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Review

Heterotaxy（内臓心房錯位）
の外科治療
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Heterotaxy syndrome, especially a right atrial isomerism, is generally associated with complex cardiac malformations,
including a total anomalous pulmonary venous connection and regurgitation of the common atrioventricular valve, which
had been the major surgical risk during early infancy. During latest three decades, better surgical outcomes from palliative
surgery for heterotaxy syndrome were obtained due to various morphological knowledge, a developed open heart surgery
system, and the development of procedures. As a result, mortality involving the modiﬁed Fontan operation dropped since
the 1990s. In limited patients with well-balanced ventricles, the reasonable long-term results of biventricular repair have
gradually been elucidated. Nevertheless, further improvement is needed because surgical treatment of heterotaxy is the
most difﬁcult among the congenital heart diseases.
要

旨

この 30 年あまりにおける形態学的知見の積み重ねと開心補助手段，術式開発などの進歩により，heterotaxy
syndrome の主たる危険因子である総肺静脈還流異常，房室弁逆流などに対する外科治療，および最終手術として
の Fontan 手術で大きな成績向上がみられている．一定の条件を有する例に対する biventricular repair についても比
較的良好な長期予後が明らかになりつつある．それでも高度の心形態異常を伴う heterotaxy に対する外科治療は
現在，先天性心疾患に対する外科治療の中で最も成績不良の領域であり，heterotaxy に対する治療体系を確立す
るためには，今後も個々の症例における心形態学的知見に基づいた詳細な把握と長期予後を含めた臨床研究，疾
患概念の確立，そしてまだ十分には解明されていない刺激伝導系や冠血流路などの検索，遺伝子的探索研究など
をさらに発展させる必要がある．

はじめに
近年における診断技術，内科的・外科的治療技術，

び病態における variation が大きく，また，新生児・乳
児期早期に緊急手術としての姑息的開心術が必要にな
る例もあり，全体を定型的手術で体系化・標準化する

体外循環技術，および術後管理技術などの急速な進歩

ことが困難な点にある．また，疾患群としての概念自

に伴い，多くの先天性心疾患に対する外科治療法は各

体にも議論が残されており，個々の症例における形態

種の術式開発と体系化が進み，治療成績は著明に向上

と血行動態の特徴を共通の terminology で表現するこ

した．その中で heterotaxy syndrome に対する外科治療

とが難しい点もあげられる．同様に極めて成績不良で

成績も大きな改善がみられているものの，現在なお，

あった左心低形成症候群に対する外科治療が近年急速

治療成績は満足できるものではない．最大のポイント

に向上しつつあり，heterotaxy は現在でもやはり最も

は，どの疾患群よりも個々の症例における心形態およ

成績不良の疾患群と考えられる．本稿では heterotaxy
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に対する 30 年あまりにおける外科治療の経緯を振り

初期手術として合併する心疾患の状態に応じた種々の

返って，これまでの外科治療経験から得られた知見を

姑息手術や段階的手術としての準備手術が必要になる

交えて review したい．

ことが多い．
PA/PS 合併例には乳児期早期に BT シャントなどの

heterotaxy の定義と nomenclature

体肺動脈短絡術
（systemic-pulmonary shunt: SPS）が必要
に な る こ と が 多 い が 8），PA coarctation，non-conﬂuent

先天性心疾患と内臓異常の合併例の最初の報告 1）は

PA，主要体肺動脈側副血行路（major aorto-pulmonary

1793 年にみられ，1955 年，Ivemark は脾臓の無形成

collateral artery: MAPCA）
などの肺動脈形態異常を伴う

を伴う心疾患を asplenia syndrome として報告してい

ことも少なくなく，同時に，あるいは段階的に肺動脈

る ．また，1962 年，van Mierop らは heterotaxy を臓

再建術が必要になることがある．また，段階的 Fontan

器の左右分化の異常に伴う右側相同
（right isomerism），

手 術 の 前 段 階 と し て， 両 方 向 性 Glenn 手 術（Bi-

左側相同
（left isomerism）の概念としてとらえ ，その

directional Glenn shunt: BDG）
も応用される．

2）

3）

後，心房，腹部臓器のみならず気管分岐にも相同があ

Right isomerism に対する外科治療で死亡に関連する

4-6）

．それらの臓器相同間は

二大危険因子は TAPVC と房室弁逆流であるとされて

必ずしも一致するものではなく 7），heterotaxy の疾患

いる 9）．特に CAVV の逆流（CAVVR）に対しては弁形

概念，および nomenclature に関してはいまだに議論の

成が必要になることが多く，形成手技は弁葉縫合，二

あるところである．

弁化，弁輪縫縮など，種々の形成手技が報告されてお

ることが報告されている

ここでは心疾患に対する外科治療を考えるうえで，

り 10-12），弁尖と弁下組織の状態によって個々に選択・

heterotaxy syndrome を atrial isomerism の概念に沿って

応用する難しさはあるが，近年における heterotaxy の

right isomerism，left isomerism と表現することにする．

治療成績向上に大きく関与している．通常，mild 程

お お む ね 無 脾 症・ 多 脾 症 は right isomerism・left

度の逆流は Fontan 手術や BDG と同時に行えば心室容

isomerism に 相 当 し，atrial situs は お お む ね bronchial

量負荷軽減効果により術後には逆流の減少ないし消失

situs と一致すると考えられているが，atrial situs は必

が期待できる場合もあるが，heterotaxy の CAVV は構

ずしも visceral situs や bronchial situs と完全に一致す

造的に通常の AVSD と異なり，BDG や Fontan 手術後

るものではなく，今後のこの領域の診断法，治療法の

にも残存して予後不良因子になり得るので，Fontan 手

確率を目指すうえで，heterotaxy の可能性がある疾患

術や BDG 時に弁形成を追加したほうがよいという意

に対する臨床診断に際しては，心疾患のみならず，今

見が多い．また，有効な弁形成ができなかった場合は，

後もなお術前には気管支と脾臓の形態を検討し，術中

機械弁による弁置換を行っても必ずしも Fontan 手術

においては両側の心耳形態などをできるだけ内外から

到達や長期予後への危険因子にはならない．通常，

観察し，記録にとどめる必要がある．

CAVV では大きなサイズの人工弁置換が可能ではある
が，過大な人工弁は cardiac output の少ない Fontan 循

heterotaxy に対する姑息的準備手術
1. right isomerism

環の中では，特に安静にしている術後急性期に血栓弁
を生じる危険があるので，biventricular repair の場合よ
りも 1 サイズ小さめを選択する．

Right isomerism で は 多 く が 肺 動 脈 閉 鎖（pulmonary

TAPVC を伴う例では必ずしも全例が新生児・乳児

atresia: PA）ないし肺動脈狭窄
（pulmonary stenosis: PS）

期早期に TAPVC 修復術が必要になるものではないが，

を有し，完全大血管転位
（complete transposition of great

肺静脈閉塞を伴う場合には早期手術として対応する必

arteries: GA）
，両大血管右室起始
（double outlet right

要がある．通常の TAPVC と比べて肺静脈形態は多彩

ventricle: DORV）
，房室中隔欠損
（atrioventricular septal

で，混合型も少なくなく，吻合方法には工夫を要する．

defect: AVSD）
ないし共通房室弁
（common atrioventricular

また，通常の TAPVC の場合とは異なり，肺静脈と吻

valve: CAVV）
，低形成心室などを伴う単心室型房室結

合 す る 心 房 壁 は 形 態 的 右 房 で あ る の で trabecular

合異常を呈することが多い．また，半数近くが総肺静

muscle が隆盛で，muscle bridge が吻合口を跨ぐ場合も

脈還流異常
（total anomalous pulmonary venous connection:

あり，術後に肺静脈狭窄を来しやすい．外側から吻合

TAPVC）を合併例し，合併しない例でも肺静脈が共通

する場合でも心房壁の内側を確認しながら縫合を行

心房の中央部に近接して位置し，共通肺静脈口を形成

い，できるだけ心房内側から吻合状態を確認すること

するなどの静脈心房結合異常がみられる．
したがって，

が勧められる．従来，新生児・乳児早期に姑息的開心
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術として行う TAPVC 修復の成績は極めて不良であっ

connection
（APC）型手術の成績は non-heterotaxy と比較

たが，近年の左心低形成症候群に対する姑息的開心術

し て 著 明 に 不 良 で あ っ た． そ の理 由 の 一 つ と し て

である Norwood 手術の成績向上に伴い，改善してき

heterotaxy における肺静脈心房接合異常があり，パッ

ている．特に PA 合併例では SPS の代わりに心室 -PA

チを用いた心房分割法に起因する肺静脈閉塞が主たる

シャントを応用する工夫も可能である．

要因であったと思われる 21）．1988 年には de Leval ら
の lateral tunnel による TCPC 手術と Humes らによる

2．left isomerism

心房内，あるいは心外に人工血管を用いる Fontan 手

一方，left isomerism では right isomerism と比べると

術 22）が報告され，以後，Fontan 手術成績は大きく向上

軽症疾患から重症疾患までの variation が大きく，治療

した 23）．特に心外型の Fontan 手術は前述の心房分割

の必要のない例 13）やペースメーカ植込み手術時に left

に よ る 肺 静 脈 還 流 障 害 を 全 く 生 じ な い 点 か ら，

isomerism が診断された例などもある．全体でみると

heterotaxy に対する Fontan 手術術式としては最適な術

半数以上が azygos continuation を伴う下大静脈
（inferior

式と考えられる．国立循環器病研究センターで 2010

vena cava: IVC）
欠損や両側上大静脈
（superior vena cava:

年までに行った Fontan 手術 412 例（うち heterotaxy は

SVC）， 部 分 肺 静 脈 還 流 異 常（partial anomalous

136 例）で解析すると，心外型 Fontan 手術導入前にお

pulmonary venous connection: PAPVC）
や TAPVC などの

ける heterotaxy の生存率は non-hetrotaxy に比べて有意

静脈心房間接合異常，そして AVSD，心室中隔欠損

に低値であったが，1995 年以降の導入後には差がな

（ventricular septal defect: VSD）などの中隔形成異常を

くなっている．しかしながら，Fontan 手術にたどり着

有し，約 1/3 が TGA ないし DORV などの心室大血管

けなかった例を含めると，non-heterotaxy に比べてい

接合異常を有している ．また，特徴的に房室伝導障

まだに heterotaxy の Fontan 到達率は低値に留まってい

害が多くの例でみられる 15, 16）．

るものと推測される．近年では胎児期，新生児期に多

14）

Left isomerism では高肺血流量に対する肺動脈絞扼

くの心疾患の診断が可能になっているが，Fontan を目

術
（pulmonary artery banding: PAB）
が必要になる例が少

指した準備手術としての TAPVC 修復，CAVVR に対

なくないが，AVSD 合併例では特に大動脈弁下狭窄を

する形成術のさらなる成績向上が課題と考えられる．

来しやすい特徴がある．また，IVC 欠損例に対する

また，刺激伝導系に variation がある heterotaxy では，

total cavo-pulmonary shunt
（TCPS: Kawashima operation）

Fontan 手術における心房操作による洞結節などへの侵

の術後では肝静脈（hepatic vein: HV）以外の体静脈をす

襲が加わる可能性があり 24），heterotaxy における電気

べて肺動脈に還流させる独特の肺血流となり，肝静脈

生理学的検索も課題として残されている．

17）

血が肺動脈に流入しないことに起因すると考えられる
肺 動 静 脈 瘻
（pulmonary arterio-venous malformation:
PAVM）の発生が高頻度にみられる．PAVM に対する
対処として，早期の Fontan 手術への転換が勧められ

heterotaxy に対する biventricular repair
（BVR）
Heterotaxy の中でも大きさ，機能共に良好な 2 つの

るが，HV-azygos vein anastomosis などの対処法が報告

心室と 2 つの房室弁，ないし共通房室弁を有するもの

されている 18-20）．

については BVR が可能である．すでに 1960 年代か
ら 1970 年 代 に か け て left isomerism 例 や right

heterotaxy に対する Fontan 手術

isomerism に対する機能的修復手術の症例報告 25-27）が
散見され，1978 年には right isomerim に対する解剖学

Fontan 手術の適応条件は heterotaxy の有無にかかわ

的修復手術の症例報告 28）がみられる．以後，内外から

らず同じであり，heterotaxy では primary Fontan 手術

いくつかの heterotaxy に対する BVR の成績に関する

が可能な形態と病態を有する例は稀で，多くは Fontan

報告がみられ 29-32）長期生存例での良好な状態も報告さ

手術を目指した姑息的準備手術が必要である．1980

れている 33）．

年代頃まではもともと Fontan 手術の条件を有してい

Left isomerism では半数以上の例で BVR が可能な心

た稀な例や，初期手術を耐え抜き，条件を獲得できた

室形態条件を有していると考えられるが，洞結節機能

例のみが Fontan 手術の対象となっており，特に新生

不全によるペースメーカ植込みの危険性が高く，left

児期に初期手術が必要であった例の Fontan 到達率は

isomerism の AVSD 修 復 手 術 後 に は subaortic stenosis

数％にとどまっていた．さらに当時は Fontan 手術に

の発生頻度が non-isomerism 例よりも高く，肺高血圧

た ど り 着 い た heterotaxy に 対 す る atrio-pulmonary

の 発 生 頻 度 が 高 い と の 意 見 も あ る． 一 方，right
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isomerism では単心室型房室結合異常合併例が多いた
め BVR 可能な心室条件を有する例は数％以内で，特
に primary deﬁnitive repair として BVR が可能な例は極
めて稀である．近年では予後に関する報告もみられ，
長期生存例における予後は良好とされている．近年で
は新生児・乳児早期に診断が可能になり，手術成績が
向上した Fontan 手術を目指した治療戦略が早期から
とられるようになった結果，BVR 例は減少している
ものと考えられる．
国 立 循 環 器 病 研 究 セ ン タ ー で は 開 設 以 来，right
isomerism 225 例，left isomerism 95 例，合計 335 例の
heterotaxy に対する外科治療を行ってきたが，そのう
ち right 14 例
（6 ％）
，left 49 例（52 ％）に BVR を 行 い，
そのうち right isomerism の 1 例では右室を体心室にす
る機能的修復手術であった．手技上，heterotaxy 全体
に共通する一つの特徴として，
心房心室関係に加えて，
種々の variation が見られる体静脈，肺静脈形態に関連
して，心房分割には静脈心房接合異常の形態に応じた
個々の工夫が必要である29, 31）．心室内操作では AVSD，
DORV，VSD に対する手技を応用し，心室大血管関係
の異常に対しては心室内血流転換や Rastelli 型手術な
どを応用し，5 例では double switch 様の手術を行って
いる．MAPCA に対する uniforcalization を含む肺動脈
再 建 を 要 し た 例 34）や，common ventricle の 成 人 例 で
septation で対応した例 35）も含まれている．これらの
right isomerism に対する BVR 例は，形態的に BVR が
行える条件を十分そなえた稀な例が半数，残りの半数
は乳児期早期の死亡を免れたものの肺高血圧合併など
により Fontan 手術の適応が失われた状態にあった年
長児に対する challanging な手術として行った例であ
る．Fontan 手術に向けた早期からの治療成績が向上す
るにつれて 1998 年以降に right isomerism の BVR 例は
ない．
ま と め
今後も臨床研究としての病態解析研究は重要で，特
に BVR 例と Fontan 手術例両者の長期にわたる予後研
究 を 継 続 す る 必 要 が あ る． ま た， こ れ か ら の
heterotaxia に対する外科治療のおいては，なお形態学
的，発生学的見地に基づいた心形態の詳細な把握と臨
床記録を積み重ねるとともに，まだ十分には解明され
ていない刺激伝導系や冠血流路の検索，遺伝子的探索
研究などをさらに発展させることも重要と考えられ
る．
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