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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　verapamilが著効を示したrepetitive　typeのventricular　tachycardia（VT）の1学童例を経験した．

症例はVT時QRS波形が左脚ブロック，下方軸を呈した12歳の女児例で，薬物静注負荷テストの結果，

lidocaine無効，　propranololやや有効，　verapamil有効と判定した．　verapami1が有効のVT例は発生

機序を考える上で興味が持たれたので過去の報告例を含めて検討し考察を加えた．

　　　　　　　　　　緒　　言

　verapamilは上室性頻拍症（supraventricular　ta・

chycardia，　SVT）に有効な治療薬として使用される

bN“　1）2），近年心室性頻拍症（ventricular　tachycardia，

VT）での有効例も報告されるようになった3）～8）．　ver－

apami1が有効なVT例は器質的心疾患の認められな

い若年者に多く3）4）6）”’8），VT時QRS波形が右脚ブロッ

ク（right　bundle　branch　clock，　RBBB），左軸偏位（left

axis　deviation　LAD）4）5）8），または左脚ブロック（left

bundle　branch　block，　LBBB），下方軸（inferior　axis，

IA）または右軸偏位（right　axis　deviation，　RAD）3）7）

を呈する事が多い．また，Ca＋＋拮抗薬が有効な事より，

発生機序としてslow　responseの組織を回路に含む

reentryまたはtriggered　activityカ；考えられている．

本稿では自験例を含めた過去のverapami1が有効な

VT例の臨床所見，電気生理学的所見，他の抗不整脈剤

に対する反応性を検討し，発生機序に関しても考察を

加えた．

　　　　　　　　　　症　　例

　患児：12歳女児．

　既往歴，家族歴：特記すべき事なし．

　現病歴：中学校入学時の心臓病検診にて初めて不整

脈の指摘を受け当科受診となり，VTに対する薬剤効

別刷請求先：（〒232）横浜市南区浦舟町3－46

　　　　　横浜市立大学小児科　　　　真部　秀治

果判定を含む精査目的にて入院となった．なお患児は

現在に至るまで何らの自覚症状を呈していない．

　　入院時現症：身長139cm，体重33kgで栄養状態は

良好．血圧114／60mmHg，脈拍数88／minで不整であっ

たが，心雑音は聴取されず，腹部，四肢とも異常所見

は認められなかった．

　入院時検査所見：末梢血液検査，血清検査，血液生

化学検査，尿検査はすべて正常所見であった．

　胸部X線写真（図1，上）：CTR　41％であり，肺血

管陰影は正常であった．

　心電図（図1，下）：洞調律で脈拍数88／分，電気軸＋

30°，PQ間隔120msec，　QT間隔320msec，　V、誘導はrS

pattern陰性T波，　V、誘導はqRs　pattern陽性T波で

あるが，LBBB　e　IA　pattern（図2）の心室性期外収

縮（premature　ventricular　contraction，　PVC）およ

びPVCと同じQRS波形を有する3連発のVTがみ

られた．PVCのcoupling　interva1は固定性で440

msecであり，　VT　rateは136／minであった．

　心エコー検査：心内腔の拡大，心室中隔の肥厚，僧

帽弁逸脱症候群（mitral　valve　prolapse，　MVP）の所

見はみられず，左室機能も正常で，器質的心疾患を思

わせる所見は認められなかった．

　24時間心電図（図3）：PVC，2連発，　VTは昼間，

夜間ともに頻発して認められた．VTは最高7連発ま

でみられ，VT　rateは140／minであった．なお
prematurity　indexは1．3～1．6，　vulnerability　index

Presented by Medical*Online



344－（90）

Ilゴ

本

竺
圭
w

裏
ぷ
輩
τ

幸
W
　
で

＝←＝

川

＝⊥÷

蓋
T
幸
三

堪
月
「
羅
璽
焔

劉

日小循誌　2（3），1987

は0．4～0．5であった．

　運動負荷心電図：Bruce　protocol9｝に準じて行われ

た．負荷前ではPVCおよび3連発のVTがみられた

が，負荷後1分よりPVCは消失した．一方，回復期に

おいては2連発1回を含む散発的なisolated　PVCが

認められた．なおendurance　timeは10分40秒であっ

た．
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　薬物負荷試験

　1）lidocaine（図4）

　lidocaine　2mg／kgを11分で静注し，以後20μg／kg／

minにて点滴静注を行った．投与前はPVCのみ28個／

分，投与後はPVC　12～27個／分，2連発0～4回／分で

あり1idocaine投与前後での心室性不整脈出現頻度に

は差は認められず，lidocaineは無効と判定した．なお

Iidocaine点滴静注時（点滴静注開始後2時間）の

number’min
1＿idocaine　2mg’k　　　　l　V く蕊）…混1）“・：烈Lld。・a・ne　20r9∫kg’mi．　DIVX嬬三溺法灘㌶

HR　94 114

BP108／58　　　120’70

96

122’64

min

106（加in）

122／54

　（mmHg）

図4　1idocaine静注負荷試験
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図5　propranolol静注負荷試験
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lidocaine血中濃度は0．6μg／m1であった．

　2）propranolol（図5）

　propranolol　200μg／kgを14分間で静注投与を行っ

た．投与前はPVC　41個／分，2連発12回／分，　VT　1

回／分の心室性不整脈がみられたが，2連発は投与後3

分より漸減し6分後より消失，VTは投与後2分より

消失した．しかし，PVCは投与後も22～43個／分認めら

日本小児循環器学会雑誌　第2巻　第3号

れた．以上よりPVC数の変化は認められなかったが，

2連発およびVTがpropranolol投与後より消失し

た事からpropranololはやや有効と判定した．なお

propranololの血中濃度は静注後30分で38．Ong／ml，60

分で32．7ng／mlであった．

　3）verapamil（図6）

　verapamil　200μg／kgを3分間で静注した．投与前

number／min

HR　　83　　104

BP　116／58100’50

105
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106
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　　　　　　　　　　図7　verapamil服用開始前後の24時間心電図
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はPVCのみ7個／分，投与後は投与開始2分後で

PVC　16個／分，2連発1回／分と一過性に心室性不整脈

の増加がみられたが，3分後より22分後までPVC，2

連発とも消失した．以上よりverapamilは有効と判定

した．なおverapamilの血中濃度は静注開始後20分で

101．6ng／mlであった．

　verapamil　240mg／day経口投与前後の24時間心電

図所見（図7）

　verapamil服用前はPVC　18，949個／日（498～1，319

個／時），2連発1，225回／日（0～336回／時），　VT　583回／

日（0～64回／時）であり，各々睡眠時および覚醒時と

も同様に心室性頻拍不整脈がみられた．verapamil服

用後はVTは消失，2連発も著明に減少し（0～34回／

時）服用開始18時間後より消失した．一方，PVCは内

服後1～3時間の時間帯に一致して著明な減少がみら

れたが，prematurity　index，　vulnerability　indexは

verapamil投与前後で変化はなかった．

　　　　　　　　　　考　　察

　Ca＋＋拮抗薬の薬理作用は細胞膜表面に存在する電

位依存性のCa＋＋チャンネルを介した細胞内Ca＋＋流入

（slow　inward　current）を抑制することにある．従っ

てslow　inward　currentに依存した洞結節や房室結節

を回路に含むリエントリー機序のSVTの治療薬とし

て用いられている1）2）．一方，His－Purkinje線維，心室

固有筋は急速なNa＋＋電流に依存するため，これら組

織を起源とする不整脈には，Ca＋＋拮抗薬は無効である

と考えられ，実際の臨床面においても無効を示す場合

が多い10）11）．しかしながら，近年verapamilが有効な

VT例も報告されるようになった3｝一“8）．こうしたVT

例で臨床的に最も特徴的な事は器質的心疾患が認めら

れない若年者に多く，またVT時QRS波形に一定の

傾向が見られることである．そこで本稿では，ver・

apamilが有効なVT例における臨床所見，他の抗不

整脈剤に対する反応性，電気生理学的所見の特徴を分

析し，その発生機序についても検討を加えた．

　1）臨床所見

　verapamilが有効なVT例には，以下に示すいくつ

かの特徴的な臨床所見がみられる．①若年者に多
い4）6）8｝．②器質的心疾患が認められないが3）4）6）’“8），少数

の心筋梗塞既往例もみられる’）7）．③VT　rateはver－

apamil無効例と有意差なし4）．④VT時QRS波形は

RBBBこLADを示す場合4）5）8）とLBBB　e　IA　or　RAD

を示す場合が多い3）”7）．

　2）VT時QRS波形別による検討

347－（93）

表1verapamil有効VT例のVT　typeおよび
　VT時QRS波形

sustained　VT non・sustained　VT 合計

LAD 7 0

8RBBB
不　明 1 0

RAD　or　IA 3 5

LBBB
不　明 2 0

10

不　明 3 1 4

合　計 16 6 22

RBBB：right　bundle　branch　block，　LBBB：left　bundle　branch

block，　LAD：left　axis　deviation，　RAD：right　axis　deviation，

IA：inferior　axis

表2　verapamil有効VT例における他の抗整脈剤

　の有効性

　　　　　　　　　　　　　　　（有効例／対象例）

RBBB十LAD LBBB＋RAD，　IA 合計

procainamide 6／6 2／3 8／9

lidocaine 0／7 2／3 2／10

propranolol 0／4 4／4 4／8

RBBB　l　right　bundle　branch　block，　LBBB：left　bundle

branch　block，　LAD二left　axis　deviation，　RAD：right

axis　deviation，　IA：inferior　axis

　基礎心疾患の認められないverapamil有効のVT

報告例をそのVT時QRS波形よりRBBB　type
（LAD　7，電気軸不明1），　LBBB　type（IA　or　RAD　8，

電気軸不明2）に分類し，表1で示した．またVaughan

Williams分類12）によるIA群（procainamide），　IB群

（lidocaine），II群（propranolol）による薬剤効果判定

を表2で示した．なお薬剤効果の判定は薬剤投与によ

りVTの停止，徐拍効果またはVTの誘発阻止の認め

られた場合を有効例とした．

　a）RBBB　type　4）～6）8）

　全症例（8例）ともsustained型VT例であった．

verapamil以外の他の薬剤に対する有効性は
procainamideで6例全例有効であったが，　lidocaine

では全例無効であった．またpropranololは4例で試

みられたが，全例無効であった．以上より，RBBB　type

はlidocaine，　propranololで無効の場合が多いが，

procainamideは有効を示す場合が多い傾向にあっ
た．

　b）LBBB　type3）6）7）

　10症例のうち5例がsustained型VT，5症例が

non－sustained型VTであった．なおexercise　in・
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duced　VTの3例3）は全例sustained型VTであった．

抗不整脈剤に対する有効性はprocainamideおよび

lidocaineで有効率約67％（2／3：有効例／対象例）で

あったが，propranololはexercise　induced　VT例3）お

よび本稿での症例で検討され全例有効性を示した．以

上の結果よりLBBB　typeはRBBB　typeと比較して

lidocaine，　propranololに有効性を示す傾向にあった

が，症例数が少なくなおかつLBBB　typeの対象例4

例中3例はexercise　induced　VTであったので，今後

の検討が必要と思われる．

　3）電気生理学的検査

　verapamilが有効なVT例の機i序に関してはre－

entryとtriggered　activityの鑑i別カミ問題となるが，電

気生理学的検査による厳密な鑑別は不可能とされてい

る．本稿では，両機序の鑑別に対するある程度の指標

となる点について比較検討した．

　a）頻拍を誘発する単一早期刺激間隔および連続刺

激間隔と頻拍開始時の連結期とは，triggered　activity

は正相関，reentryは逆相関を示す．

　b）triggered　activityは頻拍停止後一定の休止期す

なわち刺激に反応するまでの時間が必要であるが，re－

entryは必要でない．すなわち頻拍時においてreentry

は1発目の早期刺激による停止，1発目に連続した2

発目の早期刺激による頻拍の再開が容易であるが，

triggered　activityは1発目の早期刺激による停止後

の2発目の早期刺激による頻拍の再開には一定の時間

（休止期）が必要である14）．

　c）単一早期刺激および連続刺激による頻拍の誘発，

停止の際，reentryでは再現性はあるが，　triggered

activityでは再現性に乏しい15）16｝．

　d）頻拍停止の際，reentryは突然停止するが，　trig－

gered　activityは拍数の漸減により停止する場合が多

い13）15）

　実際のverapamilが有効なVT報告例の電気生理

学的所見を提示し，VTの発生機序の推定を試みた．

Linらの4例（RBBB　type）5）では，　VTを誘発する単

一・ 早期刺激間隔および連続刺激間隔とVT開始時の

連結期が3例で逆相関，1例で一定の相関が得られな

かった事より，3例はreentry機序，1例はtriggered

activity機序が疑われた．　Belhassenらの1例（RBBB

type）8）はVTを誘発するatrial　paced　cycle　lengthと

VT開始時の連結期とは逆相関を示し，reentry機序が

疑われた．一方，Sungらの症例（RBBB　type　1例，

LBBB　type　2例）6）はVTを誘発する心房および心室

日本小児循環器学会雑誌　第2巻　第3号

刺激間隔とVT開始時連結期が正相関を示し，　trig－

gered　activityの可能性が示唆された．

　4）発生機序

　verapamilはVaughan　Williamsの分類12）では

class　IVに属するCa＋＋拮抗薬であり，　fast　inward

currentに対してはほとんど影響を与えずにslow

inward　currentに対して特異的に抑制作用を有する．

こうしたverapamilの作用機序によりverapamilが

有効なVTは第1にslow　responseの組織を回路に含

むreentry機序が考えられる．すなわち本来fast

responseである組織が何らかの傷害でslow　response

の組織に変性した場合，reentry機序によるVTの出

現が推測される．実際verapamilが有効であった急性

心筋梗塞時のaccerelated　idioventricular　rhythm

（AIVR）例17）や陳旧性心筋梗塞例7）もみられる．しかし

器質的心疾患が認められない若年者にverapamilが

有効なVT例が多し・‘）6）8）W告を考慮すれぽ，①検査時

には器質的心疾患は認められず，加齢とともに何らか

の心疾患が認められるようになる場合，②先天的に

slow　responseの組織が心室筋組織内に迷入した場合

が推定される．一般に異種組織の迷入には好発部位が

存在する．一方，verapamilが有効のVT例のVT時

QRS波形はRBBB　6　LADまたはLBBBこIA　or
RADを示す場合が多い事よりVT発生は限定された

部位起源と推定され，この迷入機序によるVTの可能

性も考えられた．第2の機序としては，triggered

activityが考えられる．　triggered　activityは実験的に

ジギタリス投与時18）一一2°），無Na＋，高Ca＋＋液下2°）での

Purkinje線維，　norepinephrine投与下での冠静脈

洞21），右心房分界稜に沿った上部櫛状筋22），無K＋，高

Ca＋＋液下での心室固有筋23）などが報告されている．そ

の成因に関しては，細胞内Ca＋＋濃度の変動により

Na＋を主とする膜透過性が変化したための一過性内向

き電流と考えられている24）．

　　　　　　　　　結　　語

　①verapamilが有効なVT例は器質的心疾患が認

められない若年者に多く，VT時QRS波形はRBBB　e

LADまたはLBBB　C　IA　or　RADを示す事が多い．

　②諸家の報告によりverapamil有効VTは単一機

序によるものとは考え難い．
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Report　of　A　School　Girl　with　Nonsustained　Ventricular　Tachycardia

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Responsive　to　Verapamil

Hideharu　Manabe，　Hisao　Haraguchi，　Kazuo　Saiki，　Kazuhiro　Mashimo，　Takekazu　Tosuka，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Takatoshi　Maki　and　Ichirou　Niimura

　　　　　　　　　Department　of　Pediatricus，　Yokohama　City　University　School　of　Medicine

　　　A12・year　old　girl　with　ventricular　tachycardia（VT）responsive　to　verapamil　was　reported．

Although　she　had　been　asymptomatic，　she　was　pointed　out　her　arrhythmias　by　physical　examination

with　screening　electrocardiogram　at　school．　She　was　referred　to　Yokohama　City　University　Hospital

for　evaluation　of　her　arrhythmias．　Her　electrocardiogram　showed　frequent　premature　ventricular

contractions（PVCs）with　a　morphologic　pattern　of　left　bundle　branch　block　and　inferior　axis　and　VT　of

repetitive　short　run　type　with　QRS　complex　identical　to　PVCs．　Findings　of　physical　examination，　chest

roentgenogram，　blood　chemistry　studies，　and　echocardiogram　were　norma1．　The　24・hour　electro・

cardiographic　recording　showed　ventricular　arrhythmias　including　3－7　complex　run　of　VT　with　a

rate　of　140　beats／min．　With　treadmill　exercise　test，　PVC　disappeared　with　increment　of　working　load

and　a　ventricular　couplets　and　isolated　PVCs　were　noted　during　recovery　phase．　Evaluation　of　her

ventricular　arrhythmias　before　and　after　the　serial　administration　of　lidocaine，　propranolol　and

verapamil　was　undertaken．　Lidocaine　was　administered　as　an　intravenous　bolus　of　2　mg／kg　for　l　l

minutes　and　then　infused　at　rate　of　20μg／kg／min，　However，　her　ventricular　arrhythmias　were　not

improved　significantly．　Propranolol　was　given　at　a　dose　of　200μg／kg　intravenously　for　14　minutes．

Ventricular　couplets　and　VT，　which　were　noted　before　administration　of　propranolol，　disappeared

without　alteration　of　the　number　of　PVC．Verapamil　was　given　at　a　dose　of　200μg／kg　intravenously　for

3minutes．　PVCs，　which　were　noted　before　administration　of　verapamil，　disappeared．　From　the　result

of　these　examinations，　it　was　concluded　that　lidocaine　was　not　effective，　propranolol　was　partially

effective，　and　verapamil　was　effective．　As　verapamil　suppressed　her　ventricular　arrhythmias　promi－

nently，　subsequent　oral　verapamil，240　mg／day，　was　attempted，　and　24－hour　electr㏄ardiogram

recordings　were　performed　before　and　after　oral　administration　of　verapamil．　Before　treatment，　PVC，

ventricular　couplets，　and　VT　were　noted　frequently　all　day．　After　treatment，　VT　disappeared

immediately　and　ventricular　couplets　decreased　drameatically．　PVC　decreased　specially　in　the　period

from　l　hour　to　3　hours　every　time　after　oral　administration　of　verapamil．

　　　In　view　of　previous　reports，　verapamil　appears　to　be　effective　in　yo皿g　patients　without　obvious

heart　disease　who　have　VT　with　a　morphologic　pattern　of　right　bundle　branch　block　and　left　aixis

deviation　or　left　bundle　branch　block　and　inferior　axis　including　right　axis　deviation．　The　mechanism

of　VT　responsive　to　verapamil　is　suggested　either　a　reentrant　mechanism　that　involves　the　slow

response　or　triggered　activity．　In　previous　reports　with　VT　responsive　to　verapamil，　different　findings

of　electrophysiological　studies　and　various　effects　of　other　antiarrhythmic　drugs　indicate　that　VT

responsive　to　verapamil　is　difficult　to　be　considered　as　a　single　mechanism．
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