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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　臓器心房錯位症候群33例を，right　isomerism（R）群22例とleft　isomerism（L）群11例に分類し，

調律と不整脈について標準心電図とHolter心電図を用いて検討した．　P波前額面平均電気軸（P軸）は，

R群の68％が0～＋120度を，L群の55％が0～－120度を示していた．また，　R群で上大静脈が心房の右

側に接続しているとき，P軸は左下を向いていた．標準心電図を2回以上施行した例で，60度以上異なる

P軸を有する例が，R群の16例中5例（31％），　L群の10例中4例（40％）認められ，異なるP軸の数は

各例2個であった．そして，R群で2個のP軸を有する例はすべて両側上大静脈を有する例であった．

房室ブロックをR群の27％，L群の64％に認めた．両群ともに上室性や心室性の不整脈を認め，特に心

房粗細動の2例と上室性頻拍の1例では高度の房室弁逆流があり，心房負荷が不整脈の発症に一部関与

していると思われた．

　　　　　　　　　緒　　言

　臓器心房錯位症候群は，心房位，胸部あるいは腹部

臓器位のいずれかが正常のlateralityを示さない疾患

単位であり，無脾症候群あるいは多脾症候群もこの中

に含まれる．臓器心房錯位症候群では調律の異常や房

室ブロックなどの不整脈をしぽしば認め，特に多脾症

候群で頻度が高いとされている1｝’－9）．我々は，臓器心房

錯位症候群の臨床像と治療経過についてはすでに報告

した1°）11）が，今回は臓器心房錯位症候群を無脾症候群，

多脾症候群とほぼ同じ意味を有するright　isomerism

とleft　isomerismに分類し，標準心電図とHolter心

電図を用いて調律と不整脈について比較検討したので

報告する．

　　　　　　　　対象および方法

　対象は，1976年11月から1988年10月までに山形大学

医学部小児科で臓器心房錯位症候群と診断した33例で

ある．本症候群の診断は，胸部X線，胃腸管透視，肝
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脾シンチグラフィー，Howell・Jolly小体の有無心エ

コー 法，心血管造影法により行ない，4例においては

剖検所見により診断した．胃腸管透視を8例に，肝脾

シンチグラフィーを22例に，Howell－Jolly小体の検索

を32例に，心血管造影法を28例に対し施行した，そし

て，胸部X線の気管分岐所見12），肺動脈造影で両側動

脈上気管支を示すもの13），Howell・Jolly小体を認める

もの，肝脾シンチグラフィーで脾を認めないものを

right　isomerism（R）と診断した．また同様に，胸部

X線所見，肺動脈造影で両側動脈下気管支を示すも

の，Howell・Jolly小体を認めないもの，肝脾シンチグ

ラフィーで脾を認めるものをleft　isomerism（L）と診

断した．その結果，R群は男9例，女13例の計22例，

L群は男5例，女6例の計11例であった．この内2例

は，肝脾シンチグラフィーで脾を認めたが肺動脈造影

で両側動脈上気管支を示しR群と診断され，また1例

は，肝脾シンチグラフィーで脾を認めなかったが肺動

脈造影で両側動脈下気管支を示しL群と診断された．

初診時年齢は，R群は1日から11歳6ヵ月，平均1歳

6ヵ月，L群は12日から8歳3ヵ月，平均2歳7ヵ月で
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ある．経過観察期間は，R群は2日から12年2ヵ月，

平均2年3ヵ月，L群は1日から12年1ヵ月，平均6年

5ヵ月である．

　標準心電図を全例に，R群では1ないし22回，平均

5回，L群では1ないし49回，平均18回施行し，　P波前

額面平均電気軸（P軸）を求めた．標準心電図を2回以

上施行した例で，P軸が60度以上異なる場合，調律が異

なるとした1）．

　Holter心電図をR群の8例に1ないし4回，平均

2回，L群の5例に2ないし7回，平均4回行った．解

析はMarquette社製8000Tを用いて行なった．

　　　　　　　　　　結　　果

　標準心電図所見を表1に示す．初診時のP軸は，R

群の22例中15例（68％）が0～＋120度を，L群の11例

中6例（55％）が0～－120度を示した，そして，標準

心電図を2回以上施行したR群の16例中5例（31％），

L群の10例中4例（40％）に複数の調律を認めた．その

数は各例2個であった．房室ブロックはR群の6例

（27％），L群の7例（64％）にみられ，　L群に多い傾向

があった．完全房室ブロックを呈した1例は，Howell－

Jolly小体を認め，肝脾シンチグラフィーで脾を認め

ず，肺動脈造影で両側動脈下気管支を示しR群と診断

された症例である．

　心房と上大静脈の関係が明らかにされているR群

16例とL群9例において，上大静脈の位置と初診時の

P軸との関係をみてみると，R群で上大静脈が心房の

右側に接合しているときP軸は左下を向き，上大静脈

が左あるいは両側に接合しているときは左右の下を向

く傾向がみられた．L群では症例数が少なく，両者の関

係は明らかではなかった（図1）．

表1　標準心電図所見

R群 L群

P波前額面平均電気軸（初診時）

0～＋120度 15（68％） 4（36％）

0～－120度 2（9％） 6（55％）

一 120～＋120度 5（23％） 1（9％）

複数の調律（2個） 5／16（31％） 4／10（40％）

房室ブロック 6（27％） 7（64％）

1度 5 6

II度 1

III度 1

房室接合部調律 1（9％）

心房粗細動 2（18％）

心室性期外収縮 1（9％）

R群

　　右L大静脈
　　　一9〔∫

　　　＼　　／
　　・＼　＼　　／「　／
　　＼＼＼／／ン
三18δ一 　．オミ、一一一・ぴ

　　／　・　＼

　　／1バ
　　　，9｜〔ノ　’

L群
　　　イ｝1人、浄脈

　　　一9〆

藤

t180一

369－（33）

／

tσ

　ノLヒ大静脈
　　　　　　　　　両側上大静脈
　一96　　　　　　　　　　　．9（f

　　　／　　　　　。＼　　／
＼

万、三米
　＋90　　　　　　　　　　　　．9〔ゴ

　　左1大静脈

　　　一go°

　　両　flj｜l　l　　人　 1｝te　91「～

　　　．9（f

　　■　　　　　　　　　　●
　＼　　　　　　　　／　　＼　　　　　　／
　　　、、　　　　／／
±18o　　　　　　x　－－－±o

／ ／＼ご・

　　　．9ぴ

図1　上大静脈と初診時P波前額面平均電気軸との

　関係．●奇静脈または半奇静脈結合（有），○奇静脈

　または半奇静脈結合（無）
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図3　2個の調律を有する例のP波前額面平均電気
　軸．各群の同一印は同一症例を示す．

　標準心電図を2回以上施行し，かつ心房と上大静脈

の関係が明らかにされているR群の13例とL群の9

例において，両側上大静脈の有無と調律の数をみてみ

ると，R群で2個の調律を持つ例はいずれも両側上大

静脈を有する例であった．しかし，L群では両者に関係

は認められなかった（図2）．また，2個の調律を有す

る例のP軸をみてみると，R群では左右を向き，　L群

では上下を向く傾向がみられた（図3）．

　Holter心電図所見を表2に示す．　R群，　L群ともほ

とんどの症例で種々の不整脈がみられた．
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表2　Holter心電図所見

R群（8例） L群（5例）

正常洞調律 2（25％）

洞停止 1（13％）

房室接合部調律 1（13％） 1（20％）

完全房室ブ・ック 1（13％）

上室性期外収縮 2（25％） 1（20％）

発作性上室性頻拍 1（13％） 2（40％）

心房粗細動 1（20％）

心室性期外収縮 5（63％） 5（100％）

Lown　1 1 2

Loun　2 3

Lown　4a 1 1

Lown　4b 2

表3　不整脈と房室弁逆流

房室弁逆流

不整脈 な し 軽 度 中等度以上

R群 L群 R群 L群 R群 L群

洞停止 1

房室接合部調律 1 1

完全房室プ・ック 1

上室性期外収縮 1 2

発作性上室性頻拍 1 1 1

心房粗細動 2

なし 1 2

　上室性の不整脈と房室弁逆流の関係をみてみると，

心房粗細動の2例と上室性頻拍の1例で高度の房室弁

逆流が認められた，また，完全房室ブロックの1例で

は中等度の逆流が認められた（表3）．

　　　　　　　　　　考　　察

　臓器心房錯位症候群をR群とL群に分けて，調律と

不整脈について検討した．P軸はR群では下を向
き2）一一4），L群では上を向く1）一一6）ことが多いと言われてい

るが，今回の我々の検討も同様であった（表1）．そし

て，上大静脈とP軸との関係をみてみると，R群で右

上大静脈を有する例はP軸がすべて左下を向き，左あ

るいは両側上大静脈の場合は左右の下を向くものが多

かった（図1）．これに対してL群では，門間ら1）は，

上大静脈と下大静脈の両方が心房右側に接続している

場合には，約80％のP軸が左を向き，左あるいは両側

上大静脈の場合には，右向きと左向きのP軸が同程度

に認められたと述べているが，自験例では症例も少な

いことから，P軸と上大静脈の関係は明らかではな

かった．
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　2個の調律を認めた例は，R群ではすべて両側上大

静脈を有する例であり，2つのP軸も左右を向いてい

る場合が多かった．これに対してL群では，調律の数

と両側上大静脈の有無は無関係であり，2つのP軸は

上下を向いていた（図2，図3）．また，複数の調律は

R群よりL群にやや多く（表1），Wrenら4｝の結果と

同様であった．

　今までにR群L群の刺激伝導系について，組織学的

検討がいくつかなされてきた．洞結節についてみると，

R群ではすべての例で心房上部の左右に2個認められ

た14）一一16）．洞結節がこのように2個ある場合，どちらが

ペースメーカーとして働くのか興味のあるところであ

る．我々は，上大静脈の位置に注目してみたところ，

上大静脈が右にあるときP軸はすべて左下を向き，

ペースメーカーは右上部にあると考えられた．そして

両側上大静脈の場合には，ペースメーカーはしばしぽ

左右に変動した．これに対してL群では，洞結節は低

形成で心房側壁や心房下部に存在し，複数の洞結節を

認めることは少なく，時には認めないこともあ
る14）15）17）－19）．P軸からみた調律の数はR群よりL群

に多く，R群とL群のこのような組織所見の違いに反

する．これは門間ら1）が言うように，L群の洞結節は低

形成でペースメーカーとして十分強力でなく，組織学

的検索で見落とす程小さな洞結節が他に存在するかも

しれないためと考えられる．

　房室ブロックはR群よりL群に多く認め，完全房室

ブロックを呈したR群の症例の報告は，いままでに1

例をみるにすぎない16）．我々も完全房室ブロックを呈

したR群の1例を経験し，心不全症状を呈したため

ペースメーカーの植え込みを行なった．Dickinson

ら15）は，L群9例のうち6例に前後の房室結節とその

両者を結ぶslingを認め，完全房室ブロックを呈した

2例では，前後の房室結節とslingが途絶していたと

報告している，宝田ら19）も完全房室ブロックを呈した

L群の1例について，前後の房室結節と両者を結ぶ

slingを認めるものの，　His束とこのslingの連結が見

られなかったと報告し，安河内ら18）も後方房室伝導路

がHis束下部で途絶していた1例を報告している．こ

れに対して，前部房室結節につながるslingが途絶し

ていたDickinsonら15）のR群の1例や，前部房室結節

につながるslingと，右脚に細胞浸潤を認めたBharati

ら17）のL群の1例では房室ブロックを呈さなかった

ことを考えると，後部房室結節につながる刺激伝導系

の途絶が，房室ブロックの発生にとって重要と考えら
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れる．

　Holter心電図所見に関しては，　Wrenら4）の報告を

みるにすぎないが，今回我々の検討では，上室性不整

脈や心室性期外収縮を多くの症例に認めた．そして，

上室性の不整脈と房室弁逆流の程度をみてみると（表

3），心房粗細動の2例と上室性頻拍の1例で高度の房

室弁逆流が認められ，心房の容量負荷がこのような不

整脈の発生に一部関与していると推測された．

　臓器心房錯位症候群の患児をみていくうえで，R群

とL群の調律や不整脈の違いを理解し，これらの点に

も十分注意を払う必要があると思われた．

　稿を終えるにあたり，御校閲を賜わりました林　正教授

に深謝致します，

　なお，本稿の要旨は第25回日本小児循環器学会総会（1989

年7月，久留米）において発表した．
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Cardiac　Rhythm　and　Arrhythmia　in　Viscero－Artial　Heterotaxic　Syndrome

Mitsuru　Nakasato，　Tomoharu　Akiba，　Masaru　Yoshikawa，　Shinsuke　Otaki，　Yokio　Kobayashi，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Hiroshi　Suzuki　and　Tetsuo　Sato

　　　　　　　　　　　　　Department　of　Pediatrics，　Yamagata　University　Sch∞l　of　Medicine

　　　We　analyzed　rhythm　and　arrhythmia　of　22　patients　with　right　isomerism　and　l　l　patients　with　left

isomerism　in　viscero－atrial　heterotaxic　syndrome　by　standard　electrocardiograms　and　Holter　moni－

toring．　The　frontal　P　wave　axes　on　the　initial　electrogram　were　inferior（O　to十120°）in　680ro　of　patients

with　right　isomerism　and　superior（O　to－120°）in　550ro　of　patients　wit　left　isomerism．　This　axis　oriented

to　left　inferior　in　right　isomerism　when　the　superior　vena　cava　connected　with　right　side　of　atrium．

　　　Ashift　on　more　than　60°in　P　wave　axis　was　present　on　a　subsequent　recording　in50f　16　patients

（31％）with　right　isomerism　and　in　40f　10　patients（40％）with　left　isomerism，　and　the　number　of　axis　in

each　case　was　two．　All　cases　having　two　P　wave　axes　in　right　isomerism　had　bilateral　suerior　vena

cava．

　　　Atrioventricular　block　was　found　in　270ro　of　patients　with　right　isomerism　and　in　640ro　of　patients

with　left　isomerism．　Another　types　of　atrial　and　ventricular　arrhythmias　were　found　in　both

isomerisms．　Two　cases　of　atrial　flutter　and　fibrillation　and　one　case　of　paroxysmal　supra　ventricular

tachycardia　were　proved　to　have　massive　atrioventricular　valve　regurgitation．　These　findings　suggest

that　the　volume　over　load　to　the　atrium　contributes　in　part　to　such　arrhythmias．
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