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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　円錐動脈幹異常顔貌症候群（CAFS）の患者に伴う大動脈弓の異常について報告した．　CAFSの6例の

うち，1例は心内奇形を伴わずに，腕頭動脈起始異常と気管狭窄を有した．また2例に心内奇形と右側

大動脈弓，左鎖骨下動脈起始異常，左動脈管による血管輪が認められた．そのうちの1例は後食道胸部

大動脈をも合併し，重篤な気道狭窄症状を呈した．CAFSを含む22ql1欠失症候群において，大動脈弓の

異常は多く認められるにもかかわらず，血管輪の合併や心内奇形を伴わずに腕頭動脈起始異常をもつ患

者の報告はきわめて少ない．血管輪により気道狭窄は時に致死的であり，その診断後は手術の必要性が

迅速に判断されなければならない．また，22q11欠失症候群における血管輪の様式と頻度は明らかにされ

るべきであり，そのためには大血管の走行異常を診断するばかりでなく，動脈管の位置や気道狭窄の有

無について充分評価することが重要である．

　　　　　　　　　　緒　　言

　円錐動脈幹異常顔貌症候群（Conotruncal　anomaly

face　syndrorne，　CAFS）は，内眼角開離眼裂狭小，

一重で腫れぼったい上眼瞼，鼻根部扁平，小さな口，

耳介の変形などを伴う顔貌に，先天性心疾患，精神遅

滞などを合併する症候群である’）2）．一方，近年DiGeor－

ge　syndrome（DGS）やVelocardiofacial　syndrome

（VCFS）の患者の多くで染色体22q11の欠失が明らか

になった3）～5）．それら22q11欠失症候群と表現型が重複

するCAFSでも22q11の欠失が確認され6）7），これらの

症候群をCATCH22（cardiac　defect，　abnormal　face，

thymic　hypoplasia，　cleft　palate，　hypocalcemia）と

包括するようになった8）．

　CAFSをはじめ，22q11欠失症候群にはしばしば大

動脈弓の異常が合併し，症例の集積とともにその種類

と発生頻度が次第に明らかになりつつある2）9）11ト18）．
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私たちは，CAFSの患者6例の中に，血管輪を合併し

た患者2例と，腕頭動脈起始異常を合併した患者1例

を経験した．CAFSには大動脈弓の異常が多く認めら

れるにもかかわらず，血管輪の合併や22q11の欠失が

証明され，心内奇形を伴わずに腕頭動脈起始異常をも

つ患者の報告例はきわめて少ない．今回私たちは，

CAFSの患者の大動脈弓の異常について検討した．

　　　　　　　　　対象と方法

　1978年4月から1996年3月までの間に旭川医科大学

小児科循環器外来において，前述した円錐動脈幹異常

顔貌1）2）（図1）と精神遅滞や言語発達遅滞などの神経

abbreviation

CAFS；Conotruncal　anomaly　face　syndrome，　DGS；

DiGeorge　syndrome，　VCFS；Velocardiofacial　sYII－

drome，　VSD；ventricular　septal　defect，　TOF；

tetralogy　of　Fallot，　PA；pulln（mary　atresia，　PDA；

patent　ductus　arteriosus，　ASD；atrial　septal　defect，

RAA；right　aortic　arch，　SA；subclavian　artery，

RETA；Retroesophageaユthoracic　aorta
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　　　　　　図1　円錐動脈幹異常顔貌

患者2（女性，2歳1カ月時）．親に顔貌を示す写真掲

載の承諾をいただいた．

学的症候よりCAFSと診断した患者を6例経験した

（VSD　2例，　TOF　3例，心内奇形なし1例）．その6例

について，心エコー，心血管造影，または術中の所見

から大動脈弓の異常の有無を診断した．また，高い大

動脈弓の診断は，大動脈弓が背側第3肋間及び鎖骨に

達する場合とした．

　現在生存している5例のうち，2例の両親がFluo－

rescence　in　situ　hybridization（FISH）法による22q11

の欠失の検索を希望しなかった．同意が得られた3例

に対してのみ，SRL社（東京）に依頼してFISH法

（Oncor社製D22S75プローべ）を用いた22q11の欠失

の検索を行った．

　　　　　　　　　　結　　果

　円錐動脈幹異常顔貌症候群6例の概要を表1に示す

（表1）．FISHで検索された3例とも，22q11の欠失が

証明された（患者1，3，5）．FISHで検索されなかっ

た3例にも，胸腺無形成や口蓋裂，言語発達遅滞など

の22q11欠失症候群に認めることの多い異常が存在し

た．低カルシウム血症の既往がある患者はいなかった．

　6例中3例に大動脈弓の異常を認めた（表2）．2例

（患者1，2）に，右側大動脈弓，高い大動脈弓，左鎖

骨下動脈起始異常と左動脈管による血管輪が認められ

た．後食道胸部大動脈（Retroesophageal　thoracic

aorta，　RETA）を伴う患者2は，重篤な気道狭窄症状

を呈した．もう1例（患者3）は，心内奇形を伴わず

に腕頭動脈起始異常とその血管走行に起因する気管狭

窄を有していた．

　患者1：TOF，　RAA，　High　aortic　arch，　Left　aber－

rant　SA，　Left　PDA（Vascular　ring）．右内頸動脈と

右外頸動脈は大動脈弓から別々に起始していた．

　解剖学的には血管輪を形成していたが，動脈管は左

鎖骨下動脈の比較的遠位から起始し，気管を圧迫する

表1　円錐動脈幹異常顔貌症候群6例の概要

性 年齢 主要心奇形 その他 22ql1の欠失

患者／ 女 2歳 TOF 言語発達遅滞　多動　鼻声 鴎
患者2 女 3歳 VSD 粘膜下口蓋裂　多動　鼻声

言語発達遅滞　胸腺無形成
　欠失疑い
（高精度分染）

患者3 女 2歳 なし 軟口蓋裂　言語発達遅滞　鼻声 鴎
患者4 男 （5歳で死亡） TOF 左口角下垂不全　胸腺無形成 （1983年に死亡）

患者5 女 10歳 TOF　PA　PDA　ASD 学習障害　鼻声 函
患者6 女 6歳 VSD 軟口蓋裂　多動 未検索

表2　大動脈弓の異常を伴った3例の内訳

心内奇形 大　動　脈　弓　の　異　常

va・cular　ri・g　l（High…ti・a・ch，　RAA，　L・ft・berra・t　SA己・ft　PDA）患者1

患者2

患者3

TOF

VSD

回

va・cular　ri・g　l（High…tic　a・ch，　RAA，　R・tr・e・・ph・g・al　th・・a・ic　a・・t・，

Left　aberrant　SA，　Left　arterial　ligament）

Anomalous　innominate　artery・
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ことなく，肺動脈に達した（図2a，　b）．気道狭窄症状

や嚥下困難は認めなかった．

　患者2：VSD，　RAA，　High　aortic　arch，　RETA，

Left　aberrant　SA，　Left　arterial　ligament（Vascし11ar

ring），　VSD　patch　closure，　Division　of　the　left　arte－

rial　ligament，　Suspension　of　the　main　pulmonary

arterv．

　新生児期から時に高調性の吸気性喘鳴を認めた．生

後4カ月時の心内修復術後経過において，血管輪によ

る症状が顕在化，度重なる発作的かつ致死的な呼吸困

難に対し気管内挿管管理を繰り返した．左動脈管索切

離術と肺動脈つり上げ術によって症状の寛解を得た

が，現在もRETAに伴いcarina付近が椎体の前方を

横切る下行大動脈と上行大動脈との間で圧迫されて狭

窄し，軽度の喘鳴が聴取される（図3a，　b，図4）．術

中所見によると，致死的な呼吸困難の原因は左動脈管
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図2a，　b　患者1（女性，1歳0カ月時）の大動脈造影の正面像と側面像．

　位から起始し長く蛇行した動脈管を示す．
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図3a，　b　患者2（女性，2歳5カ月時，

　部大動脈が後方から気管を圧迫している．

心内修復術後）の大動脈造影の正面像と側面f象後食道胸
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図4　患者2（女性，2歳5カ月時，心内修復術後）

　の胸部CT．　carlna付近が椎体の前方を横切る下行

　大動脈と上行大動脈との間で圧迫されている．

索が肺動脈を左後方に牽引し，高肺血流によって拡大

した右肺動脈がcarlna付近を前から圧迫したためと，

さらにRETAがそれを前後からはさむように位置し

たためと判断された．

　患者3：腕頭動脈起始異常（Anomalous　in－

nommate　artery）．心臓カテーテル造影検査も施行し

たが，心内奇形はなかった．

　喘鳴は軽度であった．1歳6カ月時の軟口蓋裂の術

前の気管内挿管時に，気管の拍動性狭窄に気付かれた．

気管支ファイバーでも同様の所見が確認された．腕頭

動脈は通常に比べ左側後方から起始し（図5a），気管を

日本小児循環器学会雑誌　第13巻　第3号

前方から圧迫していた（図5b，図6）．症状の増悪がな

いため，腕頭動脈つり上げ術を施行せず経過観察中で

ある．

　患者4，5，6には，大動脈弓の異常を認めなかっ

た．

　　　　　　　　　　考　　察

　DGS，　VCFS，　CAFSにおける大動脈弓の異常に関

する報告は，右側大動脈弓，高い大動脈弓，左鎖骨下

動脈起始異常が高頻度に合併するという記載が主であ

り2）9川）～18），多くは血管輪の合併に言及していない．そ

れらの中の血管輪の合併例は，23例のDGSのうちの

／例9），DGSの1例報告1°），27例のVCFSのうちの1

例13｝，50例のCAFSのうちの1例2）のみである．また，

22ql1の欠失が証明された22q11欠失症候群の患者に

おいても，Lindsayら17）が24例の患者の中に2例の血

管輪が存在したことを記載しただけで，他の文献には

血管輪の合併例は報告されていない16）18）．また，これら

のいずれの報告にも血管輪の症状については詳しく述

べられていない．

　発生学的に，神経堤細胞の一部は発生の過程で胎生

期の大動脈弓に分布し，その分化に大きく寄与する19）．

円錐動脈幹異常顔貌症候群においてしばしば合併する

心大血管奇形は，その神経堤細胞の異常によって発生

すると推定されている．小林らは私たちの患者］，2

のような高い大動脈弓，右側大動脈弓，左鎖骨下動脈

起始異常が，第3・4大動脈弓の発生異常の組み合わ
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図5a，　b　患者3（女性，2歳2カ月時）の大動脈造影の正面像と側面像．腕頭動脈の起始が左側後

　方に偏位し，前方から気管を圧迫している．
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図6　患者3（女性，2歳2カ月時）の造影胸部CT．

　腕頭動脈の圧迫により気管が変形している．

せで生じることを説明した16）．その3者が合併する時，

左側の第3・4大動脈弓は退縮しており，動脈管が左

側の第6大動脈弓を起源とすれば，必然的に動脈管は

左背側大動脈を利用し起始異常の左側鎖骨下動脈と接

続する．しかして血管輪が形成される．

　ファロー四徴は，その19～35％に右側大動脈弓を合

併し2°）』22），さらに鎖骨下動脈起始異常を合併するのは

そのうちの16～17％という21）22｝．その場合は，動脈管は

一般に左側に存在するため23），多くは解剖学的に血管

輪を形成することになる．一方，CAFSに伴うファ

ロー四徴や，22ql1の欠失を伴うファロー四徴におい

て，そうでない患者に比べて右側大動脈弓，高い大動

脈弓，左鎖骨下動脈起始異常の発生頻度が高いことが

知られている］5｝18｝．故に22q11欠失症候群でこれらを合

併していれば，血管輪を形成する可能性がより高いは

ずである．しかしその予想に反して，血管輪の報告例

は非常に少なかった．ファロー四徴における右側大動

脈弓と左鎖骨下動脈起始異常とを合併する場合の動脈

管については，椎骨動脈の高さから起始するために気

管や食道から遠く，気管狭窄や嚥下困難の症状は出に

くい23｝24）という報告や，動脈管は欠損する25）という報

告がある．22q11欠失症候群において血管輪の合併が

注目されない理由が，上記のように血管輪があっても

症状がないからなのか，実際に血管輪が存在しないの

かは明らかでないが，動脈管が既に閉鎖しているため

に，血管造影などによっても血管輪の診断が見落とさ

れている可能性も否定できない．Mommaらは，22q11

欠失症候群の動物モデルとも言われるbis－diamine投

与ラットで，血管輪が高率に発生することを報告し

た26）．従って，22q11欠失症候群の患者の診る場合や，

423－（21）

このタイプの大動脈弓の異常をみた場合は，血管輪の

存在を強く疑う必要がある．特に動脈管の位置は血流

のある新生児期のうち診断しておくこと，動脈管開存

がなくとも動脈管索の存在に留意することが重要であ

ろう．

　患者2は，右側大動脈弓に後食道胸部大動脈

（RETA）を合併し，重篤な気道狭窄症状を呈した．

RETAは，右側大動脈弓，高い大動脈弓，左鎖骨下動

脈起始異常を高頻度に合併し2°）25〕27）28），その合成様式

はファロー四徴に類似する．Hastreiterらの報告の右

側大動脈弓とRETAの合併9例のうち，5例がファ

ロー四徴または総動脈幹症という円錐動脈幹心奇形で

あった2°）．逆に，Knightらの右側大動脈弓，　RETA，

左鎖骨下動脈起始異常の合併例3例25）と，Schne－

ewaissらの同様の合併例5例27｝には円錐動脈幹心奇

形はなく，過去の報告からはRETAと円錐動脈幹心

奇形の因果関係は明らかでない．また22qll欠失症候

群に右側大動脈弓とRETAが合併しやすいかどうか

も明らかではなかったが，VCFSの患者での右側大動

脈弓とRETAの合併が心室中隔欠損10例中2例に認

められるのに対し，ファロー四徴5例中には1例もい

ないという報告があり13），CAFSである患者2の心奇

形が心室中隔欠損であることと一致して興味深い．こ

の右側大動脈弓，RETA，左鎖骨下動脈起始異常とい

う形態は，左動脈管により血管輪を形成することと，

大動脈憩室の存在，そして急角度で折れ曲がる大動脈

弓が椎体の前方で右肺動脈とともに前後から気管や食

道を圧迫することによって，気管狭窄や嚥下困難の症

状を現しやすい2ア）28）．患者2のごとく，時に致死的な気

道狭窄に進展することがあるので，新生児期に正確に

診断することと手術の必要性を迅速に判断することが

重要である．

　患者3の腕頭動脈起始異常と気管狭窄の診断は，気

管支ファイバー，CT，血管造影で確認された．その症

例報告は，日本においては数少ない29）が，米国の報告に

は気管狭窄の原因の多くにこの疾患が挙げられる．重

症な呼吸困難が生じる患者には腕頭動脈つり上げ術が

施行されるが3C）），大部分の患者は手術を要さない．年長

になるにつれ症状が軽快することが多く，症状発現は

乳児期の気管軟骨の脆弱性によるとして，病的意義を

疑う考えもある31）～33）．それとは別に，Wellsらは19例

のDGSに10例という高頻度でcommon　origin　of　the

carotid　arteriesが合併し，気管狭窄の原因となると報

告した34）．腕頭動脈起始異常の顕著な形態がcommon
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origin　of　the　carotid　arteriesと考えれば，　CAFSで

ある患者3におけるこの合併は偶然ではなく，22q11

欠失症候群の一連の大動脈弓の形態異常の一つとして

捉えられよう．心内奇形のない22q11欠失症候群と腕

頭動脈起始異常の合併例の報告は，調べ得た限りMat－

suokaらの孤立右腕頭動脈の1例のみである7）．しか

し，DGSやVCFS，実際に22q11の欠失が証明された

患者の中には，心内奇形がない例が散見される12）13）18｝．

これらの中に腕頭動脈起始異常のような臨床症状の軽

い大動脈弓の形態異常が隠されているか否か，症例の

再検討が必要である．

　以上，私たちが経験したCAFSに伴う血管輪の2例

と腕頭動脈起始異常の1例を中心に，22q11欠失症候

群と大動脈弓異常について報告した．私たちが経験し

たこれらの合併の高い頻度をそのまま22q11欠失症候

群全体に当てはめることはできないが，それは偶然で

はなく，過去の文献の記載から求められる頻度が少な

すぎる可能性があることを指摘したい．血管輪による

気道狭窄は時に致死的であり，血管輪の診断後は外科

治療の必要性が迅速に判断されなければならない．ま

た，22q11欠失症候群における血管輪の様式と頻度は

明らかにされるべきである．そのためには，鎖骨下動

脈起始異常や後食道胸部大動脈などの大血管の走行異

常ばかりでなく，動脈管あるいは動脈管索の位置や気

道狭窄の有無について充分評価することが重要であ

る．

　本発表の要旨は，第32回日本小児循環器学会学術集会（平

成8年7月，大阪）で発表した．

　稿を終えるにあたり，御校閲いただきました旭川医科大

学小児科の奥野晃正教授，診断と治療に御協力いただきま

した旭川医科大学第1外科の郷　一知先生，札幌医科大学

小児科の富田　英先生，同第2外科の安喰　弘先生に深謝

いたします．
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Anomalies　of　Aortic　Arch　in　Patients　with　Conotruncal　Anoma］y　Face　Syndrome

　　　　　　　　　　　　　Vascular　Ring　and　Anomalous　Ilmominate　Artery

Hiroki　Kajino，　Ryuji　Oka，　Mayumi　Kajino　and　Naoya　Tsuda

　　　　Department　of　Pediatrics，　Asahikawa　Medical　College

　　　We　report　the　anomalies　of　the　aortic　arch　in　six　patients　with　conotruncal　anomaly　face

syndrome，　which　is　a　22qll　deletion　syndrome．　One　had　tracheal　colnpression　due　to　arlomalous

innolninate　artery　without　intracardiac　defects．　Two　had　vascular　r｛ng　colnposed　of　right　aortic

arch，　aberrant　origin　of　left　subclavian　artery　and　left　arterial　duct．　One　of　the　latter　was

complicated　by　retroesophageal　thoracic　aorta　which　caused　severe　obstruction　of　the　trachea

and　required　repeated　tracheal　intubation．　Although　patients　with　the　22qll　deletion　syndrome

are　often　complicated　by　various　anomalies　of　the　aortic　arch，　there　are　few　reports　about　the

vascular　ring　and　the　anolnalous　innominate　artery　in　the　patients　with　this　syndrome．　The

vascular　ring　may　cause　life－threatening　obstruction　of　the　respiratory　tract．　Whether　the

condition　requires　surgical　intervention　must　be　determined　immediately　after　the　diagnosis．　The

types　and　morbidity　of　vascular　ring　in　the　patients　with　this　syndrome　should　be　clarified．　Thus

it　is　important　to　evaluate　the　morphology　of　the　aortic　arch，　laterality　of　the　arterial　duct　and

obstruction　of　the　respiratory　tract　in　the　patients　with　22qll　deletion　syndrome．
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