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　1．コクサッキーウイルスB1型による心筋炎から

重篤な僧帽弁，大動脈弁閉鎖不全を呈した乳児手術例

　　　　都立豊島病院小児科

　　　　　　土井庄三郎，畠井　芳穂，内山　　昇

　　　　　　松井　猛彦，白井　徳満

　　　　取手協同病院小児科　　　　　西山　光則

　　　　榊原記念病院小児科

　　　　　　　　　　　　鈴木　清志，村上　保夫

　　　　同　外科　　　　　　　　　龍野　勝彦

　はじめに：ウイルス性心筋炎の臨床症状規定因子

は，左室心筋壁運動低下と僧帽弁逆流による低心拍出

量である．本症例は血清抗体価の上昇からコクサッ

キーウイルスB1型による心筋炎と考えた．左室壁運動

は正常であり，重篤な僧帽弁閉鎖不全に大動脈弁閉鎖

不全をも合併した点で貴重な症例と考えた．

　症例：器質的疾患のない7ヵ月男児で，感冒症状に

続く呼吸循環不全で入院となった．臨床経過，心筋逸

脱酵素の上昇と心エコー検査での僧帽弁，大動脈弁閉

鎖不全の存在から心筋炎と考えた．ステロイド使用を

含む内科的治療には抵抗性を示し外科手術の適応とし

た．心エコー上の弁形態観察から2弁形成術を施行し，

大動脈弁閉鎖不全はほとんど消失し，僧帽弁閉鎖不全

は中等度に減少した，現在患者は1歳3ヵ月であり順

調に経過している．

　考察：ウイルス性心筋炎による大動脈弁閉鎖不全の

報告はきわめて少なく，手術術式の決定には注意深い

弁形態の観察が重要である．

　2．臨床所見の正常化1カ月後に突然死し，剖検に

て急性炎症像を呈した心筋炎の1例

　　　　都立豊島病院小児科

　　　　　　西山　光則，畠井　芳穂，土井庄三郎

　　　　同　検査科病理　　　　　　　生沼　利倫

　　　　東京医科歯科大学小児科

　　　　　　　　　　　　浅野　　優，泉田　直己

　症例：1歳3ヵ月の男児．急性胃腸炎の診断で入院

後，心室性頻拍，心筋逸脱酵素などの上昇がみられウ

イルス性心筋炎と診断した．心室性頻拍は各種抗不整

脈薬でぱ徐拍効果しか得られず，最後はDCショック

にて洞調律に回復した．その後，逸脱酵素は正常化し，

心機能も良好，不整脈も出現しないため，洞調律回復

後2週間で退院とした．退院後24日目（心筋炎発症後

2ヵ月）で突然死した．剖検所見では，心筋には炎症

細胞の浸潤，毛細血管の拡張，間質の浮腫など急性お

よび亜急性心筋炎の所見が認められた．

　総括：心筋炎の臨床所見改善1ヵ月後に突然死した

一例を経験した．剖検心筋組織所見では急性，亜急性

炎症所見が認められ，心筋炎が持続していたとも考え

られた．小児の心筋炎での不整脈は難治性のものが多

く，その予後判定や治療方針の決定は困難なことがあ

り，電気生理学的検査，心筋生検，予防投薬などの適

応やその時期が問題点と考えられた．

　3．パルス療法が有効であったと考えられる激症型

急性心筋炎の1例

　　　　土浦協同病院小児科　　　　　渡部　誠一

　　　　東京医科歯科大学第二内科　　廣江　道昭

　　　　東京女子医科大学第二病理　　西川　俊郎

　症例は11歳男で，発熱5日目に胸痛，アダムスストー

クス発作にて発症，入院時心拍数40～50／分，血圧60

mmHg，心音減弱，肝腫大5cm，心胸郭比60％，完全

房室ブロック，VlのQ波，　II，　III，　aVF，　V3～6のST

上昇，LVEF　63％．　GOT＝231，　GPT＝43，　LDH－

2，210，CPK＝435，　CK－MB＝39より急性心筋炎と診断

した．イソプロテレノール，ドーパミン投与，右室ペー

シングを施行するも，心機能低下（LVEF＝38％，

LVSTI＝0．52）が進行し血圧が維持できなくなったた

めパルス療法（ソルメドロール20mg／kg　3日間）を施

行した．著効して心機能は改善し入院3日目に洞調律

へ戻った．39病日の心筋生検は心筋炎の修復像の所見

であった，以後プレドニゾロンを漸減し発症3ヵ月後

に中止した．発症6ヵ月後，二枝ブロックを残すが心

機能は正常である．

　心筋炎の急性期のステロイド療法は議論されている

問題であるが，激症型の場合にはパルス療法が有用な

治療であると考える．
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　4．冠動脈に細胞性線維性肥厚による内腔狭窄を認

めた激症型心筋炎の1剖検例

　　　　東邦大学第一小児科，同　大橋病院病理部

　　　　　　蜂矢　正彦，佐地　　勉，松尾　準雄

　　　　　　高橋　　啓，直江　史郎

　症例は9歳女児．1988年1月15日，深夜自宅にて失

神．救急車にて来院．来院時，意識障害あり，血圧70

mmHg，呼名に反応．入院直後心室細動を来し，4時

間後死亡．剖検にて心臓全体に広範な壊死性変化を認

め，極めて強い単核球（マクロファーシが主でT，Bリ

ンパ球はなし）の浸潤と心筋変性を認め，形質細胞も

多数出現していた．ミオグロビンの脱出も示した．冠

動脈では右冠動脈起始部に強い内膜肥厚による内腔狭

窄を認め，左冠動脈にも豊かな平滑筋を含む細胞繊維

性肥厚による狭窄病変を認めた．

　急性心筋炎の病理所見では時に強い冠動脈炎の所見

が見られると報告されており，実験的にもmicrovas・

cular　narrowingが報告されている．心筋炎における，

虚血性変化，不整脈の発生との関連性をも含め興味あ

る症例と思われ報告した．

　教育講演

　1．小児期肥大型心筋症の臨床

　　　　日本大学小児科　　　　　　　原田　研介

　小児における肥大型心筋症は，多いものではないが，

突然死をきたす疾患として有名でかつ，学校心臓検診

において最も注意を必要とする疾患の一つである．

　過去，5年以上経過を観察された23例について検討

してみると，そのうち，突然死を来したものが4例，

心不全死を来したものが2例である．突然死を来した

もののうち，運動中，及び運動直後に死亡したものは

3例である．入浴直後に1例が死亡している．運動に

関係するものでは，特に，改めて，運動をするという

ことのみではなく，日常生活における運動に関係して

いるものがみられる．例えぽ，駅の階段を走って昇る，

自転車に乗る，などということである．

　心不全死は，拡張相に移行して死亡したものが一人

と，僧帽弁閉鎖不全の悪化により死亡したものが一人

である．拡張相に移行したものは，診断確定後，5年

の経過で死亡している．

　心電図所見，胸部X線所見，ホルター心電図所見な

どから突然死を来す特徴を見出そうと試みたが，決定

的な特徴は見出せなかった．

　心不全症状が出現するもの，拡張相に移行するもの

は予後は極めて不良で，死に至る可能性が大である．

日小循誌　9（2），1993

　運動に関係しての死亡が多いことから，日常生活に

おける生活管理が重要である．単に運動を制限すると

言っても，患者さん本人，家族にとっては漠然として

不明なことが多い．日常生活に関して具体的な指導を

行う必要がある．

　II．小児の心筋生検と組織像

　　　　東京女子医科大学第二病理　　西川　俊郎

　小児の心筋疾患は，心エコー図，核医学検査，心内

膜心筋生検法など診断技術の進歩により疾患の把握が

かなり正確に行われるようになり，注目されつつある．

ことに，心内膜心筋生検は，診断確定や病態の把握，

予後の推定に有用な情報を得られることが多いので，

広く行われるようになってきた．肥大型心筋症

（HCM）では，心筋の錯綜配列をともなう特有の心筋

肥大像（BMHD）を呈することが多く，右室生検でも

60％以上の症例で認められる．また，HCMの内腔が拡

張したいわゆる拡張相HCMでは心筋生検組織にし

ばしぼBMHDの所見がみられる．拡張型心筋症
（DCM）は，ほとんどの症例で種々の程度の心筋変性，

間質線維化，心筋肥大がみられ，その病変の強さは心

機能と逆相関し，さらに心筋変性，線維化，心筋融解，

断裂などの所見が強いほど予後の悪い症例が多い．ま

た，小児では大人とくに高齢者に比べて，線維化のパ

ターンが違うことや，小児例の30％にBMHDの所見

をみるなど，DCMの病因が小児と大人では一部異な

る可能性がうかがわれる．特定心筋疾患のうち，心筋

炎や糖原病，Fabry病など，および心内膜線維弾性症

（EFE）やある種の心臓腫瘍などでは特有の組織像が

みられ，確定診断が可能である．EFEでは，ときに治

療により寛解し，長期生存する例があるが，心筋組織

像により予後の推定が可能な場合がある．移植心では，

心筋生検法により急性拒絶反応が最も早く正確につか

めるので，欧米ではさかんにおこなわれており，わが

国でも心移植が（再び）行われるようになると，心筋

生検の重要性もさらに増してくる．そのほか，現在の

ところでは研究的意味合いが強いが，生検標本により，

免疫組織化学法，in　situ　hybridization法（mRNA），

PCR法を用いた分子生物学的検索法などが可能とな

り，心筋疾患の病因検索や分類などに寄与しており，

今後さらに応用範囲が広がると考えられる．

　III．心筋炎と心筋炎後心拡大一若年症例の特徴一

　　　　順天堂大学循環器内科・

　　　　　心臓血管病理学研究室　　　岡田　了三

　病理学的に非特異的心筋炎と診断されるものの大部
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分はウイルス感染による．日本病理剖検輯報に記載さ

れている非特異的心筋炎は男女ほぼ同数で0～9歳に

多く，10～19歳で激減し以後徐々に増加に転じる．一

方，心筋炎後遺症が含まれる心筋症では原発性心内膜

線維弾性症を除くと男性優位で，0～9歳で少なく，

10～19歳で増加，20～29歳で著増し，心筋炎に約10年

遅れて増加する傾向がある．心筋炎が10年経過して心

筋症的になる可能性は既にChagas病で実証されてお

り，ウイルス性心筋炎にもその可能性がある．コクサッ

キーウイルス感染による心筋炎は致死性の電撃型か

ら，急性・亜急性・慢性および不顕性くすぶり型まで

各種の病型が知られているが，大部分の心筋炎の予後

は悪くなく，完全治癒することが多い．コクサッキー，

ムソプス，麻疹などウイルスの種類は異なっても心筋

炎の組織像は酷似しており，急性期にはリソパ球・組

織球の間質を主とする浸潤，亜急性期には浸潤細胞の

減少と形質細胞・線維芽細胞の出現間質水腫が著明

で，治癒期には巣状の僅かな細胞浸潤と不規則な斑状

線維症と小血管増生がみられる．炎症治癒後に強い線

維症が遺ると，生き残り心筋の肥大による心機能代償

機転が発現する．その際肥大が過剰になると肥大型心

筋症，心筋脱落が高度か肥大が不足すると拡張型心筋

症，線維症がびまん性であると拘束型心筋症にそれぞ

れ類似する病像を呈する．いずれの場合もX線で心陰

影拡大を示すので，心筋炎後心拡大（Postmyocarditic

cardiomegaly，　PMC）と総称できる．心拡大のない例

は，通常日常生活に支障がないので，心筋炎後遺症で

はあってもあえて病気と考える必要はない．ただし，

心機能は正常化しても不整脈が長期に亙って持続する

場合がある．ウイルスは心筋だけでなく，心臓支配神

経にも侵入するので，不整脈は心筋炎後遺症なのか神

経炎後遺症なのか現時点では決定できないので，一応

心筋炎後不整脈として別格にしておくのがよい．ウイ

ルス性以外の心筋炎には血中好酸球増多に伴う

LdfHer心内膜炎があり，ステPイドが著効する．

　1歳に満たない乳児の心筋炎では免疫応答の未熟に

より，炎症細胞浸潤が軽いのに反比例して，心筋細胞

の変性・壊死が広汎で突然死する症例がある．胎児心

筋炎では母親からの液性免疫の関与により，成人に似

る細胞浸潤もみられるが，治癒後にプルキンエ細胞な

どの分化異常，高度の心室中隔非対称性肥大などを遺

すことがある．少・青年期には家族内同胞の心筋炎や

心筋炎後心拡大多発をみることがあるが，遺伝的免疫

応答の異常が強く示唆される．
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　5．剖検輯報からみた30年間の小児心筋疾患の推移

　　　　順天堂大学循環器内科心臓血管病理研究室

　　　　　　西　　靖子，河合　祥雄，岡田　了三

　緒言・方法：小児心筋疾患の年次推移を全国規模で

把握することを目的として，1958年から1987年の日本

病理剖検輯報に記載された14歳以下の心筋疾患（心筋

炎，川崎病を除く）を抽出し検討した．

　結果：14歳以下の心筋疾患の総計は229例（男132，

女96）で，14歳以下全剖検数の0．19％に相当する．内

訳は，拡張型心筋症81例（男46女35），肥大型心筋症56

例（男36女19），拘束型心筋症2例（男1女1），型不

明心筋症66例（男37女29），心内膜心筋疾患13例（男9

女4），心筋炎後心拡大症11例（男3女8）．心筋症総

数は近年増加傾向にあり，性差はなく，1歳以下と10

歳以上の2つのピークがあった．拡張型心筋症の発生

率に，1970年代に約4年の周期性増加がみられた．

　6．乳児期に心内膜線維弾性症が疑われた冠動脈を

含む全身の多発性動脈狭窄症の女児例

　　　　榊原記念病院小児科

　　　　　　鈴木　清志，村上　保夫，岩本　眞理

　　　　　　山戸　康司，池口　弘一，森　　克彦

　　　　　　三森　重和

　　　　同　内科　　　　　　　　　　鈴木　　紳

　満期産正常分娩，3，510gで出生．6ヵ月頃から感冒

様症状と哺乳力低下が持続し，他院を受診した際に

EFEと診断され，強心利尿剤の服用を開始した．2歳

時には高血圧の精査カテを行い，腎血管性高血圧が疑

われた．その後はACE阻害剤の服用下に，比較的順調

に経過した．11歳の心カテ施行時には，血圧や左室の

動きは正常化した．しかし両側冠動脈に多発性の狭窄

を認め，この他にも左上腕，両側脳動脈に多発性の狭

窄を認めた．生検で得られた右室心筋は疲痕状に線維

化し，その中に肥大した心筋の散在を認めた．12歳時，

右冠動脈の狭窄に対してPTCAを施行し，直後には狭

窄は改善したが，12日後同部位の完全閉塞を確認した．

調べた限りでは本例と同様の報告はなく，経過中に膠

原病や川崎病等を疑わせる既往もなく，原因は不明で

ある．臨床経過からは，全身性の血管炎の後遺症が疑

われる．FEFの中には，本例と同じ病態を呈する例の

存在することが示唆され，充分な検索が必要と考える．

　7．両心室拡張不全を呈した家族性と思われる心筋

症の乳児剖検例

　　　　自治医大小児科

　　　　　　松井　美華，遠藤　秀樹，柳澤　正義
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　　　　同　病理　　　　鴨志田敏郎，斎藤　　健

　症例は生後6ヵ月の男児．チアノーゼ，哺乳不良，

体重増加不良を主訴に当科を受診し，心電図上PSVT

を認め入院した．ジゴキシン投与にて一時PSVTは改

善したが，その後も心不全は持続し，PSVTが繰り返

し出現した，心エコー上，両心房の著明な拡張と左室

の狭小化，拡張障害を認め，臨床的に心内膜線維弾性

症緊縮型と診断した．家族歴として，両親に近親婚は

ないが，長男が本患児とほぼ同様の経過及び検査所見

を示して，生後8ヵ月で心不全により死亡している．

本患児も治療抵抗性の心不全が進行し，兄と同様生後

8ヵ月で死亡した．剖検では心奇形なく，両心房に心

内膜線維弾性症を認めるのに対して両心室には認め

ず，組織学的に両心室心内膜下の正常心筋の中に，明

るく腫大した心筋細胞が結節状に集合しており，周囲

に線維化が認められた．病理所見からHistiocytoid

cardiomyopathyに類似した疾患と考えられた．

　8．乳児期に発症した拡張型心筋症類縁疾患の2例

　　　　日本大学小児科

能登　信考，細川

唐沢　賢祐，鮎沢

住友　直方，岡田

大国　真彦

直登，牛之浜大也

　衛，山口　英夫

知雄，原田　研介

　乳児期に心不全症状にて発症した拡張型心筋症類縁

疾患と考えられる2例を報告する．

　（症例1）在胎39週，1，679gのSFDにて出生．日齢

31に無菌性髄膜炎の診断にて治療を受けている．6カ

月頃より多呼吸，喘鳴を指摘され当科を受診し，心エ

コー 図にて著明な左室腔の拡大と左室駆出率の低下を

認め拡張型心筋症の疑いで治療が開始されている．心

不全は難治性で，その後ステロイド剤を含めた治療に

も抵抗している．

　（症例2）在胎41週，3，560gにて出生．7ヵ月頃よ

り咳順と喘鳴を主訴に当科を受診し，胸部X線写真に

て心拡大を指摘され入院している．心エコー図では著

明な左室腔の拡大，心内膜の肥厚と左室駆出率の低下

を伴い心内膜線維弾性症と診断し治療を開始した．心

不全は内科的治療に抵抗し，1歳8ヵ月時に心不全に

より死亡した．剖検所見にて心内膜線維弾性症が確認

されている．

　9．拘束型心筋症の1乳児例

　　　　埼玉県立小児医療セソター循環器科

　　　　　　　　　　　　星野　健司，周藤　文明

　　　　　　　　　　　　藤原　優子，小川　　潔

日本小児循環器学会雑誌　第9巻　第2号

　　　　同　病理　　　　　　　　　　小川　恵弘

　拘束型心筋症（以下RCM）は，著しい心室の拡張不

全を呈し，正常あるいは正常に近い収縮機能とほぼ正

常の心室容積を有する疾患である．年齢は幼児から老

人までと幅広いが1歳以下での発症はこれまで報告が

ない．今回我々は，感冒様症状で発見されたRCMの1

乳児例を経験した．心エコー図所見を中心に報告する．

　症例は7ヵ月の女児．入院の2週間前より感冒様症

状が出現し，徐々に哺乳力低下・多呼吸が出現し当セ

ソター紹介となった．入院時の心エコー図では僧帽弁

閉鎖不全と著明な左房の拡大を認めたが，僧帽弁の形

態・心外膜などに異常は認めなかった．左室流入速パ

ターンは，収縮性心外膜炎と異なるパターンを示して

いた．また心筋生検では間質の線維化を認め，炎症細

胞は認められなかった．以上の所見よりRCMと診断

し，利尿剤などの対症治療を施行したが，徐々に肺うっ

血が著明となり9ヵ月時に死亡した．

　10．好酸球増多性心筋症の1例

　　　　日本大学小児科

　　　　　　細川　真登，牛之浜大地，能登　信孝

　　　　　　住友　直方，原田　研介，大国　真彦

　14歳女児の好酸球増多性心筋症を経験したので報告

する．患児はアレルギー性鼻炎，アトピー性皮膚炎の

既往があり，また喘息，アトピー性皮膚炎を家族に認

めた．現病歴では失神を認め近医を受診し心電図異常

も指摘され精査加療目的で入院となった．胸部理学的

所見，胸部X線写真には異常を認めなかった．心電図

は低電位と左側胸部誘導T波逆転を認めた．心エコー

図では心嚢液貯溜と心室中隔の肥厚を認めた．血液一

般ではWBC　12　，　800／ml，好酸球20％と増多を認めた．

抗心筋抗体は陽性で，IgEは5，0961U／mlと高値であっ

た．以上より心膜心筋炎の診断で利尿剤の投与を開始

した．入院後心室性期外収縮の頻発を認めたが7日目

には消失した．同時に心嚢液も消失した．入院25日目

に施行した右室心筋生検では，心筋の軽度肥大と線維

化，一部粘液様変性，好酸球の浸潤を認めた．以上よ

り好酸球増多性心筋症と診断し，プレドニゾロンの経

口投与を行った．

　11．大動脈縮窄症を合併した家族性肥大型心筋症の

1例

　　　　日赤医療セソター小児科

　　　　　　片岡　　正，土屋　恵司，薗部　友良

　　　　同　新生児未熟児科　　　　　与田　仁志

　先天性心疾患に合併する心筋症は，心奇形による2
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次的心筋肥大との鑑別が困難なことがある．大動脈縮

窄症を合併した家族性肥大型心筋症の1例を経験した

ので報告する．

　症例：現在12歳の男児

　満期正常産．生後2週間でCoAと診断され他院に

てSCF手術．残存狭窄のため4ヵ月時にpatch拡大

術を受けるも狭窄は残存した．発育は正常で4歳時に

当院に紹介された．6歳時に心カテを行い70mmHgの

大動脈内圧較差を認めた．

　心室中隔を中心とした心筋の著明な肥厚を認めた

が，原疾患によるものと考えられていた．8歳時大動

脈patch拡大術を行い圧較差は解消したが，心筋肥厚

は進行性で肥大型心筋症と診断し，インデラルの投与

を開始した．その後，母方のいとこが肥大型心筋症で

突然の心停止後に植物状態にある事がわかり，兄にも

同様の肥大所見を認めた．

　12．双胎間輸血による受血児の心筋肥厚について

　　　　日本赤十字社医療セソター新生児科

　　　　　　　　　　　　与田　仁志，島　　義雄

　　　　　　　　　　　　川上　　義，赤松　　洋

　　　　同　小児科

　　　　　　土屋　恵司，片岡　　正，薗部　友良

　症例：在胎27週，813gの双胎の第1子（第2子は529

g）．羊水過多あり．挿管蘇生後も低酸素血症続き，レ

線上心拡大を認め，心エコーでは心筋の肥厚と心嚢液，

左室収縮力の低下，持続性肺高血圧症の所見を呈した．

症状軽快せず頭蓋内出血を合併して日齢3死亡した．

剖検では，左室壁は7mmと肥厚し内腔は極めて狭小

で，一部心内膜線維弾性化を認め，心筋細胞は錯綜配

列を示さず，明るい胞体を有し浮腫状に腫大しており，

特発性の肥大型心筋症と様相を異にしていた．

　考察：本双胎例のHb差は2．8g／dlで双胎間輸血の

基準（5g／dl）に満たないが，　discordant　twin，一絨毛

膜二羊膜の胎盤，膀帯径，羊水量の違いから双胎間輸

血による受血児の心筋肥厚と考えることができる．本

例以外に双胎間輸血の受血児に同様の心筋肥厚を呈し

た4生存例では肥厚が消失している点や，本例の心筋

の組織所見をあわせて考えると，いわゆる肥大型心筋

症とは異なる病態と考えられる．

　13．自然寛解傾向を認めた小児肥大型心筋症の1例

　　　　東京女子医大循環器小児科

　　　　　　　　　　　　伊藤　忠彦，中西　敏雄

　　　　　　　　　　　　中沢　　誠，門間　和夫

　小児肥大型心筋症は，突然死や心不全死を来す難治
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性の疾患である．今回我々は，乳児期に頻回の心不全

を呈し予後不良と思われていたが，その後自然寛解傾

向を認め，興味深い経過を示している小児HCMの1

例を経験した．

　症例は4歳の男児で，生直後から心雑音を指摘され

心エコー検査の結果，HOCM，　MR（Tricuspid　mitral

valve）と診断され，3ヵ月時の心カテ検査では左室流

出路で23mmHgの圧較差を認めた．乳児期に上気道感

染に伴う頻回の心不全と上室性，心室性不整脈を来た

し，入院を繰り返していたが2歳頃より臨床像の改善

を認め，4歳時に心エコー検査，心カテ検査により再

評価したところ，ASH，　SAMといったHCMの所見

が消失し，心カテ上も左室流出路の圧較差は消失し，

左室機能も良好であった．III度のMRがあり，僧帽弁

置換術の予定である．

　HCMが改善した要因や合併するMRと関連性に
ついて考察し報告する．

　14．WPW症候群として長期に観察中，肥大型心筋

症の発症をきっかけに診断された糖原病の1例

　　　　東京医科歯科大学小児科

　　　　　　久手　英二，浅野　　優，泉田　直己

　　　　　　伊藤　昌弘，下平　雅之，岩川　善英

　症例：症例は13歳男児．家族歴には特記すべき事は

ない．小学校1年時の心臓健診でWPW症候群を指摘

され，断層心エコー図等で異常所見がみられず管理3E

可とし定期健診を行っていた．その後一時来院が途絶

えたが，13歳時の受診で収縮期雑音が収縮され，検査

の結果，心電図はWPW波形で以前より高電位を示

し，断層心エコー図では肥大型心筋症（HCM）所見が

みられた．骨格筋力低下や肝脾腫はなかったものの，

高CPK血症を認め，骨格筋生検ではPAS，　asid　phos－

phatase染色弱陽性，　HE染色で筋線維中央の空胞と

その周囲のNSE高活性の所見があり，極めて稀な神

経筋変化を呈する糖原病の一亜型と診断された．

　総括：WPW症候群により長期に経過を観察し，病

状が乏しいためHCMの発見が診断のきっかけに
なった糖原病の一例を経験した．本例では，糖原病で

のHCMの発症時期や，　HCMでの基礎疾患の検索の

重要性に示唆を与えると考えられた．

　15．心筋の変化を経時的に観察したMELASの1
例

　　　　帝京大学小児科

　　　　　　中村　　元，柳川　幸重，児玉　浩子

　　　　　　高橋　　茂，亀谷　衣野，比留間藤昭
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　　　　　　窪田　和興，伊達　正恒，阿部　敏明

　MELAS（Mitochondria　Myopathy，　Ence－
phalopathy　Lactic　Acidosis　and　Stroke・like　Epi－

sodes）における心合併症は比較的多いことが報告され

ているが，経時的な変化を検討した報告は多くない．

我々は，5年間にわたり超音波診断装置により心機能

及び心筋の経時的変化を観察しえたので報告する．症

例は診断時9歳の女児．頭痛，歩行障害を主訴とし，

最終診断をMELASと診断された．この時点では，心

拡大・心雑音はなく超音波での心筋は厚さ，収縮力と

もに正常だった．経時的観察中，心筋，特に左室後壁

が肥厚し，収縮力も低下してきている、MELASにお

ける心筋変化の局在性を示唆している所見もあり，興

味深いので報告する．

　16．multiple　pterygium　syndromeにmulticore

diseaseおよび肥大型心筋症を合併した1男児例

　　　　順天堂大学小児科

　　　　　　大久保又一，井埜　利博，島崎信次郎

　　　　　　秋元かつみ，藪田敬次郎

　　　　同　脳内科心病研河合　祥雄，岡田　了三

　　　　同　神経内科　　　　　　　佐藤　　猛

　multiple　pterygium　syndromeは翼状頸を含め全身

のpterygiumを特徴とする先天奇形症候群である．今

回本疾患に，先天性非進行性ミオパチーである

multicore　diseaseおよび肥大型心筋症を合併した極

めて稀な1男児例を経験したので報告する．

　症例：13歳男児．中学入学時心臓検診にて心電図異

常を指i摘され入院となった．翼状頸などの全身のpter－

ygiumの他に眼瞼下垂，小顎症を呈し，胸骨左縁第4

肋間に2／6の収縮期雑音を認めた．血液検査上，軽度の

CPKの上昇を認めた．胸部レ線上CTRは56％，　ECG

ではLAD，　LVHを呈していた．心エコーではLA，　LV

の拡大がありEFは25％と低下していた．筋電図は非

特異的筋原性変化を示していた．筋生検ではNADH

およびcytochrome　c染色にて多数の活性消失部位が

認められmulticore　diseaseと診断した．心筋生検にて

肥大型心筋症と診断したが，同染色にて活性消失部位

は認められなかった．その後，心不全症状が進行し死

亡した．

　17．新生児心筋障害における心筋酵素およびミオシ

ン軽鎖一1測定の有用性について一Preliminary

study一

　　　　順天堂大学浦安病院小児科

　　　　　　　　　　　　岩原　正純，金　　孝一

日本小児循環器学会雑誌　第9巻　第2号

　　　　　　　　　　　　井上　成彰，金子堅一郎

　種々の新生児疾患において各種心筋酵素および心筋

ミオシン軽鎖一1を測定し，これらの指標が新生児の

心筋障害の推定に有用か否かを検討した．症例は日齢

0より採血できた新生児16例で，在胎週数は28週0日

～ 41週5日，生下時体重は1，086g～3，724gであった．

基礎疾患は新生児仮死TTN，　RDS，　PFC，　TMI

（Transient　myocardial　ischemia），　IDMなど多岐に

わたっていた，

　CPK・Total，　CPK－MBは4例で著明な高値を認め

たが，これらの症例のうちTMIの1例のみが心筋ミ

ナシン軽鎖一1の高値を呈し，臨床的にも心機能不全

を認めた．

　新生児では分娩によるストレスが全身臓器におよ

び，CPK・MB値も新生児領域においては心筋障害に特

異的ではないと考えられた．一方，心筋ミオシソ軽鎖

一 1は新生児期の心筋障害の有無およびその程度を正

確に反映する有用な指標となり得る可能性があると思

われた．

　18．小児科領域における血清Troponin　T活性の検

討一心筋障害の新しい指標の検討一

　　　　東邦大学第一小児科

　　　　　　青木　　裕，佐地　　勉，松尾　準雄

　近年，急性心筋梗塞における体液中生化学的指標と

して，運動や骨格筋障害などの因子で影響を受けにく

いトロポニンT（TnT）が注目されており幾つかの報

告がみられる．

　方法：小児心疾患における心筋の障害の程度を評価

する目的で，患者血清をEIA法にて測定し，TnT値の

比較検討を行った，

　対象：小児心疾患（手術例，心不全，川崎病）計57

例168検体

　結果：先天性心疾患における開心術群のうち右室切

開群（平均3．7；0．1～15．1ng／m1）は，右室非切開群（平

均0．56；0．1～3．66ng／ml）や非開心術群（平均O．56；

0．1～3．66ng／ml）に比し高値を示した．心不全群では，

拡張型心筋症（O．16ng／ml）と発作性頻拍（0，16ng／ml）

の2例で上昇がみられたが，肺血流増加等による心不

全例では正常（O．Ing／ml）であった．川崎病ではγ一グ

ロブリン使用後も発熱が続いた1例のみ上昇がみられ

たが（0．41ng／ml），心エコー上は正常であった．

　TnTは小児の心筋障害の評価に有用であると考え
た．

　19．鶏胎におけるTrichloroethyleneの心毒性に
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関する組織学的研究

　　　　昭和大学小児科

　　　　　　　　　　　石川自然，金　陽源

　　　　　　　　　　　野嵜　義郎，奥山　和男

　　　　同　第一解剖　　塩田　清二，中井　康光

　Trichloroethyleneは有機溶剤として使用され，

色々なtoxicityを与えるものとして知られている．

我々は従来，Trichloroethyleneを用いて催心奇形実

験を行い，心奇形を誘発する原因として心電図の変化

が関与すると報告した．心電図の著しい変化として，

QRSの振幅の低下，　QTの延長，様々な不整脈が認め

られた．この様な生理学的変化は鶏胎の初期心血管系

に影響を及ぼし，さらに，心形態を修飾し，心奇形を

生じさせるものと考えられる．今回，我々はTrichlor－

oethyleneを投与後，生理学的変化のみならず，組織学

的にどのような変化がみられるかを検討した．

Hamilton－Hamburger　stage　24～26に一致したとこ

ろで，Trichloethylene（CICH：C12＝131．39）の30

μM，40μMを絨毛膜上に滴下して，30分，60分後，

glutaraldehyde　Buffer固定し，電子顕微鏡用のsec－

tionを準備した．最も，著しい変化として，　primitive

ventricle，　bulbus　cordis領域において細胞壊死，変性，

macrophageが増加していた．従来の報告で急性心不

全，不整脈などの成因が明らかにされていないので，

今回我々の知見を示す．

　20．In　situ　hybridization法により弁組織に

entero　virus　genomeのhybridization　signa1を認め

た腱索断裂による急性僧帽弁閉鎖不全の1乳児例

　　　　東邦大学第一小児科

　　佐地　　勉，瀬川

　　小澤　安文，青木

同　胸部心臓血管外科

同　第三内科

昌己，蜂矢　正彦

　裕，松尾　準雄

　　　高梨　吉則

　　　石田　恵一

　症例は10ヵ月男児．前日より頻回の下痢があり，夜

間急激な呼吸困難を主訴に来院．心尖部にgrade　IIIの

汎収縮期雑音を聴取．胸部レ線にて心拡大はないが肺

穆血像を呈した．心エコー図にて僧帽弁後尖の腱索断

裂と僧帽弁逆流，三尖弁逆流，右心負荷所見を認めた．

385－（139）

内科治療に反応せず，肺水腫，右心不全増悪したため，

僧帽弁腱索形成術施行．術後数時間より右心不全が再

増悪したため＃19SJM弁にて僧帽弁置換術施行．人工

心肺離脱できず術後7日目に永眠した．

　手術時に採取した心組織をCB　type　l　sequenceの

一部の領域をもつcDNA（pKE1）の特異領域を切断

し，RT－PCR法で増幅したものをproveとして，　Fluo－

rescent　in　situ　hybridization法により検索した．その

結果，弁組織においてentero　virus　genomeに対する

hybridization　signalを認め，同様に心室筋にもsignal

が認められた．光顕組織所見では弁組織に軽度の炎症

所見とmyxomatous　changeを認めた．

　感染症に伴う原因不明の僧帽弁腱索断裂や弁閉鎖不

全の一部ではentero　virus感染による弁組織の炎症性

変化が誘因となりうると考えられた．

　21．肥大型心筋症における心筋ミオシン重鎖DNA

遺伝子の異常

　　　　東京女子医大循環器小児科

　　　　　　新井　正一，桜井　久直，今村伸一郎

　　　　　　古谷　喜幸，門間　和夫，高尾　篤良

　　　　　　松岡瑠美子

　目的：家族性肥大型心筋症（HCM）における心筋ミ

オシン重鎖（HCM）遺伝子の塩基配列の異常の有無を

検討した．

　方法：ヒトα型ならびにβ型心筋MHC遺伝子を

比較すると，心筋収縮機能と不可分な関係にあるアイ

ソフォーム特異的なdivergent　regionが少なくとも

7ヵ所存在する．このうち，既にpoint　mutationが見

つかっているExon　13および35を含む領域2ヵ所を選

び，PCR法にてDNA増幅を行い，正常DNAとの塩

基配列の違いを検討した．

　結果：心筋MHC遺伝子にheterozygocityが認め

られる症例が18例中3例に見つかった．

　総括：ある家族性HCMと心筋MHC遺伝子異常
との間には何らかの関係があることが確認された．今

後さらに多くの家族を検討することにより，心筋

MHC遺伝子異常がある種の家族性HCMにどの様に

関わっているかを解明する必要がある．

Presented by Medical*Online


	0379-0379
	0379

	0380-0381
	0380
	0381

	0382-0382
	0382

	0383-0384
	0383
	0384

	0385-0385
	0385




