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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要

小児期肥大型心筋症30例を平均6年間観察し，

信　義

旨

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　その自然歴，臨床像，検査所見について検討した．

　肥大型心筋症の家族歴のあるものが13例（43％）で半数近くを占めた．約80％の症例は，心雑音・学

校心電図検診・家族の精査を契機に本症と診断された．転帰は，不変23例（77％），改善1例（3％），

増悪3例（10％），死亡3例（10％，年長児の突然死1例と乳児の心不全死2例）であった．

　初診時には心電図の左室肥大のみで6年後に明らかな肥大型心筋症と診断された例があり，学校心電

図検診での左室肥大例の経過観察には注意が必要である．

　胸部X線写真での心拡大の存在，乳児期の心不全，失神の既往，拡張相への移行，家族に死亡例が存

在するものなどが予後不良因子であった．トレッドミル検査では半数（8例中4例）に著明なST下降を

認めた．予後不良因子を有する例やトレッドミル検査でST下降を示す例では，厳重な運動制限が必要で

ある．

　　　　　　　　　はじめに

　肥大型心筋症は，左室心筋の異常な肥大に伴う心室

拡張期コンプライアンス低下を特徴とする原因不明の

疾患である．小児の肥大型心筋症では成人に比べ心不

全死（特に乳児）が多いという特徴はあるが，小児に

おいても突然死は日常管理及び学校生活管理上大きな

問題となっている．現時点では有効な治療法が乏しい

本症においては，まず第一に病気を発見すること，次

に適切な管理指導をすることが極めて大切となる．筆

者らは30例の小児期肥大型心筋症の自然歴，臨床像，

検査所見を調査し，本症の診療上留意すべき点につい
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て検討した．

　　　　　　　　対象及び方法

　厚生省特定疾患特発性心筋症調査研究班の診断の手

引に基づいて肥大型心筋症と診断された30例（男14例，

女16例）を対象に8ヵ月から18年間（平均6年間）経

過観察し，発症年齢，家族歴，基礎疾患，合併心奇形，

主訴，症状，転帰，胸部X線所見について検討した．

さらにホルター心電図検査を25例に，Bruce　program

によるトレッドミル検査を8例に施行し，不整脈およ

びST変化について検討した．また臨床上興味深い経

過を示した3症例を提示した．

　　　　　　　　　結　　果

　30例の臨床経過の概要を表1に示した．

　1）発症あるいは診断時年齢は，7日から13歳で平均
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表1　小児期肥大型心筋症30例の臨床像

No 名前　性
初診時
の年齢

経過観察
　期間

心筋症の
家族歴

基礎疾患及び
合併心奇形

心胸郭比
（最大値）

　SAM
（心エコー）

　　不整脈
（ホルター心電図）

ST下降
（トレッド
ミル検査）

症　　状
（出現時期） 転帰

1 K．K．女 9歳 4年 十 0．44 一 不変

2 K．M．女 11歳 5年 十 0．43 一 不変

3 S．K．女 6歳 4年 十 0．52 一 無 不変

4 S．A．女 8歳 3年 寸 0．44 十 無 不変

5 T．Y．男 6歳 6年 十 0．61 十 　　　PVC
（多源性，二連発）

心不全（10歳） 増悪

6 T．M．女 8歳 6年 十 0．50 一 PVC（二連発） 不変

7 T．C．女 10歳 3年 十 0．42 一 不変

8 K．N．女 9歳 10年 十 0．52 一 PVC 十 不変

9 K．Y．女 10歳 4年 十 0．46 十 無 失　神（10歳） 不変

10 O．K．男 13歳 2年 十 0．46 一 PVC 不変

11 T．A．女 10歳 3年 十 0．48 『
無 十 胸　痛（10歳） 不変

12 F．J．男 13歳 5年 寸 0．62 十 PVC（多源性） 不変

13 M．M．女 8歳 9年 十 0．57 十 無 十 不変

14 F．E．女 10歳 9年 ｝ 0．53 一 PVC 一 胸　痛（10歳） 改善

15 K．J．男 13歳 2年 一 0．55 十 失　神（13歳） 死亡

16 T．M．女 9歳 5年 一 0．47 十 PVC 一 胸　痛（12歳） 不変

17 K．M．女 10歳 11年 一 Noonan症候群 0．54 十 PVC 胸　痛（10歳） 不変

18 T．S．男 13歳 1年 一 0’51 十 無 胸　痛（10歳） 不変

19 T．M．女 12歳 1年 一 0．50 一 不変

20 Y．A．女 8歳 8年 一 0．52 一 PAC 不変

21 T．Y．男 9歳 6年 一 0．54 十 無 寸 不変

22 T．N．男 13歳 5年 一 0．38 一 PVC 一 不変

23 K．N，男 2歳 7年 一 0．48 一 2度房室ブロック 一 不変

24 M．S．男 1歳 15年 一 0．49 一 無 不変

25 M．H．男 7日 10ヵ月 ｝ 難聴筋緊張低下 0．70 十 心房粗動 心不全（乳児期） 死亡

26 K．T．男 7日 8ヵ月 一 Noonaq　ASD，　PS 0．62 十 PVC（二連発） 　心不全
（新生児期） 死亡

27 T．A．男 5ヵ月 1年 一 AS，　MR，　TR 0．60 　
無 心不全（乳児期） 増悪

27 Y．K．男 4ヵ月 2年 一 0．57 十 無 心不全（乳児期） 増悪

29 Y．T．女 10日 16年 一 Noonan症候群 0．47 十 PVC 　心不全
（乳児期のみ）

不変

30 N．T．男 1ヵ月 18年 一 Noonan症候群 0．46 十 心室性頻拍 不変

SAM：systoiic　anterior　movement，　ASD：atrial　septal　defect，　PS：pulmonary　stenosis，　AS：aortic　stenosis，　MR：mitral

regurgitation，　TR：tricuspid　regurgitation，　PVC：premature　ventricular　contraction，　PAC：premature　atrial　contraction．
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7歳であった，

　2）肥大型心筋症の家族歴のあるものは13例（43％）

で半数近くを占めた．

　3）基礎疾患は5例（17％）に認めた．内訳はNoonan

症候群が4例と多く，残りの1例は発達の遅れ・筋緊

張低下・難聴を有する症例であった．

　4）合併心奇形は2例に認め，1例は心房中隔欠損症

と肺動脈弁狭窄症を有するNoonan症候群で，もう1

例は大動脈弁狭窄症と僧帽弁閉鎖不全症と三尖弁閉鎖

不全症をそれぞれ中等度に有する症例であった，

　5）主訴あるいは発見の動機：心雑音を主訴とした

ものが9例（30％），学校心電図検診で心電図異常を指

摘されて来院したものが9例（30％），肥大型心筋症と

既に診断されている患児の家族を精査して発見された

ものが7例（23％）で，これら3つが全体の83％を占

めた．その他に運動時失神，不整脈，易疲労感，哺乳

力減弱，検診希望（突然死に関する新聞報道に不安を

覚えて）を主訴とするものがそれぞれ1例ずつあった．

　6）全経過を通しての症状の有無：無症状のものが

17例（57％）で過半数を占めた．有症状のものは13例

（43％）で，失神が2例，胸痛が5例，心不全症状が6

例であった．症状の出現した時期は，失神と胸痛はい

ずれも10歳から13歳で年長児に集中していた．また心

不全症状は6例中5例が乳児期に出現し，残りの1例

は拡張相へ移行した10歳の学童に認めた．

　7）転帰：病状の安定しているもの（不変）が23例

（77％），改善が1例（3％），心不全症状の出現あるい

は進行など病状の悪化したもの（増悪）が3例（10％），

死亡が3例（10％）であった．死亡の状況e＃　，突然死

が1例（失神の既往のある15歳男児，登校途中に突然

死），心不全死が2例（Noonan症候群で心房中隔欠損

症と肺動脈弁狭窄症を有する8ヵ月男児と，精神運動

発達遅延，筋緊張低下，難聴を有する10ヵ月男児）で

あった．発症年齢別の死亡率は，1歳未満の乳児発症

例では6例中2例で33％，1歳以降の発症例では24例

中1例で4％であった．

　8）胸部X線所見：経過中の心胸郭比の最大値は，

不変および改善群の24例ではO．49±0．05（平均値±標

準偏差）であり，増悪および死亡群の6例では0．60±

0．06であり，両群間に有意差を認めた（p＜0．001）．

　9）ホルター心電図所見：ホルター心電図検査を

行った25例のうち15例（60％）に不整脈を認めた．不

整脈の内訳は，心室性期外収縮11例（多源性2例，二

連発3例），心室性頻拍1例，心房粗動1例，2度房室
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図1　症例14の心電図及び心エコー所見（15歳と18歳

　との比較）

　IVST：　interventricular　septal　thickness，

LVPWT：left　ventricular　posterior　wall　thick・

　neSS．

ブロック（Mobitz　II型）1例，心房性期外収縮1例で

あった．転帰で増悪および死亡と示した予後不良群で

は，ホルター心電図検査が導入される以前の症例であ

る15歳の突然死例を除いて5例にホルター心電図検査

を行い4例に重篤な不整脈（二連発を伴う心室性期外

収縮3例，心房粗動1例）を認めた．しかし，不整脈

が直接死因と確認された例はなかった．

　10）トレッドミル検査所見：endurance　timeは平

均6分48秒，最大心拍数は平均165回／分であり，8例

中4例（50％）に著明なST下降を認めた．いずれの例

も負荷中に胸痛および心室性期外収縮は出現しなかっ

た．

　11）臨床上興味深い経過を示した症例

　a．改善例：症例14（図1）

　10歳の時，学校の内科検診で心雑音を指摘されて来

院した．心筋症の家族歴，基礎疾患，合併心奇形はい

ずれも認めなかった．初診時には胸痛，易疲労感を訴
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HCM

HCM→DCM化

図2　拡張型心筋症と肥大型心筋症が混在した1家系

　DCM：dilated　cardiomyopathy，　HCM：hypertro・

　phic　cardiomyopathy

え，心電図でST－T変化，心エコーでAsymmetric

septal　hypertrophy（ASH）を認めて典型的な肥大型

心筋症と診断した．propranolol，　Co－enzyme　Qで経

過をみていたが，18歳ころから自覚症状の消失，心電

図および心エコー所見の正常化，トレッドミル検査で

の運動能の改善を認めている．

　b．malignant　family（図2）

　拡張型心筋症と肥大型心筋症とが混在した家系であ

る．発端者の長男が18歳の時に拡張型心筋症で死亡し，

その後の家族の精査によって心筋症の家系であること

が判明した．続いて次男が19歳で，母が44歳でいずれ

も拡張型心筋症で死亡した．この二人の剖検所見の特

徴は心筋の広範な線維化であり，肥大型心筋症にみら

れる心筋細胞の錯綜配列は認めなかった．現在，下の

3人の姉弟を肥大型心筋症として経過観察している．

　b－1．心電図異常が心エコー所見に先行した症例：

症例6，五女（図3）

　家族の精査を行った8歳の初診時には，心電図の左

室肥大のみで心エコー所見は正常であったが，12歳に

は心電図のST変化および心エコー検査でのASHを

認めるようになり，典型的な肥大型心筋症と診断され

た．

　b－2．拡張相への移行例：症例5，四男（図4，5）

　家族の精査を行った6歳の初診時に典型的な肥大型

心筋症と診断されたが，10歳から徐々に心拡大が進行

して拡張型心筋症様の所見を呈してきた症例である．

13歳時の心電図では，全胸部誘導でのR波の減高，幅

広いQRS，　II・III・aVFおよびV3～V6での深いQ波

へと変化している．心エコー所見では，初診時の典型
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図5　症例5の心電図及び心エコー所見（6歳初診時

　と6年後との比較）

　LVDd：diastolic　left　ventricular　dimension，

　LVDs：systolic　left　ventricular　dimension，　SF：

　shortening　fraction．

的な肥大型心筋症パターンから，心室中隔の壁厚減少，

左室内腔の著しい拡大，収縮能の低下などの拡張型心

筋症パターンへの移行を認める．臨床的には心不全症

状の出現による易疲労感，著しい運動制限を認めてい

る．また血液生化学検査では，6歳の初診時には正常

であったGOT，　LDH，　CPKの心筋逸脱酵素が，9歳

にはGOT　121U／1，　LDH　2，220U／1，　CPK　542U／1と

上昇し，以後も同様の高値が持続している．

　　　　　　　　　　考　　察

　1．肥大型心筋症の発見について

　小児肥大型心筋症の約半数（30例中17例）は無症状

に経過しており，そのほとんどが学校心電図検診

（30％）あるいは家族の精査（23％）を契機として初め

て本症と診断されている．

　昭和48年に学校保健法施行規則が改正された後，心

電図検査が学校検診に導入されるようになった．今後

さらにこの方式が普及することにより，心電図異常を

主訴として小児循環器専門医を受診する肥大型心筋症

日本小児循環器学会雑誌　第6巻　第4号

が増加することが予測される．心電図異常を精査する

際に，ほとんどの施設では心エコー検査を行っている

ので典型例は初診時に肥大型心筋症と診断されてい

る．しかし，症例6や山川ら1）の報告にあるように，初

診時には心電図の異常のみで心エコー所見は正常であ

るのに，数年後に心エコー上明らかな肥大型心筋症と

なる例が少数存在している．このような心電図所見が

心エコー所見に先行する肥大型心筋症を見逃さないた

めには，原因疾患の確定されない心電図異常例を長期

間にわたって繰り返し経過観察する必要がある．

　肥大型心筋症の約半数は家族内発症であるという報

告が多く2），筆者らの調査でも家族例が43％と半数近

くを占めていた．また，肥大型心筋症の発症年齢は新

生児から成人まであらゆる年齢層にわたっているの

で，家族の精査を行う際にも一度の検査で結論を出さ

ずに長期間経過観察することが肝要である．

　このように，疑わしい症例を長期間経過観察する努

力が本症の発見につながり，また突然死予防の第一歩

ともなる．

　II．肥大型心筋症における予後不良因子について

　肥大型心筋症における突然死の誘因や予後不良因子

に関しては数多くの報告がなされている．これらの報

告と筆者らの調査結果から予後不良因子について以下

に検討し，その対策についても若干述べる．

　胸部X線上の心拡大と予後との相関関係について

述べた報告は従来なかったが，筆者らの調査では予後

不良群で有意に心胸郭比が拡大していた．衣川ら3）も

小児期肥大型心筋症48例を調べ，心胸郭比と予後との

関係について筆者らと同様の報告をしている．小児期

肥大型心筋症で心拡大を呈するのは，心奇形の合併，

乳児の心不全，拡張相への移行などが大部分であるか

ら，胸部X線上の心拡大の存在は予後不良因子と考え

るべきであろう．

　Maronら4）は，乳児期に心不全を呈した肥大型心筋

症11例のうち9例が1年以内に死亡したと報告してい

る．また衣川ら3｝は，初診時2歳未満と2歳以上の2群

間の累積生存率を調べた結果，1年でそれぞれ50％と

100％，4年でそれぞれ18％と95％であり，有意差が

あったと報告している．筆者らの乳児期発症例6例で

は，5例に心不全があり，2例が心不全で死亡した．

また6例中5例に基礎疾患あるいは合併心奇形を認め

た．このように，心不全を伴う乳児発症例の予後は悪

く，十分な留意が必要である，

　肥大型心筋症にみられる症状のうち，胸痛・易疲労
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感・労作時呼吸困難については突然死との相関関係を

認めないという報告5）が多い．失神については意見が

分かれているが，Mckennaら6）は突然死の危険因子と

考えている．筆者らの症例では2例に失神の既往があ

り，1例が突然死している．生存している1例は体育

で全力疾走した後に失神したものであり，現在厳重な

運動制限下に経過を観察している，

　Maronら7），　Mckennaら6）は，肥大型心筋症の中に

は突然死が多発する家系が存在することを報告し

malignant　familyと呼んでいる．症例提示した家系

は，拡張型心筋症と肥大型心筋症が混在する希有な例

であるが，突然死の家族歴を有する症例はハイ・リス

クと考えて慎重に観察すべきであろう．

　“肥大型心筋症の経過中に心拡大から心不全に陥っ

て高率に死亡する”拡張相肥大型心筋症（拡張型心筋

症様肥大型心筋症）に関する報告8｝が最近内科領域で

多く，1つのトピックスになっている．Spiritoら9）は

217例の肥大型心筋症について検討し，拡張相へ移行す

る予後不良群が約10％存在したと報告している．小児

での報告は現時点では少ないが，症例5や吉林ら1°）の

報告した2例のように，小児においても拡張相への移

行が10歳過ぎから存在している．その臨床像の特徴は

症例5で示した通りである．また病理組織学的特徴は

心筋細胞の広範な脱落と線維化であることが知られて

いる．吉林らは，タリウム心筋シンチグラムでの左室

心筋の広範な潅流欠損が心エコー図上の変化よりも1

～ 2年早く認められたと報告し，拡張相への移行を早

期に予測する上での同検査法の有用性を述べている．

また症例5でみられたように，心筋逸脱酵素の定期的

検査も早期診断の手助けになると推測される．予後が

不良である拡張相への移行例には厳重な運動制限と内

科的抗心不全療法が必要である，また諸外国では拡張

相への移行例に対して心臓移植手術が行われている．

　心室性頻拍を有する肥大型心筋症からは高率に突然

死が発生することが報告されており11＞’2｝，ホルター心

電図検査を定期的に行うことが大切である．心室性頻

拍の合併頻度に関しては年齢差があり，Mckennaら13｝

は成人例で29％，20歳以下の小児・思春期例が8％と

報告している．筆者らの調査でも心室性頻拍は25例中

1例に認めたのみで，同様の傾向であった．小児期肥

大型心筋症における心室性頻拍の合併頻度は少ない

が，もっとも信頼できる突然死の予測因子であるから，

抗不整脈剤の使用や運動制限による慎重な管理が肝要

である．

449－（7）

　肥大型心筋症では激しい運動中に突然死を起こすこ

とがよく知られており，特に10代，20代の若年者にそ

の傾向が強い．古賀ら14）は，自転車エルゴメーターで最

大負荷テストを施行した結果，労作中に突然死した群

では全例にST下降を認めたのに対して安静時突然死

群では29％にST下降を認めたに過ぎなかったと報告

している．このような例では，労作時に生じた心筋虚

血が致死的な不整脈を誘発して突然死に至ると考えら

れる．筆者らが行ったトレッドミル検査では半数に運

動時のST下降が確認されたが，このような症例に対

してはより厳重な運動制限を指導している．肥大型心

筋症患者の学校での運動に関しては，全面的に禁止す

るという報告14）もある．筆者らは，原則的には運動禁止

と考えて指導しているが，患児の“quality　of　life”を考

慮して，体力を必要としない審判や記録係としての体

育授業への参加を許可している．また，ホルター心電

図検査で危険な不整脈を認めず，トレッドミル検査で

ST下降がなく，心拡大・失神・家族の突然死などがな

い症例では，家族との十分な話合いを行って軽度の運

動を許可している．

　稿を終えるにあたり，御校閲戴きました北海道大学医学

部小児科学教室松本脩三教授に深謝致します．

　本論文の要旨は第25回日本小児循環学会（1989年，久留米

市）において発表した．
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Natural　History　in　30　Pediatric　Patients　with　Hypertrophic　Cardiomyopathy

Takayuki　Konishi1｝，　Satoru　Shida1），　Takashi　Shimizu1），　Yachio　Ohtai），　Naoki　Hase1），

　　　　　　　　　　　　Seiji　Miura2），　Yoshio　Satake2｝　and　Nobuyoshi　lshikawa3）

　　　　　　　　　　1〕Department　of　Pediatrics，　Hokkaido　University　Sch∞l　of　Medicine

　　　　　　　　　　　　　　2）Department　of　Pediatrics，　Asahikawa　Citizen　Hospital

　　　　　　　　　　3〕Department　of　Pediatrics，　The　Japanese　Red　Cross　Kitami　Hospital

　　　We　investigated　the　natural　course　of　30　pediatric　patients　with　hypertrophic　cardiomyopathy

（HCM）in　average　follow－up　periods　of　6　years　and　analysed　clinical　parameters　to　determine　the　factor

influencing　the　prognosis．

　　　Among　these　patients，23（77％）remained　stable　in　a　compensated　condition，　one　patient（3％）

recovered　completely，3（10％）deteriorated　and　3（10％）died．　One　adolescent　died　suddenly　and　two

infants　died　of　congestive　heart　failure．

　　　　On　chest　X・ray，　cardio－thoracic　ratio（CTR）in　patients　who　remained　stable　or　recovered　was　O．49

±0．05（mean±S．D．）significantly　smaller　than　that　of　deteriorated　or　died　patients（0．60±0．06）．　Five

of　the　six　infants　experienced　congestive　heart　failure　and　two　of　them　died．　One　of　the　two　patients

who　had　syncope　died　suddenly．　A　patient　with　dilated　cardiomyopathy（DCM）・like　HCM　had

refractory　heart　failure．

　　　Increased　CTR　on　chest　X－ray，　congestive　heart　failure　in　infancy，　syncope，　DCM－like　HCM　and

genetic　influence（malignant　family）are　useful　predictive　factors　for　poor　prognosis　in　pediatric　HCM．
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