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房室結節低形成を伴った新生児ループス症候群の1剖検例
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　先天性房室ブロックを認めた新生児ループス症候群の心刺激伝導系について新しい病理組織所見を得

たので報告した．症例は在胎30週に徐脈に気づかれ，出生直後には第2度房室ブロック，のちに第3度

房室ブロックに進行した5ヵ月の女児で，連続切片標本による房室結節の病理組織所見は高度の低形成

であった．先天性房室ブロックを伴った新生児ループス症候群の心刺激伝導系に関する病理組織の報告

は少なく，房室結節低形成は調べ得た限りでは報告は無く，先天性房室ブロックの発生機序につながる

新しい所見と思われる．

　　　　　　　　　　はじめに

　先天性房室ブロックの一因に母親の自己免疫疾患が

関与しているといわれている．私達は，自己抗体陽性

の母親から生まれ，円板状紅斑を有し，先天性第2度

房室ブロックから第3度房室ブロックに進行した新生

児ループス症候群の1例を経験し，その病理組織所見

を得たので報告する．

　　　　　　　　　　症　　例

　出生直後の女児（昭和61年2月6日生）．

　主訴：胎児期からの徐脈．

　経過：母親（34歳）は2年前から関節痛を訴え“リ

ウマチ”といわれていたが無治療で経過し，第1子（1

歳7ヵ月，女児）は心電図，血液検査に異常は無く健

康である．今回の妊娠では，妊娠30週に当院に受診し

て持続する胎児徐脈70～80／分に気づかれた．母親のそ

の時の血清自己抗体は陽性（表1）であったが，心電

図には異常は認められなかった．胎児徐脈は持続し，

在胎38週，帝王切開で出生，出生体重2，650g，　Apgar
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score　1分値8であった．顔面に円板状紅斑（図1）を

認め，心室拍数80／分，心電図は第2度房室ブロック（図

2）で，新生児ループス症候群と診断した．外表奇形

は認められなかった．腰帯血の血液検査成績を表1に

示した．出生当日の硫酸アトロピン負荷（0．01mg／kg

静注）及びイソプロテレノール負荷（0．02μg／kg／分静

注）により心室拍数は夫々　16／分，20／分増加したが，

心電図上は第2度房室ブロックのままであった．生後

2日目に発熱と呼吸困難を認め肺炎を併発し人工呼吸

管理を必要とした．気管分泌物を含む諸細菌培養は陰

性で，ウイルス抗体価の有意上昇も認められず原因不

明の肺炎として治療し回復した．顔面の円板状紅斑は

徐々に退色し生後3週頃に殆ど消退した．房室ブロッ

ク治療の目的で生後2週目からプレドニソロン2mg／

kg／日の経口投与を開始したが，生後6週目に一過性

に第2度と第3度房室ブロックが混在した後，第3度

房室ブロックに固定した（図2）．しかし心室拍数に変

化はみられず70～80／分であった．生後10日目に心雑音

が出現し，カラードップラー断層心エコー図で心室中

隔欠損，動脈管開存が認められた．徐脈も加わって心

不全症状が病初期から認められたが，ジゴキシソ，利
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表1　血液検査成績

母 親 患 児

妊娠30週 妊娠38週 出生当日 3ヵ月齢 5ヵ月齢

生化学検査

抗核抗体　　　　（10倍以下） 640 640 160 160 320

抗DNA抗体（10U／ml以下） 14 14 2．5 n．d． 2．3

SS－A抗体　　　　（陰性・倍） 256 256 256 16 4

抗SS－B抗体　　（陰性・倍） 32 32 8 2 陰性

抗DS’DNA
IgG抗体　（10U／m1以下） 16 10 8 n．d． 2

IgM抗体　（10U／ml以下） 11 6 8 n．d． 2

抗Sm抗体　　　　　（陰性） 陰性 陰性 陰性 n．d． 陰性

IgA　　　　（90－360mg／dl） n．d． 280 1 50 60

IgG　　　（700－1，500mg／dl） n．d． 2，176 805 792 1，004

IgM　　　　（40～290mg／dl） n．d． 158 10 67 73

末梢血検査

白血球　　　　　／cmm 5，800 n．d． 8，400 7，700 10，400

赤血球　　　　×104／cmm 342 n．d． 464 408 460

血色素　　　　　g／dl 10．5 n．d． 17．0 11．4 11．9

ヘマトクリット　　％ 30 n．d． 51 34．1 34．9

血小板　　　　×104／cmm 18 n．d． 17 30 38

（）：正常値． n．d．；検査せず

図1　円板状紅斑

出生時

生後6週 二「

図2　出生時は第2度房室ブロック，生後6週目には

　第3度房室ブロックに進行した．

尿剤，イソプロテレノール投与によって心不全はコソ

トロールされていた．しかし生後5ヵ月に難治性下痢

症を併発し，心室性期外収縮，更に心室頻拍をきたし

心不全で死亡した（図3）．

　剖検所見：膜性部心室中隔欠損（7×5mm）と動脈管

開存（直径2。5mm），軽度の心内膜肥厚が認められた

が，組織学上心筋炎の所見は無かった．横行結腸には

びらんの再生像と浅い潰瘍の修復像がみられたが，他

臓器には著変は認められなかった．蛍光抗体染色

（IgG，　IgA，　IgM，　C3，　C4，　Ciq，フィブリノーゲン）

は心内膜・外膜，心筋，腎臓，皮膚のいずれも陰性で

あった．

　心臓刺激伝導系の連続切片標本：冠状静脈洞から膜

性部心室中隔欠損孔迄を5つのブロックとして切り出

し，これをパラフィンブロックとして連続切片標本を

作製した．パラフィン切片は薄切順にオブジェクトグ

ラスに5枚ずつ張付けた．このスライドグラスを，

hematoxylin－eosin，　Masson　trichrome，　elastica　van

Gieson染色の順で繰り返し染色した．冠状静脈洞側に

偏位した房室結節部には極く僅かの筋線維を認めるの

みで，筋線維が束状集族した結節形成は無く高度の低

形成であった（図4，5）．心房・房室結節接合部も含

めて房室結節には出血，炎症細胞浸潤，線維化或いは

石灰化等は見られず，中心動脈にも血管炎の所見は認
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図3　臨床経過及び抗SS－A抗体価の推移
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図4　枠内は低形成の房室結節である．IAS：心房中

　隔，IVS：心室中隔，　CFB：中心線維体（Masson

　trichrome染色）
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図5　図4の房室結節の拡大図である．筋線維の正常

　な束状集族がみられず，中心動脈周囲に僅かな筋線

　維が認められるにすぎない．

められなかった．His東貫通部は房室結節との移行部

がやや細いが次第に太くなりほぼ正常化し，断裂は認

められなかった．His束分岐部・遠位部に異常は認めら

れなかった．洞房結節の連続切片標本には異常所見は

認められなかった．

　　　　　　　　　　考　　按

　1954年，McCuistionら1）によりsystemic　lupus

erythematosus（以下SLEと略す）の母親から生まれ

た新生児の一過性discoid　lupus　erythematosusが報

告され，又1957年，Hoggら2）によりSLEの母親から生

まれた先天性完全房室ブロックの1剖検例が報告され

て以来，先天性房室ブロック（congenital
atrioventricular　block，以下CAVBと略す）の原因

として母親の膠原病が大きくクローズアップされて来

た．新生児ループス症候群（neonatal　lupus　syndrome，

以下NL症候群と略す）とは，母親がSLEをはじめと

する膠原病を有し，その新生児に皮膚の円板状紅斑

（discoid　lupus），又はcAvB，或いはその両者の認め

られる疾患である3）4｝．

　NL症候群では，抗SS－A抗体が母・児の血清中に高

率に検出され，NL症候群のマーカーになると報告さ

れている5）6｝．NL症候群では，一母体由来の経胎盤性抗体

（異常IgGクラス）が胎児，新生児の皮膚，心刺激伝導

系及び，その他の臓器（造血器，甲状腺等）に障害を

及ぼすとされているがその原因は不明で推測の域を出

ていない．

　本症の死亡原因には，徐脈や心内膜線維弾性症等に

よる心不全，母親の膠原病に起因する低出生体重，未

熟性等があげられ，死亡率は20～30％といわれてい

る7）．しかし心刺激伝導系についての病理組織所見に
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表2　心臓刺激伝導系の病理報告例

病　　　理　　　所 見

性 年齢報　告　者 症例数 心　奇　形
刺　　激　　伝　　導　　系 そ　　の　　他

Hull　　　　　（1966年） 1 ♂ 1日 AVN・His束は証明できなかった 高度EFE，心筋線維化 なし

Chameides　　q977年） 1 ♀ 5歳 AVNは3片に分離分散，房室束と心房筋の間に 洞房結節の線維化 なし
障壁あり うっ血型心筋症

Esscher　　　　（1979年） 3 明瞭なAVNは認められなかった 不明

Scott／Anderson（1983年） 6 AVN部位での心房中隔筋組織は弾性・線維・脂肪 不明
組織及び静脈網により置換されていた

Litsey　　　　（1985年） 1 ♀ 1日 AVN－His東間の中心線維体による断裂 巣状EFE PS，　PDA

1 ♀ 3日 AVN－His束の線維化・石灰化 洞房結節の慢性炎症，軽度， PDA
EFE，　IF染色陽性

山本　　　　　　（1986年） 1 ♀ 225時間 AVNは膠原線維の増生を伴い搬痕織化してお IF染色陽性 PDA
り，線維形成と石灰化がみられた

自験例 1 ♀ 5ヵ月 AVN低形成 軽度EFE，　IF染色陰性 VSD，　PDA

AVN：房室結節　EFE：心内膜線維弾性症　IF：螢光抗体　PS：肺動脈狭窄　PDA：動脈管開存　VSD：心室中隔欠損

ついてその報告は少なく，手許の文献上見出し得た病

理組織所見を挙げると以下の通りである（表2）．

　Hullら8）は房室結節及びHis束を証明できなかっ

た1例を報告し，Esscherら9）は67例を集計し，うち剖

検9例中3例に明らかな房室結節を見出し得なかった

と報告している．両報告の症例では，房室結節が本当

に無形成であったのか，それとも検鏡上識別できな

かったのか，については連続切片標本を検索しなけれ

ぽ確定できないと思われる．仮に無形成とするならぽ，

房室結節形成の極く初期に障害を受けたと推測され

る．炎症後の変化或いは変性の認められた症例は，Lit－

seyら1°），山本ら11）の2症例である．Litseyらの報告に

よる第4子では，準連続切片標本上，房室結節一His束

は殆ど線維化，石灰化によって占められ，洞房結節は

慢性炎症像を示していた．

　山本らの1例でも，房室結節は「膠原線維の著明な

増加を主体とする癩痕織化及び硝子化」で置き換えら

れており，房室結節形成途上又は形成後に炎症（変性）

を起こし障害されたものと推測される．Litseyら1°）の

報告による第3子では，連続切片標本上，中心線維体

によって房室結節一His東間の連続性が断たれてい

た．Chameidesら12）の1例は，連続切片標本上，心房

一次中隔の形成障害に伴って房室結節の原基（an－

lage）が3片に分離分散してcompactな房室結節が形

成されず，房室束細胞と心房筋との間が肥厚した線維

輪によって離断されていた．これら2症例では，房室

結節　His束の間の不連続性が示されている．　Scott

ら5）は，RH．　Andersonからのpersonal　communica－

tionとして「房室結節領域における心房中隔筋組織は

弾性組織，線維組織，脂肪組織及び静脈網によって置

換されており，全ての症例に類似した所見がみられた」

と6例を報告している．以上14例の病理組織所見が報

告されている．Carterら13｝は「Congenital　Heart

Block」の解剖学的分類を行い，　congenital　heart

block　29例（うち1例はNL症候群）を三つのカテゴ

リーに分類した．即ち，class　l：房室結節上部での不

連続性，class　2：房室結節自体の障害（2a：房室結節

の欠損，2b：房室結節変ilt　1），　class　3：房室束障害，に

分類した．この分類に従うと，Andersonらの6例は

class　lに，　Hullら，　Esscherらの4例はclass　2aに，

Litseyら，山本らの2例はclass　2bに，そしてLitsey

ら，Chameidesらの2例はclass　3にほぼ相当する．

従ってNL症候群のCAVBに特異的な光顕レベルで

の病理組織所見は乏しいと思われる．自験例について

みると，先述の如く房室結節は極く僅かの筋線維を有

するのみで高度の低形成像を呈していた，出血，活動

性又は非活動性炎症，血管炎，房室結節　His東間の不

連続，或いはHis束断裂等も認められず房室結節の低

形成であり，Carter分類に属さない所見であった．

従って房室結節形成の比較的初期の障害が考えられ

る．

　NL症候群を伴わないCAVBはしぼしば心奇形と

合併しており，合併する心奇形は，複雑心奇形が比較

的多く，膜性部心室中隔欠損のみの症例も散見される．

前者に伴ったCAVBの刺激伝導系を連続切片標本で

検索した報告は幾つかみられるが，後者の連続切片標

本検索の報告は少なく14）15），2例共にHis束の分離，

断裂がCAVBの原因であった．本例ではHis束の離

断は認められず，CAVBの原因として，膜性部心室中

隔欠損を完全に否定するとはできないが，NL症候群
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による房室結節低形成を主因と推定した．

　SLEでは，洞房結節は変性，線維化を起こし易いと

いわれているが’6），本例の連続切片標本では正常構造

を示していた．本症の蛍光抗体染色に関する報告は2

例のみで，Litseyl°），山本11）は，心内膜，心外膜，心筋

に陽性所見を得ているが本例では陰性であった．前2

症例が夫々生後3日，生後225時間の検体であるのに対

し，本例は生後5ヵ月を経過し血清自己抗体価も減少

した時期の検体であるため，蛍光抗体染色上陰性化し

た可能性も考えられる．今後，蛍光抗体染色による心

刺激伝導系の情報が得られるならぽ，NL症候群の

CAVBの原因解明に有用と考えている．

　本症によるCAVBの程度は報告例の殆どが第3度

房室ブロックであるが，第2度房室ブPックの報告6）9）

もある．本例では第2度から第3度房室ブPtックに進

行したがその理由は明らかではなく，病理組織所見か

らもその進行を説明できる所見は得られなかった．生

後2週目から第2度房室ブロック治療の目的でステロ

イド療法を行った，円板状紅斑は母体由来の抗体

（IgG）の自然消失と並行して生後3～6ヵ月の間に消

退するといわれているが，本例のように生後3週で殆

ど消退したのはステロイドの効果と思われる．しかし

房室ブロックに対しては改善がみられず，膠原病の母

親が妊娠中からステロイド剤を服用していたにもかか

わらずNL症候群が発生している報告9）もあり，

CAVBの予防・治療にステPイド剤の効果は期待でき

ない様に思われる．

　　　　　　　　　　ま　と　め

　1）先天性第2度房室ブロックから第3度房室ブ

ロックに進行した新生児ループス症候群の5ヵ月の女

児の剖検例を報告した．

　2）心房・房室結節接合部一房室結節一His束の連続

切片標本は，房室結節の高度の低形成像を示していた．

新生児ループス症候群にみられる先天性房室ブロック

の発生機序につながる新しい所見と思われる．
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Hypoplasia　of　the　Atrioventricular　Node　in　a　Case　of　Congenital　Atrioventricular

　　　　　　　　　　　　Block　in　Association　with　Neonatal　Lupus　Syndrome

　　　　　　Takasumi　Asaishil｝，　Shoichi　Kusano1），　Yukio　Yamashital），　Mikihiko　Ohkura2｝，

　　　　　　　　Kuni　Nishikawa2），　Yoshio　Kasuga3），　Toyoki　Fukuda4｝，　Hiroshi　Hajikano5），

　　　　　　　　　　　　　　Satoshi　Iwata6），　Noboru　Kumagai6），　Atsutoshi　Tsuji6）　and

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Mitsuru　Osano6）

Department　of　Pediatrics’），　Cardiac　Surgery2），　Obstetrics　and　Gynecology3），　Ashikaga　Red　Cross　Hospital

　　　　　　　　Division　of　Cardiac　Surgery4｝，　Pathology5），　Tokyo　Metropolitan　Children’s　Hospital

　　　　　　　　　　　　　　　Department　of　Pediatrics，　Keio　University　School　of　Medicine6）

　　　Afemale　infant，　whose　mother　had　suffered　from　a　collagen　disease　and　had　had　circulating

antibodies　to　SS－A　antigen，　showed　persistent　fetal　bradycardia　at　30　weeks　of　gestational　age．　A

second　degree　atrioventricular　block　was　noted　at　birth　and　third　degree　atrioventricular　block　at　6

weeks　of　age．　She　died　of　congestive　heart　failure　at　5　months　of　age．　Serial　section　of　the　conduction

system　of　the　heart　revealed　marked　hypoplasia　of　the　atrioventricular　node．

　　　There　was　no　evidence　of　bleeding，　inflammation，　fibrosis　or　calcification　at　the　perinodal　region

or　at　the　His　bundle．　Immunofluorescent　stains　of　the　heart，　the　skin　or　the　kidney　were　negative．

Congenital　AV　block　in　association　with　neonatal　lupus　syndrome　is　a　rare　anomaly。　Six　papers　have

been　reported　in　which　the　histological　findings　of　the　conduction　system　have　been　described，　but

none　of　the　above　reports　noted　the　evidence　of　hypoplasia　of　the　atrioventricular　node．
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