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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　小児のVT　32例をホルター心電図の新しい解析方法であるRR間隔二次元表示法を用いて解析し，ト

レッドミル負荷試験や有効薬剤の特徴について検討した．

　32例をRR間隔二次元表示法の図形から一定群，相関群，2種類群，分散群，中間群の5群に分類し

た．

　一定群は1例を除いて，トレッドミル負荷試験では最大負荷時にVT，　VPCは消失したが，相関群で

は約半数が負荷増強と共に，VT，　VPCは増加した．これらの特徴から一定群の機序はreentry，相関群

の機序はtriggered　activityであると推測されるが，　IV群の薬剤は両者に有効であった．

　分散群は1例だけであったが，この症例が川崎病後遺症による心筋梗塞後であったことは成人例での

報告に通じるものがある．2種類群，中間群の機序解明には，今後更なる検討が必要と思われた．

　　　　　　　　　はじめに

　心室頻拍（VT）は一般に心筋梗塞をはじめとする重

篤な器質的心疾患に認められ，しぽしば突然死につな

がる危険な不整脈であるとされてきた1）．その一方で，

学校心臓検診の普及にともない，器質的心疾患のない

小児にホルター心電図や運動負荷心電図などを施行す

るとVTを認めることも稀ではないことが明らかに

なってきた2ト8）．今回，我々は新しいホルター心電図解

析方法として注目されているRR間隔二次元表示法で

小児のVTを検討し，トレッドミル運動負荷試験との

関係や有効薬剤からその特徴について興味深い結果を

得たので報告する．

　　　　　　　　　対　　象

　対象は1987年1月から1991年7月までに当院小児科

を受診した心室性期外収縮（VPC）の症例のうち，ホ

ルタ、一心電図で3連発以上のVTを認め，かつ1，000
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　　　　　名古屋大学医学部小児科　　長井　典子

個／日以上のVPCが記録された32例である（表1）．年

齢は6歳から17歳で（平均年齢11．3±3．4歳），性別は

男子15例，女子17例である．10例に持続性VT（30秒以

上持続）の既往がある．器質的心疾患を有するものは

3例で不整脈源性右室異形成（ARVD）1例，軽症心

室中隔欠損症（VSD）1例，川崎病後遺症による心筋

梗塞後1例である．体表面電位図や12誘導心電図から

VPCの起源を求めたところ右室起源25例，左室起源6

例，二源性1例であった．

　薬剤投与は症状のあるもの，運動誘発性のもの，持

続性のもの，VT　rateの速いものについて行い7）～11），

今回の検討では23例に行われた．

　　　　　　　　　方　　法

　Marquette社製ホルター記録装置8500で24時間の

心電図を記録し，Marquette／8000Tを用いて解析し

た．自動解析の連結時間が実際の連結時間と異なる場

合は，先行するQRSの開始点からVPCのQRSの開
始点までを連結時間として用手的に補正した。その後，

全RR間隔データをマイクロコンピューターに転送
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表　1

ホルター心電図 トレッドミル負荷試験 投 薬

症例
No

年齢
（歳） 性別 器質的心疾患 起源

最長
連発数

maxVT
rate（bpm） 最大負荷時 「ecove「y

　RR間隔
二次元表示法

有効薬剤 無効薬剤

1 6 M 　 LA 17 150 VPC（一） VT 一定群 IV，　P Ia＊，　Ib＊，　II＊

2 6 M 一 LA 持続性 130 VPC（一） VT 一定群 IV II＊

3 9 M 　 LA 3 130 VPC（一） 二連発 一定群 無　投　薬

4 16 F ARVD RO 3 150 施行できず 一定群 II十la Ib

5 14 F VSD RO 3 180 VPC（一） 二連発 一定群 IV
6 13 F RO 持続性 190 VT 持続性 一定群 I

I
7 11 M 　 RO 持続性 150 VPC（一） 持続性 一定群 IV Ia，　Ib，　II

8 11 F RO 持続性 140 VPC（一） 持続性 一定群 IV，　P Ia，　Ib，　II

9 14 F 一 RO 4 170 VPC（一） VT 一定群 II＊

10 13 F 一 RO 6 160 VPC（一） VT 一定群 Ia＊，　Ib＊，　II

11 16 F RO 3 220 VPC（一） VPC（一） 一定群 無　投　薬

12 13 M 一 RO 3 200 VPC（一） VPC（一） 一定群 無　投　薬

13 7 M 一 RO 3 140 VPC（一） 二連発 一定群 無　投　薬

14 7 F 一 RO 3 150 VPC（一） VT 一定群 無　投　薬

15 13 F 一 RI 4 130 VPC（一） VPC 一定群 無　投　薬

16 11 M 一 LA 持続性 160 VT VT 相関群 IV Ia，　Ib，　II

17 17 F 一 RO 6 180 持続性 VT 相関群 IV Ia＊，　Ib＊，　II

18 13 F 一 RO 7 220 VT VT 相関群 IV
19 14 M RO 4 270 VT VT 相関群 IV Ib，　II，　P＊

20 11 M 一 RO 持続性 160 VT 持続性 相関型 Ia“ Ib，　II，　IV

21 12 F 一 RO 9 150 VPC（一） VT 相関群 IP，　IV

22 6 F RO 13 140 VPC（一） VT 相関群 IV

23 6 F 一 RO 12 130 VPC（一） VT 相関群 無　投　薬

24 6 F 　
RI 7 130 VPC（一） VT 相関群 無　投　薬

25 12 M 一 RO 6 270 VT 持続性 二種類群 P‡ Ia，　Ib，　II，　IV

26 14 M 一 RO 6 200 VPC VT 二種類群 Ib串＊，　P Ia，　II，　IV

27 12 M 一 RO 4 230 VPC（一） VPC（一） 二種類群 P Ib

28 13 F 一 R＞L 8 170 持続性 VT 二種類群 II十IV Ib＊

29 16 M MCLS後MI LA 3 130 最大負荷まで施行せず 分散群 Ib，　IVホ

30 13 F 一 LA 17 220 VT VT 中間型 Ia＊，　Ib＊

31 6 M 一 RO 4 150 VPC（一） 持続性 中間型 IV IP
32 6 M 一 RO 4 150 VPC（一） 持続性 中間型 無　投　薬

LA　左室心尖部，　RO：右室流出路，　RI：右室流入路，

＊’ 内服のみで無効と判定，⇔：静注時のみ有効

MI：心筋梗塞P：プロパフェノン

し，VPCに先行する洞周期をX軸に（N－N），連結時

間をY軸にとり（N－V），二次元表示をするとともに，

連結時間の平均，標準偏差（SD），直線回帰式を求め

た12）．副収縮とVPCの鑑別にはVPC間隔とVPCを

はさむ正常心拍間隔との関係を見る方法（副調律検索

グラフ）を考案し，検討した（図1）．

　トレッドミル負荷試験はARVDと川崎病後遺症の

2例を除いてボルター心電図と同時期にBruce法13＞

で施行し，自覚的最大負荷まで行わせた．

　薬剤の有効性の判定はホルター心電図とトレッドミ

ル負荷試験の両者から行った．運動誘発性VTにおけ

る薬剤効果は以下のように行った．まずトレッドミル

負荷試験でVTを誘発し，薬剤静注によって停止効果

を，再度運動負荷をして抑制効果を判定した．次に有

効と思われた薬剤を内服させ1～2週後に再度トレッ

ドミル負荷試験とホルター心電図を行い抑制効果の判

定をした．運動誘発性でないものや年少児で注射の協

力が得られないものについては内服後のホルター心電

図とトレッドミル負荷試験から判断した．症状の消失，

VTの消失またはVT回数の95％以上の減少を有効と
判断した14）15）．
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図1　副調律検索グラフ．ホルター心電図全記録の

　VPC間隔（VTを除く）をX軸に，　VPCをはさむ
　正常心拍間隔をY軸に取る．一見同じ二段脈の形で

　あっても，a）のように通常のreentryであれぽX－Y

　は比例関係に，b）のように副収縮であればXはY

　と無関係の整数倍の点の集積となるはずである．

　　　　　　　　　　結　　果

　猪岡らの分類12）に準じてSD　40msec以下でかつ一

次式の傾きが0．2以下のものを一定群とし，それ以外の

ものを相関係数と図形の形態から相関，2種類，分散

中間の計5群に分類した．32例中一定群15例，相関群

9例，2種類群4例，分散群1例，中間群3例であっ

た．二種類群4例のうち1例は二源性であり，起源別

の検討によって各々の起源によって連結時間が異なっ

ているためと判明したが，残りの3例のVPC波形は

単一であった．中間群は形態的には一定群であるが，

SDが40msecを越えるもの2例，心拍数の多いときに

は相関群の，心拍数の少ないときには一定群の形態を

有するものが1例であった．

　左室起源の6例はいずれも左軸偏位であったが，川

崎病後遺症の1例が分散群で，相関群が1例，他の4

例は一定群であった，この分散群の1例は副調律検索
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図2　分散群のRR間隔二次元表示法と副調律検索グ

　ラフ（症例29）．RR間隔二次元表示法で，連結時間

　は先行洞周期とは無関係な扇型の分散を示した．副

　調律検索グラフから，基本的には最小V－V間隔が約

　2秒の副収縮と思われるが，ホルター心電図では

　VTレート130bpmのVTを1回，2連発を150回認
　めた，

グラフから副収縮が基本となっていると思われた（図

2）．

　右室起源25例中，流出路起源と思われた23例は，

ARVDとVSDの2例を含め一定群11例，相関群8
例，2種類群3例，中間群1例であった．

　トレッドミル負荷試験を施行したところ，一定群で

は持続性VTの1例を除き，13例が最大負荷時には

VT，　VPCは消失した．しかし負荷終了後にVTが見

られたものが9例あり，数分後に持続性VTとなった

ものが2例あった（図3）．相関群ではVT　rateが160

bpm以下の4例は，最大負荷時にはVT，　VPCが消失

したが，5例は負荷と共にVTが増加しVT　rateも速

くなった（図4）．二種類群では負荷中はVT，　VPCの

認められないもの1例，最大負荷時までVTまたは

VPCがみられたものが3例であった（図5）．

　薬剤投与をうけた23例の投薬結果を表1に示す．ベ

ラバミルは一定群では投与した5例全例，相関群では

7例中5例に有効であったが，2種類群では二源性の
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図3　一定群のRR間隔二次元表示法とトレッドミル

　負荷心電図（症例7）．RR間隔二次元表示法では連

　結時間は一定．トレヅドミルでは，負荷にともない

　連結時間より先行洞周期が短くなると容易にVPC

　は消失する．リカバリー1分でRR間隔が長くなっ

　てきたところでVPCが出現しその直後に持続性

　VTとなった，これらはreentryの特徴であると思

　われる，

安静時

s　t　εし9e　II

6
0
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b）トレッドミル負荷試験
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図4　相関群のRR間隔二次元表示法とトレッドミル

　負荷心電図（症例18）．RR間隔二次元表示法では係

　数は0．2，相関係数もO．87と先行洞周期との強い相関

　を認める．トレッドミルでは安静時にはVPC，　VT

　を認めないが，負荷とともにVTが増加し，連結時

　間は短縮した．これらはtriggered　activityの特徴

　であると思われる，

1例を除いて全例無効であった．相関群でベラバミル

無効の2例中1例はほぼ終日VTの症例で，ベラバミ

ル静注によってVTは停止するものの数拍後に再開

した．他の1例は静注での検討は行われていない．2

種類群でプロパフェノンを投与した3例と一定群でプ

ロパフェノンを投与した2例は有効であった．ジソピ

ラマイド，メキシレチンは，各1例が静注のみ有効で

あったが，それ以外は無効であった．β・プロッカーは

著効を示した持続性VTの1例を除いて，症状の軽減

やVT持続の短縮化，　VT　rateの抑制には効果を認め

るが，VT消失までには至らないものがほとんどで

あった．

　　　　　　　　　　考　　察

　成人では特発性VPC，　VTの予後は良好で14）16）連結

時間が一定であり，器質的心疾患のあるものは予後不

良で連結時間が変動するものが多いと報告されてい

る12）17）．我々は，小児のVPCを検討し，小児ではVT，

器質的心疾患は連結時間を変動させる要因ではなく，

左室起源では右室起源に比較して連結時間が変動しや

すいことを報告してきたIB）’－2°）．過去の我々の検討で

は，左室起源のVPCに分散群は多いが，分散群でVT

を認めたものは1例だけであった．しかしこの1例が

川崎病後遺症によって小児では稀な心筋梗塞後の症例

であったことは，成人例との類似点を示すものとして
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図5　二種類群のRR間隔二次元表示法とトレッドミ

　ル負荷心電図（症例26）．RR間隔二次元表示法でも，

　安静時心電図でも2種類の連結時間を認める．HR

　上昇とともに連結時間の長いVPCは消失し，連結

　時間の短いものだけが残った．

注目される．

　左室起源で左軸偏位の特発性VTはCa拮抗剤が有

効でreentryによるものが多く，triggered　activityも

一部あるといわれている21）～24）．左室起源のVT　6例の

うち一定群の4例が運動負荷の所見からもreentryと

思われ，このうち投薬した3例で，ベラバミルが有効

であったことはこれを裏付けるものであろう．

　一方，右室流出路起源の特発性VTは運動誘発性の

ものが多く，triggered　activityが関与しているのでは

ないかと注目されている23）～25）．しかし，右室流出路起

源の23例中triggered　activityと思われる相関群は8

例で，一定群が11例と最も多かった．また，2種類群

3例，中間群1例があった．このことは，右室流出路

起源の特発性VT即ちtriggered　activityというわけ

ではないことを示している．しかし一定群で運動と

VTが関係した症例のうち，ベラバミルを投与した5

例全例で有効であった．この理由としては，右室流出

路の特発性運動誘発性VTの一部はカテコラミンの

255－（23）

影響を強く受けるといわれるCa電流によるreentry

であることが考えられる23）26）．他の可能性としてVPC

はreentryでおきるが，　VTはtriggered　activityに

よっておきるということも考えられる．その場合連結

時間（NV）とそれに続くVT（V－V）が正相関を示す

と考えられる．今回の検討でも右室流出路起源の一定

群のうち1例はN－V：V－V関係が明らかな正相関を

示した．しかしVTはQRS波形の先頭部分を見極め

ることが困難であることが多く，解析の問題点となっ

た．

　従来，運動誘発性VTにはβ・プロッカーを第一選択

とすることが多く9）25）27），それ以外のVTにはVaugh－

an　Williams分類27）の1群の抗不整脈剤が使用される

ことが多かった8）29）．我々の投薬例も運動誘発性VT

がほとんどであったが，β一プロッカーはやや有効ない

しは無効であるものが多く，むしろ健康小児の運動誘

発性VTにはベラバミルが第一選択でも良いのでは

ないかと思われる30）．しかし単源性の2種類群では全

例ベラバミルは無効でむしろ増悪した症例もあり，ベ

ラバミルは適応ではない．これらの症例は1群のなか

でも従来のIa，　Ibは無効であったが，プロパフェノソ

は有効であった．これらの症例の機序解明にはEPSを

含め更なる検討が必要と思われる31）．

　　　　　　　　　　結　　語

　ホルター心電図の新しい解析法であるRR間隔二次

元表示法を用いて小児のVTを解析した．本法はト

レッドミル負荷試験と併用することによって小児の

VTの機序や有効薬剤を推測する上で有用であると思

われた．
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The　Analysis　of　Ventricular　Tachycardia　in　Children　Using　R・R　Interval　Plotting　and

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Treadmill　Exercise　Testing

Noriko　Nagai，　Kenji　Nishibata，　Seiichi　Hasegawa，　Akihito　Tsuji，

　　　　　　　　Masami　Nagashima　and　Mitsuhiro　Yokota＊

　　Department　of　Pediatrics，　Nagoya　University，　School　of　Medicine

　　　＊Department　of　Clinical　Laboratory，　Nagoya　University　Hospital

　　　Thirty－two　patients　with　ventricular　tachycardia（VT），　aged　6　to　17　years（mean　11．3±3．4）were

evaluated．　There　were　3　patients　who　had　organic　heart　diseases（postoperative　Fallot；1，　small　VSD；1，

postmyocardial　infarction　because　of　MCLS；1）．

　　　In　all　patients，24－hour　Holter　electrocardiographic　recordings　were　analyzed　using　R・R　interval

plotting，　They　were　classified　into　five　groups　according　to　the　standard　deviation　of　coupling

intervals，　the　coefficient　and　the　shape　of　plots．　There　were　15　patients　in　the　fixed　group，9in　the

correlated　group，　4　in　the　two　coupling　intervals　group，1in　the　scattered　group　and　3　in　the　neutral

group・
　　　Graded　treadmill　exercise　testing　was　performed　in　300f　the　32，　Exercise　decreased　VT　and　VPCs

in　130f　the　14　of　the　fixed　group，　but　increased　VT　in　50f　the　90f　the　correlated　group．

　　　Antiarrhythmic　therapy　was　used　in　23．　Class　IV　drug　was　very　effective　to　VT　of　the　fixed　group

and　the　correlated　group，　but　had　no　effect　to　VT　of　the　two　coupling　intervals　group．

　　　Our　results　suggest　the　cause　of　VT　in　the　fixed　group　was　reentry　related　Ca　channel，　and　the

cause　of　VT　in　the　correlated　group　was　triggered　activity．　But　further　more　examinations　are　needed

to　determine　the　cause　of　VT　in　the　other　groups．
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