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はじめに

　肥大型心筋症の治療には以前より�遮断薬，Caチャネ
ル遮断薬が使用されてきた1，2）が，必ずしも血行動態が
改善しないことが報告されている3）．1982年，Pollickは
ジソピラミドが症状，血行動態の改善に有効なことを
報告した4）．その後，より副作用の少ないNaチャネル遮
断薬であるシベンゾリンが症状，血行動態の改善に有
効との報告がなされた5）．しかしながら，小児における
ジソピラミドおよびシベンゾリンの有効性に関する報
告は限られている6，7）．今回われわれは小学校 1 年時の

症例報告

シベンゾリン内服療法が有効であった小児の肥大型心筋症の 1 例

要　　旨

　症例は13歳男児．小学校 1 年時の心電図検診でST低下を指摘され精査により肥大型心筋症の診断となった．�遮
断薬が開始されたが，症状は認めないものの心臓超音波検査上，次第に拡張機能障害を認め，左室内での血流の加
速も出現した．心臓カテーテル検査を施行したところ左室内10mmHgの圧較差を認め，左室拡張末期圧は21mmHgと
上昇していた．シベンゾリンの内服を開始し300mg/日まで漸増したところ左室内圧較差は消失，左室拡張末期圧も
16mmHgと低下した．血中脳性ナトリウム利尿ペプチド値は経時的に833pg/mlまで上昇していたが，シベンゾリンの
投与により292pg/mlまで低下した．血行動態的には改善したが，本疾患の予後を改善させるか否かは不明であり，今
後多数の症例において，長期的な経過観察による症例検討が期待される．
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学校心電図検診で発見され，�遮断薬を使用するも血行
動態，血中神経体液性因子の悪化をみた肥大型心筋症
に，シベンゾリンが有効であった症例を経験したので
報告する．

症　　例

　1）症例
　13歳，男児．
　2）現病歴
　在胎38週，3,322g，正常経腟分娩．出生時および乳幼
児検診等で異常を指摘されたことはない．1998年，小
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A 13-year-old boy with hypertrophic cardiomyopathy was admitted to our institute for hemodynamic evaluation. An electrocar-
diographic abnormality was noted on a medical checkup for elementary school entrance, and, upon subsequent closer examina-
tion, he was diagnosed as having hypertrophic cardiomyopathy. Although he was treated with a beta-adrenergic blocker after
diagnosis, diastolic dysfunction and blood flow acceleration in his left ventricle gradually emerged. After admission, cardiac
catheterization demonstrated a 10 mmHg pressure difference in left ventricle and an increase in left ventricular end-diastolic
pressure to 21 mmHg. We therefore initiated treatment with oral cibenzoline and increased the dose to 300 mg/day. Six months
after starting the administration of cibenzoline, a reduction in left ventricular end-diastolic pressure to 16 mmHg and disappear-
ance of the pressure difference in the left ventricle were obtained. In addition, the serum brain natriuretic peptide concentration
decreased from 833 pg/ml to 292 pg/ml. In this case, cibenzoline improved his hemodynamics. However, it is not known whether
cibenzoline can improve the prognosis of patients with hypertrophic cardiomyopathy. More cases and longer-term follow-up are
needed to resolve these issues.
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分．I 音，II音を聴取し，過剰心音は認めない．第 3 肋
間胸骨左縁にLevine 2/VIの収縮期駆出性雑音を聴取し
た．肺音清明．肝脾腫を認めず．
　入院時胸部X線写真および入院時心電図（Fig. 1）を示
す．

経　　過

　心臓超音波検査上左室内に2.4m/secの血流の加速を認
め，左室流入血流波形E/Aは1.2，また，当科初診時は認
めなかった肺静脈血流波形においてA（-pv）波を43cm/sec
認めた（Fig. 2）．心臓カテーテル検査では左室拡張末期
圧は21mmHgと高値で左室内に10mmHgの圧較差を認め
た（Table 1，Fig. 3）．血中BNPも627pg/mlと上昇してい
た（Fig. 4）．そこで本人および保護者にシベンゾリン投

学校 1 年（ 6 歳）時の学校心電図検診にてST低下を指摘
され，精査の結果，肥大型心筋症の診断となった．翌
年よりメトプロロールの投与を開始された．2000年 4
月，転居のため当科紹介となった．メトプロロールを
1mg/kg/dayにて継続したが，心臓超音波検査上徐々に左
室拡張末期径は減少し，左室拡張末期壁厚は増加し
た．2001年より脳性ナトリウム利尿ペプチド（BNP）の上
昇傾向がみられるようになり，2002年になると左室内
に圧較差を認めるようになった．2004年 5 月に精査目
的で入院となった．
　3）家族歴
　特記すべき事項なし．
　4）入院時現症
　身長158cm，体重41kg．血圧95/59mmHg，心拍数60/

Fig. 1 Chest X-ray (left) and elec-
trocardiogram (right).
Cardiothoracic ratio is 43％.
There is mild pulmonary
congestion.
ST-T depression on I, II,
aVF, V4, V5, V6, and V7.
ST-T elevation on aVR,
V1, V3R, and V4R.

Fig. 2 Echocardiography.
Diastolic and systolic phase of short-
axis view, showing thick left ventricu-
lar wall.
LV (left ventricular inflow pattern) and
PV (mean pulmonary venous flow
pattern) were used as indicators of di-
astolic function.
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与に関し十分説明し同意を得た後，2004年 9 月よりシ
ベンゾリンの投与を開始した．1.1mg/kg/dayより開始し
6.7mg/kg/day（300mg 分 3/日）まで漸増した．シベンゾリ
ン投与開始から 6 カ月後の2005年 3 月に，2 回目の精
査入院を行った．シベンゾリン血中濃度（ピーク値）は
241ng/mlであった．心臓超音波検査上左室内血流の加速
は消失していた．左室流入血流波形E/Aは2.1となり，肺
静脈血流波形A波も43cm/secから17cm/secと減高してい
た．心臓カテーテル検査結果でも左室内圧較差は認め
ず，左室拡張末期圧は16mmHgと減少していた．血中
BNPも292pg/mlと減少していた．

考　　案

　1982年，Pollickはジソピラミドが肥大型閉塞性心筋症
において左室内圧較差の軽減に有効との報告を行っ
た．しかしジソピラミドは抗コリン作用が強く，口
渇，排尿障害等の副作用が問題であった．その後Na
チャネル遮断薬であり，抗コリン作用の弱いシベンゾ
リンの有効性が報告されてきた8）．成人においてシベン
ゾリンはその陰性変力作用により左室内圧較差を軽減
させる．さらにそれだけでなく，拡張機能障害をも改
善すると報告されている．この拡張機能への効果は左
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2004. 5 2005. 3

Table 1　Cardiac catheterization data (before and after cibenzoline)

Fig. 3 Result of cardiac cath-
eterization.
Angiogram showing a
thick left ventricular wall.
Left ventricular shape re-
sembles a banana.

systolediastole

C.I.: cardiac index, �PinLV; pressure difference in the left ventricle, HR: heart rate, LVEDVI: left ven-
tricular end diastolic volume index (normal value is calculated from normal regression equation created
by Nakazawa et al21) ), LVEDP: left ventricular end diastolic pressure, LVEF: left ventricular ejection
fraction, LVSP: left ventricular systolic pressure
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Fig. 4 Time-course in hospital.
Mesh pattern indicates the dose of cibenzoline. We
increased the dose of cibenzoline from 50 mg/day to
300 mg/day.
Two arrows indicate first admission (2004. 5) and sec-
ond admission (2005. 3).
ANP: atrial natriuretic peptide, BNP: brain natriuretic peptide

室内圧較差のない症例でも得られることから，左室内
圧較差の軽減による 2 次的なものというよりシベンゾ
リンの直接的な効果と考えられている9）．本薬剤の作用
機序として濱田は，Naチャネル遮断により低下した細
胞内Naを補充すべく，Na–Ca交換が促進し，細胞内カ
ルシウム濃度が低下するのではと推察している10）．最近
の研究で肥大型心筋症患者では心筋細胞内カルシウム
濃度が高く，このことが心肥大の成因に重要な役割を
果たしていると考えられており11–13），シベンゾリンは心
肥大そのものの改善も期待させる．カルシウムチャネ
ル遮断薬も同様の効果が期待できるが，本症例のよう
な若年発症の場合，心不全，房室ブロック，心房細動
等の出現増加が報告されており，使用には注意が必要
と考えられる14）．
　本症例では徐々に血中BNP値が上昇した．肥大型心筋症
では血中BNP値が著明に上昇することが知られるが，その
メカニズムは意見の一致をみていない15，16）．しかし左室肥
大症例において血中BNP値が高値であることは，拡張障
害，もしくはそのリスクが高い症例と考えられる17）．ま
た，肥大型心筋症の拡張障害の要因は心筋線維の錯綜配
列や心筋細胞の肥大，間質の線維化によるコンプライア
ンスの低下とされるが18），それらの組織所見の変化が血
中BNP高値に関連するとの報告もある19）．本症例でのシ
ベンゾリン投与後の圧較差の消失，拡張障害の改善，
血中BNPの低下は心筋の組織学的な改善を示している可
能性が考えられた．
　シベンゾリンは小児例での使用経験の報告が限られ
るため検討すべき課題は多い．投与量，投与方法は小
児において確立されたものはなく，本症例も成人例を
参考にしている．成人例においては150mg/日では圧較
差，拡張機能改善の不十分な症例も，300mg/日では十
分な効果があること8），また200mgの単回投与で約
500ng/mlの血中濃度（ピーク値）が得られ，ほぼ全症例で
効果があることが報告され20），抗不整脈薬として用いら
れるより高濃度で効果が発現している．また成人例で
は長期投与により，継続的な改善が期待できることが
報告されている．しかし小児例でも同様の効果が期待
できるかは不明であり，今回のシベンゾリンの内服療
法も短期的には有効であったが，長期に内服を続けて
も改善効果が持続するかは不明である．さらなる経過
観察の継続が必要といえる．さらにこれは肥大型心筋
症の薬物治療すべてにいえることだが，シベンゾリン
も突然死を予防し得るか，生命予後を改善し得るかは
不明である．
　以上，小児の肥大型心筋症に対するシベンゾリンの
内服療法に関して報告した．有効な慢性効果を得た

が，今後も長期的な経過観察が必要であり，多数例の
検討が必要である．
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