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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　術前診断がついた孤立性の冠静脈洞左房交通症（unroofed　coronary　sinus）の11歳女児例を報告した．

術前の心エコー検査では，右室容量負荷及び冠静脈洞の拡大が認められたが，心房中隔に断裂像は認め

られず，明かな心房間交通を証明することはできなかった．理学所見，胸部レソトゲン，心電図及び心

エコー検査所見を総合し本症の存在を疑い，心臓カテーテル検査にて冠静脈洞左房交通症と診断した．

右室容量負荷疾患の鑑別疾患の1つとして本症を考慮することは重要であり，本症を考えて診断を進め

れぽ術前診断は可能である．

　　　　　　　　　　はじめに

　心房中隔欠損症（以下ASD）の類縁疾患である冠静

脈洞左房交通症（unroofed　coronary　sinus，以下

unroofed　CS）は非常にまれな疾患で，術前診断をつけ

ることはしばしぽ困難である．また疾患概念やTermi－

nologyにも混乱したところがある．

　我々は，理学所見，胸部レントゲン及び心電図上典

型的なASDの所見を呈していたにもかかわらず，心

エコー 検査で明かな欠損孔が確認できず，心臓カテー

テル検査により確定診断がついたunroofed　CSの1

例を経験した．本レポートでは本症の非侵襲的な診断

へのアプローチについて検討したので報告する．

　症例．11歳7ヵ月，女児．

　家族歴：特記すべきことなし．

　既往歴：特記すべきことなし．

　現病歴：5歳時健康診断で初めて心雑音を指摘され

たが無害性雑音といわれた．10歳時学童心臓検診にて

再び精査をすすめられて某大学病院を受診し，ASDと

診断された．家族の希望により，術前の心臓カテーテ
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ル検査なしの手術目的で当院を紹介され入院した．自

覚症状はなかった．

　入院時身体所見：身長156cm，体重43kg，脈拍68／

分，不整脈を認めず，血圧116／70mmHg，左右上下肢

差なし．

　胸部聴診所見では胸骨左縁第二肋間に収縮期駆出性

雑音（Levin　3／6），第四肋間に拡張期雑音（Levine　1／

6）を聴取，またII音の固定性分裂を認めた．その他理

学所見，及び血液生化学検査に異常を認めなかった．

　胸部レソトゲン所見では内臓心房位は正位，心胸郭

比48％，肺血管陰影は増加していた（図1）．心電図は

正常洞調律で前額面平均QRS電気軸は不定，不完全

右脚ブロックパターソ，右室負荷が認められた（図2）．

　心エコー検査では，Mモード心エコー図で右室拡大

と心室中隔の奇異性運動がみられ，断層エコーでも右

房および右室の拡大が認められた．断層エコー上心房

中隔の二次口の位置にはエコーの断裂像は認められず

（図3a），パルスドプラー法，カラードプラー法でも心

房間左右短絡血流を描出することはできなかった．四

腔断面を背側方向に倒していくと，拡大した冠静脈洞

が認められた（図3b）．

　左上肢からのコントラストエコーでは，心房中隔中
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図1　入院時胸部レソトゲソ写真，心胸郭比48％，軽

　度肺血流量増加が認められる，
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入院時心電図，不完全右脚ブロックが認められ

央部でのnegative　contrastは認められず，拡大した冠

静脈洞内にコソトラストは出現しなかった（図3c）．以

上の所見より，冠静脈洞の拡大は認められるが左上大

静脈残遺（以下PLSVC）によるものではないことが分

かった．冠静脈洞の拡大があり明かな右心系の容量負

荷を認めたため孤立性冠静脈洞左房交通症を疑い，診

断を確定する目的で心臓カテーテル検査を施行した．

　心臓カテーテル検査では，卵円孔を通してカテーテ

ルは右房から左房へと進んだが，炭酸ガス1mlを充満

したバルーンで引き抜くことはできなかった．酸素飽

和度は右房中央部においてStep　upが認められ，左右

短絡率は44％，肺体血流比は1．8であった（表1）．

　卵円孔経由の左房造影正面像，及び右上肺静脈まで

カテーテルをすすめての四腔像にて，造影剤が心房中

隔下端で冠静脈洞を通り，左房から右房へと流入する
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図3　断層エコーでは二次中隔に欠損はなく（a），四

　腔断面では拡大した冠静脈洞が認められた（b）．左

　上肢からのコントラスト法では，右房内でnegative

jetは認められず，冠静脈洞内にコントラストは出現

　しなかった（c）．LA；左房，　RA；右房，　LV；左室，

　RV；右室，　CS；冠静脈洞

のが確認された（図4）．冠静脈洞から左房へとカテー

テルを進めることはできなかった．以上の所見より本

症例を冠静脈洞左房交通症兼卵円孔開存と診断した．

　手術は胸骨正中切開で施行され，右房切開後，心房

中隔には卵円孔のみで欠損孔のないことが確認され，

さらに心房中隔切開後，左房後壁僧帽弁輪付近に冠静

脈洞の開口部を認め（図5），欠損孔をGore－Tex

Presented by Medical*Online



330－（108） 日本小児循環器学会雑誌　第6巻　第2号

　　　　　　　　A　　　　　　　　　　　　　　　　　　　B

図4　A；左房造影（正面）及び，B；右肺静脈からの四腔造影にて左房，冠静脈洞を

　経由して心房中隔下部で造影剤が右房に流入することを確認した（矢印），LA；左

　房，RA；右房，　PFO；卵円孔開存．

表1　心カテーテル検査データ

PRESS．
mmHg

02SAT．
　％

SVC （4） 81

IVC （4） 86

（4） 85　　　u．

RA　m．

　　　1．

（4） 88

（4） 84

RV 40／EDP8 89

mPA 30／10（16） 89

R．PV （8） 99

LA （8） 98

LV 135／EDP10 99

L→RShunt　44％　　Qp／Qs　1．8

patchで閉鎖した．

考　　案

　Unroofed　CSはPLSVCをはじめ他の心奇形を伴

うことが多く，本症のように他の合併心奇形を伴わな

い孤立性のunroofed　CSはまれである．本邦では術前

診断がついた症例は2例のみで，うち1例は我々の症

例と同型1），他はPLS　VC合併例2）である．その他の報

告は術中診断によっている3｝．

　通常ASDは，1）一次口欠損，2）二次口欠損，3）静

脈洞欠損，4）単心房，5）冠静脈洞欠損に分類され

る4）．本症は冠静脈洞欠損にも合併するため疾患概念

図5　術中写真，心房中隔の切開後，

　付近に冠静脈洞の開口部を認めた．

左房後壁僧帽弁

がしぼしば重複し混乱しやすい．冠静脈洞の形成異常

の分類からみると，冠静脈洞欠損はMantiniらの

absence　of　coronary　sinusに，冠静脈洞左房交通症

（unroofed　CS）はcommunication　of　coronary　sinus

with　left　atriumに相当する5）．そして両者はそれぞれ

発生段階を異にする冠静脈洞の奇形の一亜型である．

したがって本症は発生学的に冠静脈洞欠損を接点とし

てASDの類縁疾患といえる．

　冠静脈洞部分の発生過程を検討することにより冠静

脈洞欠損からunroofed　CSまでを一連の奇形として

提唱したのはRaghibらが最初である6），第11～20体節

期の心房レベルにおいて，left　atriovenous　foldと呼

ばれる組織がcommon　atrium左端から中央部にむけ
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て発育し，これにより心房と静脈洞とは分離されてい

く．第20体節期までにleft　atriovenous　foldは心・房中

央部付近まで発育し，一次中隔の発育とともに左右心

房及び左房一静脈洞間の分離iが進む．さらにleft

atriovenous　foldが一次中隔と融合することにより冠

静脈洞が完成され，右房に通常の開口部を残すのみと

なる．したがって，本症例のようなunroofed　CS単独

の奇形は冠静脈洞形成がかなり進んだ段階での奇形で

冠静脈洞と左房の隔壁に欠損孔が生じたものと考えら

れる．

　本症例のように臨床所見でASDが強く疑われ，左

右短絡と右室容量負荷を示唆する所見があるにもかか

わらず，断層心エコー法やドプラー法で通常の位置に

欠損孔を確認できない場合，部分肺静脈環流異常，静

脈洞欠損型ASDや冠静脈洞欠損型ASDの他に本症

を鑑別する必要がある7）．超音波検査により本症を疑

わせる所見は，①明かな右室の容量負荷があるにもか

かわらず，いずれの部分の心房中隔にも断裂像がなく，

心房間交通心房間短絡血流信号を確認できない．②

冠静脈洞の拡大の2点である．このような場合左上肢

からのコントラストエコー法は，PLSVCの存在や

PLSVCを合併したunroofed　CSの診断を確実にでき

ること，PLSVCがなかった場合，右房内にnegative

contrastが存在すれぽ欠損孔の部位を同定できる点

で有用である．さらに経食道超音波断層法は，上下を

問わず静脈洞型のASDの診断において体表面超音波

法より優れているため鑑別診断上適応となる8）．本症

例においては，PLSVCを合併しなかったためにコン

トラスト法で欠損部位を同定することが困難であっ

た．

　典型的なASDに対して術前の心臓カテーテル検査

が省略できるようになった現在9）1°），心エコー検査の

もつ意義は大きい．心エコー検査で欠損孔が明かでな

い場合には本症をも鑑別診断の中に含めて検索をすす

めることが重要である．
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Communication　of　Coronary　Sinus　with　Left　Atrium（Unroofed　Coronary　Sinus）

　　　　　　　　　　　　　　　　ACase　Report　Diagnosed　Preoperatively

Tokuko　Shinohara，　Hidetoshi　Fujino，　Yuji　Nakajima，　Gengi　Satomi，

　　　　　　　　　　Makoto　Nakazawa　and　Atsuyoshi　Takao

　　　Department　of　Pediatric　Cardiology，　The　Heart　lnstitute　of　Japan，

　　　　　　　　　　　　　　　Tokyo　Women’s　Medical　College

　　　We　reported　one　case　of　simple　communication　of　coronary　sinus　with　left　atrium（unroofed

coronary　sinus）．　The　patient　was　a　11－year－old　girl　at　the　operation，　and　she　was　referred　to　our

hospital　to　undergo　closure　of　atrial　septal　defect．　Preoperative　echocardiography　shoed　right

ventricular　volume　overloading　and　dilatation　of　the　coronary　sinus，　but　an　atrial　communication

could　not　be　detected　obviously．　Owing　to　physical　examination，　chest　rhoentogenography，　electro－

cardiography，　and　echocardiography，　a　communication　between　the　coronary　sinus　and　the　left　atrium

was　suspected．　Cardiac　catheterization　and　cineangiography　revealed　a　communication　of　the

coronary　sinus　and　the　left　atrium．

　　　It　is　important　to　consider　the　communication　of　the　coronary　sinus　with　the　left　atrium　as　one　of

the　differential　diagnosis，if　there　is　a　right　ventricular　volume　overloading　without　any　obvious　defect

in　the　atrial　septum，
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