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　原因不明の好酸球増多に伴い心筋障害，僧帽弁閉鎖不全，肺浸潤を生じた16歳男児を経験した．入院

時，末梢血液中白血球数27，690／mm3（うち好酸球70％）であり，心雑音を聴取しなかったが，心臓超音

波検査所見にて左室拡張障害パターンを呈していた．対症療法にて経過観察しているうちに，肺浸潤増

悪と僧帽弁閉鎖不全を来したためステロイド治療を開始した．僧帽弁閉鎖不全は比較的軽度であり，治

療に反応し経過と共に軽快した．現在患児はステロイド減量中であり，外来にて経過観察を行っている．

この様な軽症例について記載が少なく，また心筋症への移行の可能性もあり，今後フォローアップの必

要な症例と思われた．

　　　　　　　　　　はじめに

　1936年にL6fHerが好酸球増多症に伴う慢性心内膜

心筋炎を報告して以来1），その原因の如何を問わず，好

酸球増多を示す病態において心筋病変を伴うことが報

告されている．現在では心筋病変のみならず，肺や中

枢神経系など全身臓器に浸潤することが知られてお

り，この臓器障害はHyper　Eosinophilic　Syndrome2）3）

と呼ばれている．この場合の心筋障害は主に僧帽弁閉

鎖不全と拘束型心筋症とされていたが，現在では

Takeら4｝の報告にある様に臨床病型より，心炎型，拡

張型，拘束型，不整脈，伝導障害型など様々な心筋障

害が知られている．心筋障害を生じた症例報告では，

年齢は40代が多く5），小児科領域での報告は極めてま

れである．今回我々は経過は比較的短いものの好酸球

増多に伴った心筋障害を呈した症例を経験したので報

告する．

　　　　　　　　　　症　　例

　16歳，男性．39℃の発熱と咳轍を認め近医にて投薬

を受けるも症状改善なく，心室中隔欠損症の既往もあ

り感染性心内膜炎疑いにて当院紹介され，第3病日に

入院となる．既往歴に花粉症がある．心室中隔欠損症
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があり，4歳時に心内修復術を受けた．家族歴は父に

気管支喘息がある他に特記すべき事なし．

　〈入院時現症〉

　体温39．4℃．身長169cm．体重53kg．呼吸音，清．

呼吸数30／min．心音，正常，心雑音なし．心拍数90／min．

肝脾腫なし，リンパ節腫大なく，発疹なし．

　〈入院時検査所見〉

　末梢白血球数は27，690／Mm3で，その分画では好酸

球が70％（絶対数では19，300）と著明に増加しており，

好酸球に空胞が目立った．赤血球数，血小板数は正常

であった．また血清蛋白はアルブミンが3．Og／dlと低

下，γ一glは24．5％と軽度増加，　LDHは697mU／mlと増

加し，Ig－Eは3，320U／m1と高値を認めた．

　骨髄検査では有核細胞数が31．8万と増加しており，

赤芽球と巨核芽球は保たれていたが，頼粒球系では好

酸球が54％と増加しており，末梢血の場合と同様空胞

が目立った．また悪性細胞は認めなかった．細菌学的

検査では血液培養，胸水培養ともに陰1生で糞便検査で

は寄生虫卵は認めなかった．また血清アスペルギルス

抗体は陰性であった（表）．

　〈胸部レントゲン所見〉

　発症前の胸部レントゲン写真では心胸郭比は50％で

正常であったが，入院時には心胸郭比は54％と増加し

左側に胸水を認めた．図1に第16病日のレントゲンを
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表1　入院時検査所見

血液学的検査所見 生化学的検査所見 細菌学的検査所見

WBC　　　　　　27，690／mm3 TP　　　　　　　　　7．Omg／dl 血液培養一陰性

seg　　　　　　　　l3％ Alb　　　　　　　　　3．Omg／d1 胸水一陰性（結核菌なし）

st　　　　　　　　　6％ LDH　　　　　　　　　697　mU／ml 喀疾検査所見

eoslno　　　　　　70％ CRP　　　　　　　　5．4mg／dl 反応性中皮細胞　　　（ヰ）

（19，300／mln3） 蛋白分画 好酸球増加

mono　　　　　　　O．6％ Alb　　　　　　　　54．4％ 糞便検査所見
lylnpho　　　　　　　　　　　　1⑪％ α1－gl　　　　　　4．8 潜血　　　　　　　　（一）

RBC　　　　　　4．9×104／mm3 α2－91　　　　　　9．6 虫卵　　　　　　　（一）

Hb　　　　　　　　　　14．6g／dl β・gl　　　　　　　6．7

Hct　　　　　　　　　43％ γ一gl　　　　　　24．5

Plt　　　　　　20．8×104／mm3 Ig・E　　　　　　　　3，320　U／m1

Vitamine　Bl2　　　1，012pg／ml

骨髄穿刺所見

Hypercellular　bone　marrow（有核細胞数31．8×104／mm3）

（頼粒球系は好酸球が54％と増加）
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図1　胸部X線写真（第16病日）．心胸郭比は58％と増

　大し，両肺に胸水を認める．

示した．心胸郭比は58％と増大し，両側の胸水は著明

になり，右下肺野浸潤陰影の増強を認めた．約3カ月

後には心胸郭比は51％となり浸潤陰影も消失した．

　〈心電図所見〉

　発症前の心電図で軽度左室肥大パターンのほかに異

常を認めないが（図2a），第11病日には第1，第2，V4，

V5，　V6にてST低下，胸部誘導の低電位化，　QT延長

（QTc＝0．62秒），左房負荷所見が見られた（図2b）．

　〈心臓超音波検査所見〉

　入院時の心臓超音波検査所見は僧帽弁閉鎖不全を認

めなかったが，第10病日より僧帽弁閉鎖不全が出現し

た．左室収縮率（LVSF）は第3病日に0．36で正常で

あったが，左室流入路でのドップラーによるパターン

はA／E＝0．8と高値を示し，左室拡張障害の所見を呈

した（図3）．左室収縮率はその後0．25～0．28と正常下

限に低下した．左室流入路でのドップラーパターンは

正常化したが，等容性弛緩時間の短縮もあり，偽正常

化と思われた6）7）．経過中の検査では心膜液貯留，血栓，

疵贅は認めなかった．

　〈臨床経過〉

　入院後対症療法のみで経過を観察したが，発熱，咳

轍は改善せず肺浸潤陰影も進行したため，第16病日よ

りプレドニソロンの投与を55mg／dayより開始した．

臨床症状はその後軽快し好酸球数も急激に低下した．

第18病日頃より心尖部に僧帽弁閉鎖不全による収縮期

逆流性雑音がIII／IV度で聴取されはじめた．その後プ

レドニソロンを減量し，2カ月後には症状の再燃なく

好酸球の増加なく，胸部レントゲン写真の正常化が見

られ，心電図も退院後は入院前とほほ伺様に戻ってい

る．ただし経過中に出現した僧帽弁閉鎖不全は軽快し

たものの現在も残存している．僧帽弁閉鎖不全に対し

ては利尿剤（フロセミド40mg／日）とアンジオテンシン

変換酵素阻害剤（エナラプリル5mg／日）にて治療中で

ある（図4）．

　　　　　　　　　　考　　察

　1936年L6fHerが好酸球増多を伴う慢性心内膜心筋
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図2　心電図．（A）発症前心電図．SV1寸RV5＝4．lmVで軽度左室肥大を認める．

　（B）第11病日の心電図．には1，II，　V4，　V5，　V6にてST低下，胸部誘導の低電位

　化，QT延長（QTc＝0．62秒），左房負荷を認めた．
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　図3　心臓超音波検査．第3病日の左室流入路でのド

　　プラーエコーを示す．拡張早期の流入血液速度（E）

　　と心房収縮による流入血流速度（A）の比はA／E＝

　　0．8と高値を示し，左室拡張障害の所見を呈した．

炎を報告して以来，好酸球増多を伴う心筋障害に対し

LOfHer心内膜炎の疾患名が用いられてきた．近年では

心筋障害は好酸球増多自体に起因することが明らかに

なってきており，好酸球増多の原因をとわず好酸球増

多に伴う心筋病変をEosinophilic　Endomyocardial

Diseaseと総称する様になってきている．一方，好酸球

増多のもたらす臓器障害は心臓にとどまらず，肺や脳

神経，皮膚など多臓器に及ぶことがあり，その病態は

Hyper　Eosinophilic　Syndromeと呼ばれている．
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図4　臨床経過．第16病日よりプレドニソロンの投与

　を55mg／dayより開始した．臨床症状はその後軽快

　し好酸球数も急激に低下した．僧帽弁閉鎖不全は比

　較的長期にわたり持続している．

Hyper　Eosinophilic　Syndromeの診断基準は現在の

ところ，1）原因不明の（基礎疾患の見い出せない）好

酸球増多，2）6カ月以上，好酸球増多の持続，3）心

臓，肺，皮膚等の臓器障害とされている．本症例では

心合併症の他に肺の病変も存在することより，期間は

短いもののHyper　Eosinophilic　Syndrorneの軽症型

と考えられた．但し，本症例では好酸球増多と心筋障

害の経過より両者に因果関係ありと臨床的に判断した

が，心内膜心筋生検を施行しておらず，因果関係の証

明には問題が残る．本症の好酸球増多の原因は，花粉

症の既往が有り，Ig－Eも高値を示したことより何らか

のアレルギーが関与している可能性もあるが，本症例

では著明な好酸球増多を示したことより通常のアレル
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ギー反応と異なり特発性好酸球増多症の可能性が高い

と考えられた．また寄生虫疾患，真菌感染症，膠原病，

悪性腫瘍，免疫不全などは否定的であった．

　好酸球増多症における心筋障害の機序としては，好

酸球より心筋細胞毒性のある蛋白であるEosinophilic

Cationic　Proteinが放出され，特に心内膜側の心筋の

壊死や線維化をきたすと考えられている8）9）．心筋病変

の病型としては心内膜炎，心筋炎などの急性所見と，

拘束性心筋症を代表とする慢性障害が知られてい

る5）’°）．急性期には無症状のことも多いが，心不全症状

が出現することもある．弁膜炎による僧帽弁閉鎖不全

が起きることも稀ではない．本症例でも僧帽弁閉鎖不

全があきらかであった．心電図変化は，ST低下や低電

位などがみられることが多いが，本症例でも同様で

あった．慢性期に拘束型心筋症となることがあるが，

本症例では急性期にも一過性に拡張障害の所見を呈し

た．慢性期の左室拡張障害は心内膜の線維化によるも

のと考えられているが，本症例では急性期の細胞障害

が主に心内膜側心筋に起こった結果，拡張障害の所見

が出現したのかもしれない．

　Hyper　Eosinophilic　Syndromeの予後は様々であ

るが拘束型心筋症などに発展すれば予後不良のことも

ある．本症例では現在臨床症状は改善しているが，本

症例のように比較的心筋障害の軽い例の予後，心筋症

への進展の有無などは不明で，今後さらに経過観察す

る必要がある．
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ACase　of　Hypereosinophilia　Associated　with　Myocardial　Disease

Satoko　Takei，　Toshio　Nakanishi，　Atsuyoshi　Takao＊and　Kazuo　Momma

　　　　　　　Department　of　Pediatric　Cardiology，　Heart　Institute　of　Japan，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tokyo　Women’s　Medical　College

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊Sakakibara　Memorial　Hospital

　　　We　report　a　case　of　hypereosinophilia　associated　with　myocardial　disease．　A　sixteen　years

old　boy　was　admitted　to　our　hospital　becase　of　high　fever　and　cough．　Chest　X－ray　demonstrated

bilateral　pleural　effusion，　infiltration　of　the　right　lower　lung　and　mild　cardiomegaly．　Electrocardi－

ogram　showed　low　voltage　of　QRS　wave　amplitude　and　ST・T　depression　at　leads　I，　II，　and

V4－V6．　Laboratory　data　showed　marked　eosinophilia　up　to　19300／mm3．　Echocardiography

disclosed　moderate　degree　of　mitral　regurgetation　and　left　ventricular　diastolic　dysfunction．

After　predonisolon　therapy，　eosinophils　decreased　and　fever，　cough，　and　lung　infiltration　on　chest

X－Pdisappeared　rapidly．　The　degree　of　mitral　regurgitation　decreased　and　electrocardiogram

normalized　by　2　month　after　admission．
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