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Background: To improve the diagnostic accuracy and treatment of myocarditis, the Pediatric Section of the Study Group of Guidelines for Myocarditis of the Japanese Circulation Society, began a nationwide surveillance of myocarditis in the neonatal period.
Method: We have sent out questionnaires regarding patients’ clinical profiles, laboratory data, and outcome, with special support
from the Society of Premature and Newborn Medicine. The data collected and literature reviews published since January 1990
were reviewed and analyzed.
Results: From January 1998 to June 2002, 12 cases were experienced and 6 were reported. Patients’ profiles included mean
gestational age: 34.4  5.0 weeks (range, 26 weeks 3 days to 39 weeks 4 days); mean body weight at birth: 2,274  925g (range,
850g to 3,258g); incidence of high fever in mother: 2/6 cases (33%); incidence of high fever in patient: 2/6 cases (33%); signs of
heart failure: 5/6 cases (84%); associated meningitis: 2/6 cases (33%); detection of virus: 4/6 cases (67%), including Coxsackie
B3 (2 cases), B2 (1 case), and A9 (1 case).
Conclusion: In conclusion, from our analysis of surveillance and review of the literature, we found that acute myocarditis of
premature infants and neonates tended to be associated with maternal infection and cardiovascular symptoms in the fetus in the
perinatal period. Patients with myocarditis who were associated with meningitis and disseminated intravascular coagulation
(DIC), and patients infected with group B Coxsackie virus tended to be more serious. However, treatment considerations including intravenous gamma globulin, steroids, and mechanical circulatory support remain to be discussed.
要
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背 景：急性心筋炎の診断精度や治療成績の向上を目指して，日本循環器学会
「急性および慢性心筋炎の診断と治療
のガイドライン研究班」が発足した．その小児領域の指針を作成するため，今回は新生児，未熟児心筋炎を検討し
た．
方 法：アンケート調査を行い，同時に報告例の文献的検討を行った．症例の調査対象は1998年 1 月〜2002年 6 月
で，一次調査で12例が経験されていることが判明し，二次調査では 6 例で詳細な回答が得られた．
結

果：在胎週数26週 3 日〜39週 4 日，平均34.4  5.0週，出生時体重850g〜3,258g，平均2,274  925g，母親の発

熱 2/6 例
（33％），患児の発熱 2/6 例
（33％），心不全徴候 5/6 例
（84％），髄膜炎合併 2/6 例
（33％），原因ウイルスの検
出頻度は 4/6 例（67％），種類はCoxsackie B3（2 例），B2（1 例），A9（1 例）であった．
結 論：文献的考察を加えた結果，新生児期の心筋炎の特徴は，出生前の母体の感染徴候や胎児の循環徴候に観察
され，髄膜炎，DICの合併は重症化しやすく，Coxsackie Bウイルス感染例は予後不良であった．
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はじめに
急性心筋炎の診断精度や治療成績の向上のため，日

かの心血管系異常が認められていた症例が 3 例（50％）
あった．内訳は頻脈性不整脈 2 例と心嚢液貯留 1 例で
あった．

本循環器学会では平成14年度に
「急性および慢性心筋炎

周生期の母体の発熱は 2 例に認められ，出生 3 日前

の診断と治療のガイドライン研究班」
（班長：和泉徹，

と出生当日の各 1 例であった．臨床症状の出現日は，

北里大学）
が発足し，小児領域のガイドラインも検討さ

日齢 0 日が 4 例，4 日と51日が各 1 例であった．

れることになった．小児のなかでも新生児期の心筋炎

初発症状は，発熱，呼吸困難ないしチアノーゼ，頻

には成人や小児期と異なる特徴があり，予後も不良で

脈が各 2 例であった（複数回答あり）．急性期の心肺症

あるとされている1, 2）．しかし，最近の診断法や治療法

状は，心不全，心拡大各 5 例（83.3％），頻脈 3 例，呼

についての報告は少なく，今回，ご協力をいただいた

吸困難と徐脈各 2 例，不整脈 1 例であった．

全国調査成績に加えて，最近発表された文献からの考

原因ウイルスは 6 例中 4 例（66.7％）で特定され，内

察を行い，ガイドライン作成に必要な臨床的検討を

訳はCoxsackie B3 が 2 例，Coxsackie B2，A9またはentero

行ったので報告する．

71が各 1 例であった．

対象と方法
1．全国調査

合併症は播種性血管内凝固症候群（DIC）4 例（66.7％）
と高頻度で，髄膜炎 2 例，肝障害 1 例であった．
転帰は，生存 3 例（50％）で，うち 2 例は後遺症は認

調査対象として，全国のNICUおよび新生児病棟258

めず，1 例は 1 歳 6 カ月の時点で心機能低下と記載さ

施設に一次アンケート調査票を送付した．調査対象期

れていた．死亡は 3 例で全例心臓死であり，死亡日齢

間は1998年 1 月〜2002年 6 月30日の 4 年 6 カ月間で，

は 2 日，3 日，58日であった．死亡例の出生時体重と原

調査票送付は2002年 8 月20日に行い，同年11月までに

因ウイルスは850g（Coxsackie B2），1,504g（Coxsackie

返送された症例を集計した．調査項目は，性別，在胎

B3），2,806g（Coxsackie A9 またはentero 71）であった．

週数，出生時体重，胎児期（出生前）の異常，基礎疾

髄膜炎は 2 例に，DICは 3 例に合併していた．治療に関

患，全身性疾患の有無，母体の感染徴候，同居人の感

して，免疫グロブリン，副腎皮質ステロイド，ECMOに

染徴候，初発症状，初発症状の出現時期，急性期の症

ついて，使用したと報告された例はなく，カテコラミ

状，心エコー所見，血液検査の逸脱酵素上昇，原因ウ

ンは全例に使用されていた．

イルス，原因ウイルスの診断方法，陽性と判明した診

考

断材料，合併症，治療内容，心筋炎の施設内集団発生

察

今回の全国調査に加え文献的考察から新生児心筋炎

の有無，予後 / 転帰である．

の特徴を考察した（Fig. 1）．
2．文献的調査
1990年以後，国内で報告された新生児期の心筋炎の
報告例を医学中央雑誌にて検索し，同様の項目につい

文献的調査3–25）
医学中央雑誌のon line検索において，1990年 1 月〜
2000年12月の11年間に，key wordを新生児心筋炎として

て検討した．
結

果

全国調査
一次調査に対して146施設（56.6％）から回答が得ら
れ，11施設
（7.5％）
で12例が経験されていた．内訳は，

検索すると，23施設から39例が報告されていた．
在胎週数は24週〜41週
（平均35.9週，中央値37.0週）
，
出生時体重は6 6 3 g 〜3 , 3 6 8 g（平均2 , 5 3 6 . 9 g ，中央値
2,944g）
であった．臨床症状の出現日齢は 1〜122日
（平均
日齢16.4，中央値日齢 5）であった．

早期産児 3 例，成熟児 9 例で，臨床型が劇症型 8 例，

発症の主症状は発熱 18例（46.2％），心不全症状11例

急性型 3 例，慢性型 1 例であった．このうち，施設内

（28.2％）
，髄膜炎15例
（38.5％）
，DIC 1 例
（2.6％）
であっ

の集団発生が 1 施設あった．
二次調査は上記の報告症例に対して行われ，2003年 2
月28日までに 6 例の回答が得られた．

た．
心症状の出現時期は，発症から心症状の出現まで 0 日
から21日（平均 3 日，中央値 0 日）で，心筋炎の臨床診

性別は男児 3 例，女児 3 例，在胎週数は26週 6 日か

断は日齢 0 から日齢122（平均日齢18，中央値日齢 9）で

ら39週 4 日（平均34.45.0週），出生時体重は850gから

あった．心不全症状は23例に認められ（59％），内訳は

3,258g（平均2,274.0925.3g）
であった．出生前から何ら

心原性ショック 5 例，急性心不全12例，心嚢液貯留 5

平成16年 1 月 1 日
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例，不整脈 1 例であった．不整脈は全
体の 8 例（20.5％）に認められた．
原因ウイルスは，23例（59％）で同定
されていた．内訳はCoxsackie B2：9 例
（39.1％，以下，同定：4 例 / 抗体値上
昇：3 例）
，B3：6 例（26.1％，4 例 / 1

No. of cases
Gestational age
Body weight
Mean  SD

Surveillance

Literature review

6

39

26 wks 3d–39 wks 4d
34.4  5.0 wks

24 wks–41 wks
35.9  4.3 wks

850g–3,258g

663g–3,368g

2,274  925g

2,537  981g

2/6 cases (33%)

9/39 cases (23%)

例）
，B4：2 例
（8.7％，0 例 / 2 例）
，B5：

Fever (mother)

1例
（0 例 / 1 例）
，echo 6：4 例
（17.4％，

Fever (patient)

2/6 cases (33%)

18/39 cases (46%)

0 例 / 4 例），entero：1 例（0 例 / 1 例）で

Heart failure

5/6 cases (84%)

23/39 cases (59%)

あった．

Meningitis

2/6 cases (33%)

15/31 cases (48%)

Virus detection

4/6 cases (67%)

23/39 cases (59%)

Type (number)

Coxsackie B3 (2), B2 (1),
A9 or entero 71 (1)

Coxsackie B2 (9), B3 (6),
B4 (2), B5 (1), echo 6 (4),
entero (1)

転帰に関しては死亡の記載がある症例
が 2 例で，心原性ショックで発症した症
例 1 例と，不整脈，発熱で発症した症例
1 例であった．ほかは記載がなく死亡と

Prognosis

生存の詳細は不明であった．母児間感染

alive

3 cases (B3: 1, unknown: 2)

not reported: 37 cases

は 9 例で，Coxsackie B2：3 例，B3：4

dead

3 cases (B2, B3, A9 or entero71)

2 cases (B2, C3)

例，B6：2 例であった．施設内感染は 5
例で，echo：4 例，Coxsackie B5：1 例で

Fig. 1 Characteristic findings of acute myocarditis in the neonatal period─Comparison of data from surveillance and literature review─

あった．著しい心筋肥厚が 2 例に記載さ
れており，左室，右室各 1 例であった．
治療では，記載のあるものでは免疫グロブリン，副

療，看護にあたっては，隔離，ガウンテクニックなど

腎皮質ステロイド，ECMOの使用例はなく，全例が内科

の拡散予防措置をとる必要がある．

的，保存的に治療されていた．

今回の症例では，エンテロウイルスに特徴的な二峰
性経過を示す報告はなかったが，われわれの経験した

今回の調査と文献的調査を総合して考察すると，心

新生児の施設内症例では 7 例中 3 例が二峰性経過を示

筋炎の罹患児は出生前から母体の感染徴候があり，日

し，その潜伏期は 2〜22日の間隔であった．7 例の出生

齢 0 から症状が発現することが多い．多くは早期から

時体重は760gから3,038gで，罹患時体重は1,898gから

心肺不全の徴候が認められ，合併症としては，肝炎，

3,466g，約43日間に 7 例が次々と罹患した．髄膜炎が 7

髄膜炎，DICが多い．また原因ウイルスではCoxsackie

例中 6 例に，心筋炎は 2 例に合併していた．出生後発

B2 とB3 が多く検出されていた．文献上はCoxsackie

症時期は 7〜128日と広範囲であった2）．

2）

A3，9，14，echo 6，11，19も報告されている ．

死亡率は約半数近くと高く，心原性ショック，髄膜

初発症状は発熱も48％と低く感染症の徴候は必ずし

炎 / 脳炎，DICを合併する症例は極めて予後不良と考え

も明らかでない．それに比し，心不全徴候や髄膜炎，

られる．また施設内集団発生が一部で認められるた

DICが初発となることが多くあった．報告によれば，哺

め，施設内感染対策が重要と思われる．その他の危険

乳困難84％，元気がない81％，心症状81％，呼吸困難

因子として，未熟児，低出生体重児，肝炎，髄膜炎な

75％，チアノーゼ72％，発熱70％，咽頭炎64％，肝脾

どの合併症を持つ場合が挙げられる．また治療法に関

腫53％，二峰性経過35％，中枢神経症状27％などであ

しては補助循環を用いた心保護療法が有用との意見が

り，心肺症状が初発症状となることが特徴である1）．

みられるが，可能な施設が少ないこと，装備，適応が

新生児期心筋炎では，出生前10日から出生までの感

不明瞭であることなどの問題があり，副腎皮質ステロ

染症が重要であるが，無症状でかつ非エンテロウイル

イド，免疫グロブリンの効果とともに今後の検討課題

スの潜在性感染症もあるとされている．出生前の母体

と考えられる27）．

への感染では経胎盤感染により出生後数日で発症す
る．また産褥期の心筋炎における家族内感染源は母親
65％，兄弟58％，父14％との報告があり母体の感染症
26, 27）

結

語

未熟児，新生児に発症する心筋炎は，分娩前数日の

．また同一施設内での発

母体感染症候や出生前に心不全徴候があり，発熱の頻

症についても水平感染と考えられ，環境を整備し，診

度は半数以下で，心肺症状を呈する症例が多い．また

には十分注意すべきである
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髄膜炎または脳炎などの中枢神経感染症，DICを合併す
る症例の予後は極めて不良である．発症した後の致命
率は高く，それらの症例の原因ウイルスはCoxsackie B
groupが多い．さらなる治療法の検討が必要である．
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