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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　拡張型心筋症（DCM）を発症したBecker型筋ジストロフィー（BMD）の男児に対して，βプロッカー

およびアンギオテンシン変換酵素阻害剤（ACEI）の併用療法を行った．βプロッカーとしてmetoprolol

を，ACEIとしてenalaprilを使用した．治療前と治療後6カ月の血液学的検査では，心房性ナトリウム

利尿ペプチド（ANP），脳性ナトリウム利尿ペプチト（BNP），心筋ミオシン軽鎖1，心筋トロポニンT

は，いずれも治療後に改善していた．また，心エコー図で左心駆出率の改善を，さらに，1231－

Metaiodobenzylguanidine（MIBG）心筋シンチグラフィーで心・縦隔比（H／M　ratio）が上昇した．　BMD

によるDCMに対してもβプロッカーおよびACEIは有効であり，治療効果の判定にはANP，　BNPと

いったナトリウム利尿ペプチドや，心筋ミオシン軽鎖1，心筋トロポニンTなどの心筋障害マーカーが簡

便でよい指標になると考えた．

　　　　　　　　　はじめに

　近年，拡張型心筋症（DCM）に対するβプロッカー

およびアンギオテンシン変換酵素阻害剤（ACEI）の併

用療法の有効性が主に内科領域で多数報告されている

が，筋疾患に伴う心筋症に対する有効性の検討はまだ

十分ではない．今回我々は，Becker型筋ジストロ

フィー（BMD）に伴う拡張型心筋症に対してβプロッ

カーおよびACEIの併用を行い，その効果を観察し
た．

　　　　　　　　　症　　例

　症例：15歳，男児．

　主訴：心機能精査．

　家族歴：母の叔父に進行性筋ジストロフィーあり．

　現病歴：3歳頃より両下肢筋の腫脹を認めていた
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が，歩行に支障がないため放置していた．9歳時に歩

行のふらつきが出現し，進行性筋ジストロフィーと診

断され，14歳時の筋生検でBMDと確定診断された．

12歳時の心エコー図では左室拡張末期径（LVDd）41．O

mm，左室駆出率（EF）64％であったが，15歳時には

LVDd　55．9mm，　EF　44％と拡張型心筋症様の変化を示

した（図1）．また，i231－Metaiodobenzylguanidine

（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たため，βプロッカーおよ

びACEIの併用療法目的で当科へ入院した．自覚症状

として，動悸や呼吸困難はなかった．

　入院時現症：身長168cm，体重60kg．両側の下肢筋

力の低下と両側足関節の拘縮による尖足を認めた．心

拍数は94／分で頻拍傾向だった．呼吸数は18／分，血圧

は102／70mmHg．1音，　II音正常，心雑音なし．呼吸

音は清．肝腫大は認めなかった．

　入院時検査所見：胸部レントゲンでは心拡大，肺
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うっ血等の所見は認めず，心電図でもST変化や不整

脈等の異常は認めなかった．

　経過（図2）：治療薬剤はβプロッカーとしてmeto－

prololを，　ACEIとしてenalapri1を選択した．　meto－

prololは2．5mg／dayより開始し，最低心拍数が50／分

以上を保つことを目安として，1週間毎に5mg／day，

10rng／day，20mg／dayと増量し，これを維持量とした．

また，ACEIは2．5rng／dayより開始して収縮期血圧が

90mmHg以下にならないのを確認しながら2週間後

に5mg／dayに増量し，これを維持量とした．維持量に

しても，心拍数や血圧が安定しており，全身状態に変

化がないのを数日間確認して退院した．

　各検査値の推移（表1）：薬剤効果の評価には血液学

。｝噺灘つ一三叉｝燕
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　　　　　図1　M－mode法心エコー図

LVDdの拡大（55．9mm）と，壁運動の低下（EF＝
41．0％）を認める．

日小循誌　14（4），1998

的検査と画像検査を用い，治療開始前と治療開始後6

カ月時で比較した．血液学的検査では心負荷マーカー

として心房1生ナトリウム利尿ペプチド（ANP）と脳性

ナトリウム利尿ペプチド（BNP）を，心筋障害マーカー

として心筋ミオシン軽鎖1と心筋トロポニンTを測

定したが，いずれも治療前よりも改善していた．画像

検査では心エコー図でLVDdは51．3mmと縮小し，

EFは64％と上昇した．1231－MIBG心筋シンチグラ

フィーでは心・縦隔比（H／Mratio）が早期像で1．69

から1．79と上昇した（図3）．

　　　　　　　　　　考　　案

　BMDはDuchenne型筋ジストロフィーに比して骨

格筋および呼吸筋障害の進行が遅いため，相対的に心

筋障害による心不全が顕著化し，死亡原因となること

が多い．このような心不全に対して心臓移植も考慮さ

れるが1），ドナー不足や本邦では心臓移植自体が軌道

にのっていないため，現実的には薬物療法による治療

が基本となる．近年，DCMにおいて内因性交感神経刺

激作用（ISA）のないβ1選択性βプロッカーを使用し

て心機能や予後が改善したことが報告されてい

る2）3）．DCMに対するβプロッカーの作用機序は不明

な点が多いが，①心拍数，心収縮力の抑制による心筋

酸素消費量の低下，②心室拡張能の改善，③レニン放

出減少による血管拡張，④心筋細胞内Ca過負荷の軽

減，⑤心筋βレセプターのup　regulation，⑥カテコラ

ミンによる心筋障害の遮断，⑦心筋内ノルエピネフリ

ンの枯渇防止等が考えられている5）～7）．βプロッカー

の使用で心臓移植が不要となったDCMの一部には，

後にジストロフィン遺伝子の異常がみつかりBMDと

診断された例もあり，筋疾患による二次性の心筋症に

対してもこの治療法は有効である可能性がある4）．ま
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たACEIはCONSENSUS　Study（Cooperative　North

Scandinavian　Enalapril　Survival　Study）で有効性が

証明されて以来8），慢性心不全に対する第一選択薬の

一つとなっている．その作用機序としては後負荷の軽

減，心筋remodelingの抑制等が考えられているが，単

剤のみの投与よりもβプロッカーあるいは強心利尿

剤との併用療法によりその効果が認められている1）．

実際，これら2剤の併用療法をDuchenne型筋ジスト

ロフィーに施行して有効であったとの報告もあり9｝，

BMDに対する有効性も十分期待できると考えられ

る．しかし，この報告では左室短縮率が25％未満だっ

た症例は全例に何らかの心不全症状を認め，本治療に

よっても40％は1年以内に死亡していた9）．また，特に

小児期発症例は成人発症例に比べ平均余命で約10年の

差があり，さらに自覚症状を認めてから治療を施行し

た群と，認める前から治療を行った群では5年生存率

で約30％の差があることからも6），早期に心機能の低

表1　治療前後の各検査値の推移

血液学的検査 治療開始前
治療開始後
6カ月時

ANP（＜43．OP9／lnD 26．9P9／ml 23．lp9／ml

BNP（〈18．4P9／ml） 25．8P9／mI 17．6P9／ml

心筋ミオシン軽鎖1 25．9ng／ml 13．4ng／mI
（＜2．59／ml）

心筋トロポニンT 0．2511g／m1 0．05ng／m1
（〈025ng／ml）

画像検査

心エコー

LVDd 55．9mm 5L3mm
EF 44％ 64％

（）内は標準値

下を発見し治療を開始する必要があると思われる．

　治療効果の評価には一定の見解が見られていない

が，血液学的には心負荷マーカーとしてANPとBNP

が最も有用な指標であると思われる．特にBNPは

DCMのような心室負荷疾患において鋭敏な分泌促進

が認められる’°）．本例においてはANPは正常範囲

だったが，BNPが治療前は異常値を示し，治療により

正常範囲になっている．また，心筋障害マーカーとし

ては構造蛋白の崩壊を示唆する心筋ミオシン軽鎖1

と，構造蛋白および細胞質蛋白両者の性質を有する心

筋トロポニンTがよい指標となると思われる．実際に

は心筋ミオシン軽鎖1のみでは骨格筋由来ミオシン軽

鎖と約12％の交差反応を示し，また，腎不全時には血

中濃度が上昇するので，2者を同時に測定し判定する

必要がある11）．本例ではいずれのマーカーも改善傾向

を示していた．画像診断的には心エコー図が非侵襲的

で簡便であるが，左室駆出率の低下は心筋障害がある

程度進行してから出現すると考えられ，より鋭敏な検

査法が望まれる．DCMのような慢性心不全の病態下

では，カテコラミンの過剰分泌とその持続による枯渇

が認められる．こういった交感神経機能の画像化にお

いて，1231－MIBG心筋シンチグラフィーが臨床応用さ

れている．現在，心不全患者に対するβプロッカー療

法の効果判定に，Planar像を用いたH／M　ratioと洗

い出し比（Washout　ratio）を指標とする試みがなされ

ており12），心不全の重症度指標として有用性が高いと

の報告がある13）14）．H／M　ratioについては後期像での

評価の方が良いとする意見と早期像，後期像どちらで

も臨床的に問題なしとする意見があり，見解は定まっ

ていない15）．今回の症例では治療6カ月後の早期像で

M：mediastium

H∴hear亡

　　　　　　　　　　　　　治療開始前　　　治療開始後6カ月時

　　　　　　　H／Mratio　　　1．69　　　　　　　　1．79

　　　　　　　　　図3　1231－MIBG心筋シンチグラフィー

正面Planar早期像を利用して矢印のように縦隔と心臓にROIを設定した．この2領

域の核種の取り込み程度を比で表して治療前後で比較した．
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H／Mratioが上昇したが，どの程度H／M　ratioが上

昇すれば有意とするかは，今後検討してゆく必要があ

ると思われる．

　　　　　　　　　　　　結　　語

　Becker型筋ジストロフィーに由来する拡張型心筋

症に対しても，βプロッカーおよびACEIの併用療法

は心機能ならびに交感神経機能を改善し有効であると

思われた．治療効果の判定には，血液学的検査では各

種の心負荷及び心筋障害マーカーが，また，画像検査

では’231－MIBG心筋シンチグラフィーが有用である可

能性がある．

　本論文の要旨は，第6回関東小児心筋疾患研究会で発表

した．
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ATherapic　Trial　of　BetaBlocker　with　Angiotensin－Converting　Enzyme

　　　　　　　　Inhibitor　for　Dilated　Cardiomyopathy　Assciated　with

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Becker　Muscular　Dystrophy

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

　　　　　Atsushi　Naitou，　Masataka　Kitano　and　Shinpei　Nakazawa

Department　of　Pediatrics，　Yamanashi　Medical　University，　Yamanashi，　Japan

　　　A15・year・old　boy　of　Becker　muscular　dystrophy　was　treated　by　beta－blocker　with

angiotensin－converting　enzyme　inhibitor　for　his　dilated－type　cardiomyopathy．　Their　effects　was

evaluated　before　and　6　months　after　the　tria1．　Serum　level　of　atrial　and　brain　natriuretic　peptid

was　reduced　after　the　therapy，　and　serum　myocardial　myosin　light　chain　l　and　myocardial

troponin　T　also　decreased．　Echocardiographic　index　was　improved　and　1231－
Metaiodobenzylguanidine　myocardial　scintigraphy　respectively　revealed　the　improvement　of

sympathetic　nervous　function．　It　was　considered　that　conbination　therapy　of　beta－blocker　and

angiotensin・converting　enzyme　inhibitor　was　effective　for　dilated　cardiomyopathy　associated

with　Becker　muscular　dystrophy．
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