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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　小児期の肥大型心筋症23例について，臨床所見・検査所見・経過・予後に関する検討を行なった．対

象は，1973年から1989年の期間に当科を受診し諸検査により診断された閉塞性肥大型心筋症，男児9例・

女児7例，非閉塞性肥大型心筋症，男児6例・女児1例である．臨床記録から，臨床経過・心電図・心

エコー検査・胸部X線写真・予後・その他についてretrospectiveに検討した．経過観察中，突然死3例

（13．0％），心不全死2例（8．7％）を認めたが，これらは全例が閉塞性肥大型心筋症であった．小児の肥

大型心筋症では，心不全症状の出現・増悪をきたすもの，心電図上II・III・aVF型から左側誘導型への

移行を示すもの，および肥大型から拡張型への変化を示すものは予後不良であると思われた．一一方，突

然死については予測が難しいと考えられた．

　　　　　　　　　1．緒　　言

　小児の肥大型心筋症は，突然死をきたす疾患として

重要である．臨床症状は，小児期よりも成人期に多く

みられる．Teare1）の報告以来，成人における報告は多

いが，小児例での報告は比較的少ない2）3）．突然死に関

しても，β遮断剤で若干の予防効果が認められている

ものの，完全には防止し得ず，その予後の予知につい

ては明確な指標が見い出されていない．

　今回，小児期の肥大型心筋症23例について臨床所

見・検査所見・経過・予後に関する検討を行なったの

で報告する．

　　　　　　　II．対象および方法

　対象は，1973年から1989年の期間に日大板橋病院小

児科を受診し，心エコー検査・心臓カテーテル検査な

どにより診断された閉塞性肥大型心筋症（HOCM）男

児9例，女児7例，非閉塞性肥大型心筋症（HCM）男

児6例，女児1例の計23例である．

　臨床記録から，臨床経過・心電図・心エコー検査・
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胸部X線写真・心臓カテーテル検査・予後・その他に

ついてretrospectiveに検討した．心臓カテーテル検

査施行例では左室流出路に明らかな圧較差を認めるも

のを，未施行例では心エコー検査により中隔の肥厚に

よる左室流出路狭窄を認めるものをHOCMとした．

　　　　　　　　III．結　　果

　患児の年齢と経過観察期間を表1に示した．性差に

ついては，HOCM・HCMともに男性に多く認められ

た．初診時年齢は，HOCM　8．2±4．9歳，　HCM　9．2±

4．7歳であった．HOCMの5例が経過観察中に死亡の

転帰をとった．診断時年齢は，死亡例で13．5±5．2歳，

生存例では8．6±5．5歳であった．経過観察期間は，平

均5年5ヵ月であった．

　初発症状・初診時診断名・家族歴の有無および転帰

を表2に示した．受診の契機は，学校検診・乳幼児検

診による心雑音・心電図異常の指摘が約半数を占め，

その他では他病院通院中の心雑音指摘によるものが多

かった．多発小奇形の指摘や家族内発生による精査の

結果発見された症例もあった．

　初診時，23例中14例（60．9％）が肥大型心筋症と診

断され，先天性心疾患と診断されたものが4例
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表1　肥大型心筋症患児の年齢・経過観察期間

HOCM HCM
症例数 16例（男児9例，女児7例） 7例（男児6例，女児1例）

年　齢 4歳～24歳　（12．9±5．3歳） 3歳～20歳　　（15．0±5．5歳）

初診時年齢 日歯令0～15歳　（　6．9±5．4歳） 1ヵ月～16歳（8．0±5．5歳）

当科初診時年齢 日齢0～15歳（8．2±4．9歳） 2ヵ月～16歳（9．2±4．7歳）

診断時年齢 6ヵ月～22歳（10．0±5．9歳） 3ヵ月～16歳（8．3±5．5歳）

経過観察期間 L8年～15，2年（5．4±3．3年） 0．5年～10、0年（5．6±3、3年）

表2　初発症状・初診時診断名・家族歴の有無および転帰

初　発　症　状 初診時診断名 家族歴 転帰

HOCM
No．1 多発小奇形，四肢末端チアノーゼ 総肺静脈還流異常疑い 無 生

2 1ヵ月検診で心雑音 心室中隔欠損 無 生

3 15歳時高血圧 肥大型心筋症 無 生

4 兄がHOCMのため受診 肥大型心筋症 有 生

5 12歳時学校検診で心電図異常 肥大型心筋症疑い 有 生

6 8歳時学校検診で心雑音，心電図異常 肥大型心筋症，僧帽弁閉鎖不全 有 生

7 他病院にて診断，経過観察後当科受診 肥大型心筋症 無 生

8 3歳時心雑音 肥大型心筋症 有 生

9 9歳時学校検診で心雑音，心電図異常 肥大型心筋症 無 生

10 多発奇形 肥大型心筋症 無 心不全死

11 22歳時心エコー異常 肥大型心筋症 無 突然死

12 8歳時運動能力低下 肥大型心筋症 有 突然死

13 1ヵ月検診で心雑音 心室中隔欠損，肺高血圧 無 生

14 胸部苦悶感 原発性心筋疾患 有 生

15 10歳時近医で心雑音 心筋症疑い 無 突然死

16 13歳時学校検診で心雑音 肥大型心筋症 有 DCMに移行し心不全死

HCM
No．1 16歳時学校検診で心電図異常 原発性心筋疾患 無 生

2 13歳時学校検診で心電図異常 肥大型心筋症 無 生

3 1歳時心雑音 肥大型心筋症 無 生

4 1ヵ月検診で口唇色不良，陥没呼吸 総肺静脈環流異常 無 生

5 6歳時学校検診で心電図異常 左脚前枝ブロック 無 生

6 10歳時心雑音 肥大型心筋症 無 生

7 10歳時心雑音 肥大型心筋症 無 生

（17、4％）あった．診断確定までの期間は平均13．6ヵ月

であった．

　肥大型心筋症の家族内発生は，HOCM　7例（HOCM

中43．8％）に認められたが，HCMでの家族内発生は認

めなかった．

　自覚症状の有無・内容について表3に示した．自覚

症状はHOCM　5例，　HCM　2例の計7例に認められた．

胸痛が最も多く，その出現時期はHOCMで13．5±3．8

歳，HCMでは12．1±0．7歳であった．　HOCM・HCM

の各1例で経過観察中に自覚症状の増悪を認めた．死

亡例では，自覚症状を有した症例は2例で，自覚症状

表3　自覚症状

HOCM
自覚症状なし　　11（65％）

胸痛，胸部不快感3（19％）

めまい

失神発作

発汗過多

肩凝り

腹痛

運動能力低下

2（13％）

2（13％）

1（6％）

1（6％）

1（6％）

1（6％）

単位：人

HCM
自覚症状なし　　5（71％）

胸痛　　　　　　2（29％）

めまい　　　　1（14％）

労作時呼吸困難　1（14％）

全身倦怠感　　　1（14％）

単位：人
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を認めなかった症例が3例であった．

　心不全症状は，HOCM　2例，　HCM　1例に認められ

たが，HOCMでは経過観察中に心不全症状の進行を

示し，2例ともに死亡した．

　聴診所見では，初診時HOCM　2例，　HCM　1例で心

雑音を認めなかったが，経過観察中には全例に収縮期

雑音が聴取された．HOCMでは7例で僧帽弁閉鎖不

全の合併を認めた．HCMでは1例に僧帽弁閉鎖不全

の合併を認めた．

　心電図所見の内容を表4に示した．ST－T変化・左室

肥大が最も多く，HOCMでは2例で正常所見から
ST・T変化への移行を認めた．大塚ら4）の分類に従い，

高電位差・異常Q波・ST－T変化などの異常所見が最

終観察時に主に左側誘導に存在するものを左側誘導

型，主にII・III・aVF誘導に存在するものをII・III・

表4　心電図所見

HOCM
ST・T変化

LVH
LAD
異常Q波

PVC
PR延長・短縮

13（81％）

12（75％）

5（31％）

4（25％）

2（13％）

2（13％）

LAE，　RAE（P波異常）

その他

2（13％）

1（6％）

単位：人

HCM
ST－T変化　　　4（80％）

異常Q波　　　　2（40％）

PVC　　　　　　　2（40％）

LVH　　　　　　　1（20％）

LAD　　　　　　1（20％）

PR延長・短縮　1（20％）

単位：人
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図1　左側誘導型心電図（10歳女児，表2，HOCM症
　例13）
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aVF型，両者ともに存在するものを混合型と分類し，検

討した．

　図1に，10歳女児（表2・HOCM症例13）の左側誘

導型の心電図を示した．左側胸部誘導でST・Tの肥大

性変化を認め，V5－6誘導では高電位差のR波を，右側

胸部誘導では深いS波がみられ，左室肥大が認められ

る．

　図2に，10歳男児（表2・HOCM症例5）のII・III・

aVF型の心電図を示した．　II・III・aVF誘導で深いQ波

が認められる．
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図2　11・III・aVF型心電図（10歳男児，表2，　HOCM

　症例5）
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図3　混合型心電図（14歳男児，表2，HCM症例1）
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表5　心電図所見の分類

HOCM HCM
左側誘導型

II・III・aVF型

混合型

7（43％）

6（38％）

3（19％）

3（42％）

2（29％）

2（29％）

計 16（100％） 7（100％）

単位：人

表6　胸部X線写真における心拡大の有無とその変化

心拡大
増悪

不定の
変化

心拡大
変化なし

計

　　　初診時心拡大ありHOCM　　　初診時じ拡大なし

　　　初診時心拡大ありHCM　　　初診時じ拡大なし

1（1）

3（1）

二
1
1
1
1

5（2）

4（1）

1
4

7（3）

8（2）

2
5（）内は死亡例数を示す　単位：人

　図3に，14歳男児（表2・HCM症例1）の混合型の

心電図を示した．II・III・aVF・V、－6の誘導でT波の

陰転を認める．

　表5は，主たる異常存在部位による心電図分類の内

訳である．HOCMの左側誘導型では，全例にRV5＋

SViもしくはRV6＋SVIの増加または左室ストレイソ

パターソを認め，これは進行する経過を示した．II・

III・aVF型では，経時的な変化は乏しかった．また，高

率にII・III・aVFの誘導で深い異常Q波を認めた．左

側誘導型4例（57．1％），混合型1例（33．3％）に死亡

を認めた．II・III・aVF型から左側誘導型への移行を示

した2例はいずれも死亡の転帰をとった．HCMでは，

これら3つの型をほぼ同頻度に認めた．

　不整脈は，HOCMでは心室性期外収縮1例，心室性

頻拍症1例の計2例に，HCMでは心室性期外収縮3

例，発作性上室性頻拍症1例の計4例に認められた．

これらは運動負荷により誘発される症例が多くみられ

た．

　心エコー検査では，経過観察中の心筋肥厚の増悪は

HOCM　5例，　HCM　1例に認められ，その内，　HOCM

の1例が死亡の転帰をとった．HOCMで，左室流出路

狭窄が軽減し圧較差が減少してHCM様に変化した

症例，SAM・心筋肥厚が改善し左室腔の拡大を示し拡

張型に移行して死亡した症例が各1例ずつ認められ

た．HCMでは，心尖部肥大型2例，　HOCMに変化し

た1例を認めた．また，経過中HOCM　7例に僧帽弁閉

鎖不全を認めた．

　心室中隔厚はHOCM　2．0±0．8cm，　HCM　1．4±O．8

cmであった．心室中隔厚・左室後壁厚の比はHOCM

で1．9±0．7であり，ほぼ全例で1．3以上を示したが，

HCMでは1．0±0．2であり，心室中隔に限局しない心

筋の肥厚が認められた．

　表6に胸部X線写真における心拡大の有無と経過

観察中の変化を示した．表中の不定の変化とは，心拡

大の増悪・改善を繰り返し，一定の傾向を示さなかっ

たものである．初診時にHOCM　7例，　HCM　2例に心

拡大を認めた．心拡大の増悪はHOCMの4例に認め

たが，そのうち3例は初診時心拡大が認められていな

かった．心拡大の有無・増悪と予後との間に有意な関

係はみられなかった．

　合併症では，HOCM　4例でNoonan症候群を，

HOCM　1例で褐色細胞腫を認めた．

　治療は，HOCM　16例中，プロプラノロール単剤投与

5例，Ca拮抗薬単剤投与5例，両者の併用が4例であ

り，転居などの諸事情により継続的に投薬が行なわれ

なかったものが2例あった．また，HOCMから拡張型

に移行した症例1例で心不全に対しジギタリス剤を投

与した．HCMでは，7例中，プロプラノロール単剤投

与2例，Ca拮抗薬単剤投与1例，両者の併用が2例で

あり，無投薬が2例であった．

　経過観察中に突然死3例，心不全死2例を認めた．

死亡年齢は17．5±4．7歳で，全てHOCMの患児であっ

た．突然死を示した3例の死亡時の状況は，1例が数

百mを走行直後に死亡，1例は入浴後に死亡，他の1

例は自転車に乗り買物に行く途中の死亡であった．経

過観察中，突然死を予測させる明らかな所見は得られ

なかった．

　　　　　　　　　IV．考　　案

　肥大型心筋症は基本的には常染色体優性遺伝に基づ

く遺伝性疾患と考えられている5）6）．そして小児期発症

例は成人期発症例に比較して突然死の可能性が高いと

言われている．臨床的な症状の出現は成人期に多いた

めであろうか，小児期における心筋症に関する報告は

成人に比べ少ない2）3｝．

　小児期に限定した肥大型心筋症の発現頻度は正確に

は不明であるが，男女比については大国ら2｝が男性優

位の報告をしており，今回の検討でも同様の結果で

あった．また，肥大型心筋症では，特にHOCMで家族

内発生の頻度が高いと言われており7）8），これは予後不

良と関連するといわれている9）．今回の検討では，
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HOCMで本症の家族内発生が7例に認められたのに

対し，HCMでは1例も認められず，従来の報告と同じ

傾向を示した．しかしながら，今回の検討においては

死亡5例の内，家族内発生を有するものは2例のみで

あり，予後との明らかな関係を断言するには至らな

かった．

　診断時の年齢についてであるが，確定診断までに長

期間を要した症例が認められた．それらは心エコー法

の出現以前の例に多く認められており，これは診断方

法の差によるものであると考えられる．また，新生児

期に肺うっ血を伴うものがあった．この所見は他の先

天性心疾患を疑う可能性が高く，注意を要する所見で

あると思う．診断時年齢は，生存例に比べ死亡例の方

が高い傾向を認めた．しかし，これは死亡は全例

HOCMであり，HOCMの診断時年齢が高いというこ

との影響であろうと思われる．

　HOCM　11例，　HCM　5例で自覚症状を認めなかっ

た．死亡例では経過観察中自覚症状を認めた症例が2

例，無症状の症例が3例であり自覚症状およびその増

悪の有無と死亡との関係は明らかにできない．

　これまでの肥大型心筋症の長期予後の検討では，い

くつかの突然死の予測項目が挙げられている9）．しか

し，逆に死亡例で臨床症状の悪化や前兆を認めないも

のもあり，労作との関係は明らかでないともいわれて

いる．初診時の心機能所見，心拡大，心電図所見など

も死亡の予知には役立たないといわれている1°）11）．今

回の検討では，家族歴の有無・診断年齢・自覚症状の

有無などと予後との関係は存在しなかった．

　心不全症状の出現の有無と予後との関係が重要であ

ることが指摘されている12）～1‘）．心不全症状の出現とそ

の進行をHOCM　2例に認めたが2例ともに死亡して

おり，心不全症状の存在が予後に影響を及ぼす大きな

因子であることは間違いない．

　心電図所見では，大塚ら4）の分類に基づき検討した

が，II・III・aVF型より左側誘導型への移行を示した

HOCMの2例がいずれも死亡し，検査所見の変化と

して重要と思われた．

　心エコー検査による心筋肥厚度の増悪と予後との関

連は認められなかったが，HOCMから拡張型に移行

し心不全の増悪で死亡した症例を認めており，心筋肥

大の進行や狭窄の軽減が認められた際には注意深く経

過を観察する必要があると思われる．

　以上より，小児の肥大型心筋症では，心不全症状の

出現，心電図上のII・III・aVF型から左側誘導型への変
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化，拡張型への移行を示した場合，死亡の転帰をとる

可能性が高いのではないかと結論できる．

　突然死の症例においては，経過観察中の特別な臨床

症状・検査所見の変化は認められず，突然死を予測す

る因子を見出すことはできなかった．

　肥大型心筋症の小児期から成人期にわたる長期の経

過観察の報告は少ない．今後もこれらの症例を注意深

く，長期にわたって観察していく予定である．

　　　　　　　　　V．ま　と　め

　小児期肥大型心筋症23例（HOCM　16例，　HCM　7例）

について，臨床所見・検査所見・経過・予後に関する

検討を行なった．小児の肥大型心筋症では，心不全症

状の出現・増悪をきたすもの，心電図上II・III・aVF型

から左側誘導型への移行を示すもの，および肥大型か

ら拡張型への変化を示すものは予後不良であると思わ

れた．一方，突然死については予測が難しいと考えら

れた．

　本論文の要旨は，第25回日本小児循環器学会（1989年7

月，久留米市）にて発表した．
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Clinical　Observation　in　23　Children　with　Hypertrophic　Cardiomyopathy

Masahiro　Misawa，　Masahiro　Ohtsuka，　Naokata　Sumitomo，　Hideo　Yamaguchi，　Tomoo　Okada，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kensuke　Harada　and　Masahiko　Ohkuni

　　　　　　　　　　　　Deparment　of　Pediatrics，　School　of　Medicine，　Nihon　University

　　　Retrospective　analysis　of　clinical　course，　prognosis，　electrocardiograms，　echocardiograms，　chest

X・rays，　etc　was　made　in　23　patients　with　hypertrophic　cardiomyopathy．　The　diagnosis　of　cardiomy・

opathy　was　made　while　in　their　childhood．　The　follow　up　period　was　from　1973　to　1989．　The　study

includes　9　boys　and　7　girls　with　hypertrophic　obstructive　cardiomyopathy　and　6　boys　and　l　girl　with

non－obstructive　hypertrophic　cardiomyopathy．　Three　patients（13．0％）died　suddenly，　and　2　patients

（8．7％）died　by　heart　failure　during　the　follow　up　period．　All　these　deaths　were　in　the　patients　with

hypertrophic　obstructive　cardiomyopathy．　This　study　suggests　that　the　prognosis　of　hypertrophic

cardiomyopathy　with　the　following　findings　may　be　poor　i．e．　appearance　and／or　progression　of　heart

failure，　change　of　abnormal　electrocardiographic　findings　from　leads　II・III・aVF　to　left　precordial　leads

and　change　from　hypertrophic　type　to　dilated　type．　It　was　difficult　to　predict　sudden　death．
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