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はじめに

　Short-coupled variant of torsades de pointes（SCVTdp）は
Leenhardtらにより提唱された心室頻拍（VT）で，洞調律
時の心電図はQT延長を認めず，Tdp様の多形性心室頻拍
（VT）を示し，高率に心室細動（Vf）を来すため，予後不
良と報告されている1）．一方で，アデノシン感受性VTは
高周波カテーテルアブレーション（RFCA）のよい適応と
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要　　旨

　Short-coupled variant of torsades de pointes（SCVTdp）と当初診断した症例に，高周波カテーテルアブレーション（RFCA）
を施行し，心室頻拍（VT）は消失した．VTの 1 発目は，再現性を持った右室流出路起源の心室期外収縮（PVC）である
ことに注目し，そのPVCの発生部位をターゲットにRFCAを施行した．SCVTdpは心室有効不応期の不均一性による
リエントリーが機序とされ，RFCAが有効との報告は見当たらず，本症例は，むしろ特発性VT，特にアデノシン感
受性VTの可能性が高いと考えられた．しかし，運動で誘発された多形性VTについては今後も十分に注意し，慎重な
経過観察が必要と考える．
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考えられ，予後は良好である．今回われわれは，当初
SCVTdpと診断した症例に，RFCAを施行し，VTの消失
を得た．その結果から，特発性VT，特にアデノシン感
受性VTの可能性が高いと考えられたが，運動で誘発さ
れたVTは多形性であり，その分類は非常に難しく，境
界域にあたる症例と考えられたので報告する．
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In a case initially diagnosed as the short-coupled variant of torsades de pointes (SCVTdp), high radiofrequency catheter ablation
(RFCA) was successfully performed, and ventricular tachycardia (VT) disappeared completely. The first beat of VT was the
premature ventricular contraction (PVC), which originated from the right ventricular outflow tract. RFCA was performed at the
site of origin of the PVC. We concluded that this case was adenosine-sensitive VT, because the mechanism of SCVTdp was
considered to be the re-entry induced by heterogeneity of the ventricular effective refractory period, and there have been no
reports indicating that RFCA is effective for SCVTdp. However, further careful follow-up will be necessary to detect recurrence
of exercise-induced polymorphic VT.
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Coupling interval (C.I.): 380 msec, V-V interval: 200-220 msec
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総心拍数119,855発中，PVC 7,629発で，すべてRVOT起
源であった．
　3）トレッドミル運動負荷心電図
　運動直後頻回にPVC coupletを認め，V-V intervalは200～

症　　例

1．症例

　10歳，男児．

2．家族歴

　特記すべきことなし．

3．現病歴

　小学校 5 年生の検診で心室期外収縮（PVC）を指摘さ
れ，トリプルマスター負荷心電図で，PVC 2 連発（couplet）
認めた．PVC coupletは，先行する洞収縮との連結期
（coupling interval: CI）が380msec，PVC-PVC interval （V-
V interval）が200～220msecで（Fig. 1），精査目的で当科を
受診した．

4．初診時所見

　身長133.7cm，体重36.4kgと体格は良く，胸部聴診
上，心音は整で，心雑音は聴取されなかった．

5．検査所見

　1）安静時12誘導心電図
　右室流出路（RVOT）起源の散発性のPVCを認めた（Fig.
2）．
　2）ホルター心電図
　サイクリング中に多形性のVT（5 連発）を認めた．CI
は300～320msecで，VT rateは300bpmであった（Fig. 3）．
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Fig. 1 Couplets of PVC induced by triple master.

Fig. 2 PVC of right ventricular outflow tract origin.
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CM5

NASA on cyclingC.I.: 300-320 msec
Polymorphic VT: rate 300 bpm

Fig. 3 Holter monitoring.

220msecであった（Fig. 4）．最大心拍数は197bpmであっ
た．
　4）薬物負荷心電図
　イソプロテレノール（ISP）0.03�投与で，VT（4 連発）が
出現したため，ベラパミル 5 mgを静脈内投与した．そ
の直後より，PVCは消失し，洞調律（160bpm台）に復し
た（Fig. 5）．
　5）トレッドミル運動負荷心電図（ベラパミル内服下）
　運動負荷中心拍数が130bpm台よりPVCを散発性に 5
発認めたが，160bpm以上でPVCは消失し，運動後も
PVCは認められなかった．最大心拍数は179bpmであっ
た．
　6）胸部MRI検査
　不整脈源性右室異形成などの所見はみられず，正常
であった．
　7）タリウム負荷・BMIPP負荷心筋シンチグラム
　異常所見は得られなかった．
　8）心エコー検査
　心筋の肥厚や，心腔の拡張を認めず，心機能は正常
で，冠動脈については起始異常，拡張病変などもみら
れなかった．

6．治療経過

　以上の結果から，SCVTdpを疑い，突然死の可能性
と，それに伴う運動制限の必要性を両親に話し，ベラ
パミル内服で経過観察の方針とした．
　経過中，ホルター心電図で，散発性で単形性のPVCを
認める程度となった．しかし，再度各種検査を検討し
た結果，VTのトリガーとしてRVOT起源のPVCが再現 Fig. 4 Couplets of PVC induced by treadmill test.
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性を持って出現していることに着目し，RVOT起源の
VTの可能性を考え，高周波カテーテルアブレーション
（RFCA）を試みることとした．同時に施行した冠動脈造
影は正常であった．ISP負荷下にRVOTでrapid pacingを
施行し，今までの検査で誘発されたVTと類似した波形の
VTが，再現性を持って誘発された．その場所は，肺動脈
弁やや下，中隔壁側後方で，そこをターゲットにRFCA
を施行した（Fig. 6）．その後VTは誘発されなかった．
　RFCA後，トレッドミル運動負荷心電図で，PVCは誘
発されなかった．また，ホルター心電図上，PVCを散発
性に11発認めたのみで，そのうち 9 発はRVOT起源で

RFCA前にみられたものと同一であったが，2 発は左室
由来と考えられた．
　以後約10カ月が経過し，児に対して特に運動制限を
せず，経過観察を続けているが，元気に過ごしてい
る．

考　　案

　VTの機序としては，1）自動能（automaticity）亢進，2）
撃発活動（triggered activity），3）リエントリー（reentry）が
知られている2）．
　一方，RFCAのよい適応と考えられるVTは持続性単

Fig. 5 VT induced by isoproterenol infusion.

Terminated by verapamil infusion
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Fig. 6 VT induced by RV outflow pacing.
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形性VTで，具体的には，① 特発性VT：RVOT起源のVT
（左脚ブロック－右軸波形）および左室後中隔領域起源の
VT（右脚ブロック－左軸波形），② 脚リエントリー性
VT：一般に右脚を順伝導し，左脚を逆伝導する興奮旋
回によって生じるVTであり，右脚への高周波通電によ
り根治可能，③ 不整脈を伴う右室異形成（ARVD）患者
のVT，が挙げられ，特発性VTのRFCA成功率は85％と
言われている3）．
　① のRVOT起源VTの機序はtriggered activityで4，5），一
方，左室由来のVTと ② の脚リエントリー性VTの機序
はNaチャンネル依存性リエントリー2，6）である．
　① のRVOT起源VTのtriggered activityは，遅延後脱分
極（delayed afterdepolarization）によるもので，左室由来の
VTと ② の脚リエントリー性VTについては，不応期不
均一性によって成立する短い興奮間隙のリエントリー
とされている．そのなかで，多形性VTは ② と同様な機
序と考えられている．
　果たして本症例が本当にSCVTdpであったかは疑問が残
るところで，本症例のVTの特徴，SCVTdpの特徴1，7，8），
RVOT起源のVT，なかでもアデノシン感受性VTの特
徴4，5，9）をそれぞれ比較し，検討した（Table 1～3）．
　RVOT起源のVTは，単形性のVTであり，QRS波形は
左脚ブロックで，下方軸を示す．また，運動誘発性で
あることが特徴で，その一部であるアデノシン感受性
VTの特徴は，アデノシン以外のベラパミルやプロプラ
ノロールにも薬剤感受性を認めることである．一方，
SCVTdpの特徴としては，当然CIが短いことが挙げら
れ，常に300msec未満とされている1）．この特徴は，本
症例のCI 300～320msecとは一致しない．比較的長いCI
を反映して，VTの 1 発目のQRSの位置も，本症例で
は，先行する洞収縮のT波の頂点の後方に位置し1），
SCVTdpの特徴とは一致していない．また，PVCの形態
も，SCVTdpでは，右室心尖部起源が多い1）のに対し，
本症例はRVOT起源であった．
　しかし，多形性VTの出現と，頻拍中の心室拍動数が
300bpmと非常に速いことは，特発性VT，特にアデノシ
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ン感受性VTの特徴3）とは，矛盾する所見と考えられた．
ただし，多形性と考えられたVTはホルター心電図で一
度しか捉えられておらず，薬物負荷，あるいは，電気
生理学的検査で誘発されるVTは再現性を有する単形性
であった．したがって，本症例のVTは，特発性VT，な
かでもアデノシン感受性VTの可能性が高く，多形性VT
については，アデノシン感受性VTとは別のものである
可能性も考えられる．RFCA後のホルター心電図で，左
室由来と考えられるPVCが 2 発しか出現していないもの
の，この左室由来のPVCをどう捉えるべきか，少なくと
も，今後の不整脈の発生に注意する必要があると思わ
れる．
　SCVTdpは，心室不応期の不均一性によるリエント
リーが機序3）とされ，RFCAが有効であったとする報告
はない．このことからも，本症例は，特発性VT，特に
アデノシン感受性VTである可能性が高いと考えられる
が，アデノシン感受性VTと矛盾する点も存在し，Na
チャンネル依存性で短い興奮間隙のリエントリーによ
る多形性VTの可能性も否定できないと思われた．
　いずれにしても，今後，定期的にホルター心電図を
施行し，RVOT起源以外のPVCの発生に注意し，また，
定期的にトレッドミル運動負荷などで運動誘発性VTの
再現の有無について検討し，慎重な経過観察が必要と
考える．

・C.I.: 300-320 msec
The first beat occurs after the apex of the T wave of the 
last QRS complex

・Polymorphic VT: rate 300 bpm

・QT interval: normal

・PVC morphology: RV outflow origin

・Exercise-induced VT

・C.I.: always less than 300 msec
The first beat occurs before the apex of the T wave of the 
last QRS complex

・Polymorphic VT: rate 180-300 (mean 240) bpm

・QT interval: normal

・PVC morphology: RV apical origin

Table 1　Characteristics of VT in this case Table 2　Characteristics of short-coupled variant of torsades
de pointes (Tdp)

・Monomorphic VT:
Left bundle branch block
Inferior-axis QRS configuration
Rate 150-230 bpm

・PVC morphology: RV outflow origin

・Exercise-induced VT

・Terminated by verapamil, propranolol

Table 3　Characteristics of adenosine-sensitive VT
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結　　語

　本症例は，RFCAが有効だったことから，特発性
VT，特にアデノシン感受性VTの可能性が高いと思われ
るが，今後も運動負荷によるVT誘発の有無について，
注意深いフォローアップが必要と考えられる．
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