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解剖学的修正大血管位置異常症｛S，D，　L｝の一例

（昭和63年12月9日受付）

（平成1年7月4日受理）
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Kky　words：解剖学的修正大血管位置異常症，

　　　　　inversion

｛S，D，　L｝，両側円錐，合併奇形，　Isolated　ventricular

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　解剖学的修正大血管位置異常症＝Anatomically　corrected　malposition　of　the　great　arteries（ACM）

は心室と大血管のつながりは正常であるが，両大血管の左右関係がループの法則に適合せず，且つ，大

動脈が肺動脈の前方にあるとされている稀な疾患である．

　今回，我々の経験した症例は，situs　solitus，　d－loop，　Ventriculo－Arterial　concordanceでありながら，

両大血管はparalle1の関係を示し，大動脈は肺動脈の左上方僅かに前方に位置し，両側円錐であった．

　以上より，ACM｛S，　D，　L｝と診断した．合併奇形は，膜性部のclosing　VSD，　AR（1度），右側大

動脈弓であった．

　過去のACMの報告例を調べてみると，A・V　ConcordanceとA－V　Discordanceではそれぞれ円錐型，

合併奇形に特徴が見られた．また，ACMの成因についてはこれまでの説にあてはまらない症例が存在

し，さらに検討が必要と思われた．

　　　　　　　　　　緒　　言

　解剖学的修正大血管位置異常症＝Anatomically

corrected　malposition　of　the　great　arteries（以下

ACM）は極めて稀な先天性疾患であり，現在までの報

告を見ると，世界で数十例，本邦で十数例である．本

症の発生の詳細が不明なことから，その名称に関して

も統一されていない．

　今回，本症例の一例｛S，D，　L｝を経験したので，

従来の報告例を検討し，房室一致（A－VConcordance）

と房室不一致（A－VDiscordance）に分けてその特徴

を分析してみた．

　　　　　　　　　　症　　例

　症例：12歳，男児．

　主訴：心雑音．

　既往歴，家族歴：特記すべきことなし．

別刷請求先：（〒151）東京都渋谷区代々木2－5－4

　　　　　榊原記念病院小児科　　　　森　　克彦

　現病歴：生来健康で，S59年6月の学校健診で心雑

音を指摘されるまで，特に異常はなかった．

　学校健診後，近医受診し，某国立病院を紹介され，

精査の結果VSDこARと診断された．同年7月，当院に

精査の目的で来院した．

　入院時現症：身長144cm，体重36kgで，年齢相当．

血圧124／94mmHg，脈拍78／分，呼吸数18／分と正常．

チアノーゼはなく，肝脾腫も認めなかった．また，血

液検査の結果も総て正常であった．

　聴診では，胸骨第2～3肋間にLevine2／6度の駆出

性収縮期雑音と拡張早期漸減性雑音を聴取した．

　胸部X－P所見：内臓心房正位で，肺血管陰影はほぼ

正常．心胸郭比は45％であった（図1）．

　心陰影では，左縁第一弓が欠如し，第ニー三弓が直

線的でここに上行大動脈弓成分がある．右縁上部には

大動脈Knuckleがあり，右側大動脈弓であった．

　心電図所見：洞調律で，d－loopが推定され，肥大所

見は見られなかった（図2）．
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図1　入院時胸部X線写真
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図2　入院時心電図
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図3　大血管短軸像（AoとPAはside　by　side）

　心エコー所見：内臓心房正位，右側は右室構築，左

側は左室構築を示しdloop．大血管はside　by　side（図

3），左側房室弁と左側心室起始の大血管との間には円

錐が見られ（図4），心室中隔には膜様部中隔瘤が認め

られた．また，Doppler　echoで，　ARのflowが描出で

きた（図5）．

　診断確定のため心臓血管造影法を実施した．

　静脈性のカテーテル検査では有意の酸素飽和度の上

昇はいずれの部位でもみられず，左右短絡は証明でき

なかった．右室圧23／1mmHg，肺動脈圧16／6mmHgで

あった．

　心臓血管造影所見：図6は右側心室造影で，上段左

が正面像，同右が側面像であり，各々下段は戻りの左

側心室造影を示す．右側心室は形態学的右室構築を呈

し，肺動脈が起始し，肺動脈弁と三尖弁の間には連続

性は見られなかった．また，大動脈弁は肺動脈弁の左

上方にあり，僅かながら肺動脈弁の前方であった．図

7は左側心室造影で，左側が右前30度，右側が左前60

度を示す．左側心室は形態学的左室構築を呈し，大動

脈が起始し，大動脈弁と僧帽弁の間に連続性は見られ

なかった．右前では（図7左下），矢印のごとく膜様部

中隔瘤に一致してVSD僅かなJetが見られた．

　尚，大動脈造影では，極く軽いARが認められ，右

冠動脈は肺動脈の前方を横走していた．ARの成因と

しては，VSDは膜様部欠損で中隔瘤を形成しており原

因とは考え難く，大動脈弁の変形も考えられるが詳細
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図4　左側心室長軸像とそのMモードエコー図（大血

　管と房室弁の間にConusがみられる）
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は不明であった．

　以上より，本例は，内臓心房正位，d－loop，心房心室

一致でありながら，ループの法則に従わず，大動脈が

肺動脈の左上方僅か前方にあり，しかも両大血管下に

円錐があることからACM｛S，　D，　L｝と診断した．

日本小児循環器学会雑誌　第5巻　第2号

図6　右側心室造影（正側方向）心室一大血管の位置

　関係を示した．

図7　左側心室造影．上段：拡張期，下段：収縮期

Presented by Medical*Online



平成元年10月1日 305－（105）

　合併奇形は，膜様部の閉鎖しつつあるVSD，　AR（1

度），RAAのみであったので，患児は退院後，学校生

活を体育を含め普通に行なっている．

　　　　　　　　　　　　考　　案

　解剖学的修正大血管位置異常症＝Anatomically

corrected　malposition　of　the　great　arteries（ACM）

は，以前は解剖学的修正大血管転換症＝Anatomically

corrected　transposition　of　the　great　arteriesと呼ば

れていた．

　Van－Praaghら1）は，大血管転換とは“大血管が心室

中隔を越えて転換したもの”であり，転換していない

本症は，転換症（Transposition）ではなく位置異常症

（Malposition）と呼ぶ事を主張し，以来一般に用いら

れるようになったものである．

　解剖学的修正（Anatomically　corrected）とは，“大

動脈が前方にありながら心室と大血管の内的つながり

は解剖学的に修正されて正常なもの”の意味である．

　黒沢らは2），本症では，心室と大血管の内的つながり

は正常でも，円錐部の異常は解剖的異常であるから，

発生学的見地から円錐部の異常を含めた各称が適当で

あるとした．

　そこで，A－V　Concordanceの例は，　bulbo－truncal

inversion　in　situs　solitus　or　inversus，A－V　Discor－

danceの例には，　Isolated　ventricular　inversion　in

situs　solitus　or　inversusという名称を提唱した．表1

は黒沢らの文献より引用したもので，Malpositionと

Transposition（解剖学的修正大血管位置異常症及び大

血管転換）を分類し示したものである．左の二つ，｛S，

D，D／｛1，　L，　L｝は完全大血管転換を，右の二つ，

｛S，L，　L｝｛1，　D，　D｝は修正大血管転換，更に中央の

四つが，解剖学的位置異常症である．｛S，L，　D｝｛1，

D，L｝は，　A・V　Discordanceで血行動態的に非修正，

｛S，D，　L｝｛L　L，　D｝は，　A－V　Concordanceで血行

動態的に修正されている．

　調べ得た本症の報告例は，自験例も含めて総数58例

（本邦12例）で表23）～21）に示した．

　本例と同じA－VConcordance｛S，　D，　L｝が40例（本

邦で9例）で最も多かった．

　全体に男女差はなかった．

　A・VConcordance｛S，　D，　L｝｛1，　L，　D｝45例3）’”16）21）

の特徴を見ると，心臓の位置はDextrocardia，

Mesocardiaが多く，円錐は両側にあるものが大部分
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注TGA’5：transposlt｛on　of　the　great　arterles

　SS　　：situs　solitus．

　Sl　　　：situs　inversus．

黒沢らの文献により引用
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表2　Malpositionの報告例の検討（総数58例）

A－Vconcordance A－Vdlscordance｜）

〔SDL｝40例 〔lLD｝5例 〔SLD｝10例 〔1，DL〕3例

男女比
（♂．♀）

18：14 4　1 5　4 1　1

Heart

Poslt．on

18v。　　20（53％）

dextf。　11（29％）

meso　　　7（｜8％）

lev。　　　4（80％）

dextr。　　1（20％）

lev。　　10（100％） lev。　　　1（33％）

dextr。　　2（66％）

Conus　2）

BC　　　20（65％）

AC　　　6（19％）

pc　　　5（16％）

DC　4）　　1（3％）

BC　　　2（100％） BC　　　1（13％）

pc　　　7（88％）

BC　　　1（33％）

pc　　　2（66％）

RV
Hypopla‘a

19（51％） 3（75％） 5（63％）
記戴例

2例共normal
Atrlal

appendage

LJAA　　22（63％）

RJAA　　1（3％） RJAA　　1（50％） RJAA　　1（17％）

記載例

2例共normal

Tncusp｜d

Valve

AtreS旧　13（48％）

Hyp。　　5（｜9％）

Atresla　1（100％） Atre51a　2（33％）

Hyp・　　2（33％）

AtreSla　1（33％）

Pulmonary

Valve

AtreSla　7（23％）

Sten。Sls　16（52％）

Atresla　1（20％）

Sten。515　3（60％） Sten。Sls　1（20％） 2（66％）

VSD　3） 40（100％） 4（100％） 9（90％） 2（66％）

1）　1501ated　ventrleualar　Inversion

　も含まれている。

2）AC、　PCについてはBCの可能

　性のある症例も含まれる。

3）　その他の心内奇形としてASD

　PDA，　CoA．　Single　coronary

　artery．　Subaertlc　stenosls

　RAA　などが多い。

4）　DC（deficient　conus）　＝両

　側円錘欠如。

m（　）内百分率の分母は記載例総数

だが，報告例のなかに間違いなく肺動脈弁下円錐，大

動脈弁下円錐のみの症例も存在していた．

　合併奇形では，右室低形成，三尖弁や肺動弁の閉鎖

や狭窄，つまり右心系の異常が目立った．また，左側

心耳並列の頻度が高く，心室中隔欠損は全例に見られ

た．

　A－V　Discordance｛S，　L，　D｝｛1，　D，　L｝13例では17）～20），

心臓の位置はlevocardiaが多く，円錐は肺動脈弁下円

錐が11例の記載例中9例であった．合併奇形は，A・V

Concordanceの例よりやや頻度は少ないがやはり右

心系の異常が多く，心耳並列は右側心耳並列が8例中

1例に見られた．心室中隔欠損は13例中11例に認めら

れた．

　また，本症のVSDについては高位欠損の報告が多

く，その他の合併奇形としては，動脈管開存，心房中

隔欠損，大動脈縮窄，単一冠動脈，大動脈弁下狭窄，

右側大動脈弓が多かった．

　大血管転換症の成因については諸説があり，しかも

どの説でも説明できない症例が存在している．

　正常では，d－loopとなる過程において，肺動脈弁と

僧帽弁が左側に，大動脈弁と三尖弁が右側にある．そ

して，血行動態が修復されるように肺動脈は僧帽弁と

左室から離れ，逆に大動脈弁は左室に近づく．左側に

ある肺動脈弁下円錐は肺動脈弁を僧帽弁と左室から引

き離すように上前方に押し上げる．肺動脈弁は前上方

にある右室に接近する，この際，総動脈幹は一本の管

であるから右側にーまわった大動脈成分は左側にまわっ

た肺動脈成分の変化につれて，前方にある右室と三尖

弁から離れて後下方に傾く．右側の大動脈弁下円錐の

発育抑制あるいは吸収は大動脈弁と僧帽弁の接近に容

易にするので，大動脈弁と房室管の上心内膜床との間

に繊維性結合が生じ，それは発育して大動脈弁一僧帽

弁間と，膜様部を通しての大動脈弁一三尖弁間の繊維

性連絡となる．

　ACMの成因については，　Van－Praaghら22）の述べ

た“逆方向の捻れcounter　twisting“説が有名である．

　本症では，肺動脈弁が大動脈弁の後方から右方に，

大動脈弁は肺動脈弁の前方から左方に移動するという

もので，肺動脈弁下円錐と大動脈弁下円錐は各々肺動

脈弁と大動脈弁の移動を促すという．

　しかし，本症は必ずしも両側に円錐があるわけでは

ないし，｛S，D，　L｝の症例を見ても，　Kirklinら23）の

症例1は両側とも円錐が欠如し，Andersonら24）の症

例4は肺動脈下円錐のみである．

　従って，円錐を一次的因子と考えるより，二次的因

子とする方が妥当かもしれない．つまり，A－V　Con－

cordanceでは両側円錐iが多く，A・V　Discordanceで

は肺動脈弁下円錐が多いという事実は，本症の総動脈

幹と円錐部の発生異常及び心ループ異常の結果という

ことになる．

　奥らは21），両側円錐は胎生20～30日まで，心耳並列は

胎生27日までは正常心にも存在することから，胎生

20～27日に総動脈幹と円錐部の発生が止まれぽA・V

Concordanceの本症が生じ，大動脈弁下円錐が吸収さ

れる胎生30日以降に発生が止まると，A－V　Discor－

danceが本症な生じるのではないかと述べている．こ
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の説は，本症の円錐や心耳並列の特徴や，より早い時

期に発生の異常が起こるA－VConcordanceに心臓の

位置異常が多い事もうまく説明できる．しかし，発生

の途絶であれぽ，肺動脈弁と大動脈弁の位置が逆転す

る本症では，総動脈幹と円錐部に於ける移動を説明で

きなくなってしまう．

　最近，黒沢らは，Van　MieropのMalseptation説を

もとにしたDORVの再分類の中で，　truncal　septation

の正誤によって正常大血管群（NGA）と大血管転位群

（TGA）に分け，さらにtruncal　septumより近位部の

conus　cordisは心形成の過程でconoventricular

flangeの吸収に伴い，心房一心室正位では右前方から

右後方へ回転する事から（ttconus　cordisのmedial

shift”），このmedial　shiftが極端に欠如すると後方大

血管の右方偏位ぼかりでなく前方大血管の左方偏位，

つまりlevopositionを生じconotruncal　criss－cross

の状態となって，NGA群でTaussig－Bing奇形や

side－by－side　TGAが生じ，　TGA群でlevotransposi－

tionからSDL型のACMが生じると説明している．

この概念は漏斗部中隔の偏位や欠損との組み合わせに

より，8種類のintact　septumの存在とその近似疾患

として8種類のDORV及びTOF，　TGA，　ACM，など

を明解に説明している．また，この理論ならぽ本疾患

に高位欠損型のVSDが多い説明もつく．

　A・V　Discordanceの本症とIsolated　ventricular

inversionの異同についても議論のあるところであり，

黒沢らの概念では同じものとなるが，異なる疾患とす

る者では，肺動脈弁と大動脈弁の前後関係のみで分類

している．しかし，今回報告例で検討して見ても，前

後の差による分類は臨床的に困難であると思われ，

A・VDiscordanceの本症とIsolated　ventricular

inversionが同一疾患なのかどうかは，さらに症例を重

ねて発生学的な見地からの検討が望まれる．

　本症の形態形成を明らかにして行くためには，本症

を経験した際にはその解剖学特徴を詳細に記述し，分

析する必要があると考えられる．今回報告例を調べる

過程にても，不充分な記載例が多く，特に胸部レソト

ゲン像や心電図所見における心臓の位置，内臓心房関

係やLoop，心臓血管造影や心エコーにおける円錐型，

心耳の異常，大血管の空間的関係などの記載のないも

のや明記していないものが見うけられた．

　　　　　　　　　　ま　と　め

　ACM｛S，　D，　L｝一例を経験したので，過去の報告

例を調べ，その特徴を分析した．
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　房室一致（A・V　Concordance）の本症では，心臓の

位置の異常が多く，円錐は両側円錐が多いが，大動脈

弁下円錐，肺動脈円錐のみの症例も確かに存在した．

合併奇形では右心系の異常と左側心耳並列が多く，

VSDは全例に見られた，

　房室不一致（A－VDiscordance）の本症では，心臓

の位置は正常のものが多く，円錐は肺動脈弁下円錐が

多かった．合併奇形でやはり右心系の異常が多かった

が，心耳並列は一例のみであった．VSDは全例ではな

いがほとんどの例に見られた．

　以上の事より，A・V　ConcordanceとA－V　Discor－

danceのACMは，発生段階において時期的に差があ

る可能性が示唆された．

　また，A－V　DiscordanceのACMとIsolated
ventricular　inversionの異同については，肺動脈弁と

大動脈弁の前後関係のみで区別するのは臨床的に困難

であり，発生学的にも，A－V　DiscordanceのACMの

円錐は，Isolated　ventricular　inversionと同じ肺動脈

弁下円錐が多く，両半月弁の前後関係が逆であること

の説明が困難であり，同一な疾患とするのが妥当では

ないかと思われた．

　稿を終わるに当たり，御校閲いただきた東京女子医科大

学付属日本心臓血圧研究所小児科助教授，安藤正彦先生に

深謝致します．

　尚，本論文の要旨は，昭和61年11月16日，第48回日本小児

学会埼玉地方会にて発表した．
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ACIinical　Case　of　Anatomically　Corrected　Malposition　of　the　Great　Arteries（S，　D，　L）

Youichiro　Maruyama＊，　Katsuhiko　Mori＊＊，　Yasuo　Murakami＊＊，

　　　　　　　　　Kan　Tohyama＊＊and　Shigekazu　Mimori＊

　　　　＊Department　of　Pediatrics，　National　Deense　Medical　College

　　　＊＊Department　of　Pediatrics，　The　Sakakibara　Heart　Institute

　　　Anatomically　corrected　malposition　of　the　great　arteries（ACM）is　a　rare　congenital　heart　disease．

In　this　disease，　the　connection　between　ventricle　and　great－vessel　is　normal，　but　both　spatial　relation・

ship　the　great　arteries　is　not　fit　to‘‘rule　of　loop”and　Aorta　is　front　of　Pulmonary　Artery．　The　heart　of

our　case　showed　situs　solitus，　d・loop　and　ventriculo－arterial　concordance，　but　both　great－vessels　are

parallel　and　the　aorta　was　situated　at　left－upward　and　slightly　front　of　pulmonary　artery．

Furthermore，　his　heart　had　bilateral　conus．　With　above　results，　our　case　was　made　diagnosis　of　ACM

（S，D，L）．　Our　case　also　had　associated　anomalies　of　closing　membranous　VSD，aortic　regargitation（1st

degree）and　right　aortic　arch．

　　　Reviewing　past　cases　of　ACM，　A－V　Concordance　and　A－V　Discordance　had　characteristic　conus

type　and　were　associated　with　anomaly　each　to　each．

As　there　were　cases　left　which　can　not　be　conformed　to　past　theories，　we　propose　that　further

investigation　upon　anatomical　and　physiological　cause　of　ACM　should　be　required．
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