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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　生後16日目と29日目に心筋梗塞発作を反復し，大動脈造影にて冠状動脈形成不全症（Hypoplastic

Coronary　Artery，　HCA）と診断され，剖検にて確認された女児例を報告した．　HCAはきわめて稀な

疾患であり，その中でも新生児期に心筋梗塞で発症した症例報告は国外の2例しかない．HCAは新生児

期心筋梗塞の原因疾患の1つである左冠動脈肺動脈異常起始症や重症心筋炎と臨床経過が類似しており

鑑別診断が困難である．診断には本症を念頭において積極的に冠状動脈を造影することが必要である．

HCAの発生過程は現在でも不詳であるが，本例の剖検標本にて冠状動脈中膜の形成不全が著明であっ

たことから，病態には冠状動脈開口部狭窄による血流説だけでなく，冠状動脈の血管原細胞（an－

giogenetic　cells）の増殖過程にも問題があると推察された．

　　　　　　　　　　はじめに

　新生児期の心筋梗塞の原因疾患として仮死や血栓塞

栓症によるものが多く，冠状動脈奇形の1つである

IICAによる心筋梗塞報告例は国内外を含めてきわめ

て少ないD2｝．　HCAは非侵襲的な検査で確定診断をう

るのは困難であり，そのため原因不明の新生児死亡と

して扱われているなかに，心筋梗塞発作による突然死

例が含まれている可能性は高い．しかしその成因につ

いての知見は未だ少ない．今回我々は新生児期に心筋

梗塞を発症したHCAの1例を経験したので報告し，

合わせてその鑑別診断，病態，発生過程についても考

察を加えた．

　　　　　　　　　　症　　例

　症例：M．S．生後16日，女児．

　妊娠・分娩歴：妊娠中特に異常なし．在胎40週2日，

出生体重2，682g，　Apgar　scoreは10点（1，5分後と

別刷請求先：（〒113）東京都文京区湯島1－5－45

　　　　　東京医科歯科大学小児科　　土井庄三郎

もに）で正常分娩．

　現病歴：生後5日目に体重2，708gで退院し，以後哺

乳力も良好で順調に経過する．生後14口目より嘔吐，

哺乳不良の症状が出現し近医を受診する．生後16日目

に顔色不良に気付かれ，近医を受診した時にはすでに

ショック状態であった．気管内挿管，静脈路確保後人

工呼吸，ドパミン使用の状態で搬送入院となった．

　入院時現症：直腸温35．7度，血圧46／26，心拍数166／

分，呼吸数44／分（調節呼吸），全身蒼白，冷感，筋緊

張低下が著明であった．心音はギャロップリズムであ

り心雑音は聴取できなかった．弾性硬の肝腫大を右季

肋下で3cm触知した．外表奇形は認めなかった．

　入院時検査所見：

　血液検査：血液ガスpH　7．04，　pCO220．6，　pO2

65．7，HCO35．3，　BE－24，8（動脈血），血算Hb　12．6

g／dl，　RBC　412万／mm3，　Ht　42．6％，　WBC　24，000／

mm3，　Plt　52．2万／mm3，血清CRP　O．6mg／dl，　IgM　30

mg／dl，生化TP　6．Og／dl，　TBil　3．Omg／dl，　GOT　471

1U／1，　GPT　4851U／1，　LDH　6，6041U／1，　CPK　4，160
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図1　入院時胸部レ線像．心陰影はCTR　60％で心拡

　大の所見を認める．肺血流量は正常範囲であり，肺

　鰺血も認めない．

IU／／，　CPK－MB9201U／／，　Na　l35mEq／1，　K5．OlnEq／

／，Ca”1．28mEq／／．

　胸部レ線（図1）：CTR　60％と心拡大を認め，肺野

（肺血流量）は正常であった．

　心電図（図2）：aVL，　V、一、のQSパターン，　Vi　5の

広範囲なST　tl昇とV1－、の陰性T波を認めた．

　心エコー（図3）：心内奇形は認めず，両側冠状動脈

は大動脈より正常の位置で起始しており，特に拡張や

狭窄の所見も認めなかった．左室の壁運動はEFO．15，

SFO．06と著明に低ドしていた．また三尖弁，僧帽弁逆

流を軽度認めた．

　髄液検査：細胞数は15／3で髄膜炎の所見はなかっ

た．

　入院後経過：心筋逸脱酵素の著明なヒ昇，心電図胸

部誘導での広範囲なST－T変化と，心エコーでの著明

な左室壁運動の低下から新生児重症心筋炎と診断し

た．カテコラミン，利尿剤，血管拡張剤，重炭酸ナト

リウム，グルコン酸カルシウムなどを使用し強力な呼

吸循環管理を施行した．

　呼吸不全，心不全は徐々に改善し，人院後4日目（生

後19口）には抜管，6日目にはミルクの自己哺乳も開

始し，11日目（生後26日）には120ml／kg／dの哺乳が可

能となった．胸部レ線ヒ軽度の心拡大は残存していた

が，心電図上ST－Tの変化も改善し，血液生化学検査

でも心筋逸脱酵素は正常範囲となった．心エコーでも

左室壁運動はEFO．52，SFO．25と改善傾向を認めてい

た．

　13日目（生後28日）の夜より哺乳不良と数回の嘔吐

を認め，14日目（生後29日）の朝突然ショック状態と

L1／」＼il占1レ吉　　ll　（6），　1995

　入院時　3日目5日目14日目21日目68日目

汎十へ一丁　†牢芒亘汗
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図2　人院中の心電図変化．入院時はaVl，V、。にQS

　パターン，N’，　，に広範囲のSTヒ昇そしてX’1　，1に陰

　性T波の所見を認める．その後数日の経過でST・T

　の変化も改善していることがわかる．1411目の心電

　図では＃｝びV　L，　’V6のQSパターン，　ST上昇とII，

　川，aV」のST低トの所見を認める．その後反復する

　心筋梗塞発作のため，入院後68日目には胸部誘導の

　R波高は減弱しQ波の出現を認める．

なった．心筋逸脱酵素はCPK　940，　CPK－MB221，GOT

1　，　100　GI）T　370，　LI）H　8，920と著明な上昇を認め，心

電図ではV26のQSパターン，　ST上昇とII，　m，　aVl

のST低下を認めた（図2）．心エコーでは左室後壁は

ほとんど動いておらず，EFO．15，　SFO．06と著明に

低下し，三尖弁僧帽弁逆流は増加していた．突然ショッ

ク状態となる経過を反復したため，先天性冠状動脈奇

形が強く疑われ，2回目の発作後10日目に人1：呼吸下

で心臓カテーテル検査，大動脈造影を施行した．

　心臓カテーテノレ検査では心不全状態を反映して高い

静脈圧と小さい脈圧を認めた．大動脈造影（図4）で

は両側冠状動脈は通常の位置より起始しており，左冠

動脈肺動脈異常起始症は否定された．開日部の狭窄は
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一 図3　人院時心工i－［’x］．心内の形態はiE常であり，両側冠状動脈は大動脈起始部の正常位置から

　起始している．左室壁運動は暑：明に低ドしておりLVLF　O．lr），　LvSF　O．06である．

・ 驚

図4　大動脈造影所見．両側冠状動脈は正常の位置から起始している．左冠状動脈は

　前下行枝，回旋枝ともに右冠状動脈に比し明らかに内径が細く，走行距離も短い．

　左は左60度斜位像，右は右30度斜位像を示す．
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A：左冠状動脈：矢印は左冠状動脈を示しており内径lmm以ドと，Ji三常に狭い．　B：右冠状動脈開日

部：矢印の開日部はridge様の構造物により狭くなっている．　C：左室心尖部：心筋の線維化所見

を認め，大きな左室瘤を形成している．1）：右室流lli路：心筋の線維化により羊皮紙様に変化してい

る．

はっきりしなかったが，左冠状動脈前ド行枝と回旋枝

は径が細く走行距離が短いことから左冠状動脈形成不

全症と考えた．一方右冠状動脈は径，走行距離ともに

正常と考えた．

　手術適応はなく側副血行の発達を期待しながら強力

な冠不全，心不全治療を継続したが，表皮ブドウ球菌

による敗血症を契機に数回の心筋梗塞発作を反復し，

入院後97日目（生後112日）に死亡した．心臓の剖検所

見を以下に示すが，心臓以外の臓器には特に異常は認

めなかった．

　剖検所見：〔マクロ〕（図5）

　1．両側冠状動脈口は内径1mm以下と狭く，左冠状

動脈前下行枝，回旋枝の走行距離は明らかに短かった．

　2．左室前壁，側壁，心尖部と右室前壁に広範囲の心

筋線維化を認めた．特に左室心尖部，右室前壁の変化

は強く，前者は大きな左室瘤を形成し，後者は羊皮紙

様に変化していた．

　3．乳頭筋不全によると考えられる中等度の僧帽弁

逆流の所見を認め，左室は著明に拡張していた．

　4．卵円［はスリット状に開存していた．

　5．冠状静脈洞は小さく，生存中の冠血流最の減少が

考えられた．

　〔ミクロ〕（図6）

　1．正常児と比較して冠状動脈内径は狭く，壁厚は全

周にわたって均一に薄く，特に中膜の薄さが著明で

あった．

　2．左室心尖，右室前壁の線維化部分は典型的な心筋

梗塞性変化であった．

　3．側副血管はごくわずかに認めただけであった．

　　　　　　　　　　考　　察

　冠状動脈形成不全症（HCA）はKjaergaard3）が最初

に報告し，Ogden‘）により1つの疾患単位として位置
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　　　　　　　　　　　図6　剖検組織所見（×400，Mass（m染色）

A：右冠状動脈：正常児に比し内径は狭く，壁は全周にわたり薄く中膜において著明である．B：左

室心尖部：線維化部分は典型的な心筋梗塞性変化を示している．

づけられたように思われる．本邦では榊原ら5｝の報告

が最初である．しかしHCAは発生学的にもまだ未解

決であり，冠状動脈開［部狭窄と冠状動脈の低形成の

関連性や，冠状動脈形成不全症，冠状動脈開口部閉鎖

症，単冠動脈が発生学的に一連の疾患群であるかどう

かは不明であり，現在でもHCAの一定の定義や診断

基準は存在しない．本例は大動脈造影において左冠状

動脈前ド行枝，回旋枝径が非常に細く走行距離が短い

所見と，剖検において両側冠状動脈内径が開口部も含

めて同月令正常児の半分以下と狭く，冠状動脈壁が非

常に薄い所見からHCAと診断した．

　本疾患の臨床経過はさまざまであるが，これらを規

定する因子は冠状動脈形成不全の程度と側副血行の発

達の程度の2つと考えられ，軽症例では無症状に経過

し一生を全うできる症例から，重症例では新生児期に

心筋梗塞発作で発症する症例まで存在する．胎児期の

心筋梗塞による死亡例の報告は現在のところ見あたら

ない．出生後にはじめて心筋梗塞発作をおこす理由と

して，出生後の心筋代謝の変化や発育による心筋への

血流需要の増大などが関係しているものと思われる．

　新生児期に心筋梗塞を発症した報告例は，Wenger

ら1）とCasta2）の2例のみであり，本邦では本例が最初

の報告である．Wengerらの報告は生後2日目の男児

の突然死例であり，剖検の結果左冠状動脈回施枝の閉

塞と前下行枝の無形成を確認した．Castaの報告は生

後36時間の女児例で心室性期外収縮で発見された．心

電図上の深いQ波，ST上昇，心筋逸脱酵素の上昇と，

心エコーでの左室の拡張，壁運動の低下から大動脈造

影を施行し左冠状動脈形成不全症と診断された．ここ

で注目すべき点は，生後48時間で拡張した右冠状動脈

からの側副血行がすでに発達し，左室心筋を主に灌流

していたことである．このためかジギタリス療法のみ

で症状は短期間で軽快し退院している．生後8カ月目

の大動脈造影再検で右冠状動脈からの側副血行はさら

に発達し，4歳の時点で無症状に経過中である．本邦

での今までの報告5卜9）はいずれも乳児期以降の左冠状

動脈形成不全症例であり，右冠状動脈の形成不全は合

併していない．そのため榊原，佐地，木谷らの症例で

は右冠状動脈からの側副血行の存在が造影所見で確認

されている．また富松らの報告では左冠状動脈開口部

径が1～1．5mmと我々の症例よりも大きい．このよう

なことから本例の発症が新生児期と非常に早かった理

山として，冠状動脈形成不全部位が広範であり程度も

重症であったことと，側副血行が存在しなかったこと

が考えられる．HCAの新生児期発症例の報告がこれ

だけ少ない理由としては，発症が突然で重症例が多く

診断確定前に原因不明のまま突然死する可能性が高い

こと，また大動脈造影や剖検を実施しても本症を念頭

におかなければ診断を見過ごす可能性があることなど

が考えられる．

　本例は突然のショック状態で緊急入院となった．入

院時より心電図1誘導でq波を認めず，胸部誘導で

ST上昇がVrV5と広範囲であったこと，心エコー上

両側冠状動脈の描出は鮮明であり大動脈より正常位置

で起始していたことから新生児心筋炎と診断した．そ

の後心エコー上左室壁運動の改善傾向も認めたため心

筋炎の経過に合致していると考えたが，経時的なIgM

の上昇はまったく認めらられなかった．初回発作後本
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例でこのような左室壁運動が一旦改善の傾向を示した

理由としては，初回発作に冠状動脈のspasmsの関与

が大きかったためと考えている．

　新生児期の心筋梗塞の原因疾患は大きく3つに分類

されている（表1）1°）ll）．1つは先天性心疾患に伴うも

のであり左心低形成症候群，純型肺動脈閉鎖症，三尖

弁閉鎖症，動脈管開存症，心室中隔欠損症などの報告

がある．先天性心疾患に伴う心筋梗塞は，著明な心室

筋肥大に伴う相対的冠血流量の低下による機序が主体

であり，新生児期よりもむしろその後の乳幼児期に発

症することが多い12）．2つ目は先天性冠状動脈奇形に

伴うものであり左冠動脈肺動脈異常起始症，冠状動脈

形成不全症（冠状動脈開口部狭窄を含む），冠状動脈内

膜下繊維増殖症の報告がある．3つ目は心内・冠状動

脈に形態異常を伴わないものであり，仮死（低酸素血

症）と血栓塞栓症の報告が多くみられ，他には原発性

表1　新生児期心筋梗塞の原因疾患

1．先天性心疾患に伴うもの

　　大動脈狭窄・閉鎖症，左心低形成症候群，総肺静脈還流

　　異常症，純型肺動脈閉鎖症，三尖弁閉鎖症，動脈管開存

　　症，心室中隔欠損症

2．冠状動脈異常に伴うもの

　　冠状動脈形成不全症，左冠動脈肺動脈異常起始痘，冠状

　　動脈内膜下線維増殖tiii・

3．心内，冠状動脈に異常を伴わないもの

　　仮死（低酸素血症），血栓・塞栓症，原発性冠状動脈血栓

　　症，汎発性血管内凝固壮候群，赤芽球症，特発性動脈石

　　灰化症
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冠状動脈血栓症，汎発性血管内凝固症候群，赤芽球症，

特発性冠動脈石灰化症の報告がわずかにみられる．さ

らに臨床症状や検査所見が心筋梗塞と非常に類似して

いる疾患として重症心筋炎がある．このうち冠状動脈

形成不全症，左冠動脈肺動脈異常起始症，心筋炎の鑑

別は非侵襲的検査だけでは非常に難しい（表2）．確定

診断には冠動脈の造影が必要と思われる．本例も冠動

脈の造影ではじめて確定診断が可能であった．

　我々の症例の剖検では，両側ともに冠状動脈内径は

開口部より狭く，冠状動脈壁，特に中膜が非常に薄い

という所見が認められた．HCAの病理像の特徴は一

様に内腔の狭い冠状動脈であるが，ほとんどの症例で

は左冠状動脈の前下行枝または回施枝の形成不全症で

あり，この場合一般的には対側の右冠状動脈は代償性

に拡張している13）．本例の右冠状動脈は左同様の形成

不全を呈しており，本例が新生児期に心筋梗塞を発症

したこととの関係で重要な所見と考えられる．冠状動

脈は筋性動脈であり，その血管壁は内弾性板を有する

内膜，筋性中膜と外膜から構成されている．我々の剖

検標本では内膜は標本作成の段階でほとんど脱落剥離

し，内膜の変化は評価できない．中膜は正常例と比較

して非常に薄く，このため全体的に冠状動脈壁は薄い．

この点HCAの発生，病態を考えるヒで重要な所見と

思われる．すなわち冠状動脈の低形成はその開口部狭

窄のために生ずる血流説だけからでは説明できず，心

筋表面に現れる冠状動脈壁の血管原細胞（an－
giogenetic　cells）の増殖過程にも問題があることが示

唆された．最近若年，中年齢成人の予期せぬ突然死例

表2　冠状動脈形成不全症，左冠動脈肺動脈異常起始症，重症心筋炎の鑑別

冠状動脈形成不全症 左冠動脈肺動脈異常起始症 重症心筋炎

発症時期
生後2日の報告あり，
　　　さまざま

生後3－4週間以降が多い
　生後1日の報告もあり

生後1　2週が多い
　　さまざま

母親の分
娩前症状

特になし 特になし
発熱や咳轍は参考
になる

発　　　熱 （±） （±） （＋）（一もある）

ショ　ック （＋） （＋） （＋）

IgM上昇 （一） （一） （＋）（一もある）

酵素上昇 （＋） （＋） （＋）

胸部レ線 心拡大 心拡大 心拡大

心　電　図 梗塞部位により種々 1，aVI，V、．、のq，　ST変化 広範囲のST・T変化

心エコー 診断は不可能 診断不可能な事もある 特異的所見はない

大動脈造影 診断確定 診断確定 特異的所見はない
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の剖検の結果，HCAと診断されることが比較的多い

という報告もあり14），新生児を含む小児でも原因不明

の死亡例には注意深い剖検がHCAの診断には必要で

あると考えられる．

　HCAの治療は現在のところバイパス手術が最善で

あり，左冠状動脈閉鎖症にたいする学童や成人での手

術成功例の報告がある15）’6）．但し新生児や乳幼児重症

例では手術適応はなく，冠不全，心不全の対症療法が

中心となっている．しかし近い将来は心臓移植や各種

growth　factorによる血管原細胞の増殖促進などの根

本的治療法が確立し，救命の可能性がでてくるものと

考えられ，早期診断の重要性がより増すことになるで

あろう．

　　　　　　　　　　まとめ

　1．新生児期に心筋梗塞発作で発症し，その後同様の

反復する発作により生後ll2日目に死亡した冠状動脈

形成不全症の1例を報告した．

　2．大動脈造影は左冠動脈肺動脈異常起始症，重症心

筋炎との鑑別に有用であり，冠状動脈形成不全症の確

定診断をうることができた．本症の確定診断には冠動

脈の造影が必要不可欠と考えられた．

　3．剖検の結果，両側ともに冠状動脈内径は開口部よ

り狭く，冠状動脈壁特に中膜の形成不全が著明であっ

た．前者は本例の新生児期発症の要因として，また後

者は本症の発生，病態を示唆する所見として重要なも

のと考えられた．すなわち本症の発生には，冠状動脈

壁の血管原細胞の増殖過程にも問題がある可能性が示

唆された．
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ANeonatal　Case　of　Hypoplastic　Corollary　Artery　with　Myocardial　Infarcti（．m

Shouzaburoh　Doi’），　Yoshiho　Hatai2），　Hiroko　Wakimotol），　Kikuko　Oku3），

　　　　Tokumitsu　Shirai4），　Makoto　Nakazawa5）and　Masahiko　Ando5）

　　　　　1）Department　of　Pediatrics，　Tokyo　Medical　and　Dental　University

　　　　　2）Department　of　Pediatric　Cardiology，　Sakakibara　Heart　Institute

　　　3）Neonatal　Intensive　Care　Unit，　Kawaguchi　Municipal　Medical　Center

　　　　4）Tokyo　Metropolitan　Narto　Children’s　Medical　and　Health　Centel’

　　　　　5）Department　of　Pediatric　Cardiology，　Heart　Institute　of　Japan，

　　　　　　　　　　　　　　　　　Tokyo　Women’s　Medical　College

　　　We　described　a　case　of　hypoplastic　coronary　artery，　diagnosed　with　aortogram　and　con－

firmed　by　autopsy，　who　presented　with　repeated　episodes　of　myocardial　infarcti（）n　during　the

neonatal　period，　i．e．　on　the　16th　and　29th　day　after　birth．　Hypoplastic　coronary　artery　is　a　rare

disease．　Particularly　in　neonatal　period，　only　2　cases　have　been　reported　ill　the　literature．

Differential　diagnosis　of　hypoplastic　coronary　artery　is　difficし11t　and　necessarily　requires　coro－

nary　angiography，　because　its　definition　is　still　unclear　and　its　clinical　presentation　resembles

that　of　abnormal　origin　of　the　left　coronary　artery　from　the　pulmonary　artery　or　severe

myocarditis．　The　etiology　of　the　hypoplastic　coronary　artery　is　still　unknown，　though　there　is　a

hypothesis　of　stenosis　of　the　coronary　artery　ostium，　i．e．　so　called　“flow　theory”．　Since　the

autopsy　of　this　case　revealed　thin　coronary　vessel　wall　with　hypoplasia　of　the　media，　we

speculated　that　an　abnormal　proliferative　process　of　angiogenetic　cells　of　the　coronary　artery

may　be　involved　in　pathogenesis　of　this　disease．
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