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劇症型⼼筋炎

劇症型⼼筋炎
  ＜業務連絡・職員の皆さんへ＞

 
Recognition and Initial Management 

 of Fulminant Myocarditis
    Circulation. February 11, 2020 e69

 アメリカの学会AHAの雑誌Circulationより、劇症型⼼筋炎の認識を喚起させる総説が載ってい
ます
のでブログしてみます。
先ず前知識として「今⽇の臨床サポート」の表を下記のPDFに収めましたので、参照してくださ
い。

１） 劇症型⼼筋炎（FM）の臨床症状は多彩です。
   感染症や炎症疾患の徴候がある場合が⼀般的ですが、ない場合もあります。
   最も多い症状は、・呼吸困難 ・胸痛 ・不整脈 ・頻脈 ・ブロックです。
   （呼吸器感染症から呼吸困難とは、何やら新型コロナに似ているような気がします。）
   初診から劇症に増悪するのは、しばしば急な経過です。

２） ⼼電図
   ⼼筋の浮腫のため、QRS波は低電位です。

    稀に左肥⼤の所⾒を呈する事があります。
   ST上昇の様に冠動脈疾患を思わせる事がありますが、多くは冠動脈の解剖学的な責任病変
では
   ありません。
   ST低下は⼼外膜炎の所⾒を⽰します。

    ⼼室性不整脈、伝導系のブロックが⼀般的です。

３） ⾎液検査
   トロポニンの増加は⼀般的に認められるが、正常の場合もあり除外は出来ない。
   BNPは多くの場合上昇している。

 

４） ⼼エコー
   ・左⼼室の拡張が無く⼼筋壁が肥厚（⼼筋の浮腫による）
   ・⼼外膜炎 （effusion）

    ・左⼼室の拡張は慢性化の所⾒。 時に収縮の場合もあり。
   ・部分的な壁運動障害（dysfunction）、右⼼室の壁運動障害

 

５） その他は本院の都合により省略

６） 特殊型
   ・lymphocytic myocarditis

     5%がウイルス感染症に関係している。
     ⽔痘ワクチンによる報告もある。 （5/10000⼈）

 

   ・giant cell myocarditis
     ⽐較的若い⼈が多いが、全体的には極めて稀な疾患

    25%に⾃⼰免疫疾患が基礎疾患としてある。
     ⼼臓移植を１年以内に⾏うよう推奨されている。
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    ⼼臓ザルコイドーシスに組織的には類似しているが、⾁芽腫は形成しない。

   ・acute necrotizing eosinophilic myocarditis
    若い⼈に多い。
    突然死があり50%は⼼移植が必要
    薬剤との関連性が指摘されている。 （本⽂表を参照）
    末梢⾎液で好酸球が多くは増加しているが、していない場合もある。
    ⼼エコーでは⼼筋壁の肥厚、収縮機能低下

 
７） 抗がん剤との関係
   免疫関連の抗がん剤もあり。 （本⽂表を参照）

８） 私としての結論
   今まで健康であった⼈が、ある⽇突然、⼼筋炎となる。
   ⾎液検査、⼼電図、⼼エコー共に決め⼿はない。
   先⼊観を捨てて、異常所⾒が少しでもあれば⼼筋炎を鑑別する。

私⾒）
 私が開業して間もない頃、化膿性扁桃腺炎の患者さんが来院しました。
 これから点滴を⾏うと説明しますと、今夜は夜勤で今から出勤だとのことです。
 仕事と健康とどっちが⼤事だと、私も若かったので説教をしました。
 「俺は先⽣みたいに恵まれた⾦持ちでない。単なる名ばかり店⻑で夜は俺しかいないんだ
よ。」
 カチンときた気持ちを少しは抑えて、良くならなければ点滴で来院するようにとだけ告げ、抗
⽣剤を
 処⽅しました。
 その晩急変して、劇症型⼼筋炎の診断で亡くなられました。
 ご家族には⾎圧も測定していなかった事、⼼臓に関する所⾒の記載が無い事をお詫びしまし
た。
 その後外来の待合室に⾃動⾎圧計を設置し、感冒でも全て私は⾎圧を測定するようにしていま
す。

 新型コロナの感染拡⼤に対して、厚労省より指針が出るようです。
 実地医家の踏ん張りどころです。
 しかし、同時に新型コロナより怖い病気とも⽇々直⾯している事を肝に銘じて、診療に当たり
ましょう。
 この時期、本院での診療の流れの素案が、皆さんの協⼒で出来ています。
 厚労省の指針とすり合わせて再度検討し、来院患者さんにも協⼒をお願いしましょう。

⼼筋炎 circulation.pdf

劇症型⼼筋症 今⽇の臨床サポート.pdf
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【循環器の最新記事】
⼼不全治療薬のエンレストは少量でもいいか..
⼼⾎管疾患の⼆次予防における配合剤の戦略..
降圧薬の服⽤は朝か就眠前か
痛⾵発作は⼼⾎管疾患の予兆
ブルガダ症候群・Brugada症候群
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