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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　左右の心室を有する臓器・心房錯位症候群72例において，肺静脈還流異常が心室の大きさに及ぼす影

響について，心室造影から心室容積を求めて検討した．左右の心室がそれぞれ独立した流入路を有さな

い共通房室弁口の症例（A群，47例）では，肺静脈還流異常の有無は心室容積に影響を及ぼしていなかっ

た．左右の心室が独立した流入路を有する群では，左心房に接続する心室の拡張末期容積（LVEDVa）

は肺静脈還流異常のない群（B群，14例，142±72％N）に比べて肺静脈還流異常を伴う群（C群，11例，

80±49％N）の方が有意に小さかった（p〈0．05）．右心房に接続する心室の容積（RVEDVa）との比

（LVEDVa／RVEDVa）においても，　B群に比してC群の方が有意に小さかった（0．99±0．33　vs．0．37±

O．19，p＜O．OO1）．また，心エコー図四腔断面像から計測した左右の心房に接続する弁輪径比（LAVVa／

RAVVa）はB群に比べてC群の方が有意に小さかった（1．01±0．44　vs．0．48±0．19，　p〈0．05）．以上

の結果は，肺静脈還流異常による左心房への血流の減少は，接続する房室弁及び心室の低形成をきたす

可能性があることを示唆する．

　　　　　　　　　はじめに

　臓器・心房錯位症候群（visceroatrial　heterotaxy

syndrome）は，新堀，高尾ら（1969）によって提唱さ

れた症候群でD，無脾症候群および多脾症候群を含め

た脾形成不全の広いスペクトラムを持つ臨床・病理学

上の概念であり，複雑な心奇形を伴うことが多い2）～8）．

近年，外科的手術手技および管理技術の向上により，

これらの複雑心奇形に対しても外科的修復手術が試み

られるようになってきた．臓器・心房錯位症候群では

左右の心室の容積の不均衡をしばしば経験するが，心

室の大きさが術式を規定してしまうことも多く，心室

容積は術式を選択する上で重要な決定因子の一つと

なっている．肺静脈還流異常を合併すると，左心房に
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肺静脈血も体静脈血も還流しない場合が生じてくる．

この場合，左心房に接続する心室の大きさは小さくな

ることが予想され，実際にそのような症例に遭遇して

きた．そこで我々は今回，容積減少に影響を与えると

思われる肺静脈還流異常と心室容積との関連について

検討を行なった．

　　　　　　　　　対象と方法

　対象は1990年から1994年までの5年間に，当科で心

臓カテーテル検査および心血管造影検査を行なった心

内修復手術前の臓器・心房錯位症候群131例のうち，単

心室例および一側房室弁閉鎖例を除いて，左右の心室

を認めた72例．臓器・心房錯位症候群の診断は，胸腹

部レントゲン写真，心エコー図，シネアンギオ，mag－

netic　resonance　imaging（MRI），脾シンチグラムな

どを用いて，内臓位，気管支形態，肺動脈形態，肺の

分葉，心耳形態，下大静脈や奇静脈接続の有無などの
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A群 B群 C群

図l　A群：共通房室弁を伴う．B群：左右の心室へ

　の流入路が独立して存在．肺静脈還流異常なし．C

　群：左右の心室への流入路が独立して存在．肺静脈

　還流異常あり．

情報をもとに行なった．また，末梢血の赤血球中の

Howell　Jolly小体の有無も参考にした．手術又は音1」検

を行なったものについては心耳形態を肉眼的に観察し

た．対象例を，共通房室弁または単心房を伴う群（A

群），左右の心室への流入路が独立して存在し，左右の

心房を有するが体静脈・肺静脈の還流異常を伴わない

群（B群），左右の心室への流入路が独立して存在し，

左右の心房を有しており且つ肺静脈還流異常を伴う群

（C群）に分類した（図1）．A群については更に肺静

脈還流異常を伴わない群（A1群）と肺静脈還流異常を

伴う群（A2群）に分類し，比較検討を行なった．

　これらの症例について正側2方向の心室造影像から

左右の心室の拡張末期容積を算出した．解剖学的左室

拡張末期容積（LVEDV）はarea－length法（Dodge

法）9）1°）を，解剖学的右室拡張末期容積（RVEDV）は

Silnpson法11）を用いて算出した．成長による心室腔の

発育を考慮し左右の心室容積を比較する目的で，対正

常値百分率（％of　normal　value；％N）で表現した．

正常予測値はNakazawaらの計算式12）を用いて体表

面積から算出した．左心房に解剖学的左心室が接続す

るatrioventricular　concordanceの症例と左心房に解

剖学的右心室が接続するatrioventrucular　discor－

danceの症例が混在していたため，左心房に接続する

心室の拡張末期容積をLVEDVaとし，右心房に接続

する心室の拡張末期容積をRVEDVaとして検討を行

なった．また，心不全のために心拡大をきたしていた

症例もあり，LVEDVaのみの検討では心室流入量の

不均衡による心室容積の不均衡を正しく評価できない

ため，左右の心室容積比（LVEDVa／RVEDVa）にっ

いても検討を行なった．数値は平均値±標準偏差で表

した．結果の統計学的検討にはunpaired　t　testを用

い，p＜0．05をもって有意差有りとした．

日小循誌　13（4），1997

　　　　　　　　　　結　　果

　共通房室弁により左右の心室への前負荷に大きな差

がないと考えられるA群（n－47）のLVEDVaは

136±61％N（range：29～334％N），　LVEDVa／

RVEDVaは1．38±1．09（0．15～5．57）であった．　A群

中，肺静脈還流異常を伴ったもの（A2群）が7例

（LVEDVa二114±50％N，　LVEDVa／RVEDVa＝
1．35±1．2］）みられたが，肺静脈還流異常を伴わない

40例（A1群，　LVEDVa＝140±62％N，　LVEDVa／

RVEDVa＝／．39＋1．09）との問には，　LVEDVa，

LVEDVa／RVEDVaともに有意な差は認められな
かった（図2）．

　また，左右の心房が存在し，左右の心室への流人路
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図2　A群：肺静脈還流異常の有無によるLVEDVa
　の比較

　LVEDVa：左心房に接続する心室の拡張末期容積，

　RVEDVa：右心室に接続する心室の拡張末期容積．
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　　　　図3　3群間のLVEDVaの比較
左右の心室への流入路が独立して存在するB群とC

群とでは肺静脈還流異常を伴うC群の方がLVEDVa
は有意に小さい．

が独立しているB群（n＝14）のLVEDVaは142±

72％N（52～271％N），LVEDVa／RVEDVaは0．99±

0．33（0．46～1．74）であった．A群とB群の間には有

意な差は認められなかった．

　肺静脈還流異常により，左心房に接続している心室

への流入量が減少していると考えられるC群（n＝11）

のLVEDVaは80±49％N（22～168％N），　LVEDVa／

RVEDVaは0．37±0．19（0．12～O．61）であった．

　B群とC群とではLVEDVa，　LVEDVa／RVEDVa
ともに有意差をもってC群の方が小さかった（図3）．

また，左右の心室圧比は，収縮期・拡張末期共にB群

とC群とでは差がなかった（図4）．B群とC群におい

て，心エコー図四腔断面から計測された左心房に接続
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　　　図4　B群・C群における左右心室圧比
（a）収縮期圧，（b）拡張末期圧の比較

LVSPa：左心房に接続する心室の収縮期圧，
RVSPa：右心房に接続する心室の収縮期圧，
LVEDPa：左心房に接続する心室の拡張末期圧，

RVEDPa：右心房に接続する心室の拡張末期圧
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　図5　B群・C群におけるLAVVa／RAVVa比
左心房に接続する房室弁（LAVVa）と右心房に接続す

る房室弁（RAVVa）の弁輪径の比．　C群の方が有意に

小さい．
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　図6　C群の1例．

表1の症例5．右胸心．右室（RV）に比べて左室（LV）の容積が小さい．左肺静脈（LPV）が左

側に位置する拡大した右房（RA）に流入している．（a．右室造影正面像，　b．　MRI）

alb

表1　C群内訳

No， Diagnosis LVEDV
（％N）

RVEDV
（％N）

LVEDV／
RVEDV Qp／Qs

1 Polysplenia，｛A（S），D，　D｝DORV，　PAPVC，　PS、　VSD 59 195 0．30 2．ll

2 Polysplellia，｛A（1），L，　L｝DORV，　PAPVC，　VSD，　PS 46 252 0．18 0．50

3 Polysplenia，｛A（S），D，　X｝DORV，　TAPVC，　PA，　ASD，　PDA，　bi1．　SVC 22 180 0」2 0．66

4 Polysplenia，｛1，　L，　L｝DORV、　PAPVC、　ASD，　VSD，　PS 34 178 0．19 0．53

5 Polysplellia，｛A（1），L，　L｝DORV，　PAPVC，　PS，　VSD，　ASD 41 246 0．17 1．19

6 Polysplenia，｛A（1），L，　L｝DORV，　TAPVC，　VSD，　PS，　bil．　SVC 42 ］Ol 0．42 1．17

7 Polysplenia，｛A（S）、D，　N｝DORV，　PAPVC，　ASD 94 153 0．61 0．95

8 Polysplenia，｛A（S）、D，　N｝PAPVC、　ASD 135 247 0．55 2．42

9 Polysplenia，｛A（S），D，　N｝TAPVC，　VSD、　ADS，　PS 168 308 0．55 32⑪

10 Polysplenia，｛S，　D，　N｝PAPVC，　ASD（1＆II），VSD，　PDA 121 285 0．42 3．40

11 Po】ysplenia、｛S、　D，　D｝DORV，　TAPVC，　VSD，　ASD 118 207 0．57 5．33

DORV：両大血管右室起始，　TAPVC：総肺静脈還流異常，　PAPVC：部分肺静脈還流異常，　VSD：心室中隔欠損，　ASD：心房中隔

欠損，Ps：肺動脈狭窄，　PDA：動脈管開存，　bil，　svc：両側上大静脈

する房室弁輪径（LAVVa）および右心房に接続する房

室弁輸径（RAVVa）を比較すると，肺静脈還流異常の

ないB群に比し，肺静脈還流異常を伴うC群では

LAVVa／RAVVa比が有意に小さかった（図5）．尚，

対象群の中に房室弁のstraddlingやover－ridingを

伴っている症例はなかった．C群の症例を表1に示す．

全例，多脾症候群であり，atrioventricular　discor－

danceの症例はなく，還流異常のある肺静脈はいずれ

も右心房に直接接続していた（図6）．

　また，C群において，心エコー図または術中所見を再

検討できた10例中9例に心房中隔の心房壁上位付着部

の左房側への偏位が認められ（図7），右心房容積は左

心房に比較して明らかに大きかった．B群では，心房

中隔がどちらかの心房側へ明らかに偏位していた例は

なかった．

　対象症例のうち，後に心内修復手術を行なったもの

は32例あり，このうちbiventricular　repairを行なっ

たものは19例で，Fontan型手術を行なったものは13
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　　　　　　　図7　C群の1例．

表1の症例8．心房中隔上位付着部の左房側への偏位

を認める．
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　　図8　心内修復術施行例における左室容積

（a）各群における心内修復術施行症例，（b）
biventricular　repair（BVR）群とFontan群の比較

525　（19）

例であった（図8）．A群では心内修復術例は17例で，

このうちbiventricular　repairを行なったものは9例

で，Fontan型の手術を行なったものは8例であった．

B群では心内修復手術を行なったものは8例で，

biventricular　repairを行なったものは7例，　Fontann

型手術を行なったものは1例のみであった．C群では

心内修復術を行なったものは7例で，このうち

biventricular　repairを行なったものが3例，　Fontan

型手術を行なったものが4例であった．解剖学的左室

拡張末期容積（LVEDV）はbiventricular　repair

（BVR）群（n＝19）では172±53％N，　Fontan（F）群

（n＝13）では95±49％Nで，BVR群の最小値は95％N

であった．

　左心室容積が比較的大きい症例でもFontan手術を

行なっている症例があったが，それらの多くはA群の

症例であり，心室容積以外の理由，即ち，共通房室弁＋

両大血管右室起始症などで両心室を使った手術が不可

能と判断し，Fontan手術を選択されていた．

　　　　　　　　　　考　　案

　（1）肺静脈還流異常と心室容積の関連

　臓器・心房錯位症候群のうち，無脾症候群において

は単心室の頻度が高い3）5）’）が，左右の心室を持つもの

でもその容積の不均衡を伴う例をしばしば経験する．

しかしながら，その頻度と成因については明らかにさ

れていない．左右の心室への流入量に差がないと考え

られる共通房室弁または単心房例（A群）では肺静脈

還流異常の有無は左心房に接続する心室の容積

（LVEDVa）に影響を与えていなかった．

　一方，左右の心室への流入路が独立して存在するB

群とC群とでは，肺静脈還流異常を伴うC群の方が

LVEDVaは有意に小さく，左房に接続する心室への

血液流入量の減少が心室容積に影響を与えている可能

性があると考えられた（図3）．心室の容積を

LVEDVa／RVEDVa比で見てみると，この差は更に顕

著となり，肺静脈の還流異常による流入血液量の不均

衡が心室容積の不均衡に大きな影響を及ぼしているこ

とが示唆される．肺静脈還流異常における左室容積減

少は左室への流入血流量の減少よりはむしろ右室圧の

上昇による心室中隔の偏位によるものであるとの報告

もあるが13），我々の検討ではB群とC群の間には左室

圧／右室圧比は収縮期・拡張末期共に有意差はなかっ

た．

　鶏の胚芽を用いた研究から，胎芽期の心室へ流入す

る血流量が減少すると心室容積が減少することが知ら
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れているが14｝“’16），胎生期には肺に流れる血流量は少な

いため，肺静脈還流異常が胎生期の心室容積に影響を

与える可能性は低いと考えられる．しかし，出生後に

肺循環が確立した後は，肺静脈の還流異常による左側

の心房・心室への流入血流量の減少はその後の心室の

発育に影響を及ぼす可能性があり，今回の我々の検討

は臨床的にこれを支持するものであったといえる．

　なお，今回の検討には含めなかったが，体静脈（上

大静脈，下大静脈）還流異常に伴って右室容積が小さ

くなったと考えられた症例も経験している．その症例

は多脾症・ファロー四徴症・総体静脈還流異常・心房

中隔欠損・心室中隔欠損の症例で，右側に位置する右

心房には体静脈・肺静脈の還流は認められず，右心房・

右心室共に小さかった（LVEDV＝151％N，　RVEDV＝

58％N，LVEDV／RVEDV－2．60）．体静脈の還流異常

は胎生期においても右心室の前負荷の減少を生じ，右

心室の発育に影響を及ぼしている可能性があると考え

られる．

　本研究では，左右の心室への流入路が独立して存在

する例において，肺静脈還流異常が存在すれば，左右

の房室弁の大きさにも不均衡が生じていることが明ら

かになった．心房への前負荷の不均衡が，心室容積と

ともに房室弁の発育にも影響していることが示唆され

た．

　Van　Praaghらは肺静脈還流異常症の解剖学的検討

より，右心房へ直接還流する肺静脈還流異常は心房，

一次中隔の左心房側への偏位が原因であり，肺静脈の

心房への流入位置そのものは異常がないとしてい

る17｝．我々の肺静脈還流異常症例（C群）では，肺静脈

の心房への接続位置については画像診断できないもの

が多かったが，心房中隔は検討し得た10例中9例に左

心房側への偏位を認めており，Van　Praaghらの説を

支持するものであった．

　臨床的には，体静脈または肺静脈の還流異常を伴う

心奇形では一側の心室が小さい可能性を念頭において

診断・検索を進めるべきであり，また逆に一側の心室

が小さい場合は体静脈または肺静脈の還流異常の有無

について検索を進める必要がある．勿論，心室の容積

を決定するのは体静脈や肺静脈からの還流血液量のみ

でなく，房室弁のstraddlingや房室弁逆流，心室機能

などにも左右される18）19）．肺静脈還流異常は一因子に

過ぎないことを強調したい．

　（2）心室容積と術式について

　近年，複雑な心奇形に対しても修復手術が行なわれ
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るようになり，その予後も大きく改善してきた2°）～28）．

これに伴って，術式を選択するにあたり，心室および

心房の形態，欠損孔の有無や大きさ・位置，大血管の

位置関係や大きさ，肺動脈および弁の状態などの術前

の情報の重要度が増してきた．左右の心室が別個に存

在する場合は，その容積およびポンプ機i能がFontan

型の手術を行うかbiventricular　repairを行うかの重

要な決定因子の一つとなりうる．Fontan型手術のよ

うな機能的修復術はその長期予後に関しては未だに議

論の余地があり，可能であればbiventricular　repair

が第一選択となるが，biventricular　repairは二つの心

室が存在し，且つ両方の心室の容積が適切で房室弁の

状態が良いことが必要条件である8）25）．殊にanatomi－

cal　repairを考慮する場合には左室は体循環を担うポ

ンプとなるため，その容積が重要な鍵となる．

　今回対象となった臓器・心房錯位症候群症例のうち

biventricular　repairを行なったもので，最も解剖学的

左室拡張末期容積（LVEDV）が小さかったものは95％

Nであった．臓器・心房錯位症候群以外の症例では，

当科の経験（1990～1994年）では，biventricular　repair

が可能であった最小のLVEDVは月齢3カ月のファ

ロー四徴症例の62％Nであった．どの程度の心室容積

までならbiventricular　repairが可能かという点につ

いては，個々の症例について臨床の現場で決定がなさ

れているのが現状であろう．心内奇形の種類によって

条件が変わってくるため，一律に境界線を引く事は難

しいが，LVEDVが70％N以下の症例では
biventricular　repairはかなり困難であるとの印象を

もっている．この件に関しては更なる検討が必要であ

ると思われる．

　　　　　　　　　　結　　語

　左右の心室への流入路が独立して存在する心奇形で

は，体静脈または肺静脈の還流異常により心室への流

入量が減少すれば心室容積および房室弁の発育が阻害

される可能性がある．

　　　　　　　　　　文　　献

　1）新堀　茂，高尾篤良，遠藤眞弘，榊原　任：臓器心

　　　房錯位症候群（viscero－atrial　heterotaxic　syn－

　　　drorne）．　’i），・Ua　　ユ969；／：／253－1261．

　2）De　Tommasi　S，　Daliento　L，　Ho　SY，　Macartney

　　　FJ，　Anderson　RH：　Analysis　of
　　　atrioventricular　junction，　ventricular　mass，　and

　　　ventriculoarterial　jullction　in　43　specimens　with

　　　atrial　isomerism．　Br　Heart　J　1981；45：236－247

　3）Macartney　FJ，　Zuberbuhler　JR，　Anderson　RH：

Presented by Medical*Online



平成9年7月］［

　　　Morphological　considerations　pertaining　to　rec－

　　　ognition　of　atrial　isomerism．　Consequences　for

　　　sequential　chamber　localisation．　Br　Heart　J

　　　1980；44：657－667

4）立石一馬：心房内臓錯位症候群．高尾篤良編．臨

　　　床発達心臓病学．東京：中外医学社，1989；249－

　　　262．

5）AnderSOn　C，　DeVine　WA，　AnderSOn　RH，1）ebiCh

　　　DE，　Zuberbuhler　JR：Abnormalities　of　the

　　　spleen　in　relation　to　congenital　ma］formations

　　　of　the　heart：Asurvey　necropsy　findings　in

　　　childrer1．　Br　IIeart　J　l990；63：122－128

6）Peoples　WM，　Moller　JH，　Edwards　JE：Polys－

　　　plenia：Areview　of　146　cases．　Pediatr　CardioI

　　　1983；4：129　　137．

7）Rose　V，　Izukawa　T，　Moes　CA：Syndromes　of

　　　asplenia　and　polysplenia．　A　review　of　cardiac

　　　and　non｝cardiac　malformations　in　60　cases　with

　　　special　reference　to　diagnosis　and　prognosis．　Br

　　　Heart　J　1975；37：840　852．

8）Sapire　DW，　Ho　SY，　Anderson　RH，　Rigby　ML：

　　　Diagnosis　and　significance　of　atrial　isomerism．

　　　Am　J　Cardiol　1986；58：342－．346

9）Dodge　HT，　Sandler　J，　Ballew　DW，　Lord　JDJ：

　　　The　use　of　biplane　angiocardiography　for　the

　　　measurement　of　left　ventricular　volumes　in

　　　man．　Am　Heart　J　1960；60：762－776

10）Graham　TP　Jr，　Jarmakani　JM，　Canent　RV　Jr，

　　　Morrow　MN：Left　heart　volume　estimation　in

　　　infancy　and　childhood．　Reevaluation　of　metho－

　　　dology　and　normal　values．　Circulation　1971；43：

　　　895－904

11）Graham　TP　Jr，　Jarmakani　JM，　Atwood　GF，

　　　Canent　RV　Jr：　Right　ventricular　volume

　　　deterrninations　in　children．　Normal　values　and

　　　observations　with　volume　or　pressure　overload．

　　　Circulation　l973；47：］44－153

12）Nakazawa　M，　Marks　RA，　Isabel　JJ，　Jarmakani

　　　JM：Right　and　left　ventricular　volume　charac－

　　　teristics　in　children　with　pulmonary　stenosis

　　　and　intact　ventricular　septum．　Circulation

　　　1976；53：884　　890

13）三隅寛恭，今井康晴，石原和明，星野修一，澤渡和

　　　男，瀬尾和宏，寺田正次，他．総肺静脈還流異常症

　　　の手術前後の左心室容積変化についての検討．胸

　　　部外科　1993；46：926　930，

14）Clark　EB：Growth，　morphogenesis，　and　func－

　　　tion：the　dynamics　cardiac　development．　In：

　　　Moller　JH，　Neal　WA，　eds．　Fetal，　Neonatal，　and

　　　Infant　Cardiac　Disease．　Norwalk，　Connecticut：

　　　Appleton　and　Lange，1990；3　23

15）Sweeney　LJ．　Morphometric　analysis（〕f　an

527－（21）

16）

17）

18）

19）

20）

21）

22）

23）

24）

25）

26）

experimental　model　of　left　heart　hypoplasia　in

the　chick．［Ph．　D．　Thesis］二University　Nebras－

ka　Medical　Center，1981

Harh　JY，　Paul　MH，　Gallen　WJ，　Friedberg　DZ，

Kaplan　S：Experimental　production　of　hypo－

plastic　left　heart　syndrome　in　the　chick　embryo．

Ani　J　Cardiol　1973；31：51　　56

Van　Praagh　S，　Carrere　ME，　Sanders　S，　Mayer

JE　Jr，　Van　Praagh　R：Partial　or　total　direct

pulmonary　venous　drainage　to　right　atrium　due

to　malposition　of　septum　primum．　Anatolnic

and　echocardiographic　findings　and　surgical

treatment：Astudy　based　on　36　cases．　Chest

1995；107：1488　　1498

Freedom　RM，　Bini　R，　Dische　R，　Rowe　RD：

The　straddling　mitral　valve：Morphological

observations　and　clinical　implications．　Eur　J

Cardiol　l978；8：27　　50

Nakazawa　M，　Jarmakani　JM，　Gyepes　MT，

Prochazka　JV，　Yabek　SM，　Marks　RA：Pre

and　postoperative　x・entricular　functioll　in

infants　and　children　with　right　ventricular　vol－

ume　overload．　Circulation　l977；55：479－484

Ando　F，　Shirotani　H，　Kawai　J，　Kanzaki　Y，

Setsuie　N：Successful　total　repair　of　compli－

cated　cardiac　anomalies　with　asplenia　syn－

drolne。　J　Thorac　Cardiovasc　Surg　1976；72133

－
38

Danielson　GK：Treatment　of　complex　con－

genital　heart　disease　with　modified　Fontan

procedure、日胸外会誌　1988；36：1517　1518

Ebert　PA：　Staged　partitioning　of　single　ven－

tricle．　J　Thorac　Cardiovasc　Surg　1984；88：908

－
913

Fisher　EA，　Doshi　M，　DuBrow　IW，　Silverman　N，

Levitsky　S：　Effect　of　palliative　and　corrective

surgery　on　ventricular　volumes　in　colnplete

atrioventricular　canal．　Pediatr　Cardiol　l984；5：

159－165

Hirooka　K，　Yagihara　T，　Kishimoto　H，　Isobe　F，

Yamamoto　F，　Nishigaki　K，　Matsuki　O，　Uemura

H，Kawashima　Y：Biventricular　repair　in

cardiac　isomerisrn．　Report　of　severl　cases．　J

Thorac　Cardiovasc　Surg　1995；109：530－535

Marcelletti　C，　Di　DR，　Nijveld　A，　Squitieri　C，

Bulterijs　AH、　Naeff　M，　Schuller　J，　Becker　AE：

Right　and　left　isomerism：The　cardiac　surgeon’

sview．　Ann　Thorac　Surg　1983；35：400－405

北川　透，広瀬　一，松田　暉，大谷正勝，川島康

生，高木　哲：Tota1　cavopulmonary　shunt術後

に妊娠，出産に成功した単心室の／例．日胸外会誌

1988；36：1369　　1373

Presented by Medical*Online



528－（22） 日本小児循環器学会雑誌　第13巻　第4号

27）Pacifico　AD，　Naftel　DC，　Kirklin　JW，　Black－

　　　stone　EH，　Kirklin　JK：　Ventricular　septation

　　　within　the　spectrum　of　surgery　for　double　inlet

　　　ventricles．日胸外会誌　1985；33：593601

28）Stefanelli　G　Kirklin　JW，　Naftel　DC、　Black一

stone　EH，　Pacifico　AD，　Kirklin　JK，　Soto　B，

Bargeron　LJ：Early　and　intermediate－term

（10－year）results　of　surgery　for　univentricular

atriOVentricular　COnneCtiOn（‘‘Single　ventriCle”）．

Am　J　Cardiol　1984；54：811－821

Influence　of　Anomalous　Pulmonary　Venus　Return　on　Ventricular　Volumes　in

　　　　　　　　　　　Patients　with　Viscero－atrial　Heterotaxy　Syndrome

　　　　　　　　Hidetaka　Teshima，　Toshio　Nakanishi，　Toru　Hirokawa，

　　　　　　　　　　　　　　Makoto　Nakazawa　and　Kazuo　Momma

Pediatric　Cardiology，　Heart　Institute　of　Japan，　Tokyo　Wolnen’s　Medical　College

　　　We　measured　ventricular　volumes　from　cineangiograms　in　72　patients　with　visceroatrial

heterotaxy　syndrome　before　intracardiac　operation，　and　evaluated　the　influence　of　anomalous

pulmonary　venus　return（APVR）on　ventricular　volumes．　Patients　with　single　ventricle　were

excluded．　We　divided　the　patients　into　three　subgroups；patients　with　common　atrioventricular

canal　with　or　without　APVR（group　A，　n＝47），　patients　with　separate　inflow－tracts　to　ventricles

without　APVR（group　B，　n＝14），　and　patients　with　separate　inflow－tracts　to　ventricles　with

APVR（group　C，　n－11）．　In　group　A，　there　was　no　difference　in　the　end－diastolic　volume　of　the

ventricle　whitch　was　connected　to　the　left　atrium（LVEDVa）between　the　subgroup　AI　with

APVR　and　the　subgroup　A2　without　APVR．　There　was　also　no　significant　difference　in　the

LVEDVa　between　groups　A　and　B．　The　ratio　of　LVEDVa　to　the　end－diastolic　volume　of　the

ventricle　whitch　was　connected　to　the　right　atrium（RVEDVa）was　also　calculated．　There　was　no

significant　difference　in　the　ratio　between　group　A　and　B　and　between　subgroup　AI　and　A2．　In

group　C，　LVEDVa（80±49％N）and　LVEDVa／RVEDVa（O．37±0．19）were　significantly

smaller　than　in　group　B（142±72％Nand　O．99±0．33）．　We　concluded　that　in　patients　with

separate　inflow－tracts　to　ventricles，　altered　blood　flow　due　to　APVR　may　result　in　the　reduced

volume　of　the　ventricle　whitch　is　connected　to　the　left　atrium．
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