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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　過去2年間に当科外来にて心エコーを施行した先天性心疾患患者527例の内6例（1．1％）に大動脈弓

下無名静脈走行異常（上行大動脈後方，大動脈弓下方）を認めた．この結果は従来の報告に比して高頻

度であり，本奇形が従来考えられていたほど稀ではないことが示唆された．合併心奇形は4例がファロー

四徴症，1例が修正大血管転換症，1例が心房中隔欠損症兼奇静脈結合であった．また2例においては

MRI，3例においてはDSAを併用し，本奇形のより確実で非侵襲的診断に有用であった．

　　　　　　　　　　はじめに

　無名静脈は左内頸静脈と左鎖骨下静脈の結合部より

上大静脈への流入部までを指す．通常この静脈は左鎖

骨下動脈，左総頸動脈，及び上行大動脈の腹側，大動

脈弓の上方を走行する．1888年にKershner1）らが無名

静脈の走行異常（大動脈弓下方，上行大動脈背側）を

報告して以来，現在までに文献上63例の報告がある．

Gerlis2）らは本奇形の頻度を先天性心疾患の0，2％と報

告したが，本奇形に対する認識が広がるに従ってその

頻度は従来考えられていた程稀ではないことが判明し

てきた．Jung3）らは，心エコーにて先天性心疾患の

0．98％に本奇形を認めたと報告している．本研究では

当科における本奇形の頻度について検討を行い，過去

の報告をまとめて若干の考察を加えた．また本奇形の

診断におけるMRI（magnetic　resonance　imaging以

下MRIと略す），　DSA（digital　subtraction　angiogra－

phy以下DSAと略す）の有用性についても報告した．

　　　　　　　　　　方　　法

　1992年1月から1993年12月の間に徳島大学医学部附

属病院小児科を受診し心エコーを施行した先天性心疾

別刷請求先：（〒770）徳島市蔵本町2－50－1

　　　　　徳島大学医学部小児科学教室

　　　　　　　　　　　　　　　　　新居　正基

患患者527例について本奇形の頻度，合併心奇形等につ

き検討を行った．全例がカラードプラ法を含む心エ

コー法にて診断され，2例にはMRI（Toshiba　MRT－

22A，　T1強調画像，心電図同期法）を施行した．3例

には，左手背静脈より1秒の間隔をあけて2度造影剤

O．5ml／kgの注入を行い，正面，側面の2方向より

DSAを撮影した．

　尚，4例では心内修復術時に，また1例ではB－T

シャント術時に本奇形の合併，および動脈管索との位

置関係についての確認を行った．統計学的処理はx2検

定により危険率5％以下（p〈0．05）を有意とした．

　　　　　　　　　　結　　果

　先天性心疾患患者527例中6例（1．1％）に大動脈弓

下無名静脈走行異常を確認した．本奇形を呈した患者

の年齢は1カ月から21歳（平均6．7±7歳），男女比は

男：女＝2：4であった．全例，心奇形を合併してい

た（表1）．その内訳はファロー四徴症4例，修正大血

管転換症兼心室中隔欠損と心房中隔欠損兼奇静脈結

合がそれぞれ1例であった．

　本奇形はファロー四徴症等を含む円錐動脈幹奇形群

（157例中5例）において他の先天性心疾患群（370例中

1例）よりも有意に高頻度であった（p〈0．05）．動脈

管は2例に認め無名静脈はいずれもその腹側を走行し
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表1　大動脈弓下無名静脈走行異常の自験例

症例 年齢 性別 大動脈
動脈管との
位置関係 合併心奇形 診断法 手　術

1 1m 男 RAA 腹側 TOF
、

ノL・エコー

MRI，　DSA
一

2 2m 女 LAA 腹側 TOF
、

心工コー B－Tshunt

3 7y 女 LAA 不明＊ TOF 心エコー
DSA

B・Tshunt
ICR

4 5y 女 RAA 不明 TOF
、

心工コー ICR

5 21y 女 LAA 不明 1－TGA，　VSD，

ASD，　PS

、

ノL・エコー ICR

6 7y 男 LAA 不明 ASD，
奇静脈結合

、

七・エコー

MRI，　DSA
ICR

RAA：右大動脈弓，　LAA：左大動脈弓，　TOF：ファロー四徴症，　VSD：心室中隔欠

損，ASD：心房中隔欠損，1・TGA：修正大血管転換症，　PS：肺動脈狭窄，　B－Tshunt：

Blalock－Taussigシャント手術，　ICR：心内修復術

＊手術を行ったものは術中に確認を行ったが動脈管索が不明のものが4例あった

ていた．また5例において無名静脈は，大動脈弓下方

にて上行大動脈と肺動脈の間に位置していたが，1例

は無名静脈が肺動脈の更に背側を通っていた．

　MRI，　DSAでは左鎖骨下静脈までは正常の走行を

するが，左内頸静脈と吻合し無名静脈となると急激に

下方へ方向を転じ大動脈弓下方，上行大動脈背側を通

過し，上大静脈へと流入する走行異常が明瞭に示され

た（図1～2）．心エコーでは胸骨上窩前額断面にて大

動脈弓下に横走する2本の血管腔を認め，上方の血管

が上大静脈に流入するのを確認した．また，パルスド

プラ法，およびカラードプラ法にてこの血管の血流パ

ターンが静脈系であることを確認した4）（図3）．

　　　　　　　　　　考　　察

　1）頻度，合併心奇形について

　大動脈弓の下方を通る無名静脈の走行異常は1888年

にKerschnerl）らが報告して以来，現在までに文献上

63例の報告がある．その頻度は，剖検による検討では

先天性心疾患の0．2％であり，一方，心エコーによる検

討では0．98％であった2）3｝．過去の報告をまとめると全

63例，男女比は男：女＝2：1であった（表2）．心血
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　　　　　　　　　　　　　　　　図1　MRI（冠状断面）

a：7歳，男児例，b：1カ月，男児例（T1強調画像，心電図同期法）

AO＝大動脈，　PA＝肺動脈，　SVC＝上大静脈，　IJV＝内頸静脈．＊矢印は大動脈弓と肺動脈の間を通

る左無名静脈
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（a）　（正面） （b）　（側面）
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　　　　図2　DSA（図Ibと同一症例）左手背静脈より2度の造影を施行

a：正面像，b：側面像

AO一大動脈，　SVC＝上大静脈，　SV＝鎖骨下静脈，　IJV＝内頸静脈．＊は無名静脈

表2　大動脈弓下無名静脈走行異常の報告例

報　　　告　　　数 男：女
右大動脈弓
　合併例

心血管奇形なし　　13例（21％） 6：1 0

心血管奇形有り　　50例（79％）一一一一一一一一一一一．．一．一’←づ一”一⌒一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

TOF　　　　　　　　：17f列〈29％＞

VSD＋PA　　　　　　：13f列＜26％＞

Truncus　arteriosus：2例

PAPVR　　　　　　　．2例

DORV，　d－TGA，　VSD，各］例，他13例＊

3：2－一一一一⌒一一一 29例（58％）“〉一一一．．．．一’一’一

13　（76％）

7
ユ
0
他
8
例計　　　63例 2：1 29例（46％）

TOF：ファロー四徴症，　VSD：心室中隔欠損，　PA：肺動脈

閉鎖，PAPVR：部分肺静脈還流異常症，　DORV：両大血管

右室起始症，TGA：完全大血管転換症，　ASD：心房中隔欠損

症

＊左椎骨動脈起始異常などの血管奇形のほか心疾患名の記載

のないものを含む

管奇形を合併するものは50例（79％）であり，その中

ではファロー四徴症が17例，心室中隔欠損兼肺動脈閉

鎖が13例であり，この2疾患が心血管奇形群の約60％

を占めた．その他，完全大血管転換症，両大血管右室

起始症も数例ずつあり，円錐総動脈幹奇形が合併心奇

形に占める割合は78％であった．右大動脈弓は心血管

奇形群にのみ認められ，その頻度は58％であった．今

回我々の施設での調査では先天性心疾患群のLl％に

本奇形を認めた．また，円錐総動脈幹奇形群157例中5

例（3．2％）は本奇形を合併しており，その合併頻度は

他の先天性心疾患に比して有意に高かった．以上より

本奇形は従来考えられていた程稀な奇形ではなく，又，

その発生において円錐動脈幹の発生異常，及び右大動

脈弓との関連が示唆された．

　2）本奇形の発生機序

　上大静脈は発生学上，右前主静脈近位部と右総主静

脈から形成され，両者の移行部に右後主静脈（奇静脈

の根部となる）が吻合する（図4）．胎生早期に左右前

主静脈間に吻合枝が形成され，これが発達して胎生8

週頃に無名静脈となる（図4a）．頭部，頸部よりの血流

は無名静脈を通って右前主静脈へ流れるようになり，

左前主静脈は退縮していく．左前，後主静脈の一部は

左最上肋間静脈の近位部として残り，左総主静脈は静

脈洞，斜静脈となる（図4b）．　Adachi5），　Walter6），

Jakubzik7）らによると，胎生の一時期には左右前主静

脈間は上行大動脈原基の腹側，及び背側における静脈

叢により交通しており，腹側の静脈叢が発達すれば通

Presented by Medical*Online



536－（44） 日本小児循環器学会雑誌　第10巻　第4号

（a）

　ぷ　　　　　　　慈参渓　　ぶ

輿難，

箪
A・

勇

　
斑

AP

四》
三戦

　

s

警
嘩

琴忌y

琶
　　　　　　ぷ
　　　蕊　　歪

　　　が沢

AO　　　、

講鯉ノ

lV囎：．　w
魂墓

　漣轟

メ

（b）

こ88：き…

ら　‘」

酬卿㌣
．＿　‘．　i」問＿一L一

断層，ドプラ心エコー法

｛

　　　　　　　　　　　　図3

a：胸骨t窩前額断面，b：

AO＝大動脈，　IV＝無名静脈，

」

7

」

同部位でのパルスドプラ法2峰性のaway　Howを認める

　PA＝肺動脈，　SVC＝上大静脈

前主静脈間吻合枝

左前主静脈

左総主静脈
（Cuvier管）

左後主静脈
奇静脈

右卵黄静脈

正常の無名静脈
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無名静脈走行異常

／

　　　　　　a　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　b　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　C
　右　　　　　　　　　　　　左

　　　　　　　　　　　　　　　図4　無名静脈走行異常の発生

a：胎生早期の静脈系の模式図．左右の前主静脈は静脈叢により結合している．b：胎生8週；正常

の無名静脈c：無名静脈走行異常；上行大動脈背側の静脈叢が発達すると本奇形になる．
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動脈管索

　　　　図5　無名静脈走行異常の分類

a：無名静脈は大動脈から分岐する枝の背側を通る．

b：無名静脈は大動脈弓下方，動脈管腹側を通る．c：

無名静脈は大動脈弓下方，動脈管背側を通る．d：無名

静脈は大動脈弓下方，肺動脈の更に下方を通る．

常の無名静脈となり，後者が発達すれば本奇形となる

（図4c）．

　また，両者が同様に発達した場合に重複無名静脈8）9）

（通常の無名静脈と走行異常が同時に存在する）となる

と考えられている．何故このような発生の差が生じる

かは現在のところ不明である．しかし，本奇形と円錐

動脈幹の発生異常との関係が示唆されていることよ

り，発生学的に無名静脈より早期に生じる大動脈弓が

腹側へ偏位し，機械的に無名静脈の正常な走行を障害

すること，また，上行大動脈の背側のスペースが広く

なることにより，この部位での静脈叢が発達しやすく

なることなどが考えられる．

　3）分類

　大動脈弓下無名静脈走行異常は大動脈弓より分岐す

る血管，動脈管，及び肺動脈との位置関係からGer－

lis3），　Kitamura1°）らにより現在4型に分類されている

（図5）．a型以下は走行異常を示すもので，　a型は無名

537　（45）

静脈が大動脈弓より分岐する各動脈の背側を通過す

る．b型は大動脈弓下で動脈管の腹側を，　c型は背側を

通過するものである．d型は肺動脈の更に背側を走行

するものである．今までの報告ではa型は1例のみで

あり，動脈管との位置関係が分かったものについては

大部分がb型に属し，c型，　d型はそれぞれ2例と1例

の報告があるのみである．今回の結果は2例がb型に

属し1例がd型であった．3例についてはいずれも大

動脈弓下で肺動脈の上方を走行していたが動脈管索が

不明であり，位置関係を同定できなかった．

　4）本奇形の臨床的意義と診断法

　大動脈弓下無名静脈走行異常はそれ自体は無症状で

あるが，動脈管結紮術，B－Tシャント術等の際に術野

の妨げになると考えられる．また，馬場ら’1）は本奇形を

肺動脈と右房との吻合口拡大に利用したFontan手術

の1例を報告している．今後，上記のような手術の際

には確実な術前診断が必要である．肺動脈の極めて細

い症例や，中心肺動脈を有さない症例は心エコーでは

右肺動脈と粉らわしいことがあり，本奇形が疑われる

症例ではドプラ法により血流パターンを確認すること

が重要である4）．また，心エコー図で本奇形が疑われた

場合，DSA，　MRIを併用することにより，より確実な

診断が可能になると考えられる．

　　　　　　　　　　結　　語

　1．大動脈弓下無名静脈走行異常の6例を経験した．

　2．本奇形の先天性心疾患に占める頻度は自験例に

おいて1．1％であり，本奇形が従来言われている程稀で

はないことが示された．

　3．本奇形の頻度は円錐総動脈幹奇形群において他

の先天性心疾患よりも有意に高く本奇形の発生におけ

る円錐動脈幹の発生異常との関連が示唆された．

　4．ドプラ心エコー法を併用することにより本奇形

は心エコーにて診断が可能である．DSA，　MRIは簡便

で，より確実な診断法として有用であった．
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Six　Cases　of　Anomalous　Subaortic　Left　Innominate　Vein

　　　　　DSA，　MRI，　and　Echocardiographic　Findings

Masaki　Nii，　Suguru　Matsuoka，　Kazuhiro　Mori，　Yasunobu　Hayabuchi，

　　　　　　　　　　　　Katsuyoshi　Tatara　and　Yasuhiro　Kuroda

　Department　of　Pediatrics　University　of　Tokushima　School　of　Medicine

　　　Six　cases　of　anomalous　subaortic　left　innominate　vein　were　found　in　the　past　two　years．　All

patients　had　congenital　heart　disease：four　cases　with　tetralogy　of　Fallot，　one　with　corrected

transposition　of　the　great　arteries，　one　with　atrial　septal　defect　with　azygos　connection．　The

incidence　of　this　anomaly　in　the　patients　with　congenital　heart　disease　is　1．1％（6／527），　which　is

much　higher　than　reported　so　far．　This　difference　may　be　mainly　due　to　the　awareness　of　this

malformation．　Doppler　echocardiography　was　quite　useful　for　the　diagnosis　of　this　anomaly．

Since　this　anomaly　was　well　demonstrated　by　DSA　and　MRI，　these　methods　would　be　helpful　to

make　more　accurate　diagnosis　especially　in　the　questionable　cases．
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