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一過性の心機能低下および心筋肥厚を伴った

神経性食思不振症の1例

（平成3年5月16日受付）

（平成3年10月7日受理）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　るいそう度一57％の著明な体重減少を来し，種々の合併症を伴った13歳女児の神経性食思不振症を経

験した．患児は入院経過中に左心機能が著しく低下し心不全状態となった．また心エコー図検査におい

て心室中隔と左室後壁の肥厚および心のう液貯留を認めた．これらの循環器合併症は一過性のものであ

り，経過中に正常化した．

　るいそう度の著明な神経性食思不振症において，心エコー図検査などにより左心機能と心筋肥厚の有

無を診断しておく必要があると考えられた．

　　　　　　　　　　緒　　言

　神経性食思不振症は精神的要因を背景として，摂食

異常に基づき高度のやせを来す疾患であり，多彩な臨

床症状および合併症を伴う．そのうち循環器系の合併

症としては徐脈，低血圧，心電図上の低電位，ST・T変

化，上室性および心室性期外収縮，心エコー図での僧

帽弁逸脱症，心のう液貯留などが知られているD”v7）．

　本症の心機能は正常に保たれていると報告されてい

る1｝2）6）．また心筋肥厚の合併についての文献的報告は

みられない．今回，著者らは著しく心機能が低下し，

心エコー図検査において心室中隔および左室後壁の肥

厚，心のう液貯留を認めた症例を経験したので報告す

る．

　　　　　　　　　　症　　例

　症例：N．T．，，13歳，女児

　主訴：やせ，拒食

　現病歴：平成元年7月ごろより食欲不振が目立ちは

じめ，4月に40kgであった体重が37kgとなった．8月

下旬には少量の水しか飲まなくなり，体重は29kgに減

少したため9月25日に当科を紹介され入院した．

別刷請求先：（〒773）徳島県小松島市中田町新開

　　　　　28－1
　　　　　小松島赤十字病院小児科　　中津　忠則

　入院時現症：身長157cm，体重26．3kg，るいそう

度一50％，脈拍数48／分の徐脈，血圧90／70mmHg，顔

色不良で無欲状，心音は正常で心雑音なし．腹部は陥

凹しているが肝脾腫はなし．浮腫はなく，恥毛，腋毛

は正常であった．

　入院時検査所見：軽度の肝障害および高コレステ

ロール血症を認めた．T3，　T、，　LH，　FSHの基礎値は

低下，GH，コルチゾールは高値を示した（表1）．

　胸部レントゲン像は図1に示すように小心臓であっ

た．心電図はPP間隔1．2秒の洞性徐脈，低電位傾向，

II，　III，。VF，　V、一，誘導の陰性T波を認めた（図2）．

　入院後経過：精神科医と協力して患児および両親に

対して心理精神面への治療を行った．しかし1日に

1，200mlの輸液を施行する以外の治療を拒否し，体重

減少は更に進み22．5kg（るいそう度一57％）までに

なった．そこで入院10日目（平成元年10月4日）に中

心静脈栄養を開始した．しかし全身状態は更に悪化し，

低血糖（28mg／dl），肝機能障害（GPT　3071U），血小

板減少（1．6×104），白血球減少（2，700），貧血（Hb　7．5

g／dl），尿素窒素上昇（70mg／dl）などの異常所見が次々

と出現した．また11月4日の頭部CTでは脳萎縮所見

を認めた．

　入院20日目ごろには胸水および腹水を認めるように
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表1　入院時検査所見

RBC　　　　　　　　　446×104 α1－G　　　　　　　　1．9％ Cl　　　　　　　　97　mEq〃

Hb　　　　　　　　　14．Og／dl α2・G　　　　　　　　8．0％ Ca　　　　　　　　4．4mEq〃

Ht　　　　　　　　42％ β一G　　　　　　5．3％ BUN　　　　　　　　40　mg／dl

PLT　　　　　　　　16．8×104 γ・G　　　　　　　　10．7％ Cre　　　　　　　　O．7mg／dl

WBC　　　　　7，200 FBS　　　　　　　　71　mg／dl UA　　　　　　　　6．6mg／d1

Seg　　　　　　　65％ CRP　　　　　　　O．6mg／dl 検尿

Ly　　　　　　　31％ ASP　　　　　　　　91mg／dl 比重　　　　　1．023

Mo　　　　　　　4％ ESR　　　　　　　　22　mm／h pH　　　　　　　　6．0

GOT　　　　　　　　671U T3　　　　　　　0．50　ng／ml以下 蛋白　　　　　（±）

GPT　　　　　　　　521U T4　　　　　　　22MMG／dl 潜血　　　　　　（＋）

ALP　　　　　　　　4．5KA TSH　　　　　　1．90　MMIU／ml 糖　　　　　　　（一）

LDH　　　　　　　　　8511U LH　　　　　　　O．5MIU／ml以下 ウロピリノーゲン0．2EU／W

T－Bil　　　　　　2．8mg／dl FSH　　　　　　　O．6MIU／ml ケトン体　　　　（一）

D－Bil　　　　　　　O．9mg／dl HGH　　　　　　　66．8ng／ml 沈渣

T－cho　　　　　　　228　mg／dl Cortiso1　　　　　60　MMG／d1以上 RBC　　　　　　2～4／F

T．P．　　　　　　　　6．6g／dl Na　　　　　　　　l41　mEq／／ WBC　　　50～60／F
Alb　　　　　　　74．1％ K　　　　　　　　　3．4mEq〃

⌒

H元年9月26日
　CTR＝0．39

H元年10月24日
　CTRニ0．59
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図1　胸部レントゲン像．左上：入院時，右上：呼吸

　管理開始時，左下：心機能改善後，右下：心筋肥厚

　所見改善後

なり徐々に呼吸障害が出現し，24日目にICUに収容し

た．胸部レ線像で心陰影は拡大し，全身の浮腫および

肝腫大も認めた．心エコー図では左室駆出率（EF）＝
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心電図．上段：入院時，下段：
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呼吸管理開始時

0．28と著明な心機能低下がみられ，左室腔拡大と心室

中隔および左室後壁の軽度肥厚所見を認めた（図3）．
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図3Mモード心エコー図（入院24日目，ICU収容時）

心不全に対しドーパミソ，ドブタミン，ジギタリス剤

および利尿剤を投与した．入院28日目より呼吸障害は

更に増強しPO247mmHg，　PCO260mmHgとなった
ため人工呼吸器による呼吸管理を開始した、このとき

の胸部レ線像ではCTR＝0．59であり，著明な肺うっ血

像と胸水貯留を認めた（図1）．心電図ではII，III，。VF，

V1－6誘導でST－T変化を認め，　Vlは不完全右脚プロッ
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クパターンを示した（図2）．

　入院45日目の甲状腺機能（T3，　T、）は正常化してい

た．心機能が改善してきた入院54口目の断層心エコー

図では心室中隔厚が約16mm，左室後壁厚が約14mm

と共に肥厚がみられた．また左室後面心尖部から右室

後面に心のう液貯留を認めた（図4）．

　心エコー図所見とCTRの経過を表2Bに示した．入

院25日目（平成元年10月19日）にCTR＝O．53のとき

EF＝O．40，　PEP／ET＝0．54と心機能低下は著明であ

り，44日目の心機能が改善した後もCTR＝0．56と心拡

大は認められ，心室中隔と左室後壁は肥厚したままで

あった．しかし体重が約28kgまで増加した平成2年1

月5日の検査ではCTR＝0．44と心拡大は消失し，心室

中隔厚は9．6mm，左室後壁厚は7．1mmとほぼ正常化

していた．また心のう液貯留も改善していた（図4）．

心電図も入院時と同様の所見となった．

　表2Aの臨床経過に示すごとく，経口摂取は徐々に

増加し，平成2年7月に養護学校併設の病院へ転院し

た．
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図4　断層心エコー図．左：心室中隔，

　ぽ正常化している

左室後壁の肥厚所見および心のう液貯留を認める，右：ほ
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表2　A　臨床経過表

体重

（ll）

35

30

25

20

　　　　　当科入院

＼＼㍗

　　　　　　　　　輪液

Hl．4月　6月　8月　　10月

⇔呼吸管理

目

尿ダ『

11月 12月　　H2．1月 2月

表2　B．心エコー図所見とCTRの経過表

10／19 10／24 11／7 1／5

心室中隔厚（mm） 15．3 13．9 16．4 9．6

左室後壁厚（mm） 1L2 11．0 13．7 7．1

左室駆出率（EF） 0．40 0．55 0．66 0．70

PEP／ET 0．54 0．32 0．27 ／

CTR 0．53 0．59 0．56 0．44

PEP／ET（前駆出時間／駆出時間），　CTR（心胸郭比）

　　　　　　　　　　考　　案

　神経性食思不振症における循環器系の合併症は徐

脈，低血圧および心電図，心エコー図検査などの所見

によりいくつか報告されている1ト8｝．

　本症の心機能についてはFohlinら1）が正常であっ

たと報告し，Gottdienerら2）の心エコー図を用いた検

討でも分画短縮率，駆出率は正常で，運動時も正常人

と同様の反応を示した．また左室径，左室重量は正常

値以下であるが，体重回復後は正常化するとしている．

したがって本症ではやせによる酸素需要低下に対応し

て心内径や心重量は減少しているが，左心機能は正常

に保たれていると考えられている．

　本症例では入院20日目ごろより心不全状態となり，

このとき心エコー図におけるEFは0．28と著明に低下

した．また25日目の検査でもEF＝0．40，　PEP／ET＝

0．54であり左心機能低下を示した．しかしカテコール

アミンなどの治療によりこれらの指標は30日目には改

善し，44日目には正常化した．このように本例のよう

なるいそう度の著しい重症の神経性食思不振症におい

ては，甲状腺機能低下や心のう液貯留と関係して心機

能低下を来すこともあり，注意が必要である．笠井ら9）

も甲状腺機能低下などの心拍出量の減少を伴う病態下

では少量の心のう液貯留でも心機能を低下させるおそ

れがあることを指摘している．

　次に本例では心機能低下がみられたころより，心エ

コー 図にて心室中隔および左室後壁の肥厚を認めた．

この所見は心機能改善後も約1ヵ月間みられたのち正

常化した．本症における心筋肥厚の合併例については

文献的に報告されていないが，吉田ら1°）は一過性に心

室中隔の肥厚を認めた症例を発表している．

　甲状腺機能低下症においては二次性に肥大型心筋症

様の心室中隔の非対称性肥厚（ASH）を呈する症例が

あること，そして甲状腺剤の投与による甲状腺機能正

常化に伴い心エコー図上のASHが改善されることが

Santosら11｝，　Farookiら12）により報告されている．本

例においても入院時の甲状腺機能は低下しており，そ

の影響は否定できない．しかし入院45日目（11月8日）

にはT、，T、は正常化しており，心筋肥厚所見はこれよ

り遅れて消失した．もちろん本症の心筋肥厚は，極度

の低栄養状態に伴う二次的な別の要因が作用した可能

性もあり，確定的な機序は不明である．

　いずれにせよ本例では一過性の心機能低下および心

筋肥厚が出現し，全身状態を更に悪化させる原因と

なった．るいそう度の著明な神経性食思不振症の管理

においては，経時的に心エコー図検査などにより心機

能評価をするとともに心筋肥厚の有無を診断しておく

必要があると考えられた．

　尚，本論文の要旨は第93回日本小児科学会徳島地方会（平

成元年12月）にて発表した．
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ACase　of　Anorexia　Nervosa　Associated　with　the　Reversible　Cardiac　Dysfunction　and

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Hypertrophy　of　Left　Ventricular　Muscle

Tadanori　Nakatsu，　Kayo　Fujino，　Tetsuya　Yoshida　and　Koji　Hayashi

　　　　　Department　of　Pediatrics，　Komatsushima　Red　Cross　Hospital

　　　We　reported　a　case　of　a　13－year・old　girl　with　anorexia　nervosa，　whose　weight　had　fallen　by　57ero　of

average　body　weight．　Her　left　ventricular　function　was　extremely　decreased，　and　congestive　heart

failure　was　present　with　cardiac　dysfunction．　Echocardiographic　study　revealed　the　hypertrophy　of

interventricular　septum　and　left　ventricular　posterior　wall，　and　the　presence　of　pericardial　effusion．

These　cardiovascular　findings　were　reversible　complications．

　　　Cardiac　function　in　patients　with　anorexia　nervosa　had　been　reported　to　be　unimpaired，　and

hypertrophy　of　left　ventricular　muscle　associated　with　anorexia　nervosa　has　not　been　discribed．

Therefore，　this　case　was　considered　to　be　interested　in　cardiac　complication　of　anorexia　nervosa．

Presented by Medical*Online


	0566
	0567
	0568
	0569
	0570



