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心室中部閉塞性肥大型心筋症の1小児例

（平成7年1月5日受付）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　症例は9歳の男児．学校健診で心雑音を指摘され受診した．受診時の理学的所見は血圧112／64mmHg，

脈拍70／分で整，胸骨左縁第4肋間にLevine　3／6の駆出性収縮期雑音を聴取した．胸部X－P所見は正常

であった．心電図所見は洞調律でQRS電気軸は＋60°，　III誘導で深く幅広いQ波，　aVL誘導でST低下

を伴う陰性T波，II・III・aVF・V4－6誘導でST上昇を認めた．断層心エコー図では側壁と中部心室中

隔に限局的肥厚を認め，収縮期には左室中部の内腔がほとんど消失した．カラー心エコー図では収縮期

に心室中部から乱流パターンとなり，同部の連続波ドプラ心エコー図では収縮後期に4m／sの高流速血

流波が記録された（簡易ベルヌイ式より圧較差64mmHg）．心臓カテーテル検査では左室流出路に圧較差

は認めなかったが，左室心尖部の血圧はカテーテル挿入が困難なため測定できなかった．左室造影所見

は左室駆出分画0．87と過収縮を示し，第1斜位像で左室中部の内腔が狭小化しhour－glass　appearance

を認めた．右室心内膜心筋生検所見は大型化した核を持つ肥大した心筋細胞とその錯綜配列を認めた．

以上より心室中部閉塞性肥大型心筋症（MVHOCM）と診断した．現在propranolol投与にてドプラ心

エコー上圧較差は20～30mmHgに減少している．

　MVHOCMは閉塞性肥大型心筋症のなかの稀な病型であるが，これまで小児例の報告がないためその

臨床像も明らかでない．本稿ではMVHOCM例の臨床所見を中心に報告したが，超音波検査，特にカ

ラーおよびドプラ心エコー法によって狭窄部位の正確な診断が可能であった．

　　　　　　　　　はじめに

　心室中部閉塞性肥大型心筋症（Mid・ventricular

hypertrophic　obstructive　cardiomyopathy：

MVHOCM）は，1976年Falicov1）が閉塞性肥大型心筋

症（HOCM）の一亜型として報告し，左室造影収縮期

のhour－glass　appearanceと左室中部に生じる心内圧

較差を特徴とする．その後同様の報告が散見されるが，

これまでに小児例の報告はなくその臨床像も明らかで

ない．今回我々は学校検診の心雑音によって偶然発見

された9歳のMVHOCM例を経験し，特徴的な超音

波所見を得たのでその臨床所見を中心に若干の考察を
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加えて報告する．

　　　　　　　　　症　　例

　症例：M．D．9歳，男子．

　主訴：心雑音

　家族歴：特記すべきことなし．

　既往歴：特記すべきことなし．

　現病歴：元来元気であったが1992年4月の学校検診

で心雑音を指摘され，6月1日本院を受診した．

　現症：身長136cm，体重37kg，血圧112／64mmHg，

脈拍70／分，整．胸部聴診所見では胸骨左縁第4肋間に

Levine　3／6度の駆出性収縮期雑音を聴取した．他の理

学的所見には異常を認めなかった．

　胸部X－P所見（図1）：心胸郭比は0．53で，肺血管陰

影は正常であった．

　心電図所見（図2A）：心拍数65／分の洞調律．　QRS電
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図1　胸部X－P所見

気軸＋60度．III誘導に深く幅広いQ波，　aVL誘導で

ST低下を伴う陰性T波を認めた．またII・III・aVF・

V4－6誘導では凹型ST上昇を認めた．

　心音図および頸動脈波所見（図3）：心音図では胸骨

左縁第4肋間を最強点とする高調性のダイアモンド型

収縮後期雑音を認めた．頸動脈波曲線は正常パターン

であった．

　Mモード心エコー図所見：左室拡張末期径39mm，

左室収縮末期径14mmで，左室Fractional　shortening

（LVFS）はO．64と過収縮を示した．拡張期心室中隔壁

厚は7mm，左室後壁壁厚は8mmで非対称性心室中隔

肥厚（ASH）は認められず，僧帽弁の収縮期前方運動

（SAM）も認められなかった．

　断層心エコー図所見（図4）：心肥大は側壁（拡張期

最大壁厚22mm）と，心室中隔の中部（拡張期最大壁厚

18mm）に限局して認められた．収縮末期には過収縮の

ため心室中部で左室内腔がほとんど消失した．

　ドプラ心エコー図所見：パルスドプラ心エコー図に

よる左室流出路の血流速は12m／sの層流であった

（図5A）．心尖左室長軸断面のカラー心エコー図では

心室中部の狭窄部位より乱流パターンを示し（図6），

同部の連続波ドプラ心エコー図では収縮後期に最高流

速4m／sの高流速血流波形が得られた（図5B）．簡易ベ

ルヌイ式より心室中部での圧較差は64mmHgと判定
した．

　以上の所見よりMVHOCMを疑い7月7日心臓カ
テーテル，造影検査，および右室心内膜心筋生検を施

行した．

　心臓カテーテル所見：熱希釈法による心拍出係数は

4．271／min・m2であった．各部位の圧測定では左室圧

95／6（収縮期／拡張末期）mmHgと正常で，左室流出路

での圧較差もみられなかった．Bermanの造影用側孔

バルーンカテーテルを用いて左室心尖部への挿入を試

みたが，心室性期外収縮が連発し圧測定は困難であっ

た．
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図2　心電図所見
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A；初診時（92．6．1），III誘導の深く幅広いQ波，　aVL誘導のST低下を伴う陰性T波，　II・III・

aVF・V4－6誘導の凹型ST上昇を認める．　B；最終受診時（94．1．4），初診時の所見の程度が増

し，加えて胸部誘導のR波減高を認める．
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図3　心音図（胸骨左縁第4肋間）および頸動脈波曲

　線の同時記録

　ECG：心電図，　PCG：心音図，　L：低音，　M：中音，

　H：高音，CAP：頸動脈波曲線
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　　　　　　　　　　　　　図4　断層心エコー図所見

A；拡張末期左室短軸像，側壁の限局的肥大を認める．B；収縮末期左室短軸像，全周性の

過収縮のため左室内腔が狭小化している．C；拡張末期心尖左室長軸像，中部心室中隔の限

局的肥大を認める．D；収縮末期心尖左室長軸像，左室中部の内腔の狭小化を認める．

Presented by Medical*Online



平成7年7月1日 565　（83）

，、毒謬

A

㌫懲曝

曝・・

tl　12ml．’

為
鯉法

4市∫s

　　　　　図5　ドプラ心エコー図所見

A；左室流出路のパルスドプラ心エコー図．B；心室

中部の連続波ドプラ心エコー図．

　心血管造影所見（図7）：左室造影から求めた左室拡

張末期容積は59ml，左室拡張末期容積系数は50ml／

m2，左室駆出分画は0．87であった．第／斜位像では，

収縮期に心室中部の内腔の狭小化を認めhour－glass

appearanceを示した．選択的冠動脈造影所見は正常

であった．

　右室心内膜心筋生検所見：大型化した核を持つ肥大

した心筋細胞を認め，一部に錯綜配列が認められた．

また軽度の線維化を認めたが，炎症細胞の浸潤はみら

れなかった．

　以上よりMVHOCMと診断し，　Propranolo1による
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　　　　　図6　カラー心エコー図所見

心尖左室長軸断層像の収縮期に左室中部の狭窄部から

モザイクの乱流パターンとなっている．

治療を開始した．1年半を経過した現在，心肥大の分

布と程度に変化はないもののドプラー心エコー図上心

室中部での圧較差は20～30mmHgと減少した．心電図

所見（図2B）は初診時にみられた所見の程度が更に強

くなり，胸部誘導のR波の減高が認められている．ま

た経時的なホルター心電図では不整脈の出現は認めら

れていない．なお確定診断後に行った家族内心精査で

は患児の父親が非閉塞性肥大型心筋症（HNCM）で，
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　　　　図7　左室造影第1斜位像
B；収縮末期像，心室中部に内腔の狭小化を認める（矢印）．
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家族性心筋症であることが確認された．

　　　　　　　　　　考　　察

　HOCMはその多くが左室流出路狭窄を呈するため

idiopathic　hypertrophic　subaortic　stenosis　（IHSS）2）

とも呼ばれた．しかしその後HOCMの一亜型として

左室中部の狭窄のため左室流入路および流出路と心尖

部腔との問に圧較差を生じるMVHOCMが報告され

た1）．その特徴は左室造影第1斜位の収縮期における

hour－glass　appearanceと左室中部での心内圧較差で

ある1）が，時に心尖部高圧腔に瘤形成を認めることも

ある3）．本例の診断には心臓カテーテル検査が必要で

あるが，カテーテルの操作によって心室性期外収縮が

発生しやすく，左室形態および血行動態の把握が十分

できない場合もある．更に心尖部疸内の血栓形成の報

告もあり4）カテーテル操作には注意が必要である．

従って現在では超音波検査などの非観血的検査による

診断が重要で，IHSSとMVHOCMとの鑑別は断層心

エコー法による狭窄部位の同定とドプラ心エコー法に

よる流速の計測によって行うことができる5）．また

IHSSに特徴的な所見としてASH2），　SAM6），大動脈弁

収縮中期半閉鎖7），および頸動脈波の2峰性波形

（spike－and－dome）6）があるが，本例ではいずれも認め

られず左室流出路狭窄とは異なる狭窄形態を示唆する

所見と考えられた．また連続波ドプラー心エコー法は

狭窄部の圧較差の計測に有用であるが，ドプラビーム

を心尖左室長軸断面の心尖部から流出路に向かって入

れるため心室中部と流出路狭窄の鑑別ができない．

従って狭窄部位の同定にはパルスドプラ心エコー法を

用いて詳細に検索することが重要である．更にカラー

心エコー法も乱流血流の出現部位を同定するのに優れ

ている．一方心尖部心室瘤の合併例では収縮早期に左

室流入流出路腔から心尖部心室瘤に流入する血流を，

拡張期には逆に心室瘤から左室流入流出路腔に向かう

いわゆる奇異性血流を認めることが報告されてい
る8）．

　本例の心肥大部位は特徴的で，心基部の肥大は側壁

のみで心室中隔には認めなかった．左室中部では心室

中隔と側壁の両者に肥大を認め，収縮期には内腔がほ

とんど消失するほどであった．乳頭筋の肥大は認めな

かったが，左室の過収縮によって乳頭筋がサンド

ウィッチ状に挟み込まれるため同部に狭窄が生じたも

のと推測される．心電図所見はaVLの陰性T波，　III誘

導の深いQ波がみられ，我々がHNCM例で報告した

のと同様，側壁肥大と心室中隔の肥大を示す所見と考
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えられた9）．II・III・aVF・V4－6の凹型ST上昇は，若

年者にみられる早期再分極ともとれるが，Goldberger

ら1°）の言う心肥大のreciprocal　changeを表している

可能性もある．また本例は心肥大の分布より心尖部肥

大型心筋症11）との鑑別が問題となるが，心尖部肥大型

心筋症では心電図上左側胸部誘導の高電位と巨大陰性

T波，左室造影上拡張期の第1斜位像でスペード型を

呈することが特徴とされ，本例は全く異なるtypeのも

のであることが解る．

　今回は臨床所見を中心に報告したが，MVHOCMの

診断には超音波検査，特にカラーおよびドプラ心エ

コー図が有用であった．本疾患の予後は不良で手術適

応もないとされている12）が，これまで小児例の報告は

なく，本例が実際にどのような経過を辿るのかは明ら

かでない．従って長期的な予後を知る上でも今後注意

深い経過観察が重要である．

　稿を終えるにあたり，御校閲を賜りました京都府立医科

大学小児疾患研究施設内科部門尾内善四郎教授に深謝いた

します．
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ACase　Report　of　Mid－Ventricular　Hypertrophic　Obstructive　Cardiomyopathy

　　　　Yasutaka　Kamiya　and　Masateru　Oonaka

Departrnent　of　Pediatrics，　Fukui　Cardiovascular　Ceiiter

　　　　We　reported　a　9－year－old　boy　with　mid－ventricular　hypertrophic　obstructive　cardiomyopathy

（MVHOCM）．　He　had　visited　in　our　hospital　with　heart　murmur．　At　the　time　of　visit　he　was

asymptomatic，　heart　rate　was　regular　at　70　beats／min，　and　blood　pressure　was　112／64　mmHg．

Physical　examination　revealed　only　a　mild　systolic　ejectional　murmur　at　the　lower　Ieft　sternal

border．　The　electrocardiography　revealed　deep　Q　wave　in　lead　IIL　negative　T　wave　with

depressed　ST　segment　in　lead　aVL．　The　two－dimensional　echocardiography（echo）demonstrated

marked　hypertrophy　at　the　lateral　wall　and　the　mid－portion　of　the　ventricular　septum．　The　left

ventricular　wall　motion　was　hyperkinesis　and　the　mid－ventricular　cavity　of　the　left　ventricle　was

obliterated　at　end　systole．　Color　echo　showed　the　formation　of　the　stenotic　jet　into　the　body　of

the　left　ventricle．　Continuous－wave　Doppler　echo　showed　the　presence　of　peak　interventricular

pressur　gradient　of　64　mmHg　during　late　systole．　At　cardiac　catheterization，　the　left　ventricular

pressure　was　95／6EDP　mmHg　without　a　ventricu］ar　outflow　gradient．　Left　ventricular　cineangio－

graphy　revealed　hour－91ass　apPearance　at　end　systole．

　　　　MVHOCM　is　rare　subtype　in　hypertrophic　obstructive　cardiomyopathy．　Color　echo　was

useful　in　localizing　the　site　of　obstruction　and　allowed　further　evaluations　by　pulsed　and

continuous－wave　Doppler　techniques　to　precisely　determine　pressure　gradients．
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