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総肺静脈還流異常─内科の立場から─
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Total anomalous pulmonary venous connection (TAPVC) is a cardiac malformation in which there is no direct connection 
between the left atrium and any pulmonary veins: all pulmonary veins connect to the systemic venous system or right atrium 
The incidence of TAPVC is 1.5–3% of all congenital heart disease. The many cases with TAPVC need emergent surgery in 
neonatal and early infantile period because of hypoxemia and low cardiac output syndrome. Diagnosis is often made by echocar-
diography to determine the drainage site of an anomalous common pulmonary vein (CPV), which can be classified as a supra-
cardiac, paracardiac, or infracardiac type of TPAVC (Darling classification). The urgency of surgical correction for TAPVC is 
based on the degree of pulmonary venous obstruction and restriction of inter-atrial communication in addition to the clinical 
symptoms of heart failure and hypoxia. The surgical outcome of TAPVC is generally stable if the case is not associated with any 
other cardiac malformation such as asplenia. However, the surgical results of TAPVC with asplenia or TAPVC with postopera-
tive pulmonary venous obstruction are poor. The role of the pediatric cardiologist in the perioperative management is to diag-
nose the precise anatomy and hemodynamics by using multiple imaging modalities. The pediatric cardiologist must send pa-
tients with TAPVC who are in good condition to surgery at the right time.

要　　旨
　総肺静脈還流異常は，解剖学的左心房に還流すべきすべての肺静脈が，左心房以外の体静脈系に異常に還流する
先天性心疾患である．全先天性心疾患の 1.5～3％に発生し，新生児期，乳児早期に低酸素血症や低心拍出症候群
を生じて緊急手術を必要とすることが多い．確定診断には，心エコーが用いられることが多く共通肺静脈の還流
部位を診断して病型診断を行い，臨床症状に加え心房間交通の状態と肺静脈性うっ血の程度から外科治療の緊急
度を判断する．外科手術の成績は，ほかの心異常を合併しない単純型では良好で予後も良好であるが，術後肺静
脈狭窄を合併した場合や無脾症候群に合併した場合は，術後肺静脈閉塞や狭窄を反復しやすく予後は不良である．
　総肺静脈環流異常の患児に対する小児循環器科医の役割は，正確な解剖学的診断と血行動態診断による緊急性
の判断を行い，よりよい状態で心臓外科医に引き継ぐことである．さらに術中所見を参考に術後状態を診断し長
期的な管理を心臓外科医と共同して行うことである．
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概念と定義

　総肺静脈還流異常は，解剖学的左心房に還流すべき
すべての肺静脈が，左心房以外の体静脈系に異常に還
流する先天性心疾患である．還流する部位や，肺静脈
の異常走行のために肺静脈の血流障害を合併しやす
く，このため新生児期・乳児期に低酸素血症，肺高血
圧症を生じ緊急手術を要することが多い．全先天性心
疾患の 1.5～3％の発生頻度で，男女比は 1.7～2.1：1と

報告されている1–3）．画像診断としては，心エコー法や
MRIが有用である．外科手術が唯一の治療法であり手
術成績は現在では安定しているが，術後肺静脈再狭窄
や閉塞を合併した場合，肺内肺静脈の低形成を伴う場
合，外科手術を施行しても予後は不良である．また無
脾症候群に合併した場合には，外科手術後肺静脈狭窄
を生じやすく予後は不良なことが多い1–3）．
　総肺静脈環流異常を合併しやすい疾患としては，無
脾症候群や多脾症候群などの内臓錯位症候群や cat-eye
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房心である4–6）（Fig. 1）．

病　　型

　一般的には Darling分類が用いられ，共通肺静脈が
体静脈系のどの部位に還流しているかで病型分類が行
われている7）（Fig. 2）．
　病型ごとの頻度は，おおよそ上心臓型 45～50％，
傍心臓型 25～30％，下心臓型 13～25％，混合型 5～10％
程度といわれている1，7，8）．ただし，総肺静脈還流異常
の診断においては共通肺静脈の還流部位だけではな
く，左右合計 4本の肺静脈の還流部位を確認すること
が，その後の外科治療計画を立てるうえで重要である．

血行動態

　総肺静脈還流異常では，肺循環および体循環のすべ
ての血流が右房に還流する．右房に戻った血流は，右
室から肺動脈へ流れる肺循環血流と，心房間交通を通
過して左房－左室－大動脈へと流れる体循環血流の 2

つに分かれる．したがって，血圧などの体循環を維持

症候群などが知られている2）．

発　　生

　ヒトにおいては，受精後 27～29日に肺原基が前腸の
静脈叢〔原腸静脈叢 （splanchnic venous plexus）〕と網状に
接続し，32～33日に心房中隔の一時中隔が形成された
後，左房後壁より萌出した共通肺静脈（common pulmo-

nary vein）と結合して共通肺静脈が形成され，肺静脈か
ら左房への血液の還流が確立する4，5）．この時点では，
まだ原腸静脈叢は卵黄静脈や主静脈との間に交通を残
している．その後原腸静脈叢は消退し卵黄静脈や主静
脈との交通は消失する．共通肺静脈は著しく膨大し
て，二次分枝までが左房後壁に吸収されて左右の肺静
脈が直接左房に接続する正常な肺静脈－左房のつなが
りが完成する6）．この発生過程において，共通肺静脈
と左房との結合が障害されて途絶し，卵黄静脈や主静
脈から発生する体静脈系に還流するようになったもの
が総肺静脈還流異常である．また共通肺静脈と左房の
間の連結部分に狭窄が生じた結果発生したものが三心

Fig. 1 Embryologic basis of total anomalous pulmonary venous connection and cor triatriatum. Total anomalous pul-
monary venous connection results from failure to establish a normal connection between the pulmonary ve-
nous plexus and the common pulmonary vein before the connections with the splanchnic venous system 
have regressed. The connection between the common pulmonary vein and the left atrium is stenotic, and 
the common pulmonary vein dilates (cor triatriatum).

 SA: single atrium, LV: left ventricle, CPV: common pulmonary vein, LA: left atrium
 Cited and modified from Nakazawa M (ed): New Illustrated Text Book of Cardiology, No. 13 Congenital Heart Disease. Tokyo, Medical 

View, 2005, p127, Fig. 1.
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し，酸素化血液を全身に供給するためには心房レベル
での右－左短絡の存在が必須である1，2，9）．
　この心房間交通が障害されると，右房に肺と全身か
らの血液がうっ滞し，肺うっ血による呼吸不全と低酸
素血症に加え右房圧の上昇による肝腫大，消化器症状
を生じる．また右房から左房への血流が障害され左房
へ到達する血流は減少し，その結果左室への流入が減
少し左室からの心拍出が低下する．出生後肺血管抵抗
が低下すると，肺血流はさらに増加し肺静脈性肺うっ
血はさらに増悪して悪循環に陥る9）．
　心房間交通の障害がない場合には，心房間を通過す
る体循環血流と右室を経由する肺循環血流の分布は，
右室と左室コンプライアンスと肺血管抵抗と体血管抵
抗のバランスによって決定される．したがって，出生
後肺血管抵抗が低下すると肺血流は増加し右房右室が
拡大する．心房間交通に問題がなく，肺静脈狭窄がな
い場合には，大きな心房中隔欠損に類似した血行動態
を示す．この場合，肺高血圧は通常は軽度から中等度
のことが多い．ただし，共通肺静脈が長い場合には通
路に解剖学的な狭窄が見られなくても，血流抵抗とな
り肺静脈狭窄症状を生じることがあるため注意が必要
である．治療せずに経過観察された場合には，30～40

歳代ころに重度の肺高血圧症に発展することもある．

総肺静脈還流異常の肺血管病変としては，肺静脈壁の
肥厚，肺静脈内膜増殖，リンパ管の拡張が挙げられ，
これらは術後の肺静脈閉塞性肺高血圧に関与する1）．
　総肺静脈環流異常における動脈管は，肺動脈圧が体
動脈圧以上になると肺動脈から下行大動脈へ血流を送
ることにより，肺うっ血の軽減と体循環を維持する役
割をすることがある．
　また胎児期には，静脈管は臍帯静脈からの血液を肝
の微小循環をバイパスして直接右房や下大静脈に送る
役目をしている．下心臓型の総肺静脈還流異常の例で
は，この静脈管が開存していると肺静脈圧の軽減が得
られ，逆に静脈管が閉鎖すると急激に肺静脈圧が上昇
し肺静脈狭窄症状が進行する．
　総肺静脈還流異常の基本的な血行動態の特徴をまと
めると，（1）右－左短絡の存在，（2）肺血管抵抗の低下
に伴う肺血流量増加，（3）肺高血圧，（4）共通肺静脈や
末梢肺静脈の通路狭窄による肺静脈うっ血，（5）心房
間交通の障害による低心拍出と低酸素血症である．

臨床所見

　基本的に右－左短絡によるチアノーゼを認める．し
かしながら貧血の合併や，肺静脈狭窄がなく心房間交
通が良好で肺血流が多い場合には目立たないことが多

Fig. 2 Darling’s classification of total anomalous pulmonary venous connection.
 RA: right atrium, RV: right ventricle, LA: left atrium, LV: left ventricle, SVC: supeior vena cava, CPV: common 

pulmonary vein, IVC: inferior vena cava
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い．新生児で多呼吸などの症状を認めた場合には，四
肢の経皮酸素飽和度を測定し，100％酸素負荷でも酸
素飽和度が上昇しない場合には本症を疑う．
　チアノーゼ以外の臨床症状では，肺うっ血と低心拍
出による症状が特徴である．肺うっ血による多呼吸，
陥没呼吸，シーソー様呼吸がみられる．活気がなく，
四肢のじっとりした冷感と網状チアノーゼ，体重増加
不良は低心拍出による．
　聴診上 I音，II音は亢進し III音，IV音を聴取する
こともあるが，心雑音は聴取しないことも多い．I音
に続く収縮期駆出性クリック音を聴取することも多
い．年長例で肺血流が増加している場合には，II音が
分裂し，肺動脈弁領域に Levine 2/6の収縮期駆出性雑
音を聴取することがある．

検　　査

1．胸部Ｘ線
　肺静脈狭窄を伴わない場合には，心房中隔欠損に類
似した X線像となり軽度の右心拡大と肺血流量増加を
認める．乳児期の Darling Ia型では，垂直静脈と無名
静脈と上大静脈拡張により心基部が拡大し雪だるま
（snowman sign）様の心陰影を呈する（Fig. 3b）．肺静脈
閉塞や肺静脈狭窄が重症な場合には，心拡大は伴わず
肺野全体がすりガラス様となって心陰影が不鮮明とな
り，肺水腫像を呈する（Fig. 3a）．肺静脈閉鎖の場合に
は，肺野全体が honey-comb様となり縦隔気腫や気胸
を伴うことが多い（Fig. 3c）．

2．心電図
　II誘導で電位が高い tall P波と右前胸部誘導で右房
負荷を特徴とする．右軸偏位，右室拡大を伴うことも
多いが，新生児期には正常と判断されることも多い．

3．心エコー
　心エコーは本症の診断に不可欠の画像診断であ 

る1–3，10）．総肺静脈還流異常における心エコー検査で
重要なことは，（1）右心系の圧容量負荷所見，（2）左房
後方の異常共通肺静脈腔の存在，（3）共通肺静脈の異
常走行と体静脈および右房への異常還流部位の確認を
することである10）．そのうえで，（4）左右 4本の肺静
脈のサイズと共通肺静脈への合流の状態，（5）左房と
の空間的位置関係，（6）共通肺静脈と周囲臓器との関
係（特に肺動脈や気管），（7）共通肺静脈または肺静脈
の狭窄閉塞の部位と，狭窄のメカニズム，（8）心房間
交通の有無と狭窄の程度，（9）ほかの心合併の有無と
合併心異常の診断を行う．
　通常左房は小さく，肺静脈と左房との連結は確認さ
れない．左室短軸像では，心室中隔は扁平化または左
室側に凸となり左室拡張末期内径は正常下限（12 mm

以下）となる．
　Ia型では無名静脈，上大静脈の拡大，Ibでは上大静
脈の拡大，IIaでは冠状静脈洞の拡大が観察され，そ
れぞれに連結する異常肺静脈と血流が診断される．III

型では下行する垂直静脈が下行大動脈に並走する拡大
した異常血管として観察される10，11）（Fig. 4，5）．カ
ラードプラ法を併用して，肺静脈の異常走行と還流部
位を確認し，パルスドプラ法で肺静脈血流速度とパ

Fig 3. Ground glass appearance of lung field due to pulmonary venous congestion with small cardiac shadow is a typical 
radiologic finding of total anomalous pulmonary venous connection (TAPVC) (a). In the case with supracardiac 
TAPVC (Ia), a cardiac shadow resembling a “snow man” is observed (b). In the case with the most severe form of 
pulmonary venous obstruction, pneumo-mediatinum and pneumothorax are often noted with a “honey-comb-like” 
ground glass appearance of the lungs (c).
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ターンをチェックする．肺静脈狭窄があると，最初狭
窄部血流は 2 m/s以上の連続流となるが狭窄が進行す
ると流速の変化がない低速の連続流となる11）．
　左右肺静脈と垂直静脈または共通肺静脈の連結につ
いては，胸骨上窩または剣状突起下からの断面で診断
が可能である．
　共通肺静脈腔の確認が困難な場合や左房への肺静脈
の還流が疑われる場合には，通常のコントラストエ
コー法が有用である．（1）末梢から注入したコントラ
ストが，右房－左房－左室の順に流入する右－左短絡
を示すこと，（2）左房後方にある共通肺静脈腔にはコ
ントラストが流入しないことで診断できる11）．
　心エコーでは，解剖学的診断のみならず肺静脈狭窄
の部位と程度，心房中隔欠損の狭小化の有無と程度を
診断することにより，外科的修復術の緊急度も診断する．
一般に右室圧が左室圧を凌駕して super-systemicとなっ
た場合や，共通肺静脈血流の時相変化が消失し狭窄部
血流速度が 2.5 m/sを超えて連続流となった場合は，
緊急手術を考慮する．
　最近では，出生前に胎児心エコー検査で総肺静脈還
流異常が診断されるようになってきた．出生前に診断
することにより，今まで以上に計画的な周産期管理が
可能となり，外科手術が可能な施設での分娩や分娩時
期を選択することができるようになる．さらに胎児期

Fig. 4 Echocardiographic findings of total anoma-
lous pulmonary venous connection. 

 Ia: In the sagittal section from a suprasternal 
approach, the common pulmonary vein 
(CPV) drained through a vertical vein (VV) 
to the hook-shaped innominate vein (InnV), 
which caused the “snow man” shape of 
cardiac shadow in x-ray.

 Ib: The coronal section of the second in-
tercostal view demonstrated that the bi-
lateral pulmonary veins drained through 
the CPV to the superior vena cava (SVC) 
(white arrow).

 RPV: right pulmonary vein, RA: right atrium, 
Ao: aorta, PA: pulmonary artery, LPV: left 
pulmonary vein

 Cited and modified from Nakazawa M (ed): New Il-
lustrated Text Book of Cardiology, No. 13 Congenital 
Heart Disease. Tokyo, Medical View, 2005, p130, 
Fig. 4.

より両親に外科手術を含めた周産期管理についての情
報提供が可能となり，より計画的に術前管理が行える
ようになると考えられる12）．

4．MRI

　最近のMRI画像診断法の進歩により，より短時間
で肺静脈の異常走行と還流部位の三次元的構造の診断
が可能となっている13，14）．MRIの撮像法としては，k-

space fast-gradient echo-cine MRI，phase-contrast cine 

MRI，3D MRA，gated inflow 2D-MRI，whole heart法な
どがあり，異常肺静脈や共通肺静脈の三次元構造の描
出に加え，肺静脈血流速度や血流量の測定などが可能
である15）．左右肺静脈の形態とサイズ，共通肺静脈と
周囲臓器との関係，特に左房との空間的位置関係が可
能であることは，外科手術時のアプローチや手術方法
の決定に重要な情報を提供できる．混合型の診断や無
脾症候群に合併した例での診断には特に有用で，肺内
肺静脈の状態も診断でき，MRIでの診断が可能であれ
ば心臓カテーテル検査の造影は必要ない（Fig. 6）．ま
た周囲臓器による共通肺静脈の狭窄・閉塞の部位診断
に有用である15）．
　ただし，検査に時間を要することや検査中心拍や呼
吸を安定化させる必要があるため，状態が不良な新生
児の検査には困難を伴うことが多く，鮮明な画像を得
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るためには工夫が必要である．

5．3D-CT

　MRIに比べ，短時間でより鮮明な 3D画像診断が得
られることが多い．最近では検出器が 64列のものが
一般的となり撮像時間も 10秒以下のものが多いが，
最新の 320列ではさらに撮像時間が短く心臓の動画も
可能である．利点はMRIと同様に異常肺静脈の三次
元的構造診断が可能なことである16）．問題は放射線被
ばくと造影剤の必要性である．特に生後 7日以内の造
影 CT検査は，新生児の放射線感受性が高いことを考
慮し避けたほうがよい．心エコー診断などで十分な確
定診断ができない場合など診断の必要性と緊急度から
総合的に判断することが重要である．

6．心臓カテーテル検査
　心臓カテーテル検査は麻酔や造影剤の使用など侵襲
が大きいため現在では，無脾症候群合併例での診断な
ど特別な状況以外では用いられることはない．むしろ
低体重児や術前状態が不良な一部の症例に対して，心
房中隔裂開術や肺静脈狭窄部または静脈管などに対す
るステント拡大術など，より侵襲が大きな外科手術を
一時的に回避する目的のカテーテル治療として行われ
ることがある．実際心臓カテーテル検査で造影をする

場合は低浸透圧の造影剤を使用し，保温に注意しなが
らできるだけ短時間で行うことが肝要である．

術前管理

　本症に対する術前管理の基本は，肺静脈狭窄症状を
悪化させることなくできるだけ安定した全身状態で，
適切な時期に外科手術へ引き継ぐことである．そのた
めの内科的術前管理のポイントは，（1）肺うっ血の回
避と（2）低心拍出の改善である．
　肺うっ血の回避のためには，（1）高濃度酸素投与や
肺血管拡張剤は使用しないこと，（2）過換気を避ける
こと（PaCO2 > 40 mmHg目標），（3）呼気末期陽圧換気
（PEEP），nasal DPAP（nasal directional positive airway 

pressure）などを使用すること，（4）貧血の改善，（5）利
尿剤による水分管理などがポイントとなる．また低心
拍出の改善のためには，循環血液量減少を避けるこ
と，心房間，動脈管，静脈管レベルでの右－左短絡の
確保，末梢保温などが挙げられる．このために必要な
らば，バルーン心房中隔裂開術や静脈管に対するステ
ント拡大術などを姑息的に行うこともある．

術後管理

　総肺静脈還流異常術後にまず外科医に確認すること
は術中所見と術中管理である．確認項目としては，

Fig. 5 Echocardiographic findings of total 
anomalous pulmonary venous con-
nection (TAPVC). 

 IIa: In the subxyphoid four-chamber 
view, right and left pulmonary veins 
(RPV, LPV) joined and formed a com-
mon pulmonary vein (CPV), which 
drained through the dilated coronary 
sinus (CS) to the right atrium (RA). 
The blue color signal indicated right-
to-left shunt flow at the atrial septal 
defect.

 III: In the subxyphoid view, abnormal 
dilated veins with descending flow (red 
color signal) (vertical vein: VV) juxta-
posed with the descending aorta is 
found, which is characteristic of the in-
fracardiac type of TAPVC.

 LA: left atrium, DAo: descending aorta
 Cited and modified from Nakazawa M (ed): 

New Illustrated Text Book of Cardiology, No. 
13 Congenital Heart Disease. Tokyo, Medical 
View, 2005, p131, Fig. 5.
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Fig. 6 Gated inflow magnetic resonance imaging of anomalous pulmonary veins in total 
anomalous pulmonary venous connections (TAPVC). The 3D structure of the anoma-
lous pulmonary veins and common pulmonary vein (CPV) were clearly demonstrated 
by this MR imaging. A shows a Darling Ia TAPVC and D a Darling Ib. B shows a Dar-
ing IIa and E a Darling III. C shows the mixed type (Ia+Ib) and F an infracardiac type 
TAPVC. 

 InnV: inominate vein, SVC: superior vena cava, RIPV: right inferior pulmonary vein, RLPV: right 
lower pulmonary vein, VV: vertical vein, LUPV: left upper pulmonary vein, LLPV: left lower pul-
monary vein, RPV: right pulmonary vein, CS: coronary sinus, LPV: left pulmonary vein, RUPV: 
right upper pulmonary vein, RSVC: right superior vena cava, CPV: common pulmonary vein,  
LPVS: left pulmonary veins, HV: hepatic vein, Portal V: portal vein

 Cited and modified from Nakazawa M (ed): New Illustrated Text Book of Cardiology, No. 13 Congenital 
Heart Disease. Tokyo, Medical View, 2005, p132, Fig. 8.

Fig. 7 Multi-detector row computed tomography imaging of total anomalous pulmonary venous 
connection (TAPVC). This case was a six-month-old girl with the mixed type TAPVC 
(Ib+III) associated with complex heart disease (truncus arteriosusm, atrioventricular 
septal defect).  The dark-gray-colored vessels are abnormal pulmonary veins draining 
to the right superior vena cava and portal vein, viewed from front (A) and back (B).

B

ED

C

F

A
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（1）共通肺静脈と末梢肺静脈のサイズ，全体の形態，
狭窄部位，（2）左房との吻合の様子，（3）肺の肉眼所見
（特に肺リンパ管拡張症の合併），（4）術中の気管出血
の有無，（5）人工心肺からの離脱の条件と血行動態，
（6）術後左右心室の収縮様式，（7）最終使用薬剤などで
ある．
　特に術前肺静脈狭窄が強度で重篤な状態であった新
生児では術後，遺残肺高血圧の管理が問題となること
がある．これは，人工心肺による肺血管の損傷，wet 

lungなどの影響も考えられるが，肺動脈攣縮（spasm）
による肺高血圧発作の可能性もある．術後肺高血圧が
持続している場合には，ミルリノンや塩酸ドブタミンの
使用，過換気による低 CO2血症（PaCO2を 30～35 mmHg

に保つ），代謝性アシドーシスの積極的補正，一酸化
窒素の使用，フェンタニルなどの麻薬による鎮静，肺
血管拡張剤の使用（PGI2，塩酸トラゾリン，シルデナ
フィルなど）で治療する1–2，17）．

術後肺静脈狭窄

　総肺静脈環流異常の術後肺静脈狭窄は，無脾症候群
に合併した例では頻度が高くまた再発率も高い．われ

Fig. 8 Palliative stent implantation for obstructive venous duct to relieve pulmonary venous congestion in a boy with mixed type total 
anomalous pulmonary venous connection (TAPVC) (Ia+III) born at 32 weeks of gestation. 6 days after birth, he developed 
pulmonary venous congestion as the venous duct became stenotic, so an NIR stent® (coronary arterial stent) was implanted by 
right jugular vein approach. His symptoms improved, and he was able to wait for 2 weeks for intracardiac repair of the TAPVC.

 RA: right atrium, STET: stent, CPV: common pulmonary vein

われの経験でも，無脾症候群に合併した総肺静脈還流
異常例では，術後 62.5％にいずれかの肺静脈に狭窄を
生じたのに対して，非合併例ではわずか 7.1％であっ
た．これらの術後肺静脈狭窄例では，再手術をしても
肺静脈狭窄を再発しやすくバルーン拡大術は無効で，
ステント拡大術を行っても高率にステント内内膜増殖
による再狭窄を生じて予後不良である．無脾症候群な
どで術後肺静脈狭窄が多い理由としては，血管増殖因
子（vascular endothelial growth factor：VEGF）や血小板
由来成長因子（platelet derived growth factor）などが関与
するとの報告もある．

予　　後

　外科手術をしない場合の予後は不良で，生後 3カ月
以上の生存率は 50％程度，生後 1年では 20％程度で
ある．183例の剖検例での検討では，生存期間の中央
値は 2カ月（1日～49歳）で，1年以内に 90％が死亡し
ていた2）．予後不良の因子としては，病型（下心臓型 >
上心臓型，傍心臓型），心房間交通の状態（狭小化卵円
孔開存 >心房中隔欠損），肺静脈還流経路の狭窄が挙
げられている．1年以上の生存例では，大きな心房中
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隔欠損を伴った例が多く肺血流は増加し，長期的には
Eisenmenger化する1）．
　外科治療の成績は良好で，早期死亡率は 2～ 15％，
10年生存率は約 90％である．約 10％に術後肺静脈狭
窄を生じることが知られており，特に無脾症候群の合
併例では高率となり再手術しても成績は不良で死亡率
も高い8，18）．

まとめ

　総肺静脈環流異常に対して小児循環器医の果たす役
割は，自然歴を十分に理解したうえで画像診断技術を
駆使して正確な三次元解剖と血行動態評価を行うこと
で，外科医により正確な情報提供をすることである．
より正確な情報と術前状態の安定化は外科手術の成績
を向上させ，結果的に患者の生命予後，QOLの改善
に寄与することができる．
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