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原　　著

小児の洞不全症候群の治療方針の検討

要　　旨

背　景：洞不全症候群（SSS）の治療は，ペースメーカ植込み（PMI）が中心であるが，無症状の場合はその適応の判定
が難しい．
対象と方法：1995年 1 月からの10年間に，当院でSSSと診断した 7 例（徐脈頻脈症候群 2 例を含む）を対象とし，診
療録から後方視的に検査所見と治療を検討した．診断時年齢は 0 カ月～13歳，経過観察期間は 1 年 1 カ月～ 4 年10カ
月であった．
結　果：診断契機は先天性心疾患が 5 例，失神が 1 例，学校検診が 1 例であった．心疾患の内訳は，多脾症候群 2
例，総肺静脈還流異常術後 2 例，心房中隔欠損症および心室中隔欠損症術後 1 例であった．有症状例は 3 例（失神 2
例，心不全 1 例）で，いずれもPMIを施行した．無症状の 2 例で交感神経刺激剤の内服を行った．
結　論：SSSの有症状例は，PMIの絶対的適応である．無症状例でPMIの相対的適応の患者において，ペースメーカ
を入れるかどうかの決定が難しい．特に小児については，個々の症例について基礎疾患や年齢などを考慮した判断が
必要である．
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A Treatment Strategy for Sick Sinus Syndrome in Children
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Background: Sick sinus syndrome (SSS) is rare in children. Although symptomatic patients require treatment with permanent
pacemakers, it is sometimes difficult to make a decision regarding the use of this treatment for asymptomatic patients.
Subjects and Methods: The subjects of this retrospective study were 7 patients with SSS who were diagnosed between January
1995 and December 2004 (2 males and 5 females, aged from 0 month to 13 years at diagnosis, median 3 months). Two had
bradycardia-tachycardia syndrome. The follow-up period ranged from 13 to 75 months. We evaluated the clinical course of these
patients and their treatment.
Results: Of the 7 patients, 5 had congenital heart disease, including 2 with polysplenia [one postoperative atrioventricular septal
defect, one postoperative ventricular septal defect (VSD)], 2 postoperative total anomalous pulmonary venous return, one postop-
erative atrial septal defect and VSD, and 3 presented with clinical symptoms and signs, including 2 with syncope and one with
congestive heart failure. Pacemakers were implanted in all these three. Two of the remaining 4 asymptomatic patients were
treated with adrenergic stimulator. One of the asymptomatic patients was diagnosed at the school health checkup.
Conclusions: Implantation of a permanent pacemaker is a standard treatment for patients with symptomatic SSS. However,
indication of the procedure for asymptomatic patients is controversial. Selection of this therapy should be made taking into
consideration the underlying heart disease and age of the patient.
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はじめに

　洞不全症候群（sick sinus syndrome：SSS）は，小児では
まれである．心臓基礎疾患を伴うことが多いが，そう

でないものもある1 – 7）．治療はペースメーカ植込み
（pacemaker implantation：PMI）が中心である7–9）．しか
し，小児のPMIには，さまざまな問題がある10，11）．体格
が小さければ，経静脈的PMIは困難で，心外膜ペーシン
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　症状のあったものは全部で 3 例で，失神が 2 例，心
不全が 1 例であった．徐脈頻脈症候群の 2 例はいずれ
も失神発作がみられた．
　7 例の治療経過をFig. 1 に示した．5 例が当院で経過
観察中であり，1 例は突然死，1 例は転院している．症
状があった 3 例は，最終的に全例PMIを施行した．当院
でPMIを施行したのは 2 例である．他の 1 例は経静脈
的PMI目的で転院したため，その後の詳細な経過は不明
である．心不全の症例は症状が軽快した．もう 1 例は
徐脈頻脈症候群の失神発作であったが，以後の内服治
療により頻脈が減少し，失神発作が消失した．症状が
なかった 4 例のうち，2 例は無治療で経過観察のみで
あった．2 例で交感神経刺激剤を使用した．薬剤の効果
か自然経過かは判断が困難であったが，1 例はイソプロ
テレノール持続点滴から離脱できた．
　おもな検査結果をTable 2 に示した．ホルター心電図
は 6 例で施行し，最大RR間隔は1.0～11.6秒で，3 秒を
超えるものが 3 例あった．電気生理学的検査（overdrive
suppressionテスト）は 4 例で施行した．3 例は有症状の
ため，1 例は術後の心臓カテーテル検査の際に同時に施
行した．SNRT（sinus node recovery time）の延長が確認で
きたものは 1 例のみであった．
　次に症例を呈示する．

1．症例 1：多脾症候群，房室中隔欠損症，大動脈縮窄

症

　日齢15に大動脈縮窄修復術，肺動脈絞扼術を施行さ
れたが，術後も多呼吸，哺乳不良などの心不全症状が
残存し，安静時の心拍数は60台で接合部調律であっ
た．啼泣時などには心拍数は120台まで上昇したが，洞
調律となることはほとんどなかった．生後 2 カ月時の
心臓カテーテル検査の際，右房ペーシングを施行した

グが必要になる．先天性心疾患に伴った場合，例えば
Fontan術後や心内に右左シャントが存在する場合などに
は，経静脈的PMIが行えない場合もある．また，リード
のトラブルの可能性や，成長に伴うリードの問題も考
慮しなければならない．ジェネレータ交換の問題もあ
る．そのため，無症状の場合はその適応について迷う
こともある．当院におけるSSSの背景とその治療をまと
め，治療方針について検討した．

対象と方法

　1995年 1 月～2004年12月の10年間に，当院でSSSと診
断した 7 例を対象とした．SSSの診断は，Martinらの基
準7）を参考に，モニター心電図，ホルター心電図で年齢
相当の心拍数と比較して徐脈が持続するもの，もしく
は徐脈によると考えられる症状が認められるのものと
した．原因の明らかな洞性徐脈（薬剤性，神経性無食欲
症など）は除外した．2 例は徐脈頻脈症候群であった．
診断時年齢は 0 カ月～13歳（中央値 3 カ月），性別は男
2 例，女 5 例であった．経過観察期間は 1 年 1 カ月～4
年10カ月（中央値 2 年 7 カ月）であった．
　方法は，診療録から後方視的に，検査所見と治療を
検討した．

結　　果

　症例の概要をTable 1 に示した．症例 5，6 が徐脈頻
脈症候群である．発見契機は 2 例を除いて器質的心疾
患であった．おもな合併心疾患は，多脾症候群が 2 例
（それぞれ房室中隔欠損症，心室中隔欠損症術後），総肺
静脈還流異常術後が 2 例，心房中隔欠損症および心室
中隔欠損症術後が 1 例であった．心疾患のないものは，
失神で発見されたもの，学校検診で発見されたものが
それぞれ 1 例ずつであった．

 Patient No. Gender  Age at diagnosis Organic heart disease Symptoms Treatment

 1   F 0 mo    Polysplenia, AVSD, CoA Heart failure PMI

 2   M 0 mo    TAPVR  (−) (−)

 3   F 0 mo    Polysplenia, VSD (−) Adrenergic stimulator

 4   M 3 mo    TAPVR  (−) Adrenergic stimulator

 5* F 13 yr 11 mo    ASD, VSD Syncope PMI

 6* F 6 yr 10 mo    (−) Syncope PMI

 7†  F 12 yr   6 mo    (−) (−) (−)

AVSD: atrioventricular septal defect, CoA: coarctation of aorta, PMI: pacemaker implantation, TAPVR: total anomalous pulmonary venous return, 
VSD: ventricular septal defect, ASD: atrial septal defect
*: Bradycardia-tachycardia syndrome
†: Patient diagnosed at the school health checkup

Table 1　Patients with sick sinus syndrome
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ところ，右房圧は低下した．SNRTの延長は確認できな
かった．心不全は徐脈も関係していると判断され，心筋
リードを用いたPMI（DDDモード）を施行された．以後，
心不全症状は軽快し，一時退院した．2 歳 3 カ月で房室
中隔欠損症に対して根治術を施行された．術後，肺高
血圧は残存したが，利尿剤などを内服し，本人は無症
状で元気に過ごしていた．ペーシング不全もなかっ
た．しかし，4 歳 3 カ月時に自宅で突然死した．

2．症例 2：総肺静脈還流異常（Ia）術後

　日齢 4 に総肺静脈還流異常に対して修復術が施行さ
れた．術後経過に問題なかったが，2 歳頃から上室性期
外収縮が目立つようになり，基本調律は次第に接合部
調律になった．2 歳10カ月時のホルター心電図では，最
大4.4秒の洞停止および上室性期外収縮が認められてい
るが，無症状である．無治療で経過観察中である．

3．症例 3：多脾症候群，心室中隔欠損症術後，十二指

腸狭窄術後

　日齢 2 に十二指腸狭窄解除術を，日齢 9 に肺動脈絞
扼術を施行された．術後，乳び胸の合併もあり呼吸障
害が続いた．心拍数が100/分以下となることが続くた
め，イソプロテレノール点滴を継続した．生後 4 カ月
から交感神経刺激剤（�2刺激剤，オルシプレナリン）の内
服を開始し，イソプロテレノール点滴を中止した．1 歳
1 カ月時に心室中隔欠損症根治術を施行された．以後，
症状は認められず心拍数も上昇傾向にあるが，BNPが高
値（100pg/ml前後）で経過しており，交感神経刺激剤の内
服を継続している．

4．症例 4：総肺静脈還流異常（Ib）術後

　3 カ月健診で体重増加不良を契機に総肺静脈還流異常

と診断され，生後 3 カ月時に修復術が施行された．術
後，心拍数100/分以下の徐脈傾向が続くため，生後 4 カ
月から交感神経刺激剤（�1刺激剤，デノパミン）の内服を
開始した．1 歳 3 カ月時に心臓カテーテル検査を施行し
たところ，右室圧は収縮期47mmHgとやや高めであっ
た．同時にoverdrive suppressionテストを施行したが，
SNRTの延長は認められなかった．その後心拍数の上昇
傾向があり，2 歳時に内服を中止した．以後も症状は認
められていない．

5．症例 5：心房中隔欠損症，心室中隔欠損症術後

　1 歳 4 カ月時に他院で心房中隔欠損症および心室中隔
欠損症の根治手術が施行された．術後徐脈傾向があ
り，一時交感神経刺激剤を内服していたが，無症状の
ため中止された．13歳11カ月時に失神発作が 3 回みら
れたため，当院を紹介された．モニター心電図，ホル
ター心電図で，夜間最大11.6秒の洞停止と 2：1 ～ 4：1
伝導の心房粗動が認められ，徐脈頻脈症候群と診断さ
れた．また，心臓カテーテル検査でoverdrive suppression

Off therapy: 1

PMI: 3

Adrenergic stimulator: 2

Observation: 2

With symptoms: 3

(syncope 2, heart failure 1)

Without symptoms: 4

Fig. 1 Flow diagram of the treatment of 7 cases of sick sinus syndrome
PMI: pacemaker implantation

 Patient No.
 Holter ECG Overdrive suppression

  Longest RR (age) test 

 1 ND SNRT 0.8 sec

 2 4.4 sec (2 yr 10 mo) ND

 3 1.0 sec (8 mo) ND

 4 1.9 sec (2 yr 1 mo) SNRT 0.8 sec

 5 11.6 sec (14 yr 0 mo) SNRT 6.5 sec

 6 5.3 sec (9 yr 6 mo) ART 0.56 sec

 7 2.4 sec (14 yr 9 mo) ND

ECG: electrocardiogram, ND: not done, SNRT: sinus node recovery time, 
ART: atrial recovery time

Table 2　Results of Holter ECG and overdrive suppression test
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テストを施行したところ，SNRTは6.5秒と延長してい
た．当初，家族がPMIを拒否していたが，のちに転院
し，内科で経静脈的にPMIが施行された．

6．症例 6：心臓基礎疾患なし

　言語発達遅滞のため，通院中であった．6 歳時に最初
の失神発作がみられ，ホルター心電図で上室性期外収
縮の頻発と最大3.8秒の洞停止が認められたため，徐脈
頻脈症候群を疑われ経過観察されていた．9 歳 6 カ月時
に 2 回目の失神発作がみられた．ホルター心電図で心
房粗動を含む心房性頻脈が確認され，最大RR間隔は5.3
秒であった．トレッドミル運動負荷試験により，容易
に心房性頻脈が誘発された．overdrive suppressionテスト
でSNRTの延長は確認できなかったが，刺激停止直後の
P波は異所性であった．動悸などの自覚症状はなかった
が，失神発作は頻脈によるものが疑われ，症状がある
ためPMIの適応と考えられた．9 歳 9 カ月時に心筋リー
ドを用いたPMI（DDDモード）が施行された．また，頻脈
に対する内服治療を開始されたが，以後も 4 回の失神
発作を繰り返した．ペーシング不全はなく，ホルター
心電図では心房性頻脈が認められ，頻脈による失神発
作が強く疑われた．ジゴキシン，プロプラノロール，
ベラパミルなどでは頻脈がコントロールできなかった
が，アミオダロンの内服を開始したところ，失神発作
は消失した．

7．症例 7：心臓基礎疾患なし

　中 1 の学校心臓検診で，1 度房室ブロックとして紹介
された．心臓基礎疾患はなく，ホルター心電図で安静
時の著明な洞性徐脈（心拍数30台）が判明した．トレッド
ミル運動負荷試験では，PQ時間の短縮はなかったが心
拍数は150台まで上昇した．症状はなく，無治療で経過
観察中である．

考　　案

　SSSは老年者に多く，小児ではまれである．小児のSSS
は心臓基礎疾患を伴うものが多いが，基礎疾患のない
ものもある1–7）．心臓基礎疾患としては，先天性心疾患の
術後が多いが，手術未施行例や心筋炎などもある2，3，7）．
術後症例では，心房中隔欠損症，完全大血管転位症の
心房内血流転換術に多いことが知られている3）．われ
われの症例でも，7 例中 5 例が先天性心疾患術後の経過
観察中に発見されたものであった．心臓基礎疾患のな
いものは 2 例であり，うち 1 例は学校心臓検診で発見
された無症状例であった．
　SSSの分類はRubenstein分類が有名であるが，小児に

おけるSSSの診断は困難な場合がある．Martinらは，心
電図で洞機能不全を疑う心拍数は，3 歳以下100bpm未
満，3～9 歳60bpm未満，9～12歳50bpm未満，16歳以上
40bpm未満としている7）．また，ホルター心電図では，新
生児・乳児の睡眠中60bpm未満，覚醒時80bpm未満，2
～6 歳60bpm未満，7～11歳45bpm未満，若年者40bpm未
満を洞機能不全としている7）．SSSは無症状であること
も多いことから，検診などで偶然発見される症例も少
なくないと思われる．ホルター心電図などを繰り返し
施行することで，このような症例の発見の機会が増え
るかもしれない．
　SSSの治療はPMIが中心である7–10）．SSSに対する薬物
治療は，「PMIまでの緊急的治療」と位置づけられてい
る13）．慢性期の内服治療薬としては，テオフィリンの内
服が有効であったとの報告もあるが14，15），副作用の問
題もあり，一般的ではない．われわれは無症状例に対
して交感神経刺激剤の内服を行った．しかし，交感神
経刺激剤のSSSをはじめとする徐脈性不整脈における有
用性について，エビデンスはない．副作用は認められ
なかったが，有効との判断も困難であった．また，近
年，成人のSSSにおいて，ホスホジエステラーゼIII阻害
剤であるシロスタゾールの有用性が報告されている16）．
しかし，小児における有用性はまだ明らかではない．
　SSSにおいて，失神発作，心不全などの症状のあるも
のはPMIの絶対的適応である．われわれも，症状のある
ものについては全例PMIの適応と判断した．当院でPMI
を施行して経過観察した 2 例については，術後，症状
の改善がみられた．心不全の症例はペーシングにより
症状が軽快し，徐脈頻脈症候群の症例は洞停止がなく
なったことで後の頻脈の薬物治療が行いやすくなり，
最終的に頻脈もコントロール可能になった．われわれ
の症例数は多くはないが，症状のあるものが絶対的適
応であることは，問題ないと思われる．
　しかし，小児ではPMIの適応は慎重に考慮すべきであ
ると考えられる．問題は相対的適応であり，無症状の
場合である．われわれは無症状の症例はPMIの適応とは
考えず，PMIは施行しなかった．しかし，洞機能不全で
はむしろ無症状のことが多く，Yabekらは小児の洞機能
不全で症状のあったものは約 3 分の 1 と報告している3）．
われわれの症例には，無症状でも最大RRが 3 秒を超え
るものがあった．慎重に経過観察しているが，将来的
には症状が出現する可能性もあり，PMI適応を考えても
よいのかもしれない．今後も長期の経過観察を行う予
定である．
　PMIのガイドラインとしては，循環器病の診断と治療
に関するガイドライン（1999～2000年度合同研究班報
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告）12）やACC/AHA/NASPEのガイドライン（2002年）17）が
ある．ACC/AHA/NASPEのガイドラインによると，洞
機能不全一般については，クラスI（有益であるという根
拠があり，適応であることが一般に同意されているも
の）は，徐脈による症状のあるものに限られる．クラス
IIa（有益であるという意見が多いもの），クラスIIb（有益
であるという意見が少ないもの）については判断が困難
である．小児期については，SSSに関係するのは，症候
性徐脈を伴った洞機能不全がクラスI，ジギタリス以外
の抗不整脈薬治療が長期間必要な徐脈頻脈症候群，安
静時心拍数が40/分未満または 3 秒以上の心停止を認
め，かつ複雑心奇形を伴う無症候性洞徐脈，洞性徐脈
もしくはAV synchrony消失により血行動態が障害される
先天性心疾患がクラスIIaとの記載がある．これによれ
ば症状がなくともPMIの適応を考慮してもよい可能性
がある．循環器病の診断と治療に関するガイドライン
（1999～2000年度合同研究班報告）にも，「社会的要因を
幅広く考慮すべき」との記載がある12）．個々の症例に応
じた慎重な対応が必要になると思われる．
　一般的には，SSSで症状がなく運動時の心拍の上昇が
良好なものについては，経過観察のみでよいと考えら
れる．日本小児循環器学会の基礎疾患を認めない不整
脈の管理基準によると，SSSでは，徐脈傾向が軽度で運
動時の心室拍数の上昇が良好なものについては，Dまた
はE（禁）とされる18）．学校検診で発見されるような無症
状例については，無治療でよいが慎重な経過観察が必
要と思われる．

まとめ

　SSSの有症状例は，PMIの絶対的適応である．しか
し，無症状例でPMIの相対的適応の患者において，ペー
スメーカを入れるかどうかの決定が難しい．年齢など
を考慮した判断が必要である．

　本論文の要旨は，第40回日本小児循環器学会総会・学術集
会（東京）において発表した．
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