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　「心筋線維のnatural　historyとその病的変容一と

くにリズム収縮の自己組織化の観点から一」

　　　　東京女子医科大学病院病理科　河上　牧夫

　心臓は静脈弁間に生じた壁全層の筋性臓器である．

生体は古い部分を捨てることなく新部分を付加してよ

り高次元の機能を獲得していく（heterochronical　evo’

lution）が，心臓の場合，洞房結節から左室へのリズム

収縮は蠕動から搏動へと進化を遂げながら筋原線維は

より強力となる．収縮・弛緩サイクル中に心筋線維が

受ける耐負荷形態は次下の三つの形態特性によって特

徴付けられる．一っは外層から内層へと微分的に走行

ベクトルの方向を移動させることにより容積変動時の

壁厚変動を少なくし，筋線維相互のズレ応力を最低に

抑える．二つは捻り応力に強いmonocock構造を筋束

並びに筋線維内で実現している．即ち筋束周縁に筋線

維をより高密に配備し，筋原線維を胞体周縁側により

強力に配備する．三つ目は筋線維，筋原線維が不断に

縦分割を繰り返しながら適正ネットワーク構制を保持

している．心筋症はこうした不断のリストラ的構造変

容過程で不偏性を逸した結果像の一つと考えられる．

　シンポジウム

　1．小児期拡張型心筋症の心筋生検組織像の特徴

　　　　東京女子医科大学第2病理

　　　　　　西川　俊郎，石山　　茂，下條　　隆

　　　　　　竹田　和代，笠島　　武

　　　　同　心研小児科　中沢　　誠，門間　和夫

　小児期拡張型心筋症（DCM）の心筋生検組織像を分

析し検討を行なった．対象は，当大学心研に入院し精

査によりDCMと診断された患児18例（7．7±4．7歳）

で，対照として成人DCM　40例（47．0±12．6歳）につ

いても同様の検討を行なった．小児例の生検所見は，

病変の強さは成人例と変わりはなかったが，間質線維

化，単核細胞浸潤，心筋大小不同，配列の乱れなど心

筋炎に関連深い病変を有する症例が比較的多かった．

また，遺伝性との関連が注目される心筋の肥大錯綜配
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列像は小児例の約1／3に認められた．電顕像は，心筋の

変性所見については成人例と差はなかったが，成人例

でしばしばみられる間質毛細血管の基底膜多層化が小

児例では少なかった．小児期DCMの生検組織像は，成

人例とは必ずしも同じではなく，その違いは成因に基

づく可能性があると考えられた．

　2．心臓検診にて心収縮力低下を認めた学童の組織

所見と予後

　　　　順天堂大学小児科

　　　　　　西本　　啓，井埜　利博，大久保又一

　　　　　　秋元かつみ，薮田敬次郎

　　　　同　心臓血管病理研究室　　　岡田　了三

　過去15年間に学校心臓検診を契機に初めて心拡大，

心収縮力低下が発見され，拡張型心筋症を疑い心筋生

検を行った学童の臨床検査所見，組織所見ならびに予

後の関係についてretrospectiveに検討した．

　対象：初診時6歳から13歳の6例で，いずれも先天

性心疾患は認めず，リウマチ熱や心筋炎，川崎病など

の既往なく家族歴にも異常を認めない．また全例で自

覚症状はなかった．心電図：LVH，異常Q波，　PVC，

LBBB，　T波異常などを認めた．胸部X線像：3例で

CTR＞O．5．心エコー：全例LVDd＞＋2SD，　EF〈

O．5．心筋生検：post　myocarditis　2例，　chronic

myocarditis　2例，　HCM　dilated　stage　l例および

RCM　1例であった．予後：chronic　myocarditis　1

例，HCM　dilated　stage　1例およびRCM　1例では進

行性に心機能が低下し，9カ月～5年7カ月後に心不

全死した．一方，post　myocarditis　2例とchronic

myocarditis　1例では次第に心機能が改善した（観察

期間4～13年）．初診時の臨床検査所見からは予後の予

測は困難であり，心筋生検が予後判定に重要であると

思われた．

　3．医学的には移植の適応と判断されながら心臓移

植に至らなかった拡張型心筋症の2例

　　　　国立循環器病センター小児科

　　　　　　神谷　哲郎，津田　悦子，大内　秀雄

　　　　　　小野　安生，新垣　義夫，越後　茂之

　　　　同　病理　　　　　　　　　由谷　親夫
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　　　　同　研究所　　　　　　　　　中谷　武嗣

　　　　同　心臓外科　　八木原俊克，鬼頭　義次

　症例1（男子）は中学1年生の時の胸部レントゲン

に異常なく，心電図に左軸偏位が認められた．中学3

年で拡張型心筋症と診断され，本センターの移植検討

会で移植適応ありと判断された．PCPSがおこなわれ

て状態は改善されたが，頸部出血により死亡した．症

例2（女子）は高校1年の検診で心電図異常と判断さ

れ，拡張型心筋症と診断された．疾患の説明は主とし

て保護者にされ，本人の病識は充分とはいえなかった．

22歳になって心不全が増悪し，本センターの移植検討

会で移植適応ありと判断されたが両親がこれに同意せ

ず，結局本人に説明されずに診療が続けられた．やが

て本人が心臓移植のことを口にするようになり，移植

を希望されたため両心補助装置が装着されたが，死亡

した．

　小児期の拡張型心筋症は，発症後急速に悪化して死

亡するものが多い．また身体活動度は死亡まぎわまで

外見的には良好に保たれていることが多い．したがっ

て，小児期の拡張型心筋症にあっては，心臓移植の適

応とその時期の判断を，時を移さずにおこなうことが

必要である．

　4．小児のDCMに対するβ遮断薬の使用経験

　　　　日本大学小児科

　　　　　　大塚　正弘，能登　信孝，住友　直方

　　　　　　牛ノ濱大也，唐澤　賢祐，鮎沢　　衛

　　　　　　山下　恒久，岡田　知雄，宇佐美　等

　　　　　　原田　研介

　DCMの慢性心不全状態に対して，抗不整脈および

カテコラミンのup　regulationを期待してβ遮断薬の

少量投与が成人領域を中心に行われている．しかし，

小児において，この治療法は具体的な方法論を含め，

確立されたものとは言い難い．今回，我々はβ一遮断薬

を最近経験した2例のDCMに投与して異なった結果

を得たので報告する．症例1：10歳女児．9歳時に検

診で不整脈を指摘されDCMの診断．ジゴキシンを内

服して経過観察していたが心不全症状増悪したためカ

テコラミンを使用するも効果なくメトプロロールを2

mg／日より開始．4日毎に2mgずつ増量し20mg／日に

て自覚症状の改善を認めたため，同量を維持量とした．

症例2：2歳6カ月女児．2歳4カ月時に頻脈にて発

症．ドブタミン，アムリノンに反応しないためメトプ

ロロールを1mg／日より開始．1週間毎にlmgずつ増

量したところ5mg／日にて排尿量減少を認めたため，4

日小循誌　12（1），1996

mg／日に戻し臨床所見の改善に乏しいものの同量を維

持量とした．

　5．発症時心不全が急速に増悪したが，現在良好に

コントロールされている拡張型心筋症の1例

　　　　神奈川県立こども医療センター循環器科

　　　　　　　　　　　　山田　進一，康井　制洋

　　　　　　　　　　　　岩堀　　晃，林　　憲一

　　　　神奈川県立こども医療センター病理科

　　　　　　　　　　　　佐々木芳郎，田中　祐吉

　　　　東京女子医科大学第2病理　　西川　俊郎

　症例は3歳男児．生来健康であったが，94年10月，

発熱，咳そうにて近医受診し胸部レントゲンにて心拡

大を指摘，心筋疾患疑われ入院となる．入院時gallop

rhythm肝腫大を認め，レントゲン上CTRは62％，肺

響血像が認められた．心電図ではV3RからV3までが

QSパターンを示し胸部誘導ではflat　T，　II　III　aVFの

ST－Tが低下していた．心エコー検査ではLVDdは51

mm　LVEFは26％，　LVFSは12％と著明なポンプ機能

の低下が認められた．心臓カテーテル検査では平均肺

動脈模入圧は19mmHg，左室拡張末期圧は29mmHg

と増加していた．左室拡張末期容積は151．4ml／m2

（255％N）LVEF　27％であった．心内膜心筋生検の結

果，特発性拡張型心筋症と診断した．抗心不全療法に

て軽快し外来管理となったが，特に誘因なく前回退院

後約2カ月で心不全増悪し再入院となった．治療にも

関わらず比較的早期に心不全の増悪が認められたこと

より，移植の適応も考えたが，その後は徐々に心不全

は改善し，現在CTRは51％，　LVEF　46％，　LVFS　26％

と比較的良好にコントロールされている．

　6．動脈管開存症と高度の肺高血圧症を合併した拡

張型心筋症の1症例

　　　　埼玉医科大学心臓病センター小児循環器科

　　　　　　小林　　順，小林　俊樹，新井　克巳

　　　　　　小竹　文秋，小池　一行

　症例は16歳の男児．7歳時に動脈管の結紮術を受け，

その後心臓超音波検査などでは異常は認めなかった．

平成6年12月より労作時呼吸困難が出現，平成7年春

には安静時でも著明な心不全症状を呈し，加療を行っ

ていた近医より転院となる．入院時，CTR　66％の心拡

大，及び胸水，腹水の貯留．心臓超音波検査では動脈

管1eakの残存，左室駆出率の低下（EF　30％），著明な

左室腔の拡大と四弁の逆流を認めた．心臓カテーテル

検査では，Pp／Ps　O．94の肺高血圧，　QP／Qs　1．27のPDA

leakを認めた．　PDAはcoil　embolizationを行い，同
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時に右室心筋生検も施行した．冠動脈に異常は認めな

かった．β遮断薬，血管拡張剤などの投与で心拡大及び

臨床症状の改善を見，現在在宅酸素療法にて外来観察

中である．心筋生検病理所見では軽度の心筋線維肥大，

間質の線維増生のみで，積極的に拡張型心筋症を示唆

する所見ではないが，心筋炎は否定された．拡張型心

筋症と肺高血圧症の因果関係について，ご意見，ご検

討を期待して報告する．

　一般演題

　1．母が出産直後突然死した肥大型心筋症の1例

　　　　桐生厚生病院小児科

　　　　　　橘淳，竹内東光，石綿桂子
　　　　　　針谷　　晃，桑島　　信

　　　　群馬大学小児科　井上　佳也，小林　敏宏

　我々は母が出産直後突然死した肥大型心筋症の1例

を経験したので報告する．症例は，当科初診日齢4の

男児．患児の母方祖父は拡張型心筋症の診断で治療中

である．また，母親は患児の分娩後12時間に突然死し

ている．患児は在胎40週に帝王切開で出生し，日齢4，

心雑音を主訴に当科を受診．当科受診時，胸部聴診上，

胸骨左縁第3～4肋間にLevine　2／6度の収縮期雑音

を認めた．胸部X線写真では，心胸郭比は58％で，軽

度肺墾血が認められた．心電図ではV4RからV2にか

けて軽度ST低下を認め，　T波は陰性であった．心エ

コー検査では，拡張末期心室中隔厚は12mm，左室後壁

厚は6mmであり，左室内腔は著しく狭小化し，収縮期

には左室流出路狭窄を示した．3～6カ月ごとの観察

にて心室中隔は1歳頃から右半分はやや薄く，左半分

が厚い左右不均等の所見を示した．患児の全身状態に

問題なはなく，外来にて経過観察を行ったが，成長，

発達は正常範囲であった．母と母方祖父の胸部X線写

真および心電図，患児の所見の経時的変化等を含め報

告する．

　2．拘束性病態を呈した難治性心不全に対し心移植

が行われた肥大型心筋症の11歳男児例

　　　　国立甲府病院内科

　　　　　　布田　伸一，黒澤　理恵，溝上　哲朗

　　　　　　古樫　　薫，北島　　敦，百瀬　智康

　　　　　　舩橋　　渡

　症例は心移植時11歳男児．7歳時より全身倦怠感増

強．胸部X線像の心陰影拡大，心echoのLA拡大に対

し，心臓カテーテル検査（心カテ）施行，先天性MR，

LCA低形成と診断．’91年7月，　MV形成術（Reeds

法），TV形成術（DeVega法）施行．術後は150前後／
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分のAfが時折出現，’94年秋より持続性Afに移行，そ

の頃より10～20分持続の胸部圧迫感を毎日自覚．’94年

12月には，浮腫，体重増加，肝腫大，嘔気，歩行も数

歩のみの状態（右心不全主体のNYHA3から4度へ進

行）になり，’95年5月22日心移植目的で渡米，5月28

日移植された．移植前はCTR　62％で，心echoで著明

な両房拡大（LAD　62mm），　MR（1度），　TR（2度），

収縮性心膜炎の所見（一）．心カテで左室圧上dip＆

plateau，（MV形成術後のMSなく，左室壁のびまん

性軽度運動低下LVEF　50％）を認め，本例の著明な左

房拡大は拘束型病態のためと判断．またRCA－RA痩

とLCA低形成を認めた．　Native心は両心室とも，光

顕で心筋の錯綜配列と軽度の間質線維化を，電顕で筋

原線維に著明な錯綜配列を認めた．拘束型の病態をと

りながら組織学的にHCMの症例が散見されるが，本

例もそのタイプと考えられる．

　3．Tissue　Doppler　lmaging（TDI）による左室後

壁運動の評価一健常小児例の検討一

　　　　日本大学小児科

　　　　　　能登　信孝，牛ノ濱大也，大塚　正弘

　　　　　　鮎沢　　衛，唐澤　賢祐，住友　直方

　　　　　　岡田　知雄，原田　研介

　目的：Tissue　Doppler　Imaging（TDI）により得ら

れる左室後壁運動の臨床的意義を健常小児例を用いて

検討した．

　対象と方法：対象は胸痛精査のため心エコー検査を

施行し，正常と診断された15例（年齢5～16歳）であ

る．心エコー装置（東芝社製SSA－380A，探触子3．75

MHz）で左室長軸断面より左室後壁にサンプルボリュ

ウムを設定し，TDIパルスドップラー法で得られた壁

運動波形成を従来よりの収縮性指標（左室短径短縮率

（SF），収縮期及び拡張期左室内径（LVDs，　LVDd），

収縮期左室後壁厚（LVPWs）及び拡張性指標（パルス

ドップラー左室流入路波形E波及びA波最大流速，

E／A比，E波加速度（AcT），圧格差半減時間（PHT），

等容拡張期時間（IRT））との比較で検討した．

　結果：TDI波形は3峰性（収縮期波（Vs），拡張早期

波（VE），心房収縮期波（V、）で，　Vsと収縮期指標と

の有意な関係はなかった．しかし拡張性指標中VEとE

波最大流速，VE／AとE／A比はそれぞれr＝0．60，　r＝

0．81の有意な相関があり，さらにV、とIRTはr＝

0．90と極めてよく相関した．

　結論：以上よりTDIのVE及びVEtAは簡便な拡張

能の指標となる可能性が示唆された．
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　4．長期経過観察後に右室内心筋生検を施行した

Anthracycline系抗癌剤による薬剤性心筋障害の1

例

　　　　神奔奈川県立こども医療センター循環器科

　　　　　　　　　　　　岩堀　　晃，康井　制洋

　　　　　　　　　　　　山田進一，林　憲一

　　　　同　病理　　　　田中　祐吉，佐々木佳郎

　　　　東京女子医科大学第2病理　　西川　俊郎

　症例は15歳女児，ダウン症候群．3歳5カ月時に急

性非リンパ性白血病を発症した．ACMP2段療法で治

療開始された．治療開始後約1年で，急性心不全症状

を呈し，抗心不全治療により症状は軽快した．それま

で投与されたAnthracycline系抗癌斉1」はAdriamycin

480mg／m2，　Achlarubicin　120mg／m2であった．白血病

に対する治療はOff　Therapyとなり，約8年間強心利

尿剤の投与を受けた．一旦治療は中止されたが，2年

後に再び労作時易疲労感が出現し，胸部X線で心拡大

（CTR　55％），心エコー検査で左心室収縮能の低下を認

めたため，治療を再開した．両親の同意の元に右室内

心筋生検を施行した．心カテ施行時のデータはC．1．

5．91／min／m2，　LVP　94／EDP14，　LVEDV　190．9％N，

LVEF　18．5％であった．心筋の病理所見にて心筋の肥

大，大小不同，配列の乱れ，間質の線維化などが認め

られたが，軽度の変化であり代償性肥大を思わせた．

今後の治療を含め，諸先生の御意見を伺いたく，本症

例を報告する．

　5．アンテロサイクリン系抗生物質（Adriamycin）

の慢性心毒性によると思われる心不全

　　　　国立小児病院循環器科

　　　　　　百々　秀心，於保　信一，香取　竜生

　　　　　　本間伸一郎，石沢　　瞭

　　　　同　病理　　　　八反田洋一，宮内　　潤

　抗癌剤の心毒性は，adriamycin（ADM）がよく知ら

れている．その心毒性は，急性と慢性に大別されてい

る．急性心毒性は，頻度は10～30％で，投与後数時間

から数日以内に発症し，一過性であり心不全症状はな

い．慢性心毒性は，頻度は1～2％で，一般的な心不

全症状で始まり，通常最終投与から2カ月以内に進行

し予後は悪い．

　今回我々は，ADMの慢性心毒性による心不全を経

験した．症例は，14歳男子，1985年4月，急性骨髄性

白血病を発症する．ADMの他，数種類の化学療法剤

と，放射線照射による治療を受けた．1987年5月に骨

髄移植を受け完全完解に至り，以後良好な経過をとっ
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ていた．1995年6月，労作時呼吸困難が出現し，起坐

呼吸となり7月中旬入院となる．心拍数120，下肢に浮

腫を認めた．心エコーは，EF＝27％，　FS＝13％で，利

尿剤，ジギタリス，が開始された．1週間後，当科に

紹介入院となり，カブトプリルが開始され，約4週間

後に退院となったが，心カテ，心筋生検も行なったの

で合わせて報告する．

　6．心筋障害を認めた小児皮膚筋炎の1例

　　　　順天堂大学浦安病院小児科

　　　　　　岩原　正純，引田　　満，辻　　淳子

　　　　　　金子　雅文，金子堅一郎

　2カ月前からの四肢の腫脹，疾痛，筋力低下が急速

に増強した13歳の女児．著明な高CK血症（16，3511U／

L）および血清GOT，　GPT，　LDH，アルドラーゼ，ミ

オグロビンの著明な増加を認め強い筋融解が示唆され

た．また，血清IgGが著増し，抗核抗体は強陽性を示

した．横紋筋生検では筋繊維の硝子様変性，リンパ球

主体の細胞浸潤，皮膚生検では基底細胞の液状変性，

メラニン滴落を認め皮膚筋炎と診断した．プレドニゾ

ロンの投与およびメチルプレドニゾロンによるパルス

療法やガンマグロブリン大量療法を施行し軽快した．

経過中，心筋ミオシン軽鎖一1200ng／ml，トロポニンーT

17．6mg／mlと著明な上昇を示し，心エコー図検査では

心室中隔の軽度のhypokinesis，タリウム心筋シンチ

では前壁，中隔，側壁に軽度のperfusi（m低下を認め，

心筋障害を合併した．

　小児皮膚筋炎の心合併症の報告はほとんどないが，

本症例でも高CK血症を横紋筋由来のみと考え，心臓

の精査を行っていなければ気付かれずに経過していた

可能性があり，注意が必要と思われた．

　7．ミトコンドリア心筋症と推察された拡張型心筋

症の1家族例

　　　　埼玉医科大学心臓病センター小児心臓科

　　　　　　　　　　　　小林　俊樹，新井　克己

　　　　　　　　　　　　小林　　順，小池　一行

　　　　同　セ心臓血管外科　　　　　許　　俊鋭

　　　　同　セ循環器内科

　　　　　　　　　　　　宮本　直政，村松　俊裕

　4人家族の中で母親及び2人の男児両者に拡張型心

筋症（DCM）を発症した家族を経験したので報告する．

まず次男が昭和63年14歳で心不全症状よりDCMを発

症し，カテコラミン，利尿剤，血管拡張剤の投与にも

関わらず4カ月で死亡した．母親は平成1年に40歳で

心不全症状によりDCMと診断され入院加療を受けて
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いる．長男は昭和63年16歳に施行された心エコー検査

は正常であり特に症状は無かったが，平成3年19歳に

再度行われた心エコーにより，駆出率は31％と心機能

の低下と左室径の拡大が観察されDCMとの診断を受

けた．母親の心筋ミトコンドリアDNAと長男の末梢

血よりのミトコンドリアDNAより点変異が認めら

れ，ミトコンドリア心筋症と推察されている．長男は

母親よりミトコンドリアDNAの点変異が多数観察さ

れているが，早期に治療を開始したためか，投薬を受

け一般生活を送っている．

　8．拡張型心筋症による心不全で死亡した
MELAS（Mitochondrial　encephalomyopathy　with

lactic　acidosis　and　stroke－like　episodes）の1例

　　　　東京女子医科大学小児科

　　　　　　小峯　真紀，中野　和俊，柳垣　　繁

　　　　　　上原　　孝，小国美也子，大澤真木子

　　　　同　循環器小児科　　　　　　中澤　　誠

　心筋は生体内で脳，骨格筋とともに最もエネルギー

消費の高い部位であり，ミトコンドリアが高濃度に集

積している．ミトコンドリア機能障害により，種々の

ミトコンドリア病において心臓が侵されることが知ら

れている．この度，私達はミトコンドリア病の1型で

あるMELAS例で拡張型心筋症による心不全で死亡

した1例を経験したので，ミトコンドリア病における

心筋症の文献的考察を加てて報告する．

　症例は死亡時，8歳11カ月の男児．母親にミトコン

ドリア異常あり．（NIDDM，　ragged　red　fiber．2回

の死産）．患児は32週，2，225gで出生．3歳4カ月，発

熱を機に筋力低下で発症．某病院にて筋生検が行われ，

ミトコンドリアミオパチーの診断で治療が行われたが

改善せず，当科受診．CoQ　10にて筋力低下はやや改善

したが，4歳7カ月時より半盲，嘔吐，頭痛，痙攣が

出現．臨床症状及び血液mtDNA，　np　3243のmutation

からMELASの診断となった．5歳5カ月時，肺炎を

契機に心不全となり，Lasix，フランドルテープ使用

し，心症状は一時安定した．しかし，6歳7カ月より

心不全が進行し，心エコー上，拡張型心筋症のパター

ンを呈し，DOA，　DOBなど種々の治療を試みたが死亡

にいたった．

　9．急性心筋炎における左心機能と血中soluble

ICAM・1，　VCAM・1値の関係

　　　　順天堂大学小児科

　　　　　　稀代　雅彦，高橋　　健，大久保又一

　　　　　　秋元かつみ，西本　　啓，井埜　利博
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　　　　　　藪田敬次郎

　心筋炎の心筋組織中に発現している接着分子

ICAM・1，　VCAM－1について，これらの血中soluble

ICAM－1，　VCAM・1値（sICAM・1，　sVCAM－1）の推移

と心機能の経過との関係を検討した．対象は急性心筋

炎と診断された2カ月の男児．経過中，心臓超音波検

査による左心機能（EF，　FS）の経過とsICAM－1，

sVCAM－1およびTNF一αなどサイトカインの測定値

の推移を比較検討した．その結果，急性期にEF，　FSが

低下を認める時期にほぼ一致してsICAM－1および

sVCAM－1の上昇を認めた．これらの値はEF，　FSの改

善と共に低下した．この事は，経時的なsICAM・1，

sVCAM・1測定値と左心機能との相関関係を示唆す
る．

　10．非特異的心筋症におけるvascular　cell　adhe・

sion　molecule・1

　　　　順天堂大学医学部小児科

　　　　　　井埜　利博，高橋　　健，稀代　雅彦

　　大久保又一，秋元かつみ，西本

　　藪田敬次郎

同　循環器内科心臓血管病理研究室

　　　　　　　　河合　祥雄，岡田

啓

了三

　非特異的心筋症および心筋炎におけるvascular

cell　adhesion　molecule・1（VCAM－1）の発現について

検討した．対象は，非特異性心筋症6例（1群）およ

び急性心筋炎（2群）の11例である．全例生検により

診断した．1群の6例は心電図異常で精査し，慢性心

筋炎が疑われたが1回の生検所見のため非特異的心筋

症と診断した．うち2例は心室機能低下あり．その結

果，2群では全例軽度ながらVCAM－1の発現を認め，

1群では認めなかった．心筋生検組織中のVCAM－1の

発現はICAM－1に比し程度が軽く，心筋症の原因とし

ての炎症の関与を積極的に支持できない．

　11．心筋症ハムスターのミオシン重鎖遺伝子発現と

心筋収縮能

　　　　＃鶴見大生理，＊東京女子医科大学心研

　　　　　南沢　　享＃㌔松岡瑠美子＊，平塚江里子＊

　　　　　古谷　喜幸＊，高尾　篤良＊，門間　和夫＊

　　　　　三枝木泰夫＃

　心筋症ハムスター（Bio　14．6）の心機能異常の原因

を収縮蛋白，遺伝子レベルで明らかにするため，心筋

におけるミオシン重鎖（MHC）遺伝子発現と，心筋収

縮機能との関係を調べた．日齢160（肥大期）と日齢

290（不全期）のBio　14．6と対照ハムスターにおける左
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心筋でのMHC遺伝子の発現を，　Northern　blot法，　SI

ヌクレアーゼ法を用いて調べた．ミオシンの収縮機能

は，1）インビトロ運動再構成系を用いて，単離したミ

オシン上でのアクチン滑り速度，2）スキンド心筋標本

での最大収縮張力と心筋カルシウム感受性，を指標と

した．不全期にはβ型心筋MHC遺伝子の発現が増加

し，アクチン滑り速度は対照に比して有意に低下した

（1．7vs　2．3μm／秒）．またBio　14．6では最大収縮張力，

カルシウム感受性も有意に低下し，不全期に更に顕著

となった．さらに興味深いことに微量の胎児骨格筋

MRHC遺伝子が心筋症ハムスターの心筋に発現して

いた．胎児骨格筋MHC遺伝子が成獣の心筋に発現す

るという報告はなく，心筋症発症との関連性につき，

今後検討を要すると考えられた．

　12．左心室瘤を伴った右冠動脈左室痩の1乳児例

　　　　筑波大学小児科，同　循環器外科＊

　　　　　　宮本　朋幸，堀米　仁志，佐藤　克己

　　　　　　柴田佐和子，田中　淳子，厚美　直孝＊

　　　　　　中村　勝利＊，三原　和平＊，滝田　　齋

　症例は1カ月，女児．主訴は心雑音．妊娠分娩歴に

異常はなく，39週，3，360gで出生した．哺乳力，体重

増加とも良好であったが，1カ月健診時に心雑音を指

摘され，本院に紹介された．入院時，Levine　2／6度の

駆出性雑音と，1／6度の拡張期雑音が聴取され，CTR

58％と軽度の心拡大が認められた．心電図上は左室肥

大が疑われたが，ST－T変化はなかった．心エコーで拡

大した右冠動脈とその左室への流入が確認され，右冠

動脈左室痩と診断された．左室拡張末期容積35ml，心

拍出量3．OL／min，駆出率48％で，　Doppler推定による

右冠動脈流量は1．2L／minと高流量であった．左室流

入部に乱流が認められ，左室後下壁に心室瘤を形成し

ていた．左室後壁は菲薄化していたが，収縮性は保た

れていた．左心系への痩であり，しかも高流量であっ

たためカテーテル閉鎖術は断念し，冠動脈痩切離術を

施行した．術後は左室駆出率65％と改善した．冠動脈

左室瘤の開口部狭窄による乱流が左心室瘤の原因と考

えられたので，術後の瘤の経過を含めて報告する．

　13．心筋生検により心臓横紋筋腫と診断しえた2例

　　　　東京女子医科大学第2病理

　　　　　　下條　　隆，石山　　茂，竹田　和代

　　　　　　西川　俊郎，笠島　　武

　　　　東京女子医科大学心研小児科

　　　　　　相羽　　純，中沢　　誠，門間　和夫

　症例1：8カ月，女児．満期正常分娩にて出産し，
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順調な発育であったが，生後2カ月時に全身痙攣があ

り，皮膚白斑，脳波，CTにより，結節性硬化症と診断

された．8カ月時に心電図上，上室性不整脈を呈し，

心エコー，心室造影上，右心室内腫瘤を認めた．右室

心内膜心筋生検を行った結果，横紋筋腫であることが

確認された．

　症例2：4カ月，女児．満期吸引分娩にて出産．出

生直後より左上肢肥大を指摘．生後1日目に心雑音を

指摘され，近医小児科においてVSD，　RV　tumorと診

断され，精査目的で入院となった．心臓カテーテル検

査の際施行した右室心筋生検より，rhabdomyoma

cellが認められ，横紋筋腫と診断された．

　小児での心筋生検による横紋筋腫の診断に至った症

例は極めて稀であり，ここに報告する．

　14．心臓内横紋筋腫の急激な増大を認めた結節性硬

化症の1剖検例

　　　　埼玉県立小児医療センター循環器科

　　　　　　菱谷　　隆，星野　健司，北澤　玲子

　　　　　　高橋　一浩，小川　　潔

　　　　同　神経科　　　有田　二郎，奈良　隆寛

　症例は3カ月女児．頭部前屈，四肢屈曲発作あり当

院入院．脳波所見よりWest症候群，　MRIにて両側側

脳室の結節構造を認め，結節性硬化症と診断．心エコー

検査にて僧帽弁基部から弁尖に沿って流出路方向に腫

瘤を認め，また右室内にも小腫瘤を2個認めた．

ACTH療法にて発作は消失し経過は良好．入院から2

カ月半経過し，退院予定であったが，肺炎から気胸と

なり急性呼吸不全にて死亡した．心エコー検査にて左

心室内腫瘤の増大を認め，左室内腔のほとんどを占め，

右室内腫瘤の数も増加しており，心室収縮能も低下し

ていた．

　剖検では横紋筋腫が多発性に両心室自由壁，中隔に

生じ心腔内を占領していた．

　15．WPW症候群に合併した心筋障害例のQRST
等積分値図による検出

　　　　東京医科歯科大学小児科

　　　　　　浅野　　優，脇本　博子，土井庄三郎

　　　　　　泉田　直巳，嘉川　忠博，西岡　正人

　心電図でのST－T変化は心筋障害時の鋭敏な指標

とされている．しかしWPW症候群（WPW）では副

伝導路を介する心室興奮伝導異常のために，そのST－

T変化が心筋障害によるものか（1次性）伝導異常に

よるものか（2次性）判別する事が困難である．一方

体表面電位図を用いたQRST等積分値図は興奮伝搬
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過程によらず1次性再分極異常を反映すると言われて

いる．今回WPWに心筋障害を合併しその検出と病勢

の推移の判定にQRST等積分値図が有用であった3

例を経験したので報告する．症例1は7歳時検診で

WPWを指摘され心エコー正常心と判定されたが，13

歳時肥大型心筋症を発症した．7歳時のQRST等積分

値図は正常の単一双極子型であったが，13歳時では多

極性を示した．症例2は一カ月の乳児WPWで上室性

頻拍による心不全で発見されCPK異常高値を認め

た．発作停止後早期のQRST等積分値図は多極性の異

常所見を示したが，6カ月後では心機能ならびに積分

値図は正常化した．症例3は低グロブリン血症に伴う

心筋炎の12歳児で持続的にCPK値の変動を繰り返し

た．12誘導心電図ではデルタ波とST－T変化を認め，

QRST等積分値図は多極性で異常所見を示した．いず

れの症例でもQRST等積分値図は有用であった．

　16．経過中徐々に左室機能低下を来した心室性頻拍

症の1例

　　　　順天堂大学小児科

　　大久保又一，井埜　利博，高橋

　　稀代　雅彦，秋元かつみ，西本

　　藪田敬次郎

同　心臓血管病理研究室

　　　　　　　　河合　祥雄，岡田

健

啓

了三

　症例は14歳の男児．小6の健診にてはじめて心室性

頻拍症（VT）を指摘．　VTは，　CRBBB　patternで持

続性であるが無症状であった．心内膜心筋生検では，

長期間経過したhealing　stageの心筋炎の所見であ

り，Inderalを開始した．トレッドミルでは，　critical

rate　llOで洞調律にもどるVTであった．心筋シンチ

では，前壁から中隔，下壁にかけてのdeffectを認め

た．初期の洞調律時の心電図では，II，　III，　aVFは陽

性であったが，発見後1年8カ月後の心電図では，II，

III，　aVFおよびV6にてST’Tが陰性化し，心エコー

では，洞調律時EF42．6％，　FS＝21．2％と左室心機能の

低下を認めた．現在は，InderalおよびMexiletineの

副作用のためVerapamilを投与しているが，　VTの改

善はなく左室機能低下も進行性である．本症例は，心

筋炎の後遺症としてのVTと考えられるが，心筋炎か

らDCMなどに移行していく途中なのか，不整脈源性

の左室機能低下なのか考える意味で興味深いため報告

する．

　17．心室性期外収縮により拡張型心筋症様病態を示

しArrhythmia－conduction　disturbance　type　of
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cardiomyopathyと考えられる1小児例

　　　　土浦協同病院小児科

　　　　　　渡部　誠一，太田　哲也，清水　純一

　　　　東京医科歯科大学第2内科　　廣江　道昭

　　　　東京女子医科大学第2病理　　西川　俊郎

　症例は9歳時に学校検診で心室性期外収縮を発見さ

れた現在13歳の女子．CTR＝53％，安静時bigenimyで

運動負荷でも消失しない．洞調律時の波形では左胸部

誘導で軽度のST低下がある．PVCは左脚前枝領域起

源で，PVC時に拍動が見られない．経過観察中

bigeminy→couplets→short　runと増悪した．　VT

rate＝162，　max　beats＝7beats．心エコーでは駆出率

は軽度低下し，PVCの増加と共に心係数が低下した．

左室造影では心尖部～前中隔の壁運動異常を認めた．

核医学的検査ではTc・PYPの取り込みはなく，心尖部

～前中隔のMIBGの集積低下を認めた．心内膜心筋生

検では心筋肥大，心筋配列の乱れ，樹枝状分岐を認め，

また間質に血管周囲の線維化と脂肪織浸潤を軽度認め

た．治療はverapamil，　mexiletine，　metoprolol，　pred－

nisoloneを順次用いたが改善は得られなかった．現在

もコントロール不良でaprindineを開始している．本

症例はPVC時に拍動が見られないという特徴から，

心拍数低下は心拍出量減少につながる．核医学的検査

と心内膜心筋生検から心筋障害が確認された．西川ら

の提唱するArrhythmia－conduction　disturbance　type

of　cardiomyopathyの1例と考える．

　18．心筋炎の経過中に加算平均心電図で著しい波形

の変化を示した1例

　　　　横浜市立大学医学部小児科

　　　　　　志賀健太郎，山岡　貢二，瀧聞　浄宏

　　　　　　岩本　眞理，安井　　清，柴田　利満

　症例は4歳の女児．生来健康だったが心筋炎を疑わ

れ第6病日に当科紹介入院．胸部聴診にてgallopリズ

ム聴取，胸部レントゲンでCTR　58％，心電図におけ

る四肢，胸部誘導の低電位，V1～V4誘導のQ波，心筋

酵素の異常高値（Max．　CK　1，259，　CK－MB　132），心

臓超音波検査で全般的な壁の運動性低下（LVFS
O．08）を認めた．

　入院翌日（第7病日）に行った加算平均心電図（以

下，SAECG）にてfQRSdur．99．5msec，　LAS4041．O

msec，　RMS4012．19μVとfQRSdur．，　LAS40の延長

及びRMS40の低下を認め，心室内の広範な伝導障害

が疑われた．その後，第9病日にはVT　15連発の発作

（HR＝280bpm．）を認めている．このとき，　fQRSdur．
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92．5msec，　LAS4041．5msec，　RMS4012．57μVであっ

た．第12病日以降，fQRSdur．88msec，　LAS4022．O

msec，　RMS4038．52μVとほぼ正常化，超音波にても

心機能の著明な改善が認められた．

　SAECGは非侵襲的にfQRSdur．を非常に正確に計

測することが可能であり，心筋炎回復過程に12誘導心

電図と組み合わせて繰り返し行うことで心室内伝導障

害の変化をより詳細に知ることができ，有用であると

思われた．

　19．重症肝炎を合併し，体外除水装置にて救命しえ

た心筋炎の1例

　　　　帝京大学病院小児科学教室

　　　　　　中山　豊明，畑　　　衛，中里　　豊

　　　　　　飯塚　雄俊，中村　　元，萩原　教文

　　　　　　伊達　正恒，青柳　勇人，柳川　幸重

　　　　　　阿部　敏明

　14歳の女子．全身倦怠感，微熱，上腹部違和感およ

び高度の肝障害のため入院した．入院後，重症肝炎と

して輸液・治療を開始したが，心不全及び腎不全とな

り意識状態も悪化したため，体外除水装置を使用し除

水を開始した．バイタルサインの安定と共に，翌日に

は利尿が始まり，意識状態も清明となった．入院7日

目に施行した肝生検では広範囲な肝壊死像と繊維化を

認め，重症肝炎の像であった．患者はこの後順調な経

過をたどり，神経学的後遺症もなく，また繰り返す肝

機能障害もなく，現在まで経過している．しかし，経

時的なUCG上では，心機能の回復は緩徐であった．入

院2カ月後の心筋シンチでは，前壁に限局した欠損像

を認めた．入院4カ月後の心臓カテーテル検査では左
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右の冠動脈は正常であった．入院時の心筋炎による心

不全に対し体外除水が有効であったと考えた．皆様の

施設において同様の症例での治療経験を含め，ご教授

願えればと考え，本症例を提示する．

　20．Human　Immunodeficiency　Virusによる乳児

心筋炎の1例

　　　　東邦大学医学部第1小児科

　　　　　　重富ゆかり，小原　　明，月本　一郎

　　　　　　佐地　　勉，松尾　準雄

　今回私達は，日齢40の心筋炎が疑われたHIV感染

乳児を経験したので報告する．

　症例：在胎週数36週，生下時体重2，420g，自然分娩

で出生した男児．産婦人科医院で低出生体重児のため

日齢22まで入院していた．その間に発熱し頻脈が指摘

された．3日前よりの咳轍，哺乳力低下を主訴に日齢

40で来院し肺炎と診断され入院した．入院時体重は

2，896gであった．発熱（38℃），多呼吸（50回／分），頻

脈（160回／分），網状チアノーゼ，鷲口瘡，頃声，皮膚

色素沈着が認められた．血中炎症反応は軽微であった

が，抗生剤に対する反応は悪く，体重は連日減少した．

入院6日目に先天性感染症を疑い検査をしたところ，

HIV抗体（ヘキスト社，　EIA法）が陽性であった．血

中ウイルス分離でも分離され，HIV母子感染症と診断

した．心電図では洞性頻脈があり，右側胸部誘導では

2．5mVを越す高いR波とT波の陽転化を認め，右室

肥大が疑われた．心エコーでは構造上の異常は認めら

れなかった．HIV感染に伴う心筋炎が疑われた1例を

報告する．
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