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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　原発性心内膜線維弾性症の3同胞例を経験した．同胞数は4人で，第2，第3，第4子と連続して発

症した．第2子は9カ，月時に心不全が発見され，11ヵ月時に心精検を施行した．心不全は進行性で1歳

8ヵ月時に死亡した．第3子は発症時期が1歳6ヵ月と遅かった．心不全はよくコントロールされ，3

歳時の再精検の時に左室心内膜心筋生検を施行し組織学的にも確定診断した．第4子は4ヵ月時に心不

全所見ははっきりしなかったが心エコーで左室拡大と収縮性の低下をみとめ，ジギタリスを開始した．

1歳時の心精検では左室拡大に加えて左室心尖部の憩室状変化がみとめられた．第3子と第4子はジギ

タリス投与を続けているが心陰影も縮少してきており改善傾向が強い．本症の家族発症に対して従来よ

り種々の遺伝形式が提唱されており本例のような場合は常染色体劣性遺伝の可能性があるが，易罹病性

の強い多因子遺伝も否定できない．

　乳児期に重篤な心不全をおこして発症する原発性心

内膜線維弾性症（以下P－EFEと略す）は比較的頻度の

少ない疾患で，Mitchel1らによると出生5，000～6，000

に1人の割合で発症するといわれる1）．原因はいまだ

確定していないが，既に1816年Kreysigがendocar・

ditis　foetalisとして報告しており，1960年代から1970

年にウイルス性心筋炎後遺症説が多く出されてい

る2ト1°）．一方では1938年Ullrichの報告以来，同胞例の

報告が数多く11）’－19），本症には遺伝の関与したものがか

なりあるものと考えられる．本邦では1973年青木らの

兄妹例の報告2°）が最初であり，1979年大城らの姉妹

例21），1982年中津らの兄弟例22）があるが同胞例の報告

は少ない．今回我々は，正常児1人出生後3人つづけ

てEFEの発症した同胞例を経験したので報告し，

EFEの成因について考察を加えた．

　　　　　　　　　症　　例

　家族歴：家系図を図1に示す．第1子（男）は健康
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である．P－EFEは第2∫（女）．第3子（男），第4子

（女）と3人つづけて発生した．両親は生来健康である．

両親の同胞は母1方に乳児期に兎唇口蓋裂の手術後栄養

不良で死亡したといわれる男子が1名いるが，他は皆

健康で，患児らのいとこ（19名）もいずれも健康であ

る．患児らの祖父母の世代でも乳幼児期死亡したもの，

心疾患を指摘されたものはいない．なお両親とその同

胞には流産歴はなく，両親は血族結婚ではない．

　妊娠歴：第2，3，4子の妊娠中母体の感染，異常出

血，特定の薬物摂取，X線被曝はいずれもない，

　症例S．S．（第2子）：女児，在胎週数43週，生下時体

重3，250gの正常産であった（出生時父親27歳，母親25

歳）．1ヵ月検診にて体重増加不良を指摘されていた

（体重3，850g）．3ヵ月半の時，体重増加不良を主訴と

して某病院を受診した（体重5，000g）．この時心雑音は

なく，胸部X線では心胸廓比（CTR）0．61，横位心で

胸腺が大きく心拡大は不明でそのまま経過をみていた

（図2）．9ヵ月の時，肺炎に罹患し入院加療したが，

その折に心拡大を指摘され，ジギタリスを開始した．

10ヵ月時に紹介にて専門病院を受診した．心雑音は心
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図2　左から第2子，第3子，第4子の胸部X線写真の推移を示す，

尖部にLevine　3度の汎収縮期雑音とLevine　2度の拡

張中期雑音が聴取された．CTRは0．68で，心電図は左

房肥大，左室肥大型であった．11ヵ月の時同院で心精

検を施行した．肺動脈収縮期／拡張期圧は28／16（平均

20mmHg），肺動脈喫入圧は平均で16mmHg，左室拡張

末期圧は20mmHgであり，左室造影にて左室の著しい

球状拡大と僧帽弁閉鎖不全を認めた（図3）．左室駆出

率はO、33であった．他に心・大血管の奇形や冠動脈異

常はなく，P－EFEとして外来治療をつづけた．1歳時

7，400gと体重増加は悪く，1歳1ヵ月時CTRO．70と

なり，難治性の呼吸器感染を繰り返し，1歳5ヵ月時

の胸部X線では肺うっ血所見が強く，CTRは0．78と
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図3　左から第2子，第3子，第4子の逆行性左室造影，いずれも僧帽弁閉鎖不全を

　伴っている．第3子，第4子は心尖部の動きに異常がある（黒い矢印）．冠動脈異常

　はない．第4子の心尖部は収縮期に憩室状になる．

なった．1歳8ヵ月時に肺炎を併発し死亡した．剖検

はできなかった．

　症例H．S．（第3子）：男児，在胎週数41週，生下時体

重3，802gの正常産であった（出生時父親30歳，　N親28

歳）．乳児期は問題なかったが，1歳6ヵ月時に感冒症

状があり元気がなくなったため某医を受診．心雑音を

指摘され，本院へ紹介入院となった．入院時はぐった

りしており，左前胸部やや膨隆，心尖部から外側にか

けてLevine　2度の汎収縮期雑音が聴取され，肺野に

ラ音も認めた．肝は右鎖骨中線で3cm触知した，胸部

X線ではCTRO．62と心拡大があり，肺うっ血所見を

認めた（図2）．心電図は明らかな左房負荷があり，RV1

0．6mV，　SVI　1．8mV，　RV53．OmV：RV61．4mVでST

低下，T波陰転しており，左室肥大・左室ストレイン

型であった．心エコーでも左房・左室拡大，心室中隔・

左室後壁運動の低下を認めた．強い左心不全に呼吸器

感染の合併したものと判断し，digoxin，　furosemideの

投与を開始した．入院時はCRP　（一），　WBC7100／

mm3，血清化学検査正常，血清ウイルス抗体価はCox－

sackie　A9，　B1～9について入院時と1ヵ月後に調べた

が，抗体価の有意の上昇はなかった．入院後は一般状

態はしだいによくなり，心陰影もCTR　O．60前後まで

改善した．入院1週間後の心電図はV5のST－Tはほ

ぼ正常となったが，V6はT波が＋0．2mVとやや平低

であった．

　入院後約2ヵ月して第1回目の心精検を施行した．

肺動脈収縮期／拡張期圧は40／20（平均28mmHg），肺動

脈模入圧は平均で16mmHg，左室拡張末期圧は27

mmHgで，左室造影にて左室の球状拡大と壁運動の低

下，僧帽弁閉鎖不全症（2度）がみられた．その他の

心奇形や冠動脈異常はなかった．心エコーでは左室拡

張末期径56mm，同収縮期径49mm，短縮率0．13であっ

た．P－EFEとして抗心不全療法を続けたが一般状態は

良好で，3歳6ヵ月時に再精検を行なった，この時，

肺動脈収縮期／拡張期圧は32／16（平均23mmHg）で，

肺動脈喫入圧は平均で16mmHg，左室拡張末期圧は20

mmHgとやや改善を認め，左室造影では左室の球状拡

大に加えて心尖部がややdyskineticな動きを示し，左

室駆出率は0．48であり，僧帽弁閉鎖不全は前回と同程

度であった（図3）．左室心内膜心筋生検も施行したが，

心内膜の著しい弾性線維性肥厚がみられ（図4）．心筋

層は心筋細胞の肥大はあるが間質の線維化は軽く炎症

所見もなかった．なお心内膜の表面上に血栓の層が認

められた，電顕ではmitochondriaの形態異常，　cristae

の異常はみられなかった．心電図はRV，0．8mV，　SV1

3．OmV；RV53．6mV；RV61．7mVでST変化はほと

んどないが，V5，V6ともT波は0．2mVと平低に近い．

心エコーでは左室拡張末期径53mm，同収縮期径44mm
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図4　第3子の左室心内膜心筋生検（Elastic　van

　Gieson染色×100）

で，短縮率は0．17であり，胸部X線でもCTR　O，56と

かなり改善している（図2）．

　症例A．S．（第4子）：女児，左胎週数41週，生下時体

重3，250gの正常産であった（出生時父親33歳，母親31

歳）．体重増加不良のため4ヵ月時に本院を受診した

（体重6，600g）．やや痩せているが心不全所見はなく心

雑音もはっきしなかった．胸部X線では胸腺を含めて

CTR　O　．　70（図2），心電図は左房負荷所見があり，RV1

0．7mV，　SVI　O．7mV；RV52．3mV；RV61．5mVと左

室肥大所見ははっきりせずST・T変化もなかったが，

心エコーでは左室径の拡大，左室壁運動の低下があり，

僧帽弁の振幅が小さく，同胞と同様にP－EFEとして

digoxinによる治療を開始した．1歳1ヵ月の時に入

院精査を行なった（この時体重7，900g）．心雑音は心尖

部にLevine　l度の軽い収縮中期雑音が聴取された．

胸部X線はCTR　O．58（図2），肺野正常で，心電図は

RVI　O．6mV，　SVI　l．3mV；V53．OmV；RV61．7mV，

ST変化はないがT波はV5，　V6でO．2mVと低かっ

た．心エコーでは左室拡張末期径38mm，同収縮末期径

30mm，左室短縮率0．21で左室拡大，収縮の低下がみら

れた．なお左室心尖部の憩室状の突出が観察された．

カテーテル検査では肺動脈収縮期／拡張期圧は30／

18（平均22mmHg），肺動脈模入圧平均10mmHg，左室

拡張末期圧16mmHg；左室造影では左室拡大はあるが

全体の形状がやや細長く，心尖部の憩室状変化がみら

れた（図3）．左室駆出率は0．36で，僧帽弁閉鎖不全（2

69－（69）

度）がみられた．その他に心奇形や冠動脈異常はなく

P－EFEと診断した．体格が小さいため今回は左室心内

膜心筋生検は行わなかった．血清ウイルス抗体価は

Coxsackie　A9，　B1～5いずれも4倍以下であった．血

清カルニチンはfree，　totalともに正常対照群と差はな

かった．本児は一般状態も良く，digoxin投与を続けな

がら経過観察中である．

　　　　　　　　　　考　　案

　EFEの名称は1943年Weinberg＆Himmelfarbに

よって導入され23），1956年Kelly＆AndersonはEFE

を原発性と続発性に分類した24）．原発性（P－EFE）の

病因論に関しては占くはendocarditis　faetalisと表現

されたように胎児性心内膜炎の結果とされていたが，

1957年Black－Schafferはむしろまず種々の原因によ

る心筋の収縮力の低下があり，そのため代償性の心拡

大がおこり，心内膜の弾性線維性肥厚は単に心内膜に

著しい張力が加わるための二次的な反応にすぎないと

した25）．その後1960年代にはウイルス性心筋炎後遺症

説が多く出されるが，一方1938年Ullrichの同胞例の

報告以来数多くの同胞例の報告がある．1965年の

Nielsenの報告11）と1978年Singhの報告18｝の中にみら

れる過去の同胞例の報告は合計すると組織所見のある

確実なものだけで21家系ある（2同胞例18家系，3同

胞例3家系）．また1971年Chenらは自験例119家系の

中に9家系の同胞例を見い出している（2同胞例7家

系，3同胞例2家系）13｝．したがって家族性EFEの頻

度はChenらのシリーズでは7％である．我国では

1984年丹羽の疫学的報告の中に45家系47人のEFEの

中に姉弟例（1973年青木らが報告）と一卵生双生児例

を認めており4％の頻度である．

　過去における同胞例の報告の集積からP－EFEの中

には遺伝が関与しているものがかなりあることは確実

と思われる．遺伝形式として現在までに提起されてい

るものは，常染色体劣性（1965年Nielsen11），1973年

Lee15）），常染色体優性（1973年Hunter＆Keay14）），

伴性劣性（1973年Lindenbaumら16））がある．　Nielsen

とLeeの例はいずれも4人中3人にPEFEの発症し

た例であり，両親に異常なく，同胞は両性とも冒され

ており，両親の家系中他にP’EFEの発生はない点は

我々の例と酷似しており常染色体劣性が最も考えられ

る．しかし同胞内多発の家系のみみれぽ，たしかに患

児と正常児の数の比は1：1からそれ以上になること

が多く，常染色体劣性にしては頻度が高すぎることを

Hunterらは指摘している14）．しかしまれな同胞内多発
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のみでなく散発例も含めて考えると，前記のChenら

のシリーズでは逆にEFEの発生率が常染色体劣性遺

伝で予想される0．25という頻度よりはるかに低い

0．069という数字になり，また両親の血族結婚の頻度も

一般の場合とかわらず，常染色体劣性遺伝とは決めが

たいとしている13）．常染色体優性遺伝説は，家族性

EFEにおいて患児の発生頻度が高すぎることと，父親

の異なる姉妹がともにEFEであった例が根拠となっ

ている’4）．しかし両親に異常がないのは遺伝子の不完

全浸透のためとしても，我々の例のように各世代の血

縁に全くEFEが発症していないのも奇妙である．伴

性劣性遺伝説に関しては，1973年Lindenbaumらが三

世代にわたって男子のみ6人の乳児期死亡があり，そ

のうち2人に剖検にてEFEの組織像を認めた例を報

告している16）．また1979年Neusteinはmitochondria

の形態異常を伴ったEFE多発の家系を報告し伴性劣

性遺伝の可能性が強いとしている27）．1975年

Westwoodは上記3つの遺伝形式のいずれにもそれ

ぞれ該当する家族例があることを示し，genetic　heter－

ogeneityを主張している17）．

　一卵性双生児の観察では，一方のみがP・EFEの場

合（Kelly＆Anderson24），　Kempton，　Stadler）と両方

ともP・EFEの場合（Ullrich，　Lee15））があり，遺伝に

よる場合でもその因子の発現は不完全で，susceptible

genotypeに対する何らかの外因の影響が関係してい

るのかもしれない．多因子遺伝についてはChenらは

MitchellらのEFEの一般人口における発生率P：
0．17／1，000出生を使用すると再発率fp一は1．3％とな

り，彼らの再発実測値3．8％に合わないとしている13）．

いずれの説にせよEFEの全てに遺伝が関与している

とはいえない以上，各遺伝形式を数字で検証するのは

困難なのかもしれない．なお一家系に濃厚に患者が集

中する場合は多因子遺伝の中でも所謂Noraのtype

C（high－risk）familyも否定できないであろう38）．

　家族性で特殊なものとしては1981年Trippらは5

人中4人とEFEの多発した同胞発症例にカルニチン

欠乏症を証明し，1人はカルニチソ投与により心不全

の改善をみた．我々の例では第4子の血中カルニチン

レベルが正常範囲であったためあてはまらないが，家

族性EFEにおけるカルニチン測定は意義のあること

と思われる29）．

　ある種の哺乳動物ではEFEは先天異常とされ，

ZookらはBurmese　catを用いてコPニーの作製を試

みている．遺伝形式，発病の仕方，環境因子の影響等，

日本小児循環器学会雑誌　第1巻　第1号

新しい知見が期待される3°）．

　さて心筋炎後遺症説については1963年Noren
ら2），1964年St．　Gemeら3）はEFEはmumps　virusの

胎内感染によるものとした．その後1965年Mehriziは

enterovirusによる心筋炎とEFEの関係を示唆し4），

同様に1974年AyuthyaらはCoxsackie　B　type　virus

を7），1980年Levinはparvovirusを挙げている10）．

1972年Hutchins＆VieはFiedler間質性心筋炎と

EFEは病理組織学的に連続していることを示した．つ

まり両者の間には移行型があり，恐らくウイルス性と

思われる間質性心筋炎と心内膜の弾性線維性肥厚の共

存しているものを64人中41人にみている．病期が長く

なると心筋層の変化が乏しくなるが心内膜の肥厚は残

り，EFEの組織像になるものがあるという．間質性心

筋炎の原因はウイルスとくに心臓に選択的なCox－

sackie　B　typeが多く，間質性心筋炎そのものと二次的

な僧帽弁閉鎖不全により左室の拡大がおこり，左室壁

にかかる著しい張力により心内膜の線維性肥厚がおこ

るとしている5）．1974年SchryerもEFEはウイルス性

慢性心筋炎の一つのなごりとし，同年St．　Gemeも

mumps　virusをはじめとするparamyxovirusによる

胎児性心筋炎のchronic　residueであると主張してい

る6）．1971年Norenは動物実験モデルとしての七面鳥

のround　heart　diseaseにlb筋炎からEFEをへの移行

とウイルス粒子の証明をしている31）．1978年Factor

もウイルス様粒子を発見している9）．

　結局EFEの原因は炎症性，非炎症性のものを含ん

だ多元的なものの可能性があり，心筋細胞の機能低下

から著しい心拡大をおこすものであり，心内膜の線維

性肥厚に関しては，Black－Schafferのいう拡大した心

室壁にかかる張力が原因とする説25）のみでは，例えぽ

拡大型心筋症では心内膜の肥厚は主徴ではないこと，

動物実験で七面鳥のround　heart　diseaseではコラー

ゲンの沈着が心拡大以前におこること6）など説明困難

な点があり，あるいは心内膜下の脈管（とくにリンパ

管）閉塞による心筋細胞の脱落が線維成分に置き変っ

ているのかもしれず6）8）32），それが炎症性にも非炎症性

にもおこるとすれば，心内膜の肥厚は共通の終末の病

理組織像とみなせるかもしれない．

　なおEFEやその他の拡大型心筋疾患では心内膜上

の血栓がしぼしぼ問題となり33～36），我々の第3子では

生検前にはその存在に気づかなかったが左室の生検標

本は表層に血栓層を含み，この疾患における左室心内

膜心筋生検のリスクを考えさせた．
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　第4子に明らかに認められた左室心尖部の憩室状変

化は過去にも報告があるが37），原因も予後も分かって

いない．今後経過をみてゆきたい．
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Three　Siblings　with　Primary　Endocardial　Fibroelastosis

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Takeshi　Soeda

　　　　　　　Division　of　Pediatrics，　Kokura　Kinen　Hospital

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kunitaka　Joh－o

Division　of　Pediatric　Cardiology，　Kyushu　Kohsei　Nenkin　Hospital

　　　Afamilial　occurrence　of　primary　endocardial　fibroelastosis　has　been　reported　in　the　world　literature．

However，　familial　aggregation　of　this　condition　is　really　rare　in　Japanese　patients．　The　authers　observed

afamily　in　which　the　first　sibling（male）was　healthy　but　the　second（female），　the　third（male）and　the

fourth（female）were　subsequently　involved．

　　　The　second　sibling　first　consulted　a　doctor　at　3　months　of　age　because　of　poor　weight　gain．　Heart

failure　was　found　at　g　months　of　age，　then　digitalization　was　begun．　The　angiography　at　l　l　months　of

age　revealed　typical　oval－shaped　left　ventricular　dilatation　with　mitral　regurgitation．　Other　anomalies　in－

volving　the　coronary　arteries　or　causing　left　ventricular　outflow　obstruction　were　excluded．　The　heart

failure　was　progressive　and　she　died　at　l　year　8　months　of　age．　Autopsy　was　not　done．

　　　The　third　sibling　was　found　to　have　heart　failure　when　he　got　respiratory　infection　at　l　year　6

months　of　age．　Then　he　was　digitalized　and　responded　well．　At　3　years　of　age　his　second　catheterization

was　performed　and　the　endocardial　fibroelastosis　was　histologically　verified　by　the　left　ventricular　endo－

myocardial　biopsy．　The　left　ventricular　dilatation　and　poor　contraction　was　improving　in　both　left　ven－

triculogram　and　echocardiogram．

　　　The　fourth　sibling　first　consulted　us　at　4　months　of　age　because　of　poor　weight　gain．　Heart　failure

was　not　apparent　but　left　ventricular　dilatation　and　decreased　wall　motion　were　pointed　out　by　echocar－・

diography．　Digitalis　therapy　was　initiated．　She　underwent　cardiac　catheterization　and　angiography　at　l

year　of　age．　The　left　ventricular　dilatation　was　present　but　not　so　prominent．　The　apical　diverticulum

was　demonstrated．

　　　The　third　and　fourth　siblings　continued　digitalization　and　are　now　in　good　condition．　Their　cardiac

silhouettes　tend　to　be　smaller．

　　　Endocardial　fibroelastosis　occurring　in　siblings　probably　is　in　hereditary　condition．　Several　modes　of

inheritance　have　been　suggested　for　these　familial　cases．　The　pattern　of　our　case　is　consistent　with　the

previously　described　autosomal　recessive　trait，　but　multifactorial　inheritance　with　strong　liability　to　this

condition　cannot　be　excluded．
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