
4 日本小児循環器学会雑誌　第23巻　第 4 号

第 3 回教育セミナー「若手医師のための勉強会」：基礎「先天性心疾患の理解を深めるmolecular embryology」364

I．基礎「先天性心疾患の理解を深めるmolecular embryology」

先天性心疾患の理解を深めるMolecular Embryology

要　　旨

　先天性心疾患は，心臓大血管の発生異常に起因する疾患である．私たちが日常診療で遭遇する先天性心疾患の多
くは，心臓大血管の複雑な発生における特定の領域または段階の異常によって発症するものであり，全般的な発生
異常は胎生致死と考えられる．したがって，複雑な心臓大血管の発生をいくつかの領域または段階別に分けて詳細
に解析する「分子発生学」は，先天性心疾患の成り立ちを理解するための科学として重要である．最近の「分子発生学」
の進歩において，原始心筒の前方（ = 頭側ないし流出路側）の咽頭弓中胚葉領域に，心筋前駆細胞が存在することが
明らかになり，「前方心臓領域」と名付けられた．前方心臓領域の発見により，心臓流出路の発生に新たな概念が誕
生し，先天性心疾患の発症機序を理解するうえでの重要な知見が得られている．

は じ め に

　「先天性心疾患の理解を深めるMolecular Embryology
（分子発生学）」とは，それぞれの疾患の成り立ちを“自然
の摂理”に基づいて考える科学である．先天性心疾患
は，出生1,000人につき 5～10人に起こる最も頻度の高い
先天異常の一つであり，心臓発生の異常に起因する．
高等動物の心臓発生は，いわば進化によって生み出さ
れた自然の芸術であり，時間的・空間的に秩序だった
多く複雑な過程，すなわち由来の異なる心臓前駆細胞
の移動，増殖，分化，プログラム細胞死，相互作用に
よって成立している．この複雑な過程を効率よく理解
するためには，本稿の前半で示すように，いくつかの
領域ないし段階別に分けて考える方法がよいと筆者は
考えている．それぞれの領域・段階で，どのような自
然現象により，どのように心臓大血管の各部が形づく
られていくかを理解しながら，全体像を把握していく
というやり方である．実際，私たちが日常診療で遭遇

する多くの先天性心疾患は，これらいずれかの領域の
特異的な発生異常であり，全般的な発生異常は胎生致
死と考えられる．したがって，このやり方は先天性心
疾患の成り立ちを考えるうえでも重要である．近年，
基礎研究の分野でも心臓発生を領域別に制御する心臓
前駆細胞や遺伝子の解析から，先天性心疾患の発症機
序を解明するうえでの有益な情報が得られている．
　本稿では，講演の内容とは順序を変えて，前半で総論
として“心臓発生を領域別・段階別に理解する考え方”

を，後半で各論として最新の分子発生学に基づいた“心
臓流出路の発生とその異常についての考え方”を述べ
る．講演で述べた各論としての“左右心室の発生とその
異常”については割愛させていただき，別の機会に譲る
ことをご容赦願いたい．2006年に発行された「心血管発
生研究会テキスト」（事務局を通じて無料配布中・部数に
限りあり）に，一部関連した内容を掲載したので，ご興
味のある方はご参照いただければ幸いである．
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心臓発生を領域別・段階別に理解する考え方

1．心臓大血管の発生（Fig. 1）

　心臓大血管は循環系を担う臓器として胎生期に最初
に機能しはじめ，胚発生の段階と要求に合わせて形態
変化する．心臓大血管形態形成の過程は，生物の種を
越えて保存されている．哺乳類では，複雑な心臓大血
管形態形成により出生後の体循環と肺循環の分離が可
能となり，各臓器に効率よく酸素を供給し，高等な個
体を維持するための循環機能が獲得される．
　ヒトでは心大血管系の発生は胎生20日ごろ（マウス胎
生7.5日ごろ）開始され，胎生50日ごろ（マウス胎生15.5日
ごろ）までにほぼ完成する．まず，胚葉形成直後に側板
中胚葉（lateral plate mesoderm）由来の心臓前駆細胞によ
り，脊索前板前方部に三日月型の心原基（c a r d i a c
crescent）が発生し（Fig. 1-①），胚の正中に原始心筒
（linear heart tube）を形成する．原始心筒は 1 本の管状構
造で，頭側を咽頭弓（pharyngeal arch）に，尾側を横中隔

（septum transversum）に固定され，心拍動を開始して尾側
から頭側に血液を送る．原始心筒は細胞・分子レベル
では，頭側（cranial/arterial end）（大動脈嚢：aortic sac）か
ら尾側（caudal/venous end）（静脈洞：sinus venosus）に向
かって，円錐動脈幹（流出路），右心室，左心室，左右心
房を形成する部位に区分されている（Fig. 1-②）．
　原始心筒が右方へ屈曲（looping）するとともに，左右
心室原基は急速に発育を始める．頭尾方向に区分され
ていた右左心室原基は，右（やや腹側）左（やや背側）方向
に並び替わり（Fig. 1-③），左右心室（Fig. 1-④）および心
房の形態が明らかになる．
　房室管部（atrioventricular canal：AVC）には，心内膜か
ら遊離して形質転換した間葉細胞〔上皮－間葉細胞転換
（epithelial-mesenchymal transformation：EMT）〕により心
内膜床（endocardial cushion）が形成される（Fig. 1-⑤）．
上・下心内膜床の癒合により房室管は分割され，心内
膜床は心房中隔（一次孔の閉鎖），房室弁（僧帽弁と三尖
弁），心室中隔基部（膜様部中隔）の形成に関与する．心
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Fig. 1 An understanding of the individual modular steps in cardiovascular development.
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房中隔，心室中隔および房室弁が形成され，2 心房 2 心
室の形態が完成する（Fig. 1-⑤～⑦）．
　円錐動脈幹部（conotruncus）には，移動した心臓神経堤
細胞（cardiac neural crest cell）により，動脈幹中隔が形成
され，1 本の管状構造をした動脈幹が，ら旋状（spiral）に
2 つの流出路～大血管基部に分割され（Fig. 1-⑧），半月
弁が形成される（Fig. 1-⑨）．大動脈は左心室に，肺動脈
は右心室に整合（alignment）することが，出生後の体循環
と肺循環の分離に不可欠である．
　大血管系は，左右対称に咽頭弓を貫く走行で次々に
発生する， 6 対の咽頭弓動脈（pharyngeal arch artery）を
原基として形成される．6 対の咽頭弓動脈のうち，第
3，4，6 咽頭弓動脈に心臓神経堤細胞が分布し，血管リ
モデリング（remodeling）により大動脈弓とその分枝，左
右肺動脈および動脈管が形成される（Fig. 1-⑩）．冠動脈
系の血管前駆細胞は，心外膜（epicardium）から供給され
る．末梢で心外膜の上皮細胞の一部が上皮－間葉細胞
転換により心外膜下・心筋層にもぐり込んで血管叢を
形成し（vasculogenesis），血管新生（angiogenesis）により
冠動脈のパターンが形成された後，中枢で大動脈基部
に接続して完成する（Fig. 1-⑪）．

2．心臓大血管の発生と先天性心疾患

　先天性心疾患の発症機序を理解する一つの方法とし
て，複雑な循環器系の発生の過程におけるいくつかの
重要なステップ（Fig. 1）を理解し，それぞれの異常に
よって，どのような先天性心疾患が起こるかを考える
とよい．Fig. 1 の番号に沿って概要を示す．
　① 心原基の発生：無心症（胎内死亡）
　② 原始心筒の形成：二分心臓（cardia bifida）（胎内死亡）
　③ 原始心筒のlooping：心房内臓錯位症候群，修正大
血管転位（l-TGA），両大血管右室起始（DORV），三尖弁
閉鎖（TA）
　④ 左右心室の発生：右室低形成，左心低形成症候群
（HLHS），単心室（SV）
　⑤ 心内膜床の発生と房室弁の形成：心内膜床欠損
（ECD：房室中隔欠損・AVSD），共通房室弁，Ebstein奇
形，僧帽弁閉鎖（MA/HLHS），僧帽弁閉鎖不全（MR）
　⑥ 心室中隔の形成：心室中隔欠損（VSD）
　⑦ 左右心房と心房中隔の形成：心房中隔欠損（ASD），
三心房心，総肺静脈還流異常（TAPVC）
　⑧ 円錐動脈幹の発生と心臓流出路の形成：完全大血
管転位（TGA），総動脈幹遺残（PTA），大動脈肺動脈窓
（AP window），Fallot四徴症（TOF），DORV，VSD（円錐
部，膜性部）
　⑨ 大動脈弁・肺動脈弁の形成：大動脈弁狭窄（AS），

肺動脈弁狭窄（PS），肺動脈閉鎖（PA）
　⑩ 大血管（大動脈弓・主肺動脈・動脈管）の発生：大
動脈弓離断（IAA），大動脈弓分枝異常，大動脈縮窄
（CoA），動脈管開存（PDA）
　⑪ 冠動脈の発生：冠動脈異常（Bland-White-Garland症
候群など）

3．心臓大血管の発生に関与する細胞群

　心臓大血管は元来中胚葉由来であり，古典的には側
板中胚葉由来の細胞により形成されると考えられてき
た．しかし，1980年代の心臓神経堤細胞の発見，最近
の新たな心臓前駆細胞領域の発見により，心大血管系
はいくつかの異なる細胞群により形成されることが明
らかになってきた1–5）．
　現在の考え方では，原始心筒は側板中胚葉由来の心
臓前駆細胞により形成された心原基から発生し，この
心臓前駆細胞の起源を「一次心臓（形成）領域（primary
heart field：PHF）」（Fig. 2：赤色）と称する．原始心筒が
loop i ngするころ，その背側にある臓側中胚葉領域
（splanchnic mesoderm）に由来する心臓前駆細胞（Fig. 2：
青色）が，原始心筒の前方（大動脈嚢）および後方（静脈
洞）より心臓へ流入し，それぞれ心臓の前方部分（円錐動
脈幹と右心室）および後方部分（心房）の形成に関与す
る．この心臓前駆細胞の起源を「二次心臓（形成）領域
（secondary heart field：SHF）」と呼ぶ．さらに，外胚葉由
来の間葉系細胞である心臓神経堤細胞（Fig. 2：黄色）が
円錐動脈幹に分布し，円錐動脈幹中隔（大動脈・肺動脈
中隔）が形成される．心臓神経堤細胞は第3，4，6 咽頭
弓動脈にも分布し，胸部大動脈系の血管平滑筋に分化
する．心外膜は，原始心筒の後方に接続する横中隔の

Fig. 2 Cell lineages that contribute to cardiovascular
development.



7平成19年 7 月 1 日

第 3 回教育セミナー「若手医師のための勉強会」：基礎「先天性心疾患の理解を深めるmolecular embryology」 367

前心外膜組織（proepicardial organ：PEO）に由来する細胞
（Fig. 2：緑色）が，静脈洞側から心臓全体を覆うことに
より形成される．心外膜を形成した細胞の一部は，前
述のように上皮－間葉細胞転換を経て，冠状動脈の発
生に関与する．

4．二次心臓領域

　二次心臓領域という，側板中胚葉領域以外の心臓前
駆細胞の起源の発見により，心臓大血管の発生ならび
に先天性心疾患の発症機構に新しい概念が生まれた．
しかし，二次心臓領域の定義については，いまだ海外
の心臓発生の専門家の間でも混乱があり，この用語の
使用・解釈には注意を要する．
　1）二次心臓領域の発見
　二次心臓領域の最初の報告は2001年のことである．
原始心筒がloopingしはじめるころ，咽頭弓臓側中胚葉
領域に由来し，咽頭弓に連なる心筒の頭側（流出路側）か
ら心筋層および心内膜層に流入し，その形成に関与す
る心臓前駆細胞が存在することが，欧米の 3 つの研究
室からほぼ同時に報告された2–4）．1 つの研究室では，こ
の咽頭弓中胚葉領域を，心臓の前方（頭側）にあって心臓
前駆細胞の起源となることから，「前方心臓（形成）領域
（anterior heart field：AHF）」と命名し，また別の研究室で
は，側板中胚葉由来の心原基を形成する領域を一次心
臓領域としたときの「二次心臓領域」と命名した．すなわ
ち，この時点では名称が異なっていたが，この新たな
心臓前駆細胞の起源は咽頭弓中胚葉のごく小さな領域
に存在し，それらの細胞は心臓流出路の一部を形成す
ると考えられていた．
　2）二次心臓領域の概念の拡大
　ところが，2003年に発表されたEvansらのislet-1（Isl1）
の研究は，二次心臓領域の概念を拡大するものであっ
た6）．Isl1は膵臓の内分泌細胞に発現する転写因子で，
ラットinsulin-1遺伝子の発現調節領域に作用する因子と
して発見された7）．Evansらは，Isl1ノックアウトマウス
に心臓発生異常が認められることに注目し，胚発生に
おけるIsl1の発現を検討した6）．Isl1は胎生7.5日から一次
心臓領域よりも正中かつ背側の領域に認められ，臓側
中胚葉の広い範囲と咽頭内胚葉に発現していたが，一
次心臓領域には発現していなかった．しかし驚いたこ
とに，Isl1を発現した細胞群は，原始心筒のloopingが始
まる胎生8.25日ごろから原始心筒の流出路側および流入
路側から心臓に流入し，胎生9.5～10.5日には流出路お
よび右心室の心筋層，心内膜層の大部分を形成してい
た．また，右心房，左心房を形成する細胞の半分以上
も，Isl1を発現した臓側中胚葉細胞に由来することが判

明した．
　この研究成果により，Fig. 2（青色）に示すように，心
臓前駆細胞は原始心筒の背側の臓側中胚葉の幅広い領
域に起源することが明らかになった．すなわち，二次
心臓領域は心臓の前方（流出路側）だけでなく後方（流入
路側）にも存在し，流入路側からは心房を形成する心筋
細胞を供給することが示され，その心臓発生における
役割は，それまで考えられていたよりも大きなものと
なった．
　現在，意見の統一は得られていないが，臓側中胚葉
のIsl1発現領域を一次心臓領域以外の心臓前駆細胞起源
として，二次心臓領域（この場合，もともと提唱された
心臓流出路側の“secondary heart field”と区別して，英語
では“second heart field”という名称を提唱する研究者も
いる）と呼び，そのなかで流出路の発生に関与する前駆
細胞の起源を前方心臓領域と呼ぶこともある．今後，二
次心臓領域/前方心臓領域の概念が見直され，用語が統
一される必要がある．本稿では便宜上，流出路の発生に
関与する二次心臓領域を“前方心臓領域”と呼称する．

最新の知見を踏まえた心臓流出路の発生と

その異常についての理解

1．心臓流出路の発生8）

　原始心筒のlooping後，左右心室の形態が明らかにな
り心室中隔・筋性部中隔が発達する．1 本の導管である
流出路には，左側および右側から円錐動脈幹隆起（conus
& truncus swellingまたはconotruncal cushion：心内膜由来
の間葉細胞，神経堤細胞，および心ゼリーを構成する
細胞外基質から成る）が形成される（Fig. 3-A）．左右の円
錐動脈幹隆起は，回旋し（ねじれ）ながら癒合して下部は
円錐中隔，上部は動脈幹中隔を形成する．大動脈（Ao）
と肺動脈（PA）は，下部（円錐部）ではPA前－Ao後，上部
（動脈幹部）ではAo前－PA後の位置関係で分離する（Fig.
3-B）．円錐動脈幹隆起により形成された円錐中隔は，
円錐口の左方移動により心室中隔・筋性部中隔に接続
する．この周囲の心内膜床組織により心室中隔・膜様
中隔が形成され，心室中隔が完成し，RV-PA，LV-Aoの
関係が成立する（Fig. 3-C）．

2．心臓流出路の発生異常に起因する先天性心疾患

　円錐動脈幹の回旋および左方移動により，肺動脈は
右前方の右心室に，大動脈は左後方の左心室に接続す
る．流出路中隔（大動脈・肺動脈中隔）および心室中隔
（円錐中隔，膜様中隔，筋性中隔）の形成により，左心系
（体循環）と右心系（肺循環）が分離する．心臓流出路（円
錐動脈幹）の発生異常は，以下の臨床的に重要な先天性
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心疾患に関連する（Fig. 4）．① 円錐動脈幹の回旋が起こ
らない：完全大血管転位，② 動脈幹中隔が完全に欠損
する：総動脈幹遺残，③ 動脈幹中隔が部分的に欠損す
る：大動脈肺動脈窓，④ 円錐中隔の形成不全：円錐部
（漏斗部）心室中隔欠損，⑤ 円錐口の左方移動が不十分：
両大血管右室起始，⑥ 円錐中隔と筋性中隔の整合が不整
（malalignment）：Fallot四徴症，膜様部心室中隔欠損．

3．心臓流出路の発生と前方心臓領域・心臓神経堤細胞

の関与

　1）前方心臓領域細胞と心臓神経堤細胞の分布（Fig. 5）9）

　Fig. 5-A（胎生9.0日マウス胚・右側面像模式図）に示す
ように，原始心筒は側板中胚葉領域の細胞（赤色）により
形成される．前方心臓領域細胞（青色）は，咽頭弓中胚葉
に起源し，原始心筒がloopingしはじめるころに動脈幹
部に移動し，側板中胚葉由来の組織（赤色）と混在して心
筋層・心内膜に分布し，流出路および右心室の形成に
関与する．Fig. 5-B（流出路横断切片）に前方心臓領域細
胞（青色）の流出路での分布を示す．
　Fig. 5-C（胎生9.5日マウス胚・右側面像模式図）に示す
ように，神経管背側（黄色）に起源する心臓神経堤細胞
（黄色）は，原始心筒がloopingするころに動脈幹部に移
動し，円錐動脈幹隆起に沿って分布して円錐中隔，動
脈幹中隔，半月弁，流出路の形成に関与する．Fig. 5-D
（流出路横断切片）に心臓神経堤細胞（青色）の流出路での
分布を示す．
　2）前方心臓領域と心臓神経堤細胞の役割および相互
作用
　Kirbyらが1980年代に行ったニワトリ胚で神経堤細胞

を除去する実験では，流出路発生における心臓神経堤
細胞の重要性が明らかになった1）．彼女らは，やはりニ
ワトリ胚を用いて2001年に前方心臓領域/二次心臓領域
を発見した3）．以後，心臓神経堤細胞および前方心臓領
域の心臓流出路発生における役割について，ニワトリ
胚の心臓神経堤細胞除去モデルで前方心臓領域細胞の
分化を研究し，さらに前方心臓領域細胞を除去したニ
ワトリ胚を作製して，いくつかの重要な成果を報告して
いる3，10，11）．Kirbyらの研究成果は以下に要約される．

Fig. 3 Development of the cardiac outflow tract.
A      B      C

Fig. 4 Congenital heart defects resulting from abnormal
development of the cardiac outflow tract.
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　① 前方心臓領域細胞は，心筒の最頭側（流出路側）で
流出路心筋および大血管基部平滑筋に分化する．
　② 神経堤細胞除去ニワトリ胚では，前方心臓領域細
胞の流出路への供給が起こらないことから，その供給
には心臓神経堤細胞が必要である．
　③ 前方心臓領域細胞が除去されると，発生中の流出路
（円錐動脈幹）が短縮し，また回旋も不足することから，
前方心臓領域細胞は流出路の伸長，回旋に必要である．
　④ 前方心臓領域細胞を除去したニワトリ胚では，
Fallot四徴症，肺動脈閉鎖症が発生する．
　したがって，心臓神経堤細胞は円錐動脈幹中隔に，
前方心臓領域細胞は流出路心筋および平滑筋層にそれ
ぞれ分化し，流出路の正常な発育・回旋と，その結果
起こる大血管と左右心室の正しいalignmentには，両細
胞の相互作用が必要であると推測される．
　3）前方心臓領域に発現する分子TBX1
　T-box型転写因子であるTBX1は，心臓流出路の異常
を高率に合併する染色体微細欠失症候群（22q11.2欠失症
候群）の主要な責任遺伝子である12）．Tbx1ヘテロ変異マ
ウスでは10～50％に大動脈弓異常が，Tbx1ホモ変異マ
ウスでは総動脈幹遺残，胸腺・副甲状腺低形成，口蓋
裂，顔面頭蓋骨異常など，22q11.2欠失症候群の主要症
状すべてが認められる13-15）．
　私たちはマウスTbx1遺伝子の上流転写制御領域を単
離し，LacZレポーター遺伝子を連結・導入したトラン
スジェニックマウス（Tbx1-lacZマウス）を樹立して，心
臓流出路の発生におけるTbx1の発現を解析した．その
結果，Tbx1は前方心臓領域由来の心臓前駆細胞に発現
し，心臓神経堤細胞には発現しないことを明らかにし
た16）．この結果は，私たち（そしておそらく，すべての
22q11.2欠失症候群の研究者）にとって衝撃的であった．
なぜなら従来22q11.2欠失症候群のprimaryな病因は，神
経堤細胞の異常と考えられており，責任遺伝子は神経
堤細胞に発現すると想定されていたからである．
　さらに私たちは，Tbx1遺伝子の上流制御領域にCre組
換え酵素遺伝子を連結・導入したトランスジェニック
マウス（Tb x 1 - C r eマウス）をROSA 2 6レポーター
（ROSA26R）トランスジェニックマウスと交配すること
によって，Tbx1を発現した前方心臓領域由来細胞の発
生分化過程を観察した（Fig. 6-A）．このシステムでは，
X-gal染色で青色に染まる細胞を前方心臓領域由来細胞
として，他のTbx1を発現しなかった青色に染まらない
細胞と識別することができる．Tbx1を発現した前方心
臓領域由来の細胞は，胎生初期には流出路全体と右心
室原基を形成し，後期・出生直前にはおもに右心室流
出路から肺動脈主幹部および肺動脈弁を形成すること

が示された（Fig. 6-B）17）．
　4）Tbx1の機能
　心臓流出路におけるTbx1の機能については，遺伝子
変異マウスの解析により検討されている18–21）．Tbx1変異
マウスでは，心臓神経堤細胞の流出路への移動，円錐
動脈幹隆起の形成はほぼ正常だったが，流出路を形成
する分化した心筋細胞の数が減少していた．このマウ
スでは臓側中胚葉における細胞増殖の低下が認めら
れ，前方心臓領域から流出路形成に動員された心臓前
駆細胞の数が減少していると考えられた．胎生 9～11日
に流出路が急速に伸張する時期には，流出路心筋前駆
細胞が前方心臓領域から継続的に動員される必要があ
る．Tbx1の機能は前方心臓領域における細胞増殖を維
持し，流出路形成に必要十分な数の前駆細胞を供給す
ることにより，流出路の発育とremodelingを促進するこ
とと推測される．
　Tbx1の転写標的については，いくつかの候補遺伝子
が報告されている19，21，22）．そのなかで特に注目される
のは，線維芽細胞増殖因子Fgf8およびFgf10である．
Tbx1発現低下マウスの前方心臓領域では，Fgf8/10の発
現が特異的に低下しており，心臓流出路の発生におい
てFgf8/10がTbx1の下流で機能すると考えられる．培養

Fig. 5 Contribution of the anterior heart field
cells (A, B) and cardiac neural crest
cells (C, D) to outflow tract develop-
ment.
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細胞を用いた実験では，Tbx1がFgf10の転写を活性化す
ることが示されており，Tbx1の機能の少なくとも一部
はFgf10を介している可能性がある．しかし，Fgf10変異
マウスでは明らかな前方心臓領域の異常が認められな
いため，Fgf10の機能を代償する分子（おそらくFgf8との
遺伝的相補性）が推測される．またこれらの増殖因子
は，前方心臓領域細胞の増殖を促進し，前方心臓領
域・心臓神経堤細胞間の相互作用を担うシグナル伝達
分子としても注目されている．

4．先天性心臓流出路異常の発症機構についての考察

　以上の分子発生学の知見と従来の形態形成学から，
心臓流出路の発生異常による先天性心疾患（TOF，PTA）
について，Fig. 7 のような発症機序が考察される．PTA
は心臓神経堤細胞を除去したニワトリ胚で高率に認め
られることから，心臓神経堤細胞の発生異常により円

Fig. 6 Cell lineage analysis using the Cre-
loxP/ROSA26R system for the
anterior heart field cells (A) reveals
that blue cells marked by Tbx1
expression give rise to the right
ventricular outflow tract (B).
ao, aorta; mpa, main pulmonary artery;
rv, right ventricle; ra, right atrium; la,
left atrium

錐動脈幹中隔が完全欠損して発症すると考えられる．
TOFの発症機序は完全に解明されているわけではない
が，円錐動脈幹の不完全な回旋および中隔形成に起因
すると考えられている．すなわち，円錐動脈幹の回旋
異常により流出路中隔と筋性部中隔のalignmentが障害
され，結果として大動脈が心室中隔欠損の上に騎乗す
る．そして円錐動脈幹隆起により異常に前方偏位した
中隔が形成され，肺動脈弁・漏斗部狭窄が発生すると
いう説である23）．これに対し，Van Praaghは肺動脈弁下
漏斗部（または円錐）の低形成が，漏斗部狭窄と流出路中
隔のmalalignmentの原因であるとする説を唱えている23）．
前方心臓領域が発見される以前には，TOFの発症機序は
心臓神経堤細胞の発生異常によって説明されることが
多かった．しかし，最近の分子発生学の研究成果か
ら，TOFの発症にはむしろ前方心臓領域細胞の発生異常
が大きく関与すると考えられる．この発生異常によ
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enhancer in the anterior
heart field

nls Cre PGKneo LacZ

loxP loxP

nls Cre PGKneo LacZ

ROSA26R

Cells derived from AHF
Cre recombinase is expressed
Continuous LacZ expression
by ubiquitous promoter

Cells not derived from AHF
Cre recombinase is not expressed
No LacZ expression

�-galactosidase

Blue cells

�-gal

�-gal

�-galactosidase

No blue cells

ra

ao
mpa la

rv

B

A



11平成19年 7 月 1 日

第 3 回教育セミナー「若手医師のための勉強会」：基礎「先天性心疾患の理解を深めるmolecular embryology」 371

り，円錐動脈幹の発育と回旋が不完全となり，前方心
臓領域細胞がprimaryに形成する肺動脈弁下漏斗部（円
錐）の低形成が起こる．その結果としてTOFが発症する
と考える，Van Praaghの説に近い考え方である．一方，
心臓神経堤細胞の発生異常もsecondaryに前方心臓領域
細胞の流出路への供給を障害することから，同様に円
錐動脈幹の発育・回旋不全を招来し，TOF発症の原因と
なり得る．さらに，前方心臓領域細胞の発生異常が非
常に高度で，主肺動脈および漏斗部が全く形成されな
ければ，心臓からの流出路は大動脈だけになり，肺動
脈閉鎖（兼心室中隔欠損）ないしPTAの形態になると考え
られる．以上まとめると17），
　1．TOFの発症機序として，primaryな原因は前方心臓
領域細胞の発生異常であると考えられる．
　2．心臓神経堤細胞の発生異常は，secondaryに前方心
臓領域細胞の発生異常を招来することによりTOFの原因
となる．
　3．前方心臓領域細胞および心臓神経堤細胞の発生異
常の程度により，肺動脈弁下漏斗部形成の重症度（すな
わち肺動脈狭窄の重症度）には，軽度の肺動脈狭窄から
肺動脈閉鎖までのスペクトラムが生じる．
　4．心臓神経堤細胞の発生異常の最重症型は，円錐動
脈幹中隔の完全欠損によるPTAである．また，前方心臓
領域細胞の発生異常の最重症型でも，肺動脈－右室流
出路の完全欠損によりPTAの表現型となり得る．

Fig. 7 Molecular embryology for an understanding of the embryogenesis of cardiac outflow tract defects.
RVOT, right ventricular outflow tract; MPA, main pulmonary artery; Ao, aorta; LV, left ventricle

　4 に挙げた考察が正しければ，表現型は同様のPTAで
あっても，総動脈幹が前者では肺動脈成分と大動脈成
分の半々により構成されるが，後者ではすべて大動脈
成分であることが推定される．興味深いことに，マウ
スTbx1欠損により発症するPTAでは，総動脈幹は大動
脈成分だけで構成されることが学会報告されている
（Kelly RG，私信）．

お わ り に

　心臓の発生学は，自然・生物の神秘を探求するもの
であると同時に，小児循環器医の夢である先天性心疾
患の成因解明と予防・再生医療への基礎として，急速
に発展している．1980年代，Kirbyらにより神経堤細胞
を除去したニワトリ胚が22q11.2欠失（当時のDiGeorge）
症候群の主要症状と同様の発生異常を起こすことが示
され，以来，本症候群に合併する心臓流出路異常の
primaryな原因は心臓神経堤細胞の発生異常であると考
えられてきた．しかし，前方心臓領域という心臓流出
路の発生に関与する新たな心臓前駆細胞が発見される
と同時に，22q11.2欠失症候群の主要責任遺伝子TBX1は
心臓神経堤細胞ではなく，前方心臓領域に発現するこ
とが明らかになった．そしてTbx1が発現する前方心臓
領域細胞の発生異常が，心臓流出路異常のprimaryな原
因になるという新たな概念が誕生した．心臓流出路の
正常な発生には，心臓神経堤細胞と前方心臓領域細胞
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の相互作用が必要であり，それらの発生異常の程度に
より，多彩な心臓流出路異常のスペクトラムが形成さ
れると考えられる．しかし，本稿のまとめとして述べ
たこの考察も，将来Molecular Embryologyの発展により
書き替えられ，さらに“自然の本質”に近づいていくこ
とであろう．
　Molecular Embryologyの今後の課題として，複雑な心
臓大血管形成を制御する多くの分子の相互作用から成
るネットワークを解析する必要性，この分子ネット
ワークが形態形成にどのように機能しているのか，す
なわち“from gene to morphology”を解明することが挙げ
られる．Challengingな研究・発想が求められている．
本稿が，多くの忙しい臨床医にとって，Molecular
Embryologyの意義を感じ，先天性心疾患の理解を深め
る一助となれば，誠に幸いである．
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