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有意な心内奇形を伴わず洞機能不全を呈した多脾症の1例
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　症例は，13歳の女児で心臓検診で徐脈を指摘され精査が施行された．スカラー心電図およびホルター

心電図で2種類の波形のP波が記録され，ホルター心電図では最高4．0秒の洞停止が認められた．心臓カ

テーテル検査および心血管造影検査では左房様形態をした右側心房，両側のhyparterial　bronchus，下

大静脈欠損と奇静脈結合を認めたのみで有意な心奇形はなかった．脾臓シンチと腹部CT検査で3個の

脾臓が確認され多脾症候群と診断された．電気生理学的検査では，洞房伝導時間（SACT）は求められず，

最大洞結節回復時間（SNRT）が5，421msecと延長し，洞機能不全が示唆された．硫酸アトロピン静注

後はSNRTが正常化しSACTは48msecの正常値が得られた．現在，失神などの症状を呈してないので

薬物治療やペースメーカー植え込みをせず経過観察している．

　　　　　　　　　　はじめに

　多脾症候群は，脾臓の形成異常に胸腹部臓器の異常，

特に心内奇形を高頻度に伴う奇形症候群であり，本来

左右非対称であるべき臓器の左側形態が両側に表れる

左側相同（left　isomerism）を特徴とする1）～4）．多脾症

候群の心内奇形は重症心奇形からほぼ正常の心臓まで

幅広いスペクトラムを持つと考えられるが1）～4），正常

心を持つ多脾症候群は偶然の機会にしか発見されず，

生前の報告はほとんどない．また，多脾症候群にP波

電気軸の移動5）6｝（歩調取り部の移動）があったり完全

房室ブロック6ト9）を合併することはよく知られている

が洞機能不全を呈した多脾症候群の報告は少ない．

我々は，有意に心内奇形を持たず，徐脈を主訴に来院

した洞機能不全で多脾症候群の1女児例を経験したの

でここに報告する，

　　　　　　　　　　症　　例

　症例：13歳，女．

別刷請求先：（〒232）横浜市南区浦舟町3－46

　　　　　横浜市立大学医学部病院小児科

　　　　　　　　　　　　　　　　　柴田　利満

　主訴：徐脈（学校検診）

　家族歴：両親兄弟に心疾患なく，心電図異常も認め

られない．その他特記すべき事なし．

　既往歴：満期正常分娩にて出生．乳幼児期には特に

異常は指摘されていなかった．

　現病歴：昭和54年4月（6歳時），学校検診にて心電

図異常を指摘された．某院を受診し，洞性徐脈と診断

された．昭和59年（11歳）頃より徐脈傾向が強まり，

60年（12歳）のホルター心電図では，最高洞停止時間

3，240msec，61年7月のホルター心電図では最高洞停

止時間が4，040msecであった．60年4月より運動クラ

ブにて活動しているが，現在までで眩量，失神，動悸，

胸痛などの自覚症状は認めない．

　入院時所見：身長150cm，体重44．5kg，栄養状態良

好，血圧は100／60mmHg，脈拍は不整，口唇・爪床に

チアノーゼはない．呼吸音は正常で，心音は異常なく，

心雑音は聴取されなかった．腹部で肝脾触知せず．

　臨床検査成績：末梢血，肝機能，腎機能，血液化学

検査には異常を認めない．末梢血液像でHowell－Jolly

小体は陰性であった．

Presented by Medical*Online



平成2年10月1日

図1　胸部レントゲン写真．矢印は奇静脈結合の結節

　状陰影を示す．
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図2　スカラー心電図．

　胸部X線検査：心臓は左側に位置し心尖は左下方

に向いていた．胃泡は左側横隔膜下に認められ内臓心

房正位であった．心胸郭比は50％で，右側心臓線に奇

静脈結合と思われる結節状陰影が認められた，肺血管

陰影は正常で，両側低位気管支分岐を認め，右肺野の

ヘアーラインは認められなかった（図1）．

　心電図所見：不規貝1」洞調律で，時に房室接合部調律

に自然に移行する．洞調律のP波電気軸は＋60度で，

房室接合部調律時のP波電気軸は一60度であった．

PR間隔は0．14　一一　o．36秒と変動した．　QRS電気軸は＋
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図3　ホルター心電図．
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図4　バルサルバ試験および顔面浸水試験．

82度で，心房・心室の肥大所見はない（図2）．

　ホルター心電図：電気軸十60度のP波と一60度の

P’波が存在し，時に房室解離が認められた．61年7月記

録時のの最大洞停止時間は睡眠時の4，040msecで，62

年9月の記録では睡眠時の2，400msecであった．最高

心拍数は138／分で，最小心拍数は30／分であった．上室

性期外収縮・頻拍，心室性期外収縮・頻拍などは認め

られてない（図3），

　トレッドミル運動負荷テスト：負荷はSche丘eld法

に基づいて行った．心拍数はステージ5で180／分と

なった．耐久時間は16分だった、負荷前は不整な洞調

律と歩調取り部の移動を呈していたが，負荷直後より

P波の不規則性は消失し負荷終了時まで洞調律であっ

た．上室性期外収縮，心室性期外収縮，ST低下は認め

られなかった．負荷後はまた負荷前と同様の心電図に

戻った．

　アトロピンおよびイソプロテレノール負荷試験：硫

酸アトロピン負荷前は不規則な洞調律で平均洞拍数は

63／分で，アトロピン0．5mg静注後は規則的な洞調律

となり，心拍数は最高130／分となった．イソプロテレ

ノール負荷前は拍数60／分の不整洞調律であったが，イ

ソプロテレノール1カプセル（15mg）経口投与後は規
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則正しい洞調律となり，心拍数は最高140／分まで上昇

した．

　バルサルバ試験と顔面浸水試験：いずれもP波電

気軸が変化し徐脈となった（図4）

　心エコー検査：心内奇形なく，心室壁厚は正常で，

左室収縮性は良好であった．冠静脈洞口の拡大と下大

静脈欠損が認められた．

日本小児循環器学会雑誌　第6巻　第3号

　脾臓シンチグラフィーおよび腹部CT検査：99m

テクネシウムでラベルした熱処理赤血球を用いた脾臓

シンチグラフィーでは3個縦に並んだ脾臓が描出され

（図5），腹部CT検査では3つの異なる高さで3個の

脾臓が認められた（図6，矢印）．

　心臓カテーテル検査と心血管造影検査：各部位の圧

データおよび血液酸素飽和度に異常は認められない
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図5　脾臓シンチグラフィー．3個縦に並んだ脾臓が描出されている．
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図6　腹部CT写真．矢印は各レベルでの脾臓を示す．
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表1　心臓カテーテル所見

部　位
圧（平均）

mmHg
酸素飽和度
　　％

SVC （8） 73

RA （7） 77

RV 25／EDP8 76

MPA 24／12　（16） 75

RPA 26／15　（19） 79

RPAW （14） 91

（表1）．右側心房造影の側面像で前方に突出した心耳

が認められ，，左心房様形態であった（図7A）．また両

側にhyparterial　bronchusを認めた（図7B）．その他

は，下大静脈欠損と奇静脈結合が確認されたのみで

あった．

　電気生理学的検査：電極カテーテルを奇静脈より挿

入したためヒス東電位は記録できなかった．洞結節回

復時間（sinus　node　recovery　time，　SNRT）は80／分

から180／分までの高頻度心房刺激を各々の刺激頻度で

30秒間行って求めた．毎分90で刺激した時に最高の値

が得られ，その時の自動能回復時間は5，186msecで洞

結節回復時間は5，421msecだった（図8）．毎分120の

高頻度心房刺激の時にWenckebach型の2度の房室
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図7　心血管造影写真（右房造影）
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　図8　高頻度心房刺激による洞結節回復時間の測定，

ブロックが出現した．硫酸アトロピソ負荷後は，

SNRT，％SNRT，　CSRT（補正洞結節回復時間，　cor－

rected　SNRT）はそれぞれ658msec，130％，150msec

と正常になり，Wenckebach型2度房室ブロックが出

現する高頻度心房刺激が150／分となった．洞房伝導時

間（sino－atrial　conduction　time，　SACT）はStrauss

法を用いて計測したが測定不能であった（図9A）．ア

トロピン負荷後は測定可能となり，48msecの値が得

られた（図9B）．アトロピン負荷前の右側心房有効不

応期は260msec，右側心房機能的不応期は290msec，房

室結節有効不応期は386msecで，アトロピン負荷後は

右側心房有効不応期215msec，右側心房機能的不応期

240msec，房室結節有効不応期237msecとなった．

　　　　　　　　　　考　　案

　多脾症候群も無脾症候群も左右対称性の臓器の発育

を呈するが，Ivemark1）やBradtら2）によって多脾症候

群の奇形のパターンが無脾症候群と異なることが報告

された．次いで，Mo11erら3｝が，無脾症候群の両側右側

構造（right　sideness）に対し，多脾症候群の両側左側

構造（left　sidensess）という概念を提唱し，一つの症

候群として概念を確立した．

　多脾症候群の特徴は，両側二葉肺，両側低位気管支

分岐，心血管奇形，対称肝，非対称性臓器の位置異常

などである．多くは，多彩な心内奇形を伴っているが，

Ivemarkは10例の多脾症候群のうち1例の心内奇形

を伴わない症例を報告し1），Van　Mieropは4例の心奇

形非合併例を記載している4）．本症における心内奇形

は，複合心奇形から正常心と思われるものまで幅広い

スペクトラムを持つと考えられている．心奇形を伴わ

ない例は偶然の機会にのみ発見されることから未だ報

2
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図9　洞房伝導時間の測定．A．硫酸アトロピン静注

　前，B．硫酸アトロピン静注後

告例は少ない．

　本症例は，徐脈を主訴に来院し，多脾症候群が疑わ

れた例である．胸部単純X線写真にて，右肺野のヘ

アーラインが認められず両側低位気管支分岐で，また

右側心臓縁に奇静脈結合を思わせる結節状陰影が認め

やれた．心臓カテーテル検査では奇静脈結合を伴う下

大静脈欠損および左上大静脈遺残がみとめられ，肺動

脈造影像にて両側のhyparterial　bronchusカミ確認さ

れ，また右側心房は前方に突出した心耳を持った左心

房様の形態であった．これらの所見から強く多脾症が

疑われたため脾シンチグラム（図5）と腹部CTスキャ

ンを施行し3個の脾臓を認めた（図6）．以上より有意

な心内奇形を伴わない多脾症候群と診断した，

　洞機能不全症候群は機能的なものと，器質的なもの

の2つに大別される11｝12）．従来の洞機能不全症候群は，

正常に発育分化した洞結節が二次的な要因で障害を受

けた場合しか分類されていない．しかし，多脾症候群

や無脾症候群のように洞結節の発生および形成段階で

異常を示す疾患も一つの疾患群として本症候群に含ま

れ得ると考えられる．Dickinsonら7）やMiyabaraら13）

の組織学的報告によると多脾症候群の洞房結節は異所

性および低形成であると指摘されているので，多脾症
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候群の洞機能不全には洞結節の発生形成異常に基づく

機能低下または不全が根底にあると思われる．本症例

では2種類のP波形を呈することより最低2個の洞

結節の存在が疑われるが，そのうち1個の優位な歩調

取りは今まで示したように機能不全を呈している．第

2の洞結節の機能は優位な第1の洞結節を越すもので

はない．本症例の優位な洞結節の機能不全には副交感

神経系の緊張も大きく関与していると思われる．すな

わち，運動負荷で心拍数が180／分に上昇し，硫酸アト

Pピンの静注により洞調律が63／分から130／分への増

加し，またSNRTおよびSACTが正常化する．しか

し，この副交感神経過緊張は単に機能的なものではな

く，洞結節および洞結節周囲組織や交感神経系支配の

発育形成異常（低形成を含む）が誘因として働いてい

るのかもしれない．本症例の洞機能不全は発生形成異

常に基づく機能低下に副交感神経系の緊張が関与して

生じていると考えられる．

　多脾症候群では，洞調律と接合部調律の二つのペー

スメーカー部位があることが多く5）6）14），本症のように

ペースメーカー部位が両者間で自然に移行し易い．こ

れも，右側心房が左房化心房（left　atrial　isomerism）

で，洞結節の形成が不完全である事に起因しているの

だろう．本症も当初は歩調取り移動と徐脈で外来観察

されていたが，Holter心電図にて4秒の洞停止が認め

られ洞機能不全の疑いが持たれたわけである．歩調取

り移動は学校検診などで正常小児にも多く認められた

が，そのような中にも本症例のように心症状を呈さな

い多脾症候群とか左上大静脈残遺に伴った洞機能低

下15）なども稀に含まれている可能性がありうるのでこ

の点留意しておく必要がある．

　多脾症候群では完全房室ブロックがしぼしがぽ認め

られ6）”－1°），それが房室結節部の形成異常7）に由来して

いることが推測される．本症例はホルター心電図で睡

眠中にPR間隔が延長し，時にWenckebach型の2度

房室ブロックを呈し，また高位右側心房刺激で120／分

という比較的低い刺激でWenckebach型の2度房室

ブロックが出現することより，房室結節の伝導機能低

下が疑われる．硫酸アトロピン静注後は150／分の高頻

度心房刺激までWenckebach型2度房室ブ・ックは

認められず房室伝導が改善していることおよびトレッ

ドミルで心拍数が180／分まで上昇していることを考え

ると本症例の機能的房室伝導障害が強く示唆される．

　本症例は洞結節と房室結節の機能低下が存在する

が，運動時によく心拍数が上昇し，また今までのとこ
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ろ無症状なので，運動制限も投薬もせず外来で経過観

察中である．
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　　　Athirteen－years　old　girl　with　polysplenia　syndrome　showed　sinus　node　dysfunction．　Cardiac

catheterization　and　angiograpy　only　demonstrated　a　left　atrialized　right・sided　atrium，　bilateral

hyparterial　bronchi，　absence　of　inferior　vena　cava，　and　azygos　connection．　Scintillation　scanning　of

spleen　and　computed　tomography　exhibited　three　round　spleens．　Two　types　of　P　wave　were　recognized

on　ECG　and　Holter　recording．　Maximum　sinus　pause　of　4．O　second　was　recorded　on　Holter　monitor．

Miximum　sinus　node　recovery　time（SNRT）was　5421　msec　and　sino－atrial　conductin　time（SACT）

could　not　be　obtained　by　electrophysiological　study．　After　injection　of　atropin　sulfate，　SNRT　became

normal　and　SACT　was　obtained　as　48　msec．
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