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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　小児の基礎心疾患のない，いわゆる特発性心室頻拍の臨床的特徴，長期予後について，ホルター心電

図・トレッドミル負荷試験をもちいて検討した．対象は，再現性のある心室頻拍46例（平均年齢9．3±3．1

歳）で，観察期間は6．9±2．6年であった．心室頻拍の発生起源は右室が34例（74％）と最も多く，左室

が6例（13％），多形性が6例（13％）であった．運動関連性心室頻拍が30例（65％）と多数をしめ，そ

の多くが右室流出路起源であった．持続性心室頻拍が14例（30％）あり，そのうち8例がなんらかの症

状を有していた．左室起源の心室頻拍6例のうち5例が持続性であった．rateの高い心室頻拍ほどより

重篤な症状を示す傾向にあった．観察期間中，心室頻拍が消失したのは30例（65％），不変が15例（33％），

死亡が1例（2％）あった．多変量解析による予後因子の検討では，症状を有する例のほうが無症状の例

より心室頻拍は有意に消失しやすかった（p〈0．05）．症状を有する例は抗不整脈剤などの治療を受けて

いる例が多いためと考えられた．

　持続性心室頻拍，rateの高い心室頻拍は症状を呈しやすく特に注意を要すると思われた．症状を有す

る症例でも抗不整脈剤などの治療により消失する例が多く，その長期予後は一般に良好と思われた．

　　　　　　　　　はじめに

　心室頻拍（以下VT）は虚血性心疾患，心筋症，心疾

患術後などの基礎心疾患があるものにとっては，心室

細動への移行，血行動態の悪化，突然死などの重篤な

合併症を引き起こす可能性のある不整脈である．一方

ホルター心電図（以下ホルター）の普及とともに基礎

心疾患のないVTも多数発見されている1）“’3）．一般に，

基礎心疾患のないVTの予後は良好とされてい
る1）4｝”11）が，その長期予後に関する報告は少ない．今

回，基礎心疾患のないVTの臨床的特徴，長期予後に

ついて，ホルター，トレッドミル運動負荷試験（以下
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　　　　　碧南市民病院小児科　辻明人

トレッドミル）を用いて検討した．また，比例ハザー

ドモデルによる多変量解析を行い，VTに関する予後

因子についても検討した．

　　　　　　　　　対　　象

　　再現性のあるVT（120／分以上，3連発以上の心室

性期外収縮（以下VPC））を認めた46例（男児：25例，

女児：21例，平均年齢9．3±3．1歳）である．理学的検

査，心電図，胸部レソトゲン写真，心エコー検査など

の非観血的検査で明らかな異常を認めないものを基礎

心疾患のないものとした，12誘導心電図でQT時間が

延長している例（QTc＝0．45以上）は除外した．

　　　　　　　　　方　　法

　ホルターやトレッドミルを3ヵ月～1年の間隔で施

行し，2回以上VTを認めた場合を再現性ありとし，
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2回以上の検査で連続してVTを認めなかった場合

をVTの消失とした．　VTの持続時間が30秒以上の場

合，または100連発以上持続する場合を持続性VT，そ

れ以外を非持続性VTとした．マスター2階段運動負

荷試験，トレッドミルなどの運動負荷中，またぱ運動

負荷終了後1分以内に出現したVTを運動関連性VT

とした．観察期間は，8ヵ月（死亡例）～12．4年，平

均6．9±2．6年であった．統計学的処理は，2群間の平

均値の差の検定にt検定，3群間の平均値の差の検定

にKruskal－Wallis検定，比率の差の検定にX2検定ま

たはFisherの直接確率計算法を用いた．　VTの消失を

end－pointとして，　Kaplan・Meierの生存率曲線から，

VTの残存率，平均残存期間すなわちVTが消失する

までの平均期間を算出した．またVTの消失に対する

種々の予後因子の関わりについて，比例ハザードモデ

ルを用い多変量解析を行った．

　　　　　　　　　　結　　果

　不整脈の発見は，心臓検診によるもの33例，他の疾

患の受診時に偶然発見されたもの8例，何らかの症状

によるもの5例であった．発見時にみられた不整脈は，

孤立性VPC　28例，2連発VPC（以下CPLT）5例，

非持続性VT　6例，持続性VT　7例であった．　VTが

初めて検出された検査法は，ホルター24例，マスター

2階段運動負荷試験8例，12誘導心電図7例，トレッ

ドミル7例であった．

　VTのQRS波形が左脚ブロックパターンのものを

右室起源，右脚ブロックパターンのものを左室起源，

日小循誌　9（6），1994

その両者を含むものを多形性とした．VTの起源部位

を右室起源，左室起源，多形性の3群に分けて臨床的

特徴，治療，予後を検討した（表1）．

　1．VTの特徴

　右室起源と思われる症例が34例（74％）あった．そ

のうちQRS平均電気軸が下方軸，すなわちVTの起

源部位が右室流出路と思われる症例が32例と大部分を

しめた．左室起源と思われる症例は6例（13％）で，

全例右脚ブロックパターン＋上方軸を示し，その発生

起源として左脚後枝領域が考えられた．多形性VTは

6例（13％）であった．

　運動関連性VTは46例中30例（65％）であった．右

室起源のVT　34例中24例（71％），左室起源，多形性の

VTがそれぞれ6例中3例（50％）が運動関連性であっ

た．右室起源のVTが運動関連性である率は高かった

が，3群間では有意差を認めなかった．

　持続性VTは46例中14例（30％）にみられた．右室

起源は34例中9例（26％），左室起源は6例中5例

（83％），多形性は6例中0例（0％）であり，3群間

に有意差を認めた（p〈0．01）．多形性VTは，全例，

3～4連発の持続の短い非持続性VTであった．

　VTの心室拍数（以下VT　rate）は，120～245（／分），

平均163．3±35．6（／分）で，3群間に有意差を認めな

かった．

　VT発作の回数が覚醒時に全体の70％を占めるもの

を昼型，睡眠時に70％以上を占めるものを夜型，いず

れにも属さないものを終日型とした．終日型が46例中

表1　心室頻拍の起源部位と臨床的特徴

右　室

n＝34
左　室

n＝6
多形性

n＝6
P　値

性　　別（男） 19（56％） 4（67％） 4（67％） N．S

年　　齢（歳） 9．1±2．3 9．1±2．9 11．0±3．9 N．S

検査回数（回） 9．9±5．0 11．2±4．6 8．6±3．8 NS
観察期間（月） 86．4±31．4 74．2±33．3 67．3±22．4 N．S

運動関連性VT（人） 24（71％） 3（50％） 3（50％） NS
持続性VT（人） 9（26％） 5（83％） 0 p＜0．01

心室拍数（／分） 163．3±38．2 159．7士26．7 167．2±26．0 NS
終日型（人） 9（23％） 1（17％） 1（17％） N．S

昼　　型（人） 23（68％） 5（83％） 5（83％） N．S

夜　　型（人） 2（6％） 0 0 N．S

有症状例（人） 9（26％） 4（67％） 0 p〈0．01

治療例（人） 25（74％） 6（100％） 2（33％） N．S

VTの消失（人） 22（65％） 4（67％） 4（67％） N．S

初回ホルターVPC数（％）＊ 17．5±12．9 43．9±32．5 5．3±5．7 p＜0．05

VT：心室頻拍　VPC：心室性期外収縮
＊　1日総VPC数／1日総心拍数

N．S：有意差なし
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11例（24％）（持続性VT：3例，非持続性VT：8例），

昼型が46例中33例（72％）（持続性VT：11例，非持続

性VT：22例），夜型が46例中2例（4％）（持続性VT：

0例，非持続性VT：2例）であった．各型のVTの

起源部位別の発生頻度は，3群間に有意差を認めな

かった．昼型のVT　33例中30例が運動関連性VTで

あった．

　II．臨床症状

　臨床症状を呈したのは，46例中13例（28％）であっ

た．動悸6例，胸痛2例，心不全4例，失神1例であっ

た．症状を有する率は，3群間で有意差を認め（p〈

0．01），左室起源のVTが症状を有する率が高かった

（表1）．

　VTの特徴と臨床症状の有無の関係を2×2分割表

を用い，κ2検定またはFisherの直接確率計算法によ

る独立性の検定を行った（表2）．

　運動関連性VT　30例のうち症状を呈したものは11

例（37％）で，運動非関連性VT　16例中2例（13％）

に比べ，症状を呈する率は高かったが，統計学的な有

意差は認めなかった．

　持続性VTl4例中，症状を呈したのは8例（57％）

であり，非持続性VT　32例中5例（16％）に比べ，症

状を呈する率は有意に高かった（p＜0．05）．

　VT　rateが150未満の症例が23例あったが，症状を呈

したのは，動悸が1例（4％）だけで，残りの22例は

無症状であった．VT　rateが150以上の23症例のうち症

状を呈したのは12例（52％）と，150未満の症例に比べ

有意に症状を有する率は高かった（p＜O．Ol）．

　さらに詳しくみると，VT　rateが150～199の症例で

は，胸痛2例，心不全2例（うち死亡1例），VT　rate

が200以上の症例では，心不全2例，失神1例と，VT

rateが高くなるにしたがって，重篤な症状を呈する傾

表2　心室頻拍の特徴と臨床症状の関係

　（2×2分割表による独立性の検定）

臨床症状
有 無

計 P値

運動関連性（人）

非関連性（人）

11（37％）

2（13％）

19（63％）

14（87％）

30

16
N．S

持続性（人）

非持続性（人）

8（57％）

5（16％）

6（43％）

27（84％）

14

32
p〈0．05

心室拍数150未満（人）

　　　　150以上（人）

1（4％）

12（52％）

22（96％）

11（48％）

23

23
p＜0．01

計 13 33 46

N．S；有意差なし
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向にあった（図1）．有症状例のVT　rateの平均は185／

35（／分），無症状例は155±32（／分）であり，前者の

VT　rateのほうが有意に高かった（p＜0．05）．

　III．治療

　原則として，持続性VT，運動関連性VT，　rateの高

いVT，症状を有するVTに対して治療を行った．46

例中33例が治療の対象となった．その内訳は，抗不整

脈剤の投与が32例，外科的治療が1例であった．治療

を受けた率は，3群間に有意差を認めなかったが，持

続性VTの多い左室起源のVTは全例治療を受けて
いた（表1）．

　抗不整脈の薬効評価に関しては，VTの完全な消失

を有効とした．Vanghan　Williams分類class　IA

（procainamide，　disopyramide）は13例中5例（38％），

class　IB（mexiletine，　aprindine）は22例中10イ列（45％），

class　IC（propafenon）6例中4例（67％），　class　II

（propranolol，　carteolol，　pindolol）は28例中16例

（57％），class　IV（verapamil）は14例中11例（79％）

が有効であった．Class　IC，　class　II，　class　IVの有効率

が高かった．右室起源のVTでは，　class　IC（60％），

例数

20

10

120～149　　150～199　　　200～

n＝E3　　　n＝14　　　n＝9

口無症状　口動悸　⑩胸痛
吻心不全　悶失神

図1　臨床症状と心室拍数の関係

表3　心室頻拍の起源部位と有効薬剤

右　室 左　室 多形性 計

class　I　A 3／9（33％） 2／4（50％） 0 5／13（38％）

class　I　B 8／16（50％） 1／5（20％） 1／1（100％） 10／22（45％）

class　I　C 3／5（60％） 1／1（100％） 0 4／6（67％）

class　II 13／22（59％） 2／5（40％） 1／1（100％） 16／28（57％）

class　IV 9／12（75％） 2／2（100％） 0 11／14（79％）

class　I　A：procainamide，　disopyramide　class　I　B：lidocaine，

mexiletine　aprindine　class　I　C：propafenon　class　II：

propranolol，　carteolol，　pindolol　class　IV：verapami1
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class　II（59％），　class　IV（75％），左室起源ではclass

IC（100％），class　IV（100％）の有効率が高かった（表

3）．

　IV．予後

　46例中30例（65％）は，平均6．9年の観察期間でVT

は消失した．VTの発生起源別では有意差は認めな

かった（表1）．

　VTが消失した30例のうち17例（37％）（持続性VT：

6例，非持続性VT：11例）はホルター，トレッドミル

でVPCも消失した．17例中4例な治療は行わずに

VTは自然消失した．現在投薬を継続しているのは2

例（propranolol　1例，　verapamil　l例）だけである．

残りの15例のうち10例は投薬を中止して経過観察中で

あり，5例は経過観察を中止している（図2）．

　30例中13例（28％）（持続性VT：6例，非持続性VT：

7例）でVTは消失したが，　VPCまたはCPLTは持続

し，13例中6例でCPLTを認めた．2例はCPLTの数

も少なく，投薬を中止して経過観察中である．他の7

例にVPCを認めたが3例は無投薬で経過観察中であ

る（図2）．

　46例中15例（33％）（持続性VT：1例，非持続性VT：

14例）でVTは持続していた，5例は投薬中（mex－

iletine　1例，　propranolol　l例，　verapami12例，

propafenon　1例）であるが，残りの10例は無症状で，

現在は無投薬で経過観察中である（図2），

　死亡例が1例あった．この症例は8歳男児，右脚ブ

ロック，左軸偏位型の持続性VTでVT　rateは188／

分，終日VTが持続し，約8ヵ月の経過で心不全から

心室細動に移行し死亡した．初期の症例のためver・

apamilは投与されていなかった，

　V．統計学的検討

初診時

VT
46例

顕訂

論鶴一［

蹴弍麟止
耀1は｛欝
投薬中止10例

投薬中　　5例

5例
10例

2例

5例

8例

　　　　死　亡
　　　　1例（2％）

　　　　　図2　心室頻拍46例の臨床経過

VT：心室頻拍，　VPC：心室性期外収縮CPLT：2連

発心室性期外収縮

日本小児循環器学会雑誌　第9巻　第6号

　VTの消失をend－pointとしてKaplan－Meierの生

存率曲線から，VTの残存率，平均残存期間を算出した

（図3）．時間の経過とともにVTが残存する率は低下

し，VTの残存期間すなわちVTが消失するまでの期

間は平均90．1±5．6ヵ月であった，持続性VTと非持

続性VTの残存率曲線を同様に描いてみたが，残存

率，平均残存期間ともに有意差を認めなかった（p＝

O．12）（図4）．また，性別，VTの起源別，　VTの発生

様式別，治療の有無，運動関連性か否か，臨床症状の

有無などについて，それぞれ残存曲線を算出し，lo・

grank検定で検定したが，残存率に有意差を認めな

かった．

　VTの予後に関係すると思われる種々の因子につい

て多変量解析を行った．解析にはproportionality（ど

の時点においてもハザード比が一定）が保たれていた
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　D　　　　　　　　　　50　　　　　　　　　100　　　　　　　　　　　（月）

　　　　　　　　　経過観察期間（ヵ月）

図3　Kaplan－Meier法による特発性心室頻拍の残存

　率曲線

　心室頻拍の平均残存期間：90．1±5．6（ヵ月）

間
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0 50　　　　　　　　100
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図4　Kaplan・Meier法による持続性心室頻拍と非持

　続性心室頻拍の残存率曲線（p＝0’12）．

　A：持続性心室頻拍，B：非持続性心室頻拍

　心室頻拍の平均残存期間．持続性心室頻拍：81．1±

　7．2（ヵ月），非持続性心室頻拍：95．9±7．3（ヵ月）

（月）
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表4　心室頻拍の消失に対する予後因子の検討

予後因子 バザート比 P値

性　　別　　　　　　　　（男：女） 0，731 0，634

年　　齢　　（12歳未満：12歳以上） 2，010 0，161

起源部位　　　　　（RV：多形性） 0，652 0，464

発生様式　　　　　（終日型：昼型） 1，628 0，348

初回VPC数（10％の増加に対して） 0，950 0，813

治　　療　　　　　　　（無：有） 3，742 0，094

運動関連性　　（非関連性：関連性） 2，341 0，151

VTの持続性　（非持続性：持続性） 2．20 0，160

症　　状　　　　　　　（有：無） 0，391 0，032

VPC：心室性期外収縮　VT：心室頻拍

比例ハザードモデル（Statistical　Analysis　System；SAS）

による多変量解析

Z：PH＝－0．97～0．75

ため（Z：PH＝－0．97～0．75），比例ハザードモデルを

適用した．初診時年齢12歳以上，治療を行った症例，

運動関連性VT，持続性VTは，ハザード比
2．010　一一　3．742でVTは消失しやすい傾向にあったが，

統計学的には有意ではなかった．無症状の例は，有症

状例にくらべハザード比0．39と有意にVTが消失す

る率はLイ氏かった．（p＝0．032）（表4）．

　　　　　　　　　　考　　察

　基礎心疾患のない特発性VTは大きく2つのタイ

プがあるll）．1つはVTのQRS波形が，左脚ブロック

パターン＋下方軸（または右軸偏位）のVTであ

る5）11）14）～25）．従来，repetitive　monomorphic

ventricular　tachycardia，　nonischemic　exercise・

induced　ventricular　tachycardiaなどと呼ばれてきた

ものが多く含まれている4）5）14）～1fi）．右室流出路が起源

部位と考えられているため，総称してright
ventricular　outflow　tract　tachycardiaとも呼ばれて

いる16ト19）．若年者に多く，非持続性，反復性，運動関

連性であることが多く，症状はないかあっても動悸な

どの軽い症状であり偶然に見つかる事が多いことなど

の臨床的特徴を持つ11）16）19）．その発生機序として，

Ritchie19），　Sung20｝はプログラム電気刺激によりVT

が誘発されにくく，運動やカテコラミンの刺激によっ

て誘発されやすいため，カテコラミン感受性の異常自

動能を想定している．一方，Flegら6）は，電気生理学的

検査による検討から，心房の早期刺激により心室性頻

拍は誘発可能で，早期刺激間隔と誘発された頻拍の第

1拍目までの間隔が正相関を示し，Ca拮抗剤やβプ

ロッカーが有効なことからカテコラミンレベルに依存

する遅延後脱分極の増大によるtriggered　activityの
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可能性を考えている7）ヱ5）19）～24）．

　第2は，QRS波形が右脚ブロックパターン＋左軸偏

位を示す特発性VTである26）27）．起源部位として左脚

後枝領域が想定されている11）26）－31）．その発生機序とし

て，reentryとtriggered　activityが考えられている．

Montら11）は，持続性VTが多く，プログラム電気刺激

によりVTは誘発，停止が可能であり，早期刺激間隔

と誘発された頻拍の第1拍目までの間隔が逆相関を示

し，slow　conductionを直接抑制するCa拮抗剤が有効

なことより，VTの発生機序としてslow　conduction

の組織を回路に含むreentryを考えている’1）26）～31）．

Bhandariら32）は，1）心房，心室の早期刺激ではなく

刺激頻度を多くすることによりVTが誘発されるこ

と，2）VTの先行洞周期と連結時間が正相関を示すこ

と，3）カテコラミソの影響を受けること，4）

procainamideやpropranololが無効でverapamilが

有効なことより，左室起源の特発性VTの発生機序と

してtriggered　activityを想定している．

　本稿の右室起源の特発性VT　34例中32例は，右室流

出路起源であり，運動関連性が多く，βプロッカー，Ca

拮抗剤が有効な事より前者のright　ventricular

outflow　tract　tachycardiaに属すると思われた．　VT

の発生機序に関しては，以前われわれが報告した33｝よ

うに先行洞周期と連結時間の関連をRR間隔二次元表

示法を用いて解析すると，先行洞周期と連結時間が正

相関を示しその発生機序としてtriggered　activityが

疑われたもの（検討した23例中8例）だけでなく，re－

entryが疑われる症例（23例中11例）もあり，発生機序

に関しては単一の機序での説明は困難と思われた．

　本稿の左室起源の特発性VTは6例とも右脚ブ

ロック＋左軸偏位を示した，持続性VTが多く，症状

を有する率が高く，Ca拮抗剤の有効率が高いことよ

り，後者のタイプの特発性VTに属するものが多いと

考えられた．VTの発生機序に関して，伺様にR－R間

隔二次元表示法による解析を行うと33），検討した5例

中3例は先行洞周期と連結時間との関係は一定でVT

の発生機序としてreentryが疑われた．

　特発性VTでも，重篤な症状を呈した
り2｝～5｝8）～1°）15）18）“’22｝3°），突然死例も報告されてい

る2｝11）34）～38）．特に持続性VT，運動関連性VT，　VT　rate

が高いVTは，症状を呈することが多いとされてい
る3｝4）9）11｝18）25）34）37）．我々の症例でも，持続性VT，　VT

rate　150以上のVTは有症状率は有意に高く，また

VT　rateが高くなるほど重篤な症状が出現した．これ
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らの特発性VTは特に注意深い経過観察と適切な治

療が必要と思われた．

　基礎心疾患のない特発性VTの予後は一般に良好

と考えられている1）‘）～11）．しかし，死亡例も報告されて

おり3）’1）34｝～38），長期予後については不明な点が少なく

ない．我々の症例では，平均観察期間6．9年で46例中30

例（65％）でVTは消失した．　Kaplan・Meier法により

VTの残存率曲線を描くと，時間の経過とともにVT

が残存する率は低下し，VTが消失するまでの平均期

間は90ユヵ月であった．比例ハザードモデルによる多

変量解析では，ハザード比は，年齢12歳以上が2．Ol，

治療有りが治療無しに較べ3．742，運動関連性VTが

2．341，持続性VTが2．20でVTが消失しやすい傾向

にあったが，統計学的には有意ではなかった．有症状

例に較べ，無症状例の方がハザード比0．391で有意に消

失しにくかった（p＜0．05），

　運動関連性，持線性，有症状のVTは何らかの治療

を受けていることが多く，有症状例が有意にVTが消

失しやすいという結果となったと考えられた．以」二よ

り，臨床症状を有する率の高い持続性VT，運動関連性

VT，　VT　rateの高いVTにおいても，適切な治療と

注意深い経過観察によりVTは消失する事が多く，今
1までの報告と同様，その予後は一般に良好と思われた．

　　　　　　　　　　　ま　と　め

　小児の特発性VTの臨床的特徴と長期予後につい

てホルター，トレッドミルを用いて検討した．46例中

30例（65％）は平均6．9年の経過でVTは消失した．臨

床症状を呈することが多い持続性VT，運動関連性

VT，　VT　rateの高いVTでも適切な治療と注意深い

経過観察により消失することが多かった．小児の基礎

心疾患のない特発性VTの予後は一般に良好と思わ

れた．
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Long－Term　Follow－Up　Study　of　Idiopathic　Ventricular　Tachycardia　in

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Otherwise　Normal　Children

Akihito　Tsuji1），　Masami　Nagashima2｝，　Seiichi　Hasegawa2），　Noriko　Nagai2），　Kenji　Nishibata2｝，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Masahiko　Goto2）　and　Masaki　Matsushima3｝

　　　　　　　　　　　　　　　　　1）Department　of　Pediatrics，　Hekinan　Municipal　Hospital

　　　　　　　　　　　　　2｝Department　of　Pediatrics，　Nagoya　University　School　of　Medicine

　　　　　　　　　　　　　　　　　3）Department　of　Pediatric　Cardiology，　Chukyo　Hospital

　　　Using　Holter　electrocardiography　and　a　treadmill　stress　test，　we　examined　the　clinical　features

and　the　long－term　prognosis　for　idiopathic　ventricular　tachycardia（VT）in　children　without　any

underlying　heart　disease．　Forty－six　children　with　reproducible　VT（mean　age：9．3±3．1　years）were

observed　for　a　mean　period　of　6．9±2．6　years．　The　most　frequent　site　of　origin　of　VT　was　the　right

ventricle（34　children，74％），　followed　by　the　left　ventricle（6　children，13％）．　The　VT　was　polymorphic　in

6cases（13％）．　In　30　cases（65％），　VT　was　induced　by　exercise．　In　the　most　of　these　30　cases，　VT

originated　from　the　right　ventricular　outflow　tract．　Sustained　VT　was　seen　in　14children（30％）．　Eight

of　these　14　children　had　some　symptoms．　The　VT　originating　from　the　left　ventricle　was　sustained　in　5

0f　the　6　cases．　Symptoms　tended　to　become　more　severe　as　the　rate　of　VT　increased．　During　the

observation　period，　VT　disappeared　in　30　children（65％）and　remained　unchanged　in　15children（33％）．

One　child（2％）died　during　the　follow－up　period．　Multivariate　analysis　of　prognostic　factors　revealed

that　VT　disappeared　significantly（pく0．05）more　often　in　symptomatic　patients　who　tended　to　receive

some　therapy　than　in　asymptomatic　patients　who　tended　to　remain皿treated．

　　　Thus，　this　study　revealed　that　symptoms　are　likely　to　appear　in　cases　of　sustained　VT　or　VT　with

ahigh　ventricular　rate．　Particular　care　is　needed　in　the　management　of　these　two　types　VT．　However，

even　in　patients　with　symptomatic　VT，　often　disappeared　when　treated　appropriately，　using

antiarrhythmic　agents．　The　prognosis　for　VT　seems　to　be　generally　good．
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