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Takotsubo cardiomyopathy とは 

最初に報告したのが日本人（佐藤ら 1990年） 

• Takotsubo-like left ventricular dysfunction 

• Stress-induced cardiomyopathy 

• Apical ballooning syndrome 

• Broken heart syndrome 

上記の呼び名もほぼ同義で使われている。 



名前の由来は特徴的な左室造影所見 

 

 

収縮期にも心尖部がほとんど収縮していないため、 
収縮末期の造影がたこつぼの様に見える。 

拡張期 収縮期 



現症 

• 胸痛 

• 呼吸苦 

• 失神 

• ショック 

• 心電図異常 

急性心筋梗塞と類似した症状が起こる 



典型的な経過 

急性心筋梗塞を疑う所見 

造影で冠動脈に狭窄なし 

自然に改善する（一過性） 



誘因 
 

• 強烈な精神的ストレス 

 身内の死、虐待、喧嘩、大病の診断、大損、災
害… 

 

• 強烈な身体的ストレス、急性内科疾患 

感染、脳卒中、急性呼吸不全、急性腎傷害、術後… 

 

 

 

必ずしもはっきりした誘因が見つかるとは限らない。 



JAMA 2011; 306:277 PMID: 21771988  

Emotional 30% Physical 40%  不明 30% 



診断 

Proposed Mayo Clinic criteria  

• 一過性の左室機能不全を認める 

• 冠動脈閉塞所見がない。 

• 心電図異常 or トロポニンの上昇を認める。 

• 褐色細胞腫と心筋炎を認めない。 

上記の４つを全て満たすもの 

Am Heart J. 2008;155(3):408 PMID: 18294473  

最近では、MRIが診断に有用という報告もある。 
                JAMA 2011; 306:277 PMID: 21771988  



治療 

• 保存的治療を行い良くなるのを待つ。 

 

• 誘因となったストレスを取り除く。 

 

• その他の左室機能不全に準じた治療
が推奨されているが根拠に乏しい。 

 



保存的治療 

• Volume overloadの場合はACE阻害薬、β 
blocker、利尿薬。 

• 冠動脈にアテローム性動脈硬化があれば
Asprin。 

• 低血圧時は補液、左室流出路狭窄があるか
を確認。 

• 心エコー、MRIで血栓が指摘される場合は抗
凝固治療。 



予後 

•院内死亡率は0〜8% 

 

• 1〜4週で回復 

急性期を乗り切れれば予後良好な疾患といえる。 



病因 

• カテコラミンによる微小血管のスパスムや機
能不全による心筋の気絶？ 

• カテコラミンの直接的な心筋への毒性？ 

 
カテコラミンの過剰が悪さをしている 
という仮説が唱えられているが 

現時点では原因は解明されていない 

Pheochromocytoma や Acute brain injury など 
カテコラミンが過剰になる疾患において 
同様の可逆性心筋症の報告があることが 

カテコラミン仮説を指示している。 



疫学 その１ 
• 閉経後の女性に多い(80%) 男性は11% 

JAMA 2011; 306:277 PMID: 21771988  

• Acute coronary syndromeが疑われた2944人
の約1.2%(35人)が一過性の心筋症で、その
60%(21人)がたこつぼ型の左室不全だった。 

CHEST 2007; 132:809 PMID: 17573507 

最近では狭義のたこつぼ心筋症だけではなく 
一過性の心筋症をまとめて Stress-induced cardiomyopathy  
と捉えるようになってきている。 



疫学 その２ 

• 心疾患の既往の無いmedical ICU 入室患者
92人中26人(28%)にたこつぼ心筋症を認めた。 

• たこつぼ心筋症発症患者の2ヶ月後の生存
率が低かった。(52% VS 71% p=0.047) 

CHEST 2005; 128:296 PMID: 16002949 



Left ventricular apical ballooning due to severe 
physical stress in patients admitted to the 

medical ICU 
CHEST 2005; 128:296 PMID: 16002949 

 
• Single center (韓国) Prospective study 

• 入室時と3,7日目にエコーで評価。 

• EF < 50%で心基部を除く左室にHypokinesia 
または Akinesia を認めた患者。 

• 多変量解析で敗血症のみrisk factor 

• OR 9.20 (2.36-35.79  p<0.001) 

 



Left ventricular apical ballooning due to severe 
physical stress in patients admitted to the 

medical ICU 
CHEST 2005; 128:296 PMID: 16002949 

 

• 心エコーのみで診断されている。 

• 敗血症性心筋症など、純粋にたこつぼ心筋症
とはいえない疾患も含まれている可能性があ
る。 



• アメリカの入院患者データベースから、たこつ
ぼ心筋症の診断がついた患者を抽出 

• 24701人のたこつぼ心筋症患者の背景や合
併症での死亡率の差を検討した。 

• 発症者の9割が女性。 

• 全体の病院死亡率は4.2% 

 

In-hospital mortality among patients with takotsubo 
cardiomyopathy: a study of the National Inpatient 

Sample 2008 to 2009. 
Am Heart J 2012; 164:215 PMID: 22877807 



In-hospital mortality among patients with takotsubo 
cardiomyopathy: a study of the National Inpatient 

Sample 2008 to 2009. 
Am Heart J 2012; 164:215 PMID: 22877807 

全体の院内死亡率4.2% 
男性が8.4%  
女性が3.6% 
 



In-hospital mortality among patients with takotsubo 
cardiomyopathy: a study of the National Inpatient 

Sample 2008 to 2009. 
Am Heart J 2012; 164:215 PMID: 22877807 

24701人の３分の２はAcute complicationがない。（軽症例？） 
Clitical illnessは男性で３分の１、女性で４分の１と差がある。 



In-hospital mortality among patients with takotsubo 
cardiomyopathy: a study of the National Inpatient 

Sample 2008 to 2009. 
Am Heart J 2012; 164:215 PMID: 22877807 

男性は総じてMortalityが高い 



Charlson comobidity index 

男性とUnderlying critical illness だとMortalityが上がる。 
年齢や人種は関係ない。 



Acute Left Ventricular Dysfunction in 
the Critically Ill 

Chest 2010; 138:198 PMID: 20605820 

Acute left ventricular dysfunction occurs in 
about one-third of critically ill hospitalized 

patients.  
 



Causes of Acute Left Ventricular Dysfunction in 
the Critical Care Setting  

 

• Myocardial infarction 

• Stress cardiomyopathy 

• Global hypokinesis 

• Myocardial injury with minor troponin 
elevations (including supply-demand 
mismatch) 
 



ACSが否定できないなら 
まず冠動脈造影を 

考慮する 



まとめ 

• たこつぼ心筋症は閉経後の女性に多く、可逆
性で比較的予後良好な疾患である。 

• しかし、男性やICU患者に起こると予後が悪い
可能性がある。 

• 診断はAcute coronary syndromeを否定する
のが先決。 

• カテコラミンの過剰が病態に関与している可
能性がある。 


