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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　主要大動脈肺動脈側副動脈を有する極型ファロー四徴症には，円錐動脈幹異常顔貌を合併する場合と

合併しない場合がある．この二群間の大動脈弓部異常，動脈管，中心肺動脈，心室中隔欠損の部位，大

動脈弁閉鎖不全，左上大静脈遺残，精神発達遅延などの合併率の差を検討した．

　症例数は82例で男児41例，女児41例である．これらの症例を，円錐動脈幹異常顔貌群（CATCH　22群）

39例と，正常顔貌群（非CATCH　22群）43例の二群に分類した．異常顔貌群18例にFISH法を用いた染

色体検索を行い，その全例に22q11の欠失を証明した．一方正常顔貌群の9例では，22q11の欠失は認め

なかった．

　右側大動脈弓，鎖骨下動脈起始異常，異常に高い大動脈弓，左上大静脈遺残，精神発達遅延は，異常

顔貌群で正常顔貌群に比して有意に高率であった．一方動脈管開存，中心肺動脈，大動脈弁閉鎖不全に

ついては有意差なく，心室中隔欠損の部位も有意差なく，両群とも膜性部心室中隔欠損が多かった．異

常顔貌群において，右側大動脈弓と左鎖骨下動脈起始異常を伴った7症例全例に異常に高い大動脈弓を

認めた．左側大動脈弓でも右鎖骨下動脈起始異常を認めた4症例中3例に異常に高い大動脈弓を認めた．

　　　　　　　　　　緒　　言

　円錐動脈幹異常顔貌は両眼隔離，眼裂縮小，鼻根部

扁平，一重まぶたと上眼瞼の肥厚，小さな口，耳介の

変形を主徴とする特異顔貌である1）．この特異な顔貌

は開放性鼻音，先天性心奇形，精神発達遅延などを高

率に合併して一つの症候群を形成している2｝．この症

候群に合併する先天性心疾患で最も多いのはファロー

四徴症であり，中でも肺動脈閉鎖と主要大動脈肺動脈

側副動脈を合併する例が多く，さらに大動脈弓部異常

の合併が多い2）．最近，この症候群が染色体22ql1の欠

失によることが，当教室の高尾，門間と英国のBurn，

Wilsonらの共同研究で判明した3）．なおVelo－cardio一
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facial症候群（Shprintzen）とDiGeorge症候群は表現

型が円錐動脈幹異常顔貌症候群とオーバーラップし，

その大部分が染色体22q11の欠失によることが判明し

た3）4）．従って染色体22q11の欠失が原因となり心奇形

（Cardiac　defects），異常顔貌（Abnormal　facies），胸

腺低形成（Thymic　hypoplasia），口蓋裂（Cleft　paL

ate），低カルシウム血症（Hypocalcaemia）などの症

候群が生じることが明らかになった．そして22q11の

欠失を伴うDiGeorge症候群，　Velo・cardio－facial症候

群3），円錐動脈幹異常顔貌症候群1）2）はCATCH　22症候

群5）と総称されるに至った．

　本論文では主要大動脈肺動脈側副動脈を有する極型

ファロー四徴症症例で，CATCH　22に属する群と属さ

ない群の差を臨床的に検討した．
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　　　　　　　　　　対象と方法

　対象は，当院にて1980年以降に主要大動脈肺動脈側

副動脈を伴う極型ファロー四徴症と診断され，顔貌の

判定が明らかであった82症例である．円錐動脈幹異常

顔貌の有無により，円錐動脈幹異常顔貌群（CATCH

22群）と正常顔貌群（非CATCH　22群）の二群に分類

した．円錐動脈幹異常顔貌については前記の特徴を複

数の医師が認めた場合を陽性とした．

　円錐動脈幹異常顔貌群（CATCH　22群）の39例中18

例と，正常顔貌群（非CATCH　22群）の9例にOncor

社N25（22番染色体のq11．2を含むDNAプローブ）を

用いて染色体にハイブリダイズさせ，シグナルを蛍光

顕微鏡で確認するFISH法による染色体検索を行い，

22q11の欠失の有無を確認した．

　心血管奇形は，全例心臓カテーテル検査と心血管造

影で診断した．また心室中隔欠損の位置と大動脈弁閉

鎖不全は，心エコーで診断した．異常に高い大動脈弓

とは，大動脈造影正面像で，大動脈弓が背側第3肋間

及び鎖骨に達する場合とした．左右肺動脈を結ぶ血管

を中心肺動脈とした．血管造影上の所見で，大動脈弓

下側より起始する血管を，次の基準によって判定した．

1）右または左肺動脈になだらかな曲線でつながり，一

側肺全体に分布する血管．2）左右肺動脈を結ぶ中心肺

動脈に接続する血管．以上の血管を動脈管とし，他は

主要大動脈肺動脈側副動脈とした．知能指数について

は，田中ビネー法あるいはウェクスラー法によって，

検査を4～19歳時に28例（異常顔貌群17例，正常顔貌

群11例）に施行した．その他の症例は，主治医による

患児の発達についての判断により精神発達遅延の有無

を判定した．大動脈弓部異常，動脈管，中心肺動脈，

心室中隔欠損の部位，大動脈弁閉鎖不全，左上大静脈

遺残，精神発達遅延の出現頻度を両群間でカイニ乗検

定を用いて比較検討した．

　　　　　　　　　　結　　果

　1．患者プロフィール

　82症例は円錐動脈幹異常顔貌の有無により二群に分

類され，円錐動脈幹異常顔貌群（CATCH　22群）は39

例（48％）であり，正常顔貌群（非CATCH　22群）は

43例（52％）であった（表1）．円錐動脈幹異常顔貌群

（CATCH　22群）と正常顔貌群（非CATCH　22群）の

初診時年齢，性比，unifocalization手術後のRastelli

手術施行率，死亡率は表1の如くで，両群間に有意差

はなかった．典型的な円錐動脈幹異常顔貌を認めた2

症例の写真を図1に示す．
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表l　CATCH22群と非CATCH22群の患者プロフィール

円錐動脈幹異常顔貌群
　（CATCH22群）

　正常顔貌群
（非CATCH22群）

症例数 39例
（48％）

43例
（52％）

初診時年齢 2日～15歳
（平均3．4歳）

2カ月～37歳
（平均5、4歳）

男女比 0．95 1．04

ラステリ手術
　施行例

20例
（51％）

24例
（56％）

死亡症例 8例
（21％）

4例
（9％）

但し死亡症例は術後遠隔期死亡例も含む．ラステリ手術には

右室流出路形成術による心内修復術も含む．

CATCH　22症候群症例

図1　典型的な円錐動脈幹異常顔貌の2症例の顔写真

　を示す．両眼隔離，眼裂縮小，鼻根部扁平，一重ま

　ぶたと上眼瞼の肥厚，小さな口が見られ，耳介の変

　形を伴う．FISH法で22q11欠失が証明された．

　FISH法による22q11の染色体検索を，円錐動脈幹異

常顔貌群（CATCH　22群）の18例に施行し，22ql1の欠
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　右側　　　鎖骨下動脈　高い　　　　動脈管

　大動脈弓　起始異常　　大動脈弓　　開存

　図2　円錐動脈幹異常顔貌群（CATCH　22群）と正常

　顔貌群（非CATCH　22群）の大動脈弓部異常．右側

　大動脈弓，鎖骨下動脈起始異常，高い大動脈弓では

　有意に円錐動脈幹異常顔貌群（CATCH　22群）に多

　　く見られるが，動脈管開存は両群間に有意差を認め

　なかった．

失を全例に確認した．また正常顔貌群（非CATCH　22

群）の9例にも同様にFISH法を施行し，全例に欠失

がないことを確認した．

　2．大動脈弓異常

　a）右側大動脈弓

　円錐動脈幹異常顔貌群（CATCH　22群）では39例中

25例（64％）に存在したが，正常顔貌群（非CATCH

22群）では43例中13例（30％）に存在するのみで両群

間に有意差がみられた（p＝0．0001）．

　b）鎖骨下動脈起始異常

　円錐動脈幹異常顔貌群（CATCH　22群）では39例中

12例（31％）に存在したが，正常顔貌群（非CATCH

22群）では43例中1例（2％）に存在した．やはり両

群間に有意差がみられた（p＝0．0001）．

　c）異常に高い大動脈弓

　円錐動脈幹異常顔貌群（CATCH　22群）では39例中

20例（51％）に存在したが，正常顔貌群（非CATCH

22群）では43例中1例（2％）に存在するのみで，両

群間に明らかな有意差がみられた（p＝0．0001）．

　3．動脈管開存

　正常顔貌群（非CATCH　22群）では43例中5例

（12％）に存在したが，円錐動脈幹異常顔貌群（CATCH

22群）では39例中1例（3％）に存在するのみであっ

たが，両群間に有意差は認めなかった（p＝0．1155）．

　以上4項目の結果をまとめて図2に示す．

　4．中心肺動脈

　円錐動脈幹異常顔貌群（CATCH　22群）で39例中27

例（69％），正常顔貌群（非CATCH　22群）で43例中
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27例（63％）に中心肺動脈が存在した．その差は有意

ではなかった（p＝0．317）．

　5．心室中隔欠損

　両群とも膜性部中隔欠損が最も多く，漏斗部中隔欠

損はCATCH　22群で6例（15％），非CATCH　22群で

10例（23％）であった．両群間に有意差はみられなかっ

た（p＝0．466）．

　6．大動脈弁閉鎖不全

　円錐動脈幹異常顔貌群（CATCH　22群）で39例中14

例（36％）に，正常顔貌群（非CATCH　22群）では42

例中11例（26％）に存在した．両群間に有意差はみら

れなかった（p＝0．159）．

　7．左上大静脈遺残

　円錐動脈幹異常顔貌群（CATCH　22群）では39例中

8例（21％）に存在したが，正常顔貌群（非CATCH

22群）では42例中3例（7％）で，有意に円錐動脈幹

異常顔貌群（CATCH　22群）に高率にみられた（p＝

0．0016）．

　8．精神発達遅延

　知能テストを施行できたのは円錐動脈幹異常顔貌群

（CATCH　22群）で17例（44％），正常顔貌群（非

CATCH　22群）で11例（26％）であった．　IQ75以下を

精神発達遅延とすると，円錐動脈幹異常顔貌群

（CATCH　22群）では精神発達遅延は9例（53％）で

あったが，正常顔貌群（非CATCH　22群）ではIQ75

以下の症例は見られなかった（p＝0．0034）．

　知能指数を測定できなかった症例でも，主治医の判

断により円錐動脈幹異常顔貌群（CATCH　22群）で20

例に精神発達遅延が存在したが，正常顔貌群（非

CATCH　22群）では存在しなかった．

　以上より円錐動脈幹異常顔貌群（CATCH　22群）に

有意差をもって高率に存在した項目は，右側大動脈弓，

鎖骨下動脈起始異常，異常に高い大動脈弓，左上大静

脈遺残，精神発達遅延であった．

　円錐動脈幹異常顔貌群（CATCH　22群）において，

右側大動脈弓と左鎖骨下動脈起始異常を伴った7症例

では，全例に異常に高い大動脈弓が存在した．3項目

の異常を同時に有する典型例の大動脈造影正面像を図

3に示す．また左側大動脈弓でも，右鎖骨下動脈起始

異常を認めた4症例中3症例では異常に高い大動脈弓

を示した．典型例の大動脈造影正面像を図4に示す．

　9．染色体22ql1欠失証明例

　22qll欠失を確認できた18症例の概要を表2に記

す．精神発達遅延は，知能指数テスト実施者を含めて
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図3　右側大動脈弓，鎖骨下動脈起始異常，異常に高

　い大動脈弓を有したCATCH　22群症例の大動脈造

　影正面像．右側大動脈弓で左鎖骨下動脈起始異常が

　あり，大動脈弓は背側第3肋骨及び鎖骨に達する．

　左総頸動脈は上行大動脈より，早く分岐している様

　に見える．略語は以下の通りで示す．

　AAo：上行大動脈，　DAo：下行大動脈，　RSA：右鎖

　骨下動脈，LSA二左鎖骨下動脈，　RCCA：右総頸動

　脈，LCCA：左総頸動脈

図4　左側大動脈弓，鎖骨下動脈起始異常，異常に高

　い大動脈弓を有したCATCH　22群症例の大動脈造

　影正面像．左側大動脈弓で右鎖骨下動脈起始異常が

　あり，大動脈弓は背側第3肋骨及び鎖骨に達する．

　略語は図3と同様．

18例中14例（78％）に存在した．また右側大動脈弓，

鎖骨下動脈起始異常，異常に高い大動脈弓の一つない

し三つが18例中の15例（83％）に合併していた．動脈

管は，存在しなかった．
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表2　22q11欠失が証明されたCATCH22群18症例の
　臨床f象最下段に小計を示している

性別
　右側
大動脈弓

鎖骨下動脈
起始異常

　高い
大動脈弓

VSDの
位置

精神発達
　遅延

動脈管
開存

男 十 十 十 膜性部 一 一

女 十 十 寸 膜性部 寸
一

女 十 十 十 膜性部 十
一

女 十 十 十 膜性部 十
一

男 寸
一

寸 膜性部 一 一

男 寸
一 寸 膜性部 一 一

女 十 一 十 漏斗部 十 一

男 十
一

寸 膜性部 十
一

女 十 一 一 漏斗部 寸 一

男 十 一 一 漏斗部 十 一

女 斗一

一 一 膜性部 寸
一

女 十 一 一 膜性部 ⊥ 一

男 一 十 十 膜性部 ⊥ 一

男
一 一

寸 膜性部 　 一

女 一 十
一 膜性部 ｝ 一

女 一 一 一 膜性部 一 一

男
一 一 一 膜性部 一 一

男
一 一 一 膜性部 ｝ 一

男9／18
女9／18

12／18
（67％）

6／18

（33％）

10／18
（56％）

膜性15／18
漏斗3／18

14／18
（78％）

0／18
（0％）

　　　　　　　　　　考　　案

　近年，染色体部分プローべを用いた染色体分析がめ

ざましく進歩し，DiGeorge症候群においてリンパ球

を用いたFISH（Fluorescence　In　Situ　Hybridization）

法で，22qllの欠失が証明されるに至った5）6）～9）．続いて

Velo－cardio－facial症候群でも18症例全例に22q11の

部分欠失が証明された4）．さらに当教室の円錐動脈幹

異常顔貌症候群の5例全例が22ql1欠失を有すること

が証明された3）．従ってこれらを全て含むCATCH　22

は広いスペクトラムを持つことになる5）．

　DiGeorge症候群と円錐動脈幹異常顔貌症候群とで

は，臨床上重症度に差が認められる．DiGeorge症候群

では，B型大動脈弓離断や総動脈幹遺残の合併が多く，

免疫能低下や低カルシウム血症を伴いやすく，重症で

新生児期の死亡例も多いなどの特徴がある．

　当教室でも1994年1月より22番染色体のDiGeorge

locusに相当するプローべであるOncor社N25を用

いて染色体22q11欠失の証明が可能となり，この検査

を極型ファロー四徴症兼主要大動脈肺動脈側副動脈に

円錐動脈幹異常顔貌を認める患児18例に施行した．そ
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の結果，全例に22q11の欠失が証明され，これらが

CATCH　22症例であることが証明された．一方円錐動

脈幹異常顔貌がない9例を同様に検索したが，22q11

は欠失していなかった．従ってこの結果は，この症候

群における特異な顔貌の診断上の重要性を示してい

る．過去に顔貌と心奇形で判定していた円錐動脈幹異

常顔貌症候群が，信頼度の高いFISH法による染色体

検査によってCATCH　22と証明できるようになった

ことは画期的な進歩である．22qllの染色体検査の未

施行症例についても今後施行予定であり，円錐動脈幹

異常顔貌を認める症例では，非常に高率に22q11欠失

を認めると思われる．

　CATCH　22の心奇形のスペクトラムとしてDiGeor・

ge症候群を調べたWilson，　Burnらの報告5）では，42症

例中，大動脈離断（特にtype　B）が19例，心室中隔欠

損兼肺動脈閉鎖が5例，ファロー四徴症が4例で，右

側大動脈弓，鎖骨下動脈起始異常の合併が高頻度で

あった．22qll検査以前の報告では，　DiGeorge症候群

に合併する心奇形として，大動脈弓離断，総動脈幹遺

残，ファロー四徴症が高頻度であり，これらに鎖骨下

動脈起始異常，右側大動脈弓を合併しやすい1°）．また

Velo－cardio－facial症イ1英群に合併する心奇形では心室

中隔欠損，右側大動脈弓，ファロー四徴症が多い11）～13）．

円錐動脈幹異常顔貌症候群ではファロー四徴症，総動

脈幹遺残が多い2）．これら三つの症候群に共通してい

る疾患はファロー四徴症である．

　これら全ての心奇形は，神経堤細胞の異常によって

引き起こされることが強く示唆され，その異常の程度

によってスペクトラムが形成されると推定されてい

る．Kirbyら14）は，神経堤細胞が発生初期の総動脈幹と

その分枝，円錐動脈幹中隔形成に関与していることを

証明した．即ち“cardiac　neural　crest”が，神経堤の外

胚葉性原基から第3体節までに存在しており，総動脈

幹の第3，4，6弓と流出路中隔形成に関与してい

る’4）15）．従って第3弓が大動脈弓を形成すれば，高い大

動脈弓となり，右第4弓が大動脈弓を形成すれば右側

大動脈弓となり，大動脈を形成する対側の第4弓の一

部（総頸動脈と鎖骨下動脈の間）が退縮すれば鎖骨下

動脈起始異常が形成される16）．従って神経堤細胞異常

は，右側大動脈弓，鎖骨下動脈起始異常，高い大動脈

弓を一連の異常として形成しやすい．

　この研究の結果，右側大動脈弓，鎖骨下動脈起始異

常，高い大動脈弓が，円錐動脈幹異常顔貌群（CATCH

22群）で有意に多く存在した．興味深いのは，右側大
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動脈弓，鎖骨下動脈起始異常，高い大動脈弓の三つの

異常全てを有する症例が39例中7例を占め，さらに左

側大動脈弓の症例でも右鎖骨下動脈起始異常と高い大

動脈弓を有する症例が3例あるため，異常に高い大動

脈弓が合計10例（26％）も見られた事実である．個々

の大動脈弓部異常についても円錐動脈幹異常顔貌群

（CATCH　22群）で有意に高率であったが，これら三っ

の異常全てを合併する症例は正常顔貌群（非CATCH

22群）では1例も認めなかった．また3異常中2異常

あるいは，1異常のみ有する症例もあるため，CATCH

22の表現型が広い事がわかる．

　また神経堤細胞は大動脈弁と肺動脈弁の分離する際

に関与し，これらの弁自体にも分布するため，今回大

動脈弁閉鎖不全についても比較検討を行った．しかし

この点は両群間に有意差は存在しなかった．今後の課

題と思われる．

　CATCH　22において明らかな精神発達遅延は約半

数に見られている5）．本稿でも知能指数テストを施行

できた円錐動脈幹異常顔貌群（CATCH　22群）症例中，

53％にIQ75以下の精神発達遅延があり，　Burnらの報

告とほぼ一致している．精神発達遅延の要因としては，

神経堤細胞の関与，染色体異常，遺伝子異常などが考

えられる17）．
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Tetralogy　of　Fallot，　Pulmonary　Atresia，　and　Major　Aorto－Pulmonary　Collateral

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Arteries　Associated　with　CATCH22

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Hirohide　Kobayashi

Department　of　Pediatric　Cardiology，　The　Heart　Institute　of　Japan，

　　　　　　　　　　　　　Tokyo　Women’s　Medical　College

　　　Patients　with　tetralogy　of　Fallot（TF），　pulmonary　atresia，　and　major　aorto－pulmonary

collateral　arteries（MAPCA）associated　with　CATCH22　were　compared　with　non－CATCH　22

patients．　Aortic　arch　anomalies，　patent　ductus　arteriosus（PDA），　the　position　of　the　VSD，

presence　or　absence　of　the　central　pulmonary　artery，　aortic　valve　regurgitation，　persistent　left

superior　vena　cava（PLSVC），　and　mental　retardation　were　studied．　Eighty－two　patients，41　males

and　41　females　were　included．　CATCH22　was　associated　in　39　and　not　associated　in　43　patients．

Microdeletions　of　chromosomal　22q！l　was　tested　and　proven　in　eighteen　cases　of　CATCH22

group．　The　incidences　of　right　aortic　arch（RAA），　aberrant　origin　of　the　subclavian　artery

（ASCA），　high　aortic　arch，　PLSVC，　and　mental　retardation　are　significantly　higher　in　CATCH22

patients　than　in　non－CATCH22　patients．　On　the　other　hand，　the　incidences　of　PDA，　central

pulmonary　artery，　aortic　valve　regurgitation，　and　the　position　of　the　VSD　were　not　significantly

different　between　these　two　groups．　Seven　cases　in　the　CATCH22　group　had　RAA，　ASCA　of　left

side　’and　high　aortic　arch　concurrently．　Three　cases　had　left　aortic　arch，　ASCA　of　right　side　and

high　aortic　arch．

　　　In　conclusion，　RAA，　ASCA，　high　aortic　arch　and　mental　returdation　are　common　in　patients

with　TF，　PA，　MAPCA　and　CATCH22，　suggesting　abnormal　neural　crest　cells　in　CATCH22

syndrome．
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