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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　心房内臓錯位の合併が完全型心内膜床欠損（type　C）兼肺動脈閉鎖／狭窄の予後に及ぼす影響につき検

討した．対象は1983年からの10年間の心房内臓錯位を伴う28例（1群）と正位／逆位の20例（II群）であ

る．その結果，1，II群間では死亡率，死亡時平均年齢，突然死や心不全死が死因中に占める割合や各々

の死亡時平均年齢に有意差を認めなかった．また同じ群の中で死因による死亡時年齢の違いはなく，短

絡術と心内修復術後の生存率にも有意差を認めなかった．一方，生存者平均年齢は心房内臓錯位群にお

いて有意に低かった（p〈0．05）．本心奇形の生命予後において心房内臓錯位の合併は決定因子ではなく，

心奇形そのものが予後の危険因子と考えられた．心房内臓錯位群の生存者平均年齢が正位／逆位群に比し

て有意に低い理由は不明で，今後の追跡・検索が必要である．

　　　　　　　　　はじめに

　近年のstaged　Fontan手術などの小児循環器外科

の進歩りにもかかわらず心房内臓錯位症候群（VAH）

の予後は不良である．従来，生命予後不良の原因とし

て感染防御系の未熟性や重症複合心奇形が挙げられて

きたが，欧米の報告2）3）とは異なり本邦ではVAHの重

症感染症による死亡率は高いとは言えない4）．従来わ

れわれはVAH，特に先天性無脾症候群の免疫能につ

いてさまざまな検索を行ってきたが5）～7），あきらかな

免疫不全状態は認めなかった．今回は同様の重症複合

心奇形を有する場合に心房内臓錯位の合併が予後にお

よぼす影響についてretrospectiveに検討した．

　　　　　　　　対象および方法

　対象は1983年からの10年間に経験したRastelli分

類C型の完全型心内膜床欠損（ECD）で肺動脈閉鎖
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（PA），または生存のために動脈管開存や主要大動脈肺

動脈側副血行路（MAPCA）の合併または短絡手術を

必要とする高度肺動脈狭窄（PS）を合併した染色体異

常の無い48例である．心奇形の確定診断は心臓カテー

テル検査，開心術，剖検のいずれかにより，内臓心房

位はレントゲン検査，超音波検査，CT検査，　Scintigra－

phyを併用して決定した．心房内臓錯位を伴う例を1

群，心房内臓位正位／逆位例をII群とした．両群間で死

亡率，死亡時年齢，生存者年齢，死因，死因別死亡時

年齢，心内修復術と短絡手術が生命予後におよぼす影

響につき比較検討し統計処理を行った．

　　　　　　　　　結　　果

　1群が28例（男：20例，女：8例），II群が20例（男：

13例，女：7例）であり，死亡率はそれぞれ57．1％（16

例）と35．0％（7例）であった．死亡時平均年齢は1

群では4歳11カ月±6歳6カ月，II群では5歳3カ

月±5歳9カ月であった．各群の死亡時年齢分布は図

1に示すごとくであり，両群とも70％以上が5歳以下
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で死亡していた（図1）．生存者平均年齢は1群が10歳

2カ月±5歳7カ月，II群が12歳4カ月±7歳4カ月

であり，各群の年齢分布は図2に示すごとく両群とも

5歳以上が75％以上を占めた（図2）．死因に関しては

1群では16例中突然死が9例（56．3％），心不全死が5

例（31．3％），敗血症と手術死亡が各1例（6．2％）を

占め，II群では7例中突然死と心不全死が各3例

（42．9％），手術死亡が1例（14．2％）であった（図3）．

1，II群での突然死と心不全死の年齢分布は図4に示

した（図4）．

　1群の突然死と心不全死の死亡時平均年齢はそれぞ

れ3歳3カ月±4歳10カ月と9歳5カ月±7歳9カ月

であり，II群ではそれぞれ6歳2カ月±6歳5カ月と

9　（9）
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図5　手術後の予後

1歳7カ月＋1歳であった．手術後の予後は図5に示

すが，短絡手術のみを行ったのは1群では14例であり，

延べ17回施行して5例（35．7％）が生存していた．II

群では12例に16回施行して7例（58．3％）が生存して

いた．短絡手術後心内修復術に至ったのは1群で6例，

II群で3例であり，生存例はそれぞれ4例（66．7％）

と2例（66．7％）であった．1群の死亡例のうち1例

は心内修復術2カ月後に突然死した（図5）．

　以上の結果を表2に要約し統計処理したところ，生

存者平均年齢のみがII群において1群よりも有意に高

かった（p＜0．05）．それ以外の項目については1，II

群間に有意差は認めなかった．また1群II群各々のな

かで突然死と心不全死の死亡時平均年齢に有意差はな

く，短絡手術と心内修復術後の生存率にも有意差は認

めなかった（表2）．
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　　　　　　　　　　考　　案

　心房内臓錯位症候群（VAH）の生命予後の悪い原因

として，①複合心奇形，②脾機能不全などの感染防禦

上の未熟性，③刺激伝導系の異常，④腹部臓器の奇形・

異常，⑤内臓全般の未熟性などが考えられる．これま

でわれわれが先天性無脾症候群の液性／細胞性免疫能

や肺炎球菌抗体価5）～7），VAHの肺炎球菌ワクチンへの

反応性を検討8）してきた結果では，免疫グロブリンG

サブクラスの不均衡状態や肺炎球菌ワクチンによる抗

体獲得のばらつきを認めたが，摘脾例に於けるような

液性／細胞性免疫能の明かな欠損9）は認められず，むし

ろ免疫グロブリンA，M値の上昇など脾欠損に対する

代償反応の存在が想定された．またVAHのなかで無

脾や多脾といった脾の形態や有無が予後におよぼす影

響についても検討したが1°），有意な差は認められな

かった．以上の結果から感染防御系の未熟性だけでは

日本小児循環器学会雑誌　第11巻　第1号

VAHの予後不良を説明できないと考えられたため，

重症複合心奇形が予後の危険因子ではないかと疑っ

た．そこで今回はVAHのさまざまな要素のうち複合

心奇形と内臓錯位だけをとりあげ，同様の心奇形を有

する症例のうち心房内臓錯位を合併することによって

予後に差が出るか否かを検討した．

　Rastelli分類C型の完全型ECDは原始的な心内構

造をとりG21　trisomyなどの染色体異常やVAHな

どとの合併頻度が高いことが知られている11）．今回対

象とした心奇形群はさらにPAやPSを合併したもの

で，たいへん予後が不良な一群である．今回の検討で

も1，II群をあわせると73．9％が5歳前に死亡してお

り，死因の87％は突然死と心不全死であった．一方，

死亡率も死因中に突然死と心不全死が占める割合も

1，II群間に差がなく，これは心奇形が予後の危険因

子である故と考えられた．心不全の原因としては短絡

表1　症例一覧表

1：心房内臓錯位群

症　例 性 　年　齢
（死亡時年齢） 脾臓 生／死 死　因 complete　ECD　with　PA／PS以外の合併心血管奇形 施行手術

1．TK ♂ 16歳9ヵ月 無 生 BT
2．　IK ♂ 13歳5カ月 無 生 TGA，　bil　svc BT
3．HT ♀ 3歳8ヵ月 無 死 心不全 Glenn

4．NT ♂ 15歳1］カ月 無 死 突然死 bil　SVC BT

5．KT ♂ 6カ月 無 生 BT
6．MS ♂ 3カ月 無 死 突然死 BT
7．WY ♀ 2カ月 無 死 手術死亡 施行前

8．TY ♀ 5歳3カ月 多 生 azygOS BT、　ICR

9．　IY ♂ 4歳8カ月 無 死 心不全 BT
10．MN ♂ 1歳3ヵ月 無 死 突然死 MAPCA
11．SY ♂ 1歳 無 死 突然死 PDA
12．YY ♂ 6歳9ヵ月 無 死 突然死 BTX2，　Fontan

13．MN ♂ 3歳1カ月 無 死 突然死 MAPCA BT，　UF

14．OH ♂ 7歳6ヵ月 無 生 BT
15．　IM ♂ 9歳2カ月 無 生 TGA，　bil　svc BT，　Fontal1

16．KT ♂ 5ヵ月 無 死 突然死 bil　SVC BTx2

17．SR ♂ 2カ月 無 死 突然死 BT
18．MY ♂ 9歳3カ月 多 生 azygOS BT，　TCPS

19．TK ♂ 2歳 正常 死 心不全 bil　SVC BT，　Glenn

20．UY ♂ 3歳3カ月 無 生 bil　SVC，　PDA，　MAPCA UF
21．　IM ♀ 2歳3カ月 無 死 敗血症 MAPCA，　TAPVC

22．SY ♀ 15歳6カ月 正常 生 TGA BT，　TCPS

23．MY ♂ 14歳6カ月 無 死 心不全 BT
24．KT ♂ 22歳3カ月 正常 死 心不全 TGA BTx2

25．KM ♀ 18歳 正常 生 TGA，　MAPCA

26．IS ♂ 17歳1カ月 多 生 PDA
27．NA ♀ 6歳8ヵ月 多 生 azygOS BT，　ICR

28．MM ♀ 8カ月 正常 死 突然死 TGA，　Cor　triatriatum，　MAPCA
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II：心房内臓正位／逆位群

症　例 性 　年　齢
（死亡時年齢） 内臓位 生／死 死　因 complete　ECD　with　PA／PS以外の合併心血管奇形 施行手術

1．NM ♀ 19歳1カ月 正位 生 BT
2．OT ♂ 3歳1カ月 正位 死 心不全 PDA，　bil　svc，　RAA

3．OK ♂ 1歳 正位 死 突然死 BT
4．OT ♂ 6カ月 正位 死 心不全 BTx2

5．KH ♀ 13歳5カ月 正位 死 手術死亡 BT，　ICR

6．　IM ♂ 15歳3カ月 正位 死 突然死 BTx2

7．OY ♀ 18歳8カ月 逆位 生 MAPCA
8．SS ♀ 13歳1カ月 逆位 生 BT
9．MT ♂ 2歳2カ月 正位 生 BT
10．NM ♀ 22歳11カ月 正位 生 BT，　Glenn

11．AY ♂ 2歳4カ月 正位 死 突然死 bil　PDA BT
12．NR ♂ 6カ月 正位 生 PDA
13．MT ♂ 1歳6カ月 正位 生 BT
14．SI ♀ 1歳4カ月 逆位 死 心不全 PDA BTx2

15．NM ♂ 6歳10カ月 正位 生 TGA，　PDA

16．FT ♂ 8歳4カ月 正位 生 BT
17．　IK ♂ 13歳4カ月 正位 生 central　shunt

18．YK ♂ 18歳8カ月 正位 生 TGA BT，　Fontan

19．YM ♀ 14歳4カ月 正位 生 bil　SVC BT，　Fontan

20．MT ♂ 20歳2カ月 正位 生 Cor　triatriatum，　PDA

azygos；奇静脈結合，　bil　SVC　l両側上大静脈，　BT；Blalock－Taussig　shunt，　ICR；心内修復術，　MAPCA　l主要大動脈肺動脈側

副血行路，PDA；動脈管開存，　TAPVC；総肺静脈還流異常，　TCPS；total　cavo－pulmonary　shunt，　TGA；完全大血管転換，　UF；

unifocalization

表2　1，II群の比較

1群 II群

症例数 28例 20例

死亡率 57．1％（n＝16） 35．0％（n＝7）

死亡時平均年齢 4歳11カ月±6歳6カ月 5歳3カ月±5歳9カ月

生存者平均年齢 10歳2カ月±5歳7カ月 12歳4カ月±7歳4カ月

死因中突然死％ 56．3％（n＝9） 42．9％（n＝3）

死因中心不全死％ 31．3％（n＝5） 42．9％（n＝3）

突然死平均年齢 3歳3カ月±4歳10カ月 6歳2カ月±6歳5カ月

心不全死平均年齢 9歳5カ月±7歳9カ月 1歳7カ月±1歳

短絡術後生存率 35、7％（n＝5／14） 58，3％（n＝7／12）

心内修復術後生存率 66，7％（n＝4／6） 66’7％（n＝2／3）

手術後の房室弁の逆流が，突然死の原因としては不整

脈や短絡の閉塞などが想定されるが，突然死と心不全

死の年齢は両群間に有意差を認めず且つ，両群ともば

らつきが大きすぎて死亡時期に死因による一定の傾向

は見いだせなかった．多脾症候群での刺激伝導系の異

常を指摘する報告12）’3）はあるが，心房内臓錯位を伴わ

ない場合の突然死については今後原因の検討が必要で

ある．手術の影響に関しては短絡術／心内修復術後の生

存率には有意差は認められなかった．しかし10年間の

retrospective　studyのため治療方針は一定ではなく，

生存率だけから結論は出せなかった．

　1，II群間の比較検討の結果では生存者平均年齢の

みが1群に於いて有意に低かったが，何故VAH群と

心房内臓位正位／逆位群に差がでるのかは不明で重症

複合心奇形，感染防御上の未熟性以外に予後に影響す

る何らかの因子が存在する可能性がある．心内修復術

成功例が増えてきた現在，心内修復後の症例を増やし

今後の生存期間，死因を評価する必要があると考えら

れた．

　　　　　　　　　　　結　　語

　1）完全型心内膜床欠損（type　C）兼肺動脈閉鎖／狭

窄で心房内臓錯位を伴う28例と正位／逆位の20例の予

後を比較検討した．

　2）死亡率，死亡時平均年齢，突然死や心不全死が死

因中に占める割合および各々の死亡時平均年齢には心

房内臓錯位の合併による影響は認められず，心奇形が

予後の危険因子と考えられた．

　3）錯位群，正位／逆位群それぞれの中で死因による

死亡時年齢の違いはなく，短絡術後と心内修復術後の

間に予後の差を認めなかった．

　4）心房内臓錯位群の生存者平均年齢が正位／逆位群

に比して有意に低かったが，その理由については今後

の検索が必要である．
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The　Prognostic　Value　of　Viscero－atrial　Heterotaxia　on　Complete　Endocardial

　　　　　　　　　　　Cushion　Defect　with　Severe　Pulmonary　Stenosis　or

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Pulmonary　Atresia

　　　　Takashi　Shimizu，　Satoru　Shida，　Yasuhisa　Odagawa，

　　　　　　　　　　Yoshikazu　Kinugawa　and　Seiji　Miura

Department　of　Pediatrics，　Hokkaido　University　School　of　Medicine

　　　Viscero－atrial　Heterotaxia（VAH）is　well－known　for　its　poor　prognosis．　The　vulnerability　to

bacterial　infections　and　the　primitive　cardiac　anatomy　are　enumerated　for　the　causes．　However，

our　previous　investigations　of　the　immune　ability　of　VAH　revealed　no　remarkable　defects．　The

purpose　of　this　retrospective　study　is　to　evaluate　the　prognostic　value　of　VHA　on　complete

endocardial　cushion　defect（ECD）with　severe　pulmonary　stenosis（PS）or　pulmonary　atresia（PA）．

　　　Forty－eight　cases　of　ECD　with　PS／PA　were　investigated．　Group　I　contained　24　cases　with

VAH　and　group　II　of　20　cases　without　VAH．　The　death　rate，　percentage　of　sudden　death　and

death　with　congestive　heart　failure，　average　age　at　death，　average　age　of　survivours，　average　age

of　sudden　death　or　death　with　congestive　heart　failure，　and　effects　of　intracardiac　repair　and／or

palliative　operation　on　survival　rate　were　studied　respectively．　No　significant　differences　were

observed　between　group　I　and　II　except　the　average　age　of　survivors．　The　average　age　of

survivors　in　group　II　was　higher　significantly（p〈0．05）．　It　is　suggested　that　the　primitive　cardiac

anatomy　was　the　determinant　factor　for　the　out　come　of　ECD　with　PS／PA，　while　VAH　had　no

prognostic　value．　The　reasons　of　the　low　average　age　of　survivors　with　VAH　were　not　explained

in　this　study．
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