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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　本研究の目的は，心拍応答不良なQT延長症例が存在するか，もし存在すれば，特有のT波形態や運

動に対するQT時間の反応を有するかを検討することである．54例のQT延長小児に対してトレッドミ

ル運動負荷をおこなった．対象は最高心拍数が予測値（220一年齢）の85％に達したかどうかにより心拍

応答良好群（N群）と心拍応答不良群（L群）に分類した．L群はN群に比べ，高い安静時T波高（0．61⊥

022mV　vs．0．47±0．21mV，　p＜O．Oo「）と運動時のQTc時間（0．486±0．058secit2vs．　O．431±O．049seci／2，

p＜0．01）を有していた．運動に対するQTc時間の短縮率は最高心拍数と正相関した（r『0．445，　p＜

0．001）．異常T波はN群により多くみられた（p〈0．05）．これらの結果は，QT延長，心拍応答の異常，

高い安静時T波高，運動時のQT時間の短縮不良を特徴とする新しい遺伝子異常の存在を示唆するもの

である．

　　　　　　　　　　はじめに

　QT延長症候群（LQTS）は心室再分極時間の延長を

特徴とし，多形性心室頻拍（torsades　de　pointes）や

心室細動のような致死的な不整脈をひきおこす恐れの

ある症候群として知られている1）．本症候群はしばし

ば遺伝性を示すが，現在までのところ，本症候群に関

連する遺伝子の異常として3種類のものが発見されて

いる2）’4）．最近，MOSSら5）はそれぞれの遺伝子の異常に

はそれぞれ特徴的なT波のパターンが対応すること

を証明し，心電図上の表現形によって異常遺伝子座の

同定が可能であることを示した．さらに，Schwartz

ら6）は最近，運動によるQT時間の短縮の程度が，異常

遺伝子座の種類によって異なることを発見した．

　一方，LQTSを有する症例のなかに，運動時の心拍

h昇が不良な例が存在することが知られているが，筆

者らの知る限り，文献的にはRodenら7）がその総説の
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なかで，文献の引用なしに少し触れているのがただ一

つのものである．しかし，このような心拍応答不良例

のもつ臨床的な意味や，特定の遺伝子座の異常との関

連についてはいまだ知られていない．

　本研究の目的は，QT延長症例のうち，1）心拍応答

不良例が本当に存在するかどうか，2）もし存在すれ

ば，それらは既知の遺伝子座の異常に対応したT波形

のパターンを有するかどうか，さらに，3）運動による

QT時間の短縮の程度が心拍応答の良否と関連するか

どうかを検討することである．

　　　　　　　　　対象と方法

　1．対象

　1993年4月から1996年8月までの期間に，QT延長

の評価のために名古屋大学小児科でトレッドミル運動

負荷試験を行った症例は72例であった．いずれも学校

検診で0．46秒1，’2以上のQTc時間を偶然に指摘された

症例であったが，QT延長症候群診断基準8）から，
“

de丘nitive　long　QT　syndrome”と診断された症例は

なく，このために投薬されている症例もなかった．ま
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た，失神の既往歴を有するものが1例あったが，諸検

査の結果から，これをQT延長に起因するものと断定

はできなかった．他に，症状を有する症例はなかった．

突然死の家族歴のある例は2例あったが，遺伝子解析

はおこなわれていない．兄弟発症例は2組であり，先

天性難聴を有する症例はなかった．この72例のうち，

トレッドミル検査来院時の安静時心電図でQTc時間

が0．46秒’t2未満であった症例と，後述の基準によって

十分な運動負荷が得られなかったと判断した症例のあ

わせて18例を除いた54例（男：女＝23：31）を対象と

した．年齢は6歳から18歳（平均11．6±2．8歳），体重

は39．7±12．2kg，　QTc時間は0．507＋o．049秒ユノ2であっ

た．負荷量が十分であったかどうかの判定にはoxy－

gen　uptake　ethciency　slope9）（OUES）と最大酸素摂

取量（VO2max）との問の直線関係を利用した．すな

わち，馬場らはOUES値とVO2maxとの間には，
VO2max（ml／min）＝1．03×OUES－143（r＝0，941，

SEE＝230）の回帰式で表されるきわめて強い正の相関

が認められることを報告している9）が，トレッドミル

検査で得られた負荷終未時の酸素摂取量（VO2）実測

値（VO2max・measured）と，この回帰式から得られた

VO2max推定値（VO2max－estimated）の比（VO2

max－measured／VO2max－estimated）をみれば，十分

な負荷が得られたかどうかが判定できる．本研究では，

この比が0．9に満たなかった症例は，負荷が不足してい

たために十分な心拍数に達しなかったかもしれないと

考え，対象から除外した．

　2．運動負荷

　運動負荷にはトレッドミル（MAT－2500，フクダ電

子）を用いた．負荷前，負荷中，および負荷後（6分

間）の心電図波形はStress　Test　System（ML－5000，

フクダ電子）を用いて持続的に25mm／秒で記録した．

負荷プロトコールはBruce原法またはダッシュ法（長

嶋）1°）を使用し，自覚的最大負荷までおこなった．

　3．呼気ガス分析

　呼気ガス分析はOxycon　Sigma（Mijinhardt）を用

い，VO2（ml／min，　STPD），炭酸ガス呼出量（VCO2：

ml／min，　STPD），分時換気量（VE：1／min，　BTPS），

一回換気量（1／min，　BTPS），呼吸数（回／分），混合

呼気炭酸ガス濃度（％）をbreath－by－breathで求めた．

データは5呼吸毎の移動平均を用いて“ノイズ”を除

いた．

　OUESは運動負荷中のVO2をVEの対数関数であ
らわすことによって求めた．すなわち曲線回帰式，

415　（13）

　　VO2＝a×logVE＋b，（aおよびbは係数）

における係数aをOUESと定義した9）．

　4．心電図計測

　検査中に心室期外収縮がまれに認められたのみで

あったが，心室期外収縮にひきつづく休止期のあとの

洞調律は計測から除外した．Twave　alternansを呈し

た症例はなかったが，T波形態の異常11｝（V2，　V3誘導

以外にみられたT波のnotchや2相性のT波）を示

した症例は15例であった．心電図の計測にはII誘導を

用いた．RR時間（ms）の計測にはT波の計測に用い

た心周期に先行するRR間隔を用いた．安静時T波の

パターンの評価には以下に述べる5つの計測値5）を用

い，Bazettの補正式12）によって心拍数による影響を除

いた．すなわち，1）QT。nse，．。（ms1／2），　Q波のはじま

りからT波の始まりまで（T波がST部分の基線から

立ち上がるところ）の時間；2）QTp，。k－。（ms1／2），　Q波

のはじまりからT波の頂点までの時間；3）QT，

（msl12），　Q波のはじまりからT波が基線に戻るまで

（明らかなU波が存在する場合にはT波とU波の交
点まで）の時間；4）Tdura，i。n．。（ms1／2），　T波の始まり

から終わりまでの時間；5）T、mp］i，ud，（mV），T波の電

位．また，運動時のQT時間短縮の程度をみるために，

運動負荷直後，計測が可能になるできるだけ早期（ほ

とんどの場合，負荷終了後15ないし30秒）にQT。およ

びQTpeak－。を計測した．運動によるQT時間短縮の程

度は，QT。（またはQTpeak．，）の変化率，すなわち，

運動時のQT。（またはQTp。。k－，）と安静時のQT。（ま

たはQTpe。k－，）との差を，安静時のQT。（または

QT。。、、一，）で除した値であらわした．

　5．統計解析

　データは平均値±標準偏差であらわした．計測値の

平均値は，対応のないt検定（両側検定）によって比較

した．整合性の検定にはFisherの直接法を用いた．

QT。（またはQTp。。］｛．、）の短縮率と最大心拍数との関

係は，回帰分析によって解析した．有意水準は0．05と

した．

　　　　　　　　　　結　　果

　相対的な負荷強度の指標である，VO2max’

measured／VO2max－estimatedは平均110±10％

（range：93～126％）であり，全体として十分な負荷が

達成できた．一方，平均最大心拍数は183±14bpm（予

測値の88±7％）であり，得られた負荷強度に比して低

い値であった．そこで，最大負荷時の心拍数が予測値

（220一年齢）の85％に達したかどうかによって，対象
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表1　心拍応答不良群と心拍応答正常群

　人数
（男：女）

年齢
（歳）

体1五

（k9）

最大心拍数
　（bpm）

運動負荷強度
　　（％） 最大負荷時呼吸商

心拍応答不良群

心拍応答正常群

9：7
］4：24

1f｝．8±3．1

11．9±2．6

35⊥12†

41±12

167±7‡

189±7

lO4±10

108±10

1．11±0．07

1．15±（L〔〕8

心拍応答不良群：最大負荷時の心拍数がf測値（220一年齢）の85％に達しなかった症例，心拍応答正常

群：最大負荷時の心拍数が予測値（220一年齢）の85％以上にヒ昇した症例，運動負荷強度（％）二VO2

max実測値／VO2max予測値（VO2max予測値の求めかたは本文参照），†：両群間でp〈0．Oi‡：両群

問でpく0．OI．

表2　心拍応答不良群と心拍応答正常群の心電図計測値の比較

安　　静　　時 運　　動　　時

QT。，，。、－c

（sec1’2）

QT、
（sec1’2） QT叫C（secレ2）

T、口11n．、

（sec｜～）

T。mPII、ud宇

　（lnV）
QT，

（secll2）

QT，。a、　c

（secL2）

心拍応答不良群

心拍応答正常群

．157±．〔〕35

．］58±．034

．518±0．043

．541±0．072

．4〔〕1⊥，032

．397二．042

．361±．〔〕55

．383⊥．085

．61±．22†

．47±．21

．486⊥0．〔｝58‡

．431±0．049

、375±0．056‡

．324±0．042

心電図計測値の定義については本文参照．心拍応答不良群：最大負荷時の心拍数が予測値（220年齢）の85％に達しなかった症例，

心拍応答正常群：最大負荷時の心拍数が予測値（220一年齢）の85％以ヒにヒ昇した症例，†：両群間でp＜0．05，‡：両群間でp＜

o．Ol．

を心拍応答不良群（L群：16例）と心拍応答正常群（N

群：38例）に分類し，各計測値を比較した．年齢は両

群に差はなかったが，体重はN群の方が有意に大で

あった（表1）．最大心拍数はL群で有意に低かった

が，VO2max－measured／VO2max－estimated，最大負

荷時の呼吸商（R）はともに両群間に差がなく（表1），

L群の最大心拍数の低さは負荷強度の低さに起因する

とはいえなかった．

　安静時心拍数はL群71±10bpm，　N群81±13bpm

であり，L群で有意に低かった（p＜0．05）．しかし，

安静時心拍数は，最大心拍数と有意の相関を示さず

（r＝0．15，p＝0．27），安静時心拍数低値例のなかにも

心拍応答良好例が存在した．安静時のQT。nset－，，　QT。，

QTpeak－、，およびTdur。t［。n－，はいずれも両群で差を認

めなかったが，T。mPlit。d，はL群の方が高かった（表

2）．また，運動時のQT。およびQTpeak．，はL群の方

が長かった（表2）．

　運動時のQT、およびQTp，。k－，の変化率は，最大心拍

数と負の相関を示した（それぞれ，r＝－0．445，　p＝

0．0008，およびr＝－0．371，p＝0．006）（図1）．

　さらに，T波のnotchや2相性のT波で定義される

T波の形態異常を示したのはL群16例中1例のみで

あったのに対し，N群38例中14例にみられた（p＝

O．02）．なお，T波の形態異常を示した症例では，そう

でなかった症例に比し，有意に長い安静時QT、時間

（p＜0．0001），QTp。、k－，時間（p＝0．02）を示したが，

　　30
蕊
）　　0

導

翻．30
o
5
　－60

　　　　　　　r＝0．45，p＜O．OOI
　や．　　　　　　　　◆

．‡∵　．．‡、

・
．、・｛鶯誤・’

　　　　　　●　　、．　　◆
　　　　　　　．●●
　　　　　　　　　　　●

　　30貧
）
掛　　0
吉

9　－30

着

9．60
5

　　　　◆　や
◆ 　　　　　　　　　　r＝0．37，p＜0．01

　　せ
．’ 　：　　．・
い∴◆喪：｛㍉・

　　◆　　　　　　■　■　　　　　　　　　　　●

■

70 80 90

最大心拍数（予測値の％）

100

図1　運動負荷によるQT、およびQTp，。、一，の変化率

　と最大心拍数との関係

　QT，およびQT，。。1、－cのいずれも，到達最大心拍数と

　負の相関を示している．正の変化率は運動に伴う延

　長を，負の変化率は短縮をあらわす．最大心拍数は

　年齢から予測した最大心拍数（220一年齢）に対する

　百分率であらわした．QT、：Bazettの補正式であら

　わしたQT時間，　QT，。ak－，：Q波の好まりからT波

　の頂上までの時間をBazettの式で補正したもの．
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運動負荷直後にはその差は明らかではなくなった

（p＝0．1およびp＝0．7）．

　　　　　　　　　考　　察

　本研究の結果は，以下の2点に要約できる：1）QT

延長症例において運動時の最大心拍数の低い症例がか

なりの割合（予測最大心拍数の85％に達しなかった例

が全体の30％）で存在した，2）そのような症例は安静

時のT波が高く，運動によるQT時間の短縮が少ない

点で，心拍応答が正常なQT延長症例と異なってい
た．

　T波の形態およびその運動負荷に対する反応と，遺

伝子異常について

　最近，Mossら5）はQT延長症候群に関連する既知の

3種の遺伝子異常は，それぞれに特有なT波の形態に

よって特徴づけられる．すなわち，chromosome3にあ

るSCLNsA遺伝子の異常に伴うQT延長症候群
（LQT3）ではT波の起始までの時間（QT。n、e，．，）が延

長し，chromosome7上のHERG遺伝子の異常
（LQT2）ではT波の波高（T。mpMud。）が低く，chromo－

some11にあるKVLQTI（LQT1）の異常ではT波の
幅（Tdurati。，一，）が広くなることを報告した．また，

Schwartzら6）は最近，運動によるQT時間の短縮の程

度が異常遺伝子座の種類によって異なること，すなわ

ちLQT2では運動によるQT時間の短縮が少ないの

に対し，LQT3ではよく短縮することを報告した．これ

らの研究結果は，T波のパターンや運動負荷に対する

QT時間の反応が，特定の遺伝子異常とある程度関連

していることを示すものである．

　したがって，本研究でみられた，心拍応答不良症例

における高いT波や運動負荷時の長いQT時間など

の特徴は，このような症例が特定の遺伝子異常と関連

している可能性を示すものであるかもしれない．しか

し，上記の特徴は今までに知られている3種の遺伝子

異常の特徴には合致しなかった．すなわち，運動負荷

時のQT時間短縮不良はLQT2の特徴と合致したが，

安静時の高いT波高はこれに矛盾していた．また，こ

れら心拍応答不良症例はLQT1（幅広いT波），

LQT3（長いQT。nset．，）のいずれの特徴をもそなえて

いなかった．このような特徴が，未知の遺伝子異常に

基づくものであるか，既知の遺伝子異常の異なった表

現型であるのかについては，心筋の膜イオンチャンネ

ルを制御する遺伝子研究の進歩を待たなければならな

い．しかし，QT延長症候群のいくつかの家系では既知

の3種のいずれの遺伝子異常をも有さないこと7〕，

417　（15）

Jervell－Lange－Nielsen症候群に関連した遺伝子異常

はまだ発見されていないこと7），既知の3種の遺伝子

異常はいずれもNa＋またはK＋のイオンチャンネルに

関連したもの4）13）’a）であるが，内向きまたは外向きの膜

電流と，それを支配する遺伝子座は他にも多く知られ

ていること7）などを考慮すると，QT延長に関連した遺

伝子の異常が今までに知られている3種類に限られる

とは考えにくい．

　運動時心拍上昇不良とQT延長に共通する原因

　QT延長症候群は心筋の再分極の異常と考えられて

いるが，これがなぜ洞結節の活動1生のあらわれである

運動時の心拍応答と関連するのであろうか？　この疑

問に対するひとつの答えは，今までに知られている

QT延長症候群をひきおこす3種の遺伝子異常のいず

れもがさまざまな膜電流系に関連したものであるこ

と4）13）14）があげられ，これらの膜電流の協調作用の微妙

なバランスのくずれがこの二つの現象に共通の原因に

なっているためと推定される．心筋の再分極は心筋活

動電位のplateau　phaseでの内向きと外向きの多くの

種類の膜電流の微妙なバランス上に成り立っており，

内向き電流（Na寸チャンネルを介する）の延長，または

外向き電流（K＋チャンネルを介する）の減少のいずれ

もが心筋の再分極の延長をひきおこすと考えられてい

る7）．一方，洞結節の活動性はCa＋＋チャンネルやK＋

チャンネル，ことにIkr（LQT2はこの膜電流の異常で

あることが知られている）の活動性に大きく影響を受

けると考えられている7｝．また，Na＋チャンネルは洞結

節の活動性に重要な役割を担っているとは考えられて

いなかったが，LQT3において洞性徐脈が多く認めら

れていることから，Na＋チャンネルは従来考えられて

きた以上に洞結節の機能に影響を及ぼしているものと

考えられる7）．運動やβアドレナリン刺激はペース

メーカー電流であるIh，再分極電流のIK、やICI－、AMpな

どの膜電流の活動性増加させ，その結果として正常人

では心拍数の増加とQT時間の短縮を生じる7）．しか

し，これらの心筋や洞結節の活動電位の調節機構に異

常，たとえばIK，やIc，一，AMPの活動性の低下やIc、の元進

などをきたすと一・部の症例ではQT時間を短縮させ

ることができなくなったり，洞結節の歩調取りが正常

に働かなくなることは十分に理解できる．QT延長症

例における心拍上昇不良と運動時のQT時間短縮不

良は，これらの心筋の活動電位と洞結節の歩調取りに

関与するイオンチャンネル自体，あるいはそれらを調

節するタンパクの異常に基づくものである可能性があ
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る．

　また，T波形態の異常（V2，　V3誘導以外にみられた

T波のnotchや2相性のT波）がほとんど心拍応答正

常例に限られていたことは興味深い．現在までのとこ

ろ，これらのT波の形態異常と特定の遺伝子異常とを

関連づけた報告はないが，これは運動時心拍応答不良，

高いT波，運動時QT短縮不良を呈する一連の症例と

は異なった遺伝子異常の表現型であるかもしれない．

これらの症例ではむしろ，QT、時間やQTp。。k．，時間の

運動負荷に対する反応が比較的良好であったという今

回の結果はその仮説と矛盾しない．

　本研究の限界

　本研究では遺伝子解析は施行されていないため，従

来の研究で報告されたものと異なる心電図上の表現型

が新たな遺伝子異常の存在の可能性を示唆するもので

あっても，これを証明するものではない．この点につ

いては今後の遺伝子研究の発達を待ちたい．

　また，今回の研究で対象とした症例中には症状や既

往歴，家族歴を有するものが少数しか存在しなかった

ため，本研究で示された運動時心拍上昇不良，運動時

QT短縮不良，安静時の高いT波を有する一群の臨床

的意義は明らかにすることができなかった．
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