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第5回関東小児心筋疾患研究会抄録

日時平成8年10月19日（土）

場所帝京大学医学部附属病院 第1会議室

　1．原発性心内膜線維弾性症のMRI所見

　　　　帝京大学小児科，博慈会記念病院小児科’），帝

　　　　京大学心臓外科2）

　　　　　　青柳　勇人，中山　豊明1）萩原　教文

　　　　　　伊達　正恒，柳川　幸重，中島　　博2）

　　　　　　阿部　敏明

　臨床的に原発性心内線維弾性症（EFE）と診断した

症例のMRI所見を報告した．症例は日齢19の新生児

で，急激な経過で勘血性心不全を呈して入院した．心

エコー図上，左室内腔の拡大，心室中隔と左室後壁の

不均一な肥厚，内膜面のへちま様変化，左室駆出分画

の著明な低下などを認めEFEが最も疑われた．急性

期を乗り越えても左室壁の構造上の異常や左室駆出分

画の低下はほとんど改善をみなかったため臨床的に

EFEと診断した．この症例にMRIを施行した．単純撮

影では心エコー図以上の情報は得られなかったが，ガ

ドリニウムで造影すると肥厚した心室中隔と左室壁は

2層に分離した．T1強調画像で高信号域となる心内膜

側が病変部と推察した．この様なMRI画像は他に類

がなく，確定診断は得られていないもののEFEに特

徴的な画像である可能性が高く，非侵襲的なEFEの

診断法となり得ると考えられた．

　2．小児期大動脈弁狭窄におけるジピリダモール負

荷EBTの検討一心内膜下心筋虚血の臨床的検討一

　　　　山梨医科大学小児科’），国立循環器センター

　　　　小児科2），同　放射線部3），京都大学小児科4），

　　　　大阪大学機能画像診断学5）

　　　　　　杉山　　央1）矢内　　淳’）駒井　孝行1）

　　　　　　丹哲士1）中澤眞平1）塚野真也2｝

　　　　　　神谷　哲郎2）吉林　宗夫4）内藤　博昭5）

　　　　　　高宮　　誠3）

　大動脈弁狭窄（AS群）21例．年齢12±5歳，圧較差

47±23mmHg．コントロール群（C群）14例．【方法】

造影にあわせてジピリダモール（Dp）を投与．造影早

期の心筋増加CT値を心腔内増加CT値で除した値を

別刷請求先：（〒173）東京都板橋区加賀2－11－1

　　　　　帝京大学小児科学教室　　　柳川　幸重

M／L値とし左室壁6箇所で計測した．また6箇所のほ

M／L値の平均を平均M／L値とした．さらに後期心筋

異常濃染（LE）を検討した．【結果】平均M／L価では

AS群はC群に比較して低値を示した．側壁外膜側以

外ですべてAS群はC群に比較して低値を示した．

AS群における各部位での比較では前壁と側壁外膜側

が比較的高値であり，側壁内膜側と心尖部で低値で

あった．圧較差と平均M／L値の間に有意な負の相関

を認めた．LEは1例のみで心筋間質の線維化はまれ

と考えた．AS群ではM／L価は左室全体で低下し，特

に側壁内膜側，心尖部が低値で心筋灌流の低下が窺わ

れた．【結語】Dp負荷EBTにより心内膜下心筋虚血の

定量的評価が可能となり，虚血からみた新しい手術適

応基準を提供する可能性がある．

　3．心筋内冠微小循環血流の検出

　　　　日本大学医学部小児科

　　　　　　能登　信孝，唐沢　賢祐，原　　光彦

　　　　　　三沢　正弘，鮎沢　　衛，山下　恒久

　　　　　　住友　直方，岡田　知雄，原田　研介

　最近の画像分解能に優れた断層心エコー装置を用い

て，心筋内冠小動静脈の血流を検出した．冠動脈に後

遺症を有しない川崎病既往児20例（年齢1～8歳）を

対象とした．断層心エコー装置（SSA－380A　TO－

SHIBA）の5MHzまたは7．5MHzのプローブ（40
frame／秒）を使用し，左室短軸断面，四腔断面のプロー

ブに近い心筋をtargetとし，カラードップラーモード

（PRF　6．0～6．5KHz，　Filter　400～440Hz）で心筋内の

血流を検索した．さらにカラードップラーモードで得

られた血流情報はパルスドップラーモードで定量解析

を試みた．14／20例（70％）で良好な心筋内冠小動静脈

血流をカラードップラーモードで検出することができ

た．特に左室短軸断面上，左冠動脈segment6．7と右冠

動脈segment2（RV　branch）がそれぞれ心外膜側より

心筋内へ灌流する冠小動脈および冠小静脈の血流を検

出することが容易であった．パルスドップラー法では，

冠小動脈は拡張期に，冠小静脈は収縮期にピークを有

し，最大血流速度30～40cm／秒の波形をいずれも記録

できた．一方，心筋内冠小動脈が良好に検出できた1
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例にATP負荷（160mcg／kg／min）を方竈行し，冠小動

脈のパルスドップラー波形での最大血流速度の増加を

確認することができた．非侵襲的な冠微小循環の評価

は，冠予備能を含めた冠循環の統合的解析に今後不可

欠な情報を提供すると予想される．

　4．小児期発症心尖部肥大型心筋症の1例

　　　　帝京大学溝口病院小児科

　　　　　　石北　　隆，宇野久仁子，新保　敏和

　　　　東邦大学第1小児科

　　　　　　星田　　宏，中山　智孝，小澤　安文

　　　　　　松裏　裕行，佐地　　勉，松尾　準雄

　症例は13歳，女児．生来健康で胸痛や失神の既往は

ない．家族内に心筋疾患はない．中学校1年時の学校

心臓病検診において心電図異常を指摘され当科を受診

した．診察所見では心音清，心雑音は聴取せず，高血

圧，血圧の上下肢差もみられなかった．心電図ではII，

田，aVF，　V4～V6の陰性T波を認めた．胸部X線像

では心胸享阯ヒは46％，心エコー検査では大動脈弁狭窄，

SAM，　ASHは認めず心尖部の心筋肥厚を認めた．心

筋核医学検査では2°ITICIで心尖部への強い集積を認

め，］231－MIBGでは同部位の集積低下を認めた．心尖部

肥大症を疑い運動制限と薬剤投与を行いながら経過を

1年間観察した時点では不整脈の出現や症状の増悪は

なく，心電図の陰性T波も改善傾向がみられた．心筋

生検では核の大小と血管周囲の線維増生，間質の浮腫

を認めるが錯綜配列はみられなかった．小児期の心尖

部肥大型心筋症の臨床像は症例数が少ないため不明な

点が多く，今後の症例の蓄積が重要と思われる．

　5．Fabry病類似の組織像を呈した心筋疾患姉弟

例の臨床経過

　　　　国立循環器病センター小児科

　　　　　　矢崎　　諭，田里　　寛，小野　安生

　　　　　　新垣　義夫，越後　茂之，神谷　哲郎

　　　　国立循環器病センター病理

　　　　　　　　　　　　由谷　親夫，飯田　一樹

　　　　鹿児島大学第1内科

　　　　　　　　　　　　中尾正一郎，田中　弘允

　姉は現在27歳．13歳時の学校心臓検診で心電図異常

を指摘され，心臓カテーテル検査などから肥大型心筋

症と診断された．自覚症状，左室収縮能の低下は認め

られず無投薬で経過観察された．21歳頃から階段昇降

時の息切れが出現し，また同時期から非持続性心室頻

拍が確認されたが左室機能は保たれていた．27歳にな

り軽微な運動による息切れ，めまいが出現．一時的な

日ノ］＼∂百」志　　12　（6），　1996

左室拡張未期径の拡大，駆出分画の低下がみられたが

利尿剤による治療で軽快した．超高速CT，　PET，　RI

では心筋障害が示唆され，心筋生検では光顕で心筋細

胞の空胞変性とトルイジンブルーに強染する穎粒が見

られ，電顕ではライソソームにlamellar　structureを

持つ蓄積物が存在するというFabry病に酷似する所

見を呈したが，血漿α一galactosidase活性は低下を見

なかった．心外症状はみられず，左室収縮能も保たれ

たまま経過している．

　弟は死亡時20歳．10歳時の学校心臓検診で心電図異

常を指摘され，肥大型心筋症として無投薬で経過観察

された．自覚症状なく経過していたが，18歳時の心エ

コーで初めて左室拡張末期径の拡大，左室収縮能の低

下を指摘された．20歳時に浮腫，呼吸困難を訴えて入

院した際は拡張相肥大型心筋症の臨床像を呈し，剖検

では姉と同様の病理組織像であった．

　最近，心臓以外の徴候を欠く心Fabry病の存在，ヘ

テロ接合体における酵素活性の多様性が報告されてい

る．この姉弟では酵素活性からはFabry病と診断され

なかったが，病理組織像の著しい類似性，姉弟での経

過の相違などから心Fabry病との異同が問題となっ
た．

　6．家族内発症した肥大型心筋症を呈した拘束型心

筋症の1剖検例

　　　　長野県立こども病院循環器科

　　　　　　　　　　　　安河内　聰，里見　元義

　　　　　　　　　　　　岩崎　　康，汲田　善宏

　　　　信州大学第1内科　　　　　　関口　守衛

　11歳女児．出生体重3，200gで妊娠分娩歴に異常な

く，家族歴で父親と弟が肥大型心筋症（HCM）を指摘

されている．4歳時，咳敵の持続のため近医を受診し

両側心房が著明に拡大していることより特発性心房拡

張症と診断された．7歳より腹水貯留があり強心剤と

利尿剤を内服．9歳時に当科に紹介．満月様顔貌で体

幹部肥満があり黄疸を認めた．CTRは64％で，肺静脈

うっ血がみられ，心エコーで両心室心筋肥大，心房拡

張，良好な左室収縮，拡張能の低下がみられ，拘束型

心筋症（RCM）と診断．以後ジゴシンと利尿斉1」で経過

観察していたが10歳時脳症を生じ，10歳7カ月

SIADH，心房細動，心タンポナーデを生じて永眠．剖

検で心筋は心室中隔，両心室とも著明なBMHDが群

をなして散在する特徴を示し，心房筋は心筋肥大と核

の変性を主体とした心筋細胞変性が顕著であった．肺

胞内にヘモジデリンの沈着がわずかみられ，肝は慢性

Presented by Medical*Online



平成8年12月1日

うっ血性肝硬変を呈していた．家族内発症のHCM型

RCMの例は稀で貴重な症例と思われたので報告す
る．

　7．左室内腔へ隆起する限局性腫瘤を認めた急性ウ

イルス性心筋炎の1例

　　　　神奈川県立こども医療センター循環器科

　　　　　　　　　　　　林憲一，康井制洋

　　　　　　　　　　　　山田　進一，岩堀　　晃

　症例は13歳女児．発熱・胸痛・全身倦怠感を主訴に

急性心不全が疑われ第9病日に紹介入院した．入院時，

心エコー検査では著明な心ポンプ機能の低下を認め，

肝不全・腎不全・血液凝固障害を示し，多臓器不全を

伴うウイルス性心筋炎と診断した．第9病日に心エ

コー検査上，左室心腔内へ隆起する限局性腫瘤が出現．

位置は左室中隔壁前方・乳頭筋レベルよりやや下方で，

径は10×16mmであった．腫瘤表面は心内膜と連続し，

腫瘤内部は低エコー輝度の液性成分で満たされてい

た．翌第10病［には，最大径20mmに増大し，第11病

日には内部は高エコー輝度に変化した．腫瘤に対して

は増悪傾向の少なかったことより保存的に経過観察す

る方針とし，第12病日から径は減少傾向で，第14病口

には完全に消失した．この間，明らかな塞栓症状は認

めず，以後経過は良好で約3週後に退院となった．症

例の臨床経過を提示し，心筋炎に合併した心腔内へ隆

起する腫瘤の原因について考察し報告する．

　8．心臓内腫瘍により右室流出路狭窄をきたした結

節性硬化症の1例

　　　　神奈川県立こども医療センター循環器科

　　　　　　　　　　　　山田　進一，康井　制洋

　　　　　　　　　　　　岩堀　　晃，林　　憲一一

　症例は日齢5の女児．生直後より心雑音が指摘され，

心エコーにて心臓腫瘍が認められたため紹介入院と

なった．入院時胸部レントゲンではCTRが66％と心

拡大を認め，心電図は右室肥大所見を示した．心エコー

検査では両心室内に多発性に腫瘤が認められ，一部は

右室流出路にあり流出路をほぼ閉塞していた．頭部の

CT検査において石灰化を認めたことより，結節性硬

化症と診断した．心筋腫瘍は横紋筋腫と考え，臨床症

状が軽微であったため経過観察とした．現在生後5カ

月で症状の増悪は認めないが，心エコー上腫瘤の大き

さは不変である．横紋筋腫の多くは縮小傾向にあり，

治療を要さないことが多いとされるが，腫瘤により血

行動態に障害をきたす症例では手術を要することがあ

り，また，突然死例も報告されている．今後の治療方
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針について，同様の症例での治療経験を含め，ご教示

頂ければと考え報告する．

　9．心筋肥大を呈した新生児ヘモクロマトーシスの

1例

　　　　筑波大学小児科

　　　　　　宮本　朋幸，須磨崎　亮，足立　英世

　　　　　　山田　　牧，堀米　仁志，中村　了正

　症例は1カ月男児，意識障害を主訴に入院した．高

アンモニア血症，血液凝固能異常，肝機能障害が認め

られたため，急性肝不全と診断された．

　入院時の心エコー検査では特に異常は認められな

かったが，入院後30日頃から徐々に頻脈傾向と軽度の

収縮期雑音が認められたため，再度心エコー検査を

行ったところ，左室後壁厚5．9mm，中隔厚10　．　4mmと

心筋肥大が認められ，ドップラーで僧帽弁流入血流の

E／A比が2．3と高値を示した．入院後1カ月で原疾患

による肝不全が進行し死亡した．剖検では，心重量38

g（正常新生児の155％）両心室心筋の肥大が認められ，

組織では，鉄染色でヘモデリンの心筋細胞への沈着が

認められた．文献ヒ，新生児ヘモクロマトーシスに心

筋肥大が合併したという報告はないため，本症例を提

示する．乳児期早期に心筋肥大が認められた場合には

先天性代謝異常も鑑別する必要があると考えられた．

　10．先天性表皮水疸症に合併した拡張型心筋症

　　　　順天堂大学小児科学教室

　　　　　　栗屋　敬之，井埜　利博，高橋　　健

　　　　　　大久保又一，西本　　啓，薮田敬次郎

　　　　同　小児外科学教室

　　ジェフリー・レイン，藤本　隆夫，森岡　　新

　　　　同　皮膚科学教室

　　　　　　　　　　　　瀧本　玲子，近藤　幸子

　7歳の男児．生下時より，先天性表皮水庖症（栄養

障害型）と診断され，他院にて経過観察されていた．

3歳頃より，低栄養，貧血が増悪し，経腸栄養剤，鉄

剤にて改善をはかっていたところ，7歳時より食欲不

振，体重減少，顔面浮腫，咳順，腹部膨満などの心不

全症状が出現するようになり，当科にて入院加療を

行った．入院時の胸部X線にてCTR：78％と著明な

心拡大をきたし，胸部X線にて著明な腹水貯留も認

め，心エコーにて，左室収縮力の低下（EF＝31％），左

室拡大の所見が認められた．心不全症状に対し，強心

剤，利尿剤静注投与を行い，低栄養に対しても加療を

行ったところ，改善がみられ，また心拡大がCTR：

65％と改善傾向を示し，経口利尿剤のみにてもコント
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ロールできるようになった．しかし，心エコー上では

左室機能の改善はEF＝30～35％と著明な改善はみら

れず，心室腔の拡大及び，心室壁の菲薄化は残存した

ままであった．先天性表皮水庖症と拡張型心筋症の合

併例は極めてまれであり，その成因について若干の考

察を加え，報告する．

　11．洞機能不全症候群と発育発達障害，振戦を合併

した，拡張型心筋症の1女児例

　　　　埼玉医科大学心臓病センター小児心臓科

　　　　　　小林　俊樹，小林　　順，竹田津未生

　　　　　　新井　克己，小池　一行

　平成2年9月17日生まれの女児，1歳頃より発育発

達の遅延にきつかれ，1歳3カ月に痙攣が見られたた

め神経専門医の経過観察を受けていた．2歳3カ月時

に振戦，脱力発作にWide　QRSを伴った房室結節性徐

脈が見られたため電気生理的検査により洞機能不全症

候群と診断され恒久的ペースメーカー（VVRI）の植え

込みが行われた．心内膜電極の閾値が高いために行わ

れた心筋生検により，心筋間質の浮腫と線維化が見ら

れたが，電顕上ミトコンドリアの形態は正常を示し，

心機能は良好であった．ペースメーカー植え込み後は

痙攣や脱力発作は消失したが，振戦や発育発達障害は

継続して観察されていた．5歳7カ月時に心拡大

（CTR　O．66）と心エコーによる駆出率21％と著しい低

下や左室拡大にきつかれ，拡張型心筋症との診断を受

けた．利尿剤，ジゴキシン，β遮断剤，ACE阻害剤な

どの投与にもかかわらず，駆出率の低下や心拡大は改

善せず心不全症状が強くなってきている．なんらかの

全身性の進行性疾患に伴う拡張型心筋症と推察してい

るが，確定診断に苦慮している症例を呈示する．

　12．肥大型心筋症の拡張相はprogrammed　cell

deathか？一肥大型心筋症の拡張相を経過して死亡し

た1症例の剖検所見の検討一

　　　　順天堂大学小児科

　　大久保又一，井埜　利博，高橋

　　稀代　雅彦，秋元かつみ，西本

　　薮田敬次郎

同第1病理　　　　　　信川
同　循環器内科心臓血管病理研究室

　　　　　　　　　河合　祥雄，

健

啓

文誠

　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡田了三

　［背景］近年アポトーシスの研究により，細胞のpro・

grammed　cell　deathの概念が報告されている．今回，

肥大型心筋症拡張相を経て死亡した1症例の剖検組織

にてアポトーシスの関与を検討した．［症例］15歳男児．

H本小児循環器学会雑誌第12巻第6号

母親も肥大型心筋症拡張相と診断されている．小学校

1年生（6歳時）の学校心臓検診でLVHを指摘され当

科受診，10歳時の心内膜心筋生検で肥大型心筋症と診

断．その頃から，GOT；262～4861U／1，　LDH；

2，579～2，9451U／1，　CPK；315～1，6641U／1と心・筋逸

脱酵素の持統的な高値が認められていた．14歳頃から

拡張相へ移行し，心不全症状および不整脈にて入退院

を繰り返し，15歳時心不全にて死亡した．剖検時の肉

眼的所見では，左室心筋壁は白色で明るい光沢部分を

散在性に認めた．顕微鏡学的所見としては，白色部分

は線維化および心筋細胞の脱落であった．また，同部

位にTUNEL法にてアポトーシス細胞の存在を認め

た．［考察］アポトーシス細胞の存在は，肥大型心筋症

の拡張相への移行は遺伝子レベルでprogrammingさ

れている可能性が示唆され，興味深い組織学的所見と

思われる．

　13．ARVD（不整脈源性右室異形成）を疑った拡張

型心筋症の臨床的検討

　　　　東京女子医大心研小児科

　　　　　　森　　保彦，篠原　徳子，飛田　公理

　　　　　　佐藤　　敬，中澤　　誠

　　　　同　第2病理学教室　　　　　西川　俊郎

　13歳の男児．幼小児期は特に異常無く過ごしていた

が，本年3月サッカー練習中走って立ち止まった時，

突然Syncope出現．バタッと倒れた．その3週間後に

も同様の症状出現．6月精査目的にて当院入院となっ

た．入院中，TMETにてInultifocalなPVCの頻発，

Chest　MRIにて右室拡張と右室壁の著明な希薄化，及

びFatty　replacementを疑わせるTl　shortening　area

を認めた．また，心臓カテーテル検査にて，LVEDV

96％N，LVEF　63％に対して，RVEDV　227％N，　RVEF

28％と右室優位の機能低下，及びRVGにてカリフラ

ワー様の右室像を認めた．これらより，ARVDを疑い

右室壁のbiopsyを施行した．しかし，その結果では心

筋細胞の著しい変性と大型化，及び線維化を認めたも

のの，脂肪織は認めなかった．またタリウムシンチで

は，左室全体にわたりmultiple　perfusion　defectを認

め，広範な左室心室心筋障害が示唆された．右室壁の

タリウムuptakeは認められ，これらはARVDよりも

DCMに一致した所見であった．

　14．小児期の不整脈源性右室心筋症の右室心筋生検

組織所見

　　　　東京女子医科大学病理1），心研小児科2），心研

　　　　内科3）
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　　　　　　西川　俊郎1）石山　　茂1）笠島　　武1）

　　　　　　森　　保彦2）中澤　　誠2）門間　和夫2）

　　　　　　迫村　泰成3）仁木　清美3）大西　　哲3）

　不整脈源性右室心筋症（ARVC）は従来異形成

（ARVD）とよばれていたが，最近のWHO／ISFCの心

筋疾患・規定の改訂により新たに心筋症の中に入れら

れた．小児期のARVCの報告はまだあまり多くない

が，今回われわれは，ARVCと診断された3例（男2

例，女1例，平均14．3歳）の右室心筋生検所見を分析

し，臨床的に基礎疾患の認められなかった特発性心室

性頻拍（VT）症例の生検所見と比較検討を行った．

ARVCの症例はいずれも組織病変が高度で心筋細胞

の大小不同，変性，配列の乱れ，間質性線維化が認め

られた．1／3例に明らかな脂肪化ないし脂肪織浸潤を認

めた．単核細胞浸潤は認められなかった．一方，特発

性VT症例の組織所見は，これらに比べると変性や線

維化の程度も軽く病変は軽度であった．ARVCでは心

筋生検により必ず脂肪織の証明が出来るわけではない

が，組織所見は有意であることが多いと考えられた．

　15．Isolated　noncompaction　of　ventricular－

myocardiumの一卵性双胎児例

　　　　茨城県立こども病院

　　　　　　磯部　剛志，星田　　宏，猪狩　実穂

　　　　茨城県立医療大学　　　　　　佐藤　秀郎

　　　　筑波大学　　　　　　　　　　堀米　仁志

　Isolated　noncompaction　of　Ventlicular　myocar－

diumは近年本邦においても報告が散見されるように

なり，その特徴的なエコー所見から診断は容易である

事が判ってきた．我々も新生児期から肥大型心筋症と

診断されながらいわゆるスポンジ状の心筋構造を持つ

症例の診断に苦慮していたが，本疾患の心エコー所見

に一致することが分かりようやく診断に至った．症例

は34週6口，1，806gと2，116gで出生した一卵性双胎

の姉妹．他院新生児科入院中から心電図異常に気付か

れ，肥大型心筋症と診断されていた．当院受診後現在

4歳になるまで心不全症状は無い．軽度精神発達遅延，

特徴的な顔貌，及び心エコー上左室全体に網目状の肉

柱形成を認めた．2例の心エコー，心電図，左室造影，

MRI所見を提示し若干の文献的考察を行う．

　16．アントラサイクリン系薬剤心筋障害にみられた

再分極異常の検討

　　　　東京医科歯科大学小児科

　　　　　　　　　　　　浅野　　優，泉田　直己

　　　　　　　　　　　　西岡　正人，脇本　博子
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　アントラサイクリン系薬剤の心筋障害により心収縮

力の低下や不整脈をきたす報告は従来され，不整脈に

関しては再分極異常の関与が考えられている．今回

我々は同剤により心収縮力の低下に先立ち心室性不整

脈が誘発された例の再分極異常につき検討したので報

告する．再分極異常は心電図，QRST等積分値図，心

筋局所の活動電位持続時間を反映するとされている

Activation　Ricovery　Time（ARI）とその最長最短の

差（ARI　dispersion）により検討した．症例1は悪性

リンパ腫の7歳男児でTHP－ADR　200mg，　MIT　60

mg／m2を投与されていた．心エコー上のEFは75％と

正常であったが，同剤投与中に1分間の非持続生心室

頻拍を生じた．心電図上QT時間は0．51と延長し，

QRST等積分値図は正常であったが，　ARI　dispersion

は221と延長していた．症例2は急性骨髄性白血病の

2歳女児．THP－ADR　l20mg，　MIT　25mg，　DWR　300

mg／m2を投与されていた．　EFは53％と軽度低下，　QT

時間は0．59と延長しalternans　T　waveと心室性期外

収縮を認めた．QRST等積分値図では右前胸部から正

中部に異常低積分値領域を認め，ARI　dispersionは

225と増大していた．後日のTI心筋シンチ図では斑状

に取り込みの低下した領域が認められた．抗腫瘍剤の

心筋障害による心室性不整脈の再分極異常をQRST

等積分値図の異常やQT時間，　ARI　dispersionの増大

として捉えられた．このうちARI　dispersionの増大は

この病態での心室性不整脈の機序を考える上では興味

深い．

　17．anthracycline投与後に拡張型心筋症様病像を

呈し，急速に悪化した横紋筋肉腫の1例

　　　　順天堂大学小児科

　　　　　　西本　　啓，井埜　利博，秋本かつみ

　　　　　　石本　浩市，薮田敬次郎

　化学療法中止後よりanthracycIineによると思われ

る拡張型心筋症（DCM）様病像を呈し急速に心不全が

悪化した1例を報告する．症例は5歳3カ月の女児．

3歳2カ月時に左耳下腺原発横紋筋肉腫と診断され，

3歳2カ月より5歳2カ月までの2年間に18回の入院

中に治療プロトロールに従い計26回の化学療法が行わ

れ，この間に総量666mg／m2のadriamycineが投与さ

れていた．治療中の2年間は心電図異常や胸部X線上

の心拡大は認められていなかった．治療中止1カ月後

に再発し，再度入院となる．入院時の胸部X線にて腫

瘍の肺転移および心拡大（CTR　60％）を認め，心電図

はT波高の減少とQT延長（QTc　O．45sec）を示して

Presented by Medical*Online



794－（56）

いた．心エコー図ではLVDd　45mrn（136％of　nor－

mal），　EF　44％とDCM像を呈していた．強心剤，利

尿剤および少量のβ一blockerを投与していたが効果な

く，また今回の化学療法ではanthracycline系抗ガン

剤を用いなかったが心機能は進行性に低下し，入院5

カ月ではLVDd　51mm，　EF　22％まで悪化し，入院7

カ月で呼吸不全で死亡した．直接死因は頭蓋内への腫

瘍浸潤と考えられたが，以前に投与されたanthracy－

clineによるDCMが呼吸不全を助長したと思われた．

　18．抗腫瘍剤（主としてAnthracycline系薬剤）の

心毒性のCardiac　monitoringの意義（Endsystolic

wall　stress－mVcfc関係）を用いて（より低心毒性の

Analogの必要性について）

　　　　帝京大学小児科学教室

　　　　　　伊達　正恒，中山　豊明，萩原　教文

　　　　　　青柳　勇人，柳川　幸重，服部　拓哉

　　　　　　岡野　周子，伊藤　サ敦，阿部　敏明

　近年，小児悪性腫瘍の治癒率が高まるにつれ，抗腫

瘍剤の副作用による晩期障害が問題になってきてい

る．Anthracycline系薬剤による心機能障害は治療終

了後，長期間経過してから出現することもあり問題と

なっている．Endsystolic　wall　stress（ESWS）－mVcfc

関係（SVI：Stress　velocity　index）は前負荷や心拍数

に依存しない左室収縮機能の指標として臨床応用され

ており，潜在性の心機能低下を検出できる方法である．

この方法を用い，Anthracycline系薬剤を投与された

ALLや固形腫瘍及び再発例につき，長期の心機能を評

価した．固形腫瘍や再発例はATC系薬剤の総投与量

も多く，持続的な心機能低下例が多かった．これらの

症例に対しては，より低心毒性のAnalogを投与しな

がら，注意深く心機能を見ていくことが重要と考えら

れた．

　19．ミトコンドリア心筋症と考えられた1例

　　　　横浜市立大学小児科学教室

　　　　　　横山　詩子，瀧聞　浄宏，岩本　真理

　　　　　　安井　　清，柴田　利満

　症例は3歳男児，家族歴は特記すべきことなし．平

成7年11月，発熱，咳嚇にて近医で投薬を受けたが，

咳轍が続いていた．平成8年1月より時折喘鳴出現し

ていた．徐々に症状増悪し，5月7日呼吸困難，チア

ノーゼ，血圧の低下を示し，当科緊急入院となった．

入院時の胸部X線ではCTR　74％と心拡大を認め，心

電図では左側胸部誘導でR波の増高とSTの低下を

認めた．心エコー上，左室拡張期径58mm，左室後壁厚

日本小児循環器学会雑誌　第12巻　第6号

12．2mm，　FS　O．04と左室壁の肥厚および著明な左心機

能低下を認めた．入院後直ちに気管内挿管し，強心剤，

利尿剤投与したが心機能の改善得られず，無尿続くた

め5月8日よりCAPD導入した．5月10日より部分体

外循環施行したが，低心拍出によるDIC進行し肺出血

にて5月12日死亡した．剖検所見では，左室の拡大，

左室壁13mmと肥厚を認めた．組織所見では光顕にて

心筋細胞内に頼粒状のミトコンドリアが著明に増加

し，電顕ではミトコンドリアが大型化，クリスタの異

常もうかがわれた．以上より本症例はミトコンドリア

心筋症と考えられた．

　20．ミトコンドリア病における心機能評価

　　　　千葉県こども病院循環器科1），同　神経科2），

　　　　同　代謝科3）

　　　　　　岡嶋　良知1）田辺　雄三2）牧野　道子2）

　　　　　　高柳　正樹3｝青墳　裕之1）

　ミトコンドリア病（M病）は，多彩な臨床像を呈す

るが，心機能の詳細な検討はまだ見られない．そこで

当院で経過観察中の20例（MELAS　l1例，　Kearns－

Sayre症候群（KS）1例，　Leigh脳症4例，その他4

例，経過中3例が死亡（脳症1，心不全死2））を対象

として心機能を評価した．

　心電図肢誘導，左側胸部誘導でT波異常を7例，

WPW　2例，　PVC　1例を認め，　KSでは完全房室ブ

ロックに進行した（ペースメーカ装着）．心エコー計測

値では，拡張末期左室後壁厚対正常％値（LVPWTD％

N）110以上9例（内7例は120以上），拡張末期左室容

積％N120以上7例（内5例は140以上），左室駆出率

（EF）は40％以下5例で，低下例のLVPWTD％N110

以上（4例は120以上）に肥厚していた．

　M病では，高頻度に心電図のST－T異常，左室壁肥

厚，EFの低下を認めた．

　21．家族性肥大型心筋症家系におけるアミノ酸置換

のない心筋β・ミオシン重鎖遺伝子変異

　　　　東京女子医科大学付属日本心臓血圧研究所

　　　　　　仁木　清美，古谷　道子，新井　正一

　　　　　　今村伸一郎，門間　和夫，細田　瑳一

　　　　　　松岡留美子

　アミノ酸の置換がない心筋β一MHC遺伝子の点変

異を認めた家族性肥大型心筋症例の家系において，家

族性肥大型心筋症家系の患者5例とその家族9例を対

象として，肥大型心筋症発症との関連の有無を検討し

た．各例でリンパ球を分離後，mRNAを抽出し，　RT－

PCR法により心筋β一MHC遺伝子（Exon3より
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Exon24）を増幅して，塩基配列を決定し，点変異の有

無を検討した．その結果，肥大型心筋症患者全てにお

いて，β一MHC遺伝子のExon3にアミノ酸置換のない

サイレント変異（Thr63→Thr）を認めた．非患者例9

例のうち5例に同点変異を認めた．同家系ではいずれ

の患者例も40歳以上で診断されているが，非患者例で

変異を認めた5例のうち4例は40歳未満であり，今後

の経過観察が必要と考えられた．またこの変異は，他

の2家系の家族性肥大型心筋症の患者にも認められ

た．今回の検討により心筋症発症とサイレント変異と

の関連が示唆された．今後，アミノ酸置換のないサイ

レント変異に関しても検討することが必要と考えられ

た．

　22．若明な心筋肥大をきたした胎児双胎間輸血症候

群（受血児）の1例

　　　　神奈川県立こども医療センター周産期医療部

　　　　　　　　　　　　川滝　元良，是澤　光彦

　　　　東京女子医科大学第2病理学教室

　　　　　　　　　　　　　　　　　　西川　俊郎

　臨床経過；在胎23週から羊水過多の進行した1絨毛

2羊膜双胎．羊水穿刺を繰り返したが，受血児の心不

全，供血児の腎不全（Stuck　twin）が進行性のため，

26週で帝切となる．重症仮死（APGAR　3／6），および

全身浮腫，腹水，肝腫大，末梢冷感など高度の循環不

全状態であった．CTR　69％，心エコーでは両心室の肥

厚と拡張，収縮不良，TR，　MRをみとめた．サーファ

クタント気管内注入，FFP，　DOA，　DOB，　NTG，ア

ムリノンなどにより呼吸循環状態は一時的に改善した

が，症候性PDAによる左心不全，肺出血，腎不全によ

り日齢4に死亡した．

　剖検所見；肉眼上両心室が高度肥厚．強拡大では，

心筋細胞の肥大，樹枝上分枝，核の変形大小不同をみ

とめたが，間質の浮腫は認めなかった．

　考案；胎児双胎問輸血症候群の受血児に心筋肥厚が

起きることはよく知られているが，病理学的に心筋細

胞の肥大とする意見と，間質の浮腫とする意見があり

定説は得られていない．このような高度の心筋肥厚は

特異な胎児環境に対する胎児心の一種の反応と考えら

れ，病態を解明するために詳細な病理学的検討が必要

である．

　23．小児の心筋症における’231－BMIPP心筋

SPECT所見について

　　　　日本大学小児科学教室

　　　　　　唐澤　賢祐，原　　光彦，三沢　正弘
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　　　　　　山下　恒久，鮎沢　　衛，能登　信孝

　　　　　　住友　直方，岡田　知雄，原田　研介

　小児の心筋症における心筋脂肪酸代謝異常につい

て，1231－BMIPP（β一methyl－p－iodophenyl－

pentadecanoic　acid）心筋SPECTを行った1歳から

22歳の12症例（肥大型心筋症9例，拡張型心筋症3例）

について検討した．7例については，1231－BMIPPと201

Tlの2核種同時収集を行い2°’TI像との乖離の有無に

より検討した．肥大型心筋症の9例中7例で肥大部を

中心に集積低下を認めた．最も2°1Tl像との乖離を認め

た1例は，その後，突然死した．拡張型心筋症の3例

は壁の菲薄化による影響も考えられるが全例で集積低

下を認めた．1231－BMIPP心筋SPECTは，心筋集積率

が高く良好な画像情報が得られ，小児期の心筋症にお

いて心筋脂肪酸代謝異常に関する診断法として有用で

あると考えられた．

　24．新生児の心筋障害マーカー

　　　　順天堂大学浦安病院小児科

　　　　　　岩原　正純，井上　成彰，金子堅一郎

　新生児での心筋障害を判定することは必ずしも容易

ではない．今回，新生児に適応可能な心筋障害マーカー

を検討すること目的で，種々の新生児疾患において

CK，　CK－MB，　CK・MMアイソフォーム，心筋ミオシ

ン軽鎖一1を，一部の症例では心筋トロポニンーTも含

め測定し，これらのマーカーが新生児の心筋障害の推

定に有用か否かを検討した．その結果，CK－Totalでは

臨床的に心機能異常のなかった症例33例中10例

（30％），CK－MBでは33例中15例（45％），　CK－MMの

A／C比では全例が異常値を示した．これに対し，心筋

ミオシン軽鎖一1は正常値で，心筋トロポニンーTは異

常値を示した症例を認め，障害の程度の差を表してい

るものと考えられた．このことより新生児においては

CK等測定の有用性は低く，心筋ミオシン軽鎖一1と心

筋トロポニンーTの同時測定が心筋障害の有無，程度

を的確に表す良い指標になりうると思われた．

　25．持続性の高CPK血症を呈し，組織学的に

Fabry病に類似した肥大型心筋症（HCM）の1例

　　　　東邦大学第1小児科

　　　　　　星田　　宏，中山　智考，小澤　安文

　　　　　　松裏　裕行，佐地　　勉，松尾　準雄

　　　　鹿児島大学第1内科　　　　　中尾正一郎

　症例は13歳の男児．1988年（当時5歳）他院にて斜

視の術前検査の時に，心電図異常（WPW症候群）と

高CPK血症を指摘された．1991年（当時8歳）に骨格
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筋生検を行ったが，先天性ミオパチーや筋ジストロ

フィーの所見はなく，確定診断に至らなかった．転居

に伴い，1992年に当科受診．心エコーにて心筋肥大を

認め，肥大型心筋症の疑いで経過観察を行っていた．

胸部X－PでCTR　52％と軽度の拡大を認め，心電図は

WPW（type　B），　LVH　with　strain，心エコーでは心

室中隔及び左室後壁の肥厚を認め，左室駆出率は0．85

と良好であった．1994年に心臓カテーテル及び心内膜

心筋生検を施行した．このときの組織所見は心内膜の

線維性肥厚はなく，心筋細胞の著しい肥大や配列の乱

れはなく，肥大型心筋症の所見はなかった．間質に浮

腫が目立つ他は，軽度の線維性増生を伴い，心筋細胞

内に内胞変性が目立ち，Fabry病に類似した組織所見

であった．しかし，電顕所見では，Fabry病に特徴的

なリソソーム内の年輪状の沈着物がないこと，α一

galactosidaseの低下を認めないことよりFabry病は

否定的であった．

　教育講演

　心筋疾患の分子生理学一in　vitro　motility　assay法

による心筋障害の研究

　　　　帝京大学医学部第2生理　　　杉　　晴夫

L］本小児循環器学会雑誌第12巻第6号

　近年発展したin　vitro　motility　assay法は筋肉から

抽出したアクチン・ミオシン試料を再構成し，アクチ

ン・ミオシン間のATP依存性の滑り運動（つまり筋収

縮の素過程）を光学顕微鏡下に観察記録する実験技法

である．この方法の利点は化学修飾したアクチン・ミ

オシン試料，分解酵素により得られるアクチン・ミオ

シン分子フラグメント，あるいは遺伝子工学の技法に

よるreconbinant分子等を使用した実験が可能である

ことである．この実験法が開発された当時はアクチ

ン・ミオシン間の見かけの無荷重滑り速度を記録し得

るのみであったが，種々の改良の結果現在では個々の

ミオシン分子の発生する微小張力の測定や，生きた筋

肉の収縮特性と直接比較可能なアクチン・ミオシン間

の滑り特性（荷重速度関係，荷重エネルギー遊離関係

等）の測定が可能となっている．後者の測定は筆者の

研究室で独自に開発した方法により可能となった．

　本講演ではまずこの実験法の発展を筋収縮研究の現

状と関連させて解説し，ついで筆者の研究室が東京大

学医学部第2内科学教室と共同で行っている心筋疾患

の分子生理学的研究の最近の結果について報告する．
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