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要 旨

新潟大学歯学部1982年度解剖実習中,71歳女性

屍体で大動脈弓の最終枝 として起る右鎖骨下動脈

の破格症例に遭遇 した｡大動脈弓の形状は正常で

あったが,弓か ら起る大分枝の分岐形式は右か ら

順次双頚動脈幹,左鎖骨下動脈,右鎖骨下動脈を

区別する3幹型であった｡分岐破格の右鎖骨下動

脈は食道後部に位置 し,左右の椎骨動脈は各々左

右の鎖骨下動脈か ら起 り,第Ⅵ横突孔に入 り正常

の走行 を示 した｡反回神経は左側は正常,右側は

認め られず,下喉頭神経が迷走神経か ら分かれて

直走 していた｡胸管は正常な走行 を示 していた｡
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以上の所見か ら, この破格は AdachiのG型,

Holtzapfelの第2図型,Williamsetal,中川らの

H型に属 し,さらに椎骨動脈分岐所見を加味 して

この症例 と一致する破格例 を検索すると,本邦で

は島田 ･足立 (1924)の第一報症例か ら数えて第

17症例であった9)0

話 昌

新潟大学歯学部1982年度解剖実習中,71歳女性

屍体で右鎖骨下動脈が大動脈弓の最終枝 として起

り,食道後部 を通る破格例が見出された｡右鎖骨

下動脈のこの起始異常は特に珍 らしい破格ではな

いが,-破格症例 として報告する｡
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所 見

本症例は年齢71歳,心不全で死去された女性に

みられ,生前特筆すべ き病歴はなかったようであ

前 面 観

る｡

大動脈弓の位置 と形状および走行は正常で,弓

から順次双預動脈幹,左鎖骨下動脈,右鎖骨下動

脈が起る3幹型であった (図 1)0

後 面 観

図 1 大動脈弓から分岐する動脈枝を示す｡

AO:大動脈弓, TBC:双頚動脈幹, ACD:右総額動脈, ACS:左総額動脈, ASS:左鎖骨下動脈,

As°:右鎖骨下動脈, AVD:右椎骨動脈, NRS

矢印 :右総額動脈の "くの字"型の屈曲を示す｡

1･. 双頭動脈幹 Truncusbicaroticus

大動脈弓の起始部右側端凸部上壁から上方に向

かって起 り,左右の総額動脈に分かれる共通幹で

ある｡幹は短か く (長さ :2.5cm),比較的太 く (

外径 :起始部で1.9cm),上方に登って直ちに左右

の総額動脈に分かれていた.左 ･右総額動脈は共

に双頚動脈幹の約半分の太さ (外径 :起始部で共

に 0.9cm)を有し,その走行は各々正常であると

左反回神経,

2. 左鏡骨下動脈 A.subclaviasinistra

双頚動脈幹の左側に接 し,大動脈弓の頂部でや

や後壁から起きていたが,その太さ (外径 :起始

部で 1.0cm)は左右の総額動脈 とほぼ同じであっ

た.動脈の長さはおよそ双頚動脈幹の長さの約 2

倍に相当し (鎖骨の位置まで4.4cm),始め上方に

向かい,次にやや左側に傾 き,更に左側万に曲が

って正常な走行を呈するに至った (図 2)0

認められたが,右総預動脈は甲状腺右葉上縁の部で

大きく右葉の後内方に廻 り込み,そこで屈曲して

"くの字"型を呈 していた (図 2,3)｡

- 4 -

3. 右鏡骨下動脈 A.subclaviadextra

動脈は大動脈弓の終部後面で,左鎖骨下動脈か
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図 2 大動脈弓から分岐する動脈枝の正常正面観,

気管は下方部が右方によせてある｡

AO:大動脈弓, TBC:双額動脈幹,

ACD:右総額動脈, ACS:左総額動脈,

ASS:左鎖骨下動脈, GT:甲状腺,

T:気管,

矢印 :右総要員動脈が甲状腺右葉の後方内側部

で "くの字､､型の屈曲を呈する部を示す｡

らやや離れた後壁より右傾 して起 り,第III胸椎体

の高さに位置 していた｡動脈の起始部は断面が楕

円形 (外径 :長径が1.5cm,短径が0.9cm)を呈 し

てお り,その長軸はやや右後方に向いていた｡こ

の起始部には憩室 と認められる限局 した膨大部は

存在 しなかった｡動脈は起始後直ちに大動脈弓の

後面を右側に傾いて走 り,そのまま食道の後部に

入 り,その長さは短か く約 2.3cmであった (第 1

那)｡動脈は更に食道の後部で約60度上方に屈曲し

(第 1屈曲),そのまま上方やや右に傾斜 して走

り,脊柱の右側端に達 し (第 2部 :3.4cm),ここ

で大 きく右に轡曲していた (第 2屈曲)O汰に,動

脈はこの位置からほぼ水平位まで廻 り込む走行を

とり,こののち正常例 と同じく斜角筋隊に入 り,

本来の正常な右鎖骨下動脈の走行形態を示すに至

った (第 3部)｡動脈はまた,起始部か ら第 1部終

末部を経て第 1屈曲部 まで楕円柱の形状 を示 して

いたが,食道の後壁には圧痕等は認め られなかっ
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図 3 気管,食道を切断し,右総頚動脈と共に左方に

よせて,右鎖骨下動脈を示す (正面観)0

AO:大動脈弓, As°:右鎖骨下動脈,

ACD:右総頚動脈, T:気管 ,

E:食道, GT:甲状腺,

NLI:下喉頭神経, NV:迷走神経,

矢印 :図2と同｡

た (図 1ASD,3E)｡

4. 椎骨動脈 A.vertebralis

左椎骨動脈は左鎖骨下動脈か ら起 り,正常の走

行を示 していた｡右椎骨動脈は右鎖骨下動脈から

直接起 り,同動脈の第 2部終末域で背側頂部に位

置 していた｡この右椎骨動脈は起始部では右側内

方に向かって起るが,直ちに上方に登って,以後

の走行は正常例 と較べて特別の異常はないと考え

られた｡椎骨動脈は共に第Ⅵ横突孔に入っていた

(図 1)｡

5. 胸管 Ductusthoracicus

その走行形態 と静脈角への合流様式に特に異常

は認められなかった｡

6. 反回神経 N.laryngeusrecurrens

左側は正常であった｡右側は右鎖骨下動脈を迂
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回する神経枝は見当らず,代 りに迷走神経本幹か

ら直接分かれた枝が直っす ぐ前内万,喉頭の領域

に走って分布 し,下喉頭神経となった (図3)0

考 察

大動脈弓から異常分岐する動脈破格の症例報告

は多く,それらは既に Holtzapfel(1899)1),Ada-

chi(1928)2~a),williamsetal(1932)3),Williams

& Edmonds(1935)4),中川(1932)5･6)らによって

詳細に検討され,分岐形式により分類がなされて

いる｡それによると本症例は Adachi(1928)2)の

G型に分類され,また総額動脈が共通幹 (双頚動

脈幹)であるところから,Williamsetal(19323),

19354))と中川 (1932)6), のH型に相当する｡

Holtzapfel(1899)1)によれば,右鎖骨下動脈が最

終分岐枝 となる場合,大動脈弓か ら出る異常動脈

枝は2-5本あるが,そのうち弓の右側端に双頚

動脈幹を認める本症例は彼の第 2分類図に相当す

ると考えられる｡

ところで,AdachiのG型の出現頻度は他の分

岐型を示す破格症例に較べて低 く, 日本人で 0.2

- 0.9%, 日本人胎児並びに新生児で0.5-0.8%,

白人で0.1-2.0%,黒人で1.3-3.3%,中国人で

0.8%とされている(広津他19807),嶋田他19718))0

次にAdachiのG型に属する症例のうちでも出

現頻度の高い分岐異常の症例についてみると,

AdachiのG型を数多く観察した Holtzapfel(18

99)1)では, 4幹分岐型 (第5,図 :右総頚動脈,

左総額動脈,左鎖骨下動脈,｣右鎖骨下動脈)と3

幹分岐型 (第2図 :双頚動脈幹,左鎖骨下動脈,

右鎖骨下動脈)が多く, 前者は46.6%, 後者は

28.5%を占めている｡この両分岐型は本邦では

4幹 分 岐型38.6%, 3幹分岐型 43.1% とな り

(藤本 ･加藤 19639), 奥村 ･藤本 1974101 北村

他 198011)),Holtzapfelとは逆の結果となってお

り,今回の3幹分岐型の症例も日本人での出現頻

度の高い群に入った｡さらに,この所見結果に椎

骨動脈,胸管,左右反回神経の所見を加えて考察す

ると,本症例 と同じ所見を有する症例は藤本 ･加

蘇 (1963)9)に5例,奥村 ･藤本 (1974)10)に2例,

以下吉田 ･福山 (1975)12)から梅谷他 (1983)17)

までに9例がみられ7,ll,13-16),従って本症例は17例

日となり,その出現頻度は0.92% (%8例)で中川

(1932)6)の報告 と一致した｡

AdachiのG型で右鎖骨下動脈が食道の後部 を

通る症例では,動脈が食道に与える圧痕や動脈自

身の屈曲等が認められる所見 (宮崎195918),嶋田･

福山19718),奥村 ･藤本197410),増子 ･嶋田197614)I

広津他19807),北村他198011),川測他198116), 梅

谷他198317))および腹腔動脈からの分枝あるいは

右大腿動脈の主要分枝にも破格が認められた所見

(川測他198116))が報告されている｡さらにこれ

らの形態異常,分枝異常に関係した臨床症状につ

いては噂下困難や血行障害など機能不全の原因にな

りうることや,また,走行異常のため手術時に注

意を要することなどが示唆されている(鈴木1894201

Kommerell193621),Ravelli195022),川測他198116))｡

また,このような形態異常から派生する機能不全

については生前の臨床症状 との関係を考慮するこ

とが大切であるとも指摘されているが (川測他19

8116),Holtzapfel 18991)),川測他 (1981)16)ら

は生前機能不全はみられなかったと報告 している｡

本症例の場合も特に機能不全はなかったものと考

えられる｡なお,食道,気管の圧迫変形によった

狭窄所見をもつ心臓血管系疾患においては,大動

脈弓奇形が%oo例, 鎖骨下動脈の異常がこの30例

中の19例に認められたとの報告もあり,この場合

成人における高血圧症や動脈硬化症が奇形部の単

なる変形や圧迫をさらに二次的に克進させ うるこ

とも指摘されている (池田他197219))｡

以上の他に破格に伴った周囲器官の形態異常は

右反回神経,胸管,交感神経系について報告され

ている (藤本 ･加藤 19639),奥村 ･藤本197410),

北村他 198011))｡ 右反回神経の欠損破格は報告さ

れている16症例中,同神経を検索した全てに認め

られており,藤本 ･加藤 (1963)9)に2例,奥村･

藤本 (1974)10)に2例,他に吉田 ･福山(1975)12)

広津他 (1980)7),北村他 (1980)ll),川測他 (19

81)16),梅谷 (1983)17) にそれぞれ 1例である｡

そして,欠如している右反回神経に相当する神経

は迷走神経から分枝し,右反回神経の分布領域に

直走する下喉頭神経に相当する枝 とされ,本症も

6
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同様であっ′た｡

右鎖骨下動脈が最終分岐型 となるAdachi2)のG

型,Williamseta13･4),中川6)のH型,Holtzapfell)

の第 2図,第 5図型は右反回神経の欠如する症例

であることか らしても,その破格発現機序は第 5

-6鮭弓動脈が消失 し,次に第 4触弓動脈が消失

するために下喉頭神経の反回すべ き動脈枝が失 く

なってしまうとする説 (尾持 ･林 194223),嶋本

195124),Hanaietal196325),Hileletal198326))

が支持 される｡

次に椎骨動脈については報告 された全症例で詳

細に観察された訳ではない｡ しか し,藤本 ･加藤

(1963)9),奥村 ･藤本 (1974)10),北村他 (1980)ll)

によると,動脈の形態が AdachiのG型の場合,

右左共に鎖骨下動脈か ら起る正常例 と考えられる

ものが最 も多く (70.2%),次に右が右総額動脈,

左が大動脈弓のもの (10.8%),右が右絶賛動脈,

左が左鎖骨下動脈のもの (10.8%)がそれぞれ同

率に出現する傾向が示唆され, また,動脈が入る

頚椎の横突孔では右は第Ⅳ-Ⅶで,そのうち第Ⅵ

(54.8%),第Ⅴ (25.8%),第Ⅶ (12.9%)の順

であ り,左は第ⅠⅠⅠ-Ⅶで,そのうち第Ⅵ(70.9%),

第Ⅴ(12.9%),第Ⅶ (6.4%)の順であるとされ

ている｡正常例で日本人の場合,左右共に第Ⅵ頚

椎の横突孔に入る率は88.0%であるといわれるか

ら(Adachi,19282~b)),AdachiのG型の場合でも

横突孔に入る位置は正常例に近いと考えられ, こ

れに関 しては本症例 も同様であった｡

次に,本症例では正常走行 を示 していたが,本

型破格に見 られる胸管についての所見は,16症例

のうち 6例が報告 されてお り, このうち4例 (児

玉他 193527),北村他 198011),川測他 198116), 檎

谷他 198317))は正常で, 2例 (藤本 ･加藤 19639),

奥村 ･藤本 197410))は破格であった｡この 2例に

共通する所見は胸管の 2分岐で,分岐枝はそれぞ

れ左右の静脈角に合流 していた｡

最後に本破格の発現機序は Holtzapfel(1899)1),

Cairney(1925)28),Adachi(1928)2~a),Ba汀y(

1951)29),中川 (1932)5),藤本 ･加藤 (1963)9)

らによると,発生過程における何 らかの要因で,

右側第 4触弓動脈が消失 し,右側大動脈根が残存
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したかまたは異常発育 したことに依 るものであろ

うとされている｡さらに,このような破格発現は

発生過程に生 じた何 らかの因子の影響に由来する

ものであろうことは,実験的に妊娠ラット母体に

中性子 を照射 させ (岡本他 196630)),またtrypan-

blueを授与 して (FoxandGoss195831),木原 ･

河西 197832)),AdachiのG型破格 を発現させた研

究か らも示唆 されているが,それが何に由来する

ものかは解明されておらず,今後の検索を要する

課題である｡

ま と め

新潟大学歯学部1982年度解剖実習中,71歳女性

屍体で大動脈弓の最終枝 として起る右鎖骨下動脈

の破格例に遭遇 した｡この破格は双額動脈幹,左

鎖骨下動脈,右鎖骨下動脈の 3幹分岐型で,右鎖

骨下動脈は食道後部に位置 した｡この破格はAda-

chiのG型,Williamset al,中JttのH型,Holt-

zapfelの第 2図型に属 し,AdachiのG型 の うち

では多く出現する型であ り,本邦ではこれに椎骨

動脈の所見を加味すると第17症例 目の破格であっ

た ｡

稿を終えるにあた,リ,終始懇切丁寧なご校閲を

賜わりました小溝英浩教授に心から感謝致します｡
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