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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　Isolated　noncompaction　of　the　ventricular　myocardium（INVM）は，心室の過剰な網目状の肉柱

形成と深い間隙を形態的特徴とした稀な疾患であるが，その臨床像には不明が点が多く，アンケートに

よる全国調査を行った．16施設より27例（発見時年齢は平均4歳10カ月）のINVMが報告された．6例

は初診時何らかの症状が認められているが，多くは無症状であり学校心臓検診等で偶然に発見されてい

る．多くの症例で経過とともに左室収縮性は低下し，5年以上の経過観察例では12／15例（80％），10年

以上では8／9例（89％）で著しい左心機能低下が認められた．2例は心不全のため死亡し，1例は心移植

待期中である．不整脈の合併は，13例と高率に認められた．心臓カテーテル検査は18例に施行され，16

例で左室収縮性の低下（LVEF－24～62％），15例で左室拡張末期圧の上昇（12～34mmHg）を認めたが，

左室拡張末期容積が正常の130％以上の症例は4例のみで，著しい拡大を示すものは少なく，他の拡張型

心筋症と異なる点と思われた．5例に肺高血圧（mPAP＝28～75mmHg）を認めた．12例に家族歴（6

組の兄弟例）を認め，内2家系に濃…厚な家族内集積を認めた．本邦におけるINVMは，新生児期に心内

膜線維弾性症と診断されているものから，不整脈で発症しているものまで，その臨床像は多彩であった．

欧米に比べ，学校心臓検診等で偶然発見されることが多く，半数では心機能も正常であるが，経過とと

もに心機能低下は進行し，予後不良の疾患と思われた．

　　　　　　　　はじめに

Isolated　noncompaction　of　the　ventricular

別刷請求先：（〒930－0194）富山市杉谷2630

　　　　　富山医科薬科大学小児科　　市田　蕗子

myocardium（INVM）は，左心室壁の過剰な網目状の

肉柱形成と深い間隙を形態的特徴とし，稀に心室中隔

や右室にも認められる心筋症であり，欧米ではunclas－

sified　cardiomyopathyの一っとして位置付けられて

いる1）．最重症例は，新生児期に心不全のため死亡し，
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心移植の対象になっている疾患である．胎生初期にお

いては，心室心筋は心筋線維が粗な網目状の肉柱を形

成しスポンジ状で，そのほとんどが肉柱形成とジヌソ

イドから成り，心筋への血液供給もこの肉柱間隙とジ

ヌソイドから行われている．正常の胎児心筋の発達過

程では，次第にこの網目状の肉柱や深い間隙が消失し，

緻密な心筋構造になり，同時に冠動脈からの血液供給

が主体になっていく2）3）．肺動脈閉鎖や大動脈弁狭窄な

どの先天性心疾患があり高い心室圧が持続する場合

に，この胎児心筋が緻密化してゆく過程が障害され，

スポンジ状の胎児心筋が遺残してみられることがあ

る4）～8）．しかし，これらの心奇形を伴わない単独例であ

るINVMは稀であり，これまで欧米の報告例は20数

例に満たなかった9）”’16）．しかし，最近のRitterらの報

告では’7），心不全症状の有無に関わらず，成人の心エ

コー施行例の0．05％に認められたとあり，この疾患が

見逃されている例が多数あることを強調している．本

邦では著者らの報告以来，同様の症例を経験したが，

診断に苦慮していたと言う意見が多数寄せられ，また

報告も散見されるようになった18）～22）．このため，我が

国におけるINVMの臨床像を明らかにする目的で，

小児循環器科を有する施設を中心にアンケートによる

全国調査を試みた．

　　　　　　　　　対象と方法

　全国の小児循環器科を有する150施設にアンケート

を送り，INVMに関する調査を行った．調査期間は，

1996年10月から11月までである．アンケートの内容は，

1）初発症状あるいは，発見の動機，2）既往歴および

家族歴，3）経過観察期間と臨床経過（特に，心不全症

状，不整脈，塞栓症合併の有無），4）運動発達遅延の

有無や，前額突出，耳介低位付着，斜視，高口蓋，小

顎症等顔貌の異常の有無，5）心電図所見，6）心エコー

所見（網目状肉柱形成の局在，左室拡大と収縮性低下

の有無，その他の異常所見，経過上見られた心エコー

所見の変化），7）心臓カテーテル検査と心室造影の所

見，8）心筋生検の所見，9）MRI，　CT，心筋シンチ等

画像診断の所見，10）INVMと診断される以前の診断

名である．

　診断は，心エコー上の特徴的な形態所見，すなわち

心筋壁のスポンジ状の著しい肉柱形成と深い間隙に基

づき，右室や左室の流出路狭窄や左冠状動脈肺動脈起

始症など原因となる先天性心疾患の合併のないものと

した．INVMの報告施設には，心エコーのビデオ収録

された画像あるいは写真の送付を求め，筆者（F．1．）が
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再度所見の確認を行い，診断を確定した．

　　　　　　　　　　結　　果

　調査期間中（1996年10月から11月30日まで）および

その後の追加例を含め，16施設より27例のINVMが

報告された．発見時年齢は平均4歳10カ月（生後1週

より15歳），男女比は15：12，経過観察期間は，最長17

年まで平均6年8カ月である（表1）．また，疑い例と

して報告された軽度の肉柱形成が認められた2例は，

今回の対象からは除外した．

　1）初発症状，発見の動機

　6例では，初診時に多呼吸や呼吸困難，動悸等何ら

かの症状が認められているが，多くは無症状であり，

学校心臓検診での心電図異常（9例）や心雑音（7例），

家族の検索（3例）や術前検査（2例）で偶然に発見

されている．症状の有無に関わらず，不整脈で発見さ

れているものは4例あり，心房細動，心室性期外収縮，

2度房室ブロック，上室性頻拍が各々1例と多彩で

あった．症例5と17に各々失神と痙攣を認めているが，

塞栓による神経症状は否定的である．

　発見時の年齢は，新生児期3例，乳児期4例，幼児

期8例，学童期12例であった．新生児期の発症例のう

ち，症例1と2は一卵性双胎で，心電図異常で発見さ

れ，心機能低下はあるが臨床的に心不全徴候は認めら

れず経過している．症例3は，新生児期に腸回転異常

の手術を受けた際に，心拡大と心機能低下を発見され，

心内膜線維弾性症と診断され，強心剤と利尿剤による

治療を開始された．

　2）初回の診断名

　初回の診断名は，拡張型心筋症（10例），肥大型心筋

症（4例），肥大型心筋症拡張相（3例），心尖部肥大

型心筋症（1例），心内膜線維弾性症（3例），拘束型

心筋症（1例），心筋炎（1例），心室性期外収縮（1

例）と多彩であり，最近の3例のみが初回よりINVM

と診断されていた．初回の診断名は肥大型心筋症で，

精査後に拡張型心筋症と診断する等，何度か診断名が

変わっている例も多く，症例3，4のように，心室の

荒い肉柱形成には気付いていたが，INVMと診断する

までには長い時間を要し，数回の心エコー検査の後に

漸く診断している症例も多かった．

　3）心電図所見

　心電図異常は22例（88％）に認められたが，特異1生

に乏しく，ST－T異常（14例），左軸偏位（4例），完全

右脚ブロック（3例），QS　pattern　in　V1（2例），完

全左脚ブロック（1例），左室肥大（1例），心房細動
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表1　27報告例の臨床像

症例
発見時

年齢（歳）
性別 発見の動機 家族歴 合併症

経過観察
期間（年） 臨床経過

1 新生児期 女 心電図異常 妹，父，祖父 顔貌異常，発達遅滞 4 DSF
2 新生児期 女 心電図異常 姉，父，祖父 顔貌異常，発達遅滞 4 DSF
3 新生児期 男 術前検査 弟 顔貌異常，発達遅滞 13 DSF
4 12 男 心電図異常 兄 顔貌異常，発達遅滞 5 DS＆DF
5 2 女 呼吸困難，失神 弟，従姉妹 一

17 DS＆DF，　PVC

6 ］0 男 家族の検索 姉，従姉妹 7 DSF，　PVC

7 6 女 心電図異常 姉，従姉妹 ／2 DSF，　PVC

8 13 女 家族の検索 妹，従姉弟 3 DSF
9 3 女 不整脈 姉 4 HI　AV　block

10 9 女 動悸 妹 1 PVC
11 12 男 心電図異常 兄 　

3 PVC
12 12 男 家族の検索 弟 1

13 0．2 女 心雑音 顔貌異常 11 DSF，肺高血圧

14 O．2 女 上室性頻拍 6

15 0．4 男 心房細動 顔貌異常，発達遅滞 2

16 0．8 女 心雑音 一 側蛮 7 DSF
／7 2．8 男 心電図異常 兄（拘束型心筋症） 顔貌異常 0．2 DSF，　PVC

18 2．9 男 多呼吸 白内障 8 DSF
19 3 女 心雑音 　

8

20 4 男 心雑音 『
4

21 5 男 心雑音 　 口蓋裂 ／0 PVC
22 5 男 心雑音 13 DS＆DF，死亡

23 6 男 心電図異常 ］7

24 7 男 心電図異常 12 DSF
25 12 女 心電図異常 父（肥大型心筋症） 10 DS＆DF
26 12 男 呼吸困難 一

1 DS＆DF，死亡

27 15 男 心雑音 一
0．3

WPW：Wolff－Parkinson－White（WPW）症候群，　DSF：左室収縮性低下，　DS＆DF：左室収縮性及び拡張能低下，

PVC：心室性期外収縮

（1例）である．また，WPW症候群が高率（4例）に

認められた．経過中，不整脈は13例に認められ，心室

性期外収縮7例，WPW症候群に伴う上室性頻拍2

例，心房細動1例，2度房室ブロック1例，完全房室

ブロック1例であった（表2）．

　4）心エコー所見

　診断の根拠となった網目状の肉柱形成と深い間隙の

局在は，心尖部11例，心尖部から後壁8例，左室全体

5例，左室全体および右室3例に認められた．心尖部

に限局するものでは，Mモードエコー上，乳頭筋レベ

ルでの左室収縮性は保たれているものが多かったが

（表2），肉柱形成部位の左室壁の収縮性は一般的に低

下していた．心尖部肥大型心筋症と異なり，カラード

プラーでは，網目状の肉柱間の深い間隙に血流が出入

りする様子が観察された（図1）．また，症例3では，

肉柱形成の一部にエコー輝度の高い部分もあり血栓の

付着が疑われる所見も観察されている18）．初診時の心

エコー上13例（48％）では左室収縮性の低下が認めら

れ，多くの症例で経過とともに左室収縮性は低下し，

5年以上の経過観察例では12／15例（80％），10年以上

では8／9例（89％）で著しい左心機i能低下が認められた．

肉柱形成の範囲が左室全体におよぶほど，また右室に

も認められる例では心機能の低下が著しい傾向にあっ

た．また，6例では，左室流入波形のE／A比より，拡

張能の低下が疑われた．

　5）心臓カテーテル検査

　心臓は18例に施行され，16例で左室収縮性の低下

（LVEF＝24～62％），15例で左室拡張末期圧の上昇

（12～34mmHg），5例に肺高血圧（mPAP＝28～70

mmHg）を認めた．しかし，左室拡張末期容積が正常

の130％以上の症例は4例のみで，著しい拡大を示すも

のは少なく（平均97％），他の拡張型心筋症とは異なる

点と思われた（表3）．最も予後のわるい3例（症例5，

22，26）では，心臓カテーテル検査上，左室拡張末期
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表2　心詑図および心エコー所見

症例 心電図所見 不整脈 網日状肉柱形成の局在 左え拡大 左室駆出率

1 陰性T波（IL　IIL　aVf、　V5－6） 左室互全体 一 63％

2 陰性T波（II、　IIL　aVf、　V5－6） 左室壁全体 60％

3 左軸偏位，平低T波（II，　III，　aVf） 左室心尖部，後壁 一 77％

4 左軸偏位，QS波（Vl－2），平低T波（II．　III．　aVf） 左室心尖部，後壁 一ト 63％

5 両室肥大，平坦T波 心室性期外収縮 左室心尖部 56％

6 左軸偏位 心室性期外収縮 左室壁全体 十 64％

7 左房負荷 心室性期外収縮 左室心尖部 十 52％

8 正常 左室心尖部 一
1ヒ常

9 左室肥大 II度AVブロック 左室心尖部，後壁 一 75％

10 ST低下（V6） 心室性期外収縮 左室心尖部，後壁 80％

11 左軸偏位，陰性T波（V5－6） 心室性期外収縮 左室心尖部 十 67％

12 1ピ常 左室心尖部 一 75％

13 WPW症候群 上室性頻拍 左室心尖部 一 66％

14 WPW症候群，陰性T波（III，　aVf） 一L室性頻拍 左室心尖部，後壁 一十 4ユ％

15 左軸偏位，右房負荷，右室肥大，心房細動 心房細動 左室壁全体，右室 十 49％

16 不完全右脚ブロック，陰性T波（aVf，　V5－6） II度AVプロツク 左室壁全体 一 低ド

17 完全左脚ブロック 心室性期外収縮 左室心尖部 十 44％

18 WPW症候群 左室心尖部，後壁 十 55％

19 STh昇 左室心尖部 74％

2r】 WPW症候群 左室心尖部 一 低下

21 心室性期外収縮 心室性期外収縮 左室心尖部 一 卍常

22 左軸偏位，左房負荷，完全右脚ブロック lII度AVブロック 左室心尖部 一 75％

23 STイ氏ド，　陰］才T波（II，　III、　aVf、　V5－6） 左室心尖部，後壁 一 72％

24 不完全右脚ブロック 左室と右室心尖部 一 66％

25 ST低下，陰性T波（II，　III，　aVf、　V4－6） 左室心尖部，後壁 ｛ 正常

26 両室肥大，両房負荷，陰性T波（IL　II工、　aVf） 左室と右室心尖部 一
4｛｝％

27 洞性徐脈 左室心尖部，後壁，右室 一 63％

圧の著しい上昇（23，30，34mmHg）と肺高血圧（27，

43，75mmHg），小さい左室容積（正常の72，75，91％）

が特徴的で，拘束型の血行動態に類似する所見であっ

た．左室造影では，著しい肉柱形成と拡張期における

深い間隙への造影剤の貯留が特徴的で，多くの例で，

肉柱形成部位の収縮性は低下していた（図2）．一一・例で

は，左室に憩室形成が認められている．

　6）心筋生検の所見

　心筋生検は12例で施行され，問質の線維化が8例，

心内膜の肥厚3例，心内膜下の弾性線維の増加3例，

心筋細胞肥大2例，心筋細胞の大小不同2例，分枝や

配列の異常3例，壁在血栓1例で，非特異的な変化が

主体であった（図3）．

　7）心筋シンチ，MRI，　CT等画像診断の所見

　T1201心筋シンチは14例で施行され，心エコーで緻密

化障害が認められた部位に相当し血流低下が認められ

たものが9例で，5例では異常所見は認められなかっ

た．MRIは1］例で施行され，心室壁の肥厚や網日状の

肉柱形成が描出されるものもあった．4例で超高速

CTが施行され，　early　defectとlate　enhancementの

存在から，心筋虚血や線維化などの組織変化が推測さ

れた（図4）．

　8）家族歴

　12例に家族歴（症例1～12，6組の兄弟例）を認め，

内2家系に濃厚な家族内集積を認めた．症例1と2は

一・卵性双胎の姉妹例で，父と祖父が同様の心エコー所

見を有している．症例5と6は姉弟，症例7と8は姉

妹であり，しかもこの2組は従兄弟同±であり，症例

7と8の父は心エコー一ヒ心尖部に限局した網目状の肉

柱形成が疑われている．症例3と4，症例9と10およ

び症例llと］2は兄弟例で，他に家族歴は認められてい

ない．全体的に一定した遺伝形式は明らかではない．

　他の心筋症の家族歴を有するものは症例17と25で，

各々兄に拘束型心筋症，父に肥大型心筋症が認められ

ている．

　9）顔貌異常と運動発達遅滞

　9例では，前顎突出，斜視，高日蓋，口蓋裂，小顎

症，鞍鼻，内眼角贅皮，耳介低位付着，小顎症等の顔
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ているもの，不整脈で発症しているものなど，INVM

の臨床像は多岐にわたっていた．特に不整脈の合併は

高率であり，しかも心室性不整脈のみならず，多種の

不整脈が認められた．また，WPW症候群の合併頻度

は明らかに高いが，これまでの欧米からの報告には

WPW症候群との合併例に関する記載は認められな

表3　心臓カテーテル栢、査

左室拡弓」三 左室拡張 Ψ均

症例 末期容積 左．川咄率 人期圧 肺動脈圧
（°。《）fIIOrmal） （mlnllg） （mmIlg）

3 109°。 11｛⊃o 9 23

4 129％ 5500 14 1｛～

5 9100 51％ 30 B
7 890〈〕 54％ 22 　　　ll7

6 12〔〕％ 33°。 ］7 15

9 122t）o 68％ 16 17

lo 7300 61°o 15 2〔1

n 13200 58《）o s 12

13 8500 21《〕o 16 パー

14 162n。 47％ 22 ND
16 23（1°。 620｛｝ 12 17

17 152％ 170｛｝ 12 2〔1

19 1259。 6｛｝％ 7 ls

21 9900 6｛〕°。 ls 23

22 75　， 4ビ％ 23 27

23 80し） 561｝。 20 28

24 96％ 65％ 12 15

26 720《） 15（」 34 75

ND：末施行．

い．肥大型心筋症とWPW症候群の合併頻度が高いこ

とは古くから知られているが，最近では家族性肥大型

心筋症とWPVV症／l人群の1’こ併例も報告されL’3），しかも

責任遺伝子の一つが7番染色休i－7q3）にあることも

明らかになっている24）．wPW症偉群との合併頻度が

高いことは，後述する遺伝学的但、田からも，極めて興

味深い事実である．

　欧米の報告では，家族の検索のため無症状で発見さ

れた場合を除いてほとんどの症例で心不全症状を認め

ている9）－17］．これに対し我が国の全国調査の結果で

は，27例中6例でのみ不整脈や心不全症状が認められ

ているが，多くは無症状であり学校心臓検診や術前検

査等で偶然発見されている．これは，我が国における

充実した学校心臓検診の成果により，他の心筋症同様

無症状の内に発見されているためと思われる．

　欧米の報告では，初発年齢は新生児期から62歳まで，

約1／3は小児期であり，無症状で長い間経過するものも

あるが一一般的には予後は不良であり，心移植の対象疾

患になっているY）－17）．Oechslinらの報告では，15例中

6例が死亡し，2例で心移植を施行13｝，Ritterらの報告

では，18例中6例が死亡し，2例で心移植を施行され

ている17］．我が国の全国調査では，小児循環器不こ｝を対象

としたため発見時年齢は新生児期から15歳（平均4歳

10カ月）までであるが他に診断のついていない成人例

も多数存在するものと思われる2°）．また，発見が早いた

めか，経過観奏期間は最長17年，平均6年10カ月と欧

　　　　　　　図2　特徴的なINVMの左室造影所見（症例3）．

A：左室拡張末期像，A∵収縮末期像．心尖部に拡張期には網11状の陰影欠損が，収縮

期には深い間隙への造影剤の貯田が認められ（白矢印），特に肉柱形成剖1の収縮性は低

ドしている．
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　　　　　　図3　心筋生検組織像．

A：症例の右室側心室中隔心筋生検組織像，ヘマトキ

シリンエオジン染色，弱拡f象心内膜側に比較的新し

い血栓が付着し，心内膜の肥厚と，心内膜下の線維化

を認め，心筋細胞は肥大し，大小不同である．B：エラ

スチカワンギーソン染色，弱拡1象不規則な弾性線維

の増生が認められる．

米に比べて長く，長期にわたり無症状で経過している

ものもあるが，一般的に長期予後は不良で，ほとんど

の症例で次第に左室収縮能と拡張能の低下を認め，重

篤な不整脈の合併も認められた．また，欧米の報告で

は，心不全の他に，塞栓症による神経症状や不整脈で

の発症も多く，このため診断までに時間を要している

例が多い11｝13）’7）．我が国の報告例では，塞栓症は死亡例

の2例に肺梗塞が認められているが，他に塞栓症によ

る神経症状で発症したものはなかった．しかし，今後，

成人例の報告が増えるに従い，塞栓症による発症も多

く報告されることと思われる．収縮力の低下している

網目状の肉柱の間に血栓が形成されやすく，他の拡張

型心筋症に比べ脳塞栓など全身の塞栓症や肺梗塞を合

併する危険性が高く，予防的な抗凝固療法が必要と思

われる．

　2）血行動態の特徴

日本小児循環器学会雑誌　第14巻　第3号

　血行動態の特徴は心収縮力の低下と言われている

が，欧米の報告では多数例における詳細な血行動態の

検討をした報告は認められず，比転できない．今回の

報告例では，心臓カテーテル検査Lは，左室収縮性の

低下の他に，左室拡張末期圧の十昇と肺高血圧が認め

られるものの，左室拡張末期容積が著しく増大してい

る例は少なく，血行動態上，他の拡張型心筋症とは異

なっている．特に，死亡例2例と心移植待機中の1例

では，心臓カテーテル検査上，左室拡張末期圧の著し

い上昇と肺高血圧，小さい左室容積が特徴的で，拘束

型心筋症に類似した血行動態を呈している．欧米でも

拘束型心筋症の血行動態を呈した症例が報告されてい

る15）．肥大型心筋症が拡張相に移行するがごとく，

INVMも経過上，拡張型心筋症から拘束型心筋症様の

血行動態へ移行するものがあるのかも知れない．

　INVMにおいて心収縮力が低下する機序は不明で

あるが，著明な肉柱形成のために心内膜面や肉柱間隙

からの血液供給が障害され，心内膜下の心筋虚血を引

き起こすと推論されている6）．組織学的に認められる

心内膜下と肉柱間隙の線維i化は，これを裏付けるもの

と思われる．また，心筋シンチにおける肉柱形成部位

の心筋虚血の所見や，超高速CTにおける心筋虚血や

線維化が疑われる所見もまた，これを裏付ける根拠と

なろう．網目状の肉柱形成の左室壁に占める割合が大

きいほど心機能低下は著明で，死亡2例では左室のみ

ならず両心室に病変が認められた．また，複雑な網目

状の肉柱構造が心室の拡張障害をもたらし，進行例で

は拘束型の血行動態を呈したものと思われる．

　また，高率にしかも多種の不整脈が認められている

が，その原因は不明である．心室壁の組織学的変化が

進行すれば，高率に心室性不整脈が惹起されることも

理解できるが，心機能の低下のない例で，不整脈で発

症している例もあることから，これだけでは説明が付

かない．

　3）診断上の問題点

　最も問題となる点は，INVMの診断の根拠である．

これまでの報告では，心エコーなど画像診断により，

心室壁の著明な肉柱形成と深く切れ込んだ間隙の特徴

的所見により診断され，剖検により確認されている．

さらに，最近Ritterらは，図1に見られるようなカ

ラードプラ上網目状の肉柱形成の間隙に血流が出入り

する所見と，肉柱形成が心尖部あるいは後壁といった

心室壁のlsegment以上に存在することを条件として

いる17｝．実際には，心室壁のごく一部に限局してみられ
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　　　　　　　　　　図4　超高速CT所見（症例5）．

A，A’：体軸横断面における造影早期像，　B，　B’：同断面における後期像．心尖部を中

心とした肉柱形成があり，この部位に相当して，造影早期像でのearly　defectと後期

像におけるlate　enhancementが認められ，心筋虚血や線維化などの組織変化が推測

される．

る場合や，肉柱形成が軽度である軽症例も存在する．

しかし，正常では胎生初期以降に網目状の肉柱形成が

遺残することは極めて稀であり，Dusekらは胎児剖検

例36例中，体重300g以下の3例にのみ認められたと報

告している5）．また，Boydらは474例の正常心臓の剖検

結果より，2mm以上の高さの肉柱は正常左室には3本

以下しか存在しないと報告している25）．軽症例では

Chinらが提唱するように，心エコー上緻密筋層が左室

壁厚に占める割合を定量評価することも診断の一助と

なるだろう1】）．軽症例の位置付けと経過観察の必要性

に関しては，今後症例を積み重ねて検討してゆく必要

があろう．さらに，拡張型心筋症でも，心尖部から下

壁に網目状の肉柱形成が認められることがあり’7），こ

のような例では画像診断のみでは区別が付かない場合

があり，このような移行例の位置付けもまた，今後の

課題であろう．

　今回の調査でも，網目状の肉柱形成は心尖部を中心

に全体に及ぶ場合も多いが，心尖部に限局した例では，

僧帽弁レベルでは明らかではないことがある．日常診

療で心エコー検査を施行しているものであれば，特徴

的な所見から診断は比較的容易であるが，心尖部まで

の観察が不十分な場合には見逃す可能性は大きい．

　4）遺伝学的側面

　最近，Bleylらは，新生児期発症INVMの重症例の

一家系を調べた結果，責任遺伝子はX染色体に連鎖す

る事を発見し，さらに責任遺伝子はBarth症候群の原

因遺伝子座に近いXq28に位置すること（G4．5）を発見

した26）27）．Barth症候群は，心筋症および骨格筋異常，

低身長および白血球減少を主徴とする遺伝性疾患であ

り，すでに遺伝子異常が発見されている（Xq28，

G4．5）28）．また，　Barth症候群の他に，　X染色体性の心

内膜線維弾性症や新生児期拡張型心筋症でもこの

Xq28，　G4．5の異常が発見されている29｝．　INVMの症例

の中にはBarth症候群の臨床的な特徴を備えるもの

もあり26），心筋症の病変の主体とするBarth症候群の

一 つのvarientである可能性も論じられている27）．

INVMの小児例では，運動発達遅延や顔貌異常を伴う

例もあり，Barth症候群等何らかの症候群に近い疾患

である可能性もある．しかし，症例3，4の兄弟例で

遺伝子解析を施行したところ，Xq28，　G4．5の異常は認
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められなかった．また，我が国の報告例においては，

濃厚な家族内集積が認められた2家系では，ほとんど

が女児で，X染色体の遺伝形式は考えにくく，すべて

の症例を単一の遺伝形式で説明できない．INVMもま

た，QT延長症候群のように複数の遺伝子異常が存在

し，複数の遺伝形式をとる可能性がある．同一家系に

肥大型心筋症や拘束型心筋症など他の心筋症も認めら

れていることも，この疾患における原因の多様性を物

語るものかも知れない．

　他に，動物実験では，レチノイン酸のレセプターで

あるRXRa欠損マウスでは，種々の心奇形の他に，心

筋の肉柱構造の形成異常を伴うことが報告されてい

る3°）．また，neuregulinの欠損マウスでは心筋の肉柱

構造と神経系の発達に異常をきたすことが報告されて

いる3’）．いずれも，人間での異常は確認されていない

が，INVMにおける胎児心筋の緻密化障害に何らかの

関連を有する可能性もあり，今後の研究に期待される．

　　　　　　　　　　　むすび

　本邦におけるINVMは学校心臓検診等で偶然発見

されることが多く，初診時半数では心機能も正常であ

り，これまでの欧米の報告とは異なっている．しかし，

ほとんどの例で，経過とともに心機能低下は進行し，

重症例では拘束型の血行動態を呈するものもあり，予

後不良の疾患と思われた．また，新生児期に心内膜線

維弾性症と診断されたものから，多種の不整脈で発症

するものまで，その臨床像は多岐にわたっている．わ

が国ではこれまで稀であったが，見逃している可能性

もあり，心不全を呈した症例や，学校心臓検診で心電

図異常や不整脈を指摘された場合には，心エコーによ

る心尖部までの十分な観察が重要である．血行動態や

臨床像は極めて多彩であるが，高率に家族内集積を認

め，遺伝的背景を有する一つの疾患概念であると思わ

れた．

　本稿の要旨は，第2回世界心臓病学・心臓外科学会（1997

年5月，ハワイ），ならびに第33回日本小児循環器学会（1997

年7月，京都）にて報告した．
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Clinical　Features　of　Isolated　Noncompaction　of　the　Ventricular

　　　　　　　　　　　　　Myocardium　in　Japanese　Children

　　Fukiko　Ichida1），　Kentaro　Shinozakii｝，　Yuji　Hamamichiu，　Kei－ichiro　Ueseユ），

Ikuo　Hashimoto1），　Shin－ichi　Tsubatal），　Ayumi　Miyazaki1），　Toshio　Miyawakil），

　　　　Yasuo　Ono2），　Tetsuro　Kamiya2），　Teiji　Akage3），　Hiromichi　Hamada4），

　　　Osamu　Hirose5），　Takeshi　Isobe6），　Masanobu　Kojou7｝，　Shunji　Kurotobi8），

　　　　　　　　　Hiroshi　Mito9），　Toshiharu　Miyakelo），　Yasuo　Murakamii1），

　　　　　　　　Takeshi　Nishi12），　Makoto　Shinoharal3），　Masashi　Seguchil4），

　　　　　　　　　　　　　　Shinjiro　Tashiro】5）and　Hirofumi　tomimatsu16）

Department　of　Pediatrics，　Toyama　Medical＆Pharmaceutical　Universityl），　National

Cardiovascular　Center2），　Kurume　University3），　Chiba　University4），　Matsuyama　Red

　　　　　Cross　Hospital5），　Ibaraki　Children’s　Hospital6），　Oita　Medical　University7），

　　Osaka　University8），　Saiseikai　Yamaguchi　General　Hospital9），　Kinki　Universitylo｝，

　　　Sakakibara　Memorial　Hospitalll），　Hiroshima　Municipal　General　Hospitall2），

　　　Gunma　Children’s　Medical　Centerl3），　Seirei　Hamamatsu　General　Hospital14｝，

　　　　　　　　Miyazaki　Medical　College15），　Tokyo　Women’s　Medical　College16）

　　　Isolated　noncompaction　of　ventricular　myocardium（INVM）is　a　rare　disorder　characterized

by　an　arrest　of　myocardial　morphogenesis　with　excessively　prominent　trabecular　meshword．　A

nation　wide　survey　was　conducted　to　clarify　the　clinical　features　of　INVM　in　Japanese　children．

Twenty－seven　patients　with　INVM　were　diagnosed　by　two－dimensional　echocardiography，　and

confirmed　by　cardiac　catheterization　in　18．　Ages　at　presentation　ranged　from　l　week　to　15　years

（mean　4．9years），　with　follow－up　as　long　as　l7　years（mean　6．9years）．　Although　6　patients　had

clinically　overt　signs　of　heart　failure　or　arrhythmia　at　presention，　the　other　patients　were

asymptomatic　but　were　identified　because　of　siblings　who　had　INVM，　heart　murmur，　or　abnor－

mality　on　screening　ECG．　Depressed　left　ventricular　systolic　function　was　observed　in　13　patients

（48％）at　first　presentation　on　echocardiography．　The　other　patients　showed　gradually　depressing

LV　systolic　function　during　the　follow－up　period．　Twelve　out　of　15（80％）with　the　follow－up

period　longer　than　5　years，　and　80ut　of　9（89％）with　that　longer　than　10　years　had　abnormal　LV

systolic　function．　Cardiac　catheterization　disclosed　depressed　LV　systolic　function　in　16　patients

（LVEF，　ranged　24　to　62％），　increased　LV　end－diastolic　pressure　in　15（ranged　l2　to　34　mmHg）and

pulmonary　hypertension　in　5．　However，　left　ventricular　end・diastolic　volume　was　normal　in　14

patients（mean　97％of　normal），　and　exceeded　130％of　normal　only　in　4，　which　implies　restrictive

hemodynamic　physology　of　this　disease．　Familial　recurrence　was　common　and　present　in　12

patients（44％），　including　6　sets　of　siblings，　two　sets　of　cousins，　one　father　and　one　grand　father．

Nine　patients　showed　dysmorphic　facial　appearance　characterized　by　prominent　forehead，　and　6

0f　them　exhibited　motor　delay．　Two　patients　died　during　the　follow－up　period，　and　one　patient

is　thought　to　be　a　candidate　for　heart　transplantation　due　to　severely　deteriorated　LV　function．

INVM　in　Japanese　children　was　rarely　found　on　screening　examination　at　asymptomatic　stage，

but　long・term　prognosis　might　be　poor　with　gradually　depressing　LV　function　and　restrictive

hemodynamics．　High　frequency　of　familial　recurrence　implies　that　INVM　is　a　distinctive　clinical

entiry　with　a　genetic　basis．
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