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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　多脾症候群の心耳は，厳密な意味での左側相同は29％と少なく，正常形態に近いものもあり，正位へ

のある程度のSitusの分化を示した．少数には右側相同を示すものもあり，多脾症でありながら，むしろ

無脾症候群に特徴的な臓器Situsや心奇形を呈するものがあった．したがって，心房のSitusで多脾症候

群と判断するのは適切とは言えず，各種診断法を用いて総合的に診断せねぽならない．各臓器のSitusで

は，肺・気管支は左側相同の原則があてはまるが，胃は正位，逆位があい半ぽし，肝臓は心耳とともに

正位への分化傾向を示した．心奇形に関しては，軽症から複合奇形を有する重篤例までスペクトラムの

広がりを見せたが，心耳のSitusが未分化なものほど重篤である傾向にあり，心耳のSitusは心臓そのも

のの分化度のある程度の指標になると考えられた．

　　　　　　　　　はじめに

　多脾症候群は無脾症候群と並び，内臓心房非定位

（Situs　Ambiguus　of　Abdominal　Viscera　and　Atrium，

S．A）を呈し，複合心奇形を合併することで知られ1），

本来左側の内臓形態が両側に現われるとして，左側相

同（Left　Isomerism，　L．　Iso）と呼ばれ右側相同（R．

ISO）を呈する無脾症候群と対比されることもある2）．ま

た，多脾症候群は，脾臓以外に異常の認められない症

例から，内臓のHeterotaxiaを呈し重篤な複合心奇形

を合併するものまでスペクトラムの広がりを示すこと

や，無脾症候群に比し予後の良い症例も存在すること

などが経験的に知られている．しかしながら，本邦に

おいてはいまだ詳細な臨床並びに形態学的検討が乏し

い．本研究では，S．A．やL．　Isoとして漠然ととらえら

れている多脾症の本態の一端を明らかにする目的で，

心房と他臓器のSitusという点に主眼をおき検討し，
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幾つかの有用な知見を得たので報告する．

　　　　　　　　　対象と方法

　対象は，東京女子医大心研標本室保存の女児13例，

男児11例，計24例の多脾症剖検心であり，死亡年齢は

生後10日から20歳（平均5歳9ヵ月）である．多脾症

の診断は，複数の小脾臓塊（splenuli）を有するものと

し，副脾は除外した．

　各症例につき，胸，腹部臓器のSitus，心房のSitus

は各々独立して定めるよう努めた．心房のSitusにつ

いては，心耳のSitusと，下大静脈を中心にした洞部の

Situsとに分けて判定し，後に各部分のSitusを対比考

察した．その他に，心，大血管の奇形についても検討

した．なお，心耳のSitusの決定に当たっては，心耳外

形と心耳内面の櫛状筋（Pectinated　Muscle，　PcM）の

広がりの程度から，形態学的右心耳，（Morphologica1－

ly　Right　Atrial　Appendage，　MRAA），形態的学的左

心耳（MLAA）を区別することによった．すなわち，

MRAAとはキャッチャーミット型の大きな心耳で密

なPcMが心房後方の静脈洞部までおよび，心耳が洞
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　　　　　　　　　　　　　　　　図　1
A・a：形態学的右心耳（MRAA），　PcM：櫛状筋，　A・b：形態学的右心耳の内面，　B・a：

形態学的左心耳（MLAA），　B－b：形態学的左心耳の内面，　C－a：MIAA（mor－

phologically　intermediate　atrial　appendage），　C・b：morphologically　intermediate

atriumの内面

部と一体となり共通の心房空間を作るものとし，

MLAAとは指型で細長く，しばしぼ屈曲し，心房前面

に限局して固有の空間を作り，PcMもその空間に限局

するものとした（図1A，　B）．したがって，右側心耳

がMRAAで，左側心耳がMLAAであるものを，Situs

Solitus（S．S），その逆をSitus　Inversus（S．1）とし（図

2A），両側がMLAAのものをLeft　Isomerism（L．

Iso），両側がMRAAのものをRight　Isomerism（R．

Iso）とした（図2B，　C）．

　しかしながら，MLAAとMRAAとの中間の形態を

有する心耳（Morphologically　Intermediate　Atrial

Appendage，　MIAA）も存在した．すなわち，外見は

MLAAより全体的に大きいが，時には屈曲し，心房洞

空間との区別がMLAAほど明瞭でない．　PcMも

MRAAほど密でなく，また，その広がりも十分に心房

後方に及ぶわけではないが，心耳空間にとどまらない

ある程度の広がりを見せているものである（図1C）．し

たがって，心耳のSitusには上記の4群のほかに，　In－

complete　Situs　Solitus（1．S．S）やIncomplete　Situs

Inversus（1．SJ）ともいうべきものが存在した（表1）．

図1B，　Cに示した心耳は同一症例の右側心耳と左側心

耳であるが，右側心耳は典型的なMLAA，左側心耳は

MIAAであり，1．SJを呈している．

　胸部臓に関しては，肺と気管支を対象にした．両側
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　　　　　　　　　　　　　　　　図　2
A：Situs　Solitus　of　Atrial　Appendage，　B：Left　Isomerism　lso　of　Atrial　Append－

age，　C：Right　Isomerism　of　Atrial　Appendage

2葉の肺を有するものをLIso，両側3葉のものをR．

Isoとし，右側が3葉，左側2葉の正常パターンのもの

をS．S，逆のパターソをS．1とし，4群に分けた．気管

支に関しては，両側eparterial　bronchiの場合をR．

Iso，両側hyparterial　bronchiのものをL，　Iso，右側

がeparterial　bronchiで左側がhyparterial　bronchi

のものをS、S，その逆をS．1とした（表1）．

　腹部臓器に関しては，まず肝臓に着目した．両側ほ

ぼ同じ大きさを示すものをSymmetric　Liver（SM）と

すると，SMと正常，逆位との間に中間型ともいうべき

ものが存在し（図3），1．S．S，1．S．1を加え5群に分類し

た（表1）．消化管に関しては保存例が少なく，できる

限り剖検記録や臨床データから情報を得るよう努めた

が正確なSitusの決定は困難であった．そこで胃に着

目し，胃泡が左のものをS．S，右のものをS．1とし，2

群に分けた．

　次に心耳のsitusを基本とし，下大静脈（IVC）を考

慮に入れ，心房のSitusの分類を以下のように試みた．

すなわち，心耳のSitusがSS，1．S．Sのものに加え，心

耳のIsomerismを呈するものでも右側にIVCを有し

ていれぽ，本来その心房は右房への分化傾向を示して

いるとしてPrimary　Situs　Solitus（P．S）とし，心耳

がIsomerismであってもIVCが左側心房に流入して

いれぽ，心耳がSJ，1．S．1を呈するものと共にPrimary

Situs　Inversus（P．1）とした．したがって，心耳が

Isomerismで，　IVC欠損のものだけをSitus　Am・
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　　　　　　　　　　　　　　　　　図　3
A：Situs　Solitus　of　Liver，　B：Incomplete　Situs　Solitus　of　Liver，　C：Symmetric　Liver

a．心耳

表1　各臓器のSitus

　S．S．

旬
LS．S

◎
　S．1．

＠
　1．S」

⑫
R．lso

⑫
L」so

◎
Total

7〔29） 5｛21） 0（0｝ 2〔8｝ 3㈹ 7（29｝ 24

b．肺

sS

恥
Sl．

⑳
①　R．！so②

幽幽
L．lso

爾
Total

O｛0｝ 1〔5｝ 1〔5）2nO｝ 14｛74｝ 19

c．気管支

S．S　　　　S．1，

洪く、端蝶
R．ISO Llso

Total

1｛5．5） O（0） 1〔5．5｝ 16〔89｝ 18

d．肝臓

S．S

口
LS．S

⑳
Sl

鴫
1．Sl

『
S．M

命
Total

7｛33｝ 4（19） 1｛5｝ 3（14｝ 6｛29） 21

e．胃

biguus（s．A）とした．諸家も報告しているように3）4），

著者らもIVCは絶対とは言えないまでも良い右房同

定の指標と考えている．さらに，心，大血管の奇形を

できるだけ詳細に検討すると共に，心耳のSitusの分

化程度と予後を左右する重症心奇形，死亡年齢との相

図4　Bilateral　Trilobed　Lung（R．　lso）

関を検索した．

　　　　　　　　　　結　　果

　1．各臓器のSitus

　表1に示した通り，心耳のL．Isoは29％と意外に少

なく，典型的なS．Sも存在し，多脾症候群はある程度

S．S方向への分化を示していると考えられる．これは，

すでに我々が報告したように5），無脾症候群では75％

がR．Isoを呈するが，18％に1．S．1が存在し，むしろや

やS．1方向へ分化しているのとは対照的である．また，

多脾症でありながら心耳のR．Isoをしめす症例が3

例存在したことは興味深い，

　一方，肺と気管支に関しては，LIsoが多く，胸部

臓器に関してはL．　lseの原則がよくあてはまる．これ
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は無脾症候群でも同様で，肺と気管支に関してはR．

ISOがほとんどである5）．しかし例外も少数にあり，図

4に示した症例は多脾症でありながら，肺，気管支と

もにR．Isoを呈している．興味深いことに，本症例は

心耳もR．　lsoを示し，総肺静脈還流異常（TAPVC）

を合併するなど，むしろ無脾症候群に特徴的な臓器

Situsと心奇形を示した．なお，肺のR．　Isoに分類した

3例のうち2例は左側の上葉と中葉の分離が不完全で

あった（表1）．

　腹部臓器に関しては，肝臓と胃では異なるSitusの

傾向を示した．肝臓はSMも30％程度に存在したが，

半数以上がS．Sないし1．SSを示し，S．Sへの分化傾向

がうかがわれるが，胃はS．S，　S．1があい半ぽした．無

脾症候群ではsymmetric　liverが半数以上を占め，胃

では正位11例に対し逆位16例と逆位優位であった5）．

　以上をまとめると，多脾症候群においては，胸腹部

臓器，心房のSitusは，　IsomerismからS．S，　S．1にい

たる様々な程度の分化を示しているが，同一症例でも

各臓器間でその種類，程度が様々であり，そのため各

臓器のSitusはそれぞれ独立して定めることが必要で

ある．また，心房に関しては，心耳とIVCのSitusを

考慮した．さらに，本症候群は，あらゆるSitusの広が

りを示すのが特徴であるが，傾向としては，多脾症候

群はS．Sの方向へ，無脾症候群の多くはR．　lsoないし

S．Aにあり，むしろ，ややS．1への分化が認められると

考えられた．

　2．心耳Situsと各臓器Situsとの相関

　胸部臓器や胃と，心耳のSitusとの相関は認められ

なかったが，肝臓のSitusと心耳のSitusにはある程

度の相関が存在した（表2a）．また，心耳のSitusが分

化している症例にIVC存在例が多く，IVC欠損の場合

でも肝静脈（HV）の位置と心耳のSitusはよく相関し

た．すなわち，心耳がS．Sへの分化傾向を示している

ものはIVC欠損の場合でもHVは右側心房に流入

し，SJへの分化傾向を示しているものは左側心房に流

入している（表2b）．したがって，　IVCとIVC欠損の

場合のHVは右房同定のよい指標と考えられるが，時

には例外も存在することは考慮しておくべきである．

SVCの位置と心耳のSitusにも若干の相関があるよ

うであるがその程度は強いとは言えない．

　3．心室大血管関係と各Segment

　表3に示した．表3　－bは，前述のごとくIVCを考慮

して定めた心房分化，心室ループ，両大血管の各Seg・

mentを示したものである．心室ループはほとんどが
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　　　　　　　　　　表　2

a．心耳と腹部臓器のSitusの相関

心耳 S．S 1．S．S S．1 1．S．1 LIso RIso
臓器 7 4 0 2 6 2

肝臓

S．S　　8 4 2
一

0 2 0

LS．S　3 2 0
一

0 1 0

SJ　　1 0 0
一

1 0 0

1．S．1　3 0 0
一

0 2 1

SM　　6 1 2
一

1 1 1

胃

S．S　10 4 2
一

1 3 0

S。1　11 3 2
一

1 3 2

b．心耳Situsと上・下大静脈，肝静脈の位置

心耳 S．S 1．S．S SJ 1．S．1 LIso RJso
血管 7 5 0 2 7 3

IVC（＋）

R　　　7 4 1
一 一

1 1

L　　　2 一 一 一 一 一
2

IVC（一）

R．Az　6 3 2
一

1
一 一

L．Az　8 一
2

一
1 5

一
B．Az　1 一 一 『 一

1
一

HV
R　　10 3 3

一 一
4

『
L　　　4 一 一 一

2 2
一

SVC
R　　　6 4 1

一
1

一 一
L　　　6 1

一 一
1 3 1

B　　l2 2 4
　 一

4 2

表　3

a，心室大血管関係

V－ARelation Conus　Type

Normal DORV TGA PC AoC BC

　12
（50％）

　11
（45％）

　1
（5％）

　16
（67％）

　2
（8％）

　6
（25％）

b．各segmentの関係
1．｛PS，　D，　N｝｛PS，　D，　D｝｛PS，　L，　D｝

　　　7　　　　　　4
2，〈PI，　L，　IN｝｛PI，　D，　D｝

　　　1　　　　　　2

1

3．｛A，D，　N｝｛A，　D，　D｝｛A，　L，　IN｝｛A，

2 5 1

D
L
1

D一ループで大血管も正常位置関係かD－Malposition

であり，少数にVentriculo－Arterial　Discordanceを示

す症例が存在した．Peoplesらによると，大血管は約

70％が正常位置関係で，残り30％でTGAとDORVが
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Abscent
15｛67％）

F～．Az　6

L，Az　8

B．Az　1

R．Slded

7｛29％）

A．1VC

LSided　2｛8％｝

　　　　R，Sided

　　　　6〔25％lBilateral

12（50％｝

　　　　L，Sided
　　　　6｛25％｝

B．SVC

C罐γ、ii㍗r　l”tact　1〔4％｝

　　　　　1

ASD
Primum　　　Comon

4｛17％｝　Atmum

　　　　11｛46％｝
ASD
　SeCundm
　7｛29％）

C．Atrial　Septum

Undetermlned

　　4（17％）
　　　　　Normal
　　　　　　8（33％｝
　TAPVC
　5｛21％）

　　　PAPVC　7〔29％）

D．Pulmonary　Vein

図5　大静脈，心房中隔，肺静脈の異常

おおよそ半々であった6）．我々の検討ではTGAは非常

に少なく1例のみであった．

　4．心房のSitus

　先に述べたように心房が本来示そうとしたSitus

（Primary　Situs）を決めたが（表3－b），絶対的なもの

とは考えてはいない．事実，表には示さないが，この

ように定めた心房のSitusと肝臓のSitusとの相関は

心耳と肝臓のそれより低くなる．厳密に言えぽ，心房

のsitusを定めるのには，その構成要素の全て，すなわ

ち，心耳，静脈洞（IVC，　SVC，冠状静脈洞），肺静脈

さらには心房中隔まで考慮する必要がある．今後，こ

れらを含めた心房の発生がより明らかになれぽもっと

無理のない分類ができるようになるかも知れない．し

かしながら，ただ単にS．Aで片付けない姿勢は臨床上

も発生学上も必要だと考えている．

　5．心，大血管の奇形

　図5，6に心，大血管の奇形の頻度を各Segmentご

とに示した．各症例ごとについては示さなかったが，

やはり心室中隔欠損＋肺動脈狭窄だけのものから単心

室，単心房に肺動閉鎖などさらに複雑な複数の奇形を

合併する重症例までスペクトラムの広がりを示した．

個々の奇形の頻度に関しては，おおむね，Peoplesらの

報告と近似している6）．ただし，Peoplesらは肺静脈還

流を分類するにおいて右心房，左心房の同定のしかた

が暖昧である．すなわち，体静脈還流側の心房を右心

房として肺静脈が体静脈還流側に入る場合を還流異

常，反対側に入る場合を正常としているが，心房の

日本小児循環器学会雑誌　第5巻　第2号

Normae

S〔33％｝

lncomplete　common
A－Vcanal　2　｛8％｝

Mitral　atresia

　　1｛4％）

Common
A－Vcanal

13｛54％｝

A．　A－V　valve

CType　Single　Ventricle

　　　2｛8％｝

Cenal　VSD
2｛8％）

Muscular　VSD
Compiete　ECD

　　　　｛4％｝

　　　　Perimembranous　　Single　　　　VSl⊃　6　｛25％）
3｛12％｝

B．Vcentricular　Septum C．Vcentricle

D．Pulmonary　outflow

1（4％）

E．Aortic　outflow

図6　房室弁，心室中隔，心室流出路の異常

Situsの分類のところでのべたように心房のSitusが

決定できずS．Aに分類した症例においては，右心房，

左心房の同定は困難であり，無意味である．したがっ

て，我々はUndetermined（不定）としたわけである（図

5D），　PAPVCに分類した7例は，全て両側2本の肺静

脈が各々の側の心房に入るものであった．無脾症候群

に特徴的とされるTAPVCも5例に存在したが流入

部位の狭搾を伴いやすいNon　Cardiac　Typeは2例

であり，直接心房に還流するCardiac　Typeが3例で

あったが，3例ともに4本の肺静脈が別々に心房に還

流するものであった．無脾症候群においては80％以上

がTAPVCを合併するが，そのほとんどがNon　car－

diac　Typeである5）．

　心房中隔の奇形では，共通心房が11例に存在したが，

うち5例は中隔の痕跡すらないもので，残り6例はい

わゆるAbnormal　Muscle（Fibrous）Barと呼ばれて

いる細い筋（線維）束が一次中隔が形成されるべき付

近に認められるものであった．心内膜床欠損（ECD）

は，房室中隔（線維性，筋性）を中心に欠損をきたす
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表　4

a．心耳のSitusと死亡年齢

1．Isomerism　Group

　　　Left　Isomerism

　　　Right　Isomerism

2．Non　Isomerism　Group

2．IYrs（10d～12Y）

22Yrs（2M～12Y）
2．OYrs（10d～5Y）

8．4Yrs（2M～20Y）

b．主要心奇形

Total　　5．8Yrs

心耳
Isomerism Non　Isomerism

奇形

TAPVC
cardiac 0（0％） 3（21％）

non・cardiac 2（20％） 0（0％）

CoA 3（30％） 2（14％）

PA 3（30％） 1（7％）

SV 3（30％） 2（14％）

PS 3（30％） 6（43％）

疾患であるが，心房，心室中隔の種々の程度の欠損と

房室弁の奇形を伴い，臨床的にもこれらの欠損が治療

上の問題になる．したがって，ECDをCommon　A－V

Canalとして房室弁の異常のところに分類するととも

に，心室中隔，心房中隔の異常にも含めた．なお，Coro・

nary　Sinus（CS）は，24例中14例（58％）に存在し，

共通心房でも未分化ながらCSを有する例もあった．

　また，右室性単心室を含めると10例に左室系の低形

成が存在し，外科治療上の大きな問題点になると考え

られた．

　6．心耳Situsの分化程度と予後

　表4に示したように，心耳のSitusがIsomerismを

呈するものは早期に死亡する傾向にあり，また予後を

左右するような重症心奇形の合併率も高い．すなわち，

non－cardiac　typeのTAPVC，大動脈縮窄（CoA），肺

動脈閉鎖（PA），単心室（SV）などは心耳Isomerism

群に多い．しかし，逆に肺動脈狭窄（PS）は心耳非

Isomerism群に多くSVやVSDに伴う左右シャント

に対するNatural　Bandingになっている場合もある

と考えられる．

　　　　　　　　　　考　　察

　多脾症候群は，S．AあるいはHeterotaxiaを呈する

疾患として無脾症候群と共に，従来かなり漠然ととら

えられてきた感がある．また，本症の発生学や成因も

現在のところ不明である．本研究では，各臓器のSitus

に視点の中心を置き検討したところ，いくつかの有用

な知見が得られた．
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　第一は，多脾症候群はL．　lsoと一般的に理解されて

いるが，各臓器のSitusの分化程度に差があり，心耳お

よび肝臓に関してはS．Sへの分化傾向を示しているこ

とである．これはR．Isoととらえられている無脾症候

群との大きな相違である．無脾症候群では各臓器とも

に多くはR．Isoであるが，ややS．1への分化が認めら

れる．言い換えれぽ，無脾症候群はR．IsoあるいはS．

Aに局在する傾向が強いのに対して，多脾症候群はS．

AからS．Sへのスペクトラムの広がりを呈し，　S．Sへ

より近づいていると言える．こう考えると多脾症候群

では脾臓以外に合併奇形の認められない症例から，

Heterotaxiaを呈し複合心奇形を有する重症例まで

様々な症例が存在することがより理解し易くなる．発

生学的には密接に関係しているはずの肝臓と胃の

Situsの分化程度に差があるのは意外にも思われる

が，両者の間にはまったく相関が無いわけではなく

データは示さないが両者のSitusには弱いながら相関

はある．また，肝臓が卵黄静脈から発生した門脈によっ

て灌流され，HVから右房という循環系を担っている

ことを考えれぽ，肝臓のSitusの方が胃よりも心耳の

Situsと相関するのは妥当とも考えられる．

　第二は，多脾症でありながら無脾症候群に特徴的な

臓器Situsや心奇形を有する症例が存在することであ

る．この事は，両疾患がL．Iso，　R．　Isoとして両極端

に位置するのではなく，接点を有する疾患であること

を示唆している．事実，多脾または無脾症候群患者の

同胞に他方の疾患が発生する確立は5％で，自然発生

率より明らかに高率であることが報告されている7）．

また，我々はすでに1型糖尿病自然発症モデルマウス

であるNODマウスにおいて，高率に，無脾ないし脾臓

低形成，腹部内臓のL．Iso，　R．　Isoを含むHeterotaxia

などを伴う複合心奇形が発症することを報告している

が8），このマウスではTリンパ球上の表面抗原をコー

ドする遺伝子と，HLA　CIlass－II抗原遺伝子に異常が

あることが最近明らかになった9）．したがって，同一遺

伝子の異常によって作り出される胎内での微細環境の

異常の程度の差異が両疾患を偶発的に発症させうるこ

とも考えられる．

　第三に，心耳の分化程度と心奇形の重症度との相関

である．すなわち，心耳のIsomerismを呈するものは

そうでないものに比し，予後を左右するような重症心

奇形の合併率が高い傾向にあり死亡年齢も低い．心耳

のRIsoが73％を占める無脾症候群では死亡年齢は

さらに低い．もちろん合併率の高いTAPVCや，肺動
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脈閉鎖が無脾症候群の予後を不良にしている重要な要

因ではあるが，心房中隔，心室中隔，房室弁などの形

成も無脾症では多脾症よりさらに悪い．したがって，

心耳のSitusの分化は心臓そのものの分化のある程度

の指標となると考えられる．

　これらのことを考え合わせると，多脾症候群の実態

が無脾症候群との対比を含めてより明瞭に把握出来る

のではないだろうか．また，多脾症候群は，L．　Isoと

いう概念だけでとらえるのは必ずしも適当ではないこ

と，スペクトラムの広がりを見せ，正常に近い症例や

無脾症に近い症例も存在することなどから，臨床的に

心エコー一　s心臓カテーテルなどだけでLeft　Atrial

Isomerismを多脾症の診断の根拠とするのは難しい

し，妥当ではない．やはり，前述のごとくIVCの有無

やHVの位置などをも考慮して心耳ないし心房の

Situsを決定する努力をし，やや高圧の胸部X線写真

や肺動脈造影により胸部臓器を，腹部単純X線はもと

より腹部エコーやCTなどにより，腹部内臓のSitus

を別々に診断し，脾臓の形態と合わせて総合的に判定

するのが望ましい．なお，近藤らの報告したテクネシ

ウム99mでラベルした熱処理自己赤血球を用いた脾

シンチグラムでは1°），径1cmあれぽ十分に脾を描出で

き，CTとの併用によりかなりの精度で無脾，多脾の直

接診断ができると考えている．

　さて我々は日頃から両疾患において各臓器のSitus

をできるだけ詳細に決定するよう努めているが，それ

では多脾症候群，無脾症候群の正確な診断あるいは各

臓器のSitusの決定に努めることが臨床上どれだけの

意味を持つのであろうか．確かに外科治療という観点

に立てぽ合併心奇形の正確な診断だけで十分かも知れ

ない．しかしながら，多脾症候群，無脾症候群をいろ

いろな角度から追求していくように努めることが両疾

患の本態，ひいては成因，形態形成の解明につながる

と考えている．例えば，前述のNODマウスでは生後か

ら免疫抑制剤であるサイクロスポリンを投与し続ける

と，糖尿病の発症が抑えられることはすでに知られて

いるが，最近，免疫賦括剤であるOK432（ピシバニー

ル）も糖尿病の発症を抑えることが報告された川．した

がって，Tリンパ球の異常が存在することを考え合わ

せれば，このマウスでは免疫異常が存在することが強

く示唆される．実際，無脾症では従来より免疫機能が

低下しているとの報告が欧米に多い，多脾症では免疫

機能の低下は無いとされているが，詳細な免疫学的検

日本小児循環器学会雑誌　第5巻　第2号

討をしてみるとどうであろうか．非常に興味ある点で

あり，こうした別の角度から両疾患をとらえていくこ

ともこれから重要になって来よう．本研究でもS．Aな

いしL．Isoと漠然ととらえられてきた多脾症候群を

あえて各臓器のSitusという点からとらえることに

よって，多脾症候群と無脾症候群の類似点と相違点が

より明瞭になったと考えられる，

　以上，多脾症候群を各臓器のSitusという点に着目

検討し報告した．
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Morphological　Consideration　about　24　Heart　Specimens　of　Polysplenia　Syndrome

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－Atrial　and　Visceral　Situs一

　　　　　　Shuhji　Seki1），　Masahiko　Ando2），　Shin　Nishibatake2）and　Atsuyoshi　Takao2）

　　　　　　　　　　1）Department　of　Pediatrics，　National　Defence　Medical　College　and　Sendai

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Hospital　of　National　Defence　Agency

2）Department　of　Pediatric　Cardiology，　The　Heart　lnstitute　of　Japan，　Tokyo　Women’s　Medical　College

　　　Strictly　speaking，　left　isomerism　of　atrial　appendages　was　found　in　only　29％of　cases　with

polysplenia　syndrome　and　morphologically　nearly　normal　atria　were　also　present．　Accordingly，　atrial

situs　in　polysplenia　syndrome　differentiated　to　situs　solitus　in　a　certain　degree，　but　a　few　specimens

showed　right　atrial　isomerism　or　had　cardiac　anomalies　specific　to　asplenia　syndrome　rather　than

polysplenia　syndrome．　These　suggest　diagnosis　of　polysplenia　syndorome　should　not　be　done　by　atrial

situs　and　should　be　made　by　several　diagnostic　methods　considering　about　polysplenia　syndrome　as　a

whole．

　　　Although　situs　of　bronchi　and　lungs　showed　left　isomerism　in　majority　cases，　situs　of　stomach

showed　situs　solitus　or　situs　inversus　in　nearly　equal　numbers　and　liver　as　well　as　atrial　appendages

showed　differentiation　to　situs　solitus．

　　　Investigation　of　cardiac　defects　in　each　cases　revealed　wide　spectrum　of　cardiac　anomalies　ranged

from　mild　to　severe　ones．　Furthermore，　cases　with　undifferentiated　situs　of　atrial　appendages　tended

to　have　severe　combined　anomalies　and　died　in　earlier　age　than　those　with　differentiated　situs　of　atrial

appendages．　So，　differentiation　of　situs　of　atrial　appendages　seemed　to　reflect　the　differentiation　of

heart　of　polysplenia　syndrome　itself．
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