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旨

　無脾症候群における心房内形態と心耳外形，下大静脈結合部および胸腹部各臓器のsitusの関係を調

べ，心房内形態を最もよく反映する指標について検討し，以下の結果を得た．

　1）本症の心房形態は，最もprimitiveと思われる両側右房形態から右房，左房に分化したものまで一

連のspectrumを形成し，中には心房内形態と心耳外形が不一致を示す心房錯位ともいえる症例も存在

した．

　2）本症においても極めて高率に下大静脈一心房関係は一致しており，下大静脈結合部位は心耳外形，

気管および肺のsitusよりも心房内形態を反映していると考えられた．

　　　　　　　　　　はじめに

　無脾症候群（以下無脾症と略）は心房と胸腹部臓器と

のsitusが非定位を示し臨床のみならず発生学的立場

からも注目されている疾患であるが，形態学的に各臓

器のsitusの関係を検討した報告は少ない．今回我々

は心房形態と心耳外形，下大静脈結合部位および胸腹

部臓器との関係を調べることにより，心房形態を最も

よく反映する指標について検討したので報告する．

　対象：対象は主に東京女子医大心研標本室保存（ホ

ルマリン固定）の無脾症心44例と胸腹部臓器として各

例の気管44例，肺44例，肝38例，胃37例，胆嚢25例で

あり，全てのSitusが判明した症例は21例である．

　方法：胸部臓器のsitusを右側相同，左側相同，正

位，逆位に，腹部臓器のsitusを非定位，正位，逆位に

分類し，ここでの非定型とは対称性肝，中央位胃，中

央位胆嚢とした．心房の決定には心耳外形を最も重要

な所見とし下大静脈結合部位を参考にした．右房形態

とは心耳組織，すなわち肉柱形成が心房洞部後方まで
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充分に進展している場合であり，左房形態とは心耳が

前方に限局され別の空間を作っている場合と定義した

（図1）．更に右房形態を肉柱形成が密なAタイプと，

疎で左房形態に近いBタイプにわけ，両心房がAタ

イプであるものを心房右側相同AAタイプ（以下AA

タイプと略），右側心房がAタイプ，左側心房がBタ

イプのものを心房右側相同ASタイプ（以下ASタイ

プと略），右側心房がBタイプ，左側心房がAタイプ

のものを心房右側相同AIタイプ（以下AIタイプと

略）とした．なおここで心房内が右房形態を示すsitus

より上記のごとく分類し，AAは非定位，　ASは正位，

AIは逆位の意味とした．なお心耳外形は帽子型を右心

耳外形，カギ型を左心耳外形とした．

　結果：心房形態は，AAタイプ33例，　ASタイプ2

例，AIタイプ8例，逆位1例で，　AAタイプが最も多

かった（図2）．心房形態，心耳外形，下大静脈結合部

位の3者の組み合わせから44例は10タイプに分類され

た（図3）．心耳外形については，両側右心耳外形のも

のが83％と最も多く，17％はどちらか一方または両側

が左心耳外形を示した．心房形態と心耳外形との関係

は，AAタイプで，かつ両側右心耳外形のものが73％と
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図1　RAA：右心耳，　RAA：右心房，　LAA：左心耳，　LA：左心房
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　　　　　図2　心房形態

多く見られたが，中には右房形態でありながら左心耳

外形を示す例が4例見られた．下大静脈は43例（98％）

が心房Aタイプ側に，1例は心房Bタイプ側に結合

した．胸腹部臓器のsitusは（表1），気管および肺で

は右側相同が92％と最も多く，8％に左側相同，正位，

逆位もみられた．肝，胆嚢では非定位が60数％と最も

多く，胃では逆位が多くみられた．

　次に心房形態と各臓器のsitusの関係について検討

した．AAタイプ．　AIタイプでは極めて高率に気管お

よび肺の右側相同を伴ったが，ASタイプの1例，逆位

では気管および肺はそれぞれ正位，逆位を示した（表

2）．AAタイプ，　AIタイプでは肝，胆嚢は非定位，胃

は逆位が多くみられたが，他のsitusを示す症例も少

なからず認められた（表3）．
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図3　心房形態，心耳外形，下大静脈結合部の関係

　心房内形態を色分けで示している．黒は肉柱形成の

　密なAtype，横線は，肉柱形成が疎で左房形態に近

　いBtype，灰色は左房形態を意味している．

　5臓器全てが判明した21例についてsitusの検討を

行った（表4）．21例は10タイプに分類され，各臓器間
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に一定した傾向は認められなかったが，ASタイプ，逆

位各1例で5臓器全てが正位，逆位を示すものがあっ

た．

　　　　　　　　　　考　　察

　近年，無脾症に対し積極的に機能的根治手術が施行

されるに至り1），本症のより正確な診断が要求されて

いる．先天性心疾患の診断の際，primary　stepともい

うべき心房のsitusの決定は特に重要であり2｝3），本症

でも可能なかぎり心房のsitusを決定する必要がある

と思われる．

　本症において，心房形態と胸腹部臓器のsitusの関

表1　胸部臓器のSitus

　　Situs
臓器

右側相同 左側相同 正　位 逆　位 計

気　管 40（92％） 1（2％） 2（4％） 1（2％） 44

肺 40（92％） 1（2％） 2（4％） 1（2％） 44

腹部臓器のSitus

　Situs
臓器

不定位 正　位 逆　位 計

肝 25（66％） 6（16％） 7（18％） 38

胃 2（5％） 13（35％） 22（60％） 37

胆のう 15（63％） 3（13％） 6（24％） 24

表2　心房形態と胸部臓器のSitusの関係

　　　　　　　気管およひ肺
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係については，従来より種々の報告3）4）5）6）7）8）9）1°）カミなさ

れている．

　心房のsitusは気管および肺のsitusと極めてよく

一致することから，臨床の場でもこれらの形態から心

房のsitusを推定する方法はよく用いられている手段

である．我々のシリーズでも，胸部臓器のsitusは極め

て高率に心房形態を反映した．しかし心房内形態に左

右差のあるタイプ，特にAIタイプにおいても，気管お

よび肺のsitUSは右側相同を示したことから，心房内

形態の差を反映する指標とはいい難い．この点は，次

に述べる下大静脈結合との大きな相違点と思われる．

　de　la　Cruz11）は，下大静脈は殆ど例外なく右房に結

合することから，下大静脈結合部位は右房のsitusの

決定に最も信頼できる指標としている．また
Freedomi2）は本症32例の形態学的検討から，本症にお

いても下大静脈の結合部位は右房の同定によい指標で

あることを指摘し，安藤は13）下大静脈が結合する位置

により，primary　situsを決定し，心房のsitusをなる

べく明記する努力をしている．今回の我々の検討では，

心房内形態に左右差のみられたタイプにおいて，下大

静脈は1例を除く8例が，肉柱形成がより密な心房す

なわち心房Aタイプ側に結合していた．このことは，

下大静脈結合部位は少なくとも心房内形態を反映する

指標となりうることを示唆し，また逆に下大静脈が結

合する心房は本来右房になろうとし，反対側の心房は，

左房に分化しようとするあらわれと推測できる．実際

44例の心房内形態では，最もprimitiveと思われる両

側右房形態から右房，左房に分化した症例まで広い

spectrumを形成し，その間には種々の程度に分化した

心房形態の存在が示唆される．我々の観察ではこの分

化の違いが，心房内の肉柱形成の差として表現された

ものと考えられた．

　以上の観点から，本症においても下大静脈心房関係

は一致していると考えられ，安藤が13｝提唱するように
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　　　　　表3　心房形態と腹部臓器のSitusの関係
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表4　21例における胸腹部臓器のsitusの関係

崇磐戦崇興
鴎吻噌〔㌔k

　　（AA4）　（；↑9）　　（AA）　〔Al）　〔AA）

酬酬醗翁戯酬　　　　　　　　　　lft）iコs　・　iC［ls　Pi5，iJiC！〕　，，i　a

M吻　曲〔均
　　1例　　　　3例　　　　　1例　　　　1例　　　　　1例
　　（AA）　（AA2Al1）　　（AS）　　（逆位）　　（Al）

本症での心房のsitusをA（S）すなわちasplenia　with

primary　situs　solitus等で表現することが可能である

と思われる．

　心耳外形から心房を同定する方法は臨床上よく使わ

れる手段であり，心房のsitusを決定する際有用であ

る．今回のシリーズ中，両側右心耳外形のものが最も

多かったが，左心耳外形を示す症例も少なからず存在

したことは注目に値する．また，心房内が右房形態を

示した症例でも左心耳外形をもつものが4例も存在し

たことは，心耳外形は下大静脈ほど心房内形態を反映

していないことが考えられる．心房内形態と心耳外形

の不一致は心房錯位ともいうべき状態であり，このこ

とからも本症の心房形態は様々な程度に分化した段階

のものが存在することを示唆していると思われる．

従って心房造影等より得られた心耳外形から心房の同

定を行うことは，稀ならず例外もあり注意を要すと思

われる．

　心房形態と腹部臓器のsitusの関係については，対

称性肝，中央位胆嚢は少なくとも両側右房形態を示唆

する指標にはなるが，下大静脈結合部，心耳外形，肺

および気管に比し信頼性に欠けると思われた．胃は正

位，逆位をとるものが殆どで，これのみでは心房の

situsを同定することはできなかった．また胸腹部臓器

全てが判明した21例の検討では，腹部臓器のsitusに

一定した傾向を見いだすことは困難であり，これから

も心房のsitusを決定することは出来なかった．しか

し逆位，ASタイプ各1例に5臓器全てが逆位，正位を

とるものがあり，本シリーズのなかでは特異例と思わ

れた．

　　　　　　　　　　結　　語

　1）本症の心房形態は，最もprimitiveな両側右房形
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態から右房，左房に分化したものーまで一連のspectrum

を形成し，中には，心房内形態と心耳外形が不一致を

示す心房錯位ともいえる症例も存在した．

　2）本症においても下大静脈は心耳外形，気管および

肺のsitusよりも心房内形態を反映していると考えら

れ，下大静脈一心房関係は一致すると思われた．
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Atrial　Morphology　in　Asplenia　Syndrome

　　　　　　　　　Kenzi　Harada1）and　Masahiko　Ando2）

1）Department　of　Pediatrics，　School　of　Medicine，　Akita　University

2）Department　of　Pediatric　Cardiology，　The　Heart　Institute　of　Japan，

　　　　　　　　　　　　Tokyo　Women’s　Medical　College

　　　We　examined　the　internal　morphology　of　the　atrium，　the　external　appearance　of　the　atrial

appendage，　and　the　site　of　the　connection　of　rVC　in　44　cases　of　the　asplenia　syndrome　with　autopsy．

　　　The　following　results　were　obtained．

　　　1）Atrial　morphology　showed　a　wide　variation，　raging　from　right　atrial　isomerism　to　morpho－

logically　normal．　Some　of　44　cases　were　discordant　between　the　internal　atrial　morphology　and　the

external　apPearance　of　the　apPendage．

　　　2）We　considered　that　the　internal　artial　morphology　was　inferred　from　the　situs　of　IVC　rather

than　external　apPearance　of　apPendage　and　the　situs　of　thoracic　organs，　since　veno－atrial　concordance

was　the　high　incidence．
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