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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　右脚ブロック，左軸偏位型QRS波形を有した持続性心室性頻拍症の1女児例を経験した．その頻拍は

lidocaineの静脈内投与では停止されず，　cardioversionを要した．しかし，次ぎの頻拍発作に際しては

verapamilが奏効した．電気生理学的検査において頻拍は右室単一・早期刺激法により誘発された．しか

し，頻拍zoneが狭く単一早期刺激間隔と頻拍開始時の連結期の関係は得られなかった．誘発された頻拍

はATP静注に対して無反応であったが，　underdrive　pacingで容易に停止した．　verapamil静注後は頻

拍の誘発がみられなかったことからverapamilの経口投与で経過をみていたが，その後も頻拍発作が出

現し，またTreadmill運動負荷心電図で服用前には誘発されなかった頻拍がみられるなど頻拍症に対す

るverapamil単独療法の予防効果は得られなかった．　propranolol併用後は7ヵ月間の経過観察期間で

頻拍の出現はなく順調な経過をたどっている．

　　　　　　　　　緒　　言

　心室性頻拍症（ventricular　tachycardia：VT）は不

整脈のなかでも致死性であるため厳重な管理が必要と

される不整脈であり，治療の対象となることが多い．

これらVTの治療としては，心室筋細胞の脱分極が

Na＋電流依存性であるためNa＋チャンネル遮断剤を

第一選択薬として用いるのが一般的である．一方，

Ca＋＋拮抗薬は脱分極がCa＋＋電流依存性の洞結節，房

室結室といったslow　responseの組織の自動能および

伝導性を抑制することから，これら組織を回路に含む

リエントリー型の上室性頻拍症の治療薬として繁用さ

れてはいるが1）2），Na＋電流に対する作用を有さないの

でVTの治療には用いられず，また無効であることが

多い．しかし近年，Ca＋＋拮抗薬がVTに有効であった

とする報告が相次いでなされるようになり3）一一9），これ

らVTの発生機序に関心がもたれるようになった．現
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在の所，Ca＋＋拮抗薬が有効なVTの機序としては，①

slow　responseの組織を回路に含むリエントリー，②

triggered　activityが考えられている．しかし，この両

機序の厳密な鑑別は電気生理学的検査によっても困難

であるばかりでなく，動物実験モデルで認められる

triggered　activityio）一’12）がはたして生体内における不

整脈の現象として存在しえるか否かの問題も残されて

いる．

　そこで今回著者らはverapamilが有効であった持

続性VTの1例に対し電気生理学的検査を施行する

とともにverapamilと同様，　slow　responseの組織の

自動能，伝導性を抑制するATP（adenosis
triphosphate）13｝’4）の急速静注を行って，その効果をみ

ることによりこれらVTの機序に検討を加えた．ま

た，VTの停止効果のあったverapamilがVTの予防

効果をも有するか否かについても検討してみた．

　　　　　　　　　症　　例

　患児：11歳，女児

　既往歴，家族歴：特記すべき事なし
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　現病歴：数時間にわたって持続する動悸，嘔気のた

め当院受診．心電図所見より頻拍症と診断され，治療

目的で入院となった．

　入院時現症：身長150cm，体重46kg，栄養状態良好，

血圧（VT時）88／60mmHg（洞調律時の血圧は104／64

mmHg），胸部および腹部所見とも特記すべき事なし．

　胸部X線写真：CTR　41％，肺血管陰影は正常で

あった．

　入院時の心電図（図1の上図）：QRS幅120msec，

軸一60eすなわち右脚ブロック，左軸偏位型を呈した幅

広いQRS波形が140／分の頻度で持続的にみられた．

　非発作時の心電図（図1の下図）：正常洞調律で心拍

数60／分，PQ間隔140msec，　QT間隔360msec，　QRS

軸＋90，V1誘導rS　pattern陰性T波V6誘導Rs　pat－

tern陽性T波であった．

　食道誘導心電図（図2）：A波は100／分，QRS波は

140／分の頻度で各々規則正しくみられ，またA波と

QRS波との間には関連性は認められなかった．

　心エコー（洞調律時）：心内腔の大きさ，心室中隔の

厚さ，僧帽弁の形態は正常であり，また左心機能も拡

張末期左室内径50mm，収縮末期左室内径30mm，左室
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図3　Verapamil　IV

駆出率79％，平均円周線維短縮速度1．37といった値を

示し，器質的心疾患を思わせる所見は認められなかっ

た．

　治療：VTと診断後lidocaine　2mg／kg静注，引き続

き30μg／kg／minの点滴静注を1時間行ったが，　VTは

心室拍数の変動をきたすことなく持続したため50W／

secのcardioversionを施行し，ようやくVTの停止

をみた．その後mexiletine　150mg／day，とproprano・

lol　60mg／dayの併用療法で経過をみていたが，20日

後，前回同様の右脚ブロック，左軸偏位型のVTが出

現した．最初の治療としてverapamilの希釈静注を

行ったところVT拍数は次第に減少し，0．05mg／kg注

入時点でVTは停止した（図3）．

　本症例の持続性VTはverapamil（Ca＋＋拮抗薬）が

著効する一方，lidocaineが無効であるなど従来のVT

とは異なる特徴を有してるため，電気生理学的検査な

どの精査目的で横浜市立大学病院に入院となった．

　Treadmill運動負荷心電図

　Bruceのプロトコール15）で行った．　stage　3の終了ま

で負荷を行ったが，VTなどの不整脈の出現および

ST・T変化などの所見は認められなかった．なおこの

負荷による最大心拍数は150／分，double　product（二

重積）は19，800であった．

　電気生理学的検査

　1）verapami1負荷前

　a）右室期外収縮法16）

　最初に右室心尖部刺激の基本周期（basic　cyCle

length：BCL）を560msecとし，早期刺激（S2）の連

結期（S1－S2間隔）を520msecより漸次短縮させた．

S1・S2間隔が310msecの時，初めてVTが誘発され，そ
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の時のS2　－V3間隔は390msecであった（図4）．　VTを

停止させた後，同様のS2を行ったところ再びVTが誘

発され，再現性が確認された．そこでVT　zone（VT

を誘発できるS1－S2間隔の幅）を検討する目的でS1－S2

間隔を220msecから10msecずつ漸増させVTの誘発

を試みたが，S1－S2間隔が350msecまで増加させても

VTの出現はみられなかった．次ぎに，　BCLを450

msecとし同様の単一早期刺激を行ったが，　S、－S2間隔

が300msecの時のみ，　VTの誘発がみられた．またその

時のS2－V3間隔は390msecであった．

　b）右心室心尖部でのoverdrive　pacing

　刺激間隔400msecおよび350msecを各々　60秒ずつ

行ったがVTの誘発は認められなかった．

　c）右心房での期外収縮法

　BCLを500msecとし，　S2刺激をSrS2間隔が520

msecより心房に伝導されなくなるまで10msecずつ

漸減させて行ったが，VTの誘発は認められなかった．

　なお右心室でのカテーテル操作や単一早期刺激によ

Imm6di8tely　Atte「　皿

嚥

図7　トレッドミル運動負荷心電図

り誘発されたVTに対してATP　15mg静注および右

室心尖部でのunderdriveを試みた．　ATP静注により

A－A間隔は540msecから1，480msecへと著明に延長

したが，VTは拍数に変動をきたすことなくそのまま

持続した（図5）．しかし，刺激間隔760msecの12連続

刺激のunderdriveでいずれのVTも停止した（図
6）．

　2）verapamil負荷

　verapami1150μg／kg静注後1同様の刺激を行った

が，いずれの刺激法においてもVTの誘発はできな

かった．

　臨床電気生理学的検査においてverapamilがVT

の誘発防止に有効と考え，verapami1240mg／日の経口

投与のみで経過をみていた．verapamil継続投与中の

血中濃度は投与直前22ng／ml，投与後1時間165ng／

ml，2時間111ng／mlで比較的良好と思われたが，その

後も持続性VTがverapamil投与前よりVT拍数の

減少を認めたものの（116～110／分）2ヵ月間に2回の

頻度で確認された．Treadmill運動負荷心電図におい

てもverapamil投与前には誘発されなかった持続性

VTがBruceプロトコールstage　3終了直後にみられ

た（図7）．その持続性VTが出現する直前の心拍数は

150／分で，VT出現時のVT拍数は140／分であったが，
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その後VT拍数は110／分まで漸減し洞調律に復した．

なおこの負荷テストでは最大心拍数154／分，double

product（二重積）24，322であった．こうした結果より，

verapami1のみの経口投与ではVTの予防効果は得

られないと判断し，propranolol　80mg／日の併用療法

を行った．その後7ヵ月間経過しているが，VTの再発

作はみられず順調な経過を送っている，

　　　　　　　　　　考　　察

　近年，Ca＋＋拮抗薬によりVTが停止されたとする報

告が多数みられるようになった3）一一9）．これらの報告か

らそのVTの特徴として，器質的心疾患を有さない若

年者に多く3）4）6）一一’9），またそのQRS波形は右脚ブロッ

ク，左軸偏位4｝5）8）または左脚ブロック，右軸偏位，下方

軸3）7｝9）を呈することが多い，などが挙げられている．ま

た，そのVTの機序はCa＋＋拮抗薬が有効なことから，

①slow　responseの組織を回路に含むリエントリー，

②triggered　activityが考えられている．　triggered

activityはその電気生理学的特徴として，頻拍を誘発

する単一早期刺激間隔または連続刺激間隔と頻拍開始

時の連結期とは正相関を示すが，この所見は逆相関を

しめすリエントリー性頻拍と大きく異なることから両

機序の鑑別にもっとも重要とされている17）．本稿の症

例ではVT　zoneが狭く，したがってどちらか一方の機

序を示唆する所見は得られなかったが，正相関を示し

た報告6）や逆相関を示した報告5｝8）などがなされてお

り，各々　triggered　activity　eS序，リエソトリー機序が

推測されている．しかし，リエソトリー機序において

も早期刺激間隔の短縮は順行性伝導路（slow　conduc－

tion）の伝導速度を遅くするが，そのことにより逆行性

伝導路は完全に不応期より脱しやすくなるため，逆行

性伝導路（fast　conduction）伝導速度は速くなりその

結果，順行性の伝導時間と逆行性の伝導時間の合計時

間は短縮し正相関を示す可能性も否定しえない．その

他のリエントリー機序とtriggered　activity機序の電

気生理学的検査の鑑別点としては，①entrainment現

象（頻拍中，頻拍rateよりも速いrateでpacingを

行った場合頻拍rateはpacing　rateまで増加するが，

pacing終了後は元の頻拍rateに戻る現象）がみられ

る場合はリエントリー機序が疑われる’8）19）．②リエン

トリー機序は再現性を示すがtriggered　activityは再

現性に乏しい．③頻拍停止時リエントリー機序は心拍

の漸減を伴わないが，triggered　activityは伴う場合が

多いなど唱えられているが，厳密な鑑別は難しいのが

現状である．
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　そこで今回，VTに対してATPの急速静注を試み

たが，VTの停止のみならずVT拍数の変動も認めら

れなかった．ATPはslow　responseの組織である洞房

結節，房室結節の自動能および伝導性を著しく抑制す

ることから1314），これら組織を回路に含むリエント

リー型の上室性頻拍症に対し投与され，その有効性も

高い13）14）2°）．洞房結節，房室結節にはアデノシン受容体

が存在するが，その受容体はアデノシンが強い親和性

を有するP、受容体とATPが強い親和性を有するP2

受容体に分けられている21）．心臓に存在するアデノシ

ン受容体はP，受容体が主体であることから上室性頻

拍症に有効なATPは体内でアデノシンに代謝された

後P1受容体に結合し電気生理学的作用を発揮するも

のと考えられている．イオン電流レベルでのその作用

はK＋conductanceの増加22），活動電位レベルでは静

止膜電位の過分極，活動電位持続時間の短縮によって

示され22），生体内で房室伝導の遅延，洞結節自動能の低

下をきたすことになる．こうした電気生理学的作用は

心臓刺激伝導系の内，洞房結節，房室結節のslOW

responseの組織に顕著にみられるが，　fast　responseの

組織である心室筋では認められないことが知られてい

る．そこでもしCa＋＋拮抗薬に反応するVTの機序が

slow　responseの組織を介するリエントリーならば

ATPもこれらVTに有効である可能性も考えられた

が，本稿の症例の場合はATP　15mgの静注により

A－A間隔の540msecより1　，　480msecまでの著しい延

長すなわちslow　responseの組織である洞結節の自動

能の充分な抑制がみられたにもかかわらずVT拍数

の変動を全く認めなかった．この所見からは，本稿の

症例でみられたVTの機序として，①triggered　activ－

ity機序，②リエントリー機序ではあるが，その回路の

一部をなすslow　responseの組織には洞房結節，房室

結節と異なりP1受容体が存在しない，のいずれかの場

合が考えられる．また両機序を鑑別する電気生理学的

検査の指標とされる単一刺激間隔と頻拍開始時の連結

期はVT　zoneが狭いため一定の関係を得られなかっ

た．なお本症例でunderdriveがVT停止に有効で

あったが，このunderdriveに関してはリエントリー機

序のVTに有効性を示す場合もあるが，　triggered

activity機序のVTに有効か否かの報告はなく，した

がって今回の電気生理学的検査からはVTの機序を

推測することができなかった．しかし，verapamil静注

後の同様の検査ではVTは誘発されなかったため，

verapamilはVTの停止のみならず予防効果を有す
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ると考えられた．

　そこでverapamil　240mg／日の経口投与を開始し経

過をみていたが，①持続性VTがそのrateの減少を認

めたものの2ヵ月の間に2度確認され，②投与前VT

の誘発がみられなかったTreadmil1運動負荷テスト

で持続性VTが誘発された，などverapamil単独の経

口投与ではVTの予防的効果は得られず，電気生理学

的検査とは異なった結果となった．実際，Sethiらの報

告においてもverapamilで停止しえたVT　3例のう

ち2例はTreadmill運動負荷テストでverapamil服

用前には誘発されなかったVTが服用後初めて誘発

されたとしている23）．またKasanukiらによるver・

apami1で停止したVT　15例の電気生理学的検討で

は，VTの誘発が可能であった14例の内verapamil投

与によってVTの誘発阻止6例，　VT　zoneの拡大6

例，VT　zoneの縮小2例といった結果である24）ことか

らVTに対するverapamilの予防効果は一様ではな

いと言えよう．

　本稿の症例ではverapamilの予防効果が得られな

かったためβblocker（propranolol）を併用させたと

ころ7ヵ月間の経過観察期間でVTの出現はみられ

ていない．本稿の症例のようにverapamilで停止しえ

たVTがその経口投与ではその予防効果が得られず，

他剤変更など余儀なくされた例としてはSethiら23）お

よびMaggioniら25）の報告がある．　Sethiら23）はver－

apamil服用によりVTが頻回に出現した症例に対し

verapamilを中止したところ2ヵ月の経過で無症状で

あったと報告している．またMaggioniら25）はver－

apamil静注によりVTの停止の認められた3例に対

しそのままverapamilの経口投与を行ったところ2

例にVTの再発作がみられたとし，その1例に対して

はβblocker（Sotalol）への変更，他の1例に対して

はdiltiazemへの変更により各々6ヵ月間および8カ

月間の経過観察期間でVTの再発作を予防しえたと

報告している．これらの報告や自験例で認められたよ

うにverapamilがVTの停止に有効であったとして

もその経口投与では予防効果が得られず，逆に再発作

の頻度が多くなる場合もあるなどVTに対するver－

apamilの停止効果と予防効果の不一致性は今後の課

題と言えよう．

　またCa＋＋拮抗薬は若年者で器質的心疾患のみられ

ない右脚ブロック，左軸偏位型の持続性VTに有効の

ことが多いが4）5）8），こうした特徴を有さないVTに対

しては有効性が低率であるばかりでなく副作用の出現
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率も高い26）27）ことからその投与に際しては慎重である

べきと思われる．

　　　　　　　　　　結　　語

　①verapamilで停止した持続性VTの1例を経験
した．

　②しかし，verapamilの内服では，　VTの予防効果

は得られなかった．

　③verapamilと同様slow　responseの組織の自動

能および伝導性を抑制するATPの静脈内投与では

VTの停止はみられなかった．
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Verapami　in　the　Treatment　of　Sustained　Ventricular　Tachycardia　with　A　Morphologic

　　　　　　　　　　Pattern　of　Right　Bundle　Branch　Block　and　Left　Axis　Deviation

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－Observation　in　A　11－Year－Old　Girl一

Hideharu　Manabe，　Youichi　Sagawa，　Haruyuki　Sekiguchi，　Masao　Kato，

　　　　　　　　　　　　　　Hiroyuki　Aoki　and　Takatoshi　Maki＊

　　　　　　　　　　Department　of　Pediatricus，　Odawara　City　Hospital

　＊Department　of　Pediatricus，　Yokohama　City　University　School　of　Medicine

　　　Treatment　of　verapamil　in　a　11－year－old　girl　with　sustained　ventricular　tachycardia（VT）was

reported．　She　was　admitted　to　our　hospital　because　of　palpitation，　chest　pain，　and　nausea．　An

electrocardiogram　showed　a　tachyarrhythmia　with　a　morphologic　pattern　of　right　bundle　branch　block

and　left　axis　deviation　at　140　beats／minute．　Intravenous　lidocaine　failed　to　terminate　VT，　and　then

cardioversion　was　performed．　In　the　treatment　of　next　attack　of　VT，　verapamil　could　terminate　VT

after　the　gradual　decrease　of　VT　rate．　Electrophysiologic　study（EPS）was　performed　to　examine　its

electrophysiologic　features．　VT　could　be　induced　by　programmed　single　right　ventricular　stimuli．

However，　the　relationship　between　the　premature　interval　initiating　the　tachycardia　and　the　interval

between　the　premature　beat　and　the　first　tachycardia　cycle　could　not　be　discerned　because　the　VT　zone

was　very　narrow．　The　induced　VT　could　not　be　terminated　by　intaravenous　administration　of　ATP（15

mg），　but　could　be　terminated　by　underdrive　pacing．　After　the　intravenous　administration　of　verapamil

VT　could　not　be　induced　by　extrastimulus　method．　She　was　treated　with　oral　verapamil（240　mg／day）

only，　but　she　had　two　episodes　of　VT　during　2　months．

　　　With　treadmill　exercise　testing，　sustained　VT　was　provoked　immediately　after　stage　3　although　it

could　not　be　provoked　before　verapamil　therapy（240　mg／day）．　From　these　results，　it　was　considered

that　oral　administration　of　verapamil　failed　to　prevent　recurrence　of　VT．　After　oral　administration　of

propranolol（80　mg／day）was　added，　no　recurrence　was　observed　in　the　last　7　months．
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