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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　無脾症候群はさまざまな先天性心奇形を合併することが知られている．その房室弁形態は共通房室弁

が一般的であるが，一側房室弁閉鎖をはじめとして種々の形態をとり，また心室大血管関係および肺静

脈の還流形式も多様であることが報告されている．今回我々は，無脾症候群に［A（S），L，　Lt］修正大

血管転位，Usual　typeの僧帽弁閉鎖，左側心房での三心房心および肺高血圧を認めた1症例を経験した．

文献的には本症例と同様に僧帽弁閉鎖にL型修正大血管転位を合併したものは8例報告されていたが，

いずれも無脾症候群ではなかった．さらにこれら8例全例が，大きな左室を有するUnusual　typeの僧帽

弁閉鎖であった．今回調べ得た範囲内では，無脾症候群にL型修正大血管転位およびUsual　typeの僧帽

弁閉鎖を合併した報告はなく，本症例が最初と考えられた．今回我々が経験した症例は，無脾症候群あ

るいは一側房室弁閉鎖では非常に多様な心室形態や大血管関係を取ることを示唆する貴重な症例と考え

られた．

　　　　　　　　　はじめに

　無脾症候群はさまざまな先天性心奇形を合併するこ

とが知られ，その房室弁形態，心室大血管関係および

肺静脈の還流形式も多様であると報告されてい
る1）一一4）．今回我々は，無脾症候群にL型修正大血管転

位，Usual　typeの僧帽弁閉鎖5），左側心房での三心房

心および肺高血圧を認めた症例を経験した．まれな症

例と思われるので，若干の文献的考察を加えて報告す

る．

　　　　　　　　　症　　例

　症例：生後3日の女児．

　主訴：心雑音，チアノーゼ．

　現病歴：41週，3，438g，自然分娩で出生し，　Apgar

scoreは1分で8点であった．出生直後から四肢にチ

アノーゼを認め，生後2日に心雑音を聴取し，生後3
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日に当科を受診した．

　入院時現症および経過：呼吸は整で50～60／分と多

呼吸であった．心拍も整で140～160／分と頻脈を認め

た．口唇，爪床のチアノーゼは軽度で，肝脾腫は認め

なかった．聴診では，胸骨左縁にLevine　III°の駆出性

収縮期雑音を聴取し，II音は充進していた．動脈血酸

素分圧は59mrnHg，動脈血二酸化炭素分圧は26

mmHg，酸素飽和度は91％であった．心エコー図から

Usual　typeの僧帽弁閉鎖，　L型大血管転位，心室中隔

欠損，心房中隔欠損，肺高血圧と診断し，強心剤およ

び利尿剤の投与で経過観察を行った．この時点では三

心房心の存在には気づかなかった．生後2カ月時に，

チアノーゼの増強と呼吸困難および意識消失発作をき

たした．心カテーテルおよび心血管造影検査を行い，

上記に加え肺静脈が左側心房に高度狭窄を伴う三心房

心形態で連結していることが判明した．この部位の外

科的狭窄解除術を予定したが，生後82日に肺うっ血に

よる呼吸不全および心不全が急速に進行し，外科治療
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図1　生後2カ月時の胸部X線像および心電図所見．
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図2　心エコー図．黒矢印；右側房室弁閉鎖を示して

　いる．白矢印；肺静脈が隔壁を介して左側心房に連

　結している．AC；三心房心の副腔．
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を施行することなく死亡した．

　臨床検査所見：胸部X線像では，心胸郭比0．56で肺

血管陰影は増強し，気管支分岐は右側相同を示してい

た．心電図所見では，正常洞調律，V1でrS，　V6でRパ

ターンを示し，T波は全誘導で陽性であった（図1）．

生後2カ月時の心エコー図では，心尖部四腔断面像で

右側房室弁の閉鎖が認められ，また肺静脈が副腔を形

成し左側心房に隔壁を介して連結していた（図2）．傍

胸骨長軸断面像では，大きな解剖学的右室から大動脈

が起始し，肺動脈は心室中隔欠損を介した小さな解剖

学的左室から起始していた．心血管造影検査では，大
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図3　DSAによる右室造影の肺静脈相．共通肺静脈か

　ら左側心房への造影はほとんど認められない．

動脈は左前方に位置していた．また静脈相で肺静脈か

ら左側心房への造影剤の流出はほとんど認めず，この

部位での閉鎖あるいは高度の狭窄が疑われた（図3）．

　剖検所見（図4，5，6，7）：心房，心耳，および

肺は両側右側相同の所見で，右側心耳は通常の右心耳

の位置で右側心房に付着していた．左側心耳は，左右

肺静脈で形成される副腔の下方に位置する左側心房と

連結していた．脾臓は認められなかったが他の腹部臓

器は正常で，下大静脈は右側心房に連結していた．右
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図6　小さい左室（LV）から肺動脈（PA）が起始し

　ている．

　RAA；右側心耳，　LAA；左側心耳

図4　剖検心正面．L型大血管転位を示している．

AO；大動脈，　PA；主肺動脈，　LAA；左側心耳
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図7　剖検心後面．左右肺静脈四本がすべて合流して

　副腔（AC）を形成し，左側心房（LA）と連結して

　いる．交通孔は1mmと高度に狭窄している．

図5　右室（RV）から円錐部を介して大動脈（AO）

　が起始している．LAA；左側心耳

側房室弁は膜様に閉鎖し，両側の心房間には大きな心

房中隔欠損が認められた．左側にある主心室は肉柱形

態が粗で，円錐部を有することから解剖学的右室と考

えられた．この心室から大動脈が起始していたが，左

側房室弁との間には線維性連続は認められなかった．

それに対して右側にある小さな心室は肉柱形態が比較

的平滑で円錐部を認めないことから解剖学的左室と考

えられたが，肉眼的にはっきりとした乳頭筋は認めら

れなかった．この心室から肺動脈が起始していた．両

心室は心室中隔欠損を通じて連結していた．肺動脈狭
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図8　肺の組織所見（×20）．肺静脈壁および肺動脈壁

　ともに，ほぼ全周性の中膜肥厚を示し，一部の静脈

　は「動脈化」している．

Presented by Medical*Online



554－（72） 日本小児循環器学会雑誌第11巻第4号
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図9　本症例の模式図．AC；三心房心の副腔，　AO；

　大動脈，IVC；下大静脈，　LA；左側心房，　LV；左室，

　MA；僧帽弁閉鎖，　PA；主肺動脈，　RA；右側心房，

　RV；右室，　SVC；上大静脈

窄はなく，動脈管は閉鎖していた．左右肺静脈はすべ

て合流してひとつの副腔を形成し左側心房と連結して

いたが，その交通孔は1mmと高度の狭窄を示してい

た．

　肺の組織所見では，肺静脈壁および肺動脈壁に全周

性のほぼ均等な肥厚を認め，肺うっ血による肺高血圧

を示唆する所見と考えられた（図8）．

　以上から，無脾症候群，［A（S），L，　Lt］修正大血

管転位，Usual　typeの僧帽弁閉鎖，心室中隔欠損，心

房中隔欠損，高度狭窄を伴う左側心房での三心房心と

診断した（図9）．

　　　　　　　　　　考　　案

　本症例は，無脾症候群にUsual　typeの僧帽弁閉鎖お

よびL型修正大血管転位を合併し，さらに肺静脈が高

度の狭窄を伴なって左側心房に三心房心の形態で還流

した症例である．

　無脾症候群は共通房室弁形態を示すことが一般的で

あるが，本症例と同様に僧帽弁閉鎖を合併した症例や

三尖弁閉鎖症例も各報告の中で数例ずつ認められてい

る1）－4）6）．心室大血管関係でも，両大血管右室起始ある

いは大血管転位の頻度は多く，L型大血管転位の報告

も見られる7）．また，肺静脈の還流異常を高率に合併す

ることが知られており，三心房心の報告もあることか

ら2）8），本症例もこの点で矛盾しないと考えられた．

　一方，一側房室弁閉鎖の場合僧帽弁閉鎖の症例では

左心室が低形成であることが，また三尖弁閉鎖の症例

では右心室が低形成であることが多いと報告され，

AndoらはこれらをUsual　typeと分類している5）．し

かし時には低形成を示さず，むしろ大きな心室を呈す

ることもあり，この場合にはUnusual　typeと分類さ

れる5）．本症例と同様に僧帽弁閉鎖にL型修正大血管

転位を合併した症例は，今回検索し得た範囲内では8

例報告されていたが（表1）5）9）’°），これら8例全例が大

きな左室を有するUnusual　typeの僧帽弁閉鎖であ

り，Usual　typeを示した我々の症例とは異なってい

た．三尖弁のStraddlingが8例中3例に認められてい

たが，本症例では認めなかった．左右心室間交通孔は

1例のみ狭窄傾向を示したが7例では大きく，また肺

動脈狭窄が7例で伴わなかったことは本症例と同様で

あった．予後に関しては，5例が6カ月から27歳で死

亡していた．生存している3例中2例はフォンタン型

の手術を4歳および5歳で受け，残る1例は15歳で

フォンタン型の手術待機中であった．

　ところでこれら8例の脾臓の有無について検討する

と，いずれの症例も詳細には記述されていないが，少

なくとも無脾症候群であったとの記載は見当たらな

表1　L型修正大血管転位を伴う僧帽弁閉鎖症例

症例 報告者 年齢 左室 右　　室
三尖弁
騎乗

肺動脈
狭窄

脾臓 予後 手　　術

1 里見 6m large large （＋） （＋） 不明 死亡 （一）

2 Ando 5y large aplasia　of　RV　sinus 不明 死亡 不明

3 〃 6y large aplasia　of　RV　sinus （＋） 不明 死亡 不明

4 Shinpo 27y large small （＋） 不明 死亡 （一）

5 〃 2ylOm large DCRV （＋） 不明 死亡 PDA　ligation　and　PAB

6 〃 4ygm large absent　RV　sinus 不明 生存 PAB，　FOIltal1

7 〃 15y 1arge absent　RV　sinus 不明 生存 B－Hand　PAB，　BT　shunt，

atriopulmonary　anastomosis

8 〃 10y large absent　RV　sinus 不明 生存 PAB，　m・Fontan

9 本症例 2m small large 無 死亡 （一）

DCRV＝double－chamber　right　ventricle；PAB＝pulmonary　artery　banding；B－H＝Blalock・Hanlon；m・Fontan＝modified

Fontan
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かった．従って，無脾症候群にL型修正大血管転位お

よびUsual　typeの僧帽弁閉鎖を合併した本症例は極

めてまれで，文献的には本症例が最初の報告例と考え

られた．

　今回我々が経験した症例は，無脾症候群あるいは一

側房室弁閉鎖といった形態には，多様な心室形態と大

血管関係が存在しうることを示唆する貴重な症例と考

えられた．

　　　　　　　　　　　結　　語

　無脾症候群に［A（S），L，　Lt］修正大血管転位およ

びUsual　typeの僧帽弁閉鎖を合併し，さらに共通肺静

脈が左側心房と三心房心を形成した1例を報告した．

本症例は無脾症候群あるいは一側房室弁閉鎖の心室形

態や大血管関係が多様であることを示唆する貴重な症

例と考えられた．

　なお本論文の要旨は，第29回日本小児循環器学会総会

（1993年7月，横浜）で報告した．
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ACase　of　Asplenia　Syndrome　with　1－corrected　Transposition　of　the

　　　　　　　　　　　　Great　Arteries　and　Usual　Mitral　Atresia

Masamichi　Tamura，　Kenji　Harada，　Terukazu　Shiota　and　Goro　Takada

　　　　　Department　of　Pediatrics，　Akita　University　School　of　Medicine

　　　A3－year－old　girl　showing　asplenia　syndrome　with　1・corrected　trasposition　of　the　great

arteries，　mitral　atresia　with　small　left　ventricle（usual　mitral　atresia），　anomalous　of　pulmonary

venous　connection（cor　triatriatum），　and　pulmonary　hypertension　was　described．　In　cases　with

asplenia　syndrome，　it　is　well　known　that　the　association　with　discordant　ventriculo・arterial

connection　is　not　unusual，　and　that　common　atrioventricular　valve　is　the　most　usual　mor．

phological　form　to　be　associated　with．　None　of　8　reported　cases　of　mitral　valve　atresia　with

1・corrected　trarlsposition　of　the　great　arteries　showed　either　usual　mitral　atresia　or　asplenia

syndrome，　Therefore，　asplenia　syndrome　associated　with　both　l－corrected　transposition　of　the

great　arteries　and　usual　mitral　atresia　seems　very　rare，　and，　to　our　knowledge，　our　case　will　be

the　first　to　be　reported．　In　conclusion，　asplenia　syndrome　will　occur　in　combination　with　any　form

of　anatomic　association．
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