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冠攣縮性狭心症を伴った心室中部

閉塞性肥大型心筋症の 1例

新潟労災病院 内科

青木芳則・古寺邦夫
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ACaseofHypertropicCardiomyopathywith
九･:IidventricularObstructionAssociatedwith

＼'asospastieAnginaPpctoris.

YoshinoriAOKl,liuniolくODERA,

ⅠくazuyukiOZAKIandEisukpKUMANO

Niiga藍aRosaiHospi£al

Midventricuiar obstruction (MVO)isTare among Patients with hypeTtrOPhic

cardiomyopathy(HCM).Weencounもeyeda64-year-Oldwomanwhohadepisodicchest

painanddiagnosedherillnessasMVOwithapicalaneurysm,Sincesignificantcoronayy

stenosiswasnot.foundbycoronaryangiographさ,,intraeoronaryacetylcholineinfusion

wastriedtoinvestigatethecauseofsymptom.Coronaryspasm wasinducedwithST

changeandchestpainsimilartousualat･tack.Thisimrormationwasusefulforplan-

ning medicaltherapy,Few HCM easescomplicated byvasospasticangina peetoris

(VSA)werereported.WefoundmorepoTもofMVOpaLtienもaccompaniedwithVSA.The

presentcaseisinterestingforestimatingcauseandtherapyforMVO.

Iくeywords:midventriculat･obstruction.Coronarysp{rlSm
心室中部閉塞性肥大型心筋症,冠撃縮

Ⅰ.は じ め に

心室中部閉塞 (MVO)は肥大型心筋症 (HCM)の

比較的希な病型で乳頭筋部心室壁の肥大による心室中部

庄較差,砂時計状左宴造影像が特徴である1),心尖部心
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宴癖の合併が多いとされているが,成乳 予後等は不明

である.

我利 ま安静時にも胸痛発作が出現し,同様の胸痛を伴っ

た冠撃鮪がアセチルコリン (ACh)で誘発され,薬物治

療の選択に有用であった MVOの 1例を経験 した.
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HCM では冠撃縮誘発率が商いとの報告もあるが 2).実

際 に冠饗 縮性 狭心 症 を合 併 した報 告 は 少 数 で あ

が ト 6).また,我々が検索 した限 りでは MVO と合併

した報告はなく,MVO の成因,治療を考える上で興味

ある症例と思われ報告する.

Ⅱ.症

症例 :64歳.女性.

主訴 :胸痛.

既往歴 :50歳噴高血圧を指摘され内服開始,

家族歴 :晃が高血圧,弟が急性心筋梗塞,父が心疾患

(詳細不明).

現病歴 :1993年頃より30秒程度の軽度の労作時胸痛

を認め.1996年11H8ll,lJ軸睡眠中普段より強い胸痛

が 5分持続.消失後も屑の張 りが残 り当科受診,不安定

狭心症を疑われ緊急入院となった.

冠危険因子 :高血圧,高脂血症,肥満.

入院時坪学的所 札 :身長 154cm,体重60kg,血圧

loll/62nlrllHg,脈拍70/''上 幣.第4肋間胸骨左緑で

L鮒ine王/Ⅵの収縮期駆出性雑音 を聴取.肺野ラ音聴

二∴∴二叫ー一

二 二 二二

取せず.肝押触知せず.前陛骨部浮腫なし.

入院時検査所見 (表 1トLDH558IU/L.CPlt236

IU/Ⅰ｣と若十高値.総 コレステロ-JL:が 2ご11mg/dlと

高値.

心電図 (図 11:蔵電位で幅広い QRS波形と,I.

口,a＼'L.Vl-＼'6の陰性 T 波を認めた.1990年と比

較 し著名な変化は認めなかった.

胸部 Ⅹ 線写輿 (図 2):心陰影の拡大 (CTR57%)

と左 4弓の突出を認めた.肺うっ血は認めなかった.

心エコ-図 (図 3)こ左室中部肥大,心尖部無収縮 を

認め,同部に壁在血栓は認めなかった (A).カラ- ドッ

プラ-法 (B)で収縮期,拡張期とも左室心尖郎内腔で

モザイクパターンを認め,同部の異常血流を疑った.逮

続波 ドップラ-法 (C)で収縮期は早期のみ心尖部 より

心基部方向の血流波形を認め,拡張期にも同方向の凝大

庄較差30mmHgの異常血流を認めた.

入院後経過 :入院後胸部症状なく経過 した.心原性酵

素はその後 卜昇せず,トロポニン T は正常範囲内であ

り急性心筋梗塞は否定的と考えた,MRⅠ(図 4)で左

室中部の著名な肥太,内腔狭窄を認めた,心尖部は心室

図1心電図
.
左は1990年
,
右は今回当科入院時にとられたもの
.
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VL,
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た
.
この間
,
著名な経年的変化は認めなかった.



青木他 こ冠撃編性狭心症を伴った心室中部閉塞性肥大型心筋症の 1例

泰1 入院時検査所見

RBC 367×104hll

Hb 12.6ど/dl

Pt 36.1%

Rlt 23,6×104/lLi

WBC 6600/Fll

TP 7.1g/dl

A1p 3.9g/dl

BUN 13.2mg/dl

Cre 0.72mg/dl

Na 137mEq/1

K 4.4mEq/1

CL 99mEqパ

GOT 31IU/1

GPT 15三日/i

uMi 558IU/i

ALP 157IU/1

CPK 236IU/1

CPK一MB 17IU/1

T.Bli 0.7mg/dl

D.Bll 0.2mg/dl

T.Cho1 241mg/dl

TG 78mg/dl

HTjLC 70mg/dl

FBS 105mg/dl

CAP 0,1mg/dl

癒棟で癌内に明らかな血栓は認めなかった ジピリダモー

ル負荷 201T l心筋シンチグラム (図 5)で心尖部の潅

流欠損を認め,同部にごくわずかの再分布を認めた.心

室中部肥大の精査及び冠動脈病変の検索目的に心臓カテー

テル検査を施行した.心エコ-図,MRIで心尖郡の血

栓を認めなかったため心尖部にカテーテルを挿入し引き

抜 き圧波形を記録した (図 6,寮 2).心尖部,体部間

に106mmHgの収縮期圧較差を認めた,左室造影 (図

7)で典型的な砂時計状の形態と,心尖部心室癖を認め

た.左室肥大部より施行 した心筋性検 (図 8)では核の

多形性を伴う心筋細胞の肥大と,典型的ではないが錯綜

配列があり,周囲の間質の繊維化を認めた.以上より

MVO と心尖部心室痛を伴った HCM と診断した.

冠動脈造影で有意狭窄を認めなかったため,胸痛,心

尖部梗塞の病因を検討する目的で,後日,冠撃縮誘発試

験を施行 した (図 9).右冠動脈内に Ach50Flgを20秒

で注入 し発作時と同様の胸痛 を伴 う後外側枝の完全

閉塞を認めた.心電図上Ⅲ,Ⅲ,aVF で 1mm の ST

上昇を示した.左冠動脈内には100!-igを20秒で注入 し

同様の胸痛を伴い左前下行枝の抹消で99%狭窄と造影遅

延を認めたが,有意な ST 変化は認めなかった.以上

より症状に冠撃鮪の関与が疑われたため/ヲ遮断剤は使用

せず Ca括抗剤内服を開始 し退院となった.
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図2 入院時胸部 X線写真.CTR57%.左 4弓の

突出を認めた.肺うっ血は認めなかった.

Ⅲ.考 察

MVO は HCM の比較的希な病型で,その約 1%に

認めらjtるといわれ 7),乳頭筋部心室壁の肥大による心

室中部庄較差,砂時計状左室造影像を特徴とし1),本例

のように心尖郡心室癌の合併が多いとされている.この

ような形態の原因として心室中部の壁肥厚による心尖部

心筋障害,または心尖部肥大型心筋症 (AHCM)の心

尖部心筋障害による乳頭筋部肥厚の残存が考えられてい

る8).実際,AHCM が MVO 様に進展 した報告があ

り9)10),ishiwata らは HCM l17人,AHCM 45人を

長期観察 し,11人 (うち AHCM 5人)の MVO様の

変化を報告した11).心尖部心筋障害の原因については①

心筋内用小血管の内膜肥厚,②心尖部内圧上昇,特に拡

張期における高圧の持続による冠血流低下,③肥大心に

よる心筋酸素消費量増大,④動脈硬化性冠動脈病変,⑤

冠撃編等が考えられている11)-14;'.HCM と冠撃編の

合併については,野坂らは HCM 74人中 7人 (9.5%)

がエルゴノビンで冠撃編が誘発され,HCM では誘発率

が高いと述べている2).しかし実際の冠撃縮性狭心症合

併の報告は少数であが ト 6).我々が検索 した限 りでは

MVO との合併の報告はなかった.

本症例は安静時胸痛発作を認め,Ach により発作時
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図 3 ^ 断層心エコーeg)プZ=が拡張糊 右が収鵬朋 左室

中部肥大と･LL大部触収鮒を認め.同部に壁在血栓はi王'わ

なかつJL_B カラ- ドノプラ一法 左が拡張期 右が収

新期 ともに･LL尖部モザイク/iタ-ンをiu,JJめた C 連続

波 ドyプラ一法 収斡糊は早期のみ･L.1尖部より心悲部に

向かう血流をSEめ 拡張期にも同方向に推定頼大庄較差

加mmHgの異常1rll流を認めた
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図4 MRI 左室中部の葛名な肥大,内腔狭窄を認め心尖部は心室塘揃で

癖内に明らかな血柏は認めなかった

ShorLaxis Verticallorlga光ls horlZOnLallongax上s

図5 ソtIlリyモール負仲之0】Tl･Lt筋ノンナグラム J:段 負(.71時,F段

再分布時 左'J7.'肥大と心尖部派流欠姐をGkAJめ 同部にごくわずかの再分布

を認めた

同様の胸痛を伴う冠栄鮎が誘発され薬物治娘の選択に有 本研究は第211回新剤紙環指談言占会総会に発表した

用であった 心尖郎心半府の成因については練 り返す冠

撃鮎の影軌 ま可能件としてありうるものの,心奄図以外 参 考 文 献

過去に比較しうるデ-夕が血 (,推定の域にとどまった 1JF血llCOV.RE.Rcsncko､･, L,BharLIu.Slin°Lcv,

以上,本庶例は MVO の成因.治療を考える上で興味 M. Mid-venLrlCularobsLruct10Il tl ､uJは‖LOT

ある病例 と巴われ報告 した obstrucLいeCardl(JmyOp山hy m̂ J CaJdlOl,37
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図6 心尖都からの引き抜き庄波形.左室心尖部,体都の間に 106mmHgの収縮期

圧較差を認めた.

表2 心膜カテ-テル検査

( ) :平均圧,EDY : 拡張末期庄

心係数 (L /min /m2 : 熱希釈 法)2.5

432-437,1976.

2)野坂秀行,延吉正清: 諸種心疾患における冠動脈饗編

と自覚症状 との関係.∫.cardiography,17(Suppl.

XR):35-47,1987.

3)舟山直樹,柴野岳樹,石川宗- :労作により誘発される

冠撃縮性狭心症を伴った心尖部肥大型心筋症の 1例.

CoTOnary,8:218-222,1991.

4)李 康夫,綿谷須常子,後藤雅博,加藤 大,清水啓司,

小川一也.上田孝典.堂前尚親,原 晃.中村 徹:

血管撃絹性狭心症を合併 した心尖部肥大型心筋症の一

例,内科宝軌 35:3ト 37,198 軌

5)Nakahashi,T.,Naka,M.,Shiotani.I.,Nagano.

R.,Bun,T.,Aoki.M.,YagOrO,A.,Kaもsube,Y.,

Kato,Y.,Kinoshita,N.andNukata,T.:Vaso-

spasticanglnapeCtOrisassociated with apICai

hypertrophiccardiomyopathy.Int.Me迫.,34:436-

440,1995.

6)NishimuTa,K.,Nosaka.H.Saito,T.andNobuyoshi,

M∴ Anotherpossiblemechanism ofang1nain

hypertrophic cardiomyopathy. Circulation, 68

(SupplⅢ):162,1983.

7)wigle,E,D.,Sasson,i.,Henderson.M.A.,Ruddy,

T.D.,Fulop,a.,Rakowski,H.and Williams.

W.G∴ Hypertrophiccardiomyopathy.Theim-

por･tanceofthesiteandtheextentofhypertro-

phy.Frog.Cardiovasc.Dis.,28:1-83,1985.

8)Cordon,E.P.,Henderson,M.A.,Rakowski,H.

and Wigle,E.D.: Midventricuiar obstruction



青木他 冠半輪性狭心症を伴った心等中前閉塞性庶人型,L:砺鑑の 1開 709

拡張末期 収縮兼期

Eg]7 /J三宅造影 典型的fre,時計状の形態と心ツ三煎Jい盗癖を認めた

E2)8 A二室月巴大部･Ll筋生検†敦(H･E典色).梢の多形性i･伴う心筋細胞の肥人

と典型的ではないが持鯨配列があり.臓血の問質の捜維化を旺めた･

W】thapICtlllnfarct10nAndaneurysm rormaLIOn

Ctrcu)fltlOn.70(Supplu):1-15】984

9)石拙さ書抜.西山信一郎,柵下芳軌 小宮山仲之 閲 見

桂卦l】.亡･室橋棟壁運動5t･Mrの'LLJ.現し/i.L･尖訂肥大型

･Ll筋鑑の 1例 口本腰前波医学会講読孟支払.S4-663-

664.1989_

and lVlgle.ED ApICalhypertrophltlcdrdl0-

myopathy CllnlCaHollow-upanddJai･nOSlleCOr-

rtLlatesJ Am CollCardlOI I583→9),1淵)

ll)JshlWata,S..VishLyZLmZI.S..NahnLSlll,S.aJld

Sekl.A. T≠otypesorler= enLrlCuLarWallmo･

L10nabnorma】lLleSWllhdlStlnCtellmCtIIFeatures

tO)lVebb JC-,Si.S5K･n,Z,RtLkoWskJ.H,Liu ド ln Pat】entS､mLh hypertrophlC C8rdlOrnyOpaLh)I



710 新潟医学会雑誌 窮 112巻 第 11号 平成10年 11月

C2]9 Achによる冠半輪誘発試験 A 右冠動朕.r3 左冠動脈 それPれ

のA二が Ach投与時.右がニ トロ-ル投与後 右冠左派では発作時 と同様の

胸痛を伴う後下行債 の完全閉塞が誘発された ･L.屯【空目二Ⅲ Ⅲ,aVF で 1

mm の ST上昇を示 した 左冠動脈では同様の胸痛を伴いム二前下行枝末梢

で99%狭窄と造影遅延を認めたが,有意fJ.ST 変化は認めなかった
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