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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　乳幼児期に，拡張型の病像を呈する心筋疾患に罹患した小児の長期予後について検討した．対象は男

児2例，女児6例の計8例で，発病時年齢は2ヵ月から5歳5ヵ月，平均1歳4ヵ月であった．診断は

3例が拡張型心筋症（DCM），5例が心筋炎であった．　DCMの1例は12ヵ月で死亡したが，他の7例は

軽快した．生存例の経過観察期間は1年から16年，平均6年であった．生存例での左室駆出分画は，0．65

から0．74と良好であった．心筋炎の例では，ホルター心電図やトレッドミル運動負荷試験（TM）で有意

の不整脈や心電図変化を認めず，運動能力も良好であった．DCMの例ではホルター心電図で心室性期外

収縮やST・T変化を認め，　TMを施行した例では，　ST低下を認めた．心筋炎軽快後の予後は概して良

好の者が多いと考えられるが，DCMでは軽快後も不整脈などの注意が必要である．

　　　　　　　　　はじめに

　乳幼児期に心室ポソプ機能の低下により心不全症状

を呈する心筋疾患としては，拡張型心筋症（DCM）や，

心筋炎がある．発症時にこれらの疾患を鑑別し，また

予後を予測することは一般に困難と考えられる1圃．

また，臨床的に軽快した後，これらの既往を有する児

をいかに管理するかは日常臨床でしぽしぼ迷うところ

である．著者らは乳幼児期に拡張型の病像を呈した心

筋疾患の8例を経験したので，これらの症例の発症時

臨床所見，長期予後について報告する．

　　　　　　　　　対象と方法

　対象は1976年1月より1991年4月までに当科に入院

した8例で，心室ポンプ機能の低下により心拡大を呈

したと考えられる症例である（表1）．性別は男児2例，

別刷請求先：（〒060）札幌市中央区南1条西16丁目
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女児6例，発症時の年齢は2ヵ月から5歳5ヵ月，平

均1歳4ヵ月であった．全例に心臓カテーテル検査を

行い，冠動脈異常を含めた心奇形を否定した．全例に

右室よりの心内膜心筋生検を試みたが，2例では心筋

生検中の血行動態悪化により中止した．症例1では先

行感染の病歴が有り，急性期に，心エコー検査にて左

室ポンプ機能の低下があること，核医学検査で心筋障

害像を認めることから心筋炎と診断した．症例7では

心エコー検査で明らかな左室ポンプ機能の低下と心内

膜線維弾性症（EFE）を示唆する心内膜の肥厚があり，

先行感染の病歴や炎症所見，心筋逸脱酵素の上昇や代

謝性疾患が無いことからDCMと診断した．症例4は

遠隔期に心筋生検を行った症例であるが，発症の3カ

月前に偶然の機会に施行した心電図と胸部レ線に異常

が認められなかったこと，先行感染の病歴があること

から，心筋炎と診断した．この結果，診断はDCM　3例，

心節炎5例であった．経過観察期間は1年から16年，
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表1　対象症例の発症時年齢，性，発症時の症状，心電図所見，診断を示す

Case　No． Cine　No． Age Gender Symptoms ECG Diagnosis

1 281 5y5m M pale　face
tachycardia

PAT　with　2：lAVB
LVH

myocarditis

2 428 1y5m F cough，　stridor ST・Tchange
biphasic　P

myocarditis

3 544 1y8m F fever，　cough ST・Tchange
biphasic　P

myocarditis

4 656 6m F poor　weight　gain
stridor，　cough

ST・Tchange
deep　Q，　LVH

myocarditis

5 751 1ylm M tachycardia
diarrhea

IRBBB，1°AVB
ST・Tchange

myocarditis

6 540 2m F feeding　di伍culty
tachypnea

ST・Tchange
LVH

DCM

7 1055 3m F poor　weight　gain
feeding　di伍culty

LBBB DCM

8 1210 2m F feeding　difnculty LBBB DCM

平均6年であった．この間，適宜胸部レ線，心電図，

心エコー，ホルター心電図，トレッドミル運動負荷試

験（TM）などを行った．①以上の経過中における，胸

部レ線上の心胸比（CTR）や心エコーでの左室駆出分

画（LVEF）の変化，心電図正常化に要した期間，②最

終観察時における，TMやホルター心電図の所見など

と，発症時の臨床所見や臨床診断を比較検討した．

　　　　　　　　　　結　　果

　1）発症時年齢と症状（表1）：DCMは3例とも生

後3ヵ月以内の乳児期早期に発症した．心筋炎では6

例中4例が1歳前後の発症であった．乳児期早期に発

症した症例では，哺乳障害や体重増加不良が主な症状

であった．心筋炎の症例では6例中5例で発熱，咳順，

下痢など何らかの先行感染を疑わせる所見があった．

しかし，心筋逸脱酵素の有意の上昇を認めた例は無

かった．

　2）発症時の心電図所見（表1）：いずれも著明な左

室肥大所見やST・T変化が特徴的であった．　DCMの

症例7，8では完全左脚ブPックパタンを呈した．心

筋炎の症例1では房室ブロックを伴う心房性頻脈の管

理に難渋したが，この症例以外に不整脈が問題となっ

た症例はなかった．

　3）CTRの変化（図1）二発症時のCTRはいずれも

60％以上であった．死亡したDCMの症例では，強力な

内科治療にも関わらず心拡大の改善傾向がなかった．

このほかの症例は，初期治療への反応が良好で心拡大

の改善は順調であった．しかし，心拡大の改善に要す

る期間はさまざまで，1年以内に比較的すみやかに
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図1　心胸郭比の経時変化を示す．

50％前後に復する症例がある反面，これに数年ないし

5年以上を要する症例もあった．DCMの症例の中に

も，初期治療により数ヵ月以内に改善をみた症例と，

数年を要した症例があり，発症時の臨床所見や臨床診

断からこれらを予測することは困難であった．

　4）LVEFの変化（図2）：Pombo法により求めた

LVEFの変化を示す．病初期より経過を観察し得たの

は，症例1，2，5，6，7，8の6例である．症例

2，8では，初期治療に良く反応し，すみやかに改善

をみた．症例5，6では，改善に3～6ヵ月を要した

が，その後の経過は順調であった．症例1は発症後8

年を経て，正常範囲に復した．死亡した症例7では，

初期治療により一時的改善を見たが，3ヵ月以後は改

善することがなかった．症例3，4は病初期には心エ

コーを施行し得なかった症例で，いずれも初回検査時，

既にLVEFはおおむね正常範囲内にあった．
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　　図2　左室駆出分画の経時変化を示す．

　5）予後（表2）：死亡したのはDCM　9症例7のみ

で，他の7例は臨床所見の軽快をみた．心電図正常化

に要した期間は，最短2ヵ月から10年に及び，基礎疾

患や発症時の臨床所見と一定の関係を見いだし得な

かった．改善した7例における最終観察時の左室拡張

末期径，LVEFは，いずれも正常範囲内にあった．ホ

ルター心電図では，症例1，4で夜間を中心とした房

室ブロックを認めたが，いずれも軽度であった．症例

6の心室性期外収縮はLown分類1度であったが，

TMではBruce　protocolのstage　3でV5，　V6に有意

のST低下を認めた（図3）．症例8では，安静時心電

図軽快後も，ホルター心電図で間歌的に，T波の陰転

やST低下（図4A），　WPW症候群を示唆する完全左
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図3　症例6のTM時の心電図を示す，　V5，　V6でST

　低下を認める．

脚ブロックパタンとPR時間の短縮（図4B），心室性期

外収縮との融合収縮（図4C）が出現していた．　TMを

施行し得た5例では，症例6を除き，運動耐用能は良

好で，有意の心電図変化も認めなかった．

　6）心筋生検（表2）：症例2，5では，内科治療に

より臨床症状が安定した発症後1ヵ月時に，症例6，

8では1歳時に，症例3，4では発症後それぞれ5年，

10年を経過した遠隔期に右室心内膜心節生検を行っ

表2　対象症例の予後，安静時心電図正常化に要した期間，最終観察時における左室拡張末期容積，左室駆

　出分画，ホルター心電図所見，トレッドミル運動負荷試験の所見，組織診断について示す

Case　No．
Outcome
（Age）

　ECG
「ecove「y

LVDd LVEF
Holter
ECG TM Histology

1 recovered（18y） 7y3m 56 0．74 1°AVB np nd

2 recovered（7y） 2y 38 0．73 np np inHammatOry　Cell
infiltration
fibrosis

3 recovered（13y） 2y5m 51 0．70 np np fibrosis

4 recovered（16y） 10y 50 0．72 　　　2°AVB
（Wenchebach）

np normal　limit

5 recovered（4y） 2y5m 27 0．74 np nd inHammatOry　Cell
infiltration

6brosis

6 recovered（6y） 5y 32 0．72 PVC ST　dep EFE

7 died（12m） no 42 0．25 nd nd nd

8 recovered（1y4m） 2m 29 0．65 intermittent

LBBB
nd EFE

LVDd：1eft　ventricular　diastolic　dimension

LVEF：left　ventricular　ejection　fraction

TM：treadmill　exercise　test
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図4　症例8のホルター心電図を示す，T波の陰転と

ST低下（A），　WPW症候群を示唆するPR時間の
　短縮と左脚ブロックパタソ（B），心室性期外収縮と

　の融合収縮（C）を認める．

た．症例2，5では小円形細胞浸潤と，線維化を中心

とした典型的な心筋炎の所見を得た．症例6，8では

心内膜を中心とした広範な線維化を認め，EFEに一致

する所見であった．症例3では，心筋炎の癩痕と考え

られる広範囲な線維化を認めたが，症例4では組織学

的にも有意の所見を認めなかった．

　　　　　　　　　　考　　察

　中川らによれぽ，急性発症の心筋炎は発症時の臨床

所見から，Stokes・Adams発作型，頻脈発作型，ポソプ

失調による心不全型の3型に分けられる7）．著者らの

症例1はポンプ機能不全に加え頻脈発作があったが，

他の心筋炎症例は典型的心不全型であった．心筋炎以

外では，乳児期に左室ポンプ機能の低下が主徴となる

日本小児循環器学会雑誌　第8巻　第5号

心筋疾患としては，古くよりEFEが知られている．し

かし，欧米よりの最近の報告では，EFEは独立した疾

患単位というよりは，多くの異なった疾患の病理学的

な結果であるとの立場から，臨床診断としてはDCM

として一括したほうが良いという意見もある4）8）9）．著

者らが報告した3例のDCMのうち，2例では心筋生

検にてEFEに一致する所見を得たが，このような立

場からDCMと診断した．

　明らかな先行感染の病歴や，心筋逸脱酵素の上昇が

あれば心筋炎の診断は比較的容易であるが，乳児期に

発症し，生検にて確定診断を得た心不全型心筋炎には，

発症時の臨床所見や経過から，DCMと鑑別する事が

きわめて困難な症例があった．心筋炎の症例で，急性

期を過ぎれば速やかにポソプ機能が改善するのは当然

であるが，経過が遷延する症例が少なからず有る一方，

心筋生検にてEFEに一致する所見を呈したDCMの

症例の中に比較的速やかに改善傾向を示す症例があっ

た．これらは，非侵襲的方法のみで二疾患を鑑別する

ことの困難さを示す事実であり，確定診断には心筋生

検を含めた侵襲的検査が必要と考えられた．

　EFEを含む小児期DCMの予後予測因子について

検討した報告はいくつか見られるが，いずれも後方視

的な検討であり，発症時に予後を予測することは困難

とされている1）’”’E）1°）．今回の検討でも，8例中死亡した

のはDCMの1例のみであり，発症時の臨床所見のみ

から生命予後を予測する因子を見いだすことは出来な

かった．しかし，従来言われているように1°），初期治療

への反応の良否や，経過中の心不全の反復などは参考

になる所見であり，経過の遷延した症例でも，改善し

た症例は遅くとも1年以内に何らかの臨床所見に改善

傾向があった．言い替えれぽ，心筋炎，DCMともに発

症後1年以内の臨床経過が，生命予後を予測し得る因

子であると考えられた．Griffinらは，2歳以前に発症

したDCMは，これ以後に発症したDCMに比べて予

後良好と報告した11）．これに否定的な報告もある

が4）5），今回の報告にみられるごとく，乳児に発症する

DCMの中には，比較的良好な経過を取るEFEの症例

が含まれ得ることが，Griffin等の報告の一因となって

いるものと考えられた．

　児童・生徒に対する心臓健診が普及した現在，これ

らの心筋疾患が臨床的に軽快した後の長期予後は，学

校現場に置ける管理との関係で大きな問題である．適

正な運動制限が必要な患児も有り得ることは言を待た

ないが，過剰な運動制限による悲劇を極力避ける努力
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が必要であるII）．発症時の鑑別の困難さに比べると，二

疾患の長期予後には大きな差があり，心筋炎が軽快し

た症例では，非侵襲的検査でみる限り，運動負荷を含

めて問題のある症例は無かったのに対し，DCMでは

臨床症状が軽快後長期間を経過しても，運動負荷試験

で心電図変化を認める例があった．今回検討した8例

中5例はすでに学齢期に達しているが，心筋炎後の症

例では運動制限無しで問題無く経過している．この意

味でも，臨床的に鑑別診断が困難な場合には組織診断

により，診断を確定することが必要と考えられた．

　　　　　　　　　　結　　語

　乳幼児期に拡張型の病像を呈した心筋炎の5例と，

DCMの3例を報告した．心筋炎後の長期予後は良好

であったが，DCMの1例は死亡し，臨床的に軽快した

2例も運動負荷やホルター心電図で不整脈ST・Tの

変化を認めた．軽快後の長期予後を予測するためには

組織診断により診断を確定することが重要と考えられ

た．
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Long　Term　Prognosis　of　8　Children　Who　Had　a　Poorly　Contracting　Ventricle　in　Infancy

Hideshi　Tomita，　Kazuo　Ikeda，　Yoko　Sawada，　Yoshihito　Higashidate　and　Sh皿zo　Chiba

　　　　　　　　　　Department　of　Pediatrics，　Sapporo　Medical　College

　　We　evaluated　the　long　term　prognosis　of　children　who　had　myocardial　diseases　which　impaired

the　ventricular　pump　f皿ction　in　infancy．　Clinical　findings　at　the　onset　and　in　the　follow　up　period

were　evaluated　in　five　cases　of　myocarditis　and　three　cases　of　DCM．　One　patient　of　DCM　died　from

congestive　heart　failure　in　a　year　of　the　onset．

　　Although　the　other　seven　patients　have　improved　clinically，　two　children　of　DCM　had　arrythmias

and／or　significant　ST・Tchanges　in　Holter　ECG　or　exercise　stress　ECG．　On　the　other　hand，　all

patients　of　myocarditis　are　doing　well　without　abnormal　findings．

　　Precise　differential　diagnosis　of　these　two　myocardial　diseases　will　be　mandatory　to　predict　the

long　term　prognosis　of　these　children．
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