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　1，肥大型心筋症患児の運動中の一回拍出量及び心

拍出量の測定一インピーダンス法を用いて一

　　　　横浜市立大学小児科

　　　　　　佐川　浩一，柴田　利満，真下　和広

　　　　　　佐近　琢磨，山崎　貢二，岩本　真理

　　　　　　安井　　清，新村　一郎

　目的：肥大型心筋症（HCM）患児の運動中の一回拍

出量（SV）及び心拍出量（CO）をインピーダンス法に

より経時的に測定し検討した，

　方法：HCM群11例，健常対照群17例に座位自転車

エルゴメーターで，10Wより10W／分漸増の多段階負

荷を自覚的最大負荷を施行し，SV及びCOを一分毎

に測定した．測定値は安静時を基準としたその変化率

で表した．統計学的には分散分析法を用いた．

　結果：SVぱ運動中対照群は120％まで増加するの

に対し，HCM群では運動早期に108％まで上昇するの

を最高に，運動終了時には安静時の92％まで減少した．

また，心拍出量は対照群が260％まで上昇するのに対し

て，HCM群では190％の上昇に留まった．一回拍出量

及び心拍出量はともに運動終了時，回復期1分で

HCM群が有意に低値であった．また，一回拍出量及び

心拍出量はHCM群では対照群に対し常に低値を示

していた．

　総括：HCM群の運動中のSV及びCOの低い増加
率が突然死の誘因の一つと推測された，

　2．特異な心電図所見を呈した肥大型心筋症の1例

　　　　東京女子医科大学第2病院小児科

　　　　　　松永　　保，本間　　哲，伊藤けい子

　　　　　　李　　慶英，浅井　利夫，村田　光範

　肥大型心筋症は，ST低下，　T波の平低ないし陰転

化，左室肥大，異常Q波といった心電図異常として発

見されることがしばしばある．今回私共は，興味ある

心電図を呈したHCMを経験したので報告する．

　症例は，12歳の男子中学生で，学校心臓検診で心電

図異常を指摘され，精査目的にて当科を受診した．心

電図は，II，　III，aVF，　V，，6でST上昇，　aVR、　aVLでST

低下，V3，4でT波陰転化を認め，下側壁梗塞を思わせ

るが，異常Q波は認めなかった．心エコー所見では，

左室壁運動異常は認められず，心室中隔19mm，左室自

由壁9mmでHCM（ASHtype）と診断した．

　3．右室流出路狭窄を伴った肥大型心筋症の

Noonan症候群の1例
　　　　東京女子医科大学第2病院小児科

　　　　　　水上　愛弓，本間　　哲，松永　　保

　　　　　　村上　理子，伊藤けい子，李　　慶英

　　　　　　浅井　利夫，村田　光範

　症例は7歳の男児．生後9ヵ月時に当科初診，HCM

を伴うNoonan症候群と診断し，経過観察していた．

最近，労作時呼吸困難，反復する気道感染症が見られ

る．胸部レ線写真では心拡大（CTR　57％），心電図で

は著明な右室肥大が認められる．心エコー，心血管造

影，MRIでは，高度の右室流出路狭窄が認められる．

また，心臓カテーテル検査では，左心系には圧較差を

認めず，右室収縮期圧が125mmHgと高値を示してい

た．

　本症例に対する外科手術の適応と方法（漏斗部心筋

切除，右室流出路パッチ拡大術など）について検討し

たいので，症例を提示する．

　4．学校心電図検診で発見されたapical　hypertro－

phic　cardiomyopathy（APH）の2小児例

　　　　筑波大学小児科

　　　　　　堀米　仁志，佐藤　秀郎，稲井　　慶

　　　　　　熊崎　香織，橋本　明彦，滝田　　齋

　　　　同　放射線科　　　　　　　　武田　　徹

　症例1：13歳，男児．主訴は心電図上の陰性T波．

小学校入学時の心電図は正常であったが，中学校入学

時の心電図でV3－6の陰性T波とST低下を指摘され

た．自覚症状はなく，身体所見上も特記すべきことは

なかった．断層心エコー，心筋シンチグラム及びMRI

で心尖部に限局した肥大が疑われた．左室圧は正常，

左室造影ではLVEDVI　86ml／m2，　EF60％で，スペード

形の左室内腔像が得られた．初診から1年半の臨床経

過ぱ良好である．

　症例2：7歳，女児，主訴は心電図上の陰性T波．
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症例1と同様に自覚症状はなく，身体所見上も特記す

べきことはなかった．断層心エコー及び左室造影で心

尖部に限局した軽度の肥大が疑われた．臨床経過は良

好である．

　考察：APHは日本人，特に高齢者に多く，小児では

極めてまれと考えられているが，小児例の存在も念頭

に置くべきである．無症状のことが多く，また心エコー

検査のみでは心尖部心筋肥大の判定が困難な場合も多

いため，左室造影やMRIなどによる積極的な診断が

重要であると考えられた．

　5．小児期DOA症例における心組織中enterovir－

us　genomeのFISH法による検索

　　　　東邦大学第1小児科

　　　　　　佐地　　勉，小澤　安文，青木　　裕

　　　　　　蜂矢　正彦，松尾　準雄

　　　　同　大橋病院病理　　　　　　高橋　　啓

　　　　東京都監察医務院　　　　　　中村　俊彦

　　　　北里大学セソターウイルス　　和山　行正

　目的：Coxsackie　Bをはじめとするenterovirus

（EV）は，小児においてもウイルス性心筋傷害をきた

す最もcommonなagentの一つである．今回我々は・」・

児期DOA症例におけるEV特異的RNAをfluores－
cent　in　situ　hybridization（FISH）法を用いて検索し

たので報告する．

　材料と方法：対象は4ヵ月から15歳までの10例で，

材料は剖検時に得られた心筋組織である．明らかな基

礎疾患をもつか，または原因の明らかな外因死は除外

した．ProveはCV　type　B1のcDNA（pKE1）から

RT－PCR法で増幅したものを用いた．

　結果：10例中6例の心筋組織にEVのhybridiza’

tion　signalを認めた．6例の死因の内訳は激症心筋

炎，細菌性心筋炎，急性脳症，乳幼児突然死症候群，

HCM，多源性PVC既往児の原因不明各1例であっ

た．陰性4例は，急性肺水腫，間質性肺炎各1例，イ

ソフルエソザ心筋炎2例であった．signalの局在は心

筋細胞又は間質にも認められた．

　考案と結語：剖検例における心筋炎の頻度は4

～ 5％であり，ウイルスgenomeの心筋炎，　DCMにお

ける検出率は成人では10％～50％であると報告されて

いる．今回の検討により小児期DOA症例の一部にお

いてもEV感染の関与が示唆された．しかしEV
genome陽性標本の光顕病理所見においても明らかな

炎症性変化を認めないDOA症例があり，その解釈に

は注意を要すると思われた．

699－（85）

　6．多型紅斑症候群に合併した好酸球心膜心筋炎の

1例

　　　　順天堂大学浦安病院小児科

　　　　　　岩原　正純，中沢　友幸，辻　　淳子

　　　　　　金子　雅文，金子堅一郎，大塚　親哉

　5歳の男児．アトピー性皮膚炎の既往あり．下腿の

発疹にて発症し，発熱，足関節腫脹を主訴に来院．多

型紅斑症候群の診断にて外来経過観察をしていたが，

第7病日より眼瞼浮腫，心拡大，心一エコー上での心嚢

液貯留および左室心筋の肥厚を認め，心外膜心筋炎の

合併と考え入院した．入院後，一過性の著明な好酸球

増多（5，796／mm2）および高IgE血症を認め，好酸球

性心膜心筋炎と考えられたが，抗生剤，利尿剤の投与

のみで，約10日間で心症状は消失し，ステロイド剤を

使用せず自然治癒した．

　7．局所性心筋障害所見を呈した心筋炎の1例

　　　　東京医科歯科大学小児科

　　　　　　西山　光則，浅野　　優，泉田　直己

　　　　取手協同病院小児科

　　　　　　　　　　　　新井　　繁，久手　英二

　症例は14歳男児．胸痛，嘔吐にて来院．不整脈はな

く，心エコーでは心機能の低下はみられなかったが，

心電図にてII，　aVL，　aVF，　V、－6にST－Tの変化を認め，

CPK，　GOT，　LDHの著しい上昇もあり，局所的な心筋

障害が考えられた．虚血性心疾患の鑑別のため冠動脈

造影，負荷心電図を施行し，それは否定的と考えた．

その後のCPKは速やかに低下，エコーウイルス3型

抗体上昇によりウイルス性心筋炎と考えた．

　発症後2ヵ月のTI心筋シンチでは心電図所見に一

致した部位での取り込みの低下を認め，5ヵ月後には

心電図，シソチ所見ともに改善していた．

　局所性の心筋障害では心筋炎と虚血性心疾患との鑑

別は重要と考えられた．

　8．学校検診にて発見されたST低下を示した男児

例

　　　　都立墨東病院小児科

　　　　　　　　　　　　大塚　正弘，関　　　一郎

　　　　日本大学小児科

　　　　　　原　　光彦，三沢　正弘，唐沢　賢祐

　　　　　　鮎沢　　衛，能登　信孝，住友　直方

　　　　　　岡田　知雄，原田　研介

　学校心臓検診において発見される心電図異常には

様々なものがあり，時としてその判断に苦しむことも

ある，症例は13歳男児．中学1年の検診にて初めて心
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電図異常を指摘された，安静時心電図で，左側胸部誘

導，及びII，　III，　aVFにST低下所見を認めた．心エコー

検査では心筋症を示唆する所見には乏しく，血管造影，

タリウム心筋スペクトでは有意な所見は得られなかっ

た．診断が確定しないため心内膜心筋生検を施行した．

生検所見を含め，本症の診断について若干の考察を加

え報告する．

　9．心臓移植対象としての小児期特発性心筋症

　　　　国立循環器病セソター小児科

　　　　　　神谷　哲郎，吉林　宗夫，小野　安生

　　　　　　新垣　義夫，越後　茂之

　　　　同　放射線科　　　　　　　　高宮　　誠

　　　　同　病理　　　　　　　　　　由谷　親夫

　　　　大阪大学バイオメディカル研究センター

　　　　　　　　　　　　　　　　　　内藤　博昭

　われわれの経験した小児期特発性心筋症（肥大型心

筋症（HCM）58例，拡張型心筋症（DCM）45例，拘

束型心筋症（RCM）4例）の後視的分析から，本疾患

の心臓移植の適応についてのべる，とくに小児期での

心臓移植の第一の対象とされるべきものの一つと考え

られる肥大型心筋症拡張相（DP－HCM）について，わ

れわれの5例の経験に基づいて，その早期診断の重要

性をのべる．またDCMおよびDP・HCMの予後の判

定について，一般に小児期では悪化の速度の早いこと，

また死亡の見通しには患者の訴えよりも客観的指標が

優先されるべきことをのべる．

　10．小児心筋疾患におけるプロコラーゲン・III・ペ

プチド・IV型コラーゲン値測定の意義一preliminary

study一

　　　　順天堂大学小児科

　　　　　　稀代　雅彦，井埜　利博，宮崎　英史

　　　　　　大久保又一，秋元かつみ，西本啓

　　　　　　藪田敬次郎

　　　　心臓血管病理研究室　　　　　岡田　了三

　心筋には1，III型コラーゲンが存在することが知ら

れている．今回，各種心筋疾患にてプロコラーゲソ・

III・ペプチド（PIIIP）およびIV型コラーゲソ（IVC）

値を測定し，心筋内線維化との関係を推察した．対象

肥大型，拡張型心筋症および心室性頻拍，心室性期外

収縮など20例，正常コントロール10例である．その結

果，心筋疾患では正常コントロールに比較し，PIIIP，

IVC共に高値であった．2例に心筋生検より得られた

心筋をモノクロナール抗体を用いてIII，　IV型コラー

ゲンを染色した．うち1例では間質の線維性化に一致

日本小児循環器学会雑誌　第9巻　第5号

してIII型コラーゲソが強く染色された．

　血中のPIIIP，　IVC測定は，心筋内線維化の一指標と

なり得る可能性を示唆する．

　11．Anthracycline系抗癌剤による潜在性心筋障

害の早期検出一低用量ドブタミン負荷心エコー法

（DOB）を用いて一

　　　　日本大学小児科

　　　　　　能登　信孝，原　　光彦，三沢　正弘

　　　　　　鮎沢　　衛，唐沢　賢祐，住友　直方

　　　　　　岡田　知雄i，原田　研介

　DOB（安静時，5μg及び10μg／kg／min）をanthracy－

cline系抗癌剤治療既往10例（ANT群：ALL　7例，

AML　3例，　Doxorubicin　35～450mg／m2，　Pirarubicin

25～600mg／m2）と年齢をマッチさせた正常対照10例

（CONT群）に施行した．　DOBの3段階での左室後壁

厚（LVPWTES），左室壁厚増加率（％LVPWT），左

室短縮率（SF）及び収縮末期左室壁応力（ESS）の変

化を両群で比較し，AMT群では心内膜心筋生検

（EMB）所見を点数化しDOB所見との関係を検討し

た．5μg及び10μg／kg／minのLVPWTES，また5μg／

kg／minの％LVPWTはANT群で有意に低値（p〈

0．05）をとり，更に5μg／kg／minのANT群でのESS

とEMB所見とはr＝0．74の相関が得られた．　DOBは

鋭敏に潜在性心筋障害を検出することが可能な検査法

である．

　12．心嚢液貯留，心肥大，心不全を伴う分類不能心

筋症の1乳児例

　　　　神奈川県立こども医療センター循環器科

　　　　　　　　　　　　山田　進一，岩堀　　晃

　　　　　　　　　　　　康井　制洋，宝田　正志

　　　　同　病理　　　　田中　祐吉，佐々木佳郎

　　　　東京女子医科大学第2病理　　西川　俊郎

　肥大型，および拡張型心筋症の病態を呈する分類不

能型心筋症と考えられる8ヵ月の男児例を経験した．

6ヵ月より体重増加不良があり，8ヵ月に咳嫉で来院，

胸部レソトゲソで心拡大，心嚢液貯留，肺うっ血認め，

心エコーにて心室中隔12mm，左室後壁9mmの肥厚，

左室駆出率の低下（42％），心嚢液貯留を認めた．心電

図では異常なく，血液検査では心筋逸脱酵素の軽度上

昇を認めた．心臓カテーテル検査では心拡大と駆出率

の低下を認めた．タリウム心筋シソチでは心筋の肥厚

と灌流欠損像を認めた．両室よりの心内膜生検では，

心筋の肥大，心内膜の肥厚，配列の乱れを認めたが，

組織学上は診断確定不能であった．
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　　　　　　　　　乳児期より多呼吸，

　　　　　　平成5年7月繰り返す肺炎，

　　　　　　　　　　　聴診にて，

聴取し，肝を右季肋下に3cm触知した．胸部レントゲ

ン写真にて肺うっ血，心陰影拡大，左下肺野の無気肺

があり，心電図上両心房負荷を認めた．心エコーで，

左房，右房，右室の拡大を認めたが，左室内腔の拡大

はなく，収縮能，心室壁厚はほぼ正常であった．心カ

テーテル検査にて肺動脈圧，肺毛細管模入圧の上昇，

右室と比べ左室により著しい心室拡張末期圧の上昇を

認めた．

　以上より小児にはまれであるとされる拘束型心筋症

の1例であると考えられたのでここに報告する．

　14．部分的には粘液腫の組織像を示し，診断に苦慮

した僧帽弁原発のSpindle　cell　sarcomaの1例

　　　　埼玉県立小児医療センター循環器科

　　　　　　城戸佐知子，高橋　一浩，周藤　文明

　13．拘束型心筋症の1小児例

　　　　国立小児病院循環器科

　　　　　　香取　竜生，菱谷

　　　　　　脇田　　傑，石澤

　　　　同　呼吸器科　　宮川

　症例は3歳男児．

加不良あり，

訴に当院入院となった．

　　　　　　星野　建司，小川

　　　　同　心臓外科

　　　　　　野村　耕司，宮本

　　　　同　病理

　症例は17歳の男児．

紹介となった．

　隆磯田　貴義

　瞭

知士，雑本　忠市

　　　多汗，体重増

　　　　無気肺を主

　III音，湿性ラ音を

潔

尚樹，中村　　譲

　　　小川　恵弘

　　　　　　　　　　運動時胸痛と気分不快を主訴に

　　　　　　　左房内に可動性の巨大な腫瘍を認め，

緊急手術を行った．腫瘍は50mm×40mmの白色，ムチ

ン様の固形腫瘍で，僧帽弁後尖に幅広く付着していた．

完全に切除はできず，僧帽弁に腫瘍が残存した．切除

した腫瘍の病理診断は粘液腫であった．

　1年の経過観察で，僧帽弁に付着した腫瘍は徐々に

増大してきたため，僧帽弁の人工弁置換を含めた手術

を検討していたところ，3ヵ月の経過で左室，右室，

右房に腫瘍が出現した．摘出した腫瘍の病理学的検索

を再度行ったところ，一部にSpindle　cell　sarcomaの

所見が認められた．示唆に富む症例と考え，文献的考

察を加え報告する．

　15．脚気心の1例

　　　　日本大学小児科

　　　　　　山口　英夫，岩田富士彦，唐沢　賢祐

　　　　　　藤沢　孝人，泉　　裕之，高橋　　滋

　　　　　　原田　研介
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　症例は8歳の女児．呼吸困難および全身浮腫を主訴

として来院，胸部レ線で心拡大，左第2弓の突出を認

め，心エコーで右室の拡大，心電図では不完全右脚ブ

ロックを認めた．心不全の治療とともにビタミンB1の

投与により急速に心不全は改善された．入院時のビタ

ミンBl値，赤血球トランスケトラーゼ活性が低下して

おり，脚気心と診断した．

　16．セレン欠乏症との関連が疑われた拡張型心筋症

の2例

　　　　日赤医療セソター小児科

　　　　　　土屋　恵司，与田　仁志，片岡　　正

　　　　　　薗部　友良，大川　澄男

　　　　同　小児外科

　　　　　　北野　良博，北原修一郎，橋都　浩平

　症例はヒルシュスプルング病類縁疾患のために成分

栄養剤，中心静脈栄養が施されていた3歳10ヵ月の女

児と11ヵ月の男児の2例である．経過中に突然拡張型

心筋症を発症し急性左心不全の症状を呈した．女児例

では，発症4ヵ月後に測定した血清セレソ濃度は0μg／

dlであったために，心筋障害との関連を疑い亜セレン

酸による補正を行った．左室駆出率は，ほぼ正常化し

左心不全症状は消失した．男児例では発症時のセレン

濃度はOPt　g／dlであり，同様に補正を行ったが左室駆出

率は0．2～0．3のまま改善せず，拡張型心筋症の状態が

持続した，ウイルス抗体価の上昆は認められず，ガリ

ウム心筋シンチの取り込みも認めていない．

　17．心筋炎後，高血圧を呈し，短期間に肥厚性心筋

症の像を呈した13歳男児の1例

　　　　帝京大学小児科

　　　　　　中山　豊明，中村　　元，萩原　教文

　　　　　　柳川　幸重，伊達　正恒，高橋　　茂

　　　　　　阿部　敏明

　我々は最近心筋炎と思われる状態から救命された後

に，急速に肥厚性心筋症と思われる状態への変化を示

した13歳男児を経験したので報告する．

　本年4月22日，雨の中を走り回って遊んで帰宅した

後，悪寒，下肢のしびれを訴えて臥床．20分後，喘鳴

と泡沫状ピンクの喀疾を排出，意識レベルも低下した

ため，ICUに運ぽれた．来院時，意識レベルII－3，

35．6℃，脈拍115bpm，呼吸数36／min，血圧115／45．末

梢性チアノーゼが著明であり，全肺野にcoarse

crackle聴取．胸部X線では全肺野に鯵血像．心電図

は洞性頻脈，左室肥大傾向，心エコー図では，LV　con－

tractionの低下が見られた．　IABPを開始した後心不
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全ぱ急速に改善した．24日より180／120にも達する高血

圧を呈し始め，その後，コントロール困難な高血圧が

続き，心筋は著明に肥厚しはじめ，肥厚性心筋症の像

を呈し始めている．

　教育講演

　心筋症への分子生物学的アプローチ

　　　　東京大学医学部第3内科　　　永井　良三

　近年，家族性心筋症において，いくつかの遺伝子異

常が見いだされ，注目を集めている．とくに肥大型心

筋症における14番染色体上の心筋ミオシソ重鎖遺伝子

の点突然変異は，その様式に応じて予後が異なり，臨

床的に重要な意義を持つ．しかしながら，我が国の家

系は18番染色体と連鎖することが明らかとなってお

り，独自の遺伝子解析が必要である．拡張型心筋症で

は，ミトコンドリァDNAやジストロフィン遺伝子の

異常による症例が存在する．また家族性QT延長症候

群は最近，11番染色体に原因遺伝子が存在することが

報告されたが，11番染色体と連鎖しない家系も存在す

る．このように遺伝子レベルで心筋症の本態が明らか

になりつつあるが，一方で，心肥大や心不全の病態も

分子レベルで解明されてきた．心筋炎におけるパー

フォリンや，肥大心形成におけるアンギオテンシンII

の役割は最近の研究の成果である．

　1。小児期肥大型心筋症の加算平均心電図による検

討

　　　　横浜市立大学小児科

　　　　　　山岡　貢二，佐近　琢磨，佐川　浩一

　　　　　　真下　和宏，柴田　利満，岩本　真理

　　　　　　安井　　清，新村　一郎

　目的：肥大型心筋症（HCM）について加算平均心電

図（SAECG）を用いて，心筋活動電位における高周波

成分の特徴を検討する．

　対象：心エコー，心電図にてHCMと診断した
HCM群12例，健常児19例と心エコーで急性期より一

度も冠動脈病変を認めなかった川崎病罹患児63例計82

例をControl群とし，両群を年齢により6～10歳

11～15歳，16歳以上に分け検討した．

　方法：SAECGはCORAZONIX製Predictor　ver・
sion　6．1を用いて，ノイズレベルが0．30μV未満になる

まで加算平均を行った．時系列解析はBidirectional

Butterworth　Highpass創terにて40Hz以下の低周波

成分を除外し，漏波成分について検討した．周波数解

析はBlackman・Harris　windowを用いて高速フーリ

エ変換（FFT）を行った．
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　結果：両群問に有意差を認めず，小児のSAECGで

はfQRSD，　LAS40，周波数成分が成人と異なり加齢と

共に変化した．新たに条件設定と基準値を決定する必

要があると思われた．

　2．小児の不整脈疾患における心内膜心筋生検の意

義

　　　　東京女子医科大学第2病理

　　　　　　西川　俊郎，石山　　茂，竹田　和代

　　　　　　田中正人，笠島武
　　　　東京医科歯科大学第2内科　　廣江　道昭

　不整脈や伝導障害を主徴とする症例の中には心筋疾

患と考えるべき症例があるとされているが，小児では

まだ十分な検討がなされていない．われわれは，44例

の小児不整脈症例の心筋生検所見を分析し検討を行っ

た，症例の内訳は，房室ブロック（AVB）20例，心室

性期外収縮および心室性頻拍（PVC・VT）21例，洞不

全症候群（SSS）3例であり，いずれも臨床的に基礎疾

患は認められない．心筋病変を既報の方法（呼と循36：

1155）に従って半定量評価すると，病変度（ff）以」二

を含む高度な病変が，AVB：7／20（35％），　PVC・VT：

5／21（24％），SSS：3／3（100％）に認められた．こ

の様に心生検で高度な病変がみられた症例は，心筋疾

患として認識する必要があると考えられた．

　3．小児心筋疾患と不整脈一核医学的検査所見

　　　　土浦協同病院小児科

　　　　　　渡部　誠一，清水　純一，福田　睦夫

　　　　東京医科歯科大学第2内科　　廣江　道昭

　不整脈が心筋疾患の初期サインの可能性があること

が言われている．今回，不整脈が高度である者や心機

能低下・ST低下等を伴う不整脈児に対して核医学的

検査を行い，心筋疾患を示唆する所見を得たので報告

する．

　対象は心室性期外収縮9名，房室ブロック5名，発

作性頻拍症1名，WPW症候群5名である．年齢は7
ヵ月一一　18歳（平均11．1歳），男子6名，女子14名である．

核医学的検査はジビリダモール負荷Tl・201，　Tc・99m・

Tl－201二核種同時投与，安静時MIBG等の心筋

SPECTを行った．20名中9名（45％）に心筋疾患を示

唆する有意な核医学的検査所見を得た．経過観察にも

有用であった．心筋疾患と診断された者は急性心筋炎

4名，慢性心筋炎1名，肥大型心筋症2名，拡張型心

筋症1名である（臨床的診断で，心内膜心筋生検は一

部のみ），不整脈児に対して適切な核医学的検査法を用

いて，心筋疾患のスクリーニングを行うことは有意義
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であると考える．

　4．心室性頻拍症におけるステロイド療法一一3症例

での検討一

　　　　順天堂大学小児科

　　　　　　大久保又一，井埜　利博，稀代　雅彦

　　宮崎　英史，秋元かつみ，西本

　　藪田敬次郎

同　心臓血管病理研究室

　　　　　　　　河合　祥雄，岡田

啓

了三

　はじめに：明らかな器質的心疾患の認められない，

いわゆる特発性心室性頻拍症に心筋生検を行い，一部

の症例でステロイド療法を試みたので報告する．

　対象：心室性頻拍症10例．年齢は4ヵ月～17歳11カ

月（平均9．0歳）．男女比は，M：F＝8：2．心エコー

では明らかな形態異常は認めなかった．

　方法：8例において心筋生検を行った．

　結果：8例中5例（63％）に慢性心筋炎もしくは心

筋炎後の状態を認めた．

　ステPイド療法：3症例で投与を試みた．症例1；

6歳9ヵ月．心筋生検で心筋炎後の状態を認め，プレ

ドニゾロン1mg／kg／dayを経口投与したところ心室

性頻拍は消失した．症例2；12歳8ヵ月．心筋生検で

同様に心筋炎後の状態を認め，プレドニゾPン0．6mg／

kg／dayで開始したが効果は認められなかった．症例

3；10ヵ月．心筋生検では慢性心筋炎の所見を認めた．

プレドニゾロンの経口投与では効果が認められなかっ

たため，メチルプレドニゾロン30mg／kg／dayのパル

ス療法を施行したところ心室性頻拍は消失した．

　まとめ：非侵襲的検査では明らかな器質的心疾患が

発見されない心室性頻拍症では，心筋生検が有用であ

り，心筋炎の所見を認めた場合ステPイド療法が有効

である症例が存在すると思われる．

　5．心室頻拍発作を契機に発症したUh1病の1例

　　　　都立広尾病院小児科

　　　　　　　　　　　　伊東　三吾，小林　　弘

　症例は9歳の男児．平成4年7月28日，学校での水

泳指導中，潜水直後に気分不快，めまい，頭痛から失

神を来たし来院，心電図で心室頻拍と右室電位の低下

がみられARVDが疑われた．胸部レ線写真はCTR＝

0．54，断層心エコーにて右室心筋の菲薄化，右室・右

房の拡大，三尖弁逆流，肺動脈弁逆流がみられ，

dynamic　CT，　MRI　angio等からUhl病と診断した．

外来にて経過観察をしていたが，平成5年2月12日よ

り心不全症状で再入院となり，この時の胸部レ線写真
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ではCTR＝0．59と前回入院時に比べ心拡大が増大し

た．入院3日後に心房細動がみられたが，ジギタリス

の使用で消失している．現在はリスモダン，ジギタリ

ス，利尿剤等の投与により小康状態を得ているが，時

に心室頻拍がみられる事がある．

　6．long　QTを示し，　torsade　de　pointesをくり返

したhistiocytoid　cardiomyopathy　in　infancyの1

例

　　　　東邦大学第1小児科

　　　　　　星田　　宏，星野　恭子，瀧森しのぶ

　　　　　　青木　　裕，松裏　裕行，佐地　　勉

　　　　　　松尾　準雄

　　　　同　第1内科　　　　　　　五十嵐正樹

　　　　同　第2病理　　　　　　　　大谷　方子

　症例は1歳3ヵ月女児，胎児期より徐脈と頻脈を繰

り返す不整脈を認めていた．出生数分後より発作性上

室性頻脈を来しice　bag法にて消失，その後，発作は

ないが哺乳力低下と体重増加不良があり，利尿剤と強

心剤にて経過観察されていた．8ヵ月時に自宅にて，

けいれん，心肺停止来たし，救急車にて来院．CPRに

反応したが，心エコーで著明な心筋肥厚，心電図にて

QT延長を認め，　torsade　de　pointesをくり返し，薬物

療法に抵抗性を示し，7ヵ月後に死亡．

　剖検組織所見では両心室，心室中隔，両心房の心内

膜側に明るい胞体を有する泡沫細胞の増生，周囲心筋

の肥大，配列の乱れ，間質の巣状線維化，心内膜肥厚

等を認め，histiocytoid　cardiomyopathyと診断した．

　電顕所見では泡沫細胞にミトコンドリアの著明な増

加を認めた，

　また，生前に行った骨格筋の生検ではcytochrome　c

oxidaseの活性低下をみとめた．

　7．Adams・Stokes発作を呈した急性心筋炎の3

例

　　　　群馬大学小児科

　　　　　　杉山　幹雄，小林　敏宏，小林　富男

　　　　　　茂木　洋一，黒梅　恭芳

　　　　群馬県立小児医療センター内科

　　　　　　　　　　　　　　　　　　曽根　克彦

　Adams－Stokes発作を呈した急性心筋炎の3例を報

告する．症例①は5歳の男児で，咳漱，嘔吐があり，

2日後意識消失発作を呈した．30／分の洞性徐脈と心室

性期外収縮があり，isoproterenol，　xylocaineの使用で

改善した．本症例は3年後心室頻拍をおこした．症例

②は12歳の女児で，咳漱，嘔吐があり，3日後意識消

Presented by Medical*Online



704－（90）

失発作を呈した．高度房室ブロックと心室停止があり，

isoproterenol，　xylocaineの使用で改善した．症例③は

2歳の男児で，発熱から4日後意識消失発作を呈した．
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完全房室ブロックと15秒にもおよぶ心室停止を認め

た．ペースメーカー装着にて救命しえた．
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