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【症例報告】

右上大静脈欠損，左上大静脈遺残，unroofed coronary sinusを
合併した不完全型房室中隔欠損症の一成人例
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旨

Unroofed coronary sinus (URCS) は，冠静脈洞と左房の間の共通壁が欠損するまれな疾患であ
り，左上大静脈遺残 (PLSVC) が合併する場合は右左短絡によるチアノーゼを生じる．また，PLSVC
は房室中隔欠損にたびたび合併することは知られているが，右上大静脈欠損を伴うことは極めてま
れである．今回我々は，右上大静脈欠損，partially URCSおよびPLSVCを合併し，肺高血圧を伴っ
た内臓心房正位の不完全型房室中隔欠損症の成人例に対して修復術を施行した．症例は 48 歳女性．
以前から心雑音を指摘され，労作時の呼吸困難や動悸を自覚していたが放置していた．勤務先の健
診で胸部レントゲン上の心拡大を指摘されて受診し，心エコー，MDCT，心臓カテーテル検査によ
り上記の合併異常と診断，房室中隔欠損修復とともに冠静脈洞の自己組織による再建が行われた．
術後経過は良好で，自覚症状は劇的に改善している．
キーワード： absent right superior vena cava, persistent left superior vena cava,

unroofed coronary sinus, partial atrioventricular septal defect

中隔欠損を認め精査を目的に当科に入院となった．

緒 言

入院時所見；身長156.0cm，体重55.6kg

Unroofed coronary sinus (URCS) は左上大静脈

軽度チアノーゼあり 経皮的酸素飽和度92%

遺残 (PLSVC) を合併することが多いが，右上大静
脈欠損を伴うことは極めてまれである．今回我々

脈拍70回／分・整，胸部聴診上II音は軽度亢進し

は，これらの静脈還流異常に加え肺高血圧を合併し

固定性分裂を認めた．また，胸骨左縁第 2 肋間に最

た不完全型房室中隔欠損症の内臓心房正位の成人

強点を有する Levine III/VI の収縮期駆出性雑音を

女性に，房室中隔欠損症修復に加え，自己組織によ

聴取した．
明らかな肝・脾腫は認めなかった．

る冠静脈洞の reroofing を行い良好な結果を得たの
で報告する．

術前検査所見
症 例

胸部X線所見；心胸郭比71%で，左右第2弓の著明な

症例；48歳 女性

突出と肺血管陰影の拡張所見を認めた．気管気管支

主訴；労作時呼吸困難

分岐の異常を認めなかった (Fig.1a)．

既往歴；中学生の時に肺炎が重症化した．
家族歴；特記すべきことなし

室ブロック (PQ 間隔 0.38 秒 ) 不完全右脚ブロック

心電図；正常洞調律88回/分

左軸偏位 (-140°) I°房

摘された．高校生のころから心雑音を指摘されてい

(QRS間隔0.10秒)
心エコー検査；単心房に近い大きな一次孔欠損と左

たが放置していた．また，以前から労作時の息切れ

側房室弁前尖の裂隙が存在した．軽度〜中等度の両

を自覚しており階段の昇降などは他人と一緒には

側房室弁閉鎖不全があり，右側房室弁逆流の最大流

不可能で常に自己のペースであった．今回勤務先の

速は 4.4m/ 秒と肺高血圧が示唆された．左房内に異

健診の胸部レントゲンで異常心拡大を指摘され診

常隔壁を認めたが流入血流の加速は認めなかった．

断書提出を義務づけられたために当院を受診，外来

50mmを超える著明な主肺動脈の拡張を認めた．
MDCT検査；肺動脈は径53mmと著明に拡大してい

現病歴；中学時代の肺炎での入院の際に心拡大を指

での心エコー検査で肺高血圧を伴う不完全型房室
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a b
Fig.1 Chest X-ray
a: Preoperative chest X-ray
b: Post operative chest X-ray

た．右上大静脈 (RSVC) が欠損し PLSVC を認めた

保護液の還流液は左房の tunnel 内から湧出した．

が，coronary sinus は左房の途中で途絶えていた．

URCSの修復は，共通肺静脈と左房間の異常隔壁を
下方に切開して交通孔を広げつつ翻転して左房後
壁と縫合することでreroofingをおこない，心房の分
割ラインまで LSVC を延長し coronary sinus の終末
部および coronary sinus ostium を作製した．左側
房室弁前尖の裂隙を閉鎖後，自己心膜にて一次孔欠
損を閉鎖したが，後下縁は左側房室弁の弁尖の一部
と作製した coronary sinus ostium の縁を自己心膜
と連続縫合して，LSVC が右房に還流するようにし
た (Fig.4)．拡大していた三尖弁は部分的な弁輪縫縮
と前尖・中隔尖間の交連閉鎖を行い逆流を阻止した．
人工心肺からは順調に離脱し肺動脈圧も低下し
ていた．

左右肺静脈が合流して共通肺静脈を形成し，左房と
の間に異常隔壁を認めたが比較的大きな交通孔が
存在した (Fig.2,3)．内臓の位置異常や脾臓の数の異
常は認めなかった．
心 臓 カ テ ー テ ル 検 査；肺 高 血 圧 ( 平 均 肺 動 脈 圧

35mmHg) を認め，同時圧での肺体血圧比は 0.61，
肺血管抵抗は 5.7 単位・m2，肺体血管抵抗比 0.14 で
あった．右房での酸素飽和度のステップアップと左
房での低下を認めた (Table1)．肺体血流量比は 2.2
であった．
造影では，左上大静脈 (LSVC) の左房還流が確認
された．房室弁逆流は両側ともI度，左室拡張末期容
積 98% of normal (86.1ml/m2)，右室拡張末期容積

217% of normal (196.2ml/m2) であった．

術後経過
術当日に抜管され 2 日目に ICU から一般病棟に帰

手術所見

室した．術後心膜炎による心のう液貯留のためステ
ロイド治療を要したが，改善して術後26日目に退院

胸骨正中切開で到達．径5mm程度のRSVCの痕跡

した．

と，50mmを超える太い主肺動脈に圧排されたLSVC
を確認した．左右の心耳形態は正常であった．

術後検査

上行大動脈送血，LSVC・下大静脈脱血の人工心
肺心停止下に右房切開した．30x40mm の大きな一

術後8カ月時の外来では，労作時の息切れの軽快と

次孔欠損と主たる左房から共通肺静脈につながる

チアノーゼの消失を認め，酸素飽和度は97%，胸部

30x25mm の交通孔，および左側房室弁前尖の裂隙
を認めた．左房後壁には LSVC からつながり左側房
室弁の弁輪の近傍に形成された tunnel の前壁を認

レントゲン上 CTR は 57% と縮小していた (Fig.1b)．
心電図では術前同様正常洞調律で左軸偏位と I° 房室
ブロック，不完全右脚ブロックを示した．

めたが途中で途絶えており，partially URCSと思わ

心エコー上，両側の房室弁逆流はともに軽度に軽

れた．右房側にcoronary sinus ostiumはなく，心筋

減した．右側房室弁逆流の最大流速は術前の 4.4m/
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秒から2.4m/秒と低下し肺高血圧も改善した．

reroutingされておりURCSも修復されていた．拡大
していた主肺動脈は38mmまで縮小した (Fig.5)．

MDCT で は reroofing に よ り LSVC は 右 房 ま で
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Fig.2 Preoperative MDCT (axial image).
a: Image showing the dilated MPA and flattened LSVC
b: Image showing positional relation of LSVC and LA and CPV
c and d: Image showing partially unroofed terminal portion of coronary sinus
e: Image showing large RA and LA
Aao: ascending aorta MPA: main pulmonary artery CPV: common pulmonary vein
URCS: unroofed coronary sinus
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Fig.3 Preoperative MDCT (volume rendering image).
a: Image from posterior to anterior showing LSVC connecting to LA and CPV located superiorly to LA
b: Image from anterior to posterior showing RAA and LAA and LA
RUPV: right upper PV LUPV: left upper PV RLPV: right lower PV LLPV: left lower PV
RAA: right atrial appendage LAA: left atrial appendage
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Table 1 Data of cardiac catheterization

Site

Pressure(mean)(mmHg)

LSVC
RA
IVC
RV
Main PA
Right PA
Left PA
LA
Right PV
LV
Aao

(8)
(7)
(7)
66/ - /EDP9
60/25 (35)
63/26/(37)
62/26(37)
(6)
(8)
136/ - /EDP9
116/90(100)

O2 Sat. (%)
64
81
74
85
87
85
88
80
96
89
89

RA: right atrium, IVC: inferior vena cava, RV: right ventricle,
PA: pulmonary artery, PV: pulmonary vein, LV: left ventricle,
EDP: end diastolic pressure, Aao: ascending aorta

rudimentary
RSVC

PLSVC

orifice between common
PV and LA

partially unroofed terminal
portion of CS

(a)
incison of abnormal
septum

reconstructed terminal
portion of CS

(b)
neo-CSO

(c)
autologous pericardium
Fig.4 Operative schema
(a) Incision of abnormal septum to extend the terminal portion of CS
(b) Reconstruction of the terminal portion of CS and creation of neo-CSO
(c) Closure of ostium primun with the autologous pericardial patch to leave CS rightward
CSO: coronary sinus ostium
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Fig.5 Postoperative MDCT (axial image).
a: Postoperative image showing MPA and enlarged LSVC
b~e: Postoperative image showing reconstructed CS
f: Image showing neo-CSO
CS: coronary sinus

考 察

一部を切開して肺静脈管と左房の交通孔拡大をし

URCSは，胎生期に左側静脈洞と心房の間にある
left atriovenous fold の形成不全により，coronary
sinus と 左 房 の 共 通 の 壁 が 欠 損 す る 疾 患 で あ り，
Quaegebuer ら 1)により最初に報告された．Kirklin
ら 2) は，内臓心房錯位を除く URCS を以下に分類し
て い る．Type 1: completely URCS with PLSVC,
Type 2: completely URCS without PLSVC, Type
3: partially unroofed midportion of coronary
sinus, Type 4: partially unroofed terminal of
coronary sinus
本症例は Type 4 と考えられた．また，Kirklin ら
は，同時にType 1のURCSが存在すると肺静脈管と
左房の癒合は通常より上方でおこり，時にその交通
孔の軽度から中等度の狭窄を伴うとしている．著者
は，2012 年に不完全型房室中隔欠損症に Type 1 の
URCS と三心房心様の左房内異常隔壁を合併した
内臓心房正位の 5 歳女児の手術例を経験し，翌年日
本小児循環器学会雑誌に報告した 3)．内臓心房正
位，房室中隔欠損，URCS，PLSVC，左房内隔壁と
いう解剖学的特徴が，本症例と類似していた．5 歳
女児例では異常隔壁による左肺静脈狭窄を認め隔
壁の切除による狭窄解除を行ったが，本症例では隔
壁による狭窄を生じてはいなかった．しかし隔壁の

つつ coronary sinus 終末部の再建に利用した．2 症
例ともにcoronary sinus ostiumを欠損していたが，

coronary sinus の終末部の roof の欠損と心房の一次
孔欠損が合併すれば coronary sinus ostium は形成
されないのかもしれない．Ootakiら4)は内臓心房正
位で URCS を有する 11 例の手術例をまとめて報告
しているが，8例でPLSVCを合併し，その8例中3例
は房室中隔欠損症を合併していた．また，11 例中
3例に三心房心を合併し隔壁切除が行われ，うち1例
は房室中隔欠損症を合併している．また，吉原ら 5)
は，内臓心房正位でURCSと冠静脈洞口閉鎖を合併
した 5 例のまとめを報告し，4 例に PLSVC を合併
し，うち 1 例は房室中隔欠損症であった．三心房心
や左房内異常隔壁に関する記述は認めていない．
Kirklin らは，unroofed coronary sinus syndrome
の合併奇形として房室中隔欠損症は最も一般的で，
さらに PLSVC と三心房心の間には少なくとも特
定の症例の中では明らかな関連があると述べてお
り，これら 4 つの疾患には発生学的な関連が示唆さ
れる．同一施設から複数の合併例の報告を認めるこ
とから，報告されない多数の症例の存在が考えら
れる．
三心房心は右房ないし左房が異常隔壁により
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二分された心奇形であるが，三心房心の発生機序と

結 語

して，①一次中隔の発生異常とする Malseptation

内臓心房正位で右上大静脈欠損，URCSとPLSVC，

説，② 総 肺 静 脈 と 原 始 左 房 の 結 合 異 常 と す る

肺高血圧を合併した不完全型房室中隔欠損症の成

Malincorporation 説，③総肺静脈と原始左房間の
ostium が他の組織に entrapment されるために結
合が障害されるという Entrapment 説，④ LSVC と
原始左房が衝突して異常隔壁ができるとする
Impingement 説の 4 つの仮説がある 6)．しかし，い
ずれも単独でこの病態を説明しうるものではない．
長津 7) は URCS を伴う例は Impingement 説で説明
しやすいとしている．本症例は，三心房心の合併を
認めなかったが，左房内異常隔壁による肺静脈管と
左房間の交通孔が狭ければ三心房心となる可能性
もあったと考えられ，URCS と PLSVC を合併する
症例では，心エコー，心臓カテーテル検査にMDCT
を加えることにより潜在的三心房心の存在を検討
する必要があると思われた．
また，URCSとPLSVC，房室中隔欠損の合併例に
本症例と同様の右上大静脈欠損例1例8)，下大静脈欠
損例 2 例 9,10)，他に右上大静脈および下大静脈欠損
例 1 例 11) の報告があるが，内臓心房正位であること
が明示されているのは下大静脈欠損例の 1 例 9) のみ
であった．
LSVC の rerouting に関しては右上大静脈欠損を
合併する本症例では閉塞のリスクのない再建法が
必須である．Type 1のURCSでは，①冠静脈洞の前
壁を作製する reroofing 法はその技術的な困難さと
肺静脈閉塞発生のリスクから近年は推奨されず 2)，
②心房中隔の偏位により 2)，あるいは単心房の場合
に心房の分割と同時に心房内で血流転換する方法 9)
と，③心臓外 5,12) で右上大静脈あるいは右心房への
バイパスをする方法が報告されている．本症例で
は，左房の中間点までLSVCのtunnelは形成されて
おり，左房内異常隔壁を切開した部分と左房後壁を
合わせることにより容易に自己組織による tunnel
の 延 長 と coronary sinus ostium の 作 製 が 可 能 で
あったためreroofing法を採用した．また，LSVCを
右房に還流させ，かつ刺激伝導路障害の発生予防の
ために左側房室弁の一部と作製した coronary sinus
ostiumの縁を自己心膜との縫合線とした．

人例に対し一期的に心内修復を行い良好な結果を
得た．
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Surgical correction of absent right superior vena cava with
persistent left superior vena cava draining to an unroofed
coronary sinus in adult patient with partial atrioventricular
septal defect: A case report
Takashi Ono1), Shigehiro Morishima1), Makoto Nakazawa2)
1)
Department of Pediatric Cardiovascular Surgery and
2)Pediatric and Lifelong Congenital Cardiology Institute,
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Abstract

Unroofed coronary sinus (URCS) is a rare cardiac anomaly in which the common wall
between the coronary sinus (CS) and the left atrium is absent. Although it is known that a
PLSVC often is associated with atrioventricular septal defects (AVSDs), the occurrence of an
absent right superior vena cava in combination with a PLSVC in patients with situs solitus is
extremely rare.
We recently performed a total correction in an adult patient with situs solitus who had
absent right superior vena cava, a partial AVSD, URCS, and PLSVC, complicated with pulmonary hypertension (PH).
The patient was a 48-year-old woman who was referred to us because of marked cardiomegaly. She had found to have heart murmur since her childhood, and has had shortness of
breath and palpitation on exertion, but she has never had any further medical examination. She was diagnosed with the above-mentioned complex anomaly using a combination of
echocardiography, multi-detector computed tomography, and cardiac catheterization. Since
the data showed high flow PH, we performed total repair consisting of AVSD repair and
reconstruction of CS with autologous tissue. Postoperative course has been uneventful.
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