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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　小児の急性心筋炎5例（女5例，5～13歳，平均8．2歳）を経験したので，臨床経過及び心電図所見，

特に合併した心室性頻拍を中心に，若干の文献的考察を加えて報告する．

　心症状発現時に5例中4例は失神経発作を生じ，他の1例では心不全症状を呈した．

　全例とも経過中に多彩な不整脈を呈し，急速な変化を示した．併発した主な不整脈としては，心室性

頻拍1例，心室性期外収縮4例，房室ブロック2例であった．心室性頻拍を示した1例では，心機能の

回復に伴い心室性頻拍が一時的に消失したが，再発し現在までに継続している．房室ブロックの2例に

は，短期間の一時的ペーシングを施行し救命できた．現在，死亡1例を除く4例を最長11年間経過観察

中であるが，現在まで継続する不整脈を示した症例は，ショートラン型心室性頻拍を発病後4年でも認

める1例のみである．

　5例中3例に，心症状発現より29～45日（平均34．7日）に，電気生理学的検査を施行した．HV時間延

長を2例に，房室結節縦解離を1例に認めたが，心室性頻拍あるいは上室性頻拍の誘発は見られなかっ

た．電気生理学的検査施行3例中1例に，心筋生検を行い心筋細胞の融解と，間質へのびまん性のリン

パ球浸潤を認めた．

　心筋炎経過中に見られた不整脈の監視には，ホルター心電図及び回復後のトレッドミル運動負荷試験

が有用であった．特に致死的不整脈を認めた症例では，電気生理学的検査と心筋生検を積極的に施行す

べきと思われる．

　　　　　　　　　緒　　言

　急性心筋炎の急性期には，刺激伝導系及び心室固有

筋への炎症の波及に伴って，様々な不整脈が誘発され，

その一部は致死的なものである．心電図異常としては，

QRS低電位化，房室ブロック，頻脈性不整脈，　ST変

化，脚ブロックなどが挙げられる．成人においては，

完全房室ブロック25．9％，心室性頻拍8．5％と河村ら1）

が報告している．しかし小児においては，完全房室ブ
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ロックの併発の報告は見られるが2）3），心室性頻拍の報

告は少ない4）～6）．本稿では，急性心筋炎5例中1例に心

室性頻拍の合併を認めた．さらに心室性頻拍症例を含

めた3症例に，発病より平均34．7日目に電気生理学的

検査を施行したので，この結果を含めて小児急性心筋

炎に併発する不整脈，特に報告例の少ない心室性頻拍

を中心に報告する．

　　　　　　　　対象及び方法

　対象は1980年から1990年の11年間に当科受診し，大

国ら7）による小児心筋炎の診断のための試案に基づ

き，急性心筋炎と診断された5～13歳（平均8．2歳）の
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5症例で，全例女児である．各々の発病時年齢，前駆

症状，心症状発現までの期間，合併した不整脈，検査

所見，発病後の経過などを検討した．ホルター心電図

は，日本光電社DMC3252などを用い，またトレッド

ミル運動負荷試験は，マルケット社CASE15で主に

Bruceのプロトコールを用いて，合併した不整脈の経

過を観察した．5症例中3例に，発病から29～45日目

にEPSを，また1例には同時に心筋生検を施行した．

　　　　　　　　　　結　　果

　1．心筋炎5例の臨床所見を表1に示す．

　前駆症状では感冒様症状が全例に見られ，前駆症状

より発病までの期間は，2～4日で平均3．4日である．

　心症状としては，痙攣を伴う失神発作（Adams－

Stokes発作）を4例で認め，1例は呼吸困難を主とし

た著明な心不全症状を示した．死亡は1例（症例5）

で，某院受診翌日に，痙攣の後に心停止を起こし，搬

送時には蘇生に全く反応を示さなかった．他の4例は

3年から11年の経過観察中で生存しており，急性期及

び回復期に示した不整脈が現在まで継続している症例

は，急性期にVTを認めた1症例のみである．

日小Z盾誌、　10（3），1994

　II．全例の経過中の心電図異常を表2に示す．

　急性期及び回復期に生じた心電図異常としては，房

室ブロック2例（高度1例，2度1例），心室性頻拍1

例，完全右脚ブロック1例，ST－T変化4例，心室性期

外収縮4例，上室性期外収縮2例，QRS軸異常1例で

あった．ST－T変化は死亡症例を除く3例に見られ，正

常化するのに17～31日を要した．死亡症例では入院前

日の心電図記録があるのみで，1，。VL，　V3～V6の軽度

ST上昇と，　V1のST低下を認めたのみであった（図

1）．完全右脚ブロックを呈した1例では，2日目には

正常QRS幅に回復した．また心室性期外収縮期は5

例中4例に認め，うち1例では心室性頻拍を生じた．

症例1における心室性頻拍時のモニター心電図を図2

に示す．この症例は，入院時意識昏迷で持続性心室性

頻拍を呈したため，DCカウンターショックを用いて

洞調律に復帰させたが，心機能回復後にもショートラ

ン型心室性頻拍を認めた．その後一時的に心室性頻拍

は消失したが，発症後1年5カ月より，再びトレッド

ミル運動負荷試験とホルター心電図にて，ショートラ

ン型心室性頻拍を認める様になった．

表1　心筋炎5例の臨床所見

症例 性別
年齢
（歳） 前駆症状

心症状出現
　時　期

発現した心症状 併発した主な不整脈

1 F 7 発熱，咳轍 4日目 嘔吐，失神 心室性頻拍

2 F 9 発　熱 4日目 胸痛，失神 2度房室ブロック

3 F 10 咳　轍 4日目 呼吸困難 ST－T変化

4 F 5 腹　痛 3口目 失　神 高度房室ブロック

5 F 10 発　熱 2日目 嘔吐，失神 ST－T変化

前駆症状より心症状発現までの期間は平均3．4日である．心症状としては4例が失神

で，1例が心不全症状である．心室性頻拍は5例中1例で，房室ブロックを5例中2

例に認めた．

表2　経過中の心電図異常

房室ブロック
PVC PAC VT CRBBB症例 低電位

II° 高度 III°
ST変化 T波

陰転化
QRS
軸異常

1 ○ ○ ○ ◎

2 ○ ○ ○ ○ ○ ○

3 ○ ○ ○ ○

4 ○ ○ ○

5 ○

○は全経過中に各症例で認めた心電図異常を示す．◎は現在まで継続する心電図異常を示している．

PVC：心室性期外収縮　PAC：心房性期外収縮　VT：心室性頻拍　CRBBB：完全右脚ブロック

現在まで継続している不整脈は症例1の心室性頻拍のみである．
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房室ブロックを示した2例に電極カテーテルを挿入

し，各々1日間，4日間の一時的ペーシングを行い，
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正常房室伝導回復後にペーシングワイヤーを抜去し

た．退院後も房室ブロックは一度も認めていない．

　III．心筋逸脱酵素の経過中の最大値を表3に示す．

心筋逸脱酵素の上昇は軽度の症例が多く，CPKあるい

はCK・MBにおいても，全症例での最大値は1，520

mU／ml，127mU／mlである．

　IV．全例とも咽頭培養，尿培養，血液培養，便培養

は全て陰性であり，また有意なウイルス抗体価の上昇

は認めなかった．

　V．心エコーで左室内径短縮率を経時的に記録でき

たのは2症例で，左室内径短縮率の著明な低下を認め

たが，ともに5日以内で回復した．特に左室内径短縮

率及び左室駆出分画と心筋逸脱酵素が，典型的な推移

を示した症例2の変化を図3に示す．

　VI．ホルター心電図を心機能回復期と退院後に反復

して，2例に施行できた．このうち1例は，心室性頻

、VL『 川一／
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図1　症例6の5歳時と10歳死亡前日の心電図比較．

　5歳時には正常心電図であるが，死亡前日には1誘

　導の低電位化と1，。VLのST上昇及びV1のST低
　下を認める．II，　aVFでT波は平抵化しており，　III

　でT波は陰転化している．またV4からV6ではT
　波増高め認め心膜炎の合併を疑わせする．
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図2　症例1の洞調律の12誘導心電図と持続性心室性頻拍時のモニター心電図．洞調

　律では肢誘導と左側胸部誘導のT波平抵化を認める．持続性心室性頻拍時には12誘

　導心電図の記録はできず，モニター上で最大250拍／分の心室性頻拍を認めた．この

　後DCカウンターショックにて洞調律に復した．洞調律復帰後の12誘導心電図では

　起源部位が心尖部と右室流出路の多源性の心室性期外収縮を認めた．
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図3　症例3における心筋逸脱酵素と心エコー上の左室収縮機能の推移．横軸には心

　症状発現よりの日数を示す．4日目には左室機能も回復し，心筋逸脱酵素も5日目

　には正常化した．

拍を示した症例であった．心室性頻拍を認めた症例1

における，一日心拍数，一日孤立1生心室性期外収縮数，

一 日連発性心室性期外収縮数，一日心室性頻拍数の推

移を図4に示す．症例1では，発症時に一日心室性頻

拍数が67エピソード見られたが，翌日には孤立1生心室

性期外収縮と連発性心室性期外収縮のみとなった．し

かし第30病日に，再びショートラン型心室性頻拍を1

エピソード認め，第43病日には，一日心室性頻拍が91

エピソードに増加した．一時的に発病5カ月後のホル

ター心電図では，孤立性心室性期外収縮を認めるのみ

となったが，発症後2年の現在でもショートラン型心

室性頻拍を，一日64エピソード（最高4連発，最大レー

ト174拍／分）認めており，メキシチールとミケランで

治療中である．症例2は第5病日に孤立性心室性期外

収縮を認めたが，以後上室性期外収縮の散発を示した

のみで，発症1カ月後には上室性期外収縮も見られな

くなった．

　VII．症例1のトレッドミル運動負荷試験の結果を表

4に示す一．この症例では，運動によりV5，　V6の結節性

ST低下と孤立性心室性期外収縮の増加を来したが，

他の3例では運動誘発性の不整脈と，ST変化は認め

なかった．また症例1のST変化も，発症より9カ月後

には消失した．

　VIII．電気生理学的検査を施行した3症例の結果を表

5に示す．HV時間延長を2例に，房室結節縦解離を1

例に認めたが，心房及び心室早期刺激法では，心室性

頻拍あるいは上室性頻拍は全例とも誘発されなかっ

た．洞結節機能においても異常は認めなかった．電気

生理学的検査施行の3例中1例に施行した心筋生検で

は，心筋細胞の配列の乱れとリンパ球浸潤を認めた．

　IX．平均加算心電図を記録できた症例1では，

丘ltered－QRS幅87．5msec，　QRS終末40msecのRoot

Mean　Square　184μV，40μV以下の電位の持続時間

20．5msecと，心室遅延電位は陰1生であった．

　　　　　　　　　　考　　察

　①心筋炎に併発した心室性頻拍

　a）発生頻度について

　小児の急性心筋炎に伴う心室性頻拍の報告は非常に

少なく，中川ら4）の14例中1例，そして今回本稿におお

いて5例中1例の報告をみるくらいである．一方，心

室性頻拍症例を対象として，その基礎疾患に心筋炎を

認めたという報告が，Rocchiniら5）の38例中3例，

Pedersenら6）の18例中2例にされている．また突然死

の剖検所見に心筋炎を認めたという報告8）～1°）がある
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図4　症例1のホルター心電図における一日心拍数，一日心室性期外収縮数，一日連

　発数，一日心室性頻拍数の経時的変化．横軸には心症状発現よりの日数を示す．心

　症状発現より12日目で心室性頻拍及び心室性期外収縮は消失したが，16日目より孤

　立性と連発性心室性期外収縮が散発するようになり，43日目には心室性頻拍が出現

　し，56日目には再び全て消失したが，以後外来にてショートラン型心室性頻拍を認

　めている．

表3　心筋逸脱酵素の最大値

症例
　　　　GOT
（12～27mU／m1）

　　　　　LDH

（249～448mU／ml）

　　　　　CPK

（30～188mU／ml）
　　　CK－MB
（6～20mU／lnl）

1 111（1） 821（4） 430（2） 58（1）

2 117（1） 1，285（2） 946（1） 70（1）

3 56（14） 784（3） 407（1） 不　明

4 136（1） 1，063（3） 797（1） 127（1）

5 257（1） 1，527（1） 1，520（1） 不　明

数値の後の（）は正常値に復するまでの日数を？は期間が不明であることを示す．正常値

は上段酵素下のカッコ内に示す．CPKの最大値は症例5の1，520mU／mlで，　CK－MBは症例

4の127mU／mlであるが比較的やや高値程度が多い．正常値に復するまでの期間は症例3の

GOTを除き全て1週間以内である．

ことより，心筋炎に併発した心室性頻拍によって，突

然死した症例を含んでいることも考えられる．以上よ

り，死亡後の剖検ができなかった症例も含むと，小児

急性心筋炎に伴う心室性頻拍の発生頻度は，決して低

くはないと思われる．

　今回著者らは，急性心筋炎の診断基準のうち前駆症

状が不鮮明なために，除外した1例を経験した．この

患児は父親のみの家庭環境で，一人でいる際に突然失

神発作を起こした．すぐに自然回復したが，2日後に

再びめまいがしたため近医を受診し，完全房室ブロッ

クと診断された．その後，当院入院時には正常洞調律

に房っており，不整脈の経過より急性心筋炎が疑われ
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表4　症例1のTMT所見の経過

発症後経過口数 33 40 61 79 261

負荷方法 She伍eld Bruce Bruce Bruce Bruce

ET（min） 101 61 7 7’ 8’

peak　HR（bpm） 166 178 198 2⑪2 204

max　BP 147 144 152 139 147

ST変化 II、　III，　aVF，

V2～V6にST低下
II，　III，　V3，　V5

ST低下
V4～V6にST低下 II，　III，　aVF，

V3～V6にST低下
V4～V6に軽度
ST低下

誘発された
　不整脈

負荷前，負荷中とも
にPVC，　coupletが
散発

負荷前にshortrun
型VT3連発を1個
認めるのみ

負荷前にPVCが散
発 一

BruceプロトコールにてET，　maxBPは大きな変化はみられないが、PVC．　VTの誘発は79病口以降は消失している．

ET：運動耐容時間　peakHR：最大心拍数　maxBP：最高収縮期血圧

表5　EPSの結果

RA AVN RV
SACT症例 AH HV

ERP FRP ERP FRP ERP FRP
％SNRT

／ 60 34 170 192 （F）280

（S）192

（F）404

（S）363
『 112 146

2 80 63 190 230 281 364
一 一 116 86

4 60 140 180 210 ＞180 ．
23〔〕 240

一
140

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位は％SNRT以外はmsec

ERP：有効不応期　FRP：機能的不応期　SACT：洞房伝導時間　％SNRT：洞結節回復時間

を洞周期長で割ったパーセントを示す．マイナスはSACTではリセットせずを示す．他は不明あ

るいは施行せずを示す．症例1ではfastとslow　pathwayの房室結節縦解離を認める．症例2と

症例4ではHV時間延長を認める．正常値は以下の値を使用した，

AH：79±11msec　IIV：37±5msec　RAERP：／70300msec　RVERP：170－290msec　AV－

NERP：230・425msec　AVNFRP：330－525msec　％SNRT：165％以下　SACT　l　55－139

msec

た．またこの症例では，入院時のホルター心電図にて，

ショートラン型心室性頻拍5連発が記録された．しか

しこれ以降は，ホルター心電図とトレッドミル運動負

荷試験でも，心室性頻拍は一度も記録されていない．

従って本症例を急性心筋炎に含めると，本稿での心室

性頻拍発生頻度は，20％から33％と高くなることにな

る．

　b）治療及び管理について

　症例1では心室拍数250／分の速拍性心室性頻拍が出

現し，失神をおこしたためDCカウンターショックを

行い，洞調律に復帰させた．その後，出現したショー

トラン型心室性頻拍に対して，リドカインの静注と点

滴静注で治療し，心機能回復後にはメキシレチンの経

口投与を行った．このように心室拍数が多く，致死的

な持続型心室性頻拍に対しては，DCカウンター

ショックと薬物療法を併用し，厳重な監視を要すると

思われる．但し注意しなければならない事は，リドカ

インの増量によって本症例で見られたように，幻聴，

幻視などの副作用の出現である．本症例ではメキシレ

チンに変更し，副作用は消失した．

　心筋炎後の心室性頻拍の推移としては，心機能回復

以降に継続する例もあれば，すぐに消槌する例も考え

られる．おそらく刺激伝導系や心筋細胞への炎症の波

及程度や，癩痕や線維化形成の範囲によって，心室性

頻拍の持続期間が決定されると思われる．

　心機能回復後の経過観察には，特発性心室性頻拍と

同じようにホルター心電図やトレッドミル運動負荷試

験を施行し，注意深い観察が必要と思われる．また心

室性期外収縮や心室性頻拍が継続する症例には，積極

的に電気生理学的検査を施行し，同時に薬理学的効果

を検討すべきと思われる．また，非侵襲的検査として

心室遅延電位も有用であると思われるが，施行した症

Presented by Medical*Online



平成6年10月1日

例数が少ないことより今後の課題としたい．

　②電気生理学的検査について

　小児の急性心筋炎症例に対して電気生理学的検査を

施行した報告は，前述のRocchiniら5）の1例と，

Pedersenら6｝の施行した2例のみである．Rocchiniら

の症例では，心室早期刺激によって頻回の心室性頻拍

が誘発されたが，Pedersenらは2例とも誘発できな

かった．いずれも，心筋炎の発病より電気生理学的検

査施行までの期間は不明である．今回著者らが施行し

た3症例の電気生理学的検査では，心室性頻拍や上室

性頻拍の頻脈性不整脈は全例で誘発されず，洞結節機

能の異常もなかった．心室性頻拍が現在まで継続して

いる症例1においても，心室性頻拍は誘発できなかっ

た．この原因として考えられることは，本症例の心室

性頻拍は運動誘発性であることから，自律神経系の関

与が検査時には全身麻酔によって抑制されたか，ある

いは誘発刺激を右室流出路にも施行すべきであった

か，などが考えられる．また心室性頻拍が誘発できれ

ば，薬効評価を行い最適の治療薬を決定するべきであ

る．尚本症例は左室機能は現在も正常であり，心筋症

を疑わせる所見はみられていない．

　③房室プロツクにいて

　心室性頻拍と同様に治療が遅れると，致死的になり

うる房室ブロックについて述べる．今回2度以上の房

室ブロックを認めた2症例に，一時的ペーシングを施

行し救命することができた．実際にペーシングを施行

した期間は短かかったが，徐脈に対してイソプロテレ

ノールが無効の時には進行も考えられるので，早期に

電極カテーテルを挿入し，準備しておくことが重要と

思われる．そして自己の心拍数が上昇し回復したこと

が確認できれば，ペーシングを中止しワイヤーを抜去

すれば良いと思われる．しかし，自己の心拍数が上昇

せず，高度以上の房室ブロックが継続する時は，恒久

的ペースメーカー植え込みもやむを得ない，と思われ

る．電気生理学的検査を施行した症例4は，HV時間の

著明な延長，即ちHVブロックを認めていたが，回復

後は正常房室伝導に戻っている．

　　　　　　　　　　結　　語

　1）小児急性心筋炎5例中1例に，心室性頻拍を認め

た．

　2）5症例中3例に電気生理学的検査を施行したが，

373－（35）

頻脈性不整脈は誘発されなかった．

　3）心機能回復後も，心室性頻拍や房室ブロックが継

続することが考えられるので，ホルター心電図，トレッ

ドミル運動負荷試験で経過観察し，必要ならば積極的

に電気生理学的検査や心筋生検を併用していく管理が

必要と思われる．
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AClinical　Study　of　Arrhythmia　Caused　by　Acute　Myocarditis　in　Five　Children

　　　　　　－The　Frequency　and　Management　of　Ventricular　Tachycardia一

　　　Hirohide　Kobayashi，　Ichirou　Niimura，　Susumu　Minamisawa，

　　　　　　　　　　Kazuhiro　Mashimo　and　Toshimitsu　Shibara

Department　of　Pediatrics，　Yokohama　City　University　School　of　Medicine

　　　In　this　report　we　describe　the　clinical　findings　in　5　young　patients（age　range：5to　13　years）

who　had　acute　myocarditis．　The　patients　were　followed　for　3　to　ll　years，　except　for　one　patient

who　died．　Four　of　the　five　patients　had　syncopal　attack　at　the　onset，　and　the　other　patient　had

symptoms　of　acute　heart　failure．　All　patients　had　various　arrhythmias　which　revealed　rapid

change．　The　principal　arrhythmias　caused　by　myocarditis　were　ventricular　tachycardia（VT）（1

case），　premature　ventricular　contraction（PVC）（4　cases）and　atrioventricular　block（AVB）（2

cases）．　Two　patients　who　had　AVB　underwent　temporary　cardiac　pacing．　One　patient　who　had

sustained　VT　at　onset　showed　short－rum　VT　for　four　years．

　　　An　electrophysiological　study（EPS）was　performed　in　the　early　phase　of　the　recovery　of

cardiac　function　in　three　patients．　The　results　of　EPS　showed　the　prolongation　of　HV　time　in　two

patients　and　dual　atrioventricular　nodal　pathways　in　one　patient．　VT　and　supraventricular

tachycardia　were　not　induced　in　any　of　the　three　patients．　Endomyocardial　biopsy　was　performed

in　one　patient．　The　specimen　showed　inflammation　with　cellular　infiltration．

　　　The　24－hour　ambulatory　monitoring　is　very　useful　to　detect　arrhythmias　in　acute　myocarditis

and　repeated　treadmill　exercise　testing　is　also　important　to　detect　serious　arrhythmias．　EPS　is

also　useful　to　estimate　the　severity　of　the　arrhythmias．　We　suggest　that　EPS　and　endocardial

biopsy　should　be　done　actively　to　make　good　use　of　the　results　of　the　treatment，　because　the

frequency　of　VT　caused　by　myocarditis　may　be　higher　in　children　than　previously　thought．
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