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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　妊娠マウスにレチノイン酸を投与することにより完全大血管転換症（TGA）の動物モデルを作成し，

形態学的特徴を分析した．

　妊娠マウス体重あたり70mg／kg投与群では，胎仔45匹中35匹（78％）にTGAを認め，うち心室中隔

欠損（VSD）のないもの15例，　VSDを合併したもの20例であった．その他の心内奇形としては，心室中

隔欠損症単独，両大血管右室起始症，総動脈幹残遺症，ファロー四徴症，大動脈弁閉鎖症がみられた．

また合併奇形として大動脈弁のnon－facing　cuspの低形成や，大動脈弓離断症，右鎖骨下動脈起始異常等

の大動脈弓の異常が高頻度にみられた．

　以上の結果より，この実験系はTGAの形態形成を研究する上で有用であると考えられた．

　　　　　　　　　　緒　　言

　完全大血管転換症（TGA）の形態形成は古くから研

究され，多くの仮説が提唱されてきた1）～5）．ヒト胎児正

常心および奇形心の標本の観察から，Van　Praaghら

は大動脈弁下円錐の過度の発達もしくは肺動脈弁下円

錐の吸収によりTGAが形成されるものと推論し

た5）．また，Van　Mieropらは左右の動脈幹隆起の代わ

りに間入性動脈幹隆起が中隔形成に関与することに起

因するとの仮説を述べている1）2）．

　動物モデルを用いて胎仔の心臓を直接観察した研究

としては，岡本ら，浅見らの報告が知られている6）一’°）．

このモデルでは交配後8日目の母獣ラットに中性子を

照射することにより，その胎仔の約10％にTGAが誘

発される，岡本らは，その13～14日目胎仔の観察例の

なかに一対の円錐隆起と一対の動脈幹隆起の連続の方

向が正常と逆になっている所見を認め，それがTGA

のprototypeではないかと推論した6）7），また一方で，
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浅見らは同じモデル系の観察から，心ループの形成異

常が先ず起こり，これに基づき右室から大動脈への通

路が残存した結果，TGAが出現するものとの作業仮

説をたてた9）1°）．しかしTGAが高率に発生する動物モ

デルが確立されていなかったため，発生時に本症が形

成されていく過程について，経時的観察を詳細に行っ

たデータは得られていない，

　ビタミソA誘導体のレチノイン酸（all・trans

retinoic　acid，　RA）はteratogenとして，顔面および

心血管奇形を誘発することでよく知られている11）12）．

鶏歯類におけるRA誘発による奇形については，いく

つかの報告があり13｝～19），母獣に投与する妊娠日齢によ

り胎仔に誘発される奇形のタイプが異なる．心奇形の

例としては，Taylarは交配後8日目のハムスターの母

獣にRAを経口投与することにより，胎仔の約14％に

TGAが発生すると報告している15）．マウスを使用し

た系では，Davisらは交配後8～9日目（plug　day＝

day　1）の母獣に78mg／kgのRAを経口投与し，生存

胎仔の19％にTGAを認めた17）．一方，入江らはICR

マウスの催奇形実験で，交配後8日目（plug　day－day
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0）にRA　80mg／kgを腹腔内投与することにより

TGAが高率（64％）に作成できることを報告した19）．

我々はICRマウスを用いた心大血管奇形について，更

に詳細に形態学的分析を行い，TGAの動物モデルと

しての有用性について検討した．

　　　　　　　　対象および方法

　Jc1：ICRマウスは，温度23±1℃，湿度35±5％，午

前8時から午後8時照明（L12／D12）の動物舎において

クリーンラック内で飼育した．飲水はtap　waterで供

給し，飼料はCE－2（日本クレア）を自由摂取できるよ

うにした．

　消燈2時間前にvaginal　smearを鏡検しproestrus

が確認された8－一　10週齢の雌マウスを同系の雄マウス

と一晩同居させた．翌朝vaginal　plugが確認された個

体を妊娠第0日とした．8日目正午（妊娠第8．5日）に

体重あたりそれぞれ40，60，70mg／kgのRAを
dimethyl　sulfoxide（DMSO）0．1mlに溶解して腹腔内

注射した．同一環境下にて飼育した妊娠マウスに，溶

媒のみを0．1ml腹腔内投与して得た胎仔を対照群とし

た，

　妊娠第17．5日に母獣を5％ペソトバルビタールナト

リウム液0．1mlで麻酔後，帝王切開した．摘出した胎仔
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は生理食塩液にて灌流後，2％グルタールアルデヒド

液で灌流固定し，実体顕微鏡下にて心血管系および心

外臓器の形態について検索を行った．胎仔の体重は，

mean±S．D．で表わしScheffe’s　procedureによる

one－way　ANOVAを用いて検定した．

　大動脈が右心室，肺動脈が左心室より起始している

場合のみを，TGAと診断した（図1）．一方，ひとつ

の大血管および他方の大血管の50％以上が右心室から

起始しているものを両大血管右室起始（DORV）と診

断した．

　また，両半月弁の相対的な位置関係を定量化するた

めに，60および70mg／kg投与群22腹のうち16腹の

TGA　56例・DORV　17例に対し両半月弁・両房室弁を

含む写真を撮影し，Beckerら2°）の方法に従い，両半月

弁の中心を通る線と両房室弁の後縁を通る線のなす角

度を計測した（図2）．

　　　　　　　　　　結　　果

　表1にRAの各投与群と対照群の胎仔の死亡率，体

重および心血管奇形の発生の割合について示した．

RA投与群では，胎仔の発育遅延が認められた．　RA投

与量の増加に伴い，胎仔死亡率および心血管系の奇形

発生率は増加したが，60mg／kg群と70mg／kg群の間
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図1　胎齢第17．5日の胎仔の心臓、この例は心室中隔欠損を伴わない完全大血管転換

　症であった．

（A）斜前方像（×3．8），（B）右側面像（×3．8）

　RA：右心耳，　LA：左心耳，　RV：右心室，　TV：三尖弁，　Ao：大動脈，　AoV：大動

　脈弁，PA：肺動脈
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表1　各投与群でのレチノイン酸の効果

　Dose
（mg／kg）

No．　of

Dams
No．　of

fetuses
Mortality

　Bodyweight（9）

CVA TGA DORV

　40

　60

　70
Control

8
1
4
8
4

88

109

45

47

24％

46％

61％

0％

0．96±0．02＊

0．77±0．03＊

0．83±0．05＊

1．10±0．08

42（48％）

90（83％）

44（98％）

0

13（15％）

53（49％）

35（78％）

0

10（11％）

17（16％）

5（11％）

0

・Signi丘cantly　different　from　control　group（p＜O．05）．

CVA：心血管奇形，　TGA：大血管転換症，　DORV：両大血管右室起始症

表2　各投与群での心奇形の頻度

TGA
TAC TOF VSD

（isO．） HPLH Normal Total　Dose
（mg／kg）

VSD（一） VSD（＋） VSD十PA
DORV

0
　
　
0
　
　
0
4
　
　
ρ
0
　
　
7

5
2
3
1
7

8
2
9
1
8

0
1
0

10

17

5
1
0
1

0
1
0

17

19

3
1
0
0

46

19

1

88

109

45

Total 45 55 1 32 2 1 39 1 66 242

TGA：大血管転換，　VSD：心室中隔欠損，　PA：肺動脈弁閉鎖，　DORV：両大血管右室起始症，　TAC：総動脈幹残遺，　TOF：ファ

ロー四徴症，VSD（iso．）：孤立性心室中隔欠損，　HPLH：左心低形成
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図2　半月弁の角度（Semilunar　Angle）の計測法．

　心房・大血管をはずして上から見た図．Beckerら2°）

　の方法に従い，両半月弁の中心線と両房室弁の後縁

　の延長線のなす角度（θ）を計測した．

では，統計学的有意差を認めなかった．主な心血管奇

形としては，TGAとDORVが認められた．　TGAの発

生率はRA投与量の増加に伴い有意に高くなり40mg／

kg群で13／88（15％），60mg／kg群では53／109（49％），

70mg／kg群では35／45（78％），計101例に認められた．

しかし，各投与群においてDORVの発生率には有意

差が認められず，40mg／kg群において10／42（11％），

60mg／kg群では17／90（16％），70mg／kg群においても

5／44（11％）であった，RA投与群は全例，臓器心房位

がsitus　solitus，心ループはd－loopを示した．対照群

は全例正常であった．

　各投与群でみられた心奇形について，表2にまとめ

No．

10

5

0

5

Angle（e）

200
（degree）

図3　Semilunar　Angleの分布．大血管転換症（TGA）

　では，大動脈が肺動脈の右前に位置するものが最も

　多く見られた．両大血管右室起始症（DORV）では，

　大動脈は肺動脈の右前方から正常関係の例まで見ら

　れた．

た．また，これらの例中TGA　56例，　DORV　17例につ

いて，両半月弁と房室弁との位置関係を角度で表し（図

2），その分布を図3に示した．TGAは心室中隔欠損

（VSD）を伴わないものが45例（45％），　VSDを伴うも

のが55例（55％），VSDと肺動脈弁閉鎖を伴うものが1

例（1％）であった．大血管の関係は，大動脈が肺動

脈の右側前方に位置するものから，右側並列（side　by

side，図3では170°≦θ≦190°とした）に位置するもの

まで存在し，Semilunar　Angleは120◇～140°をピーク
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とするなだらかな一峰性分布を示した（図3），

　DORVは計32例に認められた．大血管の関係は，

side　by　sideが最多であったが，大動脈の位置が肺動

脈の右側前方から，正常関係の間に分布した．TGA

type　DORVは全例肺動脈弁下にVSDが，　side　by　side

DORVは肺動脈弁下又は大動脈弁下にVSDがあり，

肺動脈弁下VSDの例に大動脈弓離断症（IAA）の合併

が多かった．その他の心血管系奇形としては，VSD単

独が39例，総動脈幹残遺症が2例，ファロー四徴症が

1例，左心室低形成が1例に認められた．

表3　大動脈弓異常と心内奇形合併例

Anomalies IAA IAA十ARSA ARSA

TGA　　　VSD（一） 2 1 0

VSD（＋） 17 4 0

VSD十PA 1 0 0

DORV　　　Subaortic　VSD 1 0 0

Subpulmonary　VSD 5 2 3

Double　committed　VSD 1 0 0

TAC 0 1 0

Isolated　VSD 11 2 2

Normal　heart 1 1 2

Total 39 11 7

IAA：大動脈弓離断，　ARSA：右鎖骨下動脈起始異常
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図4　胎齢第17．5日の胎仔の心臓．レチノイン酸投与群に見られる両大血管転換症例の心房と大血

　管を弁上で切除し，上から見た像（×7）．矢印はnon・facing　cusp。

　（1）大動脈弁が二尖弁の例，（2）大動脈弁高度低形成例，（3）大動脈弁軽度低形成例

　TV：三尖弁，　MV：僧帽弁，　AoV：大動脈弁，　PAV：肺動脈
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　これらの胎仔に見られた特徴として，心内奇形の他

に，大動脈弓の異常の頻発を認めたので表3にまとめ

た．心内奇形を合併したもの53例，心内奇形を伴わな

いもの4例，計57（全検索胎仔の24％）がIAAまたは

右鎖骨下動脈起始異常（ARSA）であった．これらの

うち，IAAを計39例（全検索胎仔の16％），　ARSAを

7例（3％），両者の合併を11例（5％）に認めた．IAA

の例はType　Cの1例を除き，全例がType　Bであっ

た．

　もう一つの特徴として，大動脈弁のnon－facing　cusp

が種々の程度に低形成を示す例が多数認められた．こ

れらは低形成の程度により，Type　1：non・facing　cusp

が無形成で二尖弁のもの（図4－1），Type　2：遺残的な

弁組織がわずかながら認められるもの（図4－2），Type

　Type　1 　Type　2 　Type　3

図5　大動脈弁（Non－facing　Cusp）低形成の分類

Type　1：Non・facing　cuspが無形成のもの，　Type　2：

遺残的な弁組織がわずかに認められるもの，Type　3：

低形成が比較的軽度であったもの

No．

30

20

10

0
　　　　1　　　　　　2　　　　　　3　　　　　　■

　　　　　　　　　Type　of　Hypoplasia

　　　　［コT（M　睡｝D・RV口・・h・・s

図6　大動脈弁（Non－facing　cusp）低形成の頻度．レ

　チノイン酸投与群では，大血管転換症（TGA），両大

　血管右室起始症（DORV），その他の心奇形のいずれ

　にも大動脈弁の低形成が認められた．
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3：低形成が比較的軽度であったもの（図4－3）に分け

られた（図5）．この分類に従って，60mg／kgおよび70

mg／kg群22腹のうち，大動脈弁形態を検索し得た18腹

88例（TGA　55例，　DORV　19例，その他14例）につい

て図6にその頻度を示した．

　心外奇形としては，craniofacial　dysmorphism（短

頭，下顎の低形成など），thymus　anomaly（胸腺の低

形成・形態異常），caudal　regression（泌尿生殖器の低

形成と後肢の形態異常），およびspina　bi丘daを，ほぼ

100％に認めた．

　　　　　　　　　　考　　察

　今回，我々が観察したレチノイン酸（all－trans

retinoic　acid）投与によって誘発された心血管系奇形

の形態的特徴として，先ずTGAが高率（70mg／kg投

与群で約80％）に認められ，VSDを伴わない例が45％

（101例中45例）に見られることがあげられる．その他

の特徴として，①TGA心の大血管の位置関係に一部

side　by　sideを含むvariationがあり，　DORVの例も

含め，円錐動脈幹奇形のスペクトラムを形成している

こと，②大動脈弁のnon－facing　cuspの低形成が多く

認められること，さらに③大動脈弓離断症（type　B），

右鎖骨下動脈起始異常を伴う大動脈弓の異常が多く認

められることがあげられる，

　ヒトおよびマウスの正常発生の観察によると，中隔

形成以前の動脈幹部に二対の降起，すなわち一対の主

要動脈幹隆起および一対の間入性動脈幹隆起が形成さ

れる21）．頭部方向より大動脈肺動脈中隔が進展してく

ると，それに接する主要動脈幹隆起の中央部が相互に

癒合して動脈幹中隔となり，第四動脈弓に連続する側

が大動脈，第六動脈弓に連続する側が肺動脈となる．

また主要動脈幹隆起からは大動脈弁・肺動脈弁それぞ

れの左右のfacing　cuspが，間入性動脈幹隆起からは

non・facing　cuspが分化するとされる．本系のRA投与

群では大血管関係が正常であるかTGAであるかに関

係なく，大動脈弁のnon・facing　cuspの低形成が観察

された．このことは前述の説によれぽ，右側間入性動

脈幹隆起がRAの作用により成長を阻害され，その結

果動脈弁のnon・facing　cuspが低形成となったものと

考えられる．言い換えれば，RA投与群におけるTGA

心の二対の動脈幹隆起の発生運命は正常心と同一であ

り，Van　Mieropらが推論したような，主要動脈幹隆

起と間入性動脈幹隆起の役割の転換1｝2）は生じていな

いことをこの所見は示唆している．

　近年，頭部神経堤由来のectomesenchymeが頭蓋・
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顔面・咽頭弓に遊走し，一部は大動脈弓や大動脈・肺

動脈中隔の形成に関与することが明らかにされた22）．

遊走以前の頭部神経堤細胞を除去することにより，総

動脈幹残遺症，両大血管右室起始症，B型大動脈弓離

断症等の大動脈弓異常およびDiGeorge症候群を構成

する心外奇形が誘発されることが報告されている23）．

今回の実験で，B型大動脈弓離断症，頭蓋および顔面

の形態の異常，胸腺の異常の合併例が多く観察された．

したがって本系でb＃　，この細胞群の遊走・増殖・分化

に何らかの障害が起きていることが窺われる．

　しかし一方で，RA投与群ではTACは224例中1例

のみに認められたにすぎず，また逆に頭部神経堤細胞

除去実験の報告ではTGAは認められていない23）．さ

らにRA投与群ではcaudal　regressionなどの，より

広範囲な細胞群の異常を示唆する所見を得たことから

も，本実験系の発生原因を，ectomesenchymeの異常

のみでは説明できず，またTGAの成因としての神経

堤細胞の動態についても現段階では解明されていな

し・．

　脊椎動物の発生過程におけるRAの作用について

の最近の研究によると，種々の遺伝子発現の調節を通

して細胞の増殖・分化に関わっていることが明らかに

されつつある24）A’27）．本モデルではRAの過剰投与によ

り，内因性RAの正常な作用が阻害されることが

TGAの発生を誘導しているとも考えられる．今後，こ

のモデルの初期胚を観察することにより，TGAの形

態形成過程と共に，心流出路発生とRAの作用との関

係を明らかにすることが可能と思われる．

　したがって，本モデル系は大血管系の形態発生のみ

ならず，レチノイソ酸の心血管系の形態形成に対する

作用を研究するうえで，有用な動物モデルと考えられ

た．

　なお，今回の検索では心血管系の異常に焦点を絞っ

たため，心外奇形については参考までに留め，特に言

及しなかった．

　　　　　　　　　　結　　語

　レチノイン酸投与マウスの胎仔において，心血管奇

形，特にTGAが高率に認められ，70mg／kg　B．W．投

与群では78％に達した．これらのうちVSDを伴わな

いものが45％に認められ，また大動脈弁のnon－facing

cuspの低形成，大動脈弓離断症（type　B）等の大動脈

弓の異常が高頻度に合併した．

　謝辞稿を終えるにあたり，研究の機会を与えてくださ

いました東京女子医大循環器小児科前主任教授高尾篤良先
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生に深謝いたします．また，胎仔心臓標本を撮影していただ

いた日本心臓血圧研究所写真部美山晃氏をはじめとする写

真部のスタッフの方々に感謝いたします．

　本文の要旨は第31回日本先天異常学会（1991）で発表し

た．なお，本研究の一部は財団法人日本心臓血圧研究振興会

の平成3年度公募研究として，同研究所施設において行わ

れた．
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Morphology　of　Complete　Transposition　of　the　Great　Arteries　Induced　by　Retinoic　Acid　in　Mice

Hiroshi　Yasui，　Masae　Morishima＊，　Sachiko　Miyagawa・Tomita，　Masahiko　Ando，

　　　　　　　　　　　　　　　　Makoto　Nakazawa　and　Kazuo　Momma

Department　of　Pediatric　Cardiology　and＊Research　Division，　The　Heart　Institute　of　Japan，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tokyo　Women’s　Medical　College

　　　In　order　to　characterize　the　morphology　of　complete　transposition　of　the　great　arteries（TGA）

induced　by　retinoic　acid（RA），　single　doses　of　40，60，0r　70　mg／kg　of　all－trans　retinoic　acid　in　O．1　ml

DMSO　were　given　to　pregnantJcl：ICR　mice　intraperitoneally　on　day　8．50f　gestation（Plug　day＝day　O）．

Fetuses　were　examined　on　day　17．50f　gestation．

　　　Fifteen　percent（40　mg／kg），49％（60　mg／kg），　and　780ro（70　mg／kg）of　fetuses　had　TGA．　Among　the

fetuses　with　TGA，45／101（45％）were　with　intact　ventricular　septum，55／101（55％）with　ventricular

septal　defect（VSD），　and　1／101（1％）with　VSD　and　pulmonary　atresia．　Double－outlet　right　ventricle

（DORV），　VSD，　tetralogy　of　Fallot，　or　truncus　arteriosus　communis　were　also　detected．　Hypoplasia　of

non・facing　cusps　of　the　aortic　valves，　and　interruption　of　the　aortic　arch（type　B）and／or　aberrant

origin　of　the　right　subclavian　artery　frequently　coexisted．

　　　Extracardiac　anomalies，　such　as　craniofacial　dysmorphism，　thymus　anomalies，　caudal　regression，

or　spinal　dysraphism　were　also　found　very　frequently．

　　　We　propose　RA－treated　mice　as　a　useful　model　for　the　morphogenetic　study　of　TGA．
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