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先天性心疾患，まずは解剖と病態を識る
大血管の異常（TGA and cc-TGA）
久持 邦和

広島市立広島市民病院心臓血管外科
要

旨

完全大血管転位症・修正大血管転位症はともに心臓大血管の位置と結合の異常を伴う疾患であ
るが，それぞれの発生，病態は異なる．完全大血管転位症は先天性心疾患の 8% を占める比較的
頻度の高い重要疾患である．新生児期または乳児期早期に解剖学的修復術である動脈スイッチ
手術が施行され，その多くが成人に達するようになってきている．一方，修正大血管転位症の
発生率は先天性心疾患の 0.5% と稀な疾患である．その病態は合併疾患の有無によって多岐にわ
たり，成人期に初めて顕在化してくることもある．また，幼少期に修復手術を受けた症例におい
ては，遠隔期・成人期に再手術が必要となる可能性が高い疾患である．本稿では主に大血管転位
症手術後の遠隔期・成人期に生じる問題とその解剖学的な特徴を，自験例の画像を提示し概説す
る．修復術後であっても，心臓・大血管の位置関係は正常ではなく，このことは診断や再手術に
あたり非常に重要になると考える．
キーワード：Complete transposition of the great arteries, Congenitally corrected
transposition of the great arteries, Adult congenital heart disease, Anatomical
features, Imaging studies

I．はじめに

II．完全大血管転位症：TGA（Transposition
of the Great Arteries）1‒3）

完全大血管転位症・修正大血管転位症は心臓大血管

の位置と結合の異常を伴う疾患である．ともに大血

• 定義・血行動態：心房と心室が正常につながり，

管転位と呼ばれるが，その発生，病態は異なる．完

解剖学的右室から大動脈が，解剖学的左室から肺

全大血管転位症は先天性心疾患の 8% を占める比較的

動脈が起始している．その結果，右心房に還流し

頻度の高い重要疾患である

1‒4）

．新生児期または乳児

てきた静脈血がそのまま体循環へ流出し，左心房

期早期に解剖学的修復術である動脈スイッチ手術が施

に還流してきた動脈血が再び肺へ流出する．この

行され，その多くが成人に達するようになってきてい

ため，生直後からチアノーゼを呈し，心内にシャ

る 4, 5）．一方，修正大血管転位症の発生率は先天性心

ント（心房中隔欠損または心室中隔欠損）がなけ

疾患の 0.5% と稀な疾患である．その病態は合併疾患

れば生存しえない（Figure 1）．

の有無によって多岐にわたり，成人期に初めて顕在化

• d-TGA と言われることもある．d-とは，大動脈

してくることもある．また，幼少期に修復手術を受け

弁が肺動脈弁に対して “右（dextro）前” にある

た症例においては，遠隔期・成人期に再手術が必要と

ことによる．ループルールでいえば｛S,D,D｝と

なる可能性が高い疾患である 1, 3, 6, 7）．そのため，本稿

なる．心房内臓逆位の場合には｛I,L,L｝となる．

では主に大血管転位症手術後の遠隔期・成人期に生じ

• 頻度：先天性心疾患の 8%，男 : 女=2 : 1

る問題を自験例の画像を提示しつつ，その解剖学的な

• 分類・合併疾患：

特徴を概説したい．手術が完了していても，心臓・大

• I 型：心室中隔欠損（VSD）なし（43%）

血管の位置関係まで正常になっている訳ではなく，こ

• II 型：心室中隔欠損あり（41%）

のことは診断を行う上で，また再手術が必要になった

• III 型： 心 室 中 隔 欠 損 と 肺 動 脈 狭 窄 を 合 併

場合には非常に重要になると考える．

（15%）
• （IV 型： 心 室 中 隔 欠 損 な し 肺 動 脈 狭 窄 あ り
（5%））

連絡先：久持 邦和，広島市立広島市民病院心臓血管外科，
〒730-8518 広島市中区基町 7-33，E-mail: hisamochik@hotmail.com
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Fig. 1

Schema of d-transposition of the great arteries. Ao: Aorta, PA: pulmonary artery, RA: right atrium, LA: left
atrium, RV: right ventricle, LV: left ventricle, PV: pulmonary vein, VSD: ventricular septal defect, PS: pulmonary stenosis (quoted and changed from reference 2).

Fig. 2

Classification of coronary artery anatomy (quoted and changed from references 9 and 11).

が非常に重要になる．

• 他の合併疾患としては大動脈縮窄症（CoA），

• I 型：生後 2 週間以内，遅くとも 4 週間以内に

大動脈弓離断症（IAA）など．
• 自然予後：無治療では 1 か月以内に 30〜50% が

動脈スイッチ手術を行う
• II 型：VSD の大きさにもよるが，1〜2 か月で

死亡，1 年以内に 90% が死亡する．

動脈スイッチ手術を行う

III．TGA に対する手術

4, 8‒10）

• III 型：Rastelli 型手術，Half-turned Truncal
Switch, REV 手術など

• 現在では I 型と II 型に対しては解剖学的修復術
である，動脈スイッチ手術（Jatene 手術）が行

IV．TGA の冠動脈解剖 4, 10‒12）

われる．動脈スイッチ手術とは，心室から流出す

• TGA 症例での冠動脈解剖は動脈スイッチ手術の

る大動脈と肺動脈を入れ替え（スイッチ）
，心室
と大血管の位置関係を正常に戻す手術である．大

成績に影響を及ぼす．冠動脈移植に際してさまざ

血管のスイッチとともに，左右の冠動脈も肺動脈

まな手技を工夫することで，複雑な冠動脈解剖例

側に移植する必要がある．このため冠動脈の解剖

にも対応可能とされているが，単冠動脈，壁内走
18
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Fig. 3

Various methods of coronary transplantation: a～c: Trap-door method, d, e: Transplantation technique for
Single coronary (Planche method), f～h: Cut off technique for intramural coronary artery. Ao: Aorta, AAo:
ascending aorta, LCA: left coronary artery, PA: pulmonary artery, RCA: right coronary artery (quoted and
changed from reference 3).

単独あるいは複合して発生する．狭窄の発生原因

行型冠動脈は手術のリスクファクターとされる

は，Lecompte 法における大動脈の後方からの圧

（Figures 2, 3）
．

迫と左右肺動脈の過伸展，肺動脈再建に用いる

• 分類：TGA に見られる冠動脈解剖とそれぞれの
9, 11）

分類による名称を Figure 2

パッチの肥厚・退縮，肺動脈弁輪部および吻合部

にまとめた．

• Shaher

分類

の成長障害，小口径の旧大動脈弁などが考えら

• Yacoub

分類

れる15）．Figure 5 には動脈スイッチ術後 4 年目の

• Leiden Convention： 大 動 脈 か ら 肺 動 脈 を 向

3D-CT を示す．Lecompte 法を行ったことにより

い て 右 側 の sinus を sinus1， 左 側 の sinus を

肺動脈が大動脈の前方に位置しており，左右肺動

sinus2 として，各々から起始する冠動脈を記

脈分岐部に狭窄を認める．本症例は左肺動脈にス

載する方法 正常は 1R2LCx と表記される

13）

テント留置が行われた．

．

• 大動脈弁閉鎖不全症：術後遠隔期の大動脈弁閉鎖

V．動脈スイッチ時の肺動脈再建 4, 8‒11）

不全の発生頻度は 5〜40% と報告されている．た
だし，軽度が 35% と大部分を占め，中等度以上

• 多くの症例で，左右の肺動脈を大動脈の前方へ移
動させて再建する，Lecompte 法が行われている

の逆流は 5% 前後にみられる．弁逆流は経年的に

（Figure 4）
．冠動脈を切離してできた欠損部は通

増強する．大動脈弁閉鎖不全症発症の原因として
は，VSD 閉鎖に伴う弁損傷，先行手術としての

常自己心膜を用いて補填する．

肺動脈絞扼術，術前の左室流出路狭窄の存在，冠

VI．動脈スイッチ術後遠隔期の問題

1, 14）

動脈移植に伴うバルサルバ洞の変形，新大動脈

• 肺動脈弁上・分岐部狭窄：術後右室流出路狭窄は

基部と大動脈遠位部の口径差が関連するとされ

3〜30% と比較的高頻度に認められる術後続発症

る 16, 17）．再手術が必要になった場合には大動脈

である．狭窄部位は，肺動脈弁および弁下，吻合

基部は肺動脈の後方（背側）にあるためアプロー

部（弁上部），左右肺動脈幹，左右末梢肺動脈に

チには工夫を要する．Figure 6 の症例は動脈ス
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Fig. 4

Left: Lecompte maneuver (quoted and changed from references 9 and 11). Right: Relation of two great
arteries with or without Lecompte maneuver a～c: Ao right anterior, PA left posterior. a: preoperative position.
b: With Lecompte maneuver, compression to left PA is not severe. c: Without Lecompte maneuver, Left PA is
compressed by neo Ao and can be developed stenosis. d～f: The two great arteries are in side by side position. d:
preoperative position, e: With Lecompte maneuver, compression to left PA by neo Ao can be severe. Moreover,
transplanted coronary artery can be compressed by left pulmonary artery. f: Without Lecompte maneuver, Left
PA is compressed by neo Ao and can be developed stenosis. Ao: Aorta, AAo: Ascending aorta, PA: pulmonary
artery, neoAo: neo aorta, neoPA: neo pulmonary artery (quoted and changed from reference 3).

Fig. 5

CT after ASO: Pulmonary artery is located anterior to aorta because of Lecompte maneuver. Left: Branch
pulmonary stenosis, Right: Stent placement to left pulmonary artery.

イッチ術後 20 年目に Bentall 手術を施行した症

行冠動脈であった．左室造影で発達した右冠動脈

例の CT 画像である．右肺動脈を分岐部で一度切

が造影されるが，左冠動脈は矢印の位置で閉塞し

断して Bentall 手術を行い，右肺動脈は人工血管

ている．右冠動脈の選択的造影によって，左冠動

を用いて再建している．右肺動脈分岐部に狭窄を

脈は側副血行路から造影された．Figure 8 は Fig-

生じている．

ure 6 と同一症例の術前 CT である．左回旋枝が

• 冠動脈狭窄，閉塞：心筋虚血は術後の 5〜8% に

Valsalva 洞の位置で圧迫伸展されている．2 例と

みられ，術後早期の手術死亡や遠隔期心筋虚血や

もに心筋虚血は見られていない．

梗塞の原因となる．冠動脈走行様式としては壁内
走行冠動脈や単冠動脈の発生率が高い14）．無症

VII．修正大血管転位症：cc-TGA（Congenitally Corrected Transposition of the
Great Arteries）1‒3, 6, 7, 14, 18）

状でも冠動脈造影検査では狭窄や閉塞が認められ
る場合があり，ECG や UCG でのフォローは必
要である．Figure 7 は動脈スイッチ術後 5 年目の

• 定義・血行動態：解剖学的には明らかに異常が

血管造影検査である．本症例は左冠動脈が壁内走

あるにもかかわらず，血行動態的には “修正” さ
20
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Fig. 6

CT 20 years after ASO. The patient underwent Bentall procedure for annuloaortic ectasia and aortic regurgitation. Left: Bentall procedure using Velaved conduit. Right: To approach to aortic root, right pulmonary
artery was cut and reconstructed with graft. Right pulmonary artery stenosis was developed by twisting.

Fig. 7

Coronary angiogram after ASO: left coronary artery was obstructed (arrow) but was perfused by collateral
pathway form right coronary artery.

Fig. 8

Coronary CT after ASO: circumflex artery is stretched with Valsalva sinus and obstructed (arrow). Same
case with Figure 6.
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れている．心房‒心室逆位と心室‒大血管逆位の二

側に位置することとなる．cc-TGA は L-loop が基

つの結合異常を伴う疾患である．その結果，血流

礎となった代表的な疾患である．ループルールに

は右心房→左心室→肺動脈，左心房→右心室→大

よれば｛S,L,L｝．心房内臓逆位では｛I,D,D｝と
なる．

動脈と流れることになり，生理的には正常な “修

• 頻度：先天性心疾患の 0.5%．やや男子に多いと

正された” 血流となっている（Figure 9）
．
• L-TGA とも言われる．これは胎生期に心ループ

されている．

が形成されたときに左に屈曲する L-loop を形成

• 自然予後：合併する心疾患による．本症の 90%

したためで，このときに右室が左側に，左室が右

に合併疾患がみられる．合併疾患のない場合でも
成人期には，多くの例で心不全を発症する．心不
全の主たる原因は右室機能不全と三尖弁閉鎖不全
である．解剖学的右心室が体循環を担うため右心
室のみならず三尖弁にも圧負荷がかかる．このた
め，右室機能不全と三尖弁閉鎖不全が悪循環を形
成して進行する．三尖弁閉鎖不全症発症から平均
5 年で心不全症状は急速に悪化するとされ，45 歳
までに合併疾患を持つ cc-TGA 症例の 67% が，
合併疾患を持たない場合でも 25% が心不全を発
症すると報告されている．三尖弁に Ebsteinoid
valve などの形態的異常がある場合，三尖弁閉鎖
不全はより早期に進行し，これが右室機能不全を
進行させる原因となる 19, 20）．

Fig. 9

Fig. 10

• 合併疾患：合併する疾患として多いものは

Schema of congenitally corrected transposition
of the great arteries (quoted and changed from
reference 7).

• 心室中隔欠損（VSD）: 60〜80%

Double switch operation. Left upper: CXP, right upper: postoperative left ventriculogram. Aorta arises
from right sided anatomical left ventricle. Left lower: postoperative right ventriculogram. Pulmonary artery
arises from left sided anatomical right ventricle. Right lower: SVC blood drainage into left sided anatomical
right ventricle through Senning pathway.
22
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VIII．cc-TGA に対する外科的治療法 3, 6, 9）

• 肺動脈狭窄（PS）
: 30〜50%
• 三尖弁の異常（Ebsteinoid valve）: 14〜56% な

• 2 心室治療

ど

• 生理学的治療：解剖学的右心室が体心室となる

• VSD は通常大きく perimenbranous type と

ように合併疾患に対する手術を行う

subpulmonary type が多い．肺動脈狭窄，よ

• VSD 閉鎖

り正確には左室流出路狭窄（LVOTO）は線維

• Rastelli 型手術（Conventional Rastelli）
：こ

筋性狭窄，弁性狭窄，膜様部中隔の瘤状物など

の場合は解剖学的左心室‒肺動脈導管となる

が原因となる．VSD+PS（LVOTO）の組み合

• 解剖学的治療：解剖学的左心室が体心室となる

わせが cc-TGA の中で最も多い組み合わせとさ

ように，心房位と心室流出位で 2 回血流転換を

れる．

行う．Double Switch 手術

• 冠動脈は 85% の症例で正常の鏡面像であり，右

• 心 房 ス イ ッ チ+動 脈 ス イ ッ チ 手 術（Fig-

冠動脈が体心室である右心室を支配する．左冠動

ure 10）

脈が右側の sinus から起始する．単冠動脈のこと

• 心房スイッチ+Rastelli 手術：この場合は解

もある．

剖学的右心室‒肺動脈導管となる
• One and one half 手術

• 不整脈・刺激伝導系：cc-TGA における刺激伝導
系は特徴的で，正常の房室結節（posterior node）

• 1 心室治療：Fontan 手術

ではなく，前方にある房室結節（anterior node）
から His 束が出て肺動脈の前方を迂回して，心

IX．cc-TGA 成人期の問題

• 合併疾患のない cc-TGA 例と生理学的治療後（右

室中隔欠損の上前縁を走る．本症に合併しやすい
完全房室ブロックの発生頻度は 2%/年であり，三

心室が体心室）の症例では三尖弁閉鎖不全と右心

尖弁や心室中隔欠損に対する手術も危険因子とな

不全が最も重要となる 1, 7, 19‒22）．

る．

• 解剖学的治療後の場合，心房スイッチ+動脈ス

• 心室の容積，解剖学的な要件から 2 心室修復が困

イッチ手術では比較的良好な予後が期待される．

難であるため，Fontan 手術が行われる場合もあ

心房スイッチ+Rastelli 手術では，大動脈弁下狭

る

3, 6）

Fig. 11

窄，肺動脈狭窄，不整脈などが問題となりうる 3, 6）．

．

C-TGA VSD PS Post Rastelli type operation: Upper: LAD arises from right anterior sinus of aorta. RCA and
LCX arise from left posterior sinus. LCA runs AV groove of left ventricle. Lower: valved conduit lies on the
LCX artery, which can be compressed by the conduit.
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Fig. 12

C-TGA {S,L,L} CT Coronal view: ventricular septum is located in sagittal plane. Atrioventricular valve is
faced toward posterior. Left lateral view: Note there is subaortic conus (*) between the aortic valve and the
tricuspid valve. In this case tricuspid valve is replaced by mechanical valve.

重要である6）．術前に超音波や CT によって左右の大

X．cc-TGA 成人期の手術・再手術の注意点

• Rastelli 弁付き導管交換術：Figure 11 に示すよ

腿動静脈の径や開存しているかどうかを確認しておく
ことも重要となる．

うに弁付き導管交換の背側を冠動脈が走行する．

また成人期の手術においては，種々の不整脈の合併

胸骨の真後ろになるため，術後弁付き導管による

が多い．cc-TGA では房室ブロック，上室性頻拍，心

冠動脈圧迫の危険性に注意を要する．
• 三尖弁閉鎖不全症に対する手術：三尖弁形成後に

室性頻拍が経年的に増加するとされる．房室ブロック

高頻度に逆流が再燃することから，成人例では

に対してはペースメーカーが適応となる．頻拍性不整

6, 7, 21）

．特に三尖弁が

脈にはカテーテルアブレーションが有効とされるが，

Ebsteinoid valve の場合では小児例であっても弁

再発率も高い．術前の電気生理学的検査に基づき術中

形成は困難であり，弁置換を要するため手術時期

アブレーションを検討する必要も生じてくる 3, 6, 14）．

弁置換術が勧められている

は慎重に判断する必要がある．右室機能が低下す

XII．まとめ

る以前に三尖弁閉鎖不全に対して介入することが
予後の改善には重要とされる22）．三尖弁置換術

完全大血管転位症・修正大血管転位症の解剖学的特

時のアプローチに関して，通常の右側左房切開で

徴を主に成人期に生じてくる問題点に注目しつつ，自

は視野が得られない場合もある．Figure 12 に示

験例の画像を用いて概説した．小児期に修復術を受

す CT では心室中隔が直立し矢状面にあること，

け，血流としては修復されていても，解剖（心臓・大

房室弁が背側に向いていること，また左側面像で

血管の位置関係）は正常ではない．このことは診断・

は大動脈弁と置換された三尖弁の間に距離があ

治療・再手術にあたる，循環器内科医，心臓外科医に

り，Subaortic conus があることが判る．本症例

とって非常に重要な点であると考える．

は弁付き導管交換術と同時に左側左房アプローチ

利益相反関係の開示

によって機械弁による三尖弁置換術を施行してい
る．

利益相反に関して，開示すべき事柄はありません

文

XI．成人期再手術

成人期再手術においてはまず，先行手術がどのよう

献

1) Vijayalakshmi IB, Syamasundar Rao P, Chuch R. A Comprehensive Approach to Congenital Heart Diseases 1st ed.
New Delhi Jaypee Brothers Medical Pub. 2013. 618‒38.
2) 高尾篤良，門間和夫，中澤誠，他．臨床発達心臓病学改定 3
版．東京：中外医学社；2001. 21‒39.
3) 赤木禎治，伊藤浩．成人先天性心疾患パーフェクトガイド
第 1 版．東京：文光堂；2015. 86‒90, 96‒101, 151‒6.
4) 総崎直樹．完全大血管転位̶診断と内科的管理．総崎直樹．
福岡こども病院感染症センター新生児循環器科教育セミナー
「若手医師のための勉強会」
：完全大血管転位症-診察の最新テ
クニック．日小循誌．2005; 21: 12‒23.
5) Villafañe J, Lantin-Hermoso MR, Bhatt AB, et al. Dtransposition of the great arteries: the current era of the

な術式で行われているか，どのような補填物が使われ
ているかなどを確認する必要がある．再開胸に当たり
胸骨と大動脈や右心室全面の癒着の有無を評価してお
く6）．さらに原疾患によって胸骨後面にある構造物が
異なってくる．動脈スイッチ術後では肺動脈があり，
cc-TGA では Figure 10 に示した症例のように弁付き
導管がある場合もある．剥離の際のこれらの構造物の
損傷に備えて，大腿動静脈からいつでも人工心肺が開
始できるようにドレーピングから準備しておくことが
24

日本成人先天性心疾患学会雑誌（2020 年 6 月）

6)

7)
8)
9)
10)
11)
12)

13)

14)

15)

arterial switch operation. J Am Coll Cardiol. 2014; 64:
498‒511.
深谷隆，新垣義夫．新心臓病診療プラクティス 18 大人に
なった先天性心疾患 第 1 版．東京：文光堂；2012. 2‒36,
86‒90, 124‒6, 244‒50.
Warnes CA. Transposition of the great arteries. Circulation. 2006; 114: 2699‒709.
小柳仁，黒沢博身．心臓血管外科手術のための解剖学 第 1
版．東京：メジカルビュー社；1998. 55‒9, 75‒9.
安井久喬．先天性心疾患手術書 第 1 版．東京：メジカル
ビュー社；2001. 166‒76.
Mavroudis C, Becker C. Pediatric Cardiac Surgery 4th ed.
West-Sussex: Wiley-Blackwell; 2013. 492‒529.
中野俊秀．先天性心疾患の外科治療：冠動脈関連の合併症を
いかに避けるか．日小循誌．2018; 32: 114‒21.
Suzuki T. Modiﬁcation of the arterial switch operation for
transposition of the great arteries with complex coronary
artery patterns. Gen Thorac Cardiovasc Surg. 2009; 57:
281‒92.
Gittenberger-de Groot AC, Koenraadt WMC, Bartelings
MM, et al. Coding of coronary arterial origin and branching in congenital heart disease: The modiﬁed Leiden Convention. J Thorac Cardiovasc Surg. 2018; 156: 2260‒9.
成 人 先 天 性 心 疾 患 診 療 ガ イ ド ラ イ ン（2017 年 改 訂 版）
：
Guidelines for Management of Congenital Heart Diseases
in Adults (JCS 2017) http://www.j-circ.or.jp/guideline/pdf/
JCS2017_ichida_h.pdf 54‒6, 84‒6, 96‒9.
Hövels-Gürich HH, Seghaye MC, Ma Q, et al. Long-term
results of cardiac and general health status in children
after neonatal arterial switch operation. Ann Thorac Surg.

2003; 75: 935‒43.
16) Losay J, Touchot A, Capderou A, et al. Aortic valve regurgitation after arterial switch operation for transposition of
the great arteries: incidence, risk factors, and outcome. J
Am Coll Cardiol. 2006; 47: 2057‒62.
17) Schwartz ML, Gauvreau K, del Nido P, et al. Long-term
predictors of aortic root dilation and aortic regurgitation
after arterial switch operation. Circulation. 2004; 110
Suppl 1: II128‒32.
18) Wallis GA, Debich-Spicer D, Anderson RH. Congenitally
corrected transposition. Orphanet J Rare Dis. 2011; 6:
22‒33.
19) Graham TP Jr., Bernard YD, Mellen BG, et al. Long-term
outcome in congenitally corrected transposition of the
great arteries: a multi-institutional study. J Am Coll Cardiol. 2000; 36: 255‒61.
20) Prieto LR, Hordof AJ, Secic M, et al. Progressive tricuspid valve disease in patients with congenitally corrected
transposition of the great arteries. Circulation. 1998; 98:
997‒1005.
21) Scherptong RW, Vliegen HW, Winter MM, et al. Tricuspid valve surgery in adults with a dysfunctional systemic
right ventricle: repair or replace? Circulation. 2009; 119:
1467‒72.
22) Mongeon FP, Connolly HM, Dearani JA, et al. Congenitally corrected transposition of the great arteries ventricular function at the time of systemic atrioventricular valve
replacement predicts long-term ventricular function. J Am
Coll Cardiol. 2011; 57: 2008‒17.

25

日本成人先天性心疾患学会雑誌（2020 年 6 月）

Congenital Heart Disease: Anatomical Features of
Transposition of the Great Arteries (TGA and cc-TGA)
Kunikazu Hisamochi

Department of Cardiovascular Surgery, Hiroshima City Hiroshima Citizens Hospital
Abstract

Transposition of the great arteries (TGA) refers to ventriculo-arterial discordance.
Complete TGA is a common cyanotic congenital heart anomaly seen in newborns, and the
incidence is about 8% of all congenital heart defects. Arterial Switch Operation (ASO) is the
surgery of the choice for complete TGA and its result has been gratifying. Many of them can
be reached their adulthood. Although ASO has been reported to have good long-term result,
some issues such as pulmonary stenosis, aortic regurgitation, and coronary artery issues have
been identiﬁed.
Congenitally corrected transposition of the great arteries (cc-TGA) is rare congenital
heart anomaly, which incidence is 0.5% of all congenital heart defects. Cc-TGA combines
atrio-ventricular discordance with ventriculo-arterial discordance. Morphological right ventricle works as the systemic ventricle. Cc-TGA presents a very heterogeneous clinical manifestation that depends on the associated defects. Ventricular septal defect and pulmonary
stenosis are most associated defects. Some of whom need surgery in their childhood, but
others may not have been identiﬁed until adulthood. The patients who have had surgery in
childhood may need re-operation in long-term period. Right (systemic) ventricular failure and
tricuspid regurgitation are serious issues of cc-TGA in the adulthood. In this article, the issues
occurring in long-term period after surgery for TGA and cc-TGA, especially those anatomical
features, are presented using diagnostic images. Even after corrective surgery, the position of
the heart and great arteries is not normal. This would be very important to make a diagnosis
and to perform re-operation.
Key words : Complete transposition of the great arteries, Congenitally corrected transposition of the
great arteries, Adult congenital heart disease, Anatomical features, Imaging studies
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