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　1．胎児水腫で発見されたUhl’s　anomalyの胎児

例一右室心筋apoptosisの検討を含めて一

　　　　筑波大学小児科

　　　　　　堀米　仁志，須磨崎　亮，高橋　実穂

　　　　　　田中　淳子，関島　俊雄，松井　　陽

　　　　同　病理　　　　浦田まどか，野口　雅之

　UhPs　anolnalyは右室心筋が完全または部分的に欠

損し，胎児期から乳児期に心不全を来すまれな奇形と

して知られている．arrhythmogenic　right　ventricular

cardiomyopathy（ARVC）との鑑別が問題になること

もあるが，ARVCは右室心筋の局所的な脂肪変性，線

維化を伴って思春期以降に不整脈で発症する傾向があ

る疾患として区別されている．最近，後者の原因とし

てapoptosisが注目されているが，　UhPs　anomalyは

症例自体が少ないため，apoptosisの検討例はほとん

どない．胎児心エコー所見で右室の菲薄化を認めた症

例を続験したので，apoptosisの検討を含め報告する．

　症例は在胎19週の胎児で，主訴は胎児水腫，母親は

32歳．胎児心エコー所見では心拍数140／分で不整脈は

なかった．三尖弁異形成，三尖弁閉鎖不全を伴い，右

心系の拡張が著明でCTARは56％に達し，肺は低形

成であった．三尖弁の付着異常はなかった．右室自由

壁が部分的に菲薄化して見えた．児は在胎21週1日に

流産となった．剖検所見でも右室自由壁は部分的に明

らかに菲薄化していたが，右室心内膜と心外膜の間は

心筋の完全欠損ではなく，数層の心筋線維が認められ

た．Ebstein奇形はなかった．

　本例の右室心筋，心疾患や胎児水腫がなく子宮内死

亡した在胎19～25週の胎児3例の心筋，及びpositive

controlとして成人扁桃の胚中心を用いてTUNEL法

とBAX法により，　apoptosisについて検討した．

TUNEL法では本例の右室心筋内に少数のapoptosis

cellがみられたが，その数は左室心筋や対照群の胎児
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心筋と差がなかった．右室流出路に多いという所見も

なかった．一方，BAX法では，左室心筋や他の胎児心

筋に比べて，本例の右室心筋細胞が有意に強く染色さ

れた．この所見は右室心筋におけるapoptosisの促進

を示唆しているが，TUNEL法の結果との差異につい

て検討の余地がある．

　2．胎児診断された原発性心臓腫瘍の4例

　　　　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

　　　　順天堂大学小児科

　　　　　　井埜　利博，西本　　啓，秋元かつみ

　　　　　　大久保又一，稀代　雅彦，高橋　　健

　4例の原発性心臓腫瘍を在胎22週1日～36週4日

（平均31週2日）の胎児エコーにて発見し，経時的に腫

瘍の部位，形態および心機能の指標として下行大動脈

でのVmax，下大静脈でのPLI（prelord　index）など

を観察した．また，出生後1～36カ月（平均16カ月）

の経過を観察中である．症例1は妊娠33週2日の胎児

エコーにて心臓腫瘍を指摘された．妊娠36週4日，胎

児頻脈が出現しdigoxinによる胎内治療を試みたが無

効のため緊急帝王切開にて出生．出生体重2，518g，

Apgar　score　4点（5分後6点）．出生後の心電図は

PSVTを呈し，ATPが無効のため5JのDCで停止し，

基礎にWPWがあることが判明した．心エコー図検査

では右房，右室腔内をほぼ占拠する単数の巨大な腫瘍

を認めた．肺動脈での順行性血流を認めたが心房問で

は右→左短絡を認めたため動脈管開存維持を目的に

lipoPGE1を投与した．その後，動脈管は自然閉鎖した

が腫瘍も比較的急速に縮小したため摘出術を行わず外

来にて経過観察中である．他の3例では腫瘍の存在（単

数2例，複数1例）以外の異常所見はなかったため自

然分娩し，その後の経過も順調であった．出生後，腫

瘍は全例で縮小した．4例とも横紋筋腫が最も疑われ，

1例でのちに結節性硬化症の合併が判明した．

　胎児エコーにて心臓腫瘍を発見することは比較的容

易で，胎児期からの観察は出生前後を通じて的確に治
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療方針を決定し得た．また無症状で発見されない心臓

腫瘍は予想以上に多いと考えられた．

　3．出生時より発見された心内腫の2例

　　　　帝京大学小児科学教室，同　心臓外科＊

　　　　　　中山　豊明，萩原　教文，青柳　勇人

　　　　　　中村　　元，伊達　正恒，柳川　幸重

　　　　　　阿部　敏明，中島　　博＊，赤坂　忠義＊

　はじめに：小児期の原発性心臓腫瘍は稀な疾患であ

り，全小児心疾患剖検例の約0．08％とされ，約40％が

横紋筋腫で最も多いと言われている．今回我々は，出

生時に発見され，自然退縮した2例を経験した．

　症例1：在胎40週3日，2，570gにて出生した女児．

出生直後より哺乳力低下と心雑音を主訴に紹介され，

心臓超音波検査にて僧帽弁腱索に一致し，左室流出路

に突出するように腫瘤を認め，同時にVSDと肺動脈

弁狭窄を認めた．腫瘤は，収縮時には左室腔内を占有

し，VSDの関係もあり，軽度心不全症状を呈していた

が，切除により，大量の僧帽弁逆流が生じる危険性も

あり，内科的管理を行い，腫瘍は縮小傾向を示し，症

状軽快し経過観察となった．その後も腫瘍は縮小傾向

を認め，5カ月時の心臓超音波検査では，僧帽弁に一

致するのみとなり，7カ月時に心室中隔欠損根治術を

行い，腫瘤を確認したが，腫瘤は確認できなかった．

　症例2：36週4日，1，896gで出生した男児．胎児期

より頻拍（200bpm以上）が認められ，体外での治療の

必要性を考え，緊急帝王切開にて出生した．出生直後

から頻拍は消失した．出生時，心臓超音波検査にて僧

帽弁前尖から左心室壁，大動脈後壁に渡る房室結節付

近に腫瘤を認め，胎児期の頻拍は心内腫瘍が関係して

いると考えた．また，出生後の心電図にてデルタ波が

設められた．現在，経過観察中だが，腫瘍は縮小傾向

を認めている．

　考案：心内腫瘍の臨床症状は腫瘍の大きさと部位に

より決まり，無症状のものは，一般的に腫瘍による自

然予後は良いという印象がある．一方，横紋筋腫の自

然予後は患児の40％が6カ月までに，60％が1歳まで

に，80％が5歳までに死亡するという報告もある．現

在は，出生後早期，あるいは胎児期から超音波検査が

可能であり，心内腫瘍が出生後早期に問題となる臨床

症状を認める，あるいは認める可能性のある場合，自

然退縮も期待できることも含めて，慎重に治療方針を

決定する必要がある．

　4．最近3年間に経験した剖検例を含む4例の双胎

間輸血症候群による受血児の心筋肥厚について

67－（67）

　　　　順天堂大学小児科

　　　　　　高橋　　健，井埜　利博，大久保又一

　　　　　　秋元かつみ，西本　　啓，有井　直人

　　　　　　篠原　公一，斉藤　昌弘，新島　新一

　　　　　　山城雄一郎

　双胎間輸血症候群（TTTS）の臨床像として，受血

児は多血症となり血圧の上昇とともに尿量が増加して

羊水過多を伴い，重症では心不全となり胎児水腫を来

し，供血児に比し重篤であることは知られている．ま

た心筋肥厚についての報告はあるが，その実態はいま

だ明らかにされていない．私どもは最近3年間で11例

6組の（TTTS）（受血児6例）を経験し，うち4例の

受血児（在胎29週から34週，出生時体重1，402gから

2，148g）に心筋肥厚を生じた．3例の心筋肥厚は自然

軽快したが，特に著明な心筋肥厚を呈した1例は左室

機能不全により血圧が低下し，生後7時間に死亡した．

死亡例の病理所見では，心筋間質の浮腫，部分的な心

筋細胞の変性，萎縮，軽度の錯綜配列は認めたが，心

筋繊維の肥大や核の大小不同は認めなかった．TTTS

に伴う心筋肥厚は，その自然歴，病理所見から特発性

肥大心筋症とは異質の疾患であると考えられた．また

生命予後の因子として，児の未熟性に加えて，心筋肥

厚の程度や心機能が重要であると考えられた．

　5．双胎間輸血症候群における心筋肥厚の検討一レ

ニンーアンギオテンシンIIの関与について一

　　　　聖隷浜松病院小児科

　　　　　　山守かずみ，瀬口　正史，横山　岳彦

　　　　　　斎藤　　勇，浅野　一恵，寺澤　俊一

　　　　　　岩瀬　一弘，西尾　公男，犬飼　和久

　　　　聖隷浜松病院病理科

　　　　　　　　　　　　清水　進一，小林　　寛

　　　　聖隷浜松病院産婦人科　　　　村越　　毅

　　　　東京女子医科大学病理学　　　西川　俊郎

　目的：1）重症双胎間輸血症候群（TTTS）受血児の

心筋組織より，肥厚した心筋組織を病理学的に検討す

る．2）心筋細胞の肥大，増殖に関わると注目されてい

る血管作働性物質レニン（R）一アンギオテンシンII

（Ang　II）が，　TTTS受血児の心筋肥厚に関与するか

否かを膀帯動脈血にて検討する．

　対象と方法：対象は生後2時間から10日で死亡した

重症TTTS受血児4例と，生存した5組のTTTSで
ある．方法は病理標本より組織学的検討を行い，生存

5組のTTTSのR活性，　Ang　II，カテコラミン3分

画（CA）を測定し，　TTTSを発症しなかった一絨毛膜
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双胎10組と比較検討した．

　結果：1）死亡4例TTTS受血児の心筋は肥厚が

著しく，左室壁は5mm～7mm，右室壁は3mm～6mm

で，組織学的には間質や心筋細胞の浮腫はなく，いず

れも心筋細胞の単純性肥大であった．2）R－Ang　IIと

心筋肥厚の検討では，心筋肥厚の著しかった2症例で

は，R活性は上昇していなかったにもかかわらず，　Ang

IIが正常例より高値であった．　CAには一定の傾向は

みられなかった．

　考案：TTTS受血児では胎内での容量負荷ばかり

でなく，圧負荷によっても心筋緒胞の肥大が生じ，肥

厚が生じると考えられた．また，受血児では脈帯動脈

血にてAng　IIの高値な症例があることから，心筋肥厚

の発症に心筋細胞の肥大，増殖因子のAng　IIが関与し

ている可能性が示唆された．

　6．肺高血圧症，心不全を発症した母体糖尿病児

　　　　帝京大学小児科

　　　　　　青柳　勇人，新実　　了，柳川　幸重

　母体に妊娠糖尿病，妊娠中毒症を合併し，破水のた

め緊急帝王切開で出生した児．出生体重5，212g，　Appar

score　7～9（3’～5’）．　day　1より哺乳開始したが，　day

3には哺乳不良となり経管栄養を行った．day　7には哺

乳時のチアノーゼ，心雑音が認められ心疾患を疑われ

当院へ紹介された．入院時現症では軽度のチアノーゼ，

多呼吸（RR　86／min），坤吟が認められ，心音はdistant

heart　soundでLevine　II／VIの収縮期雑音を聴取．肝

腫大3横指，四肢の浮腫があり，発汗が著明であった．

入院時検査所見ではRBC　504，　Hb　16．0，と軽度の多

血症を認め，Ca　2．3mEqと高度の低カルシウム血症で

あった．chest　XPではCTR　75．2％，肺豊血像を認め，

ECGは右室肥大と平坦なT波を認める．　UCG所見は

ballanced　PH，　PDA（bidirectional　shunt），　IVS・RV

wallの肥厚，右室，左室の拡張障害であった．左室の

動きはさほど悪くなく，流出路の狭窄もなかった．入

院後，患児の病態は肺高血圧（PH），膠血性心不全

（CHF）と判断して02投与，　DOA，利尿剤の投与，　Ca

補正を行った．2日後には呼吸数低下，心拡大改善が

みられ，1週間後の心エコーではPH消失，動脈管は

閉鎖していた．しかしIVS，　RV　wal1は厚く右室，左

室とも依然として拡張障害がみられた．低カルシウム

血症による心収縮力の低下と，母体糖尿病によれ心筋

障害がこの墾血性心不全の原因に挙げられるが，高度

な肺高血圧を伴うことは一義的には説明できず，また

そのような報告は見あたらず，興味深い症例と考えら
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れた．

　7．新生児心筋梗塞の1例

　　　　日本大学小児科

　　　　　　渡辺　健一，遠藤　晃彦，唐澤　賢祐

　　　　　　能登　信孝，住友　直方，湊　　通嘉

　　　　　　高田　昌亮，原田　研介

　　　　日本大学第2病理

　　　　　　　　　　　　大荷　澄江，根本　則道

　母親は37歳の経産婦．妊娠経過中特に異常は指摘さ

れていない．在胎38週6日に骨盤位のため帝王切開で

出生した．出生体重3，640g，　Apgar　score　8点（1分），

仮死はなかったが生後20分頃から顔面チアノーゼと多

呼吸がみられたため当院NICUへ転院した．入院時，

全身チアノーゼと多呼吸を認めた．胸部X線では心胸

郭比0．70で心拡大を認め，心エコーでは心内奇形は認

めないが左室駆出率は0．17と著明に低下していた．直

ちに気管内挿管し人工換気下に強心剤等で治療を行っ

たが生後24時間で死亡した．剖検所見では肉眼的に左

冠動脈主幹部から左前下行枝にかけて冠動脈の内腔を

占める血栓を認めた．病理組織では血栓の認められた

冠動脈領域を中心に出血を伴う壊死を認め，心筋梗塞

と診断された．また，肺は好中球の浸潤を伴う硝子膜

形成を認め，一部気管支肺炎像がみられた．

　心内奇形の合併がなくまた冠動脈異常もない新生児

における心筋梗塞の発生例は極めて稀である．本例で

は剖検で血栓が証明されている．血栓の成因としては，

月齊静脈からの奇異性血栓，あるいは病理組織での肺炎

の存在や2－5AS活性の上昇より感染による凝固線溶系

の異常や心筋炎による冠動脈攣縮などが考えられる．

　8．新生児ウイルス性心筋炎の臨床像一自験8例を

含む本邦報告36例の文献的考察一

　　　　日赤医療センター新生児未熟児科

　　　　　　島　　義雄i，中島やよひ，与田　仁志

　　　　　　川上　　義，赤松　　洋

　　　　同　小児科

　　　　　　稲毛　章郎，土屋　恵司，薗部　友良

　緒言：新生児のウイルス性心筋炎は，症状が多彩で

急激な経過をたどり予後が不良であるため，実際にウ

イルスの関与が証明された症例の報告は少ない．そこ

で，今回はその臨床的特徴を明らかにするため，ウイ

ルス分離あるいは抗体値上昇を認めた自験8例を含む

本邦報告36例の記載の分析を行った．

　結果：平均在胎週数36．2±3．6週，出生体重

2，679．4±766．9gで，早産，低出生体重児はそれぞれ6
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例（17％），8例（22％）であった．13例（36％）に母

体先行感染を認めた．発症は8．5＋13．6日で，生後1週

間以内のものが25例（69％）を占めた．初発症状は発

熱が最も多く21例（58％）で，24例（67％）に心電図

異常を認め，合併症は髄膜炎などの重篤なものが多

かった．予後は死亡10例，何らかの後遺症を残したも

の4例であった．原因ウイルスは29例（81％）がコク

サッキーB群で，その他の7例はエコーウイルスで

あった．15例の感染経路に水平感染の存在が示唆され

た．

　考察：本邦報告例の大部分はコクサッキーB群感染

によるもので，発症が早期で母児感染の示唆される症

例を多く認めた．臨床的には非特異的な症状で発症後，

髄膜炎などの重篤な合併症を伴い急激に状態が悪化す

ることが多く，心筋炎はその存在を念頭に置いた検索

を進めないと診断確定が困難であると思われた．同時

期同一施設（地域）内発症例も多く，周産期垂直感染

としてのみならず水平感染に対する十分な認識と対策

が必要であると思われた．

　9．先天性心疾患の心筋症合併例について

　　　　東京女子医科大学心臓血圧研究所小児科

　　　　　　　　　　　　宮本　聡美，朴　　仁三

　　　　　　　　　　　　富松　宏文，中西　敏雄

　　　　　　　　　　　　中澤　　誠，門間　和夫

　先天性心疾患の心筋症合併例について調査，検討を

行った．

　対象は1992年1月から1996年12月までの過去5年間

に当科に入院した，のべ3，618症例のうち，先天性心疾

患に心筋症を合併した4症例とした．

　先天性心疾患は様々であり，症例1は肺動脈狭窄，

症例2は心室中隔欠損，心房中隔欠損，総肺静脈還流

異常，症例3は心室中隔欠損，症例4は大動脈縮窄，

心室中隔欠損，心房中隔欠損をそれぞれ合併していた．

このように，先天性心疾患に一定の傾向は認められな

かった．心筋症を合併した症例では，心筋症の特徴も

加味された症状，検査所見を呈する．

　合併した心筋症は全て肥大型心筋症であり，右室流

出路障害を伴うものが1例，左室流出路障害を伴うも

のが1例認められた．4症例のうち1例のみ病理所見

が得られており，肉眼所見では心室壁の肥厚，特に心

室中隔の肥厚が著明であり，そのため内腔は狭小化し

ていた．組織所見で心室中隔，左室自由壁に錯綜配列

が認められた．

　心疾患以外の症状として，全ての症例で翼状頸が認
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められ，その他，症例1は両眼開離，低身長，発達遅

延，症例2は耳介低位，小顎症，高口蓋，症例3は発

達遅延が認められた．これらの症状よりいつれも

Noonan症候群が疑われた．また，全ての症例において

家族歴は認められなかった．

　これらのうち3例に手術を行い，手術死亡が2例，

残り1例も再手術を行った．

　一般に先天性心疾患と心筋症の合併は稀であるが，

Noonan症候群が疑われる時には合併も考え，検査，治

療を行うことが必要である．また，このような症例で

は先天性心疾患の血行動態に肥大型心筋症による拡張

障害が存在するため経過不良となることが考えられ
る．

　10．QT延長を伴った孤立性心筋緻密化障害の2例

　　　　埼玉県立小児医療センター循環器科

　　　　　　小川　　潔，上原　里程，北澤　玲子

　　　　　　菱谷　　隆，星野　健司

　　　　東京大学小児科　　　　　　　中村　嘉宏

　孤立性心筋緻密化障害は市田らによる全国調査によ

り24例が集計され，従来考えられてきたような稀な疾

患ではないことが明らかとなった．しかし，その臨床

像は幅広くいまだ不明な点も多い．孤立性心筋緻密化

障害に伴う心電図所見は特異性に乏しく，ST－T異常，

WPW症候群，左軸偏位やPSVT，　VPCや完全房室ブ

ロックなどの不整脈が報告されているが，QT延長を

合併したとする報告はない．

　症例1：1歳男児．生後10時間頃よりチアノーゼが

出現したため入院．VTおよびVfを繰り返し．正常洞

調律時には間歌的左脚ブロックとQT延長が認めら

れた．マグネシウム投与により軽快した．心エコー検

査では生後1カ月までに徐々に左室心尖部の肉柱が顕

著となった．

　症例2：13歳男児．5歳時に睡眠中に全身性硬直性

けいれん出現．脳波検査でスパイクを認めたが，心電

図でQT延長にも気づかれた．心エコー検査で左室心

尖部の肉柱が著明に発達していた．右室心室中隔から

の心筋生検では特に異常は認められなかった．βプ

ロッカーを開始したが，VTや失神発作を数回繰り返

した．

　11．肥大型心筋症を合併したLEOPARD症候群の

1例

　　　　筑波大学小児科

　　　　　○高橋　実穂，堀込　仁志，田中　淳子

　　　　　　関島　俊男，松井　　陽
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　　　　同　皮膚科

　　　　　　里見　久恵，藤澤　裕志，大塚　藤男

　全身の皮膚に多発性に色素斑を認め，高率に心血管

異常を合併する症例が1960年代から報告されるように

なり，1969年にGorlinらはLEOPARD症候群と提唱

した．これは，Lentigines，　Electrocardiographic　con－

duction　defect，　Ocular　hypertelorism，　Pulmonary

stenosis，　Abnormalities　of　genitalia，　Retardation　of

growth，　Deafnessの頭文字をとって命名されたもの

である．今回，我々は本症候群の1男児例を経験した

ので報告する．

　症例は10歳男児．妊娠分娩歴，家族歴には特記すべ

き事項なし．生後2カ月から，顔面や体幹を中心とし

た全身に褐色～黒色の小色素斑が認められ，次第に増

加した．体格はやや小さく，側蛮，内眼間開離，耳介

低位あり．外性器異常なし．生後7カ月に感音性難聴

に気づかれた．5歳時から心電図上左軸偏位を指摘さ

れていた．10歳時に上気道炎を契機に心雑音を指摘さ

れ，心電図上II　IIIaVF誘導のT波の陰転化が認めら

れた．心エコーでは，IVS　16mm，　PWT　10mmと肥

大していた．右室造影では流出路狭窄の所見はなかっ

た．また，肺動脈　右室圧較差は認められなかった．

心筋シンチでは，心筋肥大部位に一致してタリウムの

取り込みが増加していたが，BMIPPとのミスマッチ

は認められなかった．

　エコーの発達により肥大型心筋症の合併が注目さ

れ，これまで報告されていた肺動脈狭窄のうち，漏斗

部狭窄などに心筋症が含まれていた可能性も指摘され

ている．本症候群の肥大型心筋症の小児報告例をまと

めると，自験例を除く全例が，閉塞型の肥大型心筋症

であり，LEOPARDの6項目がそろっていない症例が

ほとんどだった．小児期から多発性黒子を認める症例

では，顔貌異常や難聴などがなくても，心臓の評価を

経時的に行う必要がある．

　12．Pompe病に類似する組織所見を呈した家族性

心筋症の1例

　　　　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

　Pompe病に類似した心筋組織所見を呈した家族性

心筋症を経験したので報告する．

　症例は15歳の男児．乳児期より哺乳力低下，筋緊張

低下を認め，胸部X線上心拡大，心電図異常と高乳酸

血症を認め，特発性心筋症と診断し経過観察していた

口本小児循環器学会雑誌　第14巻　第1号

が，徐々に心不全症状増悪し1997年5月には無尿とな

り持続携帯式腹膜透析（CAPD）を行い心不全症状の改

善を得た．家族歴で母親が本児出生前の20歳時に肥大

型心筋症と診断され，その後，拡張型心筋症病態を呈

し，36歳で永眠した．

　本症例も乳児期に肥大型心筋症の病態を呈していた

が，その後，拡張型心筋症の病態を呈した．胸部X線

上CTRは64％．心電図ではPR短絡，　wide　QRS，左

側胸部誘導で著明な高電位と陰性T波を認め，Pompe

病の心電図に極めて類似する所見を認めた．組織所見

では心筋細胞の空胞変性を伴う肥大を認め，この空胞

はPAS染色陽性でグリコーゲンの沈着と考えられ

た．骨格筋生検では筋細胞の肥大，空胞化は認めず，

ミトコンドリアも正常であった．Pompe病で低下する

α一グルコシダーゼは極めて軽度低下であった．心電図

および心筋生検所見がPompe病に類似しているが，

α一グルコシダーゼの欠損を認めない症例が散見され

ており，また，心筋症の家族歴を有しているも，肥大

型と拡張型の混合型の病態を呈している例もあり，本

症例を含めこれらの症例は乳児型のPompe病と異な

る心臓に限局する新しい糖原病の可能性があると思わ

れた．

　13．超高速CTが診断に有用であった不整脈源性右

室異形成症の1例

　　　　群馬大学医学部小児科

　　　　　　　　　　　　小林　　徹，茂木千珠子

　　　　　　　　　　　　井上　佳也，小林　敏宏

　超高速CTにて右室内病変を確認した不整脈源性右

室異形成症（以下ARVD）と思われる1学童例を経験

したので報告する．症例は13歳男子で，過去2回運動

中に失神したことがあった．家族歴に特記すべきこと

はない．13歳7カ月時に塾にて悪心，嘔気を訴え来院．

心室性頻拍を認めたため入院した．胸部X線写真では

心陰影は球形で心尖部の挙上が見られた．心エコーで

は右室の拡大を認めたが左室の壁運動は良好であっ

た．心電図では左脚ブロック型の心室性期外収縮（以

下PVC）を認め右側胸部誘導にT波の陰転化，左側胸

部誘導に0．6mVのQ波を認めた．運動負荷心電図で

運動中止後のPVC増加を認めた．平均加算心電図で

late　potentialは陰1生だった．　Holter心電図では総心

拍数の13％がPVCであった．　PVCは多源性で1分間

続く心室頻拍も認めた．以上よりWiliam　Mckennaら

のARVD診断治準のminor　criteria　4項目を満たし

たため本症例をARVDと診断した．
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　ARVDの病変の証明には心筋生検が必要であるが，

生検部位と病変好発部位が異なるため，病変を証明で

きないこともある．そのため侵襲が少なく反復検査の

可能な画像診断による病変の検出が重要と考えられ

る．本症例では超高速CT，　MRI，　FDG－PETを施行し

た．MRIでは右室の拡大，心外膜下の脂肪沈着が認め

られたが左室病変は認められなかった．超高速CTで

は右室の拡大の他にARVDに特徴的な所見とされる

心外膜下の脂肪沈着，粗い肉柱，Scallopingが認めら

れた．FDG－PETでは左室に取り込みの低下は認めら

れなかった．超高速CTはMRIに比べ撮影時間も短

く，費用も安価である．また短いスキャン時間で空間

分解能に優れるため，心筋内の脂肪組織の描出に優れ

るといわれている．本症例では超高速CTにより得ら

れた右室の心筋1生状の所見により生検を施行せずに病

変を証明でき，超高速CTはARVDの診断に有用で

あると思われた．

　14．心筋炎・拡張型心筋症におけるtumor・necrosis

factor－a（TNF・a）の検討

　　　　千葉大小児科

　　　　　　地引　利昭，寺井　　勝，安川　久美

　　　　　　立野　　滋，浜田　洋通，小穴　慎二

　　　　　　新美　仁男

　背景と目的：tumor　necrosis　factor一α（TNF－a）は，

実験心筋炎の発症や心筋障害に深く関与することが知

られている．一方，免疫グロブリン（GG）の大量療法

が心筋炎・拡張型心筋症の心機能を改善することが報

告されているが，その機序は明らかでない．病態理解

のために，炎症性サイトカインTNF－aの観点から検

討した．

　方法と結果：Dallas　criteriaを満たした心筋炎6例

並びにWHOの診断基準に基づき診断した拡張型心

筋症2例を対象とした．免疫組織学的手法により生検

あるいは剖検心筋組織を特異的抗TNF－a抗体を用い

て検討した結果，心筋炎4例，拡張型心筋症2例の心

筋細胞にTNF－aの発現を認め，心筋炎剖検3例でよ

り強い染色所見であった．浸潤細胞には発現していな

かった．心筋組織TNF・a陰性の心筋炎2例では，入院

時症状が重かった1例で急性期並びに寛解期の未梢血

にTNF’aに対する抗体が強く認識された．次にGG

の中にTNF－aに対する自己抗体が含まれるかどうか

をウェスタンブロット法によって検討したところ，2

種7ロットのGGすべてに抗TNF－a抗体を認めた．

また，他のproinflammatory　cytokineであるIL1β，
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IL－6に対するIgG抗体も存在した．更に，　TNF－a陽性

と判明した心筋組織を用い，前もってGGにてblock－

ingを行ったところ，特異的抗TNF－a抗体による免疫

染色が抑制された．しかし過量のTNF－aにて吸収さ

せたGGでは抑制されなかった．

　考案：TNF’aは心筋炎・拡張型心筋症の病態に深く

関与していると考えられた．

　15．高レニンーアンギオテンシン血症における

BNPと心機能
　　　　千葉大学小児科

　　　　　　本田　隆文，寺井　　勝，立野　　滋

　　　　　　小穴　慎二，新実　仁男

　　　　千葉大学小児外科

　　　　　　　　　　　　田辺　政裕，大沼　直躬

　BNPは心不全の予後を鋭敏に反映するマーカーと

して注目されている．また利尿作用，血管拡張作用，

レニン抑制作用なども知られている．高度のレニンーア

ンギオテンシン（Ang）の作動をみた腎性高血圧症例の

心不全例と非心不全例における心機能およびBNPの

推移について比較検討した．

　患児1：神経芽腫術後例．アントラサイクリン系薬

剤であるテラルビシン使用3年後に重篤な心不全を呈

した．発症6カ月前の血圧は正常で，LVEDV　120％N，

EF　55％と軽度駆出率の低下を認めた．心不全を発症

した際，血圧は148／96，LVEDV　288％N，　EF　35％，

レニン175ng／ml／hと異常高値．　Ang　l≧2，500pg／ml，

Ang　2－380pg／ml，　BNP　3，950pg／ml，　ANP　460pg／

rnlといずれも異常高値であった．　HANPおよびACE

阻害剤にて治療したが1週後に呼吸管理となった．そ

の際LVEF　26％，　LVEDV　260％N，　BNP　10，500pg／

m1と増悪していた．しかし徐々に心機能が改善，2週

後にはLVEDV　l60％N，　EF　37％，レニン53ng／ml／

h，BNPは35pg／mlと激減，呼吸器から離脱した．そ

の後，3週後にはLVEDV　100％N，　EF　50％，レニン

も36ng／m1／hと減少した．

　患児2：神経芽腫術後テラルビシンを使用された児

で，使用10年以上経過後高血圧脳症を発症した腎性高

血圧患児で，収縮期血圧は200．レニン124ng／ml／hと

異常高値．Ang　1≧2，500pg／ml，　Ang　2－98pg／mlと

高値．LVEF　56％，　LVEDV　103％Nと心不全は認め

ず，BNPも15pg／mlと正常であった．

　結論：患児1は左室後負荷から破綻した心機能障害

と考えられた．患児2の検査所見より明らかに，高レ

ニンだけではBNPの産生は誘導されない．また，患児
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1と同程度の左室容量負荷だけでもこれほどBNPは

産生されない．BNPは心機能障害に伴う臨床症状を

より鋭敏に反映し，心不全治療の効果判定には極めて

有用であると考えられた．

　16．脳炎の合併を疑わせた急性心筋炎の1乳児例

　　　　神奈川県立こども医療センター循環器科

　　　　　　岩堀　　晃，新津　健裕，林　　憲一

　　　　　　宮本　朋幸，康井　制洋

　　　　同　病理科　　　　　　　　　田中　祐吉

　　　　東京女子医大第2病理　　　　西川　俊郎

　症例は，Prader－Willi症候群の10カ月女児．染色体

検査にて15q　11．2の欠失が確認されていた．当院入院

12時間前より発熱，下痢，嘔吐にて発症し，坤吟呼吸，

チアノーゼと呼吸器症状が進行し，痙攣，呼吸停止に

まで至った．その後，臨床症状さらに諸検査から急性

心筋炎と診断した．心不全による循環不全，呼吸不全，

肝不全，播種性血管内凝固症候群を併発したが，グロ

ブリン製剤，ステロイド剤は使用せずに，抗心不全療

法とともにその他の内科治療を開始した．経過中刺激

伝導障害などはみられず，比較的経過は良好で，13病

日頃より心エコーによる心ポンプ機能の改善が認めら

れた．次第に全身状態も上向きになり，17病日には呼

吸器からの離脱ならびに抜管が可能となった．しかし，

呼吸器離脱後も意識障害が継続し，錐体路・錐体外路

兆候を認めた．brain　CTでは，両側基底核の石灰化と

ともに，皮質の萎縮の進行ならびに皮質の強い損傷が

びまん性（やや頭頂後頭葉に強い）にみられ，脳波検

査では，びまん性にflat　EEGを示した．22病日に，心

カテーテル検査と同時に右室内より心内膜心筋生検を

施行した．近々，brain　MRIも施行する予定である．

以上の経過から脳炎を併発した急性心筋炎と判断さ

れ，さらに心筋炎回復期に心筋生検をなし得た興味深

い1乳児例を経験したので，その後の臨床経過や病理

診断もあわせて，報告する．

　17．左室瘤を伴った劇症型心筋炎の1乳児例

　　　　長野県立こども病院循環器科，心臓血管外科＊

　　　　　　水上　愛弓，里見　元義，安河内　聰

　　　　　　岩崎　　康，原田　順和＊，竹内　敬昌＊

　　　　　　滝口　　信＊，荒井　洋志＊

　2カ月女児．在胎38週，2，825g帝王切開にて第1子

として出生．出生後心雑音を指摘されvalvular　PS，

ASDと診断されたが体重増加・哺乳力良好のため外来

経過観察されていた．2カ月時，上気道炎症状が出現

した2日後より多呼吸，哺乳力低下，四肢冷感，起座
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呼吸を生じ近医を受診した．入院時CTR　70％で，心

エコーではLVFS＝0．1と左室全体の壁運動が著明に

低下し，中等度のMRを認めた．心電図では左軸偏位，

V4～V6のST低下と四肢誘導におけるlow　voltage

を認めた．血液検査では代謝性アシドーシスと貧血を

認め，WBC　11，960，　CPK　3，072，　CK－MB　210，　GOT

209，GPT　l76，　LDH　906，　CRP　O．0であった．大動

脈造影では冠動脈は上行大動脈より起始し，左単　冠

動脈であったが虚血を生じるような走行異常はなかっ

た．心筋炎と考え，直ちにDOB　ACE阻害薬開始，大

量γ一グロブリン投与（2g／kg／dose）およびステロイド

を使用した．一旦はLVFS＝0．24にまで改善したが，

心原1生ショックから無尿・多臓器不全となり，徐脈，

完全房室ブロックを生じて26病日に永眠された．剖検

では両心室の拡張と著明な壁の菲薄化，特に左心室心

尖部厚は2mmで心室瘤となっていた．組織所見では心

室壁の広範囲な線維化と凝固壊死を伴った小出血巣が

散在，リンパ球および形質細胞の浸潤像が認められた．

また，心室瘤の部位では全層性の凝固壊死を認め，心

筋細胞は完全に消失していた．以上よりウイルス感染

による心筋炎により心筋細胞の壊死・脱落を生じ，そ

の後二次的な血流低下による梗塞から心筋細胞が脱落

して心室瘤を形成したものと考えられる．原因につい

て，ウイルス性が疑われるものの詳細は明らかではな

いが，乳児期早期発症で心室瘤を形成する劇症型心筋

炎は報告がなく，急激な経過をたどった稀な1例で

あった．

　18．慢性活動性EBウイルス感染症の経過中に心筋

炎を合併した1例

　　　　東京医科歯科大学小児科

　　　　　　　　　　　　西山　光則，脇本　博子

　　　　　　　　　　　　浅野　　優，泉田　直巳

　　　　榊原記念病院小児循環器科　　村上　保夫

　　　　東京女子医科大学病理　　　　西川　俊郎

　慢性活動性EBウイルス感染症（以下CAEBV）は予

後不良な疾患であり，心臓合併症で死亡することも多

い．我々はCAEBVの経過観察中に胸痛，心電図，心

筋シンチの異常を認めた症例で，心筋生検で心筋炎を

示唆する所見を得たので報告する．

　症例はCAEBV発症後5年の9歳の女児で，原病の

再燃のため治療目的に入院となった．IL2，　IFNαに

て治療を開始したが，以前より間欠的にみられていた

胸痛が増強し心電図にてV2－4のST上昇を認めた．原

病による発熱のため頻脈傾向がみられたが，不整脈や
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血圧の低下は認めなかった．血液検査では原病による

GOT，　GPTの上昇を認めたが，心筋逸脱酵素の上昇は

認めなかった．胸部レントゲンには異常を認めなかっ

た．心エコーでは冠動脈病変，左室機能の異常は認め

ず，心嚢水の貯溜も認めなかった．

　症状は一過性で，心電図異常も翌日には回復したが，

TI，　BMIPP，　MIBG心筋シンチで中隔，下壁を中心に

多発性の欠損像を認めた．冠動脈病変による虚血性心

疾患や，心筋炎を疑い，心臓カテーテル検査を施行し

た．冠動脈は正常で，左室壁運動も良好であり，心拍

出量も正常範囲内であった．同時に行った右室心筋生

検では，リンパ球の浸潤など活動的な炎症所見は認め

られなかったが，斑状の線維化を認め過去の心筋炎が

示唆された．

　CAEBVは心合併症で死亡する症例も多く，その原

因として冠動脈病変が挙げられるが，本症例では認め

られなかった．本症例は各種心筋シンチで多発性の欠

損像が認められ，生検で心筋炎の廠痕と思われる線維

化像が認められた．本症例の心症状の背景に心筋炎の

存在が推測された．

　慢性活動性EBウイルス感染症の経過観察には心臓

合併症に注意することが重要と考えられた．

　19．γ一グロブリン大量療法とステロイドパルス療

法にて救命した急性心筋炎の経時的変化

　　　　東京女子医科大学循環器小児科

　　　　　　本村　秀樹，岩崎　順弥，朴　　仁三

　　　　　　相羽　　純，中西　敏雄，中澤　　誠

　　　　　　門間　和夫

　　　　第二病理学教室　　　　　　　西川　俊郎

　ショック，完全房室ブロックを呈した急性心筋炎に

対してγ一グロブリン大量療法とステロイド療法を行

い，救命した症例を経験したので文献的考察を含め報

告する．

　症例8歳女児，主訴は嘔吐．入院3日前より食欲不

振あり，入院当日嘔吐し，ぐったりしたため，近医受

診．当院小児科紹介，心電図にて完全房室ブロックを

認めたため，当科緊急入院となった．入院時より収縮

期血圧60mmHgのためDOA開始したが，心拍30台の

徐脈となったため，体外式ペースメーカーを挿入した．

心電図は肢誘導で低電位，胸部誘導でqs　paternを

V5，6に認めた．γ一グロブリン（400mg／kg／day）の投

与を行い刺激伝導系は改善したため，入院2日目より

γ一グロブリン大量療法（2g／kg／day）を開始した．しか

し，翌日，肢誘導はさらに低電位となり，qs　patemも
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Vl～6まで進行した．心エコー上，　shortning　fraction

も0．13から0．11へ低下，利尿剤に対する反応も乏しく

なったため，入院3日目に人工呼吸管理とし，ステロ

イドパルス療法を開始した．その結果，翌日には利尿

剤の反応もよくなり，心エコー上shortning　fraction

O．14と改善傾向を示した．経過中に，左室壁厚は一時

菲薄化したが，その後肥厚した．心電図でも低電位も

徐々に回復し，現在はV1～V6にR波を認めるまで回

復した．入院第56日目に行った心臓カテーテル検査で

は心機能は正常で，同時に行った生検の組織像では，

心筋の大小不同と間質に繊維化を軽度に認める程度で

あった．なお，ウイルス抗体価はコクサッキーウイル

ス群，アデノウイルス群はともに抗体価の上昇はな

かった．急性期のステロイドの使用についてはウイル

スの毒性を高めるとして，一般的には使用に否定的で

ある．しかし，本症例では急激な心電図変化を示して

もステロイドの使用により速やかに改善し，回復期の

心筋障害も軽度であった．本症例以外にもステロイド

により改善した症例も散見されている，症例が少ない

ため断定は出来ないが，コクサッキーウイルス群でな

い症例には有効であるのかもしれない．今後の更なる

検討が必要である．

　20．小児における心筋炎におけるアポトーシスは関

与するか？

　　　　順天堂大学小児科，同　循環器内科＊，同　共

　　　　同病理研究室＊＊

　　　　　　大久保又一，井埜利博，高橋健

　　　　　　稀代　雅彦，秋元かつみ，西本　　啓

　　　　　　山城雄一郎，河合　祥雄＊，末吉　徳芳＊＊

　背景：循環器疾患においてアポトーシスの関与が注

目されており，虚血，再還流，心不全あるいは心筋症

との関連は散見されるが，心筋炎との関与はあまり報

告がない．今回，心内膜心筋生検（EMB）を施行し心

筋炎と診断された小児心筋組織においてアポトーシス

の関与を検討した．

　対象：1991年から1997年の間にEMBを施行し心筋

炎および心筋炎後状態（PMC）と診断された症例12例．

年齢は11歳から17歳．男：女＝10：2．臨床診断は，急

性心筋炎2例，不整脈7例（心室性頻拍16，心房粗

動：1），肥大型心筋症2例および中隔壁運動低下1例．

　方法：光学顕微鏡ではHE染色で間質への細胞浸

潤の有無を観察し，細胞浸潤を伴う群をA群，細胞浸

潤を伴わない群（いわゆるPMC）をB群とした．アポ

トーシスの証明は，TUNEL法を用い，強拡大で視野
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に見える核の総数に対するアポトーシス陽性細胞数の

割合をApoptotic　indexとし，心筋細胞および間質を

区別して観察，算出した．透過電子顕徴鏡（TEM）で

は，核の濃縮，断片化および細胞質の縮小化を観察し

た．

　結果：光顕組織所見より，A群は7例，　B群は5例

に分類できた．A群では間質へのリンパ球浸潤を認

め，B群では細胞浸潤は認めないものの著明な線維化

が特徴的であった．A群に比べB群で，心筋細胞およ

び間質の両者でApoptotic　indexが高値であった．（心

筋細胞：A群；9．7％，B群；43．6％，　p＜0．005，問

質：A群；11．9％，B群；48．2％，　p＜0．05）．

　考案：炎症が継続している組織に比べ，炎症がおさ

まりきった組織にてアポトーシスが発現していた結果

を考察すると，傷害された心筋細胞および増殖した問

質の線維芽細胞をアポトーシスにより排除し，線維成

分によってマトリックスを補強するメカニズムがはた

らいている可能性が示唆された．

　21．マルファン症候群の大動脈解離の病因における

apoptosisの関与

　　　　順天堂大学小児科，＊胸部外科

　　　　　　秋元かつみ，高橋　　健，稀代　雅彦

　　　　　　大久保又一，西本　　啓，井埜　利博

　　　　　　山城雄一郎，笹栗　志朗＊

　目的：マルファン症候群（MS）の組織変化にアポ

トーシスが関与しているかどうかの報告はない．そこ

で死亡例の大動脈壁を用いて大動脈解離の病因として

のアポトーシスの関与を検討した．

　対象：MSが3例，正常対照2例．（症例1）16歳男

児．生後6カ月にVSD根治術を受け10歳でMSと診

断．12歳よりARが出現し，15歳で進行し手術勧める

も拒否．16歳で心不全進行し，手術待機中に死亡．剖

検で陳急性のII型の解離を認めた．（症例2）23歳女性．

11歳時に悪性リンパ腫で入院し同時にMSも診断．19

歳で全身転移し23歳で死亡．剖検では基部の拡張のみ．

（症例3）は新生児MS．（nMS）出生時よりくも状指

などを認め，心エコーで大動脈弁輪のクローバー状変

形と基部の著明な拡大，MRを認めた．心不全が進行

し，生後4カ月で死亡．剖検では大動脈基部の拡大と

左房の拡大を認めた．対照は31歳の大動脈解離と37歳

のARの弁置換後の症例．

　方法：全例ホルマリン固定の検体を用い，大動脈起

始部，弓部，下行大動脈の3カ所から採取．それらを

HE，　Azan，　Pentachrome染色とTUNEL法にて対照
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群と比較．

　結果，まとめ：1）陽性細胞は，MS　3例中2例に認

め，全視野に3～5個存在したが，内1例では鎖骨下

動脈起始部に著明に集籏していた．しかしながは，新

生児MSと対照群には認めなかった．2）MSでは上

行，下行大動脈，弓部の3カ所に同程度認め，いずれ

も中膜の内膜側に多く，嚢状中膜壊死以外の部位に認

めた．3）nMSは光顕所見では著明な中膜壊死を認め

たがアポトーシス小体は認めず，病理組織像と解離が

あった．4）fibrillin欠損による構造異常は，何らかの

機序で中膜部の細胞のアポトーシスを誘導させること

が考えられる．

　22．川崎病の心筋および冠動脈病変における

apoptosisの関与

　　　　東京女子医科大学病理

　　　　　　石山　　茂，西川　俊郎，笠島　　武

　　　　同　心研小児科

　　　　　　中澤　　誠，門間　和夫，迫村　泰成

　目的：川崎病の心筋および冠動脈病変における

apoptosisの関与について検討した．

　対象および方法：2歳時に川崎病と診断され，6歳

時に発症後約8時間で急性心筋梗塞で死亡し剖検と

なった男児の心筋および冠動脈について，
hematoxylin－eosin染色などやin　situ　terminal　deox－

ynucleotidyl　transferase－mediated　dUTP－biotin

nick　end　labeling（TUNEL）assayを行った．

　結果：病理組織学的には，冠動脈は左右とも高度の

狭窄を示し，特に左前下行枝基部に大きな動脈瘤を認

め，内腔は血栓形成による高度狭窄および閉塞がみら

れた．回旋枝には動脈瘤形成はみられなかったが，内

腔の器質化血栓および再疎通像がみられた．心筋は左

室前壁から右室前壁にかけて心筋細胞の横紋消失，核

の消失，好酸性増加，収縮帯壊死，好中球などの炎症

細胞浸潤など比較的新しい心筋梗塞の所見がみられ

た．TUNEL　assayでは心筋梗塞部の周囲（境界部）

の心筋細胞や比較的新しい冠動脈内膜肥厚部の平滑筋

細胞に陽性像がみられた．

　結論：心筋梗塞境界部の心筋細胞や冠動脈内膜肥厚

部の平滑筋細胞はapoptosisによって消去され，その

恒常性を保っている可能性が示唆された．

　23．小児心臓移植後症例における非侵襲的拒絶反応

診断および治療効果判定の経験及び，サイクロスポリ

ンMEPCの使用経験

　　　　埼玉医科大学心臓病センター
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　　　　　　小林　俊樹，小池　一行，新井　克巳

　　　　　　竹田津未生，小林　　順，小竹　文秋

　　　　　　許俊鋭，尾本良三
　我々は1994年3月にドイツにて心臓移植を行った小

児症例の術後管理治療を経験した．移植施行施設の北

ライン・ウエストファーレン州心臓センターの治療方

針に従い，基本的にサイクロスポリン単剤により免疫

抑制療法を行い，拒絶反応の診断には心筋生検を行わ

ず非侵襲的な臨床症状と心電図，心エコー図検査にて

診断を行う管理を行ってきた．

　移植後順調な経過をとってきたが，1996年3月に胃

腸炎症状を訴えた．小児症例では下痢などの消化不良

時にサイクロスポリンのトラフ濃度が低下する傾向が

強いため，症状の出現と共に投与量の増量を指示した

が，目標トラフ値の1／4まで低下した．臨床症状は特に

変化はなかったが，心エコー図検査と心電図の各パラ

メーターは4日間の間に全てが陽性を示し大動脈弁と

僧帽弁の閉鎖不全も見られ拒絶反応と診断された．直

ちにメチルプレドニゾロンのパルス療法を行い，治療

の第2日目には各パラメーターは正常化を示し，同検

査法は治療の効果判定にも有用であった．サイクロス

ポリンの従来剤形は油性のため，消化不良症状を合併

する時にはトラフ値が低下する傾向が特に小児症例で

は強いようである．このため吸収性の向上を考えた乳

化製剤であるサイクロスポリンMEPCに変更を行っ

た．その結果従来剤形に比較してMEPC製剤は健常

時でもトラフ値の上下動が少なく，結果としてより低

いトラフ値でも管理が可能となり，サイクロスポリン

に伴う副作用の出現予防に有用と考えられた．しかし

MEPC製剤でさえ，患児が胃腸炎に感染したときには

投与量の増量が必要であり，従来剤形ほど危機的では

ないが注意が必要と考えられた．

　24．Becker型筋ジストロフィーに伴う心筋症への

βプロッカー及びACE阻害剤の使用経験

　　　　山梨医科大学小児科

　　　　　丹哲士，矢内淳，駒井孝行
　　　　　　杉山　　央，内藤　　敦，中澤　慎平

　はじめに：近年，拡張型心筋症に対するβプロッ

カー及びACE阻害剤の併用療法の有効性が多数報告

されているが，今回我々はBecker型筋ジストロ

フィーに伴う心筋症に対して，βプロッカー及びACE

阻害剤の併用を行い心エコー図，MIBG心筋シンチグ

ラフィーによりその効果を観察した．

　症例：3歳時発症のBecker型筋ジストロフィーの

75－（75）

15歳男児．12歳時の心エコー図では左室拡張末期径

（LVDd）41mm，左室駆出率（EF）64％だったが，14

歳時の検査でLVDd　55．9mm，　EF　44％と拡張型心筋

症様の変化を示し，メトプロロール及びエナラブリル

の併用療法を開始した．治療開始前のMIBG心筋シン

チグラフィーでは左室下壁から心尖部にかけて集積低

下を認め，早期像での心筋／縦隔比は1．68だった．又心

筋トロボニンTは0．26ng／mlだった．治療は約4週間

かけてメトプロロール20mg／day，エナラプリル5mg／

dayまで徐々に増量し維持量とした．治療開始後6カ

月目の心エコー図でLVDd　51．3mm，　EF　64．4％と心

機能の改善を認め，早期像での心筋／縦隔比はL79と上

昇した．心筋トロボニンTも0．05ng／mlと低下した．

　まとめ：βプロッカー及びACE阻害剤の併用療法

はBecker型筋ジストロフィーに伴う心筋症に対して

も有効であると思われる．

　25．Anthracycline系抗癌剤投与後に心不全を発

症し内科的治療に反応した3例

　　　　国立小児病院循環器

　　　　　　原　　郁子，斉藤　一郎，於保　信一

　　　　　　百々　秀心，石澤　　瞭

　症例1は，7カ月男児．日齢4で先天「生巨核球性白

血病と診断され，化学療法を開始．骨髄の寛解を確認

したが，5回目の強化療法（HD－CA，　VP－16，　ACR）

中に呼吸困難出現．心エコーではEF－0．35と低下が

みられた．

　症例2は，2歳女児．肝芽腫（Stage　IV）と診断さ

れ，CDDP，　ADRを5クール施行．終了後心エコーで

はEF－0．56と軽度低下がみられた．肝部分切除，胆嚢

摘出術施行後CDDP，　VP－16による化学療法を3クー

ル施行．終了後息切れ出現．胸部XpにてCTR＝

67．9％，心エコーではEF－O．33と著明な低下がみら

れた．

　症例3は，14歳男児．4歳時にAML（M4）発症．

ADRの他，数種類の化学療法剤と放射線照射を施行．

6歳時に自家骨髄移植を受け，完全寛解にいたる．12

歳時労作時呼吸困難，起座呼吸出現，胸部X－pで心拡

大みられ，心エコーではEF＝0．25と低下していた．

　これらの症例はいずれも強心，利尿剤等により軽快

した．Anthracycline系の抗癌剤は心毒性をきたすこ

とで知られているが，薬剤投与後の発症時期について

は広い範囲での報告がある．今回我々は，投与後異な

る時期に心不全を起こしながらいずれも内科的治療に

反応し軽快した3症例を経験したので報告する．
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