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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　心室頻拍（以下VT）は，突然死をきたしうる危険な不整脈である．国立循環器病センター小児科で5

例の突然死またはニアミス例を経験した．同一期間中に受診したVT生存例45例との比較では，失神等

の強い症状を認める症例（p＝0．004），VTの波形がbidirectionalまたはpolymorphicである症例（p＝

O．OOO3）で死亡例が有意に多くみられた．5例の死亡例のうち，1例は無症状でmonomorphic　VTで運

動で誘発されず，朝死亡しているのに気付かれた．他の4例は失神発作の既往がある，bidirectionalま

たはpolymorphicである，運動負荷中に再現性をもって誘発される，運動時または精神的な緊張状態で

事故がおこっているという共通点が認められた．以上のような特徴をもつVTの児には積極的な治療が

必要であると考えられた．

　　　　　　　　　　はじめに

　心室頻拍（以下VT）は，突然死の原因となり得る最

も危険な不整脈のひとつである．突然死を予知するこ

とは容易ではないが，VT患児におけるそれぞれの

VTの特徴を把握し，危険度を推測して運動制限，予防

内服の必要性，その投薬内容を検討することは非常に

重要である1）．われわれは，突然死またはニアミスをき

たした5例のVTの症例を経験し，その他のVT生存

症例と比較して危険なVTの特徴について検討した

ので報告する．

　　　　　　　　対象および方法

　対象は1978年から1991年までに国立循環器病セン

ター小児科を受診し，突然死またはニアミスをきたし

たVT　5例である．VTの定義は心拍数120／分以上の，

3連発以上の心室性期外収縮（以下PVC）とした．30

秒以上持続するものを持続性，30秒未満のものを非持

続性とした．ここで運動誘発性VT（EIVT）とは，運

動負荷中に認められたものとした．2回以上繰り返し

て誘発できたものを再現性ありとした．QT延長症候

群の症例は除外した．器質的心疾患の除外は，身体所
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見，胸部X線，心電図，超音波心臓検査によりおこなっ

た．VTの起源の検討は，体表面電位図によりおこなっ

た．体表面電位図はHPM－6500システムを用い，VTの

起源は鎌倉らの方法2）で決定した．トレッドミル試験

は，Marquette社製CASE　1またはCASE　12を使用

し，修正Bruceプロトコールによる3分毎の多段階負

荷を用いた．この5例のVTの特徴について，同期間

中に受診したVT生存例45例と比較した．突然死，ま

たはニアミス例5例と生存例45例との比較検討項目

は，症状の有無，VT拍数，　VTの持続時間，　VT時の

QRS波形，運動誘発性の有無である．これら50例の受

診のきっかけは，動悸・失神発作等の症状，他施設か

らの紹介，学校心電図検診での異常所見等さまざまで

あった．

　なお，値は平均値±標準偏差で表し，統計はFisher

の直接確率計算法を用い，p＜O．05を有意差ありとし

た．

　　　　　　　　　　結　　果

　L突然死またはニアミス例

　5例（男児3例，女児2例）に突然死またはニアミ

ス例を認めた．この5例を表1に示した．症例5がニ

アミス例で現在経過観察中の症例である．初診時年齢

は11．1±2．2歳，経過観察期間は2．1±0．6年であった．
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表1　突然死またはニアミス例のまとめ

症　　　例 1 2 3 4 5

失神発作の既往 一 十 十 十 十

死亡またはニアミス時の
状況

朝，死亡に
気付かれた

階段昇降中 運動中 運動中 避難訓練中

死亡またはニアミス時の
年齢（歳）

15 13 16 13 8

VTの持続 非持続性 持続性 持続性 非持続性 持続性

VT拍数（／分） 250 166 150 230 190

VT時のQRS波形 monomorphic bidirectiona1 bidirectional polymorphic polymorphic

VTの起源部位 右室流出路 左室心尖部（2） 左室中隔
右室流出路（3）

左室心尖部 左室心基部，中隔
右室流出路

表内の（2），（3）は，記載部位に2または3個の起源が存在することを示す．

死亡またはニアミス時の状況は，朝，死亡しているの

に気付かれた症例が1例，階段昇降中が1例，運動中

が2例，避難訓練中が1例であった．症状は，5例中

4例，症例2～5に失神発作の既往を認めた．死亡ま

たはニアミス時の年齢は13±3歳，VT拍数は197±

42／分，VTの持続は，持続性が3例，非持続性が2例

であった．VT時のQRS波形は症例1がmonomor－
phic　VT，症例2，3がbidirectional　VT3｝，症例4，

5がpolymorphic　VTであった．　VTの起源は体表面

電位図検査中にとらえることができたものを示した．

　トレッドミル試験：この5例に，それぞれ複数回の

トレッドミル試験を施行した．その結果を表2に示し

表2　突然死またはニアミス例のトレッドミル試験に

　よるVTの誘発

症　　　例 1 2 3 4 5

運動による誘発 一 十 十 十 十

運動による誘発の再現性 一 十 十 ⊥ 十

安静時心拍数（／分） 108 66 58 87 65

PVC出現時洞拍数（／分） 一 100 120 115 115

VT出現時洞拍数（／分） 　
］00 150 140 120

た．運動によるVTの誘発は，症例2～5で認められ

た．運動でVTが誘発された4例全例に再現性が認め

られた．運動負荷により心拍数が上昇し，それぞれ一
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図1　症例5のトレッドミル試験，最大運動負荷時の心電図．運動負荷で心拍数が120／

　分となると再現性をもってpolymorphic　VTが誘発された．
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定の心拍数に達するとPVCが出現した．さらに負荷

を続け，心拍数が上昇し，これもほぼ一定の心拍数に

達するとVTに移行した．ここでいう心拍数とは

sinus　rateのことである．図1に症例5の最大負荷時

の心電図を示した．運動負荷で心拍数が120／分となる

と再現性をもってpolymorphic　VTが誘発された．

　isoproterenol負荷：3例にisoproterenolを
0．01～0．02μg／kg／minで点滴静注した．症例3，4で

は不整脈は誘発されなかったが，症例5では二段脈が

誘発された．

　2．生存例と突然死またはニアミス例との比較

　生存例は45例（男児30例，女児15例）であった．45

例中嘔吐・顔面蒼白等の重い症状を認めた症例が6例，

動悸を認めた症例が11例，無症状の症例が28例であっ

た．初診時年齢は9．5±4．3歳，経過観察期間は4．6±3．5

年であった．経過観察中，29例に何らかの抗不整脈薬

が投与された．

　図2に生存例と突然死またはニアミス例との比較を

示した．症状の有無，VT拍数，　VTの持続時間，　VT

時のQRS波形は50例全例で検討し，運動誘発性につ

いてはトレッドミル試験を施行し得た43例について検

討し，それぞれの比率を％で表した．

　症状の有無：失神，顔面蒼白といった強い症状を認

めたものは50例中10例であった．10例中4例が死亡，

6例が生存している．失神発作を認める症例に有意に

死亡例が多かった（p＝0．004）．

　VT拍数：50例でのVT拍数は175±44／分であっ

た．死亡またはニアミスの5例のVT拍数は197±42／

分，生存45例のVT拍数は173±44／分で有意差は認め
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図2　生存例と突然死またはニアミス例との比較．重

　篤な症状の有無，VTの持続時間，　VTの波形，運動

　誘発性の有無について検討した．

られなかった．

　VTの持続時間：持続性VTが50例中25例に認めら

れた．持続性VTの25例中3例が死亡，22例が生存し

ている．VTの持続，非持続では差はなかった．

　VT時のQRS波形：bidirectionalまたはpolymor－

phic　vTが50例中6例に認められた．6例中4例が死

亡，2例が生存している．bidirectiona1または

polymorphic　VTの症例に有意に死亡例が多かった

（p＝0．0003）．

　運動誘発性の有無：トレッドミル試験でVTが誘

発された症例が43例中17例に認められた．17例中4例

が死亡，13例が生存している．有意差はみられなかっ

たが運動誘発性のVTに死亡例が多い傾向にあった

（p＝0．07）．17例中再現性が認められたのは死亡また

はニアミスの4例を含む9例であった．

　3．抗不整脈薬の検討

表3　突然死またはニアミス例の抗不整脈薬の検討

症　　　例 2 3 4 5

　4．3mg／kg
　持続性VT
6．Omg／kg＋

PrOP　1．Omg／kg

　持続性VT
　　　＊

　　　＊

　　＊

　　＊

6．Omg／kg

持続性VT

　　＊

＊
＊

　　＊

　　＊

　　＊

2．2mg／kgPVC2段脈

Ia　Quinidine

　　Disopyramide

Ib　Mexiletine

Ic　Flecainide

II　Propranolol

IV　Verapamil

8．Omg／kgPVC2連発

2．7mg／kg

非持続性VT
0．5mg／kg

持続性VT

　　＊

0．5mg／kg

非持続性VT

5．Omg／kg

非持続性VT

6．Omg／kg　PVC

＊ ＊ 5．2mg／kg＋
Prop　4．2mg／kg

　PVC2段脈

それぞれの薬剤の体重あたりの投与量と，

Prop；Propranolol

そのときのトレッドミル試験で誘発できた不整脈を示した．
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　無症状で運動中に誘発されなかった症例1を除く4

例に抗不整脈薬が投与され，運動が制限された．症例

5以外は，後方視的な検討であり，一定のプロトコー

ルに従って薬剤の種類，投与量を検討したのではない．

表3にそれぞれの抗不整脈薬の体重あたりの1日投与

量と内服時のトレッドミル試験の結果を示した．四角

で囲んだ薬剤が最終的に選択された薬剤である．いず

れの症例も，トレッドミル試験で再現性をもってVT

が誘発されるため，それぞれの薬効は内服時のトレッ

ドミル試験により誘発される心室性不整脈の程度で評

価した．症例2，3，5では，propranololが選択され，

症例4ではmexiletineが最終的に選択された．症例

3，4はいずれの症例も運動制限が加えられていたが，

学校で運動時に亡くなっている．ニアミスで救命し得

た症例5に対しては，運動によりVTが誘発される，

いわゆるcritical　sinus　rateを越えさせないことを目

標にpropranolol，　verapamil，　flecainideを検討した

が，最終的にpropranololが選択された．　Propranolol

の投与量は，本人の全身倦怠感等の訴え，血液検査に

よる副作用のチェック，心電図モニターやホルター心

電図による最低心拍数および最大RR間隔を指標に漸

増し，最終的に6．Omg／kg／日まで増量した．投与方法

は，朝インデラルLA（60mg）1カプセル＋インデラ

ル（10mg）2錠，昼インデラル（10mg）2錠，晩イン

デラル（10mg）1錠とした．　propranololの血中濃度

は朝内服前6時が40．5ng／ml，朝内服2時間後8時が

106．Ong／ml，昼内服前12時が81．9ng／ml，昼内服2時

間後14時が136．1ng／ml，晩内服前17時が145．8ng／rnl，

晩内服2時間後19時が163．9ng／ml（有効血中濃度

40～85ng／ml）であった．この症例では運動負荷以外，

例えば採血，喧嘩，叱られたとき等にもVTが誘発さ

れていたが，propranolol大量投与でPVCまでにとど

めることができた．

　　　　　　　　　　考　　案

　これまでの報告ではEIVTには明らかな器質的心

疾患がないことが多いとされている4）～6）．Fultonらは

26例の器質的心疾患のないEIVTの小児を1カ月か

ら34年，平均59カ月経過観察したところ死亡例は認め

られなかったと報告している7｝．しかし今回のわれわ

れの検討では，器質的心疾患のない50例のVT中5

例，10％が突然死またはニアミスをきたした．10％と

他の報告に比べて高値を示している理由としては，母

集団の50例の受診のきっかけが，動悸・失神発作等の

症状，他施設からの紹介もあれば，無症状で学校心電

37－（37）

図検診での異常所見のため直接受診した症例もあり

様々で，重症例がある程度選択されて受診している可

能性が考えられ，既に受診の段階でバイアスがかかっ

ているからかもしれない．

　無症状で運動で誘発されず，朝死亡しているのに気

付かれたmonomorphic　VTの1例については，　VT

拍数が250／分と速かったがそれ以外は特記すべき特徴

はなく，死亡の原因についてもVTが引き金になった

かどうかは不明であった．この症例を除いた4例は，

（1）失神発作の既往を有すること，（2）bidirectional

またはpolymorphicであること，（3）運動負荷中に再

現性をもって誘発されること，（4）運動時または精神

的な緊張状態でカテコラミンが上昇したと思われる状

況で事故がおこっていること，といった共通点が認め

られた．

　Fultonらも，　VTの患者のうち，症状のある患者で

は運動でVTの頻度が増すが，無症状の患者ではVT

は逆に抑制されることが多いとしている7｝．EIVTの

発生機序としては，運動負荷により交感神経の緊張が

増強し内因性のカテコラミンが増加するために，不応

期が短縮し，刺激伝導速度が増して自動能を元進させ

ることが考えられる4）8）9）．またある洞周期ないしカテ

コラミンレベルに依存した，後期後脱分極の増大によ

るtriggered　activityの出現も考えられる6）．この4例

では，これまでの報告と同様に，VTに移行するそれぞ

れほぼ一定のsinus　rate，いわゆるcritical　sinus

rate’°）““13）が存在した．

　EIVTの治療に最も安全で有効なのはβプロッ

カーとされており，有効であったという報告は多
い4）5）13）”一’5）．critical　sinus　rateを有するEIVTの治療

としては，critical　sinus　rateに到達することを抑制す

るか，critical　sinus　rateを越えてもVTを抑制する薬

剤を選択する必要がある．Woelfelらはβプロッカー

投与によってもcritical　sinus　rateとVTの関係は不

変で，βプロッカーを内服していても運動によりcriti－

cal　sinus　rateに達するとVTが誘発されるとしてい

る13）．死亡した症例3，4ではpropranololの投与量が

不十分であった可能性，運動制限を厳重に守らせ得な

かった点が問題と考えられた．症例2ではpro－

pranolol　2．7mg／kgが投与され，運動制限も守られて

いたにもかかわらず死亡した．症例5では，pro－

pranolol，　verapamil，flecainideを検討したが，　critical

sinus　rateを越えてVTを抑制することは不可能で

あった．またcritical　sinus　rateが120／分と比較的遅
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いため通常量のpropranololでは容易にその心拍数に

達してVTが誘発された．そのため，全身倦怠感等の

症状，諸検査の結果を考慮に入れつつpropranololを

6．Omg／kgまで増量した．この症例には厳重な運動制

限を加え，現行の投薬を開始してほぼ2年経過したが，

今のところ無症状で経過している．

　EIVTのβプロッカー以外の治療として，アミオダ

ロンが有効であったという報告もあるが14｝16），角膜小

沈着物，肺障害，肝障害，甲状腺障害等の副作用17）のた

め，小児への投与は難しい．またVTの起源が多数で

あると，それをカテーテルアブレーションや冷凍凝固

により治療するのは困難と考えられた．植え込み型除

細動器も，体重26kgの小児にはサイズの点からも難し

いと思われた．

　小児期のEIVTで，　QT間隔が正常で，心エコーや

造影上形態学的な異常を認めず，心機能正常，無症状

例に対しては投薬するかどうかの判断が困難との意見

もあるがi8），　Wesleyら，　Dealらは，　EIVTであれば突

然死の危険性が高いので，無症状であっても全例内服

を勧めている’）’6）．筆者らも，前述の（1）～（4）の特徴を

もつVT患児に対しては積極的に投薬を考慮すべき

と考えた．Critical　sinus　rateを越えてもVTを抑制

する薬剤がみつからなければ，βプロッカーでその心

拍数に到達させないようコントロールすべきと考え

た．

　　　　　　　　　　　結　　語

　失神等の強い症状が認められるVT，波形がbidir－

ectionalまたはpolymorphicであるVT，運動負荷に

より再現性をもって誘発されるVTには積極的な治

療が必要と考えられた．

　本稿の要旨は第2回「若年者の突然死の予防に関する研

究」班・研究会（1993年1月・京都）において発表した．

　稿を終えるにあたり，御校閲頂きました岡山大学循環器

内科の大江　透教授に深謝いたします．
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Five　Deceased　or　Resuscitated　Cases　of　Ventricular　Tachycardia　Without

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Overt　Organic　Heart　Disease

Mayumi　Katagiri2），　Yoshio　Arakaki1），　Ken－ichi　Kurosaki1）and　Tetsuro　Kamiyal）

　　　　　　　　　1）Department　of　Pediatrics，　National　Cardiovascular　Center

　　　　　　　　　2）Department　of　Pediatrics，　Gifu　University　School　of　Medicine

　　　Five　young　patients　presenting　with　ventricular　tachycardia（VT）and　without　clinical

evidence　of　organic　heart　disease　were　evaluated．　Five　cases（10％）of　them　died　suddenly（4

cases）or　resuscitated（one　case）．　Severe　symptoms，　for　example，　syncope　or　facial　pallor　were

present　in　40f　5　deceased　or　resuscitated　cases，　and　in　60f　other　45　cases、

Bidirectional　or　polymorphic　VT　was　observed　in　40f　5　deceased　or　resuscitated　cases，　and　in

20f　other　45　cases．　Severe　symptoms（p＝O．004）and　bidirectional　or　polymorphic　VT（p＝0．0003）

were　more　frequently　observed　in　deceased　or　resuscitated　cases　than　in　other　aliving　cases．　In

deceased　or　resuscitated　cases，　exercise－inducibility　of　VT　tended　to　increase（p＝O．07）．　There

was　no　significant　difference　of　prognosis　between　sustained　and　non－sustained　VT．　Bidirectional

or　polymorphic　VT　was　induced　reproducibly　by　treadmill　testing　in　40f　5　deceased　or　resuscitat－

ed　cases．　All　of　4　cases　had　a　consistent　relation　between　a　critical　sinus　rate　and　the　onset　of

VT．　We　think　it　is　necessary　to　treat　the　patient　with　ventricular　tachycardia，　who　has　episode

of　syncopal　attack，　whose　VT　is　induced　by　exercise　or　emotional　stress，　and　whose　VT　shows

bidirectional　or　polymorphic　pattern．
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