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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　劇症型心筋炎をおこした8歳女児に膜型人工肺による補助循環（Extracorporeal　Membrane　Oxygen－

ation：ECMO）を使用して救命した．施行中に下肢の循環不全と出血を認め高ミオグロビン血症による

急性腎不全を起こしたが後遺症なく退院した．ECMOに大動脈内バルーンパンピング（lntraaortic　Bal－

loon　Pumping：IABP），持続的血液濾過透析（Continuous　Hemodiafiltration：CHDF）を併用するこ

とでより効果的な治療が行えた．コクサッキーB4の抗体価が有意に上昇し原因ウイルスと診断した．回

復後の右室心内膜心筋生検では軽度の炎症性細胞浸潤と線維化は認められるものの心筋細胞壊死は少な

く，慢性心筋炎への移行はなかった．小児期における劇症型心筋炎に対して，時期を逸せずECMOを行

うことは非常に有用な治療と考え積極的に施行すべきと考えた．今後，小児に対しても合併症が少なく

安全に使用できるような装置の改良が望まれる．

　　　　　　　　　　緒　　言

　人工肺を用いた補助循環療法は，内科領域では急性

心筋梗塞による急性ポンプ失調，致死的不整脈などの

救命手段として施行され1）2），小児科領域では新生児に

おける急性呼吸不全や先天性心疾患術後の低心拍出状

態に主に膜型人工肺による補助循環（ECMO）が施行

されてきた．最近，劇症型心筋炎に対してのECMOや

経皮補助循環（PCPS）などの補助循環の有効性が成人

例を中心に報告されている9）．我々は，ECMOを使用し

救命できた8歳女児の劇症型心筋炎を経験した．小児

に対して補助循環を使用することの合併症は少なくな

いが，現在有効性が認められる唯一の治療法であり，

時期を逸せず施行することが重要と考えた．症例の報
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告と小児例使用における問題点について考察した．

　　　　　　　　　　症　　例

　症例：8歳女児．

　主訴：心窩部痛，嘔吐，チアノーゼ．

　現病歴：平成8年9月27日より食欲が低下し，心窩

部痛，発熱が出現した．翌日には嘔吐が頻回にみられ

るようになった．9月29日，顔色不良，口唇チアノー

ゼが認められた．近医で投薬を受けたが症状持続し某

病院に入院した．同病院の検査で，胸部X線で心拡大，

心電図でST上昇，心エコーで心嚢液貯留と左室壁運

動の低下が認められた．また，血液検査で，GOT，

LDH，　CK等の上昇がみられ，急性心筋炎を疑われて，

9月30日当院に緊急入院した．

　既往歴，家族歴：特記すべきことなし．

　入院時現症：身長120．7cm，体重20．5kg，血圧70／30

mmHg，心拍数140／min，呼吸数50／min，意識清明だ
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が不穏状態あり．起座呼吸と呼吸困難を認めた．顔面

蒼白で口唇にチアノーゼを認めた．眼瞼浮腫なし．心

音；1，II音正常，心雑音なし．　gallop　rhythmを聴

取した．呼吸音；清，喘鳴およびラ音は聴取しない．

腹部；軽度膨隆，肝4cm触知，脾腫なし．四肢；脈拍

微弱で冷感を認めた．

　入院後経過：（図1）

　入院時の血液検査では血清Caが低値でCRPは軽

度上昇し，GOT，　GPT，　LDHとCKの高値を認めた．

また，明らかな代謝性および呼吸性アシドーシスを認

めた（表1）．心エコー図検査では左室拡張末期径30

mmで左室駆出率は15％とほとんど動いておらず，心

電図ではST－T変化を伴うwide　QRS波を示し高度

な心室内伝導障害を認めた（図2一左）．全身状態も極

めて不良なためICUに入室した．ICU入室直後に心室

性期外収縮が頻発，その後心室頻拍，心室細動に移行

したため直流除細動を施行し洞調律に戻るも意識消

失，呼吸停止に陥った．直ちに気管内挿管し，心マッ

サージを行いながら，大腿深動脈より中枢側の左大腿

動脈に送血管16Fr，右大腿静脈に脱血管22Frをカニュ

レーションしECMOを開始した．　ECMOは気管内挿
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管後約30分で開始できた．ECMO装置は膜型人工肺

MENOX　AL6000を組み込んだBiomedicus社製遠心

ポンプを用いた．流量は1．5～1．7L／分（1．9～2．2L／分／

m2）で行った．脈圧が狭小で乏尿であったため翌日か

ら右大腿動脈からの大動脈内バルーンパンピング

（IABP）データスコープ社製システム90Tと腹膜透析

（PD）を併用した．心筋炎の原因としてはウイルス性心

筋炎が疑われたため，薬物治療としてγ一グロブリン大

量療法，ステロイドの投与を行った．循環補助薬とし

ては，ドーパミン，ドブタミン，ニトログリセリン，

アムリノンを持続静注した．ECMO開始後36時間頃よ

り，心電図のQRS幅の短縮が認められ（図2一右），血

圧波形に自己心拍による圧波形がみられるようになっ

た．一方，鼠径部のカニュレーションによる左下肢の

血行障害，筋腫脹，横紋筋崩壊，出血傾向が高度になっ

たためECMO約48時間経過後に離脱を試みたとこ

ろ，自己心拍で70／50mmHgの血圧が認められ，その

後，血圧は上昇しECMOから離脱が可能であった．し

かし，カニュレーションによる左下肢の血行障害によ

り，下腿筋が高度に腫脹し減張切開を施行した．また，

横紋筋崩壊による高ミオグロビン血症と循環不全によ
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表1　入院時血液検査所見

血液検査所見（入院時）

WBC　　3，800／μ1

RBC　　365×104／μl

Hb　　　　　10．3g／dl

Plt　　　14．1×IO4／μ1

GOT　　　　　2611U／l

GPT　　　　　　941U〃

LDH　　　　7，5101U〃

CK　　　　　1，1821U／1

動脈血ガス分析（FiO，＝1．o）

PaO2
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Na

K
Cl

Ca
T．Bil

Glucose

CRP

140mEq／l　　T．P

4．2mEq〃　　　Alb

99mEq／l　　BUN
6．6mg／dl　　　　Crtn

O．5mg／d1

71mg／d1

1．4mg／dl

236．2mmHg　　　PaCO2　　　57．5mmHg　　　PH

15．6　mM〃　　　B．E．　　－15．6　mM／l　　SaO2
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　　　　　図2　標準12誘導心電図所見

入院時（左）はwide　QRS波を示し心室内伝導遅延を

認めるが，ECMO開始2日目（右）にQRS波は正常
化した．しかし，STの平低化が見られる．

り急性腎不全を合併した．入院3日目より腹膜透析に

代えて持続的血液濾過透析（CHDF）を16日間施行し，

1

調節性のある水・電解質管理を行うことができた．心

エコーでの左室壁運動も徐々に改善し，一過性に左室

壁の軽度肥厚が認められたが，収縮能は正常化した．

入院21日目に小児科病棟に転棟，発症6週間後の右室

心内膜心筋生検では，軽度の炎症細胞の浸潤と線維化

がみられたが，心筋細胞の壊死はごくわずかであり，

心筋炎の治癒過程の所見であった（写真1）．ウイルス

抗体価検査ではコクサッキーB4が有意に上昇してお

り，心筋炎の原因ウイルスと診断した（表2）．その後，

下腿の減張切開部の皮膚移植，下肢の筋力低下に対す

るリハビリテーションを行い入院68日目に退院した．

　　　　　　　　　　考　　察

　劇症型心筋炎は薬物療法のみでは循環不全の改善が

見られないことが多く，最近補助循環を使用すること

によって成人例での救命例が増加してきている1）3）‘）．

補助循環としては経皮的カニュレーションするPCPS

と皮膚切開によりカニュレーションするECMOがあ

るが基本的な装置の原理は同じである．小児では血管

が細く拍動のない動脈穿刺は困難なことが多いため，

実際は皮膚切開して血管にカニュレーションする

ECMOを行う場合が多い．また，十分な流量を維持す

るためには血管に比して太いカニューレを入れること

になり，阻血による循環不全をおこし補助循環を中止

せざるをえない場合も多い5）．ECMOのもう一つの重

大な問題として抗凝固薬として使われるヘパリンによ

る出血傾向であり，皮膚切開部からの出血に難渋する

ことが多い．このような限界から小児における救命例

の報告は少ない6）7）．PCPSまたはECMOのみでは左

室後負荷が上昇するため左室後負荷軽減と冠血流の増

加を期待してIABPとの併用が望ましいとする報告

もあり8），本症例もECMOとIABPを併用している．
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写真1　Hematoxlin－Eosin染色（上）×400．少数のリ

　ンパ球浸潤がみられ，心筋細胞の空胞がみられる．

　Masson－Trichrome染色（下）×400．心内膜および

　細胞間質に線維化がみられる．

表2　血清学的検査

ウイルス抗体価（NT）

　　　　　　　　急性期（10／1）

　Coxsackie　　A4　　　　32倍
　Coxsackie　　　　B1　　　　　　　8倍

　　　　　　　B2　　　　8倍
　　　　　　　B3　　　　8倍

回そ夏其月（10／31）

　　　32倍

　　　8倍
　　　16倍

　　　32倍

　　　　　　　　B5　　　　　　　4倍　　　　　　　　　　8倍

　　　Echo　　　16　　　　　　　4倍　　　　　　　　　32倍

血清CPK　isozyme　MM　gL2％　　MB　6．0％

　　　　　　　　　BB　2．8％
心筋ミオシン軽鎖一1（1⑪／1）　　　38．8　ng／m1（＜2．5）

心筋トロポニン・T（10／1）　　　17．2ng／ml（＜0．L5）

さらに本例では前負荷軽減と腎不全対策からECMO

中止と同時にCHDFを使用し，調節性のある水・電解

質管理が行うことができた．ECMO離脱後の心不全に

対しては厳重な水分管理が必要であり時間単位で水分

出納が決めることができるCHDFはPDよりも調節

性に優れ今後の小児への普及が期待される．カニュ
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レーションの方法としては，大腿動静脈以外に総頸動

脈，内頸静脈からのアプローチがあるが蘇生中に切開

することは難しく，脳神経系への合併症出現も否定で

きない．小児ではPCPS使用症例の蓄積が不十分であ

り，今後，体重から適切な太さのカニューレを選択す

ることができるようになれば合併症を軽減することが

可能と考えられ，大腿動静脈からの経皮穿刺が容易で，

細くても十分量の脱送血が可能な小児用のカニューレ

の開発が望まれる．出血傾向に関してはヘパリンを抗

凝固薬として使用している限りは不可避であるが，経

皮穿刺で行えば出血量は少ない．また，この問題の解

決にはヘパリンコーティングした膜型人工肺の使用に

よってヘパリンの使用量を抑えたり，ヘパリンではな

く代謝の早いメシル酸ナファモスタットの使用が有効

と考えられる．

　急性心筋炎の薬物治療として，ガンマグロブリン大

量療法やステロイド薬の有効性については議論があ

る9）．本症例ではガンマグロブリン大量療法とステロ

イド薬の両方を使用しているため効果判定が難しい

が，小山らはPCPS開始から離脱までの時間がそれぞ

れ107時間，227時間，39時間であったと報告し3），Nagai

らはECMOを9日目に離脱したと報告しており6），本

例がECMO開始後48時間と比較的早期に離脱できた

ことから効果があった可能性が高い．劇症型心筋炎の

救命で重要なことは，ECMO，　PCPSを開始するタイ

ミングであり，小山らは2次性心筋障害や多臓器不全

になる前に施行すべきとしている3）．実際的には低心

拍出による不穏状態に陥いる前後で行うことが望まし

く，熟練した心臓外科医，臨床工学士，集中治療部を

中心とした集中治療チームが緊急時にも迅速に対処可

能な体制が必要不可欠である．

　　　　　　　　　　まとめ

　1．ショック状態に陥った劇症型心筋炎の8歳女児

に対して，ECMOによる呼吸循環補助を行い，後遺症

なく救命しえた．また，IABPやCHDFの併用でより

効果的な治療が可能となった．

　2．急性心筋炎は循環不全の時期を脱すれば完全回

復が期待でき，重症例に対してはPCPS，　ECMOを積

極的に行うべきである．

　3．大腿動静脈より皮膚切開しカニュレーションし

た場合，下肢の血行障害，出血傾向が問題となり，今

後の検討課題と思われる．

　稿を終えるにあたり，救急部集中治療部のスタッフ及び

臨床工学士の方々に感謝申し上げます．
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Rescue　of　a　Child　with　Fatal　Fulminant　Myocarditis　using

　　　　　　　Extracorporeal　Membrane　Oxygenation

Hisashi　Sugiyama，　Jun　Yanai，　Takayuki　Komai，　Tetsushi　Tan，　Atsushi　Naito，

　　Masataka　Kitano，　Toshie　Kadono，　Shinpei　Nakazawa，　Shigeru　Hosaka＊，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Syoji　Suzuki＊and　Shinpei　Yoshii＊

　　　　　　　　　　　Department　of　Pediatrics，　Secound　Division　of　Surgery＊，

　　　　　　　　　　　　　Yamanashi　Medical　University，　Yamanashi，　Japan

　　　Prognosis　of　fulminant　myocarditis　is　very　poor　with　conventional　therapy，　but　several　adult

cases　are　reported，　who　have　recovered　from　fatal　fulminant　myocarditis　by　using　cardiac

support　such　as　percutaneous　cardiopulmonary　support（PCPS）．　A　case　of　8－year－old　girl　with

fulminant　myocarditis　was　reported．　We　used　extracorporeal　membrane　oxygenation（ECMO），

intraaortic　balloon　pumping（IABP）and　continuous　hemodiafiltration（CHDF）for　resuscitation．

Her　cardiac　function　recovered　after　48　hours　by　using　these　cardiac　assist，　ECMO　was　able　to

be　weaned　off．　Complications　of　ECMO　were　bleeding　tendency　and　ischemia　of　her　Ieg，　caused

by　heparinaization　and　cannulation，　respectively．　The　level　of　Coxsackie　B4　viral　titer　was

elevated．　We　recomend　to　use　ECMO　for　fulminant　myocarditis　rescue　in　pediatric　cases，　as　soon

as　possible．
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