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劇症型心筋炎に対 して経皮的心肺補助を施行 した一例
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劇症塑心筋炎,心原性ショック,多臓器不全,経度的心肺補助

は じ め に

急性心筋炎はいまだ有効な治療方法が確立されていな

い疾患で,安静と対症療法で自然に心筋破壊がおさまり

心機能が回復するのを待つというのが現状である,心筋

炎の中でも劇症型心筋炎は症状が激烈で急激に進行する

ため,死亡率が高い疾患である.近年,重篤な心不全や

重度のポンプ失調に対 してさまざまな補助循環が考案さ

れてお り,なかで も経皮的心肺補助 percutaneous

caTdiopulmomarysuppoTも津CPS)はその装着が

簡便で,国内でも多数の使用例が報告されてお り,塵症

心不全に対 して良好な治療成績を示 している.今回私た

ちほ,劇症型心筋炎に射 して PCPSを使用 した症例 を

経験 したので報告する.

症例

患 者 :23歳,女性

既往歴 :特記事項なし

家族歴 :特記事項なし

現病歴 :1996年10月3日,3Boc 台の熟発あり市販薬

にて様子をみていたが改善せず,頭痛,めまい,下痢が

出現.唯吐頻回のため当院内科受診.髄膜炎の疑いで10

表1 入院時検査所見

WBC 47制 p召 CK 2418 IU/1

祝BC 430×10確 p/i CK一MB 且12 IU/i

開gb 12.9g/離 Na i35mEq/i

I1し､1 37-.6 0い

111/r lLl.Lrl＼二10･l ,IL/i

GOT 258IU/i

GPT 30ⅠU/1

I-I.)t1 1267tU/1

Al.r lTBlU/I

)JIGTll 6IL'/'l

K 3.8mEq/1

Cl io喜mEq/1

BUN 路5 mg/dl

erL1 0.6 mg/dl

Amy 42 IU/1

BS 120 mgノdl

C民P 3.7 mg/dl

月7日入院となった.入院時の心電図に異常 を認め,C

PK一MBの上昇も認められたため当紬 二紹介となり,

急性心筋炎の凝いで転科となった.

入院時一般身体所見 :

身長 161cm,体重42 K g,血圧70mmHg/触診,舵

拍92/分,不整,体温 37耳 C,意識は清明,チアノ-ゼ

は認められない.甲状腺の軽度腫脹が疑われた.授乳率

のためと思われる両側乳房腫脹を認めた.心拍は不整だ

が,明らかな心雑音や過剰心音は聴取できなかった,柿

野にラ音は聴取きれず,開放に浮腫は認められない.神

経学的検査でも異常なく髄膜刺激症状 も認められなかっ

鷲.

入院時 ･般検査 〔表 い :

GOT,CPK菅CPK-MB の上昇を認める.CRP も

軽度上昇 している中

図1 入院時胸部レントゲン写真
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図2 入院時心電図 HR142bpm

図3 入院時心エコー一所見

入院時胸部 X 線写真 し図 1):

軽度の肺 うっ血を認めるが,心胸郭比鶴 %で心拡大は

認められない.

入院時心電図 (図 2ト

心拍数 142/軌 不整で,P波ははっきりせず調律の

判断は困難であ り,全体の印象 としてほ心房細動に心室

性期外収縮が多発 しているものが疑われる.QRS電気

軸は左軸偏位 と思われる.QRS波形は著 しく変形 し,

Ⅲ,勘 aVF 誘導では ST 低下,aV沢,aVL誘導で

は ST上昇を認める.胸部誘導では,心室性期外収縮

の二段脈のようで,VlからV4で Q波を認め,Vlか

らV3では ST が上昇 している.

入院時心エコー (図3):

太動販径 2.3cm,左房援 2.8cm,左室拡張期径 4.8
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elll.左室収縮径 3.8cm,左室申隔壁摩 1.1cm.左室

後壁壁厚 1.3cm 左室駆出率 42%.

両室壁厚は正常で心内腔拡大 も認められない,左室壁

運動 も全体 としては軽度に低下 している程度だったが,

娩不整のため駆出率は心拍毎にさまざま (36% から 65

oil)で.まJ+=脚1ロックのためか asynehronousm()一

honであった.明らかな弁連流あるいは狭窄は認め ら

れかなった.

入院時特殊検査 (嚢 2) :

いわゆる心筋逸脱酵素の上昇を認めるが,ミオグロビ

ンの上昇はショックに伴 う骨格筋の融解によるものも含

まれると思われる.抗核抗体は 160倍と上昇 しているが,

心筋炎との因果関係は不明である.ハプ トグロビンの減

少 とヘモペキシンの上昇は,体外循環のために起こった
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表2 入院時特殊検査結果

ミオシン軽鎖

心筋 トロポリンT

ミオグロビン

抗f射た体

揺 .)ン脂質抗体

ハプトグロビン

ヘモペキシン

1)ゾチーム

CD4/CD8比

85.8 m欝/ml

･19.96 ng//ml

132l ng/ml

16() 倍

1.3 LT/Illl未満

11 mg/d1

6 mg/d1

15,5 !Eど/dl
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図4 心筋生検儒 (50倍)

血管内容血によるものと思われた.fT3 と TSrIが軽

度低下しているが,ほとんど病的意義はないものと思わ

れる.コルチゾール,レニン活性.アル ドステロン,

HANPの上昇も認められるが,ショックに伴 う二次的

な変化と思われる.

入院後経過 (その1:入院から経皮的心肺補助開始ま

でト

臨床経過より急性心筋炎が強く疑われ,直ちに大動脈

内パル-ンパンビング (以下 LABP)を開始 し,一時

ペーシングとスワンガンツカテーテルを挿入した.翌 【~二I

になっても症状,血行動態の改番がみられず,むしろ増

悪傾向だったため,第2病H人工呼吸管理とし軽皮的心

肺楠助 (以下 Ⅰ)〔PS)を開始した.また同日左心室よ

り心筋生検を施行し,その組織所見と臨床症状を併せて

最終的に急性心筋炎と診断した.

左室心筋生検組織像 し第2病卜= (図 4,図 5巨

心筋細胞の変性壊死 ,リンパ球及びマクロフア-ジの

軽度の浸潤がみられ,急性JL､筋炎と考えられた.

入院後経過 (その2:経皮的心肺補助開始から死亡ま

で):

第3病日朝,人工呼吸管理下であるにもかかわらず ,

真皮の呼吸不全 (動版血の pが -52mmHg,pCO2

-63mmH監)と胸部 Ⅹ 線写真上著明な肺 うっ血を認

め (図 6左),利尿剤に反応 しないため,体外血液嬢退

く以下 ECUM)を施行 し除水 した.それにより肺 うっ

血は軽減し (図6右),血行動態も安定 した (図 7).

しかし,心エコー上心収縮機能は全 く改寮が見られず,

第9病日からはほとんど金屑性に撫収縮となり,心筋壁
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第3病日 96.10.9

図5 心筋生検懐 く100倍)

第8病白 96.10,14

図6 胸部レントゲン経過

の罪薄化や心内腔拡大も見られた (左房径 摘 em,左

窒拡張期径 5.5cm,産室収縮期径 5.2em,左宴中隔壁

厚 0.7em.左室後壁壁厚 0.6cm,左室駆出率1290).

さらに左心室内にモヤモヤエコーが出現 し,一部心室壁

にへばりつ くように堆積 して見えるようになった (図

81.また心電図上も徐々に QRS帽が関大L QRS 電

位 も低 くなり,第 9病日からほ平坦な基線にわずかな揺

れを認めるような状態となり (閲 9),-時ペーシング

には全 く反応 しなかった.

CPK及び CPK一MBは全経過を通 じて商健であり,
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その最高値はそれぞれ 34870IU/1(第 6病 卜吊 と 232

王U/日 第4病日)であった (図 10)鷺血 と血小板減少

も横槍に進行 し,時おり赤血球及び血小板の輸血を行っ

たが回復 しなかった.反対に白血球は経過中増加し続け,

第11病日 31100tl封 にまで上昇 した (図 1粧 経過中

明らかな播種性血管内凝固症候群 (D王C)の所見は見ら

れなかった.一方,腎機能は箪4病日から徐射 二悪化 し

(図 1畑 尿慶も減少 したため血液膿過 (以下 HF)杏

行い尿轟症の悪化 を抑えた.クレアチニ ンは最高 5.5

mg/dl(第8病AH).BLTN は最高 117mg/dl(第 8病
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表3 巾lJLス抗体価検査 し1996年10月7EL及び17日のベア爪Hか

且0月7日 .lOF‖7日

インフルエンザ A

インフルエンザ B

アデノ

サ イトメガロ

ポりす1型

ポリオ2型

ポリオ3型

エコ-1聖

エコーー-3型

エコー ･ト型

エコー6型

エコ･････-7聖

エコ一一9型

エコー11型

エコー12型

エコーー13型

･‖浩未満

4倍未満

4倍未満

8倍

4倍未満

45倍

4倍未満

4倍未満

16倍

･1倍'折箱

Irl倍未満

8倍

1且倍

8倍

8倍

4倍未満

10月 7日 1OF117H

エコー17聖

エヨ-18型

エコ-25型

コクサ-/キー :＼2聖

コタサッキ-A3型

コクサッキ-A7型

コクサッキ- A9型

コケサ､･Jキー･--AlO型

コクサッキーAま6豊里

コタサッキ-Bl型

コタサッキ-B2型

コタサッキ-B3型

コタサッキーB4型

コケサ･､′キー1号5型

コケサリキーー[ミ6型

図13 心筋組織像 (50倍)

日)まで上昇 した.また第 8病 日か らビリルビンの上昇 PCPSや IABP,人工呼吸器を停止 し,死亡 を確 認 し

も見られ (図 11),第11病日最高 12.1mg摘日 直接 ピ た,第11病 日だった.

リルビンが 11.1mg/dlと優位)まで上昇 した, 第 1滴 日と第11病 日に採取 したペ ア血清 にて,心筋炎

以上,PCPSや ECUM,HF を行 うことで血行動 の原因になる可能性の高いウイルスの抗体価を測定 した

態 を保つことはできたが,心機能の改寮は全 くみられず, が (泰 3),コクサ ッキー B4型で 4倍の上昇を認めた.

む しろ全身状態の悪化が進行 したため,家族 と相談の上,
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図14 心筋組織像 (50倍)

図15心筋組織博 (200倍〕

病理解剖の所見

(l) 心臓

重義は 235g ,尻手華人より大きく.心外膜は平滑

で左右房室は拡張 していた.心筋は柔らかく,割面の色

調は黄褐色で.心筋の厚さは左室 O.･1日11,石室 0.2clll

と非薄化Lていた (図 121.心聴酒は601111.黄色透明

であった

病理組織学的には心筋細胞の変性壊死.リンパ球,マ

クロファージ,形質細胞,好中球の浸潤などが認められ

た (図 13,図1▲1,図 15).この変化は場所により程度
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の差があるものの左右房室に広範に認められ,正常心筋

は石室の一部に認められる程度であった.

電顕的にも心筋細胞の変性所見が高度であった.ウイ

ルス粒子は認められなかった.

(2) その他の膿器

両心不全による全身:)-:,血が強 く,両肺 (左 570g.

右 400監)には気管支肺嵐 右肺 S6には肺梗塞の所見

が認められた.

腎臓 (左 175g.右 115glには.急件尿細管障害,

消化管には食道炎,偽膜性大腸炎の所見がみられた.
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考 案

(1)ウイルス性急性心筋炎について

心筋炎とは,白血球浸潤と非虚血性心筋壊死あるいは

心筋変性を特徴とする炎症反応が心筋にみられる状態を

いうが.その臨床経過はさまざまで.無症状のまま経過

しFl然に完治しているものもあれば.急激に発症進行し

心不全,不整脈,突然死にいたるものまである.症状が

激烈 (ショック,致死的不整朕など)で急激に増悪する

経過をたどるものを劇症塑心筋炎と呼ぶことがある日,

心筋炎の病因としてはウイルス性のものが最も頻度が高

蛋,その中でもエンテロウイルス (コクサッキーウイル

ス,エコ-ウイルスなど)によるものが最も多いと言わ

れている2).

ウイルスが心筋に障害を起こすのは,単に増殖の結果

組織を破壊するからではなく (急性期初期にはウイルス

の直接浸潤による細胞破壊も関係する),免疫反応,時

に Tcellを介した細胞性免疫が関係しているといわれ

ている3ト5).寛厳的につくられた動物の心筋炎モデル

では,心筋組織｢机二Int.eI･1L,ukin･-･･-1 などのサ イトカ

インや6)peTfoTin H などの細胞破壊に関係 した物質

が認められ.それらは T(TCllから.あるいは Tcell

によって活性化された細胞から分泌されると考えられて

いる.

ウイルス性心筋炎に対する治療としては,いわゆるス

テロイドホルモンやサイクロスポリン,アザチオプリン

などの免疫抑制療法が試されているがその効果について

は有効と無効 (あるいは有害)の両方の意見が出されて

おり,いまだ統一した見解が得られていない8トli).ま

た抗ウイルス薬も心筋炎に対して有効なものは見つかっ

ておらず12),羽 巳の心筋炎の一部に有効だといわれる免

疫グロブリン屯13)14)成人の心筋炎に対して有効だとい

う報告はいまだ見られていない (有効な例もあったとの

報告が最近出された15)が検討例が少ない).ACE 阻害

薬は寛厳モデルで心筋壊死や細胞浸潤を減少させたと言

われている蹄 が,太の心筋炎に対して臨床的に有効だっ

たという報告はない.抗体吸着療法招 や免疫賦活

剤弼19)は実験段階においても有効無効の結果が確定 し

ていない,心筋障害を抑制するサイトカイン20),あるい

は心筋障害 を促進するサ イトカ インの抑制物 質な

ど紺-24)が心筋炎に対して有効かどうか研究されてい

るが,いまだ結論は出ていない.また心筋組織の破壊に

酸化化合物 (NO など)が関係している251とのことか

ら,これら酸化物質の抑制なども検討されているが,い

まだ臨床段階には至っていない.

以上,心筋炎において,その炎症反応を抑制する根本

的な治療は確立されておらず,結局のところ急性期の心

不全やポンプ失調を補助循環やペーシングで乗 り切 り,

炎症反応とそれによる心筋障害が自然に治まり心機能が

回復してくるのを持つしかないといった状態である.

前述したように簸症状で経過する心筋炎も存在するた

め予後の厳密な統計は難しい,昭和59年のある報告によ

ると,重症心筋炎21例について検討し (その内19例が劇

症型),死亡率は 24% で,死因は心原性ショックが 3

軌 難治性心不全が 2例となっている26).童症例でも急

性期のショック状態を脱することができれば救命 しうる

可能性が十分にあるといわれてお り,最近では PCPS

(経皮的心肺補助)などの補助循環を使用 した積極的な

治療を行い急性期をのりきった例の報告が多い27)28)

(2)経度的心肺補助 (peps)について

劇症型心筋炎に対 してほ血行動態を保つため強力な補

助棒環が行われることが多くなっている.太動脈内パル-

ンパンビング HABP)だけでは血行動態が保てない塵

症例では経皮的心肺補助 津CPS) や左心室補助

はVAD)などを行うこともある.将に PCPS は良好

な成績を示 し,本邦では最近 3年間で19例以上の救命例

(劇症型心筋炎において)の報告がある.いずれ も

IABP が党に施行されてお吟,発症から PCPS開始ま

での期間はほとんどの例で 1週間以内である.Peps

の使用時間は平均 息39時間であ った28).欧米では

PePS を high-reskPT(TA の補助や急性心筋梗塞に

伴うショック状態あるいは心停止に対する緊急補助とし

て使用されることが多く,PTCA における補助として

使周した場合,pCPSの平均施行時間は47+20分 (義

短13分,最長 120分)で,PTCA 施行後の生存率は 1

年凱 2年 目,3年 目でそれぞれ 82%,80%,77%

であったという29).心筋梗塞に伴うショック状態に対 し

て施行した場合,平均施行時間は138.8±72分 (最短

41分,最長 360分)で,PTCA施行後の生存率は 朗 %

であっが 0).合併症としては,頻度的には穿刺部位の感

染症,皮膚壊死,偽性動腺癌が多いが,深部静脈血栓,

脳塞栓,敗血症などの報苦もある311.長時間の使用例で

は全身の浮腰,審動 血小板減少などがみられる.

ま と め

1上L.,劇症型心筋炎に対して PCPSを施行した症例

について報吉 した.残念ながら救命し得なかったが,こ

の症例における経験から PCPS使糊におけるいくつか
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PCPS挿入の準備中に死亡した.

の問題点について検討する.表 ｣は最近 1年間に当科

で経験 した急性心筋炎症例のまとめである (全例心筋生

検あるいは剖検にて組織学的に心筋炎であることを確認

してある).症例 まは心筋生検組織での細胞浸潤所見が

比較的篤く."bordplllinemyoc壬.ll･ditis"としても良

いかもしれないくらいであったが,その臨床症状は激烈

で増悪の一途をたどった,反射に症例 2の生検組織像で

は細胞浸潤像は激しかったが臨床症状は軽症で軽快生存

している.全5症例のうち3例で PCPSを使用 してお

り4例が死亡している.残念ながら PCPS使用例は全

例死亡している.症例 3は心不全症状より,洞停止や心

室細動などの致死的不整版を繰 り返すため PCPSを挿

入した症例で,一時血行動態が改善したので PCPS を

抜去したがその後心不全が悪化し (肺動脈塞栓症が疑わ

れた)再挿入した症例である く心筋組織所見では巨細胞

性心筋炎であった).症例 4は他院から搬送されてきた

時点で既に多臓器不全が進行 してお り,PCPS挿入の

準備中に死亡した.症例 5は PCPS挿入後下肢血行障

害がみられ (外科的に血行再建術を施行したが改善しな

かった),それと同時に腎不全が進行 し死亡 した.療養

使用時間は339時間で,平均循環流量は 2,41/minで

あった.死亡原因は全例多脱器不全 (心.肝,腎不全)

であった.PCPSの使用時によく見られた合併症とし

ては,PCPS挿 人側下肢の血行障害であ i).他に

PCPS使用と直接関係しているかどうかは不明だが腎

不全 (乏尿あるいは無尿.BUN 及びクレアチニンの土.

罪).肝不全 日､ランスアミ十一ゼ及びビリルビンの上

昇lがあった.剖検所見からは腎収や肝臓には,うっ血

所見及びショックによると思われる尿細管障害以外は明

らかな所見が認められず,このことからは腎障害,肝障

害の原因は PCPS健脚 こよるものというより,やはり

原疾患による心不全に関係したものと思われる,これら

の症例を検討すると以下のことが言えると思われる.

①心筋炎における心内膜生検の組織所見は心筋全体に

ついての所見でないので,重症度の評価は組織所見では

なく血行動態悪化の重症度で行う.つまり PCPS を開

始するかどうかは血行動態を評価して (心電図や心エコ-

は不整腺出現や血行動態悪化を予想するのに役立つので

参考になる)決めるべきである.

②急性心筋炎,帝に劇症型心筋炎では,致死性不整脈

やショックなど急激に発症し死に至る合併症がみられる

ことがあるため,時期を逸せず PCPSを開始 しなけれ

ばならない.既にショックになっている場合はもちろん,

心電図で期外収縮が多発している場合や房室ブロックが

みられる場合,また心エコーで心収縮能が低下している

場合も PCPSを考慮した方がよい.

③pcpsは一定の流量で循環 しているだけなので,

単独で施行せず多くは IABPが併悶されている (これ

により冠動脈血流を増加させ,血流そのものにも拍動が

加わろ).IABPは通常心電図の R 波に同期させるが.

重症心筋炎の場合 R 波が不明瞭になり同期できなくな

ることがある.また庄波形に同期させることもあるが自

己の血圧が滅少している場合が多くこれらも内報なこと

おいた方がよいと思われる.R 波が不明瞭で一一時ペー

シングにも反応せず,自己血圧も減少している場合は同
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期を中止 し,ⅠABP を internalmodp に しな くては

ならないこともある.

13 ,pCPS 施行中 ま,カテーテル管理 卜絶対安静が必

要となるため,鎮静,鎮痛が必要となる.多 くの場合人

工呼吸管理とし,深い麻酔下で筋地蔵薬の併用を行 うこ

ととなる.ただし,その場合脳循環の評価は難 しくなる.

また送血カニューレ挿入側の下肢は血流障害を起こしや

すいため.足背動脈の拍動や皮膚の色調を注意深 く観察

し,必要ならば末梢方rlL-11に送血用のカニューレを挿 入す

る.場合によっては.外科的に切開して血行再建術を行

う.

⑤十分な抗凝固療法を行った場合 (当院ではメシル酸

ナプアモスタットの単独あるいはヘパ リンの併用で

ACTが 200秒から250秒程度になるよ})にしている工

PCPSによる血栓塞栓症の合併症はほとんどみ られず,

また当院での症例では出血の合併症もみられなかった.

むしろ循環不全によると思われる腎障害.肝障害がい く

つかの症例でみられることか ら,PCPS の流鼠は十分

に保ち,あせ って減量 しない方が よい と思 われる.

PC'PSの流巌としては 1.51/min くA:)いか吊開始 し

て 2.5かLT･)3.01/min くらいに維持することが多い.

血ラインが轟える場合は,十分な輸液を行う.

⑥pcps は右房から脱血 し腸骨動脱へ送血 している,

そのためスワンガンツカテーテルによる肺動脈圧 (ある

いは肺動脈樫入圧)の値や心拍出鼻 (あるいは心係数)

の健だけでは血行動態の評価は困難である,肺循環の状

態を評価するのには,連続心拍出塵測定カテーテルや終

末呼気二酸化炭素分圧 (End-tidalCOプ)の測定が有

岡である.PCPS施行中は,やや間接的な評価になっ

てしまうが混合静腺血酸素飽和度 (SVO2)が血行動態

評価の指標 となる.ただし SV02は熟発が貧血の有無

で変化するため総合的な評価が必要である,

⑦心筋炎は,発症時心筋障害が童矯なものであっても,

全身状態が良好に保たれていれば心機能が回復してくる

可能性がある.したがって,心臓がほとんど無収縮にな

り全身血流が補助循環に依存するような状態になったと

きは,全身状態をいかにして良好に保つかが問題となる.

腎機能低下 (尿重症)や肝機能低下 (黄痘)に対 しては

(持続性)血液通過や血液透析,血祭交換 などが必要に

なる場合もあ り,その使用の準備をしてお く必要がある,

また循環血液及び全身の冷却による代謝の抑制 (及び脳

保護)も有効かあしれない (全身冷却の効果,成緯はま

だ確立されていない).

以上,奉症例の経験から重症心筋炎の治療 と PCPS

の使用について検討 L,+I.今のところ.そLT)便けJが酎 'F】

の循環器科を持つ比較的大きな病院に限られてお り,ま

たコス トや管理の面でもその使用が控えられているが,

今後 PCPS をr卜L､とし/+=補助循環の便付目まますます増

加すると思われ,その使用に慣れ,問題点を適確 に解決

していく必要があると思われた.

本文の要旨は第 210回新潟循環器談話会において発表

した.
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