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症例報告

拡張型心筋症が顕在化した
accelerated idioventricular rhythm の 1 例
保科

優，白石裕比湖，佐間田一則，佐藤 有子
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Accelerated Idioventricular Rhythm Progressing to Dilated Cardiomyopathy:
A Case Report
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Naomi Nakashima, and Mariko Y. Momoi
Department of Pediatrics, Jichi Medical School, Tochigi, Japan

We report the case of a boy who was diagnosed with accelerated idioventricular rhythm (AIVR) at 9 years of age. At the time of
diagnosis, non-invasive examinations failed to detect any myocardial abnormalities, including cardiomyopathy. Approximately 4
years later, however, congestive heart failure became apparent, progressing rapidly from NYHA grade II to IV within approximately 10 months. Surgical treatment consisting of left ventricular plasty (Batista’s procedure) was performed when the patient
was 14 years old, since medical treatment was considered to be of limited value. The patient was diagnosed with dilated cardiomyopathy (DCM) by histo-pathological examination. Although the operation was successful, his hemodynamics deteriorated
rapidly following the appearance of VT on the second day after the operation, and he died on that day.
To our knowledge, this is the first report of a case in which AIVR preceded DCM. In this patient, AIVR may have occurred as
an early symptom prior to overt DCM. AIVR without cardiac abnormality has been considered a benign type of arrhythmia with
an excellent prognosis. However, the present case suggests that AIVR may be an early clinical manifestation in the latent period
of DCM, and, therefore, careful follow-up of patients with AIVR is needed.
要

旨

症例は13歳男子．9 歳時にaccelerated idioventricular rhythm（AIVR）
が発見されたが，非侵襲的検査にて心筋症など
の基礎心疾患の存在を認めず，無投薬，運動制限なしで経過観察されていた．約 4 年後の13歳時に心不全が顕在化
し，臨床症状および検査にて拡張型心筋症
（DCM）
と診断された．約10カ月の経過で心不全がNYHA分類II度からIV度
まで進行した．内科的治療が限界と判断され，14歳 1 カ月時に左室形成術（Batista手術）が施行された．しかし，手
術後心室頻拍の出現により急速に血行動態の悪化を認め死亡した．切除された左室心筋の病理診断では，DCMに合
致する所見であった．
まとめ：本症例では，DCM顕在化前の前駆症状としてAIVRが発現していた可能性がある．このようにAIVRから
DCMに顕在化した小児の症例は過去に報告例がなく，非常に特異的な点と考えられた．
基礎心疾患のない小児のAIVRは従来予後良好とされていたが，本症例のように予後不良の心筋病変が顕在化する
可能性があり，基礎疾患の存在に関して長期にわたる注意深い経過観察が必要である．

緒

好で，治療は不要とされている2, 3）．一方，AIVRが拡

言

張型心筋症
（以下DCM）
の前駆症状であった小児例の報

Accelerated idioventricular rhythm（以下AIVR）
は，
「連

告は検索しえた限りない．今回われわれは，AIVRの経

発する心室性不整脈で心室頻拍より心拍レートの遅い

過観察中DCMに進展した症例を経験したので報告す

もの」
と定義され1），基礎心疾患のない症例では予後良

る．
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Fig. 1
A Chest X-ray at the age of 9 years（diagnosed as AIVR）showing a cardiothoracic ratio of 48%
and no cardiac dilatation.
B Chest X-ray on admission
（diagnosed as AIVR）
showing a cardiothoracic ratio of 64% and marked
cardiac dilatation and bilateral pulmonary congestion.

症

例

A

B

でラ音を認めなかった．著明な心尖拍動を認めた．心
臓の聴診上，I音およびII音減弱を認めたが，III音およ

14歳男子．家族歴に心疾患なし．突然死なし．

びIV音聴取せず，心雑音はなかった．腹部では肝臓を

9 歳時の学校心臓検診で心電図上心室性不整脈を指摘

右季肋下で 4cm触知した．脾腫は触知せず，四肢の浮腫

され，9 歳11カ月時に当科外来を初診した．外来での心

も認めなかった．

電図では，房室解離および融合収縮を伴う幅広いQRS波

入院時検査所見を表に示す
（Table）
．血算，血清生化

形の持続性心室性頻拍を認めたが，頻拍レートは100/分

学検査，心筋逸脱酵素および動脈血液ガス分析に異常

程度だった．また心室性頻拍が消失するときは正常洞

を認めなかった．

調律で，明らかなST〜T波の異常は認めなかった．また
Holter心電図では幅広いQRS波形の心室性不整脈が，全

入院時胸部単純X線写真では，心胸比64％と著明な心
拡大および両側肺野の肺うっ血像を認めた
（Fig. 1）
．

QRS数の約65％を占めた．その大部分が 3 連発以上の持

心電図では正常洞調律の後，融合収縮が出現し，そ

続性不整脈で，最速頻拍レートは125/分だった．以上の

れに引き続いて，QRS幅が広く，心拍数が遅い（100

所見より，患児はAIVRと診断された．運動時の動悸，

beats/分）心室性頻拍が出現していた
（Fig. 2）．正常洞調

息切れや失神等の自覚症状なく，同時に施行された胸

律の部位では明らかなS T 〜T 変化を認めなかった．

部単純X線写真では心拡大を認めず（心胸比48％）
（Fig.

Holter心電図でも幅広いQRS波形の持続性心室性不整脈

1），心エコー図検査でも心室壁肥厚等の異常を指摘さ

が，全QRS数の約67％を占めていた．

れなかった．以後，心臓管理区分
「3E可」で当科外来に
て経過観察された．
13歳 9 カ月時に軽い上気道感染症状の後，悪心・嘔
吐および上腹部不快感が出現し，診察上著しい心尖拍

心エコー図検査では，左房
（LA）
と左室
（LV）
が著明に
拡大し，左室拡張末期径は73mm
（151％ of normal）
だっ
た．また左室後壁は計測上 6mmと菲薄化を認め，左室
駆出率は 5％と著明に低下していた
（Fig. 3）
．

動および胸部単純X線写真での心拡大を認めたため，当
科へ入院した．

2．入院後経過

1．入院時現症

判断した．DCMと心筋炎の両方を疑い，利尿剤，血管

入院当初は自覚症状に乏しく，心不全はNYHA II度と
身長168cm，体重56.5kg，体温36.1°C，呼吸24/分，脈
拍120/分，血圧
（右上肢）
102/82mmHg．

拡張剤，カテコラミン，抗凝固療法で治療を開始し
た．また心不全増悪前に上気道炎症状があり，ウイル

頸静脈怒張を認めたが，チアノーゼ，咽頭発赤，甲

ス性心筋炎の可能性があったため，웂グロブリン大量静

状腺腫大を認めなかった．聴診上，肺胞呼吸音は正常

注療法4, 5）も併用し治療したが，胸部単純X線写真上の心
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Table

Hematological profile on admission

Hematological analysis
RBC 489×104（/애l）
Hb
15（g/dl）
Hct
45.1（%）
WBC
8500（/애l）
Neu
54（%）
Ba
1（%）
Mo
1（%）
Ly
44（%）
Plt. 29.9×104（/애l）

Serum antiviral antibody
K
Cl
Ca
BUN
Cre

4.5（mmol/l）
99（mmol/l）
8.8（mg/dl）
15（mg/dl）
0.77（mg/dl）

CRP
ESR

< 0.2（mg/dl）
4（mm/ h）

Arterial blood gas analysis
TP
Alb
AST
ALT
LDH
CPK
Na

6.1（g/dl）
3.1（g/dl）
21（mU/ml）
21（mU/ml）
540（mU/ml）
102（mU/ml）
138（mmol/l）

pH
PCO2
PO2
HCO3−
B.E.
O2sat.

（FiO2 = 0.21）
7.452
29.7（mmHg）
95（mmHg）
20.7（mmol/l）
−1.2（mmol/l）
97.6（%）

On admission

2 weeks after admission

Adeno virus 1

< 4×

< 4×

Adeno virus 8
Coxsakie virus B1

< 8×
< 4×

< 8×
< 4×

Coxsakie virus B2

< 4×

< 4×

Coxsakie virus B3
Coxsakie virus B4

< 4×
< 4×

< 4×
< 4×

Coxsakie virus B5
Coxsakie virus A9

< 4×
< 4×

< 4×
< 4×

Echo virus 3

128×

128×

Echo virus 6
Echo virus 7
Echo virus 9
Echo virus 11

4×
8×
128×
16×

4×
8×
128×
16×

拡大および心エコー図検査での左室駆出率低下所見の

① QRS幅の拡大，② 持続する心室性不整脈と正常洞調

改善は得られなかった．

律の混在，③ 頻拍レートが遅い
（直前の正常洞調律の±

心筋炎の原因となりうる各種ウイルス抗体価の有意
な上昇なく
（Table）
，急性期の心筋逸脱酵素の上昇見ら

10％以内）
，④ 融合収縮
（fusion beat）
の存在，⑤ 房室解
離の存在，に合致していた1）．

れず，웂グロブリン療法も効果を認めず，臨床的にDCM

従来，AIVRは基礎心疾患を伴わなければ予後良好と

と診断した．その後約1 0 カ月の経過で心不全は進行

されており，MacLellan-Tobertらは，小児期のAIVRにつ

し，NYHA IV度まで悪化し，内科的治療は限界と判断

いては，基礎疾患の合併がなければ管理不要と報告し

された．外科治療の可能性につき十分説明を受けたう

ている2, 3）．しかしその一方で，米坂らは，無症状の小

えで，両親および本人が左室形成術
（Batista手術）
を希望

児AIVR症例に心筋生検を施行し，軽度な心筋病理組織

され，転院となった．

学的異常を認めた例を報告し，基礎疾患がないと思わ

転院後，心不全症状の増悪，AIVRとなり各種内科的
治療に反応なく，血圧低下，心停止となり心臓マッ
サージにて蘇生し，大動脈内バルーンパンピング
（IABP）
施行下に緊急手術が施行された．

れる無症候性AIVRの小児例の中に何らかの心筋疾患が
隠れている可能性について考察している6）．
一方DCMに心室性期外収縮や心室頻拍などの心室性
不整脈が合併することはよく知られているが7–9），DCM

左室縮小形成術，僧帽弁置換術
（生体弁）
，三尖弁輪縫

とAIVRの合併例の報告は少ない．検索しえた限りで

縮術を施行し，肺動脈圧54mmHgから25mmHgへ改善，

は，Grimmらが成人DCM症例202例をHolter心電図で観

IABP 1：1，心電図上洞調律，収縮期血圧80mmHgを確

察し，16例（8％）
にAIVRが合併したとする報告のみで

認しICUに収容した．その後，カテコールアミン減量，

あった10）．

IABP 1：2，収縮期血圧90mmHg，心拍出係数（C.I.）2.7
2

本症例では，AIVRが発見された時点で，非侵襲的検

l/m に改善したが，ICU収容22時間後に心室頻拍を起こ

査
（胸部単純X線写真，心電図，Holter心電図，心エコー

し，死亡した．

図検査）により心筋症などの基礎心疾患が検索された

術中切除された左室心筋の病理所見では，心筋細胞の

が，異常所見が見つからなかった．したがって
「基礎心

肥大化・空胞変性・核の変性および心筋線維の粗・配列

疾患のないAIVR」
に準じて，無治療・運動制限なしで経

の乱れ，心内膜肥厚が観察されたが，リンパ球様炎症細

過観察されていた．その後約 4 年の経過でDCMに進展

胞浸潤は少なく，DCMに合致する所見であった
（Fig. 4）
．

し，約1 0 カ月の経過で心不全が増悪した．本症例で

考

察

本患児の不整脈は，SclarovskyらのAIVRの診断基準，
42

は，DCMが顕在化する前の症状としてAIVRが発現して
いた可能性がある．小児においてAIVRが前駆症状で
あったDCMの症例は過去に報告がなく，本症例での非
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ECG obtained at the age of 9
years（diagnosed as AIVR）
showing atrioventricular dissociation
and ventricular tachycardia at the
beginning of fusion contraction.
Ventricular rate was about 100
beats per minute. After the disappearance of ventricular tachycardia, normal sinus rhythm with
no significant ST-T abnormality
was indicated.
B ECG obtained on admission
（diagnosed as AIVR）showing
fusion beat（arrow in figure）after
normal sinus rhythm and subsequent ventricular tachycardia with
wide QRS complex and slower
ventricular rate（about 100 beats
per minute）.

常に特異的な点と考えられた．

まらない可能性，および心筋障害がprimaryに存在する

近年，頻脈性不整脈が原因となるDCM，いわゆるta-

可能性があり，否定的と考えている．しかし本症例で

chycardia induced cardiomyopathyの概念が明らかになり，

は電気生理学的検討を施行していないため，電気生理

小児の症例や治療成功例も報告されるようになってき

学的検討を行い頻脈性不整脈の存在の有無を診断した

た

11–13）

．この疾患概念は，「incessant atrial tachycardia」

「sustained ventricular tachycardia」
「ventricular tachycardia」

うえで，カテーテル・アブレーションの可能性を検討
することも治療法の選択肢の一つと考えられた．

などの頻脈性不整脈が存在し，その発作が長期間持続

基礎心疾患のない小児のAIVRは従来予後良好とされ

することにより心機能が低下し，その不整脈の治療に

ていた．しかし本症例の存在は，非侵襲的検査では基

より洞調律へ復帰すると心機能が改善するものをい

礎疾患を想定しえない症例でも，数年を経て予後不良

う．本症例における
「tachycardia induced cardiomyopathy」

の心筋病変が顕在化する可能性があることを示唆して

に関しては，AIVRの心拍数が正常洞調律の앐10％以内

いる．小児のAIVRは，発症時に基礎疾患が否定的でも

でほとんど変動がないことから，
「頻脈の存在がある」
と

長期にわたる注意深い経過観察が必要である．

14）

いうtachycardia induced cardiomyopathyの定義 に当ては
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Fig. 3
A
B

Fig. 4

Echocardiography on admission.
Long-axis view showing marked dilatation of the left atrium（LA）and left ventricle（LV）, and
marked thinning of the left ventricular wall.
LA: left atrium; LV: left ventricular; AO: aorta
M-mode echocardiogram showing marked dilatation of the left ventricular end-diastolic dimension（73 mm; 151% of normal）and reduced left ventricular ejection fraction of 5%.

Left ventricular myocardium removed by Batista’s procedure（H-E stain, ×300）
Myocyte atrophy and adjacent compensatory hypertrophy, vacuolar degeneration and nuclear degeneration
of myocytes, myofiber disarray and roughness, and endocardial thickening are shown. Focal mononuclear inflammation was rare.
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