSD，VSD各 1例）

に合併していた．

3．各々につき房室結節の位置，冠静脈や LSVC還流

を想定しながら，心房間・CS―左房間交通の閉鎖，主心

疾患修復法および LSVCの処置を工夫した．

4．術前の診断から手術の過程でURCSと CSOAを

一つの疾患系として考慮する事は有意義と考えられ

た．
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Treatment of unroofed coronary sinus and coronary sinus orifice atresia.

Katsunori Yoshihara1），Tsukasa Ozawa1），Muneyasu Kawasaki1），Hiroki Yokomuro1），
Noritsugu Shiono1），Yoshinori Watanabe1），Nobuya Koyama1），Tomotaka Nakayama2），

Hiroyuki Matsuura2），Tsutomu Saji2）and Yoshinori Takanashi3）
1）Department of Thoracic cardiovascular surgery, Toho university school of medicine

2）First department of Pediatrics, Toho university school of medicine
3）First department of Surgery, Yokohama city university school of medicine

Unroofed coronary sinus（URCS）is the general term for the anomaly that has a defect between
the coronary sinus（CS）and the left-sided atrium. Coronary sinus orifice atresia（CSOA）is consid-
ered to be closely related with URCS in its development. CSOA is a very rare situation, solitary non-
pathogenic by its nature and found by chance at cardiac examination or another concomitant opera-
tion.

During recent 6 years, we experienced 5 situs solitus cases of URCS and CSOA among 190 cases
of pediatric cardiac surgery. These were simultaneously treated by intracardiac repairs of major de-
fects（DORV 2, ASD�PS, CAVSD, VSD one each）. All three URCS cases were completely URCS and
two cases had LSVC. These interatrial defects were a solitary coronary sinus atrial septal defect
（CSASD）, a large confluent defect between ASD and CSASD, and a CAVSD. One of the CSOA cases
was accompanied with a partially unroofed mid-portion of the coronary sinus and the other had no
communication between the CS and the left atrium, but had large Thebesian veins to the right
atrium. These preoperative diagnoses were uncertain and all were finally confirmed during opera-
tion with investigating the cardioplegic solution returning.

LSVC of URCS cases were divided and anastomosed with right atrial appendages using ePTFE
grafts. The venous flow was verified short after operation. LSVC of CSOA were ligatured but coro-
nary venous congestion was not found out.

Incorrect repair of the interatrial communication or treatment of the LSVC makes serious haz-
ardous consequences. Individually the optimal repair of main anomaly and treatment of the LSVC
should be decided by intraoperative explorations. And treating and handling of these URCS and
CSOA as one anomalous unit is very convenient to prevent surgical complications.
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