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〈症　　例〉

多発奇形を伴ったscimitar症候群の1例
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　Scimitar症候群は，右肺静脈の下大静脈への還流異常，右肺の低形成，心臓の右方転位を主徴とする

症候群である．世界では150例余り，本邦では40例たらずの報告例がある．今回我々は，scimitar症候群

にVSD，肝葉外肺分画症，尿分下裂，停留睾丸，複性遠視性直乱視を伴った10歳男児を経験した．患児

は2歳時より横隔膜挙上，VSDにて経過観察されていたが，易感染性を訴えるようになったため再度手

術目的にて入院となった．心臓カテーテル検査，気管支造影等の検査によりmalalighment　type　VSD，

肺葉外肺分画症の診断を得，VSD閉鎖術を11歳時に，右側下葉の部分肺葉切除を12歳時に受け，現在元

気に日常生活を送っている．scimitar症候群に合併しやすい奇形及び同症の手術適応について若干の文

献的考察を加え，報告する．

　　　　　　　　　　緒　　言

　Scimitar症候群は1960年Neillら1）により右肺静脈

の下大静脈への還流異常，右肺の低形成，心臓の右方

転位を主徴候とする症候群として報告された．今回

我々はscimitar症候群にmalalignment　type　VSD，

肺葉外肺分画症等の多発奇形を伴った症例を経験した

ので手術適応，成因等につき若干の文献的考察を加え

て報告する．

　　　　　　　　　　症　　例

　患児：10歳，男児．

　主訴：易疲労性，易感染性．

　家族歴：特記すべき事なし．

　既往歴：特記すべき事なし．

　現病歴：生後2日目より頻回なるロ区吐，ミルクの摂

取不良を認め，某病院を受診し胸部レ線上横隔膜挙上

を指摘された．ロ区吐は食事量のコントロールにより消

失していたが身体発育は不良であった．2歳時，横隔
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　　　　　大阪医科大学小児科　　　　芦田　　明

膜挙上の手術をするべく本学胸部外科に入院するもそ

の際VSD指摘され手術延期となった．その後当小児

科にて経過観察されていたが，易感染性及び易疲労性

を示すようになったため，再度手術目的にて当科入院

となった．

　入院時現症

　身長120cm，体重17．6kg，脈拍96／min整，呼吸数24／

min肺野は清明であったが，右下肺野領域で呼吸音を

聴取し得なかった．心音は1音正常，IID充進，第2～3

肋間胸骨左縁に最強点を有するLevine　4～5／VIの

Systolic　blowing　murmurを聴取した．胸郭膨隆を認

めた．肝臓，脾臓は触知しなかった．会陰部に尿道下

裂の術創を認めた．

　入院時検査所見

　末梢血液検査，血液生化学検査，血清検査において

はGOT，　GPTの軽度上昇を認める以外は，異常所見

を認めなかった（Table　1）．

　入院時胸部X線写真及び心電図

　胸部X線写真（図1）では心胸郭比57．1％，右横隔

膜の挙上と右胸心，両側肺野の血管陰影の増強を認め
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一般血液検査

Table　1　入院時検査所見

ESR　11／h

WBC　7，600（STB・N　5％，　SEG－N　79％，

　　　　　　MONO　1％，　EOSINO　十，

　　　　　　LYMPH　15％）
RBC　543×104，　Hb　14，4，　Ht　34，1

PLT　265×103

血液化学検査

GOT
GPT
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血清検査

CRP
RA
ASO
ASK

（一）

（一）

X80
×320

LDH　isozyme
　1　　28，　93％　　　　4．　5，　30％

　2　　33，　92％　　　　5．　1，　88％

　3　30，67％

図1　胸部X線写真

た．また左肺は過膨張であった．心電図（図2）では

心拍数97回／分，電気軸＋135°両室肥大を示した．

　肺換気シンチ及び気管支造影

　肺換気シソチ（図3）では，右肺の取り込みの低下

を認めた．気管支造影（図4）では右下葉枝の欠損像

を認めた．

　心エコー所見
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心電図所見

　心エコー検査では，Dextrocardia，　VSD，肺高血圧

症，三尖弁閉鎖不全症を認めた．

　呼吸機能検査

　呼吸機能検査（Table　2）では％肺活量13％と著名な

低下を示し拘束性呼吸障害のパターンをとった．

　心臓カテーテル検査

　術前の心臓カテーテル検査（Table　3）では，右房か

ら右室流入部にかけて酸素飽和度は75％より83％へと

上昇し右室及び肺動脈の収縮期圧も90mmHgと高度

肺高血圧を認めた．また左→右シャント率は36％を示

した．左室造影（図5）では後方偏位を伴った
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●
Table　2　呼吸機能検査

最大呼気流量（PFR）

一秒量 （FEV1，0）

努力性肺活量（FVC）

予測肺活量　（VCpred）

％肺活量　　（％VC）

一秒率　　　（FEV1，0％）

　1131／min

O，531

0，531

3，661

　13％
　100％

図3　肺換気シンチ所見
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Table　3心臓カテーテル所見（1－27－1984）

SaO2（％） Press（mmHg）

SVC 71 5／4（2）

RA 75 6／4（2）

IVC 71 5／4（3）

RV　in 83 92／0（5）

RV　out 85 90／0（3）

m－PA 86 82／32（55）

1・PA 85 90／38（62）

rPA 86 87／37（59）

LV 98 100／0（10）

Ao 99 97／60（75）

Qp／Qs 1．6 L→Rshunt　36％
Pp／Ps 0．68

Rp／Rs 0．43

Dx；Dextrocardia，　VSD，　PH，　TR

　　Pulumonary　sequestration
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図4　気管支造影所見

malalignment　type　VSDを認めた．腹部大動脈造影で

は肺分画症の栄養動脈が右側腎動脈から出ていること

がわかる（図6）．手術中の肉眼所見により怒張した還

流静脈は3本であり，すべてIVCに注いでいた．以上

より診断はDextrocardia，　VSD，肺高血圧症，三尖弁

閉鎖不全症，右側肺分画症とした，

　そこで患老は11歳でVSD閉鎖術を受けた．術後カ

テーテル検査（Table　4）では，右室圧及び肺動脈圧が

53mmHgと経度肺高血圧を残していた．左→右シャン

∵メ

図5　術前カテーテルにおける左室造影．正面像

ト率は22％であった．同時に行った右肺動脈造影（図

7）で右下部の部分肺静脈還流異常症が確認され，肺

分画症の流出静脈も同肺静脈に還流していた．そこで

軽度肺高血圧を残した事や，易疲労性等の症状も残存
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図6　術前カテーテルにおける大動脈造影．正面像

Table　4心臓カテーテル所見（7－31－1984）

SaO2（％） Press（mmHg）

SVC 66 8／7　（5）

RA 74 7／4　（5）

IVC 77 7／5　（5）

RV 76 53／0（8）

m－PA 77 53／20（33）

Ao 98 100／75（75）

Qp／Qs 1．2 L－Rshunt　22％

Pp／Ps 0．53

Dx；VSD　p．o．　Dextrocardia，　PH

　　Pulumonary　sequestration

したため将来的な事も考え，12歳で肺分画症に対し右

側下葉の肺葉切除を行った．しかし一方部分肺静脈還

流異常症はIVCでの酸素飽和度の上昇も軽度でシャ

ント量も少なく，解剖学的位置関係からも修復困難と

考えられたため放置した2｝～6）．

　手術所見

　部分肺静脈還流異常症の流出静脈は三本認められ，

内一本には肺分画症の流出静脈が合流しており，心嚢

外約二横指下にてIVCに合流していた．分画症部への

栄養動脈は，pulmonary　ligament内に存在した．分画

症肺部分は胸膜を別個にかぶり，肺葉外肺分画症と診

断された．

　摘出標本における病理組織

　肺の小血管（動脈）では，内皮細胞の増殖と線維増

生による内腔の狭窄があり，一部では複雑な弓状管腔

309－（59）
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図7　術後カテーテルにおける右肺動脈造影．正面像

　1．肺動脈，2．右下肺静脈，3．右房

誓
図8　病理所見

〉、

を形成しており肺高血圧症におけるplexiform　lesion

とよく類似した組織が見受けられる．但し，程度は非

常に軽いと考えられる（図8）．

　肺葉切除術後心臓カテーテル検査

　肺葉切除術術後の心臓カテーテル検査では酸素飽和

度の上昇もほぼ認められなくなった（Table　5）．また

この時，新たに右室造影で左肺動脈に比して右肺動脈

分枝の低形成が明らかになった．

　（図9）は本症例の肺循環及び体循環の模式図であ

る．本症例は，scimitar症候群にVSD，及び右側肺葉

外肺分画症を合併したものと考えられる．

　患児は現在男性ホルモンの補充療法をうけている

が，呼吸機能検査においては1秒率（FEV　1．0％）
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Table　5心臓カテーテル所見（7－29－1988）

SaO2（％） Press（㎜Hg）

SVC 76 8／7（5）

RA 77 6／5（4）

IVC 76 6／5（4）

RV 76 50／0（7）

m－PA 78 45／10（25）

rPA 78 47／10（28）

rPCW 95 8／10（7）

LV 97 100／0（5）

Ao 95 100／75（75）

Pp／Ps 0．45

Rp／Rs 0．31

Dx；VSD，　Pulmonary　sequestration　p．o．

Dextrocardia，　PH，　TR

SVC

図9　本症例における病態の模式図

90．6％，％肺活量（％VC）53．9％（1989．4．28施行）

と拘束性障害を残すも身体発育につれて改善している

と考えられる（Table　6）．

　　　　　　　　　　考　　案

　（頻度）Scimitar症候群は，1960年Neil1ら1｝により，

右肺静脈の下大静脈への還流異常，右肺の低形成，心

臓の右方転位を主徴候とする症候群として報告され

た．本症候群では，肺静脈の還流異常とともに肺分画

症を形成している場合が多く，古賀ら7）の集計では，43

例中25例に認められていた．多くは腹部大動脈由来で

あったが，本症例では図6にあるように，右腎動脈由

来であった．また，本症例の肺分画症は比較的少ない

日本小児循環器学会雑誌　第7巻　第2号

Table　6　呼吸機能検査

最大呼気流量　　（PFR）

一秒量　　　　（FEV1．0）

努力性肺活量　　（FVC）

予測肺活量　　　（VCpred）

％肺活量　　　　（％VC）

一秒率　　　　（FEV1．0％）

247．81／min

1．831

2．021

3．661

53．9％

90．6％

とされている肺葉外のものであった．本症候群には

ASD，　PDAなどの先天性心奇形の合併が多く見られ

ているが，本症ではmalalignment　type　VSDであっ

た．また古賀ら6｝によれぽ，右肺形成不全を各葉につい

て記載したものの内中葉を含む形成不全が最も多く次

いで下葉を含むものであった．本症例では，右下葉枝

欠損が認められている．以上，本症例においては，頻

度的にみてもscimitar症候群の中でも稀なタイプと

考えられる．

　（成因）本症候群の成因に関しては諸説があり，未

だ一定した見解は見られていない．大血管及び各心腔

が正常な位置関係を保って心臓が右方へ転位する場合

には，大部分が心外性因子による二次的な発生機転と

いわれてきた．本症候群に関しては右肺の低形成がそ

の一次的要因とされ，肺血管病変がその原因とされて

きた8）9）．

　肺血管病変に関して，Massumiら5）は異常肺静脈の

狭窄が肺静脈のうっ血を引き起こし右肺のコンプライ

アンスが低下し右肺の容積減少，ひいては右肺の低形

成を引き起こすと説明している．

　また，Parkら1°）は本症候群において右の肺動脈が左

の肺動脈に比して細いことが多いことより肺血流量の

減少が第一義的にありこれに続発して右肺の形成不全

をきたすという説を述べている．

　しかし諸説に対し種々の否定的意見も多い．Park

ら1°）の説に関して岡村ら14）は，心血管造影の結果より

右肺動脈の有意な狭窄像が認められなかった事や

Fallot四徴症等でも有意な肺の低形成を認めていな

いことより否定的な見解を述べている．我々は単に肺

血流量の低下が即ち肺の低形成に結び付くとは考えな

いが，本症例のように左肺に比べ右肺への血流が低下

した場合，すなわち左右の肺血流に不均衡を生じた場

合には左右の肺の成長に差を生じ，結果として左肺の

過形成及び右肺の低形成，ひいては心臓の右方転位を

生じると考える．

　但し，本症候群の発生機転に関しては単独にて説明
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し得るものではなく諸説に示されている要因が複合的

に関わりながら本病態を形成するものと考える．

　（手術適応）本症候群は自覚症状のないものはほと

んど放置されており，予後はよいものと考えられてい

る．従って内科的に経過観察される症例は多い．San－

gerら7）によると，内科的に経過観察が可能なものは以

下の条件を満たす場合に限るとされている．すなわち，

　1）臨床上患者に症状が認められない場合．

　2）心拡大を認めない場合．

　3）肺動脈圧が正常域内である場合．

　4）左一右短絡が中等量である場合．

　5）気管支拡張症や他の変性過程が右肺に存在しな

い場合．

以上である．

　但し，明かな臨床症状を伴った短絡量が多い場合等

は，外科的治療を行うのが望ましいとされている．一

般的に本症候群の手術適応は，他の部分肺静脈還流異

常症と同様に左一右短絡率35％以上，肺／体血流比

（QD／Qs）1．3を超える症例と考える．本症例において

は，心内修復術後，肺／体血流比（Qp／Qs）1．2，左一右

短絡比22％と上記適応域内には入っていなかった．本

症候群の外科的治療は，左右短絡矯正術，肺葉切除術，

異常動脈切離術あるいは動脈塞栓術の3群に大別でき

る．左右短絡矯正術には現在行われているもので3つ

の方式がある．1）肺静脈一左房吻合術，2）肺静脈一右

房吻合および心房中隔形成術，3）右房内血流転換術等

に限局し繰り返す感染による肺組織の荒廃すなわち気

管支拡張病変があった場合に行われる．もう一つの治

療方法である異常動脈切離術あるいは動脈塞栓術は比

較的症例を選ぶ必要がある．それは，左一右短絡が主

に異常動脈からの血流によるもので右肺からの還流が

少ない場合である．但しどちらの動脈がどの程度左

一右短絡に関与しているのか判断することは難し
い11）14）～16）．肺分画症に関しては石原ら2），藤尾ら3），市

川ら4）の報告にもあるように今日では手術自体が，ほ

ぼ安全に行われるようになりほとんどの症例で手術適

応があるとされている．無症状の症例についても将来

的に反復する感染により嚢胞化や周囲組織との癒着等

の組織障害を起こすことが多いといわれ積極的に外科

的治療を行うようになっている．

　本症例においては，心内修復術後，肺／体血流比（Qp／

Qs）1．2，左一右短絡比22％と循環動態よりみれば手術

適応には入っていなかったが，肺分画症の手術を行う

ことにより異常動脈を介した左一右シャントがなくな
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Table　7　Clinical　diagnosis

1．Scimitar　syndrome

2．VSD　p．o．　PH，　TR

3．Extralobar　Pulmonary　sequestration　p．o．

4．Retentio　testis　p．o．

5．Hypospadias　p．o．

6．Compound　hypermetropic　astigmatism

りさらに左一右シャント率がさらに低下すると考えら

れた事，軽度肺高血圧を残した事，易疲労性を示した

事を考慮し，将来的な見地にたって肺分画症に対して

部分肺葉切除術を行った．しかし部分肺静脈還流異常

症の修復に関しては，解剖学的位置関係よりも困難と

考えられたため，左右短絡矯正術等の根治術は行わな

かった2）～5）14）～16）．術後の心臓カテーテル検査において

は有意なシャントは認めない程度までに改善してい
る．

　　　　　　　　　　ま　と　め

　（Table　7）は本症例の臨床診断を列記したものであ

る．患児は泌尿器科にて男性ホルモンの投与を受ける

も心肺機能については成長するに伴い改善しており元

気に通学している．scimitar症候群に多発奇形を伴っ

た珍しい症例を経験したので成因，手術適応等につき

多少の文献的考察を加えて報告した．

　本論文の要旨の一部は第3回日本小児循環器学会近畿・

中国四国地区研究会において口演発表した．

　　　　　　　　　　文　　献
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ACase　of　Scimitar　Syndrome　Associated　with　Multiple　Malformations

A．Ashida，　T．　Shimizu，　T．　Shimizu，　K．　Yamashiro，M．　Mino，　M．　Kawakami，

　　　　　　　　　　　　　　　S．Sasaki　and　A．　Takeuchi

Department　of　Pediatrics，　Department　of　Thoracic　Surgery，　Osaka　Medical　College

　　The　scimitar　syndrome　involves　complex　malformations　of　the　heart，　lungs，　and　blood　vessels．

These　maliformations　include　the　anomalous　drainages　of　the　pulmonary　veins　into　the　inferior　vena

cava，　dextroposition　of　the　heart，　and　hypoPlagia　of　the　right　lung．

　　　About　150　cases　of　this　syndrome　have　been　reported　throughout　the　world　and　with　40　cases

being　reported　in　Japan．　The　patient　was　a　10’year－old　boy，　he　was　followed　up　for　elevation　of　the　right

diaphragm　and　VSD．　Because　of　recurrent　respiratory　infections，　he　was　admitted　for　the　surgical

treatment　of　his　anomalies．

　　　After　various　examinations　and　tests，　he　was　diagnosed　to　have　a　malalignment　type　of　VSD　and

extralobar　pulmonary　sequestration．　He　underwent　patch　closure　of　the　VSD　at　l　l　years　of　age　and

partial　lobectomy　of　the　inferior　lobe　of　the　right　lung　at　12．

　　　In　addition，　he　had　an　undescended　testis，　hypospadias，　and　compound　hypermetropic　astig－

matism．　These　complications　were　all　controlled　and　he　now　leads　a　normal　daily　life．

　　　We　discuss　the　diagnosis，　complication　and　operative　indications　for　the　scimitar　syndrome．
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