日本小児循環器学会雑誌

11巻1号

98〜104頁（1995年）

〈研究会抄録〉

第3回関東小児心筋疾患研究会
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場所日本大学会館
教育講演

（11．9％）であった．学童種別では高校生19例（45．2％），

小児の動脈硬化の病理

中学生12例（28．6％），小学生11例（26．2％）であった．

日本大学医学部病理学教室

桜井

勇

動脈硬化症は潜在性の時期が極めて長い．疾病の本

死亡時運動強度は，かなり強い5例，強い11例，中等

度19例，弱い6例，かなり弱い1例であり，中等度以

態を知るには，その初期変化を解明しなければならな

上での死亡が多かった．これらのうち管理指導表は26

い．多数の小児・若年者の剖検例で調べてみると，動

例（61．9％）に提出されていたが，14例（33．3％）は

脈硬化は大動脈では年齢，冠動脈では血清choles−

未提出，2例（4．8％）は口頭指示のみであった．指導

terol，脳動脈では血圧と最も関係が深い．大動脈で脂

区分の内訳はA区分0例，B区分1例，

質沈着が目立つが，内膜の肥厚は著明ではない．一方，

D区分11例，E区分2例，不要1例であった．

冠動脈では脂質沈着は軽いが，内膜の肥厚が顕著であ

分が多かったが，一部にE区分や不要の指示がみられ

り，動脈間に明らかな差異がある．内膜肥厚が軽度な
うちは，macrophageは内膜の浅層に，平滑筋細胞は深
層に存在する．内膜肥厚が進むと，両者は混ざり合う
ようになる．内膜の中央部は粗な基質で占められるよ
うになり，やがては粥腫へと進展するらしい．大動脈

C区分11例，
C，

D区

た．

2．突然死（DOA）の心筋炎症例におけるエンテロ

ウイルス（EV）RNAの検索
東邦大第1小児科
佐地
勉，蜂矢 正彦，松裏 裕行
小澤

には10歳以下でも高い頻度に脂肪線条がみられるが，

安文，中山

智孝，松尾

準雄

線維斑の年代別出現率は冠動脈のそれと大差はない．

北里大学センターウイルス

和山

行正

従って，幼児期の大動脈にみられる脂肪線条は総てが

東京都監察医務院

中村

俊彦

より進行した硬化性病変へと進展するものではなく，

（EV）RNAが検出されると報告されている．今回我々

進展因子の解明も重要である．

は監察医務院にて解剖されたDOA症例においてEV−
genomeの分布を検索した．

シンポジウム

1．学校管理下における心筋症突然死例の実態

対象：全8例で，2例は5，13歳の小児例（男，女

都立広尾病院小児科
伊東

心筋炎症例の20〜50％においてエンテロウイルス

三吾，小林

弘

各1例），6例は23〜42歳の成人例（男5例，女1例）

衛，原田

研介

homologyの高い領域（154bp）をRT−PCR法で増幅し

である．方法はCoxBl

日本大学医学部小児科
鮎沢

学校管理下における学童生徒の心臓系突然死は，毎
年100人近くにみられる．今回，昭和63年から平成4年

たものをproveとして用い，

cDNAからEV間で
FISH法で観察した．

結果：小児例2例中2例，成人例6例中5例（計

までの5年間に突然死した心筋症の病型頻度，心臓病

87．5％）においてEVRNAが検出された．陽性例7例

管理指導表による指導内容，運動強度等について検討

のうち，LVで陽性は8例中5例（62．5％），

したので報告する．

索できた3例中3例（100％），IVSは検索できた7例

RVは検

5年間における心臓系突然死症例数は444例であり，

中4例（57％）であった．LVでは陰性であった3例で

心筋症は42例（男22，女20）であった．病型別頻度は

もRV陽性1例IVS陽性1例であった． LV陽1生のも
のは5例中3例でIVSでも陽性であった．一箇所のみ
検索した場合の陽性率はRV＞IVS＞LVであった．

HCM

35例（83．3％），

DCM

2例（4．8％），

PMD

5例

別刷請求先：（〒173）東京都板橋区大谷口上町30−1

日本大学医学部小児科

岡田

知雄

考案：激症心筋炎のDOA症例では8例中7例にお
いてEVRNAが検出された．またその分布はLVと
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IVSでの陽性率はほぼ等しいが静脈系のRVで高く，

た．病理解剖を施行され迅速病理にて心筋炎を疑い，

LVで陰性であった3例中2例は他の部位では陽性で
あった．以上の結果より激症心筋炎のDOA症例では

右房，左房，三尖弁，僧帽弁，右室，心室中隔，左室，

急性心筋炎，生検標EVRNAが検索される頻度が高

の中で右室，心室中隔，左室が陽性となりentero

く，また検索する場合LVのみならずIVS，

RNAの存在が確認された．

RVも検索

小脳半球，大脳半球をFISH法を用いて検索した．そ

近年，病理組織標本におけるvirus感染の証明に

する必要があると思われる．

3．長期間経過観察後に運動中の突然死をみた肥大

型心筋症の1剖検例
竹田

FISH法を用いてvirus

和代，西川

方法として有用と思われる．

俊郎，笠島

武

憲司，細田

瑳一

一般演題

1．心房中隔欠損症を伴った心筋症の2例
榊原記念病院小児科

循環器内科
迫村

genomeの検出が試みられて

いる．FISH法は今後，小児突然死の原因を知る一つの

東京女子医科大学第2病理
同

virus

泰成，中村

信州大学第1内科

関口

守衛

症例は14歳の男児．肥大型心筋症の母の第1子とし

外来受診時の心電図において初めてII，

III，

aVF，

博子，村上

保夫，久手

英二

鈴木

清志，森

克彦，三森

重和

心房中隔欠損症を伴った心筋症を経験したので，そ

て通常分娩（2，985g）で出産．1歳および4歳時の心
臓超音波検査では異常は認められなかった．13歳時，

脇本

の特異な臨床経過および検査所見について報告する．

〔症例1〕初診時7歳の女児．小学校入学時検診で

V56

の異常Q波とRv1の増高を認め，超音波検査で心室中

心拡大を指摘され，1981年9月当院受診した．胸部Xp

隔の著明な肥厚をみた．Treadmill運動負荷検査では，

上心拡大，肺血管陰影増強，心電図で右房，右室負荷，

負荷中は無症状であったが，心拍数の増加に対し血圧

V5

is

olated

inverted

T

wave，心臓カテーテルRA

上昇反応が全くみられなかった．負荷中心電図はII，

（m）5，LA（m）13，

III，

78％，心房中隔欠損はシャント量程大きくなく，DCM

aVF，

V、6でST−Tがslow

risingに低下，負荷後

LVp85，

LVEDP15，

L→Rshunt

saggingに変化して基線に復した．運動負荷2°1T1心筋

の合併を疑った．12月に左室造影を施行しDCMと診

シンチグラフィにより心室中隔の肥厚と同部の一過性

断，手術適応なく，強心利尿剤を投与し外来follow

還流欠損をみている．Holter心電図検査では単発性心

とした．1994年5月心房細動発症を契機iに心不全が増

室性期外収縮の散発がみられるのみであった．患児は

悪し7月永眠された．

14歳時，200m疾走の途中に突然倒れ，救急隊到着時に

up

〔症例2〕13歳女児．生後8カ月時に心雑音指摘さ

は心肺停止の状態で蘇生術に反応なく死亡した．剖検

れ某病院にてPMD，

では非閉塞性肥大型心筋症の所見であった．生下時よ

1989年当院受診，胸部Xpで心拡大，心電図は1度房室

り観察し得た貴重な症例であり報告する．

ブロックV1〜V5に陰性T波，心臓カテーテルRA

4．FISH法を用いて確定診断し得た突然死の心筋
炎症例

（m）8，LA（m）10，
48％，ASD

金子

家明，小林

新井

克巳，小池
佐地

俊樹

一行
勉

小児における突然死の原因として，心疾患との関連
は強く示唆される．中でもentero

central

LVp

104／EDP

12，

L→Rshunt

type．エコー上，左室心筋の錯綜，

EFの低下を認めている．

埼玉医科大学小児科

東邦大学第1小児科

ASDとしてfollowされていた．

2．心筋病変を伴った心室頻拍の1例
聖隷浜松病院小児科
瀬口

正史，西尾

公男，横山

岳彦

東京女子医大心研小児科

virusによる心筋炎

相羽

純，手島

秀剛

は，心筋障害をきたす最も一般的な原因の一つである．

新村

順子，門間

和夫

西川

俊郎

今回我々は，急激な経過を経て死にいたりfluorescent

insitu

hybridization（FISH法）にて検索した5歳男

同

第2病理

右室心筋生検にて心筋病変を呈した6歳女児の心室
性頻拍（VT）の1例を経験した．患児は運動時の意識

児を経験したので報告する．

症例は5歳男児で，意識障害にて搬送され心停止と
なった．心肺蘇生するも改善されずそのまま死に至っ

消失発作と不整脈を主訴に5歳時に当科に紹介され
た．Holter心電図にて20連発までの左脚ブロック型と
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VTと多源性の心室性期外収縮（VPC）を認め，メキ

第ユ1巻

第1号

対象：心筋生検で心筋炎の治癒期ないし後遺症と診

シレチン，ジソピラミド内服にて外来観察を行ったが，

断された8症例，年齢は3〜13歳，うち3例は心室性

意識消失発作繰り返すため，6歳時に電気生理学的検

期外収縮および頻拍を，4例は心室機能低下を認めた．

査と心筋生検を行った．電気刺激とイソプロテレノー

方法：全例，生検で得られた組織を光学顕微鏡的に

ル負荷にてVTは誘発できなかったが，インデラール

検討した後，モノクローナル抗体を用いて接着分子

がVTとVPCに抑制効果があることが確かめられ

（ICAM・1）およびそのリガンドであるLFA−1を免疫染

た．心筋シンチグラム，超音波心エコー検査では特発

色した．

性心筋症，不整脈源性右室異形成（ARVD）を疑わせ

結果：光学顕微鏡的検討では全例，間質の線維化，

る所見はなかったが，右室心筋生検にて心筋の配列の

心筋繊維の錯綜配列および軽度の細胞浸潤を認め，何

乱れ，樹枝状分枝が目立ち，間質の線維化が認められ

らかの心筋炎類似所見を得た．8例中6例（75％）は

た．本例ではVT発生に心筋病変が関与していること

ICAM−1が血管内皮，線維芽細胞，間質に強く発現し

が示唆され，VTの予後にも関係する可能性があり，注

た．LFA−1の発現は弱く，確認できなかった．

まとめ：光学顕微鏡的には炎症が治癒していると思

意深く経過観察を行っている．

3．顕性心不全を呈した薬剤性心筋症の1例

われる症例でも免疫学的には炎症が持続している可能
性を示唆している．

帝京大学溝口病院小児科
敏和

5．低用量ドブタミン負荷心エコー法（DOB）によ

東邦大学第1小児科
小澤 安文，松裏 裕行

る心筋性状の評価：Anthracycline系抗癌剤使用例

石北

隆，梅沢

佐地

哲郎，新保

勉，松尾

準雄

による検討（第2報）

日本大学小児科

能登信孝，牛ノ浜大也，鮎沢

症例は現在22歳の男性．4歳時に後縦隔原発の非ポ
ジキン型悪性リンパ腫と診断され腫瘍部分摘出術を施

唐沢

賢祐，住友

行後，放射線療法とダウノマイシン，サイクロフォス

泉

裕之，岡田

ファマイド，ビンクリスチンなどの抗腫瘍剤による化

高橋

学療法を施行された．9歳時，維持療法中に息切れを

直方，藤沢

滋，原田

知雄，麦島

衛
孝人

秀雄

研介

前年の本研究会でDOB（安静時，5μg及び10μg／kg／

主訴に入院．浮腫，肝腫大，心拡大を認め，原疾患治

min）による左室壁厚増加率（％LVPWT），及び収縮

療による二次性心筋障害と診断された．それまでのア

末期左室壁応力（ESS）の変化が，無症状のanthracy−

ントラサイクリン系抗腫瘍剤の総投与量は500mg／

cline系抗癌剤治療例（ANT）における不顕性心筋障害

m2 ，縦隔に対するコバルト照射量は40Gyであった．シ

の検出に鋭敏な指標であることを報告した．今回は15

ギタリス，利尿剤他により心不全症状は改善した．10

例のANT例（ALL

12例，

歳時に心臓カテーテル検査および心内膜心筋生検

35〜450mg／m2，

Pirarubicin

（Grade

る心内膜心筋生検（EMB）所見のスコア化（心筋配列，

I）を施行．その後自覚症状なく，投薬を中止

AML

3例，

Doxorubicin

25〜600mg／m2）におけ

したところ14歳時，再度心不全症状が出現し，22歳の

心筋細胞，胞体及び間質の変化を一〜冊，0〜3点に

現在に至るまで血管拡張剤他を投与し厳密に経過を観

分類総計）を再評価し，さらに強拡大での間質線維化

察中であるが，胸部X線像の心胸郭比は56％，心エ

の程度（％fibrosis）とDOBによる指標との関係を新

コーではLVEF

たに検討した．安静時及び5μg／kg／minの％LVPWT

O．48，

LVSF

20％と心機i能の低下が認

（％）はそれぞれ86．3＋25．6，87．9±26．3で％fibrosis

められる．

4．治癒期心筋炎の心筋生検組織における接着分子

0．82）を得た．また安静時，5μg及び10μg／kg／minの

（ICAM・1）の発現

ESS（g／cm2）はそれぞれ39．9±11．5，38．1±13．7，

順天堂大学小児科
井埜
西本
同

（9．2±2．7％）との間に有意相関（r＝−O．76，r＝

利博，大久保又一，秋元かつみ

0．72，rO．80，r＝0．56）を得た．他の指標に有意な関

啓，藪田敬次郎

心臓血管病理研究室

岡田

了三

目的：心筋炎の治癒期および後遺症での接着分子の
関与について検討した．

33．9±9．4でEMBスコア（3．9±1．4）と有意相関（r＝

係は得られなかった．以上よりDOB特に5μg／kg／min

の％LVPWTは間質線維化を，またESSは総括的な
心筋障害を示す非侵襲的な指標になりうる可能性が示
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分布の低下を認めたが，5月23日の205TlではRI分布

唆された．

6．1231・MIBG，1231−BMIPP／20iTl心筋SPECTの

は正常であった．6月16日の1231−BMIPPでは，左室前

側壁及び下壁にRI分布の散在性の低下を認めた．以
上から，ある種の代謝性疾患に伴う心筋症の診断には

有用性

土浦協同病院小児科
渡部

誠一，西山

光則

清水

純一，福田

睦夫

1231・BMIPPが有用である．

8．急激な心筋壊死で死亡した乳児期発症の全身型

1231−MIBG，1z31−BMIPP／201Tl心筋SPECTの小児

力ルニチン欠損症

心筋疾患における有用性を検討した．対象は肥大型心

日本大学小児科

筋症（HCM）3名，拡張型心筋症（DCM）4名，川

猫協医科大学越谷病院小児科
作田

崎病（KD）後の虚血性心疾患3名の計10名，平均年齢

12歳である．安静時MIBG心筋SPECTと安静時

山下

カルニチン（Carnitine

恒久，原田
亮一，有泉

研介
基水

Palmitoyltransferase：

BMIPP／Tl心筋SPECTを極力近い時期に施行した．

CPT）欠損症はCPT

判定はSPECT再構成像を視覚的に行った．また7名
は以前に施行したdipyridamole負荷Tl心筋SPECT
の結果も合わせて検討した．結果はHCMの2例で肥

欠損症に大別される．CPT

近年，乳幼児期のライ症候群様症状を主訴とする早期

大部に一致してBMIPP／T1のmismatch（BMIPP〈

発症例も報告されている．我々は，乳児期に発症し，

Tl）を，また1例で移行帯に一致してMIBGの集積低

その後Lカルニチン投与で良好な経過をとり，4歳時

I（肝型）およびCPT

II（筋型）

II欠損症は若年男性に筋痛

およびミオグロビン尿症で発症する事が多い．しかし

下を認めた．DCMの2例でMIBG早期像で肺野の集

に急激な心筋障害を呈して死亡した女児例を経験した

積と心筋集積の不均一性を，また4例ともMIBG後期

ので報告する．

像で集積低下部位を認めた．Tl，

BMIPPでも軽度の集

7および8カ月時に軽度の意識障害にて近医に入
院，症状軽快後，精査目的にて日大板橋病院を受診し，

積低下を認めたがその範囲はMIBG＜Tl＜BMIPPの
順であった．KDではdip負荷Tlに比し感度は低いが
MIBGで3例とも虚血部位を認め，また2例で陳旧性

投与を開始し以後経過は良好であった．4歳時に感冒

梗塞部位をBMIPPで同定し得た．MIBG，

様症状で来院，検査で高CK血症を認めたため濁協医

BMIPP／Tl

全身型カルニチン欠損症と診断された．カルニチンの

心筋SPECTは心筋病変の非侵襲的評価に有用であ

科大学越谷病院へ入院，入院1時間後突然ショック状

る．

態となり，心電図で，STの変化，心室内伝導遅延，心

7．プロピオン酸血症に伴う心筋症の1例

室性期外収縮が出現，その後急速に完全房室ブロック

へ移行した．心エコー上心室中隔から左室前壁・側壁

都立清瀬小児病院

笠井

秀明，佐藤

正昭，古田

俊哉

生後10日に嘔吐で発症したプロピオン酸血症の3歳

にかけ広範な壁運動の低下を認め24時間後死亡した．

剖検にて，一部出血を伴う瀬漫1生の心筋壊死および脂

女児．時々酸血症の発作を起こし，入退院を繰り返し

肪の沈着をみとめた．炎症細胞の浸潤，線維化は認め

てきた．平成5年12月15日から元気がなくなり，食欲

なかった．

低下し，17日には意識が低下したため入院．HCO38．3，

BE−21．0で，血液培養からの肺炎球菌を検出した．入
院時の心電図上，V5，
3151U〃，

CK

MB

日本大学医学部小児科

CK

佐藤

光彦，山下

恒久

4％，1231−BMIPP心筋シ

鮎沢

衛，住友

直方，津田

正彦

大和田

操，原田

研介

V6のT波の平坦化を認め，

isozyme

9．Pompe病の2例

ンチグラフィで左室前壁のRI分布の低下を認めたた
め，プロピオン酸血症に伴う心筋症と考えた．プロピ

良行，原

独協大学越谷病院小児科

作田

亮一

V6のT波は

糖原病II型（Pompe病）は，酸1生α一グルコシダーゼ

陽性となり，CK値も徐々に正常化した．平成6年2月

の欠損により細胞のリソソームにグリコーゲンが蓄積

オン酸血症の治療により，心電図上V5，

9日の1231・BMIPPでは，左室心筋の分布はほぼ均一

し，全身の諸臓器とくに骨格筋および心筋が侵される

となった．平成6年3月25日に酸血症発作で再入院し

常染色体劣性遺伝疾患であり，乳児型では生後数カ月

た時の心電図では，V5，

以内に心不全を呈し，多くは1歳前後に死亡する．今

V6のT波は再度平坦となり，

5月19日の1231−BMIPPでは左室前壁の広範囲なRI

回，Pompe病の2症例についてその心筋障害の経過を

Presented by Medical*Online

日本小児循環器学会雑誌

102−（102）

第11巻

第1号

出生時仮死，気胸がみられたが徐々に改善，その後

報告する．

〔症例1〕生後3カ月，女児；妊娠・分娩歴に異常
なく出産．生後3カ月時に心不全および筋緊張低下で
発症し，画像診断にて著明な心筋肥厚を認めた．筋生

頚定の遅れがあるものの経過良好で当科外来にてフォ
ロー中であった．

入院の3日前より感冒様症状，発熱が認められてい

検および皮膚生検の形態学的・生化学的検討により

た．突然，あえぎ呼吸，顔色不良となり救急車にて来

Pompe病と診断．心不全に対する対症療法を行った

院．到着時には心室性頻拍を呈していた．胸部XPで

が，生後9カ月心不全の増悪のため死亡．

は心拡大，心エコーでは心筋肥大を認めた．

〔症例2〕日齢2，女児；同胞にPompe病があり，
妊娠中に絨毛穿刺にて酵素活性を測定．コントロール

と差を認めず妊娠を継続し出産した．日齢2より全身
の浮腫が出現し，肝腫大・巨舌を認め，特徴的な心電
図所見・皮膚線維芽細胞での酵素活性の欠損にて本症
と診断した．利尿剤の投与にて経過観察していたが，

頭部CTにて，基底核部，脳幹の低吸収域を認めミ
トコンドリア脳筋症が疑われた．その後脳室内出血，
低酸素性脳症のため死亡した．

剖検所見で左室壁は11mm，流出路は17mmと著名
に肥厚していた．

その後の検索でmitochondria

DNA

8993

point

mutationを認めた．

生後10ヵ月に心不全の増悪のため死亡した．

10．家族性肥大型心筋症の連鎖解析と遺伝子異常
東京女子医科大学・心研

興味ある症例と考えられ文献的考察を加え報告す
る．

典行，新井

正一，木村

美佐

12．小児心筋疾患における組織中コラーゲンについ

今村伸一郎，高尾

篤良，門間

和夫

て一病理組織所見とモノクローナル抗体を用いたコ
ラーゲン染色の結果一

小澤

細田瑳一，松岡瑠美子

大阪大学医学部第4内科
紙野 晃人
家族性肥大型心筋症は心筋サルコメアの異常，特に

心筋βミオシン重鎖遺伝子のミスセンス変異との密
接な関係が検討されてきた．我々は7家系37例につい

順天堂大学小児科
稀代
同

雅彦，井埜

利博，大久保又一

秋元かっみ，西本

啓，藪田敬次郎

心臓血管病理研究室

岡田

了三

析及び，ミスセンス変異が多く報告されているexon

心筋疾患における組織中コラーゲンについて，コ
ラーゲン染色を用いて心筋内線維化との関係を検討し

3〜24までの全塩基配列を検討した．6家系で心筋ミオ

た．対象は組織学的に診断された肥大型心筋症5例と

シン重鎖遺伝子との連鎖を否定できず，1家系で組換

心筋炎5例である．それぞれモノクローナル抗体を用

えを認めた．3代にわたる1家系（ロッドスコアー
0．00）5名のうち，肥大型心筋症発症4例全員で

見と比較検討した．その結果，各群における細胞浸潤，

exon20にアミノ酸置換（Gly

心筋細胞の変性，錯綜配列，心筋肥大の程度とコラー

てマイクロサテライト多型（CArepeat）による連鎖解

741→Try）が確認され，

1家系（029）では肥大型心筋症発症の兄弟2例とそ

いて，1，IIIおよびIV型コラーゲンを染色し，組織所

ゲン染色における1，IIIおよびIV型コラーゲンの染色

の母親でexon3にアミノ酸置換のないミスセンス変異

の程度に相関関係は認めなかった．一方，線維症は心

（Thr

筋炎で強く肥大型心筋症では比較的軽度であったが，

63→Thr）を認めた．これらのミスセンス変異は

木村らの報告と同じであり，日本人のみに認められて

モノクローナル抗体を用いたコラーゲン染色において

いる．intronのミスセンス変異を含めると塩基配列の

は1，III，

検討を終えた3家系全てに変異を認めたことより，連
鎖を否定できない家系でも詳細な検討が必要と考えら

群同様に強く染色され，両群に有意な差異は認要られ

DNA

point

mutationを認めた

肥大型心筋症の1例
土浦協同病院小児科
西山 光則，渡部 誠一，福水 道郎
同 病理
鈴木 恵子
症例は，5カ月の男児で主訴は呼吸障害，チアノー
ゼ．

なかった．

以上よりコラーゲン染色は，心筋の線維症をより鋭

れた．

11．mitochondria

IV型とも肥大型心筋症群においても心筋炎

敏に反映するものと思われた．

13．家族性肥大型心筋症の1例
東京女子医科大学第二病院小児科
水上

愛弓，本間

伊藤けい子，李

哲，松永

保

慶英，浅井

利夫

一部の肥大型心筋症（HCM）の症例では，家族性，

遺伝性が認められる．今回私共はHCMを呈した親子
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と，経過観察中にHCMを発症した同胞の症例を経験

うな心筋の錯綜配列を認めた心尖部肥大型心筋症は少

したので報告する．

なく，本例は特異な病像を呈していると考えられる．

発端者は12歳の男児．心雑音を主訴として3歳時に

典型的な心尖部肥大型心筋症の予後は比較的良好とさ

当科を初診し，胸部レ線写真，心電図，心エコー所見

れているが，若年発症例の全経過については，報告が

などによりHCM及びVSD（III型）と診断し，以後経

少なく，不明な点が多い．一般の肥大型心筋症との差

過観察している．父方の祖父と叔父が心疾患のために

異をふくめ，心尖部肥大型心筋症の予後を考える上で，

死亡しているという特異な家族歴もあり，家族全員の

本症例の注意深い観察が重要であると考えられた．

スクリーニングを施行したところ，父（40歳）に心エ
コー上著明な心室中隔及び左室心筋の肥厚が認められ

16．心筋逸脱酵素の持続的高値を呈する肥大型心筋

症の1学童例

た．また，スクリーニング時（5歳）には健常で経過

順天堂大学小児科

観察中の妹も7歳時にHCMを確認した．以上より，

西本

家族性の肥大型心筋症であると考えている．この家族

秋元かつみ，藪田敬次郎

には3歳になる健常な妹がいるが，現在発病しておら
ず経過観察中である．

自然閉鎖の後に非対称性中隔肥大を認めた1女児例
順天堂大学浦安病院小児科
正純，井上

利博，大久保又一

心臓血管病理研究室

岡田

了三

症例は14歳の男児．母親は肥大型心筋症の拡張相と

14．新生児仮死，くも膜下出血，心室中隔欠損症の

岩原

同

啓，井埜

診断されている．1986年，小学校1年生時の学校心臓
検診で心電図異常を指摘され当科受診．心電図上左室
肥大，心エコー図で中隔および左室壁の肥厚を認め，

成彰，金子堅一郎

1989年に心筋生検を施行し肥大型心筋症と診断した．

4歳の女児．在胎41週2日，吸引分娩，3，018gにて

冠動脈には有意な病変は認められなかった．心電図で

出生．出生時に新生児仮死があり，胸CT上，くも膜
下出血を認め，当科に入院．小欠損の心室中隔欠損症
を合併していた．その後の外来での経過観察にて神経

は1991年より完全右脚ブロックパターンを呈し，現在
まで持続している．心エコー図では，IVSd

40mm，

LVPWd

13mmから30mm，

13mmから

LVDd

30mmか

学的後遺症は認めず，7カ月頃に心雑音は消失．2歳
2カ月時の心エコー図検査にて心室中隔欠損症の自然

る．血清中の心筋逸脱酵素は1989年より，GOT

閉鎖を確認したが，以前にはなかった心室中隔の非対

262〜486U／L，

称性肥大を認めた．この心室中隔の非対称性肥大の原

50〜52％，CPK

因として，肥大型心筋症の合併，仮死による心筋障害

2．8〜6．8％と持続的に異常高値を呈している．また，

の影響，または先天性心疾患に伴うdisproportionate

CPK・MMアイソフォームのMMa／MMc比は

septal

O．54〜1．0と高値を示したが心筋ミオシン軽鎖は正常

thickning（DST＞の可能性などが考えられ，示

唆に富む症例と思われた．

肥大型心筋症の1例
埼玉県立小児医療センター循環器科
玲子，高橋

星野

健司，小川

LDH

2，579〜2，9451U／L，

315〜1，6641U／L，

LDH1

CPK−MB

範囲にあった．

15．心筋の錯綜配列が認められた若年発症の心尖部

北澤

ら25mmと壁の肥厚と左室内腔の狭小化が進行してい

一浩，城戸佐知子

持続的な心筋逸脱酵素の上昇は持続的な心筋障害の
存在を示唆するものと考えられ，このような症例にお
いては将来拡張相へ移行する可能性が懸念される．

17．MOFの出現しているDCMへの心移植施行例
国立甲府病院内科

潔

症例は，16歳の男性．これまで異常を指摘されたこ

布田

伸一，武田

正，栗原

章浩

とはなく，家族歴にも特記すべきことはない．高校1

古樫

薫，北島

敦，舩橋

渡

年の学校心臓検診の心電図で巨大陰性T波がみられ，

NYHA4度の重症薔血性心不全（1994年1月症状出

心エコーで心尖部に限局した壁肥厚が認められ，心尖

現）のDCM 10歳女児．身長130cm，体重20kg． CTR
70％．心echoで％FS 9．5％， LVDd 66．5mm．血行

部肥大型心筋症と診断された．MRIでも心尖部に限局
した肥厚が認められた．不整脈はなく，左室機能の低

動態は，CI

下もなかった．右室心筋生検で，心筋の錯綜配列，軽

圧86／48mmHg，

度の線維化が認められた．一般に，心尖部肥大型心筋

（＋），Anti−HLA

2．94L／分／M2，

HR

RA圧10，

130／分，

antibody

PVR

PA圧48／33，血

1．93U．

A型Rh

O％，活動性virus感染

症は中年以降の，特に男子に好発し，本症例のような

（一）．大量の血管拡張薬，DOB投与でも血行動態，全

若年発症は比較的稀である．また，肥大型心筋症のよ

身症状は悪化，残された延命手段は心移植だけと判断
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られていた．11月13日多呼吸出現，呼吸困難増強した

センターに搬送．転院4病日目：気管内挿管，5病日

ため当院紹介，緊急入院となった．入院時傾眠，顔面

目：肺出血，5月31日：MRSA感染疑い，6月4日：
IABP挿入． IABP挿入直後ドナー出現．6月5日：心

蒼白，多呼吸，脈は微弱，心雑音はなくギャロップリ

移植．移植心虚血時間：3時間6分．Native心は193g．

心拡大，肺うっ血，胸水の貯留を認めた．心電図は低

左室は著明拡張．本例は移植前からMOF出現してお

電位をしめした．心エコーでは左室左房の拡大を認め，

り，移植後経過は，翌日：心膜腔内出血のため再開胸，

左心ポンプ機能の低下，両房室弁の逆流を認めた．拡

急性腎不全に1カ月間血液透析．他に，肝，膵，腸管，

張型心筋症の増悪と考え抗心不全療法を施行．状態が

脊髄の虚血性所見を認めたが徐々に改善．移植後軽度

安定し，心臓カテーテル検査をおこなった．左室の拡

拒絶反応を数回認めたが通常治療で回復，冠動脈造影

張と左心ポンプ機能の低下がみられたが，拡張末期圧

ズムを聴取．肝を3cm触知した．胸部レントゲンでは

でも慢性拒絶反応を認めていない．現在は介助歩行も

の上昇はみられなかった．同時に行った心筋心内膜生

可能となり，免疫抑制剤はcyclosporine，

azathio−

検により心筋炎と診断した．入院後1カ月を経過した

18．心筋炎様心筋障害を示した新生児上室性頻拍症

投与開始．その後心機能は徐々に改善がみられた．1994

が，L機能の改善見られず遷延性と考え，

prine，少量steroidを内服中．

PSL

2rng／kg

年1月19口の心臓カテーテル検査では左室の拡張，左

の2例

心ポンプ機能の改善が認められ，生検の結果は炎症細

東京医科歯科大

嘉川

忠博，浅野

優，泉田

取手協同病院
土浦協同病院

直巳

小山さとみ
太田

哲也，渡部

誠一

症例は15口の女児および1カ月の男児である．いず
れも嘔吐，チアノーゼ，哺乳力不良を主訴に来院した．

胞がほぼ消失し，治癒したと考えられた．その後7カ
月の経過で再発を見ていない．

20．入院後16時間以内に死亡した急性心筋炎2例の
臨床像の検討
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来院時は，レントゲン上で著明な心拡大，胸水の貯留
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を認め，心電図は200〜250／分の上室性頻拍，広範な
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STT変化，低電位を示した．断層心エコー図での高度
の心機能低下・心嚢水貯留および血清の筋原性酵素値

同

第2病理

の上昇から心筋障害の合併が診断された．ATPにて

同

病院病理
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により心不全症状・心筋障害所見は速やかに改善した．

症例は4歳6カ月女児（症例1） と2歳4カ月男児
（症例2）．症例1は入院2日前より発熱，入院前日嘔

頻拍停止後の心電図では両者ともにδ波が認められ
WPW症候群と診断された．心筋障害の鑑別に心筋炎

分．胸部X線上の心拡大もなかったが，心エコー上左

頻拍発作は停止し，さらにDOA，

digoxinによる治療

吐，入院当日胸痛，頭痛を訴えて歩行来院．脈拍180／

を考慮したが，いずれの例でも改善が速やかで，有意

室壁の動きの極度の低下が見られた．入院3〜4時間

のウイルスの検出・抗体価の上昇は認められず，男児

後，突然70／分台の徐脈となり，意識喪失し，治療に反

例にっいて行った心筋シンチグラムでも異常所見がみ

応せず，死亡した．剖検により，Fiedler孤立性心筋炎

られなかったため，頻拍発作由来と診断した．その後，

と診断された．症例2は入院2週間前に39CCの発熱が
あったが，2〜3日で回復．入院3日前より腹痛出現，

数回の頻拍の再発が認められたものの現在は，それぞ
digoxinにより経過良好であ

2日前よりぐったり寝ているようになり，入院前日肝

る．新生児期は上室性頻拍によって著明な心筋障害を

腫大を認められている．入院時，意識は清明，体温

きたし，心筋炎と鑑別が困難な場合がある．

36．3℃，呼吸数38／分，心拍数240bpm，顔色不良，陥

れflecainade

acetate，

19．発症時拡張型心筋症の増悪が疑われ，ステロイ

没呼吸があり，ギャロップ・リズムを聴取．季肋部8cm

の肝腫大を触知した．胸部X線上CTR

ドが著効を示した遷延性心筋炎の1例

O．66．心エ
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コーでは左室壁の動きはほとんどなかった．入院翌朝
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5：26amに死亡し，剖検で心筋炎と診断された．入院
後治療に反応せず急激な転帰をとった2例の，臨床像，
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症例は11カ月女児，1993年11月初めより感冒症状み

検査結果について検討・考察し報告する．
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