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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　心房還流型肺静脈を有する無脾症候群10例（1～53カ月：平均15．6カ月）にHelical　CTを行い肺静脈

還流形態を検討した．脊柱の前面で肺静脈が心房に還流する中心型と，脊柱の左右どちらか偏位した所

で肺静脈が心房に還流する偏位型の2群に分類できた．中心型の肺静脈は心尖方向の心房に還流してい

たのに対し，偏位型は心尖方向と反対の心房に還流していた．このことから，両者は肺静脈と心房の発

生様式が異なる可能性が示唆された．中心型は左右肺静脈径に差を認めなかった．しかし，これらの中

には肺動脈径に比べ左右肺静脈径の細い症例が存在し，肺静脈還流部の狭窄だけでは説明し難い例が存

在した．一方，偏位型は左右肺静脈径に差を認めた．肺静脈は脊柱を乗り越える側が細く，拡大した心

房と下行大動脈，脊柱で圧迫され，その結果肺静脈狭窄（特に肺静脈下葉枝）を呈する症例が存在した1）．

無脾症候群の肺静脈還流形態を診断する際，肺静脈とその周辺臓器との関係も考慮する必要がある．

　　　　　　　　　緒　　言

　無脾症候群は“両側右側性”を基本とする症候群と

され，その発生および形態において種々の研究がなさ

れている2ト6）．近年，心臓外科手術の成績向上に伴い無

脾症候群にも積極的治療が行われるようになり，本症

の詳細な形態，病態診断が要求されている6）．体静脈，

肺静脈の還流異常を伴う本症を診断する場合，心エ

コー検査，心臓カテーテル検査だけでは不十分なこと

がある7）．特に，肺静脈の詳細な形態診断は困難なこと

がある．肺静脈の形態診断に関しては，心外型の肺静

脈還流異常に関する報告はある8）が心房還流型（傍心

臓型）に関する報告は少ない9）．一方，最近導入された

Helical　CTは連続性画像と三次元画像の合成が可能

で，先天性心疾患においては大動脈縮窄，Blalock－

Taussig　shunt，肺静脈，気管の形態診断に応用されて
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いる’）’°）．そこで我々は，心房還流型肺静脈を有する無

脾症候群における肺静脈還流形態をHelical　CTを用

いて検討した．

　　　　　　　対　　象（表1）

　心エコー検査および心臓カテーテル検査で心房還流

型肺静脈を有する無脾症候群と診断した10例を対象に

Helical　CTを施行した．　Helical　CTで肺動脈形態と

気管支形態が右相同を呈したもの，または腹部エコー

検査や剖検にて脾臓を認めなかったものを無脾症候群

とした．検査時年齢は1～53カ月（平均15．6カ月）で

ある．心疾患の内訳は全例単心房，共通房室弁で，肺

動脈弁狭窄が4例，肺動脈閉鎖が6例である．手術は

1例にbidirectional　cavo－pulmonary　shunt，2例に

左上大静脈一左肺動脈吻合，1例に左側，5例に右側

modified　BT　shunt術が行われている（表2）．肺動脈

の形態はHelical　CTと同時期に行った心臓カテーテ

ル検査で評価した（表2）．左右の肺動脈径は第一分枝

を出す直前の最大径を計測した．末梢肺動脈狭窄は7
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表1　無脾症候群10例の内訳

診 断
気管

症例 月齢

Dx SA CAVV SV DORV PA PS bilSVC
脾臓

形態

1 53 十 十 十 十 十 十 ＿＊ R
2 9 十 十 十 斗 十

一 R
3 2 寸 十 十 十 十 　＊一 R
4 6 十 十 ヰ 十 十

　＊一 R
5 1 ⊥ 十 十 十 十

一 R
6 15 十 十 寸 十 R
7 13 十 十 寸 十 一 R
8 28 十 十 十 十 十 十 一 R
9 13 十 十 十 十 十

　＊一 1

10 16 十 十 十 十 十 一 R

Dx＝dextrocardia、　SA＝sing｜e　atrium，　CAVV＝comMOII　atrioventricular　va】ve，　SV＝single　ventri－

cle，　DORV＝double　outlet　right　ventricle，　PA　一＝　pulmonary　atresia，　PS＿pu］lnonary　valve　stenosis，

bi1SVC＝bilateral　suprior　vena　cava．　R－right，1二inversion

・剖検，開腹手術時に確認

表2　心臓カテーテル検査と左右肺動脈形態

症例 先行手術 左右肺動脈の形態 RPA
（mm）

％of

NRPA
LPA
（mm）

％of

NRPA
PAindex
（mm2／m2） Qp／Qs CAVVR

1 Lt　BT．　BCPS 狭窄（一） 15．9 134 17．8 150 745
一

2 右肺動脈分岐部狭窄 5．7 70 6．4 79 164 0．7
　

3 Rt　BT 左肺動脈分岐部狭窄 6’0 97 4．0 65 171 0．9 mild

4 中心部狭窄 ］0．4 142 9．9 136 53／ ／．0 moderate

5 中心部狭窄 5．8 94 6．3 102 222 2．0 moderate

6 Rt　BT 左肺動脈分岐部狭窄 10．7 工20 9’5 107 401 ］．3 moderate

7 狭窄（一） 8．0 93 8’1 94 260 1．2 trivial

8 Rt　BT．　Lt　Glelm 狭窄（一） 7．3 77 7．4 72 160 trivial

9 Rt　BT 中心部狭窄 10．9 124 8．7 99 390 〔｝．5 rnoderate

10 Rt　BT．　Lt　Glenn 左肺動脈分岐部狭窄 12．0 143 10．｛｝ 119 471 mild

Lt＝left，　Rt＝right，　BT＝Blalock－Taussig　shunt，　BCPS＝bidirectional　cavo－pulmonary　shunt、　RPA　＝　right　pulmo－

nary　artery，　LPA＝1eft　pulmonary　artery，　NRPA＝normaI　right　pulmonary　artery、　CAVVR－common

atrioventricular　valve　regurgitation

例に認め，4例で左右肺動脈の分岐部狭窄，3例で動

脈管による中心部狭窄を認めた．左右肺動脈径は

modi丘ed　BT　shunt術を行った側の肺動脈径が太い傾

向にあった．末梢肺動脈狭窄を認めた7例中3例（症

例3，9，10）で左右差が著明であったが，細い側の

肺動脈径が正常右肺動脈径’1）の100％未満のものは症

例3のみであった．PA　indexi2）と肺体血流比QP／Qs

には有意な相関は認めなかった．

　また，肺静脈に異常のない先天性心疾患術後患児4

例（心房中隔欠損，両大血管右室起始，動脈管開存，

大血管転位）と心疾患のない小児2例を正常対象群

（NC）とした．検査時年齢は4～57カ月（平均28．8カ

月）であった．

　　　　　　　　　　方　　法

　1．撮影方法：撮影には東芝社製TCT　900S　Super

HELIXを使用した．検査は前投薬としてTrichlor－

ethyl　lml／kgを経口投与しておき，撮影直前に

Thiopental　1～2mg／kgを静注した安静状態で行っ

た．造影剤は倍希釈した非イオン性造影剤
（Iopamidol：300mOsm）を撮影前に注入速度1．2ml／

secで総量lml／kgを，撮影中に0．6m1／secで1ml／kg

を末梢静脈より注入した．造影剤注入より約6～12秒

間の遅延時間をおき撮影を開始した．撮影はビーム幅

2mm，寝台移動速度2mm／secで行い，これらのデータ

を1mm間隔ごとに再合成した．左右肺静脈は全例で上

下葉枝ともに描出できたが，3例で上葉枝の心房還流
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　　　図1　肺静脈の心房還流形態の計測方法

A＝心房，RPV＝右肺静脈，　LPV一左肺静脈，＊二左

右肺静脈の還流部の中心，DVM＝＊と脊柱の中心と

の距離，①＝PVRI：右肺静脈径，②＝PVLI：左肺静

脈径

部が1例で下葉枝の心房還流部が明瞭に描出できな

かった．

　2．計測方法：水平断面像で左右肺静脈下葉枝が心

房に還流している画像より左右肺静脈の心房還流形態

を検討した．左右肺静脈の心房還流部の中心が脊柱に

対して前面あるいは左右どちら側に存在するのか，肺

静脈が単心房の左右どちらに還流しているのかを調べ

た．また，心尖，下行大動脈との位置関係も検討した．

下大静脈との関係は腹部エコー検査で下大静脈が合流

する心房を同定した．次に肺静脈還流部の偏位度と左

右肺静脈還流部径を計測した（図1）．偏位度は両側肺

静脈の心房還流部の中心と脊柱の中心との距離を体表

面積で除した値（DVMI）で検討した．肺静脈径として

は左右肺静脈下葉枝の心房還流部に最も近い部分で計

測し，体表面積で除した値（PVRI，　PVLI）を用いた．

　3．統計処理：計測値は平均＋標準偏差で示した．各

計測値問の統計学的有意差の検定にはt検定を用い，

危険率5％未満を有意差ありとした．

　　　　　　　　　　結　　果

　各症例の肺静脈還流形態と脊柱，下大静脈，心尖，

下行大動脈との関係は表3に示した．肺静脈還流部は

脊柱の前面に位置する中心型5例と脊柱より左または

右に偏位した偏位型5例に分かれた（図2）．肺静脈は

中心型で4例，偏位型で1例が下大静脈の合流する心

房に還流しており，中心型では肺静脈と下大静脈が同

側の心房に還流する例が多かった．中心型における肺

静脈の心房還流部は全例心尖側の心房に還流していた

（図3a）．一方，偏位型では心尖側とは反対側の心房に

日本小児循環器学会雑誌　第13巻　第1号

表3　肺静脈の還流形態

肺静脈還流部位

症例
脊柱を
中心として 心房還流部

下大静脈
の合流部

心尖の
位置

下行大動
脈の位置

1 M R－sided　A L－sided　A R R
2 M R－sided　A R・sided　A R R
3 M R－sided　A R－sided　A R L

4 M L－sided　A L－sided　A L R
5 M L－sided　A L－sided　A L R
6 R R・sided　A L－sided　A L R
7 R R－s｛ded　A L－sided　A L L

8 L L－sided　A L－sided　A R R
9 L L－sided　A R－sided　A R L

10 L L・sided　A R－sided　A R R

M一中心型（左右肺静脈還流部位の中心が脊柱の前面に位置

するもの），R＝右偏位型（左右肺静脈還流部位の中心が脊柱

の右側に位置するもの），L＝左偏位型（左右肺静脈還流部位

の中心が脊柱の左側に位置するもの），R－sidedA＝右側心

房，L－sidedA＝左側心房，　R＝右，　L＝左

還流していた（図3b）．中心型，偏位型ともに下行大動

脈と一定の関係は認めなかった．しかし，偏位型で下

行大動脈が心尖と同側にある症例では，心尖側の肺静

脈が下行大動脈と脊柱を乗り越えて心尖と反対側の心

房に還流する形態となっていた（症例7，8，10）．

　両側肺静脈の心房還流部の中心と脊柱の中心との距

離（DVMI）は中心型の5例は11．3＋2．2mm／m2でNC

群の9．3±6．4mm／m2と有意差はなかった．しかし，偏

位型の5例は252±8．Omm／m2でNC群に比べ
DVMIが有意（p〈0．006）に大きかった（図4）．特に

下行大動脈が心尖と同側にある症例7，8，10では

DVMIが大きく，心尖側の肺静脈は下行大動脈と脊柱

を乗り越えて長い距離を走行し心尖と反対側の心房に

還流していた．

　左右肺静脈下葉枝の心房還流部径（RPVI，　LPVI）

は中心型の5例では右12．3±3、5mm／n12，左13．6±3．4

mm／m2と左右差を認めなかった．肺動脈径の左右差が

最も大きかった症例3においても左右肺静脈径は

RPVI　11．8mm／m2，　LPVI　13．5mm／m2と著明な左右

差は認めなかった．また，左右肺静脈径がNC群の

SD以下の例が3例（症例2，3，4）存在したが，症

例4のようにPA　index　531と肺動脈が太い例もあり

肺動脈径と肺静脈径に一定の関係は認めなかった．

　偏位型の5例では肺静脈径に左右差を認めた．脊柱

を乗り越えて反対側へ走行する肺静脈径は9．3寸1．9

mm／m2であったのに対し，反対側の肺静脈径は，
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　　　　　　　図2　Helical　CTによる肺静脈還流形態のシェーマ

RPV＝右肺静脈，　LPV二左肺静脈，　Ao＝下行大動脈，正常；左右肺静脈は脊柱を中心

に左右対象に還流している．中心型（M）；左右肺静脈は脊柱の前面に還流している．

右偏位型（R），左偏位型（L）；肺静脈の還流部位は脊柱の左右どちらかに大きく隔た

り，一方の肺静脈が脊柱を乗り越えている．
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図3a　中心型（症例4）．肺静脈還流部は脊柱の前面に

　あり，心尖方向（R）と同側の心房に還流している．

　心房還流部は細い．

16．7±5．4mm／m2であった．この結果は脊柱を乗り越

える側の肺静脈が有意（p＜0．03）に細く描出されたこ

とを示している（図5）．肺動脈形態と肺静脈径の関係

は一定の関係は認めなかった．末梢肺動脈狭窄のない

症例7，8も肺静脈径に左右差があり，肺動脈径に左

右差が大きかった症例9，10では肺動脈径が太い側の

肺静脈径の方が細かった．また，症例8，10において

は，脊柱や下行大動脈を乗り越えている肺静脈が，前

方からは拡大した心房により，後方からは脊柱，下行

図3b　左偏位型（症例9）．肺静脈の還流部位は脊柱の

　左に隔たり，心尖方向（R）と反対方向の心房に還流

　している．右肺静脈（RPV）が脊柱を乗り越えて左

　側の心房に還流している．

大動脈により圧迫される形態であった（図6）．

　　　　　　　　　　考　　察

　著者らは，以前に一側の肺静脈が拡大した心房と下

行大動脈，脊柱によって圧迫され，狭窄を呈した無脾

症候群の1例を報告した1）．この経験から，心房還流型

肺静脈を有する無脾症候群においても肺静脈還流形態

を心臓周辺の臓器との関係も含めより詳細に診断する

ことの重要性を知った．この視点から，今回，無脾症
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　図4　肺静脈還流部位の脊柱からの偏位の程度

●中心型，○偏位型，波線内はNC群の平均±SDを示
す．

候群10例の肺静脈還流形態を調べた．

　1．心房還流部位について

　肺静脈の心房還流部の中心は，脊柱の前面に還流す

る中心型5例と，脊柱より左右どちらかに偏位した所

に還流する偏位型5例の2群に分類できた．さらに，

肺静脈は中心型では心尖方向の心房に，偏位型では心

尖方向に対して反対側の心房に還流していた．そこで

主要な心臓血管系の構造や脾臓，気管の形態を比較し

てみた．その結果，心内構造や脾臓，気管の形態にお

いては中心型と偏位型に違いは認めなかった．しかし

ながら，中心型では肺静脈とド大静脈が同じ心房に還

流する例が多かった．また，肺静脈が還流する心房と

心尖との関係が中心型と偏位型で異なっていた．この

ことより，中心型と偏位型にはいわゆる両側右側性と

いった点では違いはないが，肺静脈が還流する心房に

若干の違いがあると考えられる．安藤ら13）は下大静脈

の還流する心房を右房と定義している．これによると

中心型は肺静脈と下大静脈が同一の心房（右房）に還

流する傍心臓型の総肺静脈還流異常が多いのに対し，

偏位型は肺静脈と下太静脈が異なった心房に還流する

形態が多いと言える．この事実は，両者において肺静

脈，心房の発生や肺静脈と心房が結合する過程におい

て違いがある可能性がある．今後はこのような肺静脈

の心房還流形態をviscero－atrial　heterotaxy

syndrome］4）の概念に含まれる症例に幅を広げて検討

する必要がある．

　2．肺静脈の走行と肺静脈径について

　肺静脈還流形態については偏位の程度と肺静脈径を

計測した．偏位の程度は中心型はNC群と差はなかっ

たが偏位型では有意に偏位していた．しかし，各症例

間で偏位にばらつきがあり，特に下行大動脈と脊柱を

乗り越えて，反対側の心房に還流する症例では偏位の

程度がより大きかった．偏位の程度が大きいことは一・

側の肺静脈がより長い距離を通り心房に還流しなけれ

ばならず，このこと自体が血流抵抗となりかねない．

さらに，脊柱や下行大動脈を乗り越えて還流すること

で前後方向に圧迫を受けやすくなると考える．実際，

偏位型の2例（症例8，10）で肺静脈が前面より拡大
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図5　左右肺静脈の心房還流部径．波線内はNC群の平均±SDを示す．＊は脊柱を乗

　り越える側の肺静脈
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図6　症例8．右肺静脈（RPV）は下行大動脈（Ao）

　と脊柱を乗り越えて左側の心房に還流している．右

　肺静脈は前面より心房，後面より下行大動脈と脊柱

　により挟まれ狭窄している．

した心房，後面より下行大動脈と脊柱により圧迫され，

一側の肺静脈狭窄を呈していた1）．この2例とも心臓

カテーテル検査と心エコー検査でも一一側の肺静脈狭窄

が疑われ，Helical　CTで肺静脈狭窄の形態が明らかに

なった．無脾症候群においては心内構造だけでなく心

外構造も複雑なためこの2例の様に肺静脈が脊柱，下

行大動脈など周辺臓器により圧迫を受け易い可能性が

あり心外構造を含めた解剖学的診断が重要である8）．

　中心型の肺静脈径は左右差を認めなかったが，5例

中3例（症例2，3，4）でNC群より細かった．症

例2，3は肺動脈径もPA　index　164，171と細かった．

しかし，症例3はCT上肺静脈還流部が細く，この部

分での狭窄が疑われたが狭窄より末梢側の肺静脈に拡

張を認めなかった．剖検で，肉眼的に肺静脈と心房の

連結部が異常に狭小化しており，光顕で肺静脈の内膜

肥厚と弾「生線維の増加を認めた．症例4は肺動脈径が

PA　index　531と太いにも関わらず，左右肺静脈は全体

的に細かった．よって，この2例に見られた細い肺静

脈は還流部の狭窄だけでは説明し難い．Jenkinsら15）

によると総肺静脈還流異常を伴う無脾症候群には肺静

脈の細い例が存在し，このような例では心房との吻合

を充分にとって肺静脈還流異常を修復しても肺静脈閉

塞は防げないと述べている．また，LaBoureneら16）の

新生豚を使った肺静脈閉塞の実験モデルによると，肺

静脈絞拒後1週間で肺静脈の弾性が低下し，3週間で

肺動脈圧が上昇し，6週間で肺静脈圧が上昇する．こ

の時，肺静脈の内膜は軽度肥厚し，内膜弾性板が減少

し弾性線維が増加していたと報告している．著者らの
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例においても肺静脈の心房還流部の狭窄に加え，同じ

ような肺静脈壁の変化による肺静脈の発育不全が加

わったために肺静脈が全体に細くなった可能性があ

り，今後，肺静脈壁の組織学的検討が必要である．

　一方，偏位型では肺静脈径に左右差を認め，脊柱を

乗り越えて心房に還流する側の肺静脈が細かった．肺

動脈径に左右差を認めないに肺静脈径に左右差を認め

たり（症例6，7，8），肺動脈径の太い側の肺静脈径

が細かったり（症例9，10）と肺動脈径と肺静脈径は

一致しなかった．また，細い方の肺静脈に接合する肺

動脈にBT　shuntを行った症例8，9，10の3例で末

梢肺動脈狭窄のない症例8は左右肺動脈径に差はな

かった．しかし，遠隔期の心臓カテーテル検査ではBT

shunt側の肺動脈の方が細くなっていた．末梢肺動脈

狭窄のある症例9，10は狭窄のためにBT　shunt側の

肺動脈がより多くの肺血流を受けていると考えられる

にもかかわらず反対側の肺動脈径は正常であった．特

に症例9は肺体血流比0．5と肺血流が少ないにもかか

わらず反対側の肺動脈径は正常であった．つまり，肺

動脈径では説明し難い左右肺血流比の不均衡が存在す

ると思われる．この不均衡は一側の肺静脈が脊柱や下

行大動脈を乗り越えて長い距離を通り心房に還流する

ために生じる血流抵抗が肺血流を反対側に流れやすく

したことが一因ではないかと推察する．しかし，計測

方向が造影検査とHelical　CTでは異なり，扁平化し

た肺静脈を計測していることや肺静脈の下葉枝しか計

測していないことも一因と思われる．

　3．Helical　CTについて

　今回使用したHelical　CTの特徴は連続性画像と三

次元画像の合成ができることである．連続性画像によ

り細かな画像合成が可能で本研究で使用した1mrn間

隔の画像は細い肺静脈の描出が可能であった．また，

三次元画像は周辺臓器も含めた立体的診断ができ無脾

症候群の様な複雑心奇形には有効な診断方法と思われ

る．しかし，Helical　CTは螺旋回転で収集したデータ

を再合成するため空間分解能に多少の誤差が生じ

る17）．心電図同期もできないため血管系の描出はでき

るが動いている心臓内の描出は困難である．また，呼

吸や心臓の収縮による影響も考えられる．以上のよう

な誤差が生ずる要因があるため，個々の絶対値を比較

することには問題点も存在する．今回の研究ではビー

ム幅，寝台移動速度を最小にし，できる限り撮影範囲

を小さくしスキャン時間を短くすることで空間分解能

の誤差と呼吸の影響を少なくした．心臓の収縮による
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影響は左右の肺静脈を同じスライスかその前後のスラ

イスを計測することで少なくした．

　　　　　　　　　　　　総　　括

　1．心房還流型肺静脈を呈する無脾症候群の肺静脈

をHelical　CTで検討した．

　2．肺静脈還流部は中心型と偏位型に分類できた．両

者で還流する心房側が異なり，肺静脈，心房の発生様

式の違いが示唆された．

　3．中心型は左右肺静脈径に差を認めなかった．肺静

脈の細い例には肺静脈還流部の狭窄だけでは説明し難

い例が存在した．

　4．偏位型は脊柱を乗り越える側の肺静脈が細かっ

た．これには，肺静脈が脊柱，下行大動脈に圧迫され

扁平化している例も存在した．
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小児医療センター小児循環器科立石一馬先生に深謝いたし

ます．

　　　　　　　　　　　　文　　献

　　1）稲村　昇，中島　徹，萱谷　太，前野敏也，岸本英

　　　文，川田博昭，井川誠一郎，川平洋一，上田秀樹，

　　　中田　健：Helical　CTによって診断し得たright

　　　isomerismの1例．日小循誌　1995；11：170－174

　2）Van　Mierop　LHS，　Gessner　IH，　Schiebler　GL：

　　　Asplenia　and　polysplenia　syndrome．　Birth

　　　Defects　1972；8：36　44

　3）立石一馬：無脾症候群・多脾症候群（臓器・心房錯

　　　位症候群）．小児科診療　1989；52：887896

　　4）Anderson　C，　Devine　WA，　Anderson　RH，　Debich

　　　DE，　Zuberbuhler　JR：Abnormalities　of　the

　　　spleen　in　relation　to　congenital　malformations

　　　of　the　heart：Asurvey　of　necropsy　finding　in

　　　children．　Br　Heart　J　l990；63：122　128

　　5）Phoon　CK，　Phil　M，　Neill　CA：Asplenia　syn－

　　　drome；Insight　into　embryology　through　an

　　　analysis　of　cardiac　and　extracardiac　anomalies．

　　　Am　J　Cardiol　1994；73：581　587

　　6）原田健二，安藤正彦：無脾症候群の心房形態一特

　　　に心房形態について　．日小循誌　1988；3：290－－

　　　294

　　7）Yoo　SJ，　Nykanen　DG，　Freedom　RM，　Benson

　　　LN，　Fredric　MCA，　Burrows　PE：Usefulness　of

　　　magnetic　resonance　imaging　in　the　assessment

　　　of　venoatrial　connections，　atrial　morphology，

　　　bronchial　situs，　and　other　anomalies　in　right

　　　atrial　isomerism．　Am　J　Cardiol　1994；74：701一

日本小児循環器学会雑誌　第13巻　第1号

　　704

8）Yoo　SJ，　Nykanen　DG，　Freedom　RM，　Benson

　　LN，　Fredric　MCA，　Burrows　PE：Retrobron－

　　chial　vertical　vein　in　totally　anomalous　pulmo－

　　nary　venous　connection　to　the　innominate　vein

　　and　its　speci丘c　occurrence　in　right　isomerism．

　　Am　J　Cardiol　1993；71：1198－1203

9）Rubino　M，　Van　Praagh　S，　Kadoba　K，　Pessotto

　　R，Van　Praagh　R：Systemic　and　pulmonary

　　venous　connections　in　visceral　heterotaxy　with

　　asplenia．　J　Thorac　Cardiovasc　Surg　1995；llO：

　　641　650

10）稲村　昇，中島　徹，萱谷　太，高田慶応，北　知

　　子，岸本英文，川田博昭，井川誠一郎，上野高義，

　　西川正則，森本静夫，中田　健：複雑心奇形の病態

　　診断におけるヘリカルCTの有用性．日小循誌
　　1997；12：印刷中

11）岸本英文，八木原俊克，磯部文隆，山本文雄，西垣

　　恭一，中谷　充，藤田　i毅，高橋長裕，神谷哲郎，

　　川島康生：肺動脈弁欠損を伴うファm一四徴に対

　　する手術術式の検討．口胸外会誌　1993；41：57

　　62

12）Nakata　S，　Imai　Y，　Takanashi　T，　Korosawa　H，

　　Tezuka　K，　Nakazawa　M，　Ando　M，　Takao　A：

　　Anew　mathod　for　the　quantitative　standerdiza－

　　tion　of　cross－sectional　pulrnoIユary　arteries　in

　　congenital　heart　disease　with　decreased　pulmo－

　　nary　blood　flow．　J　Thorac　Cardiovasc　Surg

　　1984；88：610－619

13）安藤正彦：ヒト心臓の形態学的タイプ．現代小児

　　科学体系年刊追補，中山書店，東京，1974A，　p318

14）篠原　徹：心房臓器錯位症候群の概念．日児誌、

　　1988：；2273－2276

15）Jenkins　KJ，　Sanders　SP，　Orav　EJ，　Coleman　EA，

　　Mayer　JE，　Colan　SD：Individual　pulmonary

　　vein　size　and　survival　in　infant　with　totally

　　anomalous　pulmonary　venous　connection．　J　Am

　　Coll　Cardiol　1993；22：201　　206

16）LaBourene　JI，　Coles　JG，　Jhonson　DJ，　Mehra　A，

　　Keeley　FW，　Rabinovitch　M：Aユterations　in

　　elastin　and　collagen　related　to　the　mechanism

　　of　progressive　pulmonary　venous　obstruction　in

　　piglet　model：Ahemodynamic，　ultrastructural

　　and　biochemical　study．　Circ　Res　1990；66：438－

　　456

17）荒館　博：ヘリカルスキャンCTの技術と課題．

　　日濁医報　1993；38：109－－114

Presented by Medical*Online



平成9年・1月1日 29　（29）

Anatomical　Abnormality　of　the　Pulmonary　Vein　Returning　to　the　Atrium　in

　　　　　　　　　　　Asplenia　Syndrome　Assessment　by　Helical　CT

　Noboru　Inamura，　Tohru　Nakajima，　Futoshi　Kayatani，　Toshiya　Maeno，

　　　　　　　　Hidefumi　Kishimoto，　Hiroaki　Kawata，　Seiichiro　Ikawa，

　　　　　　　　　Yohichi　Kawahira，　Hideki　Ueda　and　Takeshi　Nakada

Department　of　Pediatric　Cardiology　and　Cardiovascular　Surgery，　Osaka　Medical

　　　　　　　　Center　and　Research　Institute　for　Maternal　and　Child　Health

　　　Anatomical　abnormality　of　the　pulmonary　vein（PV）in　patients　with　asplenia　syndrome

whose　PV　connects　diretly　to　the　atrium，　has　not　yet　been　clarified．　To　evaluate　anatomical

features　of　the　PV，　we　performed　helical　CT　in　10　patients　with　asplenia　syndrome（age，1～53

months：mean　15．6months）．

　　　In　five　patients　the　midpoints　of　the　bilateral　lower　PV　orifices　were　located　at　the　front　of

the　vertebra（front　type）and　the　other　five　patients，　the　same　points　on　the　PV　orifices　were

distant　from　the　vertebra（distant　type）．　In　the　front　type，　the　PV　return　to　the　ipsilateral　atrium，

while　in　distant　type，　the　PV　returned　to　the　atrium　it’s　contralateral　apex．　In　the　front　type，

there　was　no　significant　difference　in　the　diameter　between　the　bilateral　lower　PV　orifices．　In　two

patients，　bilateral　PV　orifices　were　stenotic　and　bilateral　PV　were　narrow．　In　the　distant　type，

the　diameter　of　the　lower　PV　orifice　on　the　side　of　the　overriding　PV　was　smaller　than　the

diameter　of　other　orifice（p〈0．03）．　The　side　of　the　overriding　PV　was　stenotic　and　coursed

holizontally　across　the　vertebra．　In　two　patients，　the　side　of　the　overriding　PV　was　compressed

between　the　vertebra　and　the　descending　aorta，　and　the　enlarged　common　atrium．　These

anatolnical　abnormalities　may　induce　deleterious　effects　on　pulmonary　venous　return　in　asplenia

syndrome．
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