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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　乳幼児を含めた小児拡張型心筋症（DCM）18例（1～15歳）の心筋生検組織所見を分析し，成人例と

の比較検討をおこなった．全例，種々の程度の心筋変性，肥大，配列の乱れ，間質線維化などの所見が

認められたが，小児例では斑状線維化を示すものが多く，一方，成人のとくに高齢者では血管周囲性線

維化を示すものが多かった．また，間質線維化，間質単核細胞浸潤，心筋大小不同，配列の乱れなど心

筋炎と関連深い病変をもとにした心筋組織のMyocarditic　indexは，小児（1～15歳二平均7歳8ヵ月，

n＝18）4．3±1．9，成人若年者（20～49歳：平均36歳，n＝20）5．0±2．1，成人高齢者（50歳以上：平均

58歳，n＝20）3．0±1．9で，小児と成人高齢者との間に有意差（p〈0．05）を認めた．心筋の肥大錯綜配

列像は，DCMでもときにみられ遺伝との関連が注目されるが，今回の検索例では小児の28％にみられ，

成人に比べて有意に高かった（p〈0．05）．以上の組織学的特徴から，小児のDCMは成人高齢者に比べ

て，心筋炎の関与がより強い可能性が考えられた．また，一部の症例では遺伝要因が背景にある可能性

が推測され，その割合は成人より高いと考えられた．

　　　　　　　　　緒　　言

　拡張型心筋症（DCM）は，原因不明の心筋疾患であ

るが，その発生要因は，恐らく多岐にわたると考えら

れており，その組織像も多彩である1）2）．最近では，心

筋炎との関連が注目されているが，なお不明な点が少

なくない3）一”5）．心筋生検で得られる標本は微小である

が，剖検心筋のように末期治療に伴う多量の薬物の影

響や終末期の種々の変化などの修飾をうけることもな

く，病因を追究するには都合がよい．しかし，小児の

DCMの心筋生検組織像に関する報告は少なく，詳細

は不明である．そこでわれわれは乳幼児を含めた小児

DCMの生検組織像を分析し，さらに成人例との比較

検討をおこなったので報告する．

　　　　　　　　　対象と方法

　対象は，東京女子医科大学日本心臓血圧研究所に入

別刷請求先：（〒162）東京都新宿区河田町8－1

　　　　　東京女子医科大学第2病理　西川　俊郎

院し，諸検査によりDCMと診断され，心内膜心筋生検

が施行された18例であり，その生検組織所見について

検討を行った．年齢は1歳から15歳（平均7歳8ヵ月±

4歳8ヵ月），男7例女11例である．胸部X線における

心胸郭比は61．0±7．6％，心エコー図による左室駆出率

は31．5±11．1％，心臓カテーテル検査時に測定した心

拍出係数は2．8±0．8であった．発症から生検までの期

間は平均2年3ヵ月であった．比較対照として成人

DCM：若年群20例（20～49歳；平均36±7歳，男16例

女4例），高齢群20例（50～65歳；平均58±4歳，男15

例女5例）についても同様に検討をおこなった．成人

例の胸部X線心胸郭比は若年群59．6±4．9％，高齢群

58．9±O．7％，左室駆出率はそれぞれ28．1±11．1％，

27．5±13．4％，心拍出係数は2．5±O．7，2．7±0．7であ

り，いずれも小児例との有意差はなかった．心筋生検

標本はすべて右心室より採取されたもので，10％緩衝

中性ホルマリソにより固定し，パラフィン包埋後，3～5

μmに薄切した組織切片をHematoxylin－Eosin染色，
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Mallory染色，　Elastica　van－Gieson染色およびPAS

染色を行ったものを用いた．心筋組織評価は既報の方

法6）により，心筋細胞肥大，配列異常，および変性，間

質線維化，心内膜肥厚などの病変について半定量的に

評価を行った．心筋細胞肥大については年齢を勘案し

て評価した6）．間質線維化の型は，ややまとまった線維

化巣が1ヵ所ないし数ヵ所にみられるものを“斑状線

維化”心筋細胞間に細かくび漫性に入り込むような形

を“び漫性線維化”，血管の周囲に広がる形を“血管周

囲性線維化”とし，2種類以上の型が混在するものは，

最も優勢な型をその標本の線維化型とした．間質に単

核細胞の浸潤を認めた例では，抗白血球抗体（LCA：

Dakopatts）による免疫組織染色（酵素抗体法）を行っ

た．また，心筋炎と関連深いと考えられる病変である

間質単核細胞浸潤，間質線維化（とくに斑状線維化），

心筋大小不同性，心筋配列の乱れのそれぞれの病変度

（0～3＋）を合計し，これをMyocarditic　index（MC

index）として，各群間で比較した．なお，明らかな心

筋炎や心内膜線維弾性症と考えられた症例は対象から

除外した．各測定値に対する統計学的分析は，Mann－

WhitneyのU検定，　X2検定により行い，また臨床検査

値の比較はStudent　t検定を用い，必要により逆正弦

変換を行ってから検定を行った．危険率p＜0，05を有

意差として判定した．

　　　　　　　　　　結　　果

　全例に心筋変性，線維化，心筋肥大，心筋配列の乱

れなどの所見が認められたが，病変の程度は小児例と

成人例との間に有意差は認められなかった．間質線維

化は，小児例では“斑状”（図1）を示すものが10／18

例（55％）と最も多く，心筋細胞周囲に細かい線維化

をみる“び漫性線維化”（5／18例：28％）や，“血管周

日小循誌　9（2），1993

囲性線維化”（3／18例：17％）は少なかった．成人若年

群も同様の傾向で，斑状線維化11／20例（55％），び漫

性線維化4／20例（20％），血管周囲性線維化5／20例

（25％）であったが，成人高齢群は血管周囲性線維化（図

2）を示すものが多く（12／20例：60％），また斑状線

維化は少なく（4／20例：20％），いずれも小児例との間
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図2　59歳男性．心筋変性，心筋大小不同などがみら

　れ，間質の血管周囲性線維化を認める．
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　図3　拡張型心筋症の心筋生検組織における線維化の

　　型の比較．NS：not　significant

図1　7歳女児．心筋変性，心筋配列の乱れなどがみ

　られ，間質O．斑状線維化を認める．
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図4　1歳女児．抗LCA抗体による免疫組織染色．間

　質に抗LCA陽性細胞を認める，
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に有意差（p＜0．05）を認めた（図3）．明らかな間質

の単核細胞浸潤は18例中6例（33％）に認められ，免

疫染色ではその多くがLCA陽性であり，リンパ球や

マクロファージであることが確認された（図4）．成人

例の間質単核細胞浸潤の出現頻度は若年群8／20例

（40％），高齢群で4／20例（20％）で，小児例との間に

統計的有意差は認められなかった．しかし，細胞浸潤

のほか，心筋炎と関連深い病変をもとにしたMC

indexにより各群を比較すると，小児では4．3±1．9，成

人若年群では5．0±2．1，成人高齢群では3．0±1．9であ

り，小児群と成人高齢群との間に有意差（p〈0．05）を

認めた（図5）．小児群と成人若年群との間には有意差

はなかった．心筋の特有な肥大錯綜配列像（BMHD）6）

は，肥大型心筋症の心筋にしばしばみられるが，DCM

でもときに認められるとされる7）．われわれの小児例

では18例中5例（28％）に明らかなBMHD像を認めた

（図6）．この5例には間質単核細胞浸潤を認めた例は

なく，MC　indexは3．2±O．7と低かった．また，この
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図5　拡張型心筋症の心筋生検組織におけるMC－
　index（本文参照）の比較．
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図6　9歳女児．心筋の肥大を伴う著明な錯綜配列像

　（BMHD）6〕を認める．

277－（31）

0
％

5

40

30

20

10

　　　　　0
　　　　　　　　小児　　　　　成人

　　　　　　　　n＝18　　　　　　　　n＝40

図7　拡張型心筋症の心筋生検組織における
　BMHD6）の出現頻度の比較．

5例のうち2例は心電図異常や心拡大など心筋疾患を

考えさせる家族歴を有していた．成人例でのBMHD

の出現頻度は，若年群3／20例（15％），高齢群0／20例

（0％）で，成人例全体では3／40例（8％）であり小児

例に比べて有意に低かった（図7）．なお，小児例を年

齢により乳幼児（0～5歳），学童（6～12歳），思春

期（13～15歳）に分けて，病変度，線維化の型，MC

index，　BMHDの頻度を比較した場合，いずれもとく

に各群間で有意差は認められなかった．

　　　　　　　　　　考　　案

　DCMの心筋組織病変は，心筋の変性と線維化を主

体とする非特異的病変である．一般に病変は心室全体

にわたるので，心筋生検標本を検討する場合，右室で

も左室でも病変度は差がないといわれている7），また，

疾患の重症度が同程度でも，線維化の性質や広がり，

変性の内容などは症例によりまちまちであることが多

いが1）2），この多様性は本疾患の成因がheterogeneous

であるためとされている2）8）．間質の線維化のうち，斑

状線維化は，心筋炎や心筋虚血などの様に心筋の変性，

壊死，脱落などの心筋破壊性病変のあとに生ずること

が多いと考えられている8）9）．今回われわれの検索で

は，小児例の多くが斑状線維化を示した．一方，血管

周囲性線維化は，しばしぼ高血圧との関連が示唆され

ている8）1°）．その成因は必ずしも明らかではないが，血

管は心筋組織の中である種の支柱の様な役目をもち，

種々のストレスが加わると心筋と血管の間にひずみが

生じ，そのために血管周囲の線維化が起こるという意

見もある11）．足達らによれば，DCM症例で軽度の高血

圧を有する症例の右室心筋生検組織にしぽしぼ血管周

囲性線維化をみたという8）．われわれの症例では，成人

例のとくに高齢群で血管周囲性線維化が多くみられ

た．線維化の型は，しかし，原疾患に対する生体側の
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反応の違いにも左右される可能性や，加齢による変化

も考えられる．後者については，岡田らが肥大心につ

いて詳しく報告しており，加齢とともに心筋周囲線維

化の量が増し，血管周囲の線維化も太く硬い膠原線維

で構成されるようになるという12）．従って，線維化の型

のみでその成因を推定することは限度があると考えら

れる．そこで著者らは，心筋炎との関連をさらに追究

するために，斑状線維化のほか，心筋炎と関連深いと

考えられる病変8）13）を考慮したMC　indexを比較し

た．その結果，個々の病変では各群に有意差はなかっ

たが，MC　indexを比較した場合は，小児例が成人の

高齢群と比べて有意に高く，このことは，小児のDCM

は，成人高齢群に比べて，より心筋炎の関与が強い可

能性が考えられた．

　心筋の特有な肥大錯綜配列像であるBMHDは，

HCMでは高い頻度で認められ14）15｝，同疾患の遺伝性

との関連が示唆されているが16）17），DCMでもときに

BMHDをみることがあり7），やはり遺伝性との関連が

推測されている17）．しかし，小児例ではまだ詳細な報告

がなく，その関連は不明である．今回われわれの調べ

た小児例では，その約1／3にBMHDがみられ，成人例

との間に明らかな差を認めた．これらのなかには心筋

疾患を考えさせる家族歴を有する例も含まれている．

またこれらの症例のMC　indexは低く，小児DCMで

は，遺伝要因が基盤にあるものも少なくない可能性が

推測された．

　本論文の要旨は第28回日本小児循環器学会（1992）で発表

した．
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Histopathological　Assessment　of　Endomyocardial　Biopsy　from　Pediatric

　　　　　　　　　　　　　　Patients　with　Dilated　Cardiomyopathy

　　　　　Toshio　Nishikawai｝，　Mie　Kawaii），　Takeshi　Kasajimai），　Yuuji　Nakajima2），

　　　　　　　　　　　　　　　　　Makoto　Nakazawa2｝　and　Kazuo　Momma2｝

　　　　　　　　　　　　　1〕Department　of　Pathology，　Tokyo　Women’s　Medical　College

2｝Department　of　Pediatric　Cardiology，　Heart　Institute　of　Japan，　Tokyo　Women’s　Medical　College

　　　We　investigated　the　histopathological　findings　of　endomyocardial　biopsy　from　18　pediatric

patients（1　to　15　years　of　age）with　dilated　cardiomyopathy（DCM）and　compared　with　those　from　adult

patients．　In　pediatric　cases，　plexiform　fibrosis　was　frequently　demonstrated，　whereas　perivascular

fibrosis　was　mostly　observed　in　elder　adult　cases．　Myocarditic　index　assessed　by　the　histopathologic

findings　of　fibrosis，　size　variation　of　myocytes，　disarrangement　of　muscle　bundles　and　mononuclear

cell　infiltation　among　the　pediatric　cases（4．3±1．9）was　significantly　higher　than　that　among　the　elder

adult　cases（3．0±1．9）．　Bizarre　myocardial　hypertrophy　with　disorganization，　which　is　frequently

demonstrated　in　hypertrophic　cardiomyopathy，　was　disclosed　in　28％of　the　pediatric　cases，　whereas　in

8％of　the　adult　cases（p＜0．05）．　These　data　suggest　that　DCM　in　children　may　be　more　closely　related

to，　in　part，　myocarditis　than　in　elder　adults，　and　some　of　the　cases　in　children　may　be　involved　in　a

genetic　background．
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