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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　2束ブロックから完全房室ブロックへ移行した完全型kearns－Sayre症候群の14歳女児の1例を経験

した．本症例は，無汗症とde・Toni－Fanconi－Debr6症候群も合併していた．骨格筋生検では，組織化学

的にcytochrome　c　oxidase部分欠損と診断された．

　ペースメーカー装着後に施行した心臓カテーテル検査で，左室収縮力は正常であったが，左室心筋生

検の電子顕微鏡所見では，汗腺や腎尿細管と同様に，クリスタの変形を伴う膨化したミトコンドリアの

集積を認めた．

　また，心筋細胞から分離したミトコンドリアDNA（mtDNA）のサザンプロッティングでは，骨格筋

や腎とほぼ同一部位に，約半数のmt　DNAで5．4kbの欠失を認めた．本症例は，完全型Kearns－Sayre

症候群の心筋細胞の組織所見およびmtDNA分析を検討した本邦最初の報告である．

　本症候群の2束ブロックは完全房室ブロックへ移行する危険性が高く，予防的なペースメーカー装着

が必要である．

はじめに

　ミトコンドリア脳筋症は，エネルギーを産生する細

胞内小器官であるミトコンドリアの機能異常により，

多彩な臨床症状を呈する症候群である1）．このうち，

Kearns・Sayre症候群は，進行性外眼筋麻痺，網膜色素

変性，心伝導ブロックを3主徴とし，一部の症例では，

ミトコソドリア電子伝達系酵素素である複合体1，IV

の欠損が証明されている2）．

　今回著者らは，無汗症とde　Toni－Fanconi－Debr6症

候群（以下，Fanconi症候群と略）を合併した完全型

Kearns・Sayre症候群の1例を経験した．本症例は，経

過中，完全房室ブロックへ移行し，ペースメーカーを
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装着し救命しえた．術後の左室心筋生検では，心筋細

胞のミトコンドリアの形態異常とミトコンドリア

DNA（以下，　mtDNAと略）の欠失が証明された．

　本邦では，完全型Kearns－Sayre症候群の報告は少

なく3），その心筋生検を検討した報告は認められない．

この論文では，本症例の心病変の臨床経過・組織像・

分子生物学的検討を中心に報告する．

　　　　　　　　　　症　　例

　症例：14歳，女児．

　主訴：意識障害，徐脈

　現病歴：妊娠・分娩に異常なし．家族歴にも特記す

べきことなし．’ 2歳頃より，低身長・無汗症に気付か

れたが，全身状態が良好なため放置されていた．6歳

時に低身長の精査のために入院した．

　〈第1回入院〉（6歳時）
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　身長95cm（－3．3SD，体重11．4kg（－3．2SD）．入院

時，多呼吸を認め，血液ガス分析では，pH　7．31，　Pco、

9mmHg，　Hco34mEq／1，　BE－19と代謝性アシドー

シスを認めた．生化学検査では，高C1血症（110mEq／

1），低カリウム血症（2．8mEq／1），低カルシウム血症

（8．Omg／dl），低リン血症（1．9mg／dl）を認め，乳酸33．O

mg／dl，ビルビン酸1．6mg／dlと高値であった．検尿で

は，蛋白と糖が陽性で，高カルシウム尿症・汎アミノ

酸尿を認めた．心電図は，QTc時間は0．43秒，　V5，　V6

でT波の平低化を認めたが，心室内伝導障害の所見は

認めなかった（図1A）．重曹負荷テストでは，重炭酸

排泄率は8％で，近位尿細管障害が疑われた．また，

塩化アンモニウム負荷テストでは，尿のpHli；　6．O以下

に低下せず，尿中滴定酸の最高値は20μEq／minで，遠

位尿細管障害も認めた．以上の結果から，Fanconi症

候群として，重曹を内服しつつ，経過観察していた．

　しかし，8歳頃より夜盲・視力低下・難聴・四肢の

筋力低下が出現した．更に，眼険下垂・外眼筋麻痺が

出現したため，13歳時に再入院となった．

　〈第2回目入院〉（13歳時）

　入院時，身長109cm（－7．5SD），体重15kg（－4．5

SD），血圧84／40mmHg，脈拍数102／分．眼険下垂・外

眼筋麻痺および，四肢の筋萎縮と筋力低下を認めた．

田中ビネー式知能検査ではIQ　52であった．
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図1　心電図．A．6歳時．心室内伝導障害は認めな

　い．B．13歳時，完全右脚ブnックおよび左軸偏位を

　認める．A・Bとも1cm＝1mV
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図2　胸部X線写真。心胸郭比は44％である．

　眼科的には，高度の視力障害・求心性視野狭窄・眼

底の著明な網膜色素変性を認めた．頭部CTでは，大

脳のび漫性萎縮と白質の広汎な低吸収域を認めた．

　生化学検査では，GOT　201U／1，　LDH　3741U／1，　CPK

801U／1，アルドラーゼ2．81U〃と筋原酵素は正常で

あった，BUN（49mg／dl）とクレアチニン（1．9mg／dl）

は高値を示した．内分泌機能検査では，成長ホルモン

と性腺刺激ホルモンの分泌不全を認めた．髄液検査で

は，蛋白（68mg／dl），乳酸（68mg／dl），ビルビン酸（2．O

mg／dl）がいずれも高値であった．

　聴診上，心雑音は聴取しなかった．心電図では，前

額面平均QRS電気軸は一50度で，完全右脚ブPtック

を認めたが，PQ時間は正常であった（図1B）．ホル

ター心電図では，II度房室ブPックは認めなかった．

胸部X線写真では，心胸郭比は44％で心拡大はなく

（図2），心エコー図所見も正常であった．TL201心筋シ

ンチグラムでは灌流欠損はなく，Tc・99m心プールシ

ンチグラムによる左室駆出率は62％であった．

　確定診断のため，上腕二頭筋・腎・皮膚の生検を施

行した．

　1）上腕二頭筋：Gomori－trichrome染色では，筋線

維の0．5％にragged・red　fiberを認めた（図3A）．

cytochrome・c　oxidase（CCO）染色では，活性を有さ

ない線維を散在性に認めた（CCO部分欠損）（図3B）．

分離ミトコンドリア酵素定量では，CCO活性は106

nmoles／min／mg　mitochondrial　protein（正常

138～404）と軽度に低下していた．

　生検筋より分離したmtDNAについてサザンプ

ロッテングを施行したところ，50％以上のmt－DNAに
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図3　骨格筋の病理所見（×600）．A．　Gomori－

　trichrome染色で，　ragged－red　fiber（＊印）を認め

　る．

　B．cytochrome　c　oxidase染色では，正常活性を有

　し濃く染まる線維と，活性が低下し淡染または染色

　されない線維が混在する．
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5．4kbの欠失を認めた（図4）．

　2）腎：光顕像では，尿細管に蛋白円柱が貯留し，間

質にリンパ球の浸潤を認めた．尿細管細胞の電顕像で

は，渦巻状または偏在したクリスタを有する膨化した

ミトコンドリアの集積を認めた，サザンプロッティン

グでは，骨格筋と同様に，5．4kbの欠失を示す11．1kb

のバンドを認めた（図4）．

　3）皮膚：光顕像では，エクリン腺はほぼ正常の形態

であったが，その電顕像では，腎と同様にミトコンド

リアの形態異常を認めた．

　以上の所見から，本症例は無汗症・Fanconi症候群

を伴うKearns・Sayre症候群と診断し，　coenzyme　Q

を内服しつつ外来で経過観察していた．しかし，1年

1ヵ月後に意識障害を主訴に緊急入院した．

　入院後の経過（14歳時）

　入院時，血圧・脈拍数とも測定不能であった．モニ

ター心電図では，完全房室ブロックで，時に幅広い補

充収縮を認めるのみであった（図5A）．ただちにイソ

プロテレノールの持続点滴を行なったが，心拍数は90／
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図4　骨格筋および腎のミトコンドリアDNA分析．

　患児の骨格筋（M）および腎（K）のミトコソドリア

　DNA（mtDNA）のサザソプロット分析を示す．　Cは

　正常人の骨格筋mt　DNAである．患児の骨格筋およ

　び腎では，5．4kbの欠失を示す11．1kbの異常

　mtDNAを認める．

図5　緊急入院時の心電図．A，完全房室ブロック．時

　に心室補充収縮を認めるのみである．

　B．イソプロテレノールの点滴を行なったが，完全

　房室ブロックは持続した．

分以下で完全房室ブロックが持続したため（図5B），

ペースメーカー植え込みを施行し救命し得た．

　2ヵ月後に，心血管造影検査・左室心内膜心筋生検

を施行した．左室収縮期圧は95mmHg，拡張末期圧は

7mmHgであった．左室造影で左室の収縮力は良好で

あった．

　1）心筋の組織所見

　光顕像では，ヘマトキシリン・エオジン染色で心筋

細胞の配列の乱れや線維化は認めなかった．電顕像で
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図6　生検心筋細胞の電子顕微鏡所見（×16，000），A．

　ミトコンドリアは膨化し，クリスタを含む内部構造

　は乱れている．矢印は，密に並列した多数のクリス

　タを示す．F＝筋原線維

　B．膨化したミトコンドリアが多数存在する．矢印

　は同心円状のクリスタを示す

は，径0．5～1．6μmの種々の大きさのミトコンドリア

が増加していた．一部のミトコソドリアは巨大化し，

クリスタは並列に蓄積したもの（図6A），同心円状の

もの（図6B），剥離変形したものなど多彩な形態異常

を呈した．dumb・bell様のミトコンドリアやelectron

dense　materialは認めなかった．

　2）心筋細胞のmtDNA分析

　ヒト胎盤から単離した正常mtDNAをプローベと

して，心筋細胞のmtDNAのサザンブPtッティソグを

行なった4）5）．分析の結果，患児の心筋においても，骨

格筋と同様に，正常の長さの16．5kbと，5．4kbの欠失

を示す11．1kbの2つの異なったバンドを有していた

（図7A）．両者の比率は，ほぼ50％ずつであった．

　更に，欠失の部位を明らかにする目的で，塩基配列

6125－5－AA……CT－3’－6145と14221－5’－TT……TG－3’－

14201の2つのプライマーを用いて，polymerase

chain　reaction（PCR）を施行した．その結果，2つの

439－（85）

プライマーにはさまれた8kbのfragmentは増幅され

ずに，5．4kbの欠失を示す2．6kbの短いfragmentの

みが認められれた，この結果は，骨格筋・腎において

も同様であり，本症例における欠失の部位が3臓器と

もこの2つのプライマー間に存在することが判明した

（図7B）．

　　　　　　　　　　考　　察

　Kearns－Sayre症候群は，最近では，慢性進行性外眼

筋麻痺chronic　progressive　external　ophthalmo－

plegia（CPEO）の特殊型として捉えられている1）．本

症の多くは常染色体劣性遺伝をとると考えられている

が，母性遺伝（maternal　inheritance）の可能性も指摘

されている1）．

　著者らの症例は，3主徴以外に無汗症やFanconi症

候群など稀な合併症を伴った完全型Kearns－Sayre症

候群であった．本症例と同様に，汗腺や腎尿細管のミ

トコンドリア形態異常を伴ったKearns－Sayre症候群

の報告は散見され6）7｝，本症候群が全身のミトコンドリ

ア異常である可能性を示している．

　本症候群の心合併症は刺激伝導系の障害が主体であ

り，この点では，心筋障害が主体の他のミトコンドリ

ア脳筋症とは異なる．また，この刺激伝導系の障害は，

しばしぽ突然死の原因となり，本症候群の予後を左右

する上で重要である8）9）．

　1．心電図所見

　本症候群の心電図異常は，右脚ブロック，左脚前枝

ブロック，またはその両者の合併（二束ブロック）が

主で，完全房室ブロックへ移行する例が多い8）．ーまた，

稀に，左脚ブロック，PQ時間短縮，上室性頻拍症を伴

う例もある9）．これらの心電図異常は，他臓器の症状に

比して遅れて出現する事が多く，病初期には眼症状の

みのCPEO症候群であっても，定期的な心電図検査が

必須である．

　一般に，器質的疾患を有さない成人で，右脚ブロッ

クと左脚前枝ブロックを合併しても，完全房室ブロッ

クへ移行する頻度は5％程度であり，無症候性の2束

ブPックでは，予防的なペースメーカー植え込み術を

施行しない例が多い1°）．一方，Robertsらは，2束ブ

Ptックを有する4例のKearns・Sayre症候群のHis束

心電図を分析し，全例H－V時間の延長を認めたと報告

した9）．また，2束ブロックの症例にアトロピソ負荷・

右房ペーシングを施行した検討では，H－VブPックを

生じており，本症候群の伝導障害がHis束下の病変

で，進行性であるとしている11）12）．
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　　　　　　　　図7　心筋細胞のミトコンドリアDNA分析，

A．C：正常人の骨格筋M：患児の骨格筋H：患児の心筋のミトコンドリアDNA
のサザンプロット分析を示す．患児の骨格筋および心筋では，16．5kbと11．1kbの2つ

のバンドを認める．

B．患児の骨格筋（M）・腎（K）・心筋（H）のpolymerase　chain　reaction（PCR）

を示す．いずれの臓器においても，2つのプライマーにはさまれた8kbのfragmentは

認めず，5．4kbの欠失を示す2．6kbの短いfragmentのみを認めた．

　本症候群の心伝導障害に対する治療としては，coen－

zyme　Q投与により心電図所見が改善したとの報告も

あるが13），多くの例では完全房室ブロックへ移行する

ことより，予防的なペースメーカー装着が推奨されて

いる14）．

　著者らの症例においては，PQ時間の延長はなく，ホ

ルター心電図でII度房室ブロックを認めなかったた

め，coenzyme　Qの内服で経過観察していたが，結局，

完全房室ブロックに陥っており，早期に予防的なペー

スメーカー植え込み術を施行すべきであったと反省し

ている．

　2．心筋の組織所見

　刺激伝導系の光顕所見としては，脂肪変性や線維化

が指摘されている15）16），心筋細胞に関しては，光顕では

ほとんどの例で異常所見は認められないユ2）．

　一方，Schwartzkopffらは，9例の本症候群（うち

完全型は2例）の心筋細胞の電子顕微鏡所見を検討し，

7例でミトコンドリアの形態異常を認めたと報告し

た12＞．これら7例のうち，6例は心収縮力が正常である

こと，また3例では心電図異常を認めない不完全型で

あることより，Kearns－Sayre症候群では，心電図異常

や心収縮力低下をきたす以前から，心筋細胞のミトコ

ンドリアの形態異常を高率に生じることを指摘した．

最近では，拡張型心筋症様病態を伴った例の報告もあ

り17），本症候群の心臓病変に関しては，刺激伝導障害の

みならず，ミトコンドリア機能異常に伴う心筋障害に

対しても十分注意を払う必要がある．

　3．心筋のmt　DNA分析

　Moraesらは，各種ミトコンドリア脳筋症の骨格筋

のmtDNAを分析した結果，　Kearns－Sayre症候群の

18例中15例でmtDNAの大きな欠失を認めたが，他の

ミトコンドリア脳筋症61例では，いずれの例でも

mtDNAの欠失を認めなかったと報告した18）．最近，本

症候群の腎4）・心脚9）などからも，骨格筋と同一部位に

mtDNAの欠失が証明されており，著者らの例でも同

様の結果であった．

　ミトコンドリア脳筋症では，その臓器が症状を発現

するためには，ある割合を越えた異常mtDNAの存在

が必要である（threshold　effect）19｝2°）．著者らの例では，

心筋細胞mtDNAの約半数に5．4kbの大きさの欠失

を認めたが，臨床的には心機能は良好であった．すな

わち，本症例で存在した程度の心筋細胞のmtDNA異

常では，たとえエネルギー産生障害を生じても，心収

縮力低下をきたすためのthresholdを越えなかった可

能性が考えられる．

　本症候群では，mtDNAに欠失を有さない例も存在

し18），また，mtDNAの欠失部位・大きさ・正常mtDNA

に対する比率と，臨床症状や電子伝達系酵素活性との
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間に必ずしも相関を認めず，まだ未解決の問題が多

い21）．本症候群の心病変に関しても，症例を重ねて，刺

激伝導系細胞や心筋細胞の電子顕微鏡所見・それらの

mtDNA分析・電子伝達系酵素の生化学的分析を，心機

能や心電図所見と対比して検討する必要があろう．

　稿を終えるにあたり，御指導いただきました埜中征哉先

生（国立精神神経セソター微細構造部門）に深く感謝いたし

ます．
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Cardiac　Involvement　in　the　Kearns－Sayre　Syndrome

Kazuhiro　Mori＊，　Tsuguaki　Dohi＊＊，　Masahiro　Kamada＊＊，　Hiroko　Yamamoto＊＊，

　　　　　　　　　　　　　　　　Yoshiki　Seino＊＊and　Yu－ichi　Goto＊＊＊

　　＊Department　of　Genetics，　Medical　lnstitute　of　Bioregulation，　Kyushu　University

　　　　　　＊＊Department　of　Pediatrics，　Okayama　University，　School　of　Medicine

　　　　＊＊＊Division　of　Ultrastructural　Research，　National　Institute　of　Neuroscience，

　　　　　　　　　　　　　　　National　Center　of　Neurology　and　Psychiatry

　　　We　report　a　case　of　14－year’01d　girl　with　complete　Kearns－Sayre　syndrome　whose　electrocardio－

gram　progressed　from　bifascicular　block　to　complete　AV　block．　She　also　exhibited　unusua1　symptoms

of　anhidrosis　and　de　Toni－Fanconi－Debr6　syndrome，　Histochemical　examination　of　skeletal　muscle

showed　focal　deficiency　of　cytochrome　c　oxidase．

　　　Though　left　ventricular　function　was　normal　by　left　ventriculogram　and　echocardiogram，　a　biopsy

specimen　of　the　left　ventricular　muscle　showed　ultrastructual　changes　in　mitochondria　that　were

similar　to　those　seen　in　biopsy　specimens　of　kidney　and　skin．

　　　Southern　blot　analysis　of　the　mitochondrial　DNA（mtDNA）in　heart　muscle　cell　demonstrated　a

deletion　of　5．4　kb　in　about　500ro　of　the　total　mtDNAs．　The　deletion　of　mtDNA　in　the　similar　size　was

found　in　biopsy　specimens　of　skeletal　muscle　and　kidney．

　　　Bifascicular　blocks　in　this　syndrome　carry　a　high　risk　of　early　and　potentially　fatal　progression　to

complete　AV　block，　and　prophylactic　permanent　pacing　should　be　considered．
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