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大森病院 CPC（第 69 回東邦医学会総会）
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腹痛と呼吸困難の出現直後に心肺停止となった 57 歳女性
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要約：症例は 57 歳女性．腹痛と呼吸困難を訴えた直後に心肺停止となった．推定心肺停止時間 35 分間，
波形無脈性電気活動（pulseless electrical activity：PEA）から心拍再開したが昏睡状態が持続しており，脳
低温療法を開始した．しかし，動作時ミオクローヌス出現や第 0 病日の脳波で burst suppression を認めた
ことから予後不良の低酸素脳症と考えられた．以降，徐々に酸素化不良となり第 32 病日に永眠した．本症
例の死因として，肥大型心筋症に伴う心不全により心肺停止を来したと考えられた．討論終了後，肥大型心
筋症を中心に，疫学，診断および治療について概説した．
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臨床経過

所見から急性冠症候群を疑い緊急心臓カテーテル検査施行
したが明らかな異常は認めなかった．

症例は 57 歳女性．腹痛と呼吸困難を訴え，家族が救急

Brain nauriuretic peptide（BNP）高値，右側優位の胸水

車を要請したが，その後，心肺停止となった．搬送までに

貯留から，心不全により低酸素血症となり，心肺停止を来

心拍再開と停止を繰り返し，東邦大学医療センター大森病

したと考えられた（図 2）．左室壁の肥厚と拡張障害（図 3）

院（当院）搬送となった．

を認めたことから高血圧性心筋症や肥大型心筋症が疑われ

来院時には心肺停止しており，心電図から pulseless elec-

た．

activity（PEA；心停止の心電図所見の 1 つ．脈が

入院後に脳低温療法を開始したが，ミオクローヌス出現

触知できないが，心電図で QRS 波を毎分 11 回以上認め

や第 0 病日の脳波で burst suppression（図 4）を認めたこ

るもの）であったが，心臓マッサージと気管挿管後，心拍

とから予後不良と考えられた．ご家族と相談のもと，脳低

再開を認めた．血液検査所見では，心筋逸脱酵素の軽度上

温療法を終了し，心肺蘇生を行わない方針となった．以降，

昇，心電図で V1-4 の R 波 増 高 不 良，II・III・aVF，V4-5 の

徐々に酸素化不良となり第 32 病日に永眠した．

trical

ST 低下（図 1），心エコー検査でびまん性の壁運動低下の
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図 1 来院時心電図所見
V1-4 の R 波増高不良，II・III・aVF，V4-5 の ST 低下を認めた．

中川：初療時のカルテに記載はありませんが，1 カ月前
から腹部膨満感があったということで，おそらく，緩徐な
経過を経て，突然破綻するような病態を考えています．
藤代：ありがとうございました．
名取：来院時の様子はいかがでしたか．
中川：来院時のバイタルサインは次の通りです．Japan
Coma Scale（JCS）が 300，Glasgow Coma Scale（GCS）が
E1V1M1，体温が 37.3℃．心肺停止状態だったので，脈拍，
血圧，呼吸数は 0．瞳孔径は 3/3 mm で，対光反射はあり
ませんでした．心電図モニターでは波形が PEA の状態と
なっていました．
病院到着後は，心臓マッサージと気管挿管，静脈の確保
を開始しました．その後，心拍と自発呼吸が再開して，心
図 2 両側下肺野の透過性低下あり，両側肋骨横隔
膜角鈍化あり，心胸郭比 60%

拍数が 118 回/分，血圧が 200 mmHg，対光反射も認める
ようになりました．
身体所見ですが，特に貧血もなく，呼吸音は両側の側胸
部に coarse crackles を聴取しています．心拍再開後の心
音は純で，心雑音はありませんでした．四肢は，下肢浮腫

討

論

名取（司会）：本例の臨床経過についてご討論をお願い
します．
藤代：救急車を要請した際の心肺停止となった状態は，

はなく，冷感はありました．
名取：分りました．理学所見まで教えてもらいましたが，
この所見を知りたいなどはありますか．
藤代：血圧が 200 mmHg というのは，どのように調べ
られたのですか．

どのような状態だったか，例えば，痛みと共に急速に悪く

中川：マンシェットで調べました．

なったのか，ある時突然に変化が起こったのかどうかは，

藤代：左右差はなかったですか．

お分りでしょうか．

中川：左右差までの記載はなかったです．
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ほか

図 3 入院第 4 病日目心エコー検査所見
心室中隔と左室後壁の壁肥厚と左室の拡張障害を認めた．

CPA）の眼瞼結膜の貧血を診て，冷感まで気が付くかな
り落ち着いたスタッフということですね．血液検査の結果
については，どのように判断されていましたか．
中 川：心 電 図 の 波 形 が pulseless

electrical

activity

（PEA）でしたので，原因の鑑別を第一に検査結果を考え
ました．一般に PEA の原因は，10 個あるとされています．
まず，1 つ目がアシドーシスです．PaCO2 が 146 Torr，乳
酸 11.2 mmol/L と高値で，呼吸性アシドーシスと代謝性
アシドーシスの混合性アシドーシスを認めています．続い
ては，大量出血が PEA の原因になります．急性の出血だ
と Hb は何とも言えませんが，貧血もなかったことと Hb
図 4 脳波検査所見
Burst suppression を認めた．

が 14.5 mg/ml と保たれていることから，診察上も踏まえ，
大量出血の可能性はないだろうということになりました．
他には，心タンポナーデ，薬物中毒，肺塞栓症，低体温，
低酸素血症，カリウムの異常，急性心筋梗塞，緊張性気胸
を鑑別しなければなりません．

藤代：色調の違いはありましたか．
中川：色調の違いというよりも，触診で四肢が冷たいか
な，というぐらいでした．

これらの採血所見（表 1）を踏まえると，可能性として
アシドーシスと心筋逸脱酵素の上昇があるので急性心筋梗
塞，あとは低酸素血症が疑わしいと思います．FDP の上

藤代：ありがとうございました．

昇があるので肺塞栓症の可能性も考えられますが，後の

名取：腹部膨満ありで，打診上鼓音はありましたか．

CT で否定されています．この他に強調すべき点としては，

中川：鼓音はあったと思います．この腹部膨満は，救急

BNP が 1483.2 pg/ml と高値であることと，先ほどの三環

隊が換気を行ったことにより，胃内に空気が入っていると

系抗うつ薬アミトリプチリンの血中濃度は正常であったこ

思いました．

とが分かります．

名取：少々硬いなどはないですか．
中川：Computed tomography（CT）でも胃の中には空
気が入っていたので，空気が原因で軟らかくなるかもしれ
ません．

名取：他にどなたかご質問はありますか．心臓マッサー
ジで，何か酵素で異常が出るという候補はありますか．
藤代：心停止をして呼吸停止もあったわけだから，この
ガスはそのためではないかと想像しますが，一方で，BNP

名取：救急隊も挿管していましたか．

が 1483 pg/ml というのは，慢性の所見を表しているので

中川：経鼻エアウェイです．

はないかと思います．この方はかなり前から心不全状態

名取：この時点は救急外来で，しかも初療室ですよね．

だったのではないかと推測します．

中川：はい，そうです．
名取：初療室で心肺停止例（cardiopulmonary arrest：

名取：アンモニアは 420 μg/dl ですが，これは高いので
しょうか？
東邦医学会雑誌・2016 年 9 月
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表1
血液ガス（静脈）
6.723
pH
49.9 mmHg
PaO2
146 mmHg
PaCO2
17.9 mEq/L
HCO3−
BE
−24.7 mEq/L
Lactate
11.2 mmol/L
血算
WBC
RBC
Hb
Ht
Plt

13.7×103
4.39×106
14.5
46.6
265×103

血糖
血糖

/μl
/μl
g/dl
%
/μl

332 mg/dl

生化学
アンモニア
CRP
Na
K
Ca
P
T-P
Alb
T-Bil
UN
Cr
eGFR
AST
ALT
LDH
ALP
γ GTP
AMY
CK
CK-MB
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血液検査所見一覧

422
0.4
143
3.9
9.5
8.5
6.3
3.6
0.5
15
0.85
53.7
73
49
570
288
92
53
136
63

中川：高いです．
名取：一林先生，このアンモニアはどう解釈したらいい
のでしょうね．
一林：アンモニアは心停止時に上昇するので，それによ
る影響が一番強いと思います．停止時間が増えれば増える
ほど上昇傾向にあります．
名取：わかりました．ほかに何か質問はございませんか．
では，次に行きましょう．

μg/dl
mg/dl
mM
mM
mg/dl
mg/dl
g/dl
g/dl
mg/dl
mg/dl
mg/dl
ml/min/1.73 m2
IU/L
IU/L
U/L
IU/L
IU/L
IU/L
IU/L
IU/L

トロポニンⅠ
ミオグロビン
BNP

0.26 ng/ml
235 ng/ml
1483.2 pg/ml

凝固
PT
PTINR
PT%
APTT
FDP
フィブリノゲン

14.0
1.2
77
42.0
42.1
322

甲状腺
TSH
F-T3
F-T4

3.35 μIU/ml
4.73 pg/ml
1.65 ng/dl

薬剤
アミトリプチリン

s

s
μg/ml
mg/dl

＜20.00 ng/ml

続いて，来院時の心エコー検査です．左室駆出率（left
ventricular ejection fraction：LVEF）が 20〜30％，左室
の動きは diffuse hypokinesis があり，明らかな asynergy
はありませんでした．軽度の僧帽弁逆流がありますが，心
嚢液の貯留は認めていません．
続いて，第 4 病日に施行したエコーです．M mode で EF
が 43％ で，Simpson 法では 36％ です．左室 拡 張 末 期 径
が 74 mm，左室収縮末期径が 58 mm です．左室の運動で

中川：続いて，心拍再開後に施行した 12 誘導心電図で

すが，こちらも diffuse severe hypokinesis を認めていま

すが，心拍数は 130 回，V1-4 で R 波の増高不良，QT 延長

す．心室中隔が 16 mm，後壁が 13 mm と厚くなっていま

はなく，II・III・aVF と I・V5-6 で ST 低下 と 陰 性 T 波 が

すが，心室中隔と左室の後壁の比は 1.23 と，1.3 を下回っ

あり，V1S 波＋V5R 波が 50 mm と，35 mm を超えている

ているので，肥大型心筋症等に特徴的な非対称性の心室中

左室肥大の所見があります．

隔肥大とはっきりとは言えない状況です．

続いて，X 線所見です．両側の下肺野の透過性低下と両

また，左房も 63×38 mm と拡大しています．Decelera-

側肋骨横隔膜鈍化で，ポータブルなので何とも言えません

tion time（DecT）は 183 ms，E/A が 0.72，E/E が 17.97

が，cardio thoracic ratio（CTR）が 60％ と拡大していま

と，拡張障害と左房圧上昇が考えられました．心筋逸脱酵

す．腹部の X 線は，特記すべき異常所見はありませんで

素の上昇があり，心内膜下虚血を疑わせるような ST の変

した．

化が心電図で認められたので，緊急心臓カテーテルを施行

頭部 CT では，後頭葉の脳溝不明瞭化と皮髄境界の不明
瞭化がみられます．
胸部 CT では，両側の無気肺と右側優位に胸水の貯留を
認めますが，肺血栓塞栓症はありません．

しましたが，明らかな狭窄病変は認めませんでした．
名取：いま特に心臓に注目していますから，心電図や心
エコーなどの資料が供覧されてきました．この DecT とい
うのは何をみたのでしょうか．

腹部 CT では，肝腫大や腹水もなく，上腸間膜動脈血栓

中川：左室に血液が入ってくるときは，最初に左室が拡

症，大動脈解離，free air などもみられません．特記すべ

張して血液が入ってきた後に心房が収縮して，また入って

き異常所見はありませんでした．

きます．E/A という値は，正常の人だと，心臓の拡張に

63 巻 3 号
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より血液が入ってくる速度のほうが，心房が収縮して入っ
てくる血液よりも速いので，普通はこちらの山のほうが大

ほか

く burst suppression です．
名取：ありがとうございました．ところで，放射線科の

きくなりますが， これが低い． 57 歳という年齢にしては，

先生はいらっしゃいますか．先ほど，脳の CT で，後頭部

まだ若いのに低いということで，拡張障害があり，その拡

の脳溝がずいぶん失われていたことと，皮髄境界，そして

張障害に伴い，DecT は，この下がりの時間ですが，その

今の脳波の burst suppression でご説明いただけることは

下がりもだらだらと鈍っている状況で，こちらの E/E が

ありますか．57 歳で脳溝がずいぶん狭くなっていること

15 を超えると左房圧が高いという指標になるそうです．

の可能性を何かご教授いただければと思います．

名取：ありがとうございました．ここまでの画像あるい
は心電図で他に質問はありますか．

発言者 1：ほかの放射線科医ともディスカッションさせ
てもらいましたが，これは確かに後頭葉の方が前頭葉に比

藤代：左室の長軸の所見から，壁が非常に厚くて左室腔

べ脳溝が不明瞭化しているようにも見えますけれども，お

が大きいので高血圧性心不全です．ですから，心筋症は考

そらく有意な脳溝の狭小化や皮髄境界の不明瞭化は CT か

え難いのではないでしょうか．高血圧の既往があれば，心

らは認められないのではないかと考えています．

筋症の診断はむしろ否定すべきだと思います．
心電図を見せていただけますか．心停止を起こしている

CT で低酸素脳症の診断をするのは，症状がかなりあり，
むくみがあってでないと， 目立ってきません． MRI だと，

ための変化なのか，それとも以前から高血圧による心肥大

感度ももっと高く，微細な変化なども捉えられると思いま

を示しているのか，迷うところですが，V1S 波＋V5R 波が

すが，あくまで CT なので，われわれの見解では後頭葉に

50 mm と書いてあり，較正曲線が 10 mm と 5 mm になっ

有意な所見はあまりないのではないかと思います．

ていることから心筋の著しい肥厚があり，心筋の壁肥厚を

名取：ありがとうございました．放射線科の先生には事

伴う心肥大があるという所見であると思います．そうであ

前に症例をお伝えしてあり，ここで呈示した 2 枚だけでお

れば心エコーの所見と合致すると考えるので，この方は長

話ししていらっしゃるのではなく，全部の画像を総合して

い間，高血圧であり，そのための心不全状態があったので

検討してお答えいただいています．中川先生，次をお願い

はないかと推測します．

します．

名取：ありがとうございました．指導医の一林先生いか

中川：臨床経過を纏めます．来院時の心肺停止と心電図
波形 PEA でしたが，心臓マッサージと気管挿管後に心拍

がですか．
一林：心肺蘇生後の心電図はいろいろな波形をとり得る

再開を認めました．採血では心筋逸脱酵素の軽度上昇と心

ので，心房細動や房室接合部調律など脈が不整状態で脈波

電図・心エコー所見から急性冠症候群を疑い，緊急心臓カ

が回復することがあります．波形のリズム的には，心肺蘇

テーテル検査を施行しましたが，明らかな異常は認めませ

生後なので，この波形がどうなのかということはちょっと

んでした．Coarse

わからないというのが 1 つあります．

拡大を認めたこと，Framingham criteria の大症状を 2 つ

crackles を聴取したことと，X 線で心

藤代先生のご指摘通り，長期間にわたって血圧が高く，

満たすことから，うっ血性心不全と考えられました．1 カ

それによる心電図変化が示唆される所見であるのではない

月前からの腹部膨満感と心不全との関連は不明ですが，体

かとは思います．ST 変化などに関しては，たぶんエコー

液貯留によるものならば New York Heart Association

所見と一致しないので，典型的な急性冠症候群
（acute coro-

（NYHA）II 度の Nohria-Stevenson 分類の wet-cold，clinical

nary syndrome：ACS）についてはなかなか議論できない

scenario

と思います．

た．

名取：それでは，次に入院後の経過について，討論をお

1（CS1）の慢性心不全急性増悪と考えられまし

心電図波形が PEA となる病態を鑑別するために，心臓
カテーテルと心エコーを施行しましたが優位な所見はあり

願いします．
中川：入院後は，鎮痛，鎮静，筋弛緩管理の下，脳保護

ません．また，抗うつ薬を内服していることによる QT

目的で脳低温療法を開始しました．また，脳波を施行した

延長症候群も考えましたが，アミトリプチリンの血中濃度

ところ，burst

は異常ありませんでした．また，親族の突然死や難聴など

suppression を認め，低酸素脳症で矛盾し

ないと考えられました．初療時よりミオクローヌスがあり，

の遺伝性疾患を示唆するエピソードはありませんでした．

推定心肺停止時間 35 分と長時間であるために，意識回復

以上のことから，心筋症による慢性心不全がベースにあ

の可能性が低いと考えられ，ご家族と相談したところ，do

り，何らかの原因でポンプ機能が破綻し，低酸素血症とな

not attempt resuscitation（DNAR）となり，脳低温療法

り，細胞の代謝障害，臓器の機能不全でショックとなり，

を終了しました．その後は best supportive care とし，第

臓器虚血で心窩部痛を来したと考えました．また，低酸素

32 病日に死亡確認しました．

血症は心不全をさらに増悪させ，肺水腫を助長し，それに

脳波はギザギザした波形の後にフラットになる波形が続

伴う高二酸化炭素血症とショックによる乳酸アシドーシス
東邦医学会雑誌・2016 年 9 月

腹痛と呼吸困難の出現直後に心肺停止となった 57 歳女性

（49）２２１

図 5 左室心筋の壁厚は 1.5 〜 1.7 cm であった．Asymmetric septal hypertrophy ははっきりしなかった．
図 7 左室心筋の N-cadherin に対する免疫組織化学染色．
細胞質内の N-cadherin の異常集積が認められる．

1．病理解剖診断
主病変：肥大型心筋症
心臓は 592 g であり，左室壁は全周性に肥厚しており，
1.5〜1.7 cm 厚であった（図 5）．右室壁は 0.3 cm 厚であっ
た．弁膜は著変なく，冠状動脈は最大 10% 狭窄まで認め
られた．組織学的には，生理的錯綜配列の他に，心筋のと
ころどころに錯綜配列が観察された（図 6）．免疫染色で，
心筋細胞間の N-Cadherin（＋）の介在板の不整を認める
（図 7）．
図6

左室心筋．錯綜配列が認められた．

随伴所見
肝臓は 1340 g であり，うっ血と小葉中心性変性がみら
れ，小葉内の軽度の胆汁うっ滞がみられた．
その他の所見

で混合性アシドーシスとなり，低酸素血症も相まって心肺
停止を来したと考えられました．
心筋症の原因としては，高血圧性の心筋症と肥大型心筋
症の 2 つを鑑別に挙げたいと思います．また，心肺停止と
腹痛の原因についてご教授いただきたいと思います．
名取：ありがとうございました．腹痛から始まり，最終
的には心臓に特化した検査がたくさん行われている．どう
やら心臓が怪しい．心肺停止の原因は何か，腹痛の原因は
何か，答えに近づくようなヒントを病理の先生にいただけ
るかもしれませんので，これから病理の解剖所見のプレゼ
ンテーションをお願いいたします．

病理解剖所見
症例は 57 歳女性．患者の死亡後，担当医から患者家族

1）気管支肺炎（左 468 g，右 630 g）
：全体に肺浮腫を
認め，ところどころに気管支肺炎像を認めた．両側の肺動
脈には血栓が認められ，末梢域に数 cm 大の梗塞巣あり．
2）腎臓（左 170 g，右 168 g）：皮質，髄質に 微 小 膿 瘍
（球菌塊あり）を認めた．
3）心筋内微小膿瘍．
4）2 型糖尿病：膵臓のランゲルハンス島にアミロイド
沈着（軽度）を示すものが認められた．
5）左頸静脈線維素血栓（一部器質化を伴う）fibrin 血
栓あり．
6）大動脈粥状硬化症（軽度）．
7）骨髄顆粒球過形成：腰椎で細胞髄/脂肪髄＝1 の正細
胞性骨髄，骨髄球系/赤芽球系=5 と相対的な顆粒球形成の
状態，巨核球は約 10 個/mm2．

に対して，病理解剖ならびに組織の教育・研究目的の使用

8）甲状腺 adenomatous nodule あり．

に関して説明を行い同意を得たのち，全身解剖に供した．

9）子宮：慢性頸管炎．内膜は萎縮．

病理解剖は死亡後 25 時間 40 分に開始された．

10）身長 160 cm，体重 65.7 kg の一女性屍．
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ほか

ば，胸痛もしくは心窩部痛という形で症状が出て来院され
る形で，心不全が起これば呼吸困難でいいと思います．が，

三上：心臓は 592 g で，われわれ病理医の立場からする

今回はカテーテルでも虚血性の心疾患自体は否定されてお

と，日本人の普通の体型の方で 500 g を超えると異常で，

り，われわれとしても心不全で腹痛が起こるのかどうかは

心臓専門の先生からは

わからないので，病理に分析をお願いした経緯があります．

高血圧でも 500 g を超えることは

まずないと思ったほうがいい

と聞いたことがあり，この

重量自体異常です．

藤代：腹部の膨満感は，うっ血性による心不全の症状と
は考えられないかと思ったのです．心不全で消化管の浮腫

割面では，左室の壁厚を肥大の有無の目安にわれわれは

などがあれば腹部の症状としてあってもいいのではないか

使いますが，本例では 15〜17 mm，正常は 15 mm までで

と思いました．それから，この方が突然の呼吸困難であっ

すので，肥大があります．次に，中隔と全体のバランスを

たと考えると，この方はうつ病でふだんの生活がどのくら

見たときに非対称性の中隔肥大があるかということになり

いの活動性があったか，非常に興味があります．うつ病の

ます．肉眼所見的には，バランスはあまり悪くない．少な

方で，行動がふだんあまり多くない方や寝たきりであった

くとも，肉眼診断の段階では中隔の非対称性の肥大はない

りすると，それは肺塞栓のリスクになると思います．

と判断しました．

ですから，この方の体重も知りたかったのですが，もし

心筋のミクロ所見では，部分的にですが，disarray が認

太っている方であれば，ふだんあまり動いていなくて，足

められ Y 字になっているところが数カ所で観察されます．

などから血栓が飛んで肺塞栓を起こし，突然の呼吸困難を

本例では N―カドヘリンという心筋の介在板を染める免

起こした，その前の症状はうっ血性心不全による消化管の

疫染色を行っています．心筋の介在板が染色されますが，
飛び飛びになっていたり，曲がったものがあったりという
異常が観察されました．
正常の心筋で見ると，このように介在板が一直線で，
ドッ
ト状にならず，きれいに見えます．
こういう介在板の異常が本例では認められるということ
で，肥大型心筋症と判断していいと考えました．病理の立

浮腫が原因ではないかと想像します．
三上：身長 160 cm で体重は 65.7 kg です．肺内の血栓
がいつの時点でできたかということですが，フィブリンが
主体で，ようやく端から内皮が進入しているぐらいの段階
なので，これはせいぜい 2 週間ぐらいの時間経過の血栓で，
入院中にできたというのが私の解釈です．
藤代：しかし，突然の呼吸困難や夜間の呼吸困難という，

場からのこの疾患の解釈ですが，遺伝子的に最近は my-

通常の心不全の所見で目が覚めたというのであればわから

ofilament の構成タンパクの mutation が絡んでいるのでは

なくはないですが，それと同時に心肺停止があったことに

ないかと言われています．Beta-myosin，myosin-binding

なると，何か相当の出来事がないと考えにくい．当初，私

protein，あるいは troponin のタンパクの異常が，心筋の

は動脈瘤の破裂かと思ったり，または，例えば椎骨脳低動

フィラメントの異常を来していると言われています．形態

脈の血管のラプチャーなどが起こり，脳幹に障害が起こっ

的には，まずマクロ的に有名なのは非対称性の中隔肥大と

たということなら理解できるかもしれないと思いました

いうことになります．本例ではこれは見られませんでした．

が，この点は想像の域を出ません．

ただ，これは全例で見られるわけではありません．

この方は，呼吸は戻らなかったのですよね．自発呼吸が

組織で見ると，心筋の錯綜配列が有名です．その場合に

出たとすると，脳幹が損傷している可能性は少ないと考え

N―カドヘリンの染色でお見せしたような，介在板の異常

ていいでしょうね．頭蓋内の出来事が否定されると，やは

が最近知られるようになってきました．これは比較的診断

り心肺系に出来事があったかということで，虚血心ではな

に有用な所見ではないかとされています．

いとするならば，やはり肺に病変があった．病理で示され

臨床の先生に教えていただきたいのは，突然の心停止で
発症する肥大型心筋症が一体どれぐらいあるかです．BNP

た肺動脈末梢の結構大きな血栓は，この方の死因につなが
るのではないかと思います．

の値でみると，ある程度の心不全症状が突然の発症前から

名取：病院に到着するまでにいろいろとあったのかもし

進行していたと考えてもいいのかと，聴きながら考えてい

れませんし，普通の CPC の症例と違い，救命で担当して

ましたが，この点を誰かお話しいただけると勉強になりま

くださっている時は，腹痛であってもどこが痛いのかと聞

す．

けず，家族は「腹が痛いといっている」と言うだけで，そ

名取：いかがでしょうか．何かコメントはありますか．
藤代：夜中に起きたときには腹痛ですか．

れが心窩部なのか下腹部なのか判断も難しいです．
このように，いろいろな可能性が考えられるのは救命の

中川：呼吸困難です．後から聞いて腹痛があったという

CPC のいいところです．しかし，先ほど見せていただい

形です．その腹痛は心窩部痛なのか下腹部痛なのかは聴取

た血栓はどうやら新しいものだということは，病理の組織

できていません．一般的に，虚血性の心筋梗塞などであれ

の写真で明らかになったのではないかと思います．その前
東邦医学会雑誌・2016 年 9 月
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病理でもなかったけれども．

の血栓の話題に関しては，想像しかできないですよね．
一林：造影 CT を行ったところ，肺動脈の主幹部位に血

中川：初診時はかなり昔なので，戻ったときはかなり低

栓形成がなく胸部造影 CT で明らかな塞栓は確認できない

心機能で，diffuse hypo．20％ ぐらいという記載などを覚

ので，おそらくそれはないと思います．

えています．

藤代：そうすると呼吸停止の原因はなんでしょうか．

澁谷：ASH はないということですね．

一林：呼吸停止の原因として，臨床的に一番考えていた

もう 1 つ，流出路が少し狭いとか，そういうのはなかっ

のは，慢性的に心不全を持っていて，腹部膨満などがもし

たでしょうか？

かしたら心不全の徴候だったのかもしれませんが，心不全

中川：エコー所見上は，流出路狭窄などはなかったです．

が少しずつ進行し，心肺停止になった夜は急変し，最後は

澁谷：三上先生，詳細に解析していただき，ありがとう

血圧が突然上がった後，負荷増大となったことが心停止に

ございました．先ほど紹介していただいた介在板の断裂と

至った原因ではないかと思っています．

転移は，秋田大学教授の増田弘毅先生のグループが『Pathol-

腹痛に関しては後付けですが，低酸素がもしかしたら腸

ogy International』に 2005 年に発表された成績です．病態

管虚血などに影響して，腹痛症状や angina のような症状

まで併せて丁寧に説明していただきましたが，最近では，

を起こした可能性はないのかどうか．しかし，そうであれ

心筋症の本態が介在板の形成異常であるとの説も支持され

ば低酸素の患者はみんな

こ

ています．すなわち，同じ心筋の中で介在板は，普通は横

とになるので，可能性は低いと思います．腸管で虚血を起

に並ぶのに，この病気では途中で断裂して心筋の成長とと

こした痕跡のような所見はあるでしょうか．

もに大きく偏移してしまうようです．そのため，心筋細胞

おなかが痛くなってしまう

三上：一過性の虚血であれば戻ってしまうので，ある程

は，枝分かれをして横にも太くなり，肥大の道をどんどん

度の規模の虚血でなければ，出血や粘膜壊死のような形で

たどっていきます．肥大して大きいのに，お互いがしっか

は見えてこないと思います．本当の一過性のものであれば，

りつかまっていないので，実際の駆出力は全然上がらない．

32 日経っているので戻ってしまっている可能性はあると

そのためにさらに肥厚していき，このような形状となりま

思います．

す．

藤代：来院時の胸の写真では両側に胸水がありますよ

いま流出路の狭窄があったかどうかと聞きましたが，結

ね．だから，左心不全はかなりはっきりとしたものがあっ

局 1 カ月，病院で丁寧に治療していただいたので，本当に

たと考えていいのではないかと思います．それで夜間呼吸

具合が悪かった時の様子はわかりにくいわけです．本来な

困難で，寝てから少し経って起き上がったのは，理屈にあ

らば，このような議論で病理も一緒に予測してはいけない

うのではないかと思います．

かも知れませんが，致死的な不整脈が起こり，突然の死と

ただ，どうしてそれが心停止になったかということです
が，
「肺塞栓がない」という話を伺うと，かなりの心不全状
態だったために，ガスも悪かったということを加味すれば，
不整脈か何かが起こったのではないかと想像するのはどう
でしょうか．心拍が戻った後に，不整脈は何か出たでしょ
うか．
中川：この方は 2 病日程でベストサポーティブケアの方

いう形の末路をたどったのかと思いました．丁寧な解説，
ありがとうございました．
名取：どうもありがとうございました．大森病院の CPC
を終わります．

症例解説
肥大型心筋症について１―３）

針としたため，きっちりと管理はしていませんが，32 日

肥大型心筋症は原因なく左室ないし右室心筋の肥大を来

間に致死的な不整脈が出るということがなかったので，そ

す疾患であり，不均一な心肥大を呈するのが特徴である．

ういったことは否定的ではないかと考えています．
藤代：うつ病のお薬の中で QT 延長を起こすような薬
があったかどうかも，興味があります．
中川：三環系の薬を飲んでいたため，血中濃度を測定し
ましたが，陰性でした．

死亡率は年率 1.3% であり比較的良好な疾患であるとされ
るが，過半数が突然死であるという報告もあるため注意が
必要である４）．本症の基本的な病態として心肥大に基づく
左室拡張能低下が挙げられる．肥大型心筋症の自覚症状に
は胸痛，呼吸困難などの胸部症状や立ちくらみといった神

名取：ありがとうございました．

経症状があるが，これら症状を踏まえたうえで，心電図検

では，最後に澁谷教授にまとめていただきます．

査，X 線検査，心エコー検査などを施行する．特徴的な心

澁谷：熱心なディスカッション，ありがとうございまし

エコー検査所見として非均等型の左室壁肥厚があり，同時

た．まとめるというほどの特別な知識はありませんが，1

に左室内狭窄の有無と左室拡張機能障害の有無を確認しな

つ，この人は，エコーはどうだったのでしょうか．動きと

ければならない．さらに，弁膜症，先天性心疾患，高血圧

壁厚の問題．Asymmetric septal hypertrophy（ASH）は

性心疾患，虚血性心疾患，代謝性疾患，全身性系統疾患（ア
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ミロイドーシスや Fabry 病など）を除外する必要がある．

考察（病理）

これらを総合的に評価して肥大型心筋症と診断し，治療は
自覚症状と閉塞の有無によって薬物療法と外科的処置を組

解剖では心臓は 592 g，左室壁厚 1.5〜1.7 cm と肥大が

み合わせて行う．さらに不整脈を合併している場合は抗不

みられ，組織学的に錯綜配列が確認された．肥大型心筋症

整脈薬やカテーテルアブレーションなどを用いて治療を行

では心筋の介在板の異常が認められるとされており５），本

うとされる．

例でも観察され，肥大型心筋症と考えられた．

考察（臨床）
本症例は推定心肺停止時間 35 分間，波形 PEA からの
心拍再開となり，低酸素脳症により植物状態となった 1 例
であった．病理所見上は心筋の錯綜配列，介在板の不整を
認めており，肥大型心筋症と診断された．腹痛の原因に関
しては心肺停止による腸管虚血が疑われたが，病理所見上
は明らかな異常は認めず，冠動脈虚血による狭心痛であっ
た可能性も残されている．
肥大型心筋症における疾患関連死の原因としては，突然
死，心不全死，主に心房細動による塞栓症による脳卒中が
主なものとされるが１），本症例では心筋症による心不全が
原因で低酸素血症，高二酸化炭素血症を来し，心肺停止に
なったと考えられた．

気管支肺炎がみられ，血行性に散布されたと思われる微
小膿瘍を腎臓と心臓に認めた．直接の死因は気管支肺炎と
考えられた．
文
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