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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　拘束型心筋症の7カ月女児例を経験した．入院の2週間前より感冒様症状が出現し，徐々に哺乳力低

下・多呼吸が出現し当センターへ紹介となった．入院時の心エコー図では，軽度の僧帽弁逆流と著明な

左房の拡大を認めたが，僧帽弁の形態・心外膜などに異常は認めなかった．左室流入速パターンでは，

収縮性心外膜炎と異なるパターンを示した．また心内膜心筋生検では，間質の線維化と心筋細胞の配列

異常が認められたが，炎症性疾患・心内膜心筋疾患などを示唆する所見は無かった．以上の所見より，

拘束型心筋症として利尿剤などの対症療法を施行したが，徐々に肺うっ血が進行し9カ月時に死亡した．

　拘束型心筋症は比較的稀な疾患で，特に乳児の報告はこれまで見当たらない．臨床的には収縮性心外

膜炎との鑑別が問題となるが，本症例では心エコー図での左室流入速パターンが両者の鑑別に有用で

あった．

　　　　　　　　　　はじめに

　拘束型心筋症は著しい心室の拡張不全を呈し，正常

あるいは正常に近い収縮機能と，ほぼ正常の心室容積

を呈する疾患である1）．血行動態は，心室の拡張不全・

充満障害により拡張末期圧が上昇し，収縮性心外膜炎

と類似したものとなり，臨床的にもその鑑別が問題と

なる．年齢は1歳から77歳と広い年代にわたるが2），乳

児での報告はこれまで見当たらない．今回我々は，拘

束型心筋症の7カ月女児例を経験したので報告する．

　　　　　　　　　　症　　例

　症例：7カ月女児．

　主訴：多呼吸・哺乳力低下．

　家族歴・既往歴：特記すべきことなし．

　現病歴：妊娠の経過は順調で，40w，3，864g，帝王切

開（反復帝王切開のため）で出生．成長発達に異常を

認めなかったが，来院の2週間前に微熱・嘔吐・下痢
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があった．一時症状は改善したが，来院の1週間前よ

り活気が乏しくなり，哺乳力低下・多呼吸が出現し，

近医を受診したところ胸部X線写真で心拡大を認め

たため，当科へ紹介された．

　入院時所見：身長71．4cm，体重8，240g，体温37．3℃

で，やや活気は乏しいが意識は清明であった．胸部所

見では，呼吸音は清で左右差は認めず，呼吸数は70／

minと多呼吸で軽度の陥没呼吸を認めた．心音は144／

minと頻脈であるが整，ギャロップリズム・心雑音は

認めなかった．腹部所見では肝臓を3cm触知した．血

圧は右手が118／60mmHg・右足が120／60mmHgで，左

右差・上下肢差は認めなかった．

　入院時検査所見：血液検査では，末梢血で白血球：

11，700／Mm3，好酸球：0％であり，生化学検査では

GOT：421U／1，GPT：181U／／，　CPK：1141U／／であっ

た．

　入院時胸部X線写真：心胸郭比は0．60で左房の拡

大に伴うdouble　densityを認めた．石灰化の所見は無

く肺血管影は増強していた．
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　　　　　　　　　　　　　　　　図1　胸部X線写真
左：入院時．肺血管影は増強し，左房の拡大に伴うdouble　density（図・矢印）

比〔〕60．右：入院2カ月後．著明な肺うっ血を認める．

を認める．心胸郭

　　　　　　　　　　　　　　　図2　心電図

左房負荷（右側胸部誘導の深い陰1生P波と，左側胸部誘導の高いP波）を認め，左側

胸部誘導ではSTの低下とT波の陰転化を認める．

　入院時心電図所見：心拍数は120／mmの正常洞調律

でQRS軸は正，左房負荷と左側胸部誘導のST低下・

T波の陰転化が認められた．

　入院時心エコー図所見：左室内径・左室壁厚はほぼ

正常であったが，左房径は36mmと拡大し，右房径は

27mmであった．僧帽弁・三尖弁は形態的異常・狭窄

の所見は無く，カラードップラーで僧帽弁逆流は軽度，

三尖弁逆流は中等度であった．左室駆出率は68％で左

室後方に8mmの心嚢水を認めた．

　左室内径・左室壁厚・左室収縮能・僧帽弁の形態に

は明らかな異常を認ず，左房の著明な拡大のみを認め

るため，拘束型心筋症や収縮性心外膜炎などの拘束型
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　　　　　　　　　　　　　　図3　心エコー図

LA：左房，　LV：左室，　RA：右房，　RV：右室．著明な左房の拡大を認める．

僧帽弁・三尖弁に形態的異常は認めず，僧帽弁逆流は軽度・三尖弁逆流は中等度であ

る．また僧帽弁・三尖弁の開放は良好で，心室流入速は50～70cm／secで狭窄の所見は

認めない．左房径：36mm，右房径：27mm，左室拡張末期径：23mm，左室拡張末期

後壁厚：7mm
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図4　左室流入速パターン（血流のサンプル部位は，僧帽弁尖よりやや心尖部より記

　録）

　M1：拡張早期僧帽弁通過速度，　IVRT（lsovolumic　re］axation　time）：大動脈弁閉

　鎖から僧帽弁開放までの時間，RESP；呼吸，　illsp；吸気，　exp；呼気，　PCG：心

　音図，ECG：心電図．　Ml，　IVRTは呼吸による変動を示さず一定である．　M1：53

　cm／sec　IVRT：50msec（収縮性心外膜炎ではMl，　IVRT、は呼吸により変動する）

血行動態（心室の拡張不全・充満障害）をきたす疾患

が考えられた．

　図4は左室流入速と，呼吸曲線・心音図・心電図を

同時記録したものである．Hatleらによれば3｝，拡張早

期の僧帽弁通過速度（M，）と，大動脈弁閉鎖から僧帽

弁開放までの時間（IVRT：Isovolumic　relaxation

time）は，収縮性心外膜炎では呼吸により変動するが

拘束型心筋症や正常例では変動が少ないという．本症

例では，M1は53cm／sec，　IVRTは50msec前後で呼吸

による変動は少なかった．また，右室流入速も呼吸に
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9　　　　　　　　　図5　心臓カテーテル検査・心臓血管造影

上：心臓血管造影．著明な左房の拡大を認める．左室容積；86％of　normal，下：心

内圧・酸素飽和度．肺動脈圧・肺動脈模入圧が高値である．LA：左房，　LV：左室

　　　　図6　心内膜心筋生検．HE×50

著明な間質の線維化が認められ，心筋細胞の大小不

同・配列異常が認められる．炎症細胞の浸潤・アミロ

イドなどの蓄積は認められない．心内膜の肥厚も認め

られない．

よる変動は少なかった．従って，本症例では拘束型心

筋症の可能性が強いと考え確定診断のため心臓カテー

テル検査を実施した．

　心臓カテーテル検査：心内圧では，右房でa波がユ3

mmHgと高値を示し，左房圧を反映する肺動脈模入圧

はmeanで21mmHg，肺動脈圧は収縮期に50mmHg
を越えていた．右室圧波形では，dip　and　plateau　pat－

ternは認められなかった．また左心カテーテル検査は

患児の状態が不良となり施行できなかった．心臓血管

造影では左房の拡大が著明で，左室のvolumeは86％

normal，左室駆出率は64％だった．心内膜心筋生検で

は，間質の線維化・心筋細胞の大小不同・配列異常が

認められ，炎症細胞の浸潤・アミロイドの沈着などは

認めなかった．また心内膜の肥厚は認められなかった．

心エコー図・心臓カテーテル検査・心内膜心筋生検な

どより拘束型心筋症と診断した．内科的に，利尿剤・

血管拡張剤などで対症療法を施行したが，心エコー図

で左房の拡大は変化無く，徐々に肺うっ血が進行し，

呼吸不全のため9カ月時に死亡した．

　　　　　　　　　　考　　察

　拘束型心筋症は，著しい心室の拡張不全を呈し，正
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表1　拘束型血行動態を示す疾患の分類

心筋病変

　　A．非浸潤性

B．浸潤性

C．蓄積疾患

心内膜心筋疾患

特発性（原発性）拘束型心筋症

強皮症心

アミロイド心

サルコイドーシス心

Gaucher病心

Hurler病心

ヘモクロマトーシス心

Fabry病心

糖原病心

心内膜心筋線維症（Davies）

好酸球増多を伴う心内膜心筋炎（LoMer）

収縮型胎児性心内膜線維弾性症

カルチノイド心

心臓腫瘍

放射線心筋線維症

アントラサイクリン心筋疾患

John．　S．，　Child，　M．D．，　Joseph，　K．，　Perloff，　M．D．：The

Restrictive　Cardiomyopathies、　Cardiology　Clinics　6：

289，1988より改変

表2　拘束型心筋症の診断基準

①左室容量の拡大を認めず，駆出率が正常域にある

②左室compliance低下が明らかに存在する

③心エコー図および左室造影にて，顕著な左室肥大を認め

　ない
④非対称性中隔肥大，心尖部肥大など典型的な肥大型心筋

　症に該当しない

⑤原因または関連疾患が存在しない

⑥心内膜心筋生検にて，左室compliance低下を示唆する

　所見を有する

河村慧四郎ほか．：ldiopathic　restrictive　cardiomyopathy

の3症例．厚生省特定疾患特発性心筋症調査研究班昭和56年

度報告集，p325，1982．より改変

常あるいは正常に近い収縮機能とほぽ正常の心室容積

を有する疾患と定義されている．Childら4）は，　The

restrictive　cardiomyopathiesの分類として，特発性拘

束型心筋症の他，心筋病変としては浸潤性・蓄積性の

疾患，さらに心内膜心筋病変を示す疾患を上げている．

しかしISFC／WHO5）と厚生省特発性心筋症研究班で

は，拘束型心筋症の概念や包括される疾患についての

ガイドラインを述べ，特発性に限るとしている．また

貞刈らDも，原因が明らかな・または全身疾患の部分症

状として特徴ある心筋疾患（特定心筋疾患：浸潤性・

蓄積性の疾患など）および心内膜心筋疾患は，心筋症

とは分離して考えるべきだとしている．本症例は，こ
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れら特定心筋疾患と心内膜心筋疾患を除いた，原因不

明の特発性拘束型心筋症に該当すると考えられる．

　特発性拘束型心筋症は確立された診断基準はなく，

Meaneyら6），　Benottiら7），河村ら8）はそれぞれ異なる

診断基準をあげている．河村らの基準によれば，本症

例では，①左室容量は86％normal，駆出率は64％とほ

ぼ正常，②心エコー図では僧帽弁の形態に異常を認め

ず僧帽弁逆流は軽度であるが著明な左房の拡大があ

り，心臓カテーテル検査では肺動脈模入圧（左房圧・

左室拡張末期圧を反映）が上昇しており，左室compli－

anceは低下していると考えられる，③心エコー図およ

び左室造影にて，左室肥大の所見はない，④肥大型心

筋症に該当する心エコー図所見はない，⑤原因または

関連疾患が存在しない（後述），⑥心内膜心筋生検では

間質の線維化があり，左室のcompliance低下を示唆

している，と6項目を満足していることより特発性拘

束型心筋症と診断してよいと考えられる．前述の本症

例の原因または関連疾患としては，入院2週間前の感

冒様症状が問題となる．2週間前の感染が原因で心筋

に炎症が起こり，心室の拡張不全が出現した可能性も

ある．しかし，収縮能の低下が無いこと・不整脈が無

いこと・心内膜心筋生検で炎症細胞の浸潤が無いこと

などより，心筋に炎症が及んだとは考えにくい．本症

例では上気道感染以前より，心室の拡張不全のため心

房の拡大・肺うっ血が存在し，入院前の上気道感染が

契機となり，哺乳力低下，多呼吸などの症状が出現し

たものと考えられる．

　鑑別すべき疾患としては収縮性心外膜炎と拘束型血

行動態を示す肥大型心筋症がある．由谷ら9），西川ら’°）

は，肥厚が比較的目立たないにもかかわらず拘束型血

行動態を示す肥大型心筋症を報告しており鑑別が必要

である．

　収縮性心外膜炎は心膜剥離により血行動態の改善が

期待されるため，早期に両者を鑑別することが重要で

ある．Vaitkusらll｝はこれまでの両者の鑑別について

の報告をまとめ，血行動態の診断基準では25％が鑑別

が困難であるため，画像診断（CT　orMRI）・血行動

態の評価・心内膜心筋生検を組み合わせることを提唱

している．この中でCT・MRIは非侵襲的で診断価値

も高く本症例でも施行すべきであったと思われる．一

方，血行動態の評価・心内膜心筋生検は，より正確な

情報が期待できるが，本症例の様に状態の悪い患児で

は施行しにくい．この様な場合，心エコー図・Radionu－

clideなどを用いた心室拡張能の評価が補助診断とし
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て有用である．これまでに心エコー図での鑑別方法は，

Janosら12）・Morganら13），　Halteら3）が報告している

が，今回我々はHatleらの報告に従い，呼吸による心

室流入血流パターンの変化から両者の鑑別を試みた．

Hatleらによれば，　M1とIVRTは，収縮性心外膜炎で

は呼吸により変動するが，拘束型心筋症や正常例では

変動が少ないという．

　この理由は，収縮性心外膜炎では呼吸による胸腔内

圧の変動に伴い肺動脈模入圧は変動するが，心外膜の

癩痕化があるため心室内圧の変動は減弱され，左室拡

張末期圧の変動も減弱される．従って収縮性心外膜炎

では，吸気時には肺動脈模入圧の減少が大きく，左室

拡張末期圧の減少が少さいため，両者の圧較差は減弱

し，僧帽弁通過血流の減少に伴い僧帽弁開放の遅延

（IVRTの延長）とM1の減少が生じる．また呼気時に

はこの逆となり，その結果MlとIVRTの呼吸による

変動が大きくなる．一方正常例と拘束型心筋症では，

呼吸による肺動脈模入圧と左室拡張末期圧の変動が同

程度であるため，M1とIVRTは呼吸による変動は少

なくなる．

　我々の症例は，7カ月の乳児で多呼吸・陥没呼吸を

伴うにもかかわらず，M1・IVRTは呼吸による変動は

認められず一定の値を示した．本症例の様に非常に状

態が悪い患児には，心臓カテーテル検査や心内膜心筋

生検はかなりの侵襲を与えるが，この方法は非侵襲的

で比較的容易に行うことができ，補助診断として有用

と考えられた．

　特発性拘束型心筋症は，Ziadyら14）が，1975年に7例

を報告して以来，本邦でもこれまでにいくつかの報告

がある8）15｝．Hosenpudらによれば2），過去の報告では年

齢は1齢から77歳と広い年代にわたり，平均年齢は39

歳と比較的高齢者に多いという．本症例は7カ月とい

う非常に早い時期に発見されているが，これまで乳児

での報告は見当たらない．また一般に経過は緩徐とさ

れているが4），本症例は発見から2カ月という急激な

経過で死亡している．この様に乳児期に発見され，し

かも急激な経過をとった症例はこれまでに報告がな

く，本症例は極めて稀な症例と思われた．

　また本症例は臨床症状が重篤であるのみならず，組

織所見も，間質の線維化・心筋細胞の大小不同・配列

異常が強く非常に重篤であった．特発性拘束型心筋症

はその概念は確立されたものがなく，臨床像・組織像

も本症例のように非常に重篤なものから，高齢者で緩

徐な経過をとる比較的軽症なものまで，広範なスペク
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トラムを持っている．現在は特発性拘束型心筋症とし

て同じ概念の中に入れられているが，本症例の様な場

合は激症型として軽症の経過をとるものとは区別して

考えるべきだと思われる．本症例はこの様に，本症の

スペクトラムを考えるうえでも興味深い症例と考えら

れた．

　　　　　　　　　　おわりに

　拘束型心筋症の7カ月女児例を経験した．発見から

2カ月の急激な経過で死亡した．乳児期に発症し，こ

のような急激な経過をとったという報告はこれまでに

無い．臨床的には収縮性心外膜炎との鑑別が問題とな

るが，本症例では心エコー図での左室流入速パターン

が有用であった．
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An　Infant　Case　of　Restrictive　Cardiomyopathy

　　　　　　　　Kenji　Hoshino1），　Kiyoshi　Ogawa1｝，　Kazuhiro　Takahashii），　Sachiko　Kido1），

　　　　　　　　　　　　　Fumiaki　Sutou2），　Masako　Fujiwara3）and　Yoshihiro　Ogawa4）

　　　　　　　　　　　　　　1）Department　of　Cardiology　Saitama　Children’s　Medical　Center

2）Department　of　Pediatrics，　Children’s　Research　Hospital，　Kyoto　Prefecture　University　of　Medicine

　　　　　　　　　　　　　　　　3）Department　of　Pediatrics，　Sagamihara　National　Hospital

　　　　　　　　　　　　　　4）Department　of　Pathology，　Saitama　Children’s　Medical　Center

　　　A7month　old　girl　presented　with　tachypnea　and　poor　feeding．　Echocardiography　showed　a

markedly　dilated　left　atrium　with　normal　mitral　valve　function　and　left　ventricular　systolic

function．　The　elevated　filling　pressure　in　the　left　ventricle　was　considered　from　these　findings　but

the　differentiation　between　restrictive　cardiomyopathy　and　the　constrictive　pericarditis　is　very

difficult．

　　　　By　Doppler　echocardiography，　the　changes　of　left　ventricular　isovolumic　relaxation　time

（IVRT）and　early　mitral　flow　velocity（M1）at　the　onest　of　inspiration　and　expiration　are　seen　in

constrictive　pericarditis　but　was　not　seen　in　this　case．　Endomyocardial　biopsy　showed　extensive

interstitial　fibrosis　and　disorganization　of　lnyocytes　but　no　other　evidence　of　inflammation，

infiltration，　storage　disease　or　endomyocardial　disease．　So　she　was　diagnosed　restrictive　car－

diomyopathy　and　medical　theraphy　was　performed．　But　lung　edema　progressed　and　died　at　9

month．

　　　The　restrictive　cardiomyopathy　is　very　rare　and　this　is　a　first　case　of　restrictive　car－

diomyopathy　in　infant．　The　differentiation　between　restrictive　cardiomyopathy　and　constrictive

pericarditis　is　often　difficult　by　clinical　examination．　But　in　this　case，　MI　and　IVRT　by　Doppler

echocardiography　was　very　usefu1．
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