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Ⅰ　 緒 言

胆 道 疾 患特 に胆 石 症 と心 臓 冠 血 管 の傷 害 と の関 係

につ い て は古 来 幾 多 の学 者 の研 究 が あ るが,然 し心

疾 患 の 一 つ の原 因 と して肝 疾 患 が考 慮 され る に至 つ

た のは 未 だ 比 較的 新 しい こ とで あ る.即 ち肝 性 昏 睡

に際 して 心電 図学 的 にST降 下, QT延 長, T減

高 等 の病 的 所 見 を 観 察 したDumitereco-Mante, M

 (1937) 1)の 記載 に始 り,ま た重 症 肝 硬変 症患 者 にお

け る心 疾 患 の合 併 が,古 くは フ ラン ス学 派 に よつ て,

近 年 に至 つ て はWuhrman2), Oppenheim3), Heg

glin4), Pendl5), Letterer6)等 に よ つ て注 目 され て

来 た.然 し乍 ら心 活 動 と肝 臓 との関 係 に つ いて 決 定

的 な 問 題 を 提議 したの は,蛙 肝 臓 の摘 出 に よ つて そ

の 心 活 動 が不 良 とな り, Strophantinの 少 量投 与 に

よつ て,再 び 心 搏 動 が 活 溌 に な る事 実 を発 見 した

H. Rein(1942) 7)の 実 験 に始 る とい わ な けれ ば な ら

な い.又 之 よ り前 にDobrovolokaia-Zavadekaia N.

 (1940) 8)も 代 償 不 全 に 陥 つ た蛙 心 に肝 抽 出 液 が鼓 舞

的に働 くのを観察 している.

一方Frey (1936) 9)は 蛋 白変化に陥つた心筋に

は, glykosidが 固 着 し強心的に作用するに至 らな

い事実を指摘 し,の ちWuhrmann10)は 心筋 の グ

リコシッド不反応性現象を血清蛋白の量的並びに質

的異常Dysprotein-amieに 基 く心筋疾患であると

考え,こ れをフランス学派のMyokardisに 対 して

Myokardose心 筋症なる独立概念を樹立 し,蛋 白代

謝にとつて直接原因的関係をもつ肝臓疾患に際して

発現する心障碍を所謂肝性心筋症と名付けるに至つ

た.他 方第二次大戦から大戦後にかけて一大流行を

みた流行性肝炎患者の心動態についてAbendroth11),

 Louis12)等 諸家の臨床報告が続出し,わ が函でも原

教授13),高橋14)らの報告があり,特に原教授門下15) 16),

の関は患者から分離したビールスのマウス接種後の

心電図学的変化及び心臓の病理解剖組織像について

研究 し,大 鈴17)も また 自験例を臨床家の立場から

報告 している.著 者18)は 昭和26年 から流行をみた

岡山県並びに広島県の流行性肝炎患者85例 について
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臨床的にその心動態を研究する機会を得,特 に本症

心雑音の発生機構その他に独自の見解を得るに至つ

た.又 かかる肝疾患に於ける心臓傷害が流行地区別
し

によつて如何なる差異が存在するかについて も検討

した.

Ⅱ　 研 究 材 料 及 び方 法

1. 被検材料は第1表 の如 く,岡 山大学医学部第

一内科に入院 した急性並びに慢性流行性肝炎,肝 硬

変症,肝 癌患者を併せた38例 と,広 島県深安郡大門

地区と,岡 山県和気郡香登地区の流行性肝炎の集団

検診時検査 した急性並びに慢性肝炎とを併せた85例

の肝疾患についてである.

第1表

2. 心動態の検索一般打聴診検査 と,福 田エレク

トロ会社製二誘導及び四誘導の心音同時記録式心電

計を用い,心 電図撮影は標準四肢誘導,単 極肢誘導

及び単極胸部誘導の12誘導法を実施 し,心 音撮影は

40サ イクル乃至1400サ イクルの福田エレクトロ会社

製心音マイクを用い,僧 帽弁音は左乳線上第5肋 間

で,三 尖弁音は胸骨右縁第5肋 軟骨上で,肺 動脈弁

音は胸骨左縁第2肋 間腔で,大 動脈弁音は胸骨右縁

第2肋 間腔に心音マイクを当て撮影した.

3. 肝機能検査法第2表 の如き方法で検査 した.

Ⅲ　検 査 成 績

1. 症例の検討

症例　 1) 佐○早○18才　 女子　農業

臨床診断　慢性肝炎

昭和29年12月,右 季肋部痛を主訴として来診した.

当時眼球 結膜及び顔面は軽度の黄疸色を呈し,熱

37.8℃,脈 搏は整調, 1分 間80,心 臓は正常大で心

音は凡て純.肝 は右乳線上肋骨弓下2横 指径に触知

し,硬 度軟,脾 臓は触知不能だが濁音界は明らかに

拡張を認めた.尿 は黄褐色でウロビリノーゲン反応

(++),ビ リルビン(-)で あつた.急 性流行性肝炎

の診断のもとに1ケ 月治療し,黄 疸は消退した.然

し昭和30年1月3日 に至つて,坂 を上ると胸苦 しくな

ることを訴えて来診した,聴 診上初診時に認められ

なかつた心尖部の軽い収縮期性雑音が発見された.

心電図検査の結果, PⅠ, PⅡ は稍増高している以

外に著変なく,心 音図では僧帽弁口で第1音 の前後

に雑音があり,第2音 の後にも雑音が認められた.

その後暫 く放置 されていたが,昭 和32年4月25日 に

至り,顔 面蒼白と浮腫を認め.呼 吸困難のため起坐

位をとるようになつた.脈搏 数は1分 間90程度で眼

球結膜軽度黄疸色,皮 膚亜黄疸色,心 尖搏動は第6

肋間で左乳線外2横 指径の位置にあり,心 尖部に明

らかな収縮期性雑音が聴取され,第2肺 動脈音の亢

進が認 められた.両 側下肺野に湿性ラ音を聴取 した.

肝腫は右乳線上肋骨弓下3.5横 指径触知,脾 濁音界

は8横 指径,尿 ウロビリノーゲン(++).蛋 白(+),

血清蛋白値6.1g/dl,高 田反応(±), Gross(+),

塩化コバル トR5, X線 で左第 Ⅲ弓の膨隆と左室の

拡張が強 く心不全並びに肝機能障碍を認めた.

第2表

心電図検査では(図1)PⅠ, PⅡ は著明に増高 し

明 らかに僧帽弁性Pを 示 し, V3, V4, V5でT波 の

陰転化とSTの 降下を生 じている.心 音図では第

1音 の第1節 及び2節 は強性で,次 で微弱振動がつ

づいたのち第2音 となり,第2音 開 始後0.08秒 で

前収縮期性雑音が始つて僧帽弁閉鎖不全兼狭窄の所

見を示 した.高 張糖液,グ ロン酸,メ チオニン,等

の強肝剤に,ヂ キ丁幾,ネ オフイリンM等 の強心剤,
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カリ剤,そ の他肝抽出製剤ニべナール,葉 緑素製剤

グリンポールを用いて自他覚症状共に好転した.即

ち本症例は急性肝炎を経過して,黄 疸等が消退 し,

一旦軽快 したのち肝炎の再発に当つて器質的な僧帽

弁閉鎖不全兼狭窄を起 したものと考えられる症例の

1例 である.

第1図

症例　 2) 野○級○22才　 女子　会社員

臨床診断 流行性肝炎(劇 症型)

全身の黄疸 と〓囃,胸 内苦悶を以つて発病後次第

に不安興奮状,次 いで昏睡に陥り第12病 日に死亡し

た.肺 肝境界は第Ⅵ肋骨の高さで肝下界は右乳線上

肋骨弓下1横 指径に触知 した.心 尖の位置は第Ⅴ肋

間,左 乳線外1.5横 指径の位置に触知 し,心 音は心

尖部で収縮期音不純であつた.血 清総ビリルビン値

22.15mg%,直 接ビリルビン値12.2mg%で,血 清

膠質反応では綜合判定で中等度の障碍を認めた.第

10病 日に於ける心電図検査では全誘導で高度の低電

位差認をめ(図2),心 筋には高度の出血性病変を認

めた.
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第2図

第3図

症例　 3) 内○真○29才　 女子　会社員

臨床診断 急性肝炎(第3図,第4図)

病初黄疸期には著明な洞性徐脈があり,黄 疸の消

退に従つて洞性頻脈に変 り,自 覚的には中等度の心

悸亢進を訴え,脈 搏数及び脈搏の性質の変動が著明

である.第10, 52, 92,病 日の3回 に亘つて 心電図

学的に経過を追求したが,肝 機能,肝 生検組織像,

毛細血管像等の臨床検査成績 と比較考察するときは,

病期の最も重症な時期に心電図でも低電位差が認め

られ, QT時 間も延長 しているが,自 他覚症が消退

した第96病 日に至つて始めて心電図も正常化し,心

悸亢進等の愁訴も亦消失している.即 ち心筋障碍が

肝炎の臨床経過と平行的に消長 した(第3図).

2. 主な循環器系の臨床症状

臨床上最も多 く見られる循環障碍は(第3表)の

如 く85例中心悸亢進で25例,即 ち急性期の4例 と慢

性期はその約5倍 にあたる21例である.次 いで徐脈

16例 で,急 性5例 慢性11例,頻 脈は12例 で急性4例
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慢性8例.不 整脈15例 で急性3例 慢性12例,心 臓部

不快感10例 で急性4例,慢 性6例,次 いで呼吸困難

13例と浮腫4例 となつている.

第4図

症例3　 29才　 ♀　内○真○○ 急性肝炎

3. 心音の変化

3. 1) 急性肝炎

急性肝炎23例 の心音の変化は第4表 の如くで心雑

音は僧帽弁音に於て特に多 く, 23例 中10例である.

次いで肺動脈弁口の雑音と第2音 の亢進が同数の4

例となつている.次 いで低心音の3例 と大動脈弁と

全弁口の雑音が各1例 で,第2大 動脈音の亢進と器

質性雑音と思われるものはOで ある.又 これら雑音

は肝炎罹患後数週で聴取され,病 症の好転とともに

消失し,或 は病症の悪化とともに増悪する事 もある

が,其 の変遷は比較的心電図のそれと機を一にする

事が多い様に思われる.

3. 2) 慢性肝炎

慢性肝炎53例 の心音の変化は第4表 の如くで心雑

音は急性のそれと比較 してはるかに多 く27例で,僧

帽弁音の11例 が最高であるが,其 の中で僧帽弁の不

純3例 と比較的軽 く一過性と思われる僧帽弁の収縮

期性雑音が5例,長 期にわたり明 確に認められる器

質性雑音の3例 を加えると11例 となり急性期より多

い数値が出る.全 弁口5例,第 二肺動脈音亢進4例

肺動脈,大 動脈各弁口雑音各3例 と,大 動脈音亢

進1例 である.こ こに器質性雑音とは前述症例1)

の如き例を云 うのである.

3. 3) 肝硬変症

肝硬変症に於て心音に変化をもつ例は計6例 で,

僧帽弁の収縮期性雑音3例,低 心音2例,肺 動脈弁

雑音1例 である.

第4表　 流行性肝炎患者の心雑音

第3表　 主 な 循 環 障 碍 症 状
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3. 4) 其の他の肝疾患の雑音

其の他の肝疾患 として肝 癌2例, Dubin-Joheon

症候群1例 について検索 したが特記すべき雑音は認

めなかつた.

4. 心電図学的変化(第5表)

4. 1) P波 の異常

結節形成,二 相性,病 的陰転等が主要変化で総数

12例(急 性肝炎1例,慢 性肝炎11例),肝 硬変例2

名の中肺性P (2.4%),僧 帽弁性P (1.2%)が 認め

られた.

4. 2) QRS棘 の異常

R棘 の分裂ないし結節形成,前 棘及後棘がかなり

の頻度に見られる,即 ちRの 分裂或は結節形成は急

性期12例,慢 性期は24例の2倍 で肝硬変では3例,

肝癌で1例 であるが, QRS時 間 の病的延長がみら

れないので診断的意義を伴うものは殆んどないと考

えられる.

第5表　 心 電 図 の 統 計 的 観 察(85例)

4. 3) T波 の異常

心電図学的変化で最も多い変化はT波 の異常で,

減高,平 低化,陰 性T波 の出現,増 高等の所見が認

められる.所 謂病的と診断されるT波 の出現率は急

性期18%,慢 性期18%,慢 性期28%の 計46%に 及ぶ

が,こ の成績はV, LOuisの 報 告 よりも少 し多い

数値を示 している.異 常T波 の出現する誘導部位は,

単極胸部誘導のV2, V3,が 最 も多 く,次 いで標準

四肢誘導,単 極肢誘導aVL,で あつた. T波 の平低

と同時にQT時 間の延長を伴うものは,頻 度が少 く

17.7%で あつた.又 同時にSTの 上昇或は下降を伴
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うものは18.4%で ある.こ れらの成績を諸家の報告

と比べてみるとLouisのT波 の変化34%に 比 し6

%高 く, STの 偏位 の12.8%に 比 し6.4%高 く,

 Meier示QT延 長18-22%に 対 し17%で 少 し低い値

を示 しているが概 して諸家の報告と大差ないものと

云える.

4. 4) 刺戟生成の異常

洞徐脈,洞 頻脈,洞 不整脈,期 外収縮,心 房細,

粗動等認められ,洞 徐脈,急 性7例,慢 性10例,肝

硬変1例,洞 頻脈は急性4例,慢 性9例,洞 不整脈

は急性2例,慢 性6例,で あるが前編において著者

が試みたコオホ氏三角の組織 検索19)に1例 軽い浮

腫と細胞浸潤を認めた外に形態学的異常は認められ

ず,病 期によつて徐脈が頻脈に変るもの,最 初から

頻脈にのみ経過するもの等多彩であり,長 きは数ケ

月から年余に及ぶものもあつた(21).

心房細,粗 動の二例は就れも死亡例であるが, 1

例は下肢の浮腫形成があり,心 音は極めて微弱, 1

例は心悸亢進と呼吸困難を訴え,共 に高度の肝機能

不全で死亡 した症例であある.

4. 5) 興奮伝導障碍

房室不全ブロック,右 脚ブロックを認めるものが

ある.特 に不完全右脚ブロックは急性3例,慢 性6

例 と比較的高頻度に発見されるのであつて,特 殊筋

系の病変を想定できる.

4. 6) 低電位差

急性肝炎特に激症型では心音微弱と低電位差を認

める場合が多 く急性5例,慢 性5例,肝 硬変2例 で,

経過と共に正常電位差に回復する場合は予後良好で

あるが,激 症型或は肝硬変の腹水貯溜の止らぬもの

は回復は困難の例が多い.

5. 心電図上心筋障碍 と認めた症例の検討

5. 1) 年令及び性別比較検討

以上の肝疾患85例 中心筋障碍と診断 される心電図

を示すもの37例 に就いて正常心電図を示すもの48例

を対照とし,年 令性別に分類してみると第6表 の如

くである.即 ち各年令とも33.3～53.3%の 高率を示

すが, 40才 以上では50%以 上で40～49才 に於て最高

率を示 した.性 別では大差はないが,男 の41.8%に

対 し女の46.6%を 示 し女に高率であつた.

5. 2) 出現頻度

肝疾患85例 中心電図上心筋傷害を認めた症例をそ

の傷害程度に分けて分類すると第7表(1)の 通 り

であり.そ の際病的と診断された例のST及 びTの

変化は第7表(2)の 通りである.著明 な心筋傷害

を 認 め るも のは 急 性 肝 炎3例13%,慢 性 肝 炎9例17

%,肝 硬変1例16.7%と な る.中 等 症 は 急 性 肝 炎8

例34.8%で 一 番 多 く,慢 性 肝 炎13例24.5%で これ に

次 ぎ肝 硬変 で は1例16.7%で あ る.軽 症 は 急 性5例

30.5%,慢 性9例17.7%,肝 硬 変症2例33.3%で

あ る(第7表).

第6表　 異常心電図を示す肝疾患々者の性

別及び年令別分布

肝炎各病期における心電図所見の推移は急性肝炎

例では肝機能検査及び肝生検で特に強い組織学的変

化が認められた.第6病 日以前に低電位差, QT率

の増加, T及 びSTの 変化など明かな心電図学的変

化を認め,臨 床所見及び肝機能検査成績の改善に伴

つて正常に復するようである.即 ち急性肝炎患者は

その臨床経過中に可逆的な心電図学的変化を示すと

いえる.慢 性肝炎例では軽快或は治癒の転死をとる

ものは就れも心電図学的変化は一過性で,不 変或は

死亡の転帰をとるものは,心 筋傷害像を持続 し,或

は障碍度が強 くなつて居る.即 ち心電図検査を予後

判定に或程度利用することも可能である.

5. 3) 流行地域別にみた変化

以上の如き流行性肝炎罹患時における心電図学的

変化が流行地区別によつていかなる差異が存在する

かについて検討する目的で,岡 山県及び広島県の各

流行地を一地区つつ選んで検索した結果は第8表 の

如 くである.

即ち岡山県香登地区では検索例25例 中心筋障碍出

現例は8例(32.0%)で,広 島県大門地区では22例

中13例(59.1%)で あつて,地 区別による差異が認

められる.更 にそ の詳細 を検討すると,大 門地区

では急性,慢 性の別な く心筋障碍が出現 しているに

反 し,香 登地区では急性例には心筋障碍を認めてい
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な い.

第7表(1)　 異 常 心 電 図 の 出 現 頻 度(85例)

(2)　 ST及 びTの 変化(岡 大第一内科入院31例 のみの統計)

特に大門地区例にあつては,急 性例,慢 性例の別

をとわず不完全右脚ブロックの出現が目立つている

が,こ れは著者が前編において検索した病理組織学

的検索例から推 して,流 行性肝炎における心変化の

最 も鋭敏な心電図学的変化の現われと考えられる.

第8表　 流行地区別での変化

5. 4) 心電図学的変化と肝機能 との関係

5. 4) 1血 清蛋白との関係

血清蛋白量と心 筋傷 害との関係を検 してみると

(第9表)の 如 くなる.即 ち血 清 蛋白量と心筋傷害

との関には密接な相関性はえられなかつた.然 しな

がらAlbumin, Globulin比 の低下 と心筋傷害との

間には密接な関係がみられた.次 に血清蛋白分屑就

中γ-globulin量 と心筋傷害との関係 に於てはγ-

globulin値 が30%以 上に及ぶ際にはある程度の関係

がみられた.
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第9表　 血清蛋白と心筋傷害との関係

5. 4) 2血 清膠質反応と心筋傷害との関係

高田反応, Grass反 応,チ モール溷濁反応,塩 化

コバル ト反応,セ フア リン,コ レステロール恕状反

応1等 の血清膠質諸反応の成績を総括 した成績と心

筋傷害 との関係を追求すると(第10表)の 如 く有意

の相関性を見出すことができない.

5. 4) 3そ の他肝機能 と心筋傷害との関係

血清 ビリルビン値は心筋傷害の出現と有無の相関

性 を見出すことができる(第11表).

第11表　 血 清 ビ リル ビ ン

その他の肝機能アゾルビンS,ア ルカリフオスフ

アターゼ,尿 ウロビリノーゲン,と の関係は(第5

図)の 如 くであり,又 心筋傷害と馬尿酸合成試験の

関係 は(第12表)の 如 くで あ り, B. S. P.,と の 関係

は(第13表)の 如 くで あ る.

第5図　 心筋傷害度と肝機能検査

第12表　 心筋傷害と馬尿酸合成試験

第13表　 心 筋傷 害 とB. S. P.

5. 5) 5心 電図学的変化 と肝生検組織像

肝生検で組織学的変化を明らかにし得た急性肝炎

23例について,肝 実質細胞の変性並びに壊死の程度

と,同 疾患の心電 図学的 変化の関係を追求すると

(第14表)の 如 くで,実 質細胞の壊死,崩 壊と心筋

傷害像の出現との間には可成り密接な関係があるこ

とが分る.な かでも急性肝炎例にあつては,組 織学

的変化の改善と共に病的心電図も正常に復している.

しかし乍 ら興味ある所見は所謂Dubin-Johneon症

候群の一例であつて組織学的に変性壊死像が殆んど

認められないに拘らず,完 全右脚ブロック,低 電位

差, QT延 長,洞 徐脈等の異常所見を認めた点は肝

疾患時の異常心電図出現の原因的考察において極め

て注目すべきところである(第14表).



4292　 近 藤 弘

第10　表 心 筋 傷 害 と 膠 質 反 応 と の 関 係
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第14　 表 肝 性 心 筋 症 と 肝 生 検 像

第15表　 Dubin-Johnson症 候 群 の1例

5. 5) 6心 電図学的変化 と体表微細小血管像と

の関係

先ず星芒状毛細血管拡張(所 謂クモ腫)と 心筋障

碍 との関係では第16表 の如く,そ の出現度 との間に

はやや関係があるかにみえる次に指爪根部微細小血

管像との関係では必ず次に指爪根部微細小血管像と

の関係では必ず しも一定の関係がえられなかった.

5. 5) 7心 電図学的変化と自律神経機能との関

係

肝炎時に於けるかかる心電図学的変化は極めて不

定で,固 定せず且つその病変はT波 の減高,平 低な

どあるが,斯 る心電図病変は自律神経緊張度に極め

てよ く支配 される点があること,又 臨床的にみて も

短期間中に徐脈と頻脈が交代するなどかかる患者は

一般に自律神経緊張度の不安定 ,或 は異常緊張が観

察 されるので,自 律神経緊張度のもつ病的意義を考

察する目的で,ア ドレナリン試験,ア トロピン試験,

ピロカル ピン試験成績からみた上田氏分類法に従つ
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て,い わゆる心筋症患者の自律神経機能を検索する

と(第17表)の 如 く著 しい陽性率を得た.就 中自律

神経緊張亢進例が多かつた点は極あて注目すべき点

である.か かる自律神経緊張度の変化が,肝 機能状

態の変化に依存するものが否かは俄かに決定できな

いが本症発生の一つの主要因に数えることができる

と考えられる。

第1d表　 病的心電図と指爪根部微細小血管

像との関係

備 考: S. K. D.星 芒 状 毛 細 血 管 拡張(所 謂 クモ

膜)の 略 称

第17表

A. N. S.の 問 題 {
急性肝炎1例

　慢性肝炎14例

Ⅳ　総括並びに考按

以上を総括すると流行性肝炎患者の循環動態は臨

床経過と略その消長を共にする病的変化を示すこと

が明確である.以 下個々の現象について若干の考察

を加えることとする.心 活動は有熱期に亢進 し,解

熱すると正常に復する事は一般の熱性疾患と変らな

いが,下 熱後黄疽期になると徐脈に,黄 疽消退後回

復期に至ると不安定となつて,多 くは頻脈に変化す

るのが一般の傾向である.特 に強度の黄疽中に徐脈

から急に頻脈に変化する時は肝機能不全の危険を示

すものであるという(23).

著者の統計 では徐脈或 いは頻脈を示 したものは

31.6%で あつたが,病 期からいえば殆んどこの原則

の枠内に存在 した.

古来黄疽 と徐脈との関係については幾多の研究が

あり,徐 脈の主因を血中胆汁酸含量の増加に帰する

向もある.そ れらの人々は徐脈の程度と血清ビリル

ビン値 とは平行関係をもつというが,著 者の検索で

はかなりの くい違いを示す例が多 く,殊 に高度の肝

機能不全に陥つて死期の近いもの,或 は自律神経失

調症の傾向をもつ神経循環無力症患者例に於てはか

なり分離 した傾向をとるのが普通である.

血圧は黄疽前期或は黄疸後期或は黄疸期の如何を

とわず低下するのが普通で,収 縮期,拡 張期圧共に

低下 し, Selander (23)は 病前に高血圧のあつた人

でも肝炎罹患後は低下する事実を認めているが,子

供 にはこの傾向 を認 めな いといわれる.し かし

Toomey (24)は 黄疸 期にはむしろ血圧は上昇する

と報 じ, Selander (23), Gimbert (25) Rieglboeck

 (26), Nothaas (27), Straub (28)等 と主張を異に

している. Nothaaeに よれば健康時に収縮期圧が95

乃至130mmHgあ つた人は罹患時平均114mmHgで,

この値はFleachに よる同年令17才 から40才 の平均

圧118mmHgに 較べて低下を認めたといい,而 も黄

疸第1病 日に既にその68%に 血圧低下を認めたとい

う.更 にSchennetten (29)はAchellongの 循環

調節検査法を用いて立位で脈搏数の増加,収 縮期圧

の低下,従 つて圧差の減少を報じ,之 は頻脈になる

為血圧を低下させる体位をとると拡張期に充分血液

が還流 して 充満しないためと説明 している. Woll

heim (30)は 極期に血液循環量の低下があり,そ の

門下ZisslerはZvans Blue法 を用いて循環血漿量

は20%,循 環血液量は17%に 低下を見たと報 じてい

る.即 ちこの状態は嘗てEppingerが 述べたHamo

konzentrationの 状態 であつて, Siedeは この毛細

管 透過性 が全 身的な症状をもつて くるとシヨック

症状を現し,血 漿と血流の両者が相伴つて減少する

場合は肝臓内毛細管拡張にその原因を求めねばなる

まいと論述している著者の統計では血圧低下例は僅

か13.2%と いう値であるが,病 期を考慮に入れなか

つたのが或いはかかる低値の原因かも知れない.又

肝炎患者に於ける血管系の変化を庵谷,前 畔らは指

爪根部微細毛細血管像の検索によつて検討している

が,著 者の検査では心電図検査で認めた心筋傷害と

有意の相関を認めなかつた(第16表).

心雑音は僧帽弁音で最 も多 く,急 性肝炎では23例

中10例 に,慢 性肝炎では27例 中11例 に認められた,
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処で僧帽弁膜部に於ける音の発生機構は大略以下の

如 くに考察できる.即 ち現在第1心 音の主成分とし

て この主 節は心筋の等長性改縮がその主因である

と考えるWebel (31)の 説や,房 室弁の閉鎖成分を

第1心 音の主体と考えるRappaport (32)の 説があ

るが,著 者が既に肝炎剖検例の心臓に関する病理組

織学的検索で報告したように,乳嘴 筋の出血又は変

性等が(19)心 筋の等長性収縮の乱れ,或 は房室弁

閉鎖不全状態を招 くものと考えて差支えないであろ

う.斯 る説明は既にWeberが 僧帽弁閉鎖不全症に

於て,稀 ではあるが心収縮期の末期に出現し,拡 張

期迄に既に消失する雑音に注目し,之 を中毒症或は

冠硬化による障碍が乳嘴筋のみに起り発生する雑音

について記述 している報告と考え併せると興味ある

問題である.

ところで以上の如き循環動態の変化は当然心電図

学的変化 を惹起 するものであつて最 も多 くT及 び

STの 変化を認め, STの 偏 位 なくT減 高が最も頻

度が多かつた.而 もかかる心筋傷害部位は左室より

も右室側により強 く出現 している結果を得た.所 謂

心筋障碍の出現頻度は急性肝炎47.8%,慢 性肝 炎

41.5%,肝 硬変33.4%でAbendroth (11)の79%

より遙かに低 く, Meier (33), Louie (12)の50%

より梢低率である.こ の心筋傷害は年令,性 に関係

し,又 病期や経過日数よりも肝機能障碍の程度に比

例織係をもつことが分つた.

その他QTの 延長,低 電位差,右 脚ブロック等の

所見が比校的多 く,特 に不完全右脚ブロックは比較

的高頻度(11.0%)に 認められる所見で,右 室の心

筋傷害に伴つて特殊筋系の病変を想定できる所以で

あり,著 者の(19)検 索でも病理組織学的に,一 般

に右房前壁,右 室前壁中央部,右 室乳嘴筋等に心筋

線維の変性像を認め,左 室前壁の心筋には変性像と

共に単核細胞浸潤を伴う炎症性変化がみられ,特 に

左室乳嘴筋には変化が強 くウイルス性炎症像を思わ

せる例もあつた.

肝疾患時に当然出現する肝機能障碍のもつ原因的

役割は甚だ重要である.実 験的にも既に古 くから胆

汁酸塩の注射によつてかかる心電図的変化が出現し,

又人体例でもDecholinの 注射が長期に亘つて行わ

れる際に出現するのでMeier (33)の 如くその原因

を胆汁酸の作用に帰する人 もあるが,し かし現今胆

汁酸の血中濃度測定はかなり困難であり, Scherlock

及びWalache (34)の 成績では流行性肝炎時には余

り高 くないのでSiede (35)は 胆汁酸の直接作用と

いうよりはVims自 体 の感染中毒によるものと考

えている.著 者の検 索例で, Dubin Johnson氏 症

候群では過ビ リルビン血症以外に肝機能障碍が認め

られないのに心筋障碍心電図を観察 し,し かも一般

の流行性肝炎例では心筋障碍と血清 ビリルビン値と

の間に有意な相関を認めなかつたところから,そ の

原因を肝障碍と結びつけてのみ説明することも困難

である.第 一には 冒頭 に於て述べたようにWuhr

mann (2)ら の唱える如き肝機能障碍に基 く新陳代

謝障碍に由る心電図学的変化である.抑 々肝機能障

碍が高度となると血清蛋白の量的並びに質的変化を

惹起し,相 伴 うて血清カリウム値の低下を招 くので

あつて. T液 の減高, QT時 間の延長などにつよい

影響をもつことが考えられる.著 者の成績からは血

清A/G比 の低下との間に一定の関係は認めたが,

血清蛋白量との間には 関係 がなく,従 つてWuhr

mannの 所説をそのまま受入れることに些か蹄〓躇す

る.第 三はHegglin (20)の 提唱になるエネルギー

動態心不全energische dynamische Herzinsuffizienz

である.之 は半月弁が早期に閉鎖することによつて

血液流動力学的に有効な収縮時間と,心 室興奮持続

時間のくい違いが生ず る心不全現象で,臨 床検査の

上では心音,心 電同時 記 録撮 影を行うとQT時 間

の延長するため心音の第二音はそれより早期に発生

する事が分る. Hotzmann (36)に よればこの 現象

は肝不全がかなり進んだ病期に出現 して くるのであ

つて,広 範な肝細胞壊死に基 く昏睡状態に観察でき

るというSiede (35)の この事実はRein (7)の 述

べ る如 くなにか肝臓から向心臓性ホルモンの存在を

思わせるのであつて, Hegglinは かかる観点から肝

心症候群なるものの存在を想定 している.

Rein (7)の 研究 によればA. hepatica領 域 の

Pressosensible Nenvenの 循 環反射が存在するもの

と考え,潜 在性の心筋機能不全はこの反射路を除去

することによつて顕化するという.

最後に興味ある点は流行地区別による心筋障碍出

現の頻度差についてであつて肝炎ヴィルス毒が流行

地に依 り相違 していることに由るものか,又 は労働

条件等の要因が関与 したかは審らかでないが,毒 素

そのものの影響は無視出来ない.

流行性肝炎時の循環動態は甚だ複雑で,諸 現象の

錯綜 した組合せに原因するものと考えられる.

Ⅴ　結 論

流行性肝炎及びその他の肝疾患85例 について,そ
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の循環動態を検討した結果,以 下の如き知見を得,

若干の考察を加えた.

1) 流 行性肝炎罹患時には,年 令及び性別の如何

をとわず,そ の病症経過に伴つて徐脈或は頻脈,血

圧の低下.心 音の異常などの変化を認めるが,循 環

不全症に陥ることは致死的肝炎例を除 くとごく稀で

あり,而 もこの変化は可逆性であることが多いが,

一部症例では心音に永久雑音をのこすものを認めた.

2) 心電 図検査で把握できる所見は, T波 の減高

及びSTの 降下が多 く,そ の他, QTの 延長,低 電

位差,右 脚ブロック等々の所見で,所 謂心筋傷害と

断定できるものは急性肝炎47.8%,慢 性肝炎41.5%,

肝硬変33.4%で あつた.

3) 肝 機能 を血清蛋白及びその分画,膠 質反応,

血清ビリルビン値等に分けて考察 したが,全 体とし

ての肝機能の低下に伴つて,心 電図学的に心筋傷害

の所見を認め得た.又 この所見は肝機能の正常化 と

共に消失 し.可 逆性の変化であつた.

4) 肝生検々査で,肝 細胞の壊死脱落,変 性 な ど

と心筋傷害との間に密接な関係を認めた.

5) 自律神経機能の異常就中全自律神経緊張異常

と心筋障碍との間に一定の関係がえられた.

6) 本症の僧帽弁雑音の成因は,左 室乳 頭節の病

変による血液力学的な要因がその主因であつて,弁

膜白身の器質的変化ではないことを明らかにした.

稿を了えるに当り長期間御指導を賜つた浜崎教授

並びに小坂教授に心から感謝 しますと共にこの研究

に御協力下さつた太田康幸講師に厚 く御礼申し上げ

ます.
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Clinico-pathological Studies on the Hepatogenous Myocardosis

(Serial Report)

Changes on heart sound and electrocardiogram in liver diseases

By

Hiroshi Kondo

Department of Pathology, Okayama University Medical School
(Director. Prof. Y. Hamazaki)

Department of Internal Medicine,
(Director. Prof. K. Kosaka)

With the purpose to elucidate changes in heart sound and electrocardiogram in liver 
diseases, the author studied 85 cases of infectious hepatitis and other liver diseases, and 

obtained the following results.

In the infectious hepatitis irrespective of age or sex, changes such as brachycardia or
 tachycardia, fall in blood pressures, and abnormality of heart sound can be recongized along 

with the progress of symptoms, but with exception of fatal hepatitis circulatory insufficiency 

rarely occurs in any of them. Moreover, these pathological changes are mostly reversible, 

and in some the murmur of heart sound remains in definitely.

As for the findings of electrocardiogram, such findings as a decrease in the height of 

T-wave, fall in ST, elongation of QT, low potential difference and bloking of the left leg, 

that determine the damages in the heart muscle can be found in 47.8 per cent of acute 

hepatitis, in 41.5 per cent of chronic hepatitis, and in 33.4 per cent of liver cirrhosis. 

Furthermore, judging the liver functions from serum proteins, colloidal reaction, and serum 

bilirubin values, along with the diminution in the liver functions, the findings that indicate 

damages of heart muscles can be recognized. Likewise changes in the picture of the liver in 

autopsy are closely associated with the damage to the heart muscle. Similarly there seems 

to be a definite relationship between the liver functions and the autonomic nerve system. 

Again judging from the elctrocardiogram, the murmur of the mitral valve in this disease 

consists mainly of hematokinetic problem due to pathological change of the left papillary 

muscle but not due to the organic change of the mitral valve itself.


