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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　基礎心疾患のない小児（2～16歳）における左室内仮性腱索（FT）と心室性期外収縮（VPC）の関係

を検討した．FTの断層心エコー図による検出頻度は9．8％（26／264）であった．　FT陽性例中の100個以

上／日のVPCの頻度は23．1％（6／26）で，一方，　VPC陽性例のFTの頻度は21．5％（17／79）であった

が，それぞれ対照に比べて有意に高いとはいえなかった．

　VPCをFTの有無で比較した．ともに半数以上が運動負荷による消失や右室起源を示し，約10％に心

室頻拍を認めたが，失神等の増悪例はなかった．ただ，FT陽性のVPCは，16歳以上まで存続する例が

多く，また変動連結時間を示す例もあった．FTはVPCの有無に関わらず斜走型が多かったが，　FTに

よる左室の歪みを示すVPC陽性例があった．

　FTとVPCは共存しやすく，その一部にFTによるVPCの発生が示唆されたが，偶然の共存が多い

と思われた．FT陽性のVPCは存続しやすいが，予後良好と思われた．

　　　　　　　　　　緒　　言

　心室性期外収縮（VPC）をもつ小児に断層心エコー

図を行うと，左室内に仮性腱索（false　tendon，以下，

FT）を認めることがある．　FTは1893年，　Turnerら1｝

によって，はじめて記載された．異常な腱索様構造物

である．その臨床的な意義として，以前は無害性心雑

音との関係が示唆される程度であった2）．しかし，その

後，断層心エコー図の普及により，FTの検出が容易に

なり3）～12），さらに近年，FTがVPCと共存しやすく，

その発生原因になることが報告されるようになっ
た6｝～9）．

　しかし，FTとVPCの関係は特に小児において明確

でなく，また，両者が偶然に共存している可能性も否

定できない．そこで，今回，両者の共存，因果関係を

統計的，臨床的に検討したので報告する．

別刷請求先：（〒520－21）滋賀県大津市月輪町

　　　　　滋賀医科大学小児科　　　　奥野　昌彦

　　　　　　　　　対象と方法

　対象は，1986年から1990年の間に滋賀医科大学小児

科を受診し，心筋障害や先天性心疾患等の器質的心疾

患例を除外され，以下の1）と2）の診断経路から選ばれ

た小児である．ちなみに僧帽弁逸脱症（MVP）は比較

のため検討に加えた．VPCはホルター心電図で1日

100個以上認められるものに限った13）．

　1）心エコー図によるFT検出頻度とFT例中の

VPC（図1）

　第一の対象は断層心エコー図を施行した275例で，

MVPとFTを検索した．FT陽性例全例とFT陰性例

の一部に対しては24時間ホルター心電図でVPCを検

索した．断層心エコー図は，東芝製SS－11Aシステムに

3MHzと5MHzの探触子を用い，左室長軸，短軸断面

像心尖部，傍胸骨四腔断面像にて行った．FTは左室壁

に付着し，左室内にfreeに存在する帯状ないし腱索様

の異常な構造物とした．24時間ホルター心電図はフク

ダ電子製SM・24，26とテープ解析器SCM－240，または

Marquett製8000／T　Laserを用いた．
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第1対象

　　　　　275例
　　　　　　1
　　　　心エコー図

　　　　　　l
　　　　　MVP（一）

　　　　　264例
r－JJ”一一‘一一L

FT（＋）　　　　　　　FT　　　　　　　　　　　　（一）

26例　　　　　　　　　　238例

v，∴∵1熟C←，

6例　　　20例　　　2例　　　21例
（23．1＄）　　　　　　　　　　　　　　　（8◆7＄）

　　L－一一一　N．S◆　一■

図1　第一対象の診断経路とFTとVPCの頻度

第2対象
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図2　第二対象の診断経路とVPCとFTの頻度

　2）VPC例中のFTの頻度（図2）

　第二の対象は学校検診等でVPCを指摘され，ホル

ター心電図で確認された85例である．対照として，ホ

ルター心電図でVPCが否定された52例を年齢，性別

をmatchさせて選んだ．両者において，　FTの頻度を

調べた．

　3）FTの有無によるVPCの特徴の比較

　VPCを，第一の対象のFT陽性例（第一FT陽性群）

と第二の対象のVPC陽性例中でFTを認めた例（第

二FT陽性群）およびFTを認めなかった例（FT陰性

群）の3群に分け，Lown分類，運動負荷による変化，

起源部位，日内変動，連結時間，prematurity　index，

予後を比較した．運動負荷はBruce　protocolによるト

日小循誌　9（4），1994

レッドミル運動負荷心電図をMarquett製CASEで

行った．起源部位は心電図波形からRosenbaumの分

wa　1‘）により推測した．日内変動は覚醒時と睡眠時の

各々1時間あたりのVPCの数の比が2以上を昼型，

0．5以下を夜型，その中間を終日型とした15）．連結時間

は，それが80msec．以上変動したものを変動連結時間

とした．prematurity　indexは連結時間／正常QT間隔

の値である16）．予後については，経過中，不整脈関連症

状またはLown分類の3度以上のVPCが新たに出現

した例を悪化，VPC数が75％以上減少した例を減少と

した．これら以外で不変のまま16歳を越えた例を不変

とした．

　4）VPCの有無によるFTの走行の比較

　第一と第二の対象のFTの走行をVPCの有無で比
較した．

　統計的処理は，t検定，　X自乗検定およびFisher直

接確率計算法を用い，危険率5％以下で有意とした．

　　　　　　　　　　結　　果

　1）心エコー図によるFT検出頻度とFT中のVPC

の頻度（図1）

　第一の対象の275例（2～16歳）のうち，MVPを11

例（4．0％）に認め，うち4例（36．4％）がVPC陽性

であった．残りの264例中，FTを2～16歳の26例

（9．8％）に認め，うち6例（23．1％）がVPCを有して

いた．一方，ホルター心電図を施行したFTのない23

例中，VPCを2例（8．7％）に認めた．　FTの有無で

VPCの頻度に有意差はなかった．

　2）VPC中のFTの頻度（図2）

　第二対象のVPC陽性の85例のうち6例（うち1例

はFT陽性）に，対照のVPC陰性の52例のうち2例に

MVPが認められた．　MVP例を除外したVPC陽性例

のうち，FTを17例（21．5％）に認めた．この17例の特

徴を表1に示した．一方，VPC陰性例中のFTの頻度

は12％（6／50）であった，FTの頻度はVPCの有無で

有意差がなかった．

　3）FTの有無によるVPCの比較

　第一FT陽性群の6例，第二FT陽性群の17例と

FT陰性群62例の3群のVPCを比較した（表2）．第一

の対象のFT陰性のVPC　2例は検討できなかった．

　年齢分布や男女比に3群で有意差はなかった．VPC

のLown分類では，各群とも2度が半数以上を占め

た．心室頻拍は，第二FT陽性群の2例（11．8％），　FT

陰性群の5例（8，1％）に出現したが，ほとんどが非持

続性であった．運動負荷によるVPCの消失は各群と
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表l　FTとVPCの共存17例の特徴（第二陽性群）

VPCの特徴
No 年齢

（歳） 性 FT
の走行 Lown 起源 運動負荷 日内変動 PI 予後

1 3 男 斜走型 1 左室 不変 昼 1．50 N．D．

2 4 女 斜走型 2 右室 増加 終日 L87 N．D．

3 4 女 斜走型 2 右室 消失 終日 1．39 ND．

4 6 男 横走型＊＊ 2 左室 消失 終日 1．04 N．D．

5 6 女 斜走型 4A 右室 消失 終日 0．92 ND．

6 7 男 斜走型 3 多源 不変 夜 N．D． ND．

7 7 女 斜走型 4B 左室 消失 終日 1．07 N．D．

8 7 女 斜走型 3 多源 消失 終日 変動 ND．

9 9 男 斜走型 2 右室 増加 終日 変動 N．D．

10 10 男 斜走型 2 右室 消失 夜 0．91 N．D．

11 11 男 斜走型 4B 右室 増加 昼 1．11 N．D．

12 12 男 斜走型 1 右室 消失 夜 1．01 不変

13 13 男 斜走型 2 右室 消失 昼 変動 N．D．

14 13 女 斜走型 2 左室 不変 終日 1．35 不変

15 14 男 斜走型 4A 右室 消失 終日 1．43 不変

16 14 男 斜走型 2 右室 消失 夜 1．54 減少

17 16 男 横走型 2 右室 消失 終日 1．00 不変

PI：prematurity　index（固定性連結時間例で算出），＊：運動負荷による変化，＊＊：左室の歪

み（＋），N．D．：未検討

も半数以上に認められ，消失時の心拍数も差はなかっ

た（第二陽性群で平均145／分，FT陰性群で137／分）．

VPCの起源部位は，各群とも，半数以上が左軸偏位を

示し，右室起源が推定され，左室起源は少なかった．

日内変動は，各群とも終日型が多かった．連結時間は

各群とも半数以上が固定性を示したが，第二FT陽性

群の3例とFT陰性群の2例が変動性を示し，　FTの

有無で有意差があった．prematurity　indexは，各群で

有意差はなく，FT陽性のVPCが特定の時相を示すこ

とはなかった．また，1以下を示す例もほとんどなかっ

た．

　予後については，年長まで検討できた例はまだ多く

ないが，各群とも悪化例はなかった．第二FT陽性群

では，検討可能だった5例のうち（観察期間は2年か

ら4年），4例のVPCが16歳以上でも不変であり，1

例が途中減少した．FT陰性群では6例が不変で，6例

が減少した．VPC不変例は，　FTの有無で有意差はな

いが，FT陽性例に多かった，症状については，動悸を

FT陽性の1例，　FT陰性の5例に認めていたが，失神

等の悪性の症状は出現しなかった．抗不整脈剤治療は，

実施例が少数のため，検討に入れなかった．

　4）FTの走行

　第一と第二の対象のFT　43例のうち，39例（VPC陽

性21例，陰性18例）が心室中隔から自由壁の心尖部寄

りに斜走する斜走型（図3，4）を示した．心室中隔

から側壁へ横行する横走型は，4例（VPC陽性，陰性

各々2例）であったが，VPC陽性の1例（表1の症例

4）でエコー図上，FTによる左室内径の歪みが認めら

れた（図5）．

　　　　　　　　　　　考　　察

　FTは胎生期における心室形成過程で内筋層から生

じる異常とされ，心筋線維やPurkinje線維から成り，

内皮細胞でおおわれている．FTの頻度について，

Gerilら17）は心疾患のない小児剖検例の46％としてい

る．断層心エコー図による検出頻度は，成人で0．5％か

ら46％3）～7｝，小児で0．8％から61％9）～12）と幅広く報告さ

れ，今回は，約10％であった．このような頻度の幅広

さは検老のFTに対する注目度などによると思われ
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表2　FTの有無によるVPCの比較

第一FT陽性群
　　　6例

第二FT陽性群
　　17例

FT陰性群
　62例

検定

平均年齢（範囲） 9．1（4－14） 9．2（3－16） 8．7（3－16） N．S．

男女比 3：3 11：6 36：26 N．S、

Lown分類 N．S．

1（30／hr．以下） 1 2 10

2（30／hr．以上） 4 9 35

3（多源性） 0 2 5

4A（二連発） 1 2 7

4B（VT） 0 2（12％） 5（8％）

起源部位＊ N．S．

右室 5（80％） 11（65％） 40（63％）

左室 1 4 17

運動負荷による変化 N．S．

消失 4（67％） 11（63％） 32（74％）

不変 1 3 3

増加 1 3 8

日内変動 NS．

終日型 3（50％） 10（59％） 36（57％）

昼型 1 3 13

夜型 2 4 13

連結時間 p〈0．05

固定性 6 14 60

変動性 0 3 2

prematurity　index 1。45±0．83 1．24±0．29 1．36±027 N．S．

予後　悪化 0 0 0

不変 1 4 6

減少 0 1 6 N．S．

N．S．：有意差なし，＊：多源性除く，＊’：第二FT陽性群とFT陰性群の間の検定
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図4　VPC陰性例の左室内FT（斜走型）．胸骨四腔断
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図5　VPC陽性例の左室内FT（横走型）．左室短軸

　像，左室内径の歪みを認める．

る．ただ，FTがまれな存在でないことは確かであろ
う．

　VPCとの共存に関しては，諏訪ら7）がおもに心疾患

のない成人で，FT陽性例中のVPCの頻度を30％，

VPC陽性例中のFTの頻度を75％と報告している．

Perryら9）は，小児のFT陽性例中のVPCの頻度を約

10％としている．われわれの検討でも，FT例中VPC

およびVPC例中のFTの頻度はともに20％強であっ

た．しかし，それぞれ単独の発見頻度も約10％と高く，

その共存頻度が有意に高いとはいえなかった．統計的

には，検討例数を増やすと有意差が出る可能性があり，

FTとVPCの因果関係を直ちに否定することはでき

ないが，偶然の共存もかなり多いと推測される．

　さて，FTによるVPCの発生機序に関しては，　FT

のPurkinje線維や付着部位に加わる機械的な張力に

より，自動能充進やリエントリーが誘発され，VPCが

発生するという仮説が唱えられている7）．この証明に

は，電気生理学的検査が必要であるが，症状のない小

児に侵襲的な検査を行うことはできない．そこで，今

回は，共存しているVPCとFTを非共存例のそれぞ

れと臨床的に比較することにより，FTとVPCの関連

性を検討した．

　FTを有するVPCは，　FTのないVPCと同様，運動

負荷による消失や右室起源を示すことが多く，基礎心

疾患のないVPCの一般的な特徴と一致した．　FTが関

与するVPCは，運動負荷などの心拍数増加時に抑制

されるとする報告があり7）9），その機序として，心拍数

増加に伴う心室拡張度の減少により，FTに加わる機
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械的張力が弱くなるためと推測されているが7），その

証明はなされていない．さらに，運動負荷によるVPC

の消失はFT陰性例にも多く，FTによるVPCの発生

を支持する十分条件にはならない，つまり，FTを有

し，運動負荷時に消失するVPCでもFTと関係のな

い機序で発生している可能性が大きい．また，VPCの

発生がFTによるなら，その起源は左室になると予想

されるが，実際は右室起源が多く，FTによるVPCの

発生は考えにくかった．ただ，右室起源でも，左室の

Purkinje線維からのbreak　through6）の可能性もあ

り，FTの関与がないとはいえない．

　VPCの変動性連結時間をFT陽性の3例に認め，有

意に多かった．Purkinje線維の自動能充進による

VPCはこの所見を示しやすいことから7），その3例の

VPCは，　FT内のPurkinje線維からの発生も考えら

れる．ただ，残りは固定性連結時間を示し，変動性連

結時間がFT陽性の一般的な所見とはいえなかった．

また，prematurity　indexでVPCの発生時相をみた

が，FT陽性のVPCがそれに特異な，ある一定の時相

で発生するとはいえなかった．

　さらに，VPCのLown分類や心室頻拍の発症率に

も，FTの有無で違いはなく，予後の点でも増悪例はな

かった．しかし，FTを有するVPCは，　FTのない

VPCの半数が減少する一方，年長まで存続する傾向が

強かった．ところで，長島ら18）も基礎疾患のない小児の

VPCの長期予後に関して，その約半数が消失傾向を示

すと述べている．一方，FTとVPCの高い共存頻度を

報告している諏訪ら7）の対象は12歳から70歳と高い年

齢層である，これを考え合わせると，基礎心疾患のな

い小児のVPCは加齢とともに消失しやすいが，　FTが

あると存続しやすく，その結果，成人例では両者の共

存頻度が高くなるという考えも成り立つ．しかし，

VPCの存続性はさまざまな要因で起こり，FTが関与

していることの直接の証明にはならない．ただ，FT

は，VPCを存続させる因子のひとつになりうると思わ

れる．

　FTの走行もVPCの有無に関わらず，斜走型が多

かったが，横走型のFTによる左室の歪みを示した

VPC陽性例があり，　FTによる心内膜への刺激が

VPC発生の誘因になっている可能性も考えられた．

　個々の共存例（表1）のなかには，上記で述べた，

FTとVPCの因果関係を支持する所見をいくつか合

わせ持つ例があった．たとえぽ，FTによる左室の歪み

を認めた症例4のVPCは，運動負荷による消失と左
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室起源を示し，また症例8のVPCは左室起源を含む

多源性，運動負荷による消失，変動性連結時間を示し

た．これらの例では，FTとVPCの関連性が強く，FT

によるVPCの発生の可能性が高いが，ほかの多くの

共存例はそのような複数の所見をもたず，FTとVPC

の関連性が強いとはいえなかった．

　以上，統計的には，共存しているFTとVPCの独立

性，つまり偶然の共存を否定できなかった．臨床的に

も，両者の因果関係を肯定するのに必要な所見をもつ

例が一部にあったものの，共存例に全く特異的な所見

はなく，多くの例は非共存例とほぼ同様の特徴を示し

た．したがって，共存例のなかには，一部，FTによる

VPCの発生例もあるが，偶然の共存例が多いと考える

のが妥当であろう．FTを有するVPCの予後は，基礎

心疾患のないVPCと同等に良好であるが，　VPCが存

続しやすく，経過観察が必要と思われた．

　今回，MVPも簡単に検討した．心エコー図による発

見頻度はFTより低いが，　VPCの合併頻度は高かっ

た．MVPによるVPCの発生には，乳頭筋の張力の増

加というFTによるVPCの発生に類似した機序に加

えて，心筋障害やカテコールアミソ増加が関与してい

るため19）と考えられる．また，MVPとFTの関連性は

特に認められなかった．

　稿を終えるにあたり，御校閲を賜りました滋賀医科大学

小児科学教室島田司巳教授に深謝致します．
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Relationship　between　Left　Ventricular　False　Tendons　and　Ventricular　Premature

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Contractions　in　Children

Yasuhiko　Kamiya，　Yasunori　Umemura，　Masahiko　Okuno，　Masanori　Hattori　and　Yoshiki　Fujiseki

　　　　　　　　　　　　　　　　Department　of　Pediatrics，　Shiga　University　of　Medical　Science

　　　We　studied　retrospectively　the　relationships　between　ventricular　premature　contractions（VPCs）

and　left　ventricular　false　tendon（FT）in　children　with　otherwise　normal　heart．

　　　On　echocardiography，　FT　was　detected　in　26（9．8％）of　264　children．　VPCs（＞100／day）coexisted　in

6（23．15）of　the　26　cases　with　FT．　Among　other　79　cases　with　VPCs，17（21．5％）had　FT．　Both　had　no

significant　differences　to　each　contro1．　VPCs　with　FT　were　comparable　to　those　without　FT　in　often

showing　right　ventricular　origins　and　rate－dependency．　On　the　other　hands，　they　tended　to　show

variable　coupling　interval　or　persist　longer，　which　suggested　FT　can　be　associated　in　part　with　VPCs．

The　overall　results，　however，　implies　FT　in　children　mostly　does　not　cause　VPCs　but　coexists　with

them　by　chance　followed　by　favorable　prognosis．
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