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〈症例報告〉

乳児期早期の心筋障害によると思われる左室瘤の1例
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　症例は5歳男児．在胎35週，1，846gで双胎第2子として出生し，1カ月で新生児集中治療室を退院し

た．その6日後に低体温と哺乳力低下を主訴に再入院となり，入院2日後に心筋逸脱酵素の上昇と心電

図上II，　III，　aVF誘導の異常Q波と，心エコー上で左室後壁のakinesisを認めた．その40日後に左室後

壁に心室瘤が形成されていた．

　以後無症状で発達歴，成長歴とも正常範囲であった．5歳時に心臓カテーテル目的で入院した際には

心雑音，肝腫大はなく，胸部レ線，心電図も異常なかった．左心室造影では左室後壁から後側壁にかけ

て，奇異性運動を示す心室瘤を認めた．冠動脈造影では明らかな狭窄は見られなかったが，回旋枝の後

側壁枝が細く，タリウム心筋シンチグラムでは左室後壁から後側壁にかけて完全灌流欠損が認められた．

　今後は経過観察をし，心室瘤の拡大，心不全，不整脈などの症状の発現があれば，手術による切除を

考慮していく方針である．

　　　　　　　　　緒　　言

　心室壁の突出は瘤と憩室に分けられる1〕．心室瘤は

収縮期に壁が収縮しないか，むしろ突出するもので，

心室憩室は収縮期に突出部分も収縮するものと定義さ

れる1）．心室憩室は心筋の部分的形成異常に基づく稀

な疾患で，先天性のものがほとんどである2）．一方，心

室瘤は原因不明が後天性のものが多い3）．後天性左室

瘤は，成人では心筋梗塞に伴い形成される事が多

い4）一”6）．小児では外傷，手術後や冠動脈異常での心室瘤

が報告されている7）．心筋梗塞や心筋炎に伴う心室瘤

は，理論的にはどの年齢でも起こりうるはずであるが，

幼年期に形成されたという報告は少ない1）．

　我々は生後1カ月時に感染を契機とした心筋障害に

より生じたと思われる．左室後壁から後側壁に形成さ

れた心室瘤の1例を経験したので報告する．
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　　　　　　　　　症　　例

　患児は現在5歳の男児である．

　家族歴：特記すべきことなし．

　現病歴：在胎35週，1，846gにて双胎第二子として出

生した．アプガースコアーは1分値8点で身体上特に

異常を認めず，1カ月間の新生児集中治療室管理の後

退院した．しかし退院6日後，低体温，哺乳力低下を

主訴に再入院となった．

　再入院時は体重2，300g，呼吸数43回／分，脈拍数148

回／分，体温35．7℃で，心雑音及び肝腫大は認めなかっ

た．

　再入院当日の検査では，白血球数6，400／μ1，GOT　21

1U／ml，　GPT　1511U／m1，　LDH　3171U／ml，　CRP　2十

（定性）と白血球減少と炎症反応陽性を認めるのみで

あった．血小板数は18．2×104／μ1と減少していなかっ

た．入院2日後に施行した心電図にて，II，　III，　aVF誘

導に異常Q波を認め，右側胸部誘導でST低下を認め

た（図1）．同時にGOT　3001U／ml，　GPT　1，9111U／ml，
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図1　再人院時心電図．II，　III，　aVFで異常Q波を認

　め，VlからV4にかけて著明なST低下を認める．ま

　た肢誘導では，やや低電位を認める．
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図2　再入院時心エコー図．心尖部四腔像にて，左室

　後側壁にakinesis部分を認めた（＊と矢印にて示
　す）．

　RA：右心房，　RV二右心室，　LA：左心房，　LV；左

　心室

LDH　2，0101U／mlと心筋逸脱酵素が上昇し，同日に経

過中の最大値を示した．また細菌培養は全て陰性で

日小循誌　11（2），1995

あった．臨床的には，軽度哺乳力低下以外のショック

症状や著明な心不全症状はなかった．哺乳力低下は

徐々に改善したが，入院22日後に施行された超音波検

査では，左室後側壁にakinesis部分を認め，入院40日

後には同部位は心室瘤に進展していた（図2）．血液検

査の心筋逸脱酵素異常は入院2日目に最大値を示した

後，次第に低下し入院7日口には正常化した．

　退院後は発達歴，成長歴は正常で，無症状であった．

運動に関しては全く制限なく，5歳時に就学前精査に

て心臓カテーテル検査目的で入院となった．

　5歳入院時現症：身長107cm，体重17kgで，心雑音

及び肝腫大は認めない．

　5歳入院時胸部レ線及び心電図：心胸郭比は54％

で，肺血流量は正常範囲である（図3）．心電図は正常

洞調律で，QRS平均軸は＋60度である．不完全右脚ブ

ロックを認めるが，異常Q波やST変化は認めていな

い（図4）．

　心臓カテーテル検査：心係数は熱希釈法で4．5L／

mill．　m2と正常であったが，左室拡張末期圧と平均肺

動脈圧はやや高値を示した（表1）．

　左心室造影：後壁を中心に奇異性運動を認める心室

瘤が存在しており，左室拡張末期容積は体表面積より

計算した正常値の222％で，左室駆出率は61％であっ

た．またSellers分類1度の僧帽弁閉鎖不全を認めた

（図5）．

　冠動脈造影：左右の冠動脈に明らかな狭窄は認め

ず，造影剤の停滞も認めなかった（図6）．心室瘤には

右冠動脈より後下行枝と，同旋枝より後側壁枝が分布

図3　5歳入院時胸部レ線．心胸郭比は54％で，肺血流は正常範囲内である．
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図4　5歳入院時心電図．不完全右脚ブロックを認め

　るが，ST変化と異常Q波は認めない．

　　　　　表1　心臓カテーテル検査結果

肺動脈模入圧と左室拡張末期圧が軽度上昇していた
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心拍出量 　　　4．5L／min・m2

（熱希釈法）

右室拡張末期容積

右室駆出率

　　（Simps（m法）

左室拡張末期容積

左室駆出率

　　　（Dodge法）

左室一回拍出量

心室瘤を除くと

左室拡張末期容積

左室駆出率
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図5　左心室造影像．左室後壁に，奇異性運動を示す心室瘤を認める．左側に右30度

　斜位像，右側に側面像を示す．上段が収縮期相，下段が拡張期相である．

　LV；左心室，　Ao　l大動脈，　AN；心室瘤
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図6　冠動脈造影像．左側に右30度斜位像を，右側に側面像を示す．上段が左冠動脈，

　下段が右冠動脈造影である．心室瘤には，右冠動脈より後下行枝（→で示す）と，

　左冠動脈回旋枝より非常に細い後側壁枝（→で示す）が分布している．
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図7　タリウム心筋シンチ像．左側より順に左室短軸面断層像，長軸面垂直断層像，

　長軸面水平断層像を示す．上段がタリウム投与直後，下段が再分布像を示す．左室

　後壁から後側壁にかけて完全欠損を認める．完全欠損部位を矢印で示す．

していると思われる．後側壁枝は心室瘤に圧排されて，

鈍縁枝に比べて非常に細く見える．

　タリウム心筋シンチグラム：左室後壁から後側壁に

かけて，再分布が見られない完全灌流欠損を認める．

心室瘤部の心筋viabilityはないことを示唆していた

（図7）．

　　　　　　　　　　考　　案

　1）本症例の心室瘤の成因

　心室瘤はほとんどが心筋梗塞に伴い後天的に形成さ

れたものであり，他の原因として外傷，冠動脈起始異
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常，サルコイドーシス，心筋炎などが報告されてい

る4）．本症例においては，心筋炎が第二回目入院時に起

こっていたかを知ることは不可能であるが，乳児期早

期の感染時に併発した心筋障害を起源としている可能

性が高い．5歳時の冠動脈造影では冠動脈に明らかな

狭窄はなかったが，回旋枝の末梢である後側壁枝は特

に細く，生存心筋量の減少を示唆していた．従って本

症例の心室瘤の成因は，1カ月時の感染を契機として

心筋逸脱酵素の上昇を認めたことより，心筋梗塞ある

いは心筋炎による心筋壊死が原因であろうと推測され

る．

　2）心室瘤の形成部位

　心筋梗塞によって形成される左心室瘤の80％以上

は，左前下行枝の狭窄または閉塞による，前壁または

心尖部の瘤であるといわれているq）s）．一方，後壁に発

生した心室瘤の報告は比較的少ない．Grossiら7）の10

症例の小児例の集計でも，2例のみが後下壁に発生し

た瘤であった．本症例は後壁を中心に大きな瘤が形成

されており，稀な症例と思われる．

　3）治療方針

　外科的治療に関しては，近年，手術の成績は向上し

ており，死亡率も低い7）9）．特に成人において，心筋梗

塞後に形成された心室瘤の切除によって日常生活能力

が向上したり，梗塞後の死亡率が低下するとの報告も

ある1°）．しかし症状のない症例に関しては，経過観察を

していくとの意見が一般的なようである4）．

　本症例は現在も無症状であり，心拍出量も保たれて

いるため，当分は経過観察の方針である．しかし今後

瘤の拡大，心不全，不整脈の発生，血栓形成の可能性

は否定できない．従って現在は運動制限をせずに経過

観察していくが，症状の発現によっては手術を考慮し

ていく予定である．
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ACase　of　Left　Ventricular　Aneurysm　Caused　by　Myocardial　Damage　at　Early　Infancy

　　　　　　　Hirohide　Kobayashi1），　Toshio　Nakanishi，　Yoshiki　Mori，　Chisato　Kondoh，

　　　　　　　　　　　Makoto　Nakazawa，　Kazuo　Momma　and　Toshihiko　Kurokawa2）

Department　of　Pediatrics　Cardiology，　Heart　lnstitute　of　Japan，　Tokyo　Women’s　Medical　College

　　　　　　　　　　　　　　　　　　i）Department　of　Pediatrics，　Odawara　City　Hospital

　　　　　　　　　　　　　　　2｝Department　of　Pediatrics，　St．　Marianna　Medical　College

　　　We　report　a　case　of　left　ventricular　aneurysm　observed　at　early　infancy．　An　one－month－old

boy　was　admitted　to　the　hospital　because　of　hypothermia　and　weakness　of　sucking．　His　birth－

weight　was　1846　g　and　gestational　age　was　35　weeks．　He　had　discharged　a　neonatal　intensive　care

unit　days　before　admission．

　　　Two　days　after　the　admission，　elevation　of　serum　level　of　myocardial　enzymes，　abnormal　Q

waves　at　leads　II，　III，　aVF　on　electrocardiogram，　and　akinesis　of　posterior　wall　of　the　Ieft

ventricle　on　echocardiogram　were　noted．　Forty　days　after　the　admission，　the　akinetic　portion　of

the　left　ventricle　became　aneurysm．　Since　then，　he　had　been　asymptomatic　and　his　physical

development　was　normal．　Since　there　was　no　sign　of　cardiac　failure，　he　discharged　the　hospital

on　76　days　of　age．　At　5　years　of　age，　he　was　admitted　to　the　hospital　for　cardiac　catheterization．

There　were　no　abnormal　Q　waves　on　electrocadiograln．　Echocardiogram　showed　left　ventricular

aneurysm　but　its　size　relative　to　the　left　ventricular　size　was　similar　to　that　in　infancy．　The

coronary　angiogram　showed　no　significant　stemsis　but　the　posterolateral　branch　of　circumflex

was　small．　Thalium・201　myocardial　scanning　showed　complete　perfusion　defect　at　the　aneurys－

mal　portion　of　the　left　ventricle．　We　will　follow　the　patient　without　surgical　intervention　until

symptoms　related　to　the　aneurysm　appear．
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