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要約：市立旭川病院CCUに1980年から7年間，発症後24時間以内に収容された急性心筋梗塞

（AMI）の457例について，初診時Killip分類と収容までに要した時間あるいは予後との検討

をした。その結果，1）初診時Killip分類別に発症後30日までの死亡率をみると，　Killip　1

群が7．8％，Killip　2・3群が29，1％，　Killip　4群が76．8％で，　Killip分類の重症例ほど予後

は不良であった。2）AMI発症から収容までの時間とKillip分類との関係では，院内発症

例にKillip　1群が多く，　o～1時間の収容例ではKillip　4群の比率が，また1～3時間の

収容例ではKillip　2・3群の比率が増していた。　AMI発症後の心不全は心原性ショックよ

りも遅れて生ずることが推測された。3）発症から収容までの時間と死亡率の関係をみると，

発症後。～1時間で収容された例の死亡率が最も高く，これはこの時間帯でKillip　4群の占

める割合が高いためと思われた。

はじめに

　1972年にKillipらが急性心筋梗塞（以下

AMIとする）に合併する心不全の重症度を分

類して以来1），Killip分類およびその予後との

関係についてはさまざまな検討がなされてい

る2）3）4）。一方，CCUの普及に伴いAMIの不

整脈死が減り，主な死因がポンプ失調となって

きたことから2）5），初診時のポンプ機能を把握

することは患者の予後を考えるうえで重要と考

えられる。そこで今回われわれは心機能を推定

する目的でAMI患者の初診時Killip分類を

調べ，この分類による心機能重症度が発症から

CCU収容までの時間あるいは予後にどう関係

しているかを検討したので報告する。

対象と方法

　1980年から1986年までの7年間に市立旭川病

院CCUに収容されAMIの確定診断が得られ

た患者566例のうち，発症後24時間以内に収容

された457例（非心臓死13例を含む）を対象と

した。

　方法は①初診時Killip分類による心機能重

症度，②発症からCCU収容までの時間，③発

症後30日までの予後，の3項目を全対象例につ

いて調べた。2業間の比較にはt検定または

X2検定を用い，　p＜0．05を有意差ありとした。

結　　果

　1。　初診時のKillip分類による心機能重症

度

　図1に示すように457例（AMIの発症年齢は

男性337例で61．4±10．8歳，女性120例が69．3±

9．1歳）の心不全重症度はKillip分類別にみる

とKillip　1群（以下1群とする）が67．6％，

Killip　2・3群（以下2・3群とする）が17．3

％，Killip　4群（以下4群とする）が15．1％で

あった。各群における性比に差はみられなかっ
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対象は、1980年1月1日から1986年12月31日までの

7年間に発症後24時間以内に収容された急性心筋梗塞457例

　　図1初診時の急性心筋梗塞患者の心機能
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　図2　発症から収容までに要した時間帯別の初診時心機能

　　　　　　　表1年門別の初診時心機能

転
Killip　1 Killip　2・3 Killip　4 TOTAL

一39 3（75．0） 1（25．0） 0（0．0） 4（100）

40－49 36（78．3） 3（6．5） 7（15．2） 46（100）

50－59 79（68、7） 20（17．4） 16（13．9） 115（100）

60－69 109（92．7） 21（14．0） 20（13．3） 150（100）

70－79 61（57．5） 27（25．5） 18（17．0） 106（100）

80一 21（58．3） 7（19．4） 8（22．2） 36（100）

TOTAL 309（67．6） 79（17，．3） 69（15．1） 457（100）

（）は百分率

た。

　2．　年齢別の初診時心機能

　年齢別の初診時心機能を表1にまとめて示

す。40代では2・3群の比率が他の年代よりも

低かった。またKillip分類別に平均発癌年齢

を見ると，1群が62．4±10．8歳，2・3群が

66．1±10．9歳　4群が65．4±11．2歳であり，1

群に比べて2・3群と4群では有意に高齢者が

多かった。

　3．　AMI発症から収容までに要した時間別

の初診時心機能（図2，3）

　図2に収容までの時間別にみたKillip分類

ごと症例数の比率を棒グラフで，またその累積

比率を折れ線グラフで示す。症例数を比べると

AMI発症後1～3時間で入院する症例が最も

多かった。一一方，Killip分類ごとに累積比率
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図3　収容時間帯別初診時Killip分類ごとの患者数比率
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図4　収容時間帯別死亡率と初診時Killip分類の内訳

　　

@　

をみると，1群と2・3群の各時間帯における

比率は発症1時間目までで後者がやや少ないも

のの，24時間目までの両群の比率はほぼTO－

TAL例の比率の推移と同じであった。4群は

TOTAL例あるいは他の2つの群に比べて発

症0～1時間の早期に多く出現し，3時間以降

の出現比率が少ない傾向を示した。

　図3に各収容時間帯でのKillip分類ごと症

例数の比率を示す。発症0時間後収容すなわち

院内発症例では1群が81．3％，2・3群が9．1％，

4群が12．1％であった。同様に発症0～1時間

の収容例では1群が57．7％，2，・3群が11．5

％，4群が30．8％，また1～3時間の収容例で

シよ1君羊カミ60．8％，　2　・　3君羊カミ22，8％，　4君羊ヵミ

17．2％であった。発症3時間以降12時間目まで

の収容例では1群の比率が多くなっていた。し

かし他院を一旦経由してからの入院が比較的多

い12～24時間の収容例では2・3群の割合が再

び増加していた。院内発症例や3～12時間の収

容例と比べて0～3時間の収容例では心機能の

低下した2・3群または4群の比率が増え，特

に0～1時間の収容例では4群の比率がTO・

TAL例と比べて有意に大きかった。

　4．　Killip分類別平均収容時間

　AMI発症からCCU・収容までの平均時間を

みると1群は4．62±5．72時間，2・3群は5．32

±6．73時間，4群は3．02±4．63時間で，4群は

他の群に比べて有意に早く収容されていた。

　5．収容時間帯別の死亡率とKillip分類の

内訳（図4）

　TOTAL例の死亡率21．8％と比べて0～1

時間の収容例の死亡率は30．8％と高かりた。．・死

亡率の内訳を収容時間帯別に検討すると，0～

1時間の収容例で4群の割合が有意に多く，1

～3時間の収容例になると2・3群がTOTAL

例と比べて有意に多かbた。また3～5時間の

収容例では1群の比率が大きかったが，この1

群の死亡例のうち3例が非心臓死であった。

　6．初診時Killip分類別の急性期生存率

（図5）

　発症から30日までの期間の死亡例で，発症か

ら死亡までの平均日数：は1群が9．3±10日，2
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　　図5初診時Killip分類別生存率の推移

・3群が3．0±4．1日，4群が2．0±3．5日であ

り，心機能の重篤な例ほど死亡までの時間が短

かった。また発症後7日以内に死亡した例は発

症30日目までの全死亡例の84％であった。

　AMI発症後30日目までの急性期死亡率は

21．8％であり，Killip分類別にみると1群が

7．8％，2・3群が29．1％，4群が76．8％であ

った。しかし，死因の内訳をみると，非心臓死

（腎不全，消化管出血，肺炎，脳梗塞など）が13

例あり，これらを除外すると，心臓死はAMI

発症30日目までの総数で19．6％（87／444），Ki1・

lip分類別にみて1群が5．9％（18／303），2・

3群が27．3％（21／77），4群が75．0％（48／64）で

あり，心機能の重症度が増すほど予後は不良で

あった。図5には重症度分類別に死亡率から算

出した生存率を発症30日目まで示すが，発症後

7日目以降には予後がほぼ一定となってくるこ

とが認められた。

考　　案

　過去16年分市立旭川病院におけるCCUの活

動を通してわれわれは，AMIの総死亡例の50

％o強が発症2時間以内におきること6），致死性

のprimary　Vfは発症の1時間未満に相当数

生じていることなどを調べ7），AMI死亡率の減

少のためには患者の早期収容と早期治療とが大

切であることを主張してきた8）9）10）。CCUを開

設することによってAMIの死因に占める不整

脈死の割合は減り2）5）10）11），またカテコラミン，

利尿剤や血管拡張剤を積極的に使用しIABP

を併用することによって心不全死の割合も低下

する傾向が認められている2）5）。今後は心破裂

の予防と心原性ショックの対策が一層重要視さ

れるべきと思われるが，最近はPTCR，　PTCA

という冠血流を直接再開通させる方法が壊死心

筋量を抑えることで心機能保存に大きく貢献し

ている10）12）13）。一・方，AMI発症後の心機能を

正確に評価するために臨床医はAMIの自然経

過を把握しておかなけれぽならない。すなわち

不整脈，心原性ショックや心不全はAMI発症

後の何分または何時間後に生じやすいものかと

いうことである。不整脈発生の時間的経過につ

いてはすでに報告済みであるが9），今回の研究

ではポンプ失調の出現時間について調べてみ

た。

　AMI患者の初診時Killip分類別の短期予後

（30日後まで）が重症度にしたがって不良である

という結果は，他の多くのCCUで得られた成

績と同じものであり4），Killipの示したデ・一挙

にも合致していた14）。Killip分類の重要性は高

く評価できるが，2・3群および4群というポ

ンプ失調群が発症何時間後につくりあげられて

くるかを知ることは，ポンプ失調に対する早期

治療や積極的加療の効果を評価しさらにはポン

プ失調の発生を予防する方法の研究に欠くこと

ができないことであると考えられる。われわれ

の得た結果によると，ポンプ失調群の割合は発

症3時間以内に多く，中でも心原性ショックの

4群は0～1時間の早い時間帯に多くて，心不

全の2・3群は少し遅れて1～3時間後に最も

多く生じていた。心原性ショックが心収縮力の

突如の強い破綻のためStalingの心機能曲線を

大きく逸脱した状態であるのに対し，心不全の

病態が総合的心収縮力低下を補うためにStal一
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ing曲線にしたがって左室拡張終期圧を上昇さ

せても十分に代償されずにうっ血を生ずるに至

ったという生理的機序を持つことを考えると，

心不全の自覚症出現までには心原性ショックの

症状出現よりもtime　lagが存在すると思われ

る。

　40歳代の患者に2・3群が少なかったことお

よび2・3群と4群の症例の平均年齢が高かっ

たことは，若年例では残存心筋による心収縮が

十分に代償する力を持っていたためとも考えら

れるが，AMIの大きさや側副血行路の発達の

度合を含めて評価すべきであり，今後の検討に

ゆだねたい。

　収容時間帯別死亡率は発症0～1時間の症例

で最も高く，そのほとんどが4群の症例であっ

た。かつてわれわれはAMIのdead　on　arri－

va1（DOA）の検討をしたが8）9），　DOAの症例

の多くがこの0～1時間の死亡例に含まれてお

り，4群の収容時間がきわめて早いのもAMI

直後にVfや心停止を起こしてDOAとなっ

て収容される症例が多いためと推測される。

　MchughらはAMI患者の10％に肺動脈襖

試圧が上昇しても理学的あるいはX線写真上に

うっ血が認められるまで1．5～21時間のずれが

あることを述べているが15），このpreclinical

failureを配慮した場合Killip分類よりも

Forrester分類で検討するほうが今回の結果よ

りもポンプ失調の発現時間がさらに明瞭に知る

ことができると考えられ，今後の検討課題とし

たい。また，初診時の心機能分類にとどまら

ず，入院後の心機能の変動をKillip分類の4

つの沼間移行によって評価すると，AMI発症

直後に心機能の低下が出現した後さらにどう悪

化するのか，あるいは残存する生存心筋が心機

能を改善させる代償機転がいっからみられるの

かという点を把握することができよう。しかし

一般にAMI患者はCCU入室後に積極的加

療をうけており，その治療内容は症状によって

多岐にわたる。さらに最近はtPAやウロキナ

ーゼによるPTCR，あるいはemergency　PT・

CAが施行されていることが多く，入院後の心

機能の変動を同一・の治療ワクの中で観察してい

くことは実際不可能に近い。ただし，われわれは

合併症のなかったAMI患者において発症5日

目以降の投薬の内容と用量を変えずに左心の駆

出率（EF）を心プールスキャン法で追跡し，入

院時にKillip　1群の症例では初診時のEFが

低いほど入院後のEFの改善度は大きいことを

本誌に報告した16）。したがって入院後に新たな

合併症が生じない場合は心機能の回復の程度に

応じて群間移行はみられないか，あるいはより

良好な群へ移行すると考えられるが，移行の時

期については個々の症例の重篤度に各種の治療

効果がいかに現れるかによって異なってくるた

め評価は難しいと思われる。
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Abstract

Study　on　lnitial　Cardiac　Function　in　Patients　with　Acute

Myocardial　lnfaction－Evaluation　by　Killip’s　Classification一

Hitoshi　Sugawara，　Chikashi　Koumura，

Kunihiko　Tateda　and　Junichi　Shibata

Kunihiko　Hirasawa，

　　　　　　　　　　　　　Department　of　Internal　Medicine，　Asahikawa　Municipal　Hospital．

　　　　．　．，Ki・r・i’・h・1－1－65，，今・ahik・w・・070ジJ・p・n　　－　’

　　Initial　cardiac　function　was　evaluated　according　to　Killip’s　classification　in　recent　consecutive

457patients　admitted　within　24　hours　after　the　attack　of　acute　myocardial　infaction（AMI）。

One－month’s　mortality　rate　was　as　h丘gh　as　76．8％in　Killip　4　group　as　compared　with　low　rates

of　7．8％in　Killip　l　and　29．7％in　Killip　2　and　3　groups，　respectively．　The　number　of　Killip　l

gro｝；p　patients　was　relatively　large　among　those　who　were　already　hospitalized　at　the　onset　of

AMI，　whereas　the　number　of　Killip　4　group　patients　significantly　increased　when　they　were

admitted　within　l　hour　after　the　attack，　and　the　numbers　of　Killip　2　and　3　groups　were　doubled

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ば　　　　　　　
when　admitted　after　1～3　hours・Qne－month’s　mortality　rate　was　the　highest　when　the　patients

were　hospitalized　within　l　hour　after　the　attack．　These　results　seemed　to　show　that　cardiogenic

shock　might　develop　in　AMI　earlier　than　in　congestive　heart　failure．

’ICUとCCU　12aO）＝907～912，1988
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