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小児期における発作性上室頻拍に対するVerapamilの効果

一電気生理学的検査法による検討と長期経口投与における効果一

（平成7年2月20日受付）

（平成7年7月17日受理）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　発作性上室頻拍25例を発生機序により房室回帰性頻拍17例（うち顕性WPW症候群10例）と房室結節

回帰性頻拍8例の2群に分類し，veraparnil静脈内投与による刺激伝導系への作用および頻拍抑制効果

を電気生理学的に検討した．さらに経口投与での抑制効果とも比較した．

　（1）verapamil静脈内投与前後で洞周期は短縮，　AH時間は延長，収縮期血圧は低下，頻拍時の心周期，

AH時間は延長した（p＜0．Ol）．顕性WPW症候群では副伝導路の順行性有効不応期，　AV時間に有意

な変化は認めなかった．

　（2）房室回帰性頻拍では判定できた13例中6例に頻拍抑制効果を認め，1例では持続性頻拍より

short　runのみとなった．しかし1例では逆にverapamil投与後に頻拍が誘発されやすくなった．

　（3）房室結節回帰性頻拍8例では6例に頻拍抑制効果があり，2例では持続性頻拍よりshort　runの

みの誘発と全例に効果を認めた．

　（4）WPW症候群の1例はverapamil静注後新たに持続性心房粗動を誘発した．

　（5）長期経口投与10例のうちverapamil単独の6例中3例に頻拍発作の消失，他の3例およびpro－

pranololの併用4例（すべて房室回帰性頻拍）に頻拍発作（回数，持続時間共に）の減少を認めた．

　　　　　　　　　はじめに

　近年不整脈治療として非薬物療法，特にカテーテル

ァブレーションが確立され小児科領域にも適応が広が

りつつある．しかしながら，小児における適応性，ア

プレーション後の催不整脈性，被爆の影響など解決さ

れていない問題点も多くユ），現在でも小児期不整脈に

は薬物療法が第一選択と考えられている．Ca拮抗薬の

ひとつであるverapamilは小児上室頻拍に対する代

表的抗不整脈剤とみなされているが，基礎的データの

報告は小児科領域では少ない2）3）．本研究では小児上室

別刷請求先：（〒236）横浜市金沢区福浦3　9

　　　　　横浜市立大学医学部小児科　安井　　清

頻拍に対するverapamilの薬効を臨床電気生理学的

に検討し，さらに経口投与例における薬効とも比較検

討し，verapamilの有効性について考察した．

　　　　　　　　対象および方法

　対象は発作性上室頻拍を繰り返す25例である．年齢

は2歳より15歳（平均10．7歳），男12例，女13例であっ

た．このうち顕性WPW症候群は10例（間欠性WPW

症候群4例を含む）であった．

　電気生理学的検査に際しては検査前の抗不整脈薬の

服用は全例になく，前投薬としてdiazepamを経口投

与した．検査中は原則として局所麻酔のみとしたが，

年少児ではdiazepamあるいはpentazocineを静注に

て併用した．電極カテーテルは2本または3本を大腿
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　　　　　　図1　洞調律時におけるverapamilの電気生理学的作用

SCL：sinus　cycle　length，　AII：AIIinterval，　IIV：HV　irlterva1，　SBP：systolic　blood

P「essu「e

静脈より挿入し，1本は4極カテーテルを三尖弁付着

部位に留置し下位右房波，ヒス束波，心室波を記録，

1本は4極カテーテルを右房に留置し遠位側の2極で

高位右房ペーシングを，近位側の2極で高位右房波の

記録を行った．年長児ではもう1本の2極カテーテル

を右室心尖部に留置した．さらに鼻孔より食道に挿入

した電極カテーテルより左心房後面の心房波を記録し

た．電気刺激は口本光電社製cardiac　stimulator

（SEC3102）またはelectronic　stimulator（SEN－7103）

を用い閾値の2倍の強さ，2msecの刺激幅で行った．

　電気生理学的検査は心房早期刺激法，心室早期刺激

法（両者とも単一刺激まで）を行い，基本周期は洞周

期より10～20bpm短い周期とした．　varapamil静脈内

投与前後において，洞調律時の心周期（SCL），　AH時

間，HV時間，頻拍時の心周期（CL），　AH時間，　HV

時間，VA時間，右房の有効不応期（ERP），房室結節

の有効不応期（ERP），機能的不応期（FRP），および

右房早期刺激法による頻拍の試発域について検討し

た．血圧はverapamil静注直前および静注後約5分で

安定したところで測定した．varapamilの静注量は

3．3～10mg（100～230μg／kg）であり，5分以上かけて

希釈静注した．電気生理学的検査における上室頻拍（以

下SVT）の抑制効果ありとの判定は以下のように決め

た．①verapamil投与前にSVTが持続性に誘発され

た症例では，投与後にSVTが誘発されないかecho

beatのみ誘発された症例．　short　runが誘発された症
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　　　　　図2　右房期外刺激法の成績

RA：right　atrium，　AVN：atrioventricular　node，

ERP：effective　refractory　period，　FRP：functional

refractory　period

例では抑制効果はないが有効と考えた．②verapamil

投与前にecho　beatが誘発された症例ではecho　beat

が誘発されなくなった症例．

　統計学的検討にはStudent　T　testを用い，有意水準

を0．05とし，データはmean＋SDで示した．

　　　　　　　　　　結　　果

　電気生理学的検査によってSVT25例は逆伝導に副
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伝導路を介する房室回帰性頻拍（以下AVRT）17例（う

ち顕性WPW症候群10例）および房室結節回帰性頻拍

（以下AVNRT）8例に分類された．　AVNRTは全例

slow－fast型であった．2群に分けてverapamilの効

果を検討した結果は以下の通りである．

　1．洞調律時の効果（図1，2）

　verapamil投与後にSCLは646±92msecより566±

80msecへと短縮した．検査時に顕［生WPW症候群で

あった6例を除く19例におけるAH時間は77＋13

msecより106±24msecへと延長（p〈0．01）したが，

HV時間は42＋7msecより42±8msecと変わらな
かった．verapamil投与前後で判定できた右房のERP

は184＋14msecより183±18msecと変化なく，房室結

節（AVNRTではfast　pathwayのみ）のERPは276±

51msecより334±91msec，　FRPは385±54msecより

454＋90msecへと延長した（p〈0．05）．顕性WPW症

候群における副伝導路の順行性ERPは276＋3／msec

より262±20msec，　AV時間は101±23msecより107±

32msecと有意差を認めなかった．収縮期血圧は118±

14rnmHgより110±11mmHgと低下した（p＜0．01）．

なお不応期はverapamil投与前後の期外刺激法にて

基本周期が同じもののみを比較検討した．

　2．SVT時における効果（図3）

　verapamil無効7例（全例AVRT）のSVT時CLは

307±37msecより347±45msec，　AH時間は150＋45

msecより191±53msec，　HV時間は37＋7msecより

39±7msec，　VA時間は105±18msecより106±18

msecであり，　CL，　AH時間に有意の延長（p＜0．01）

を認めた．すなわちverapamil前後の頻拍時心拍数は

198±22／分より176±20／分へと低下し，これは正常な

房室結節を介する順行伝導の遅延によった．

　3．抑制効果

　1）AVRT（図4）

　verapamil投与前にSVTが誘発された12例のう

ち，3例ではSVT，　echo　beatとも誘発されず，3例

ではecho　beatあるいはSVTのshort　runのみ誘発

され，3例では誘発域縮小，2例では誘発域不変であっ

た．1例ではverapamil投与後に誘発域が増大した．

verapamil投与前にecho　beatのみ誘発された1例で

はverapami1投与後は誘発されなかった．　verapami1

投与前にSVTが誘発されなかった4例のうち1例で

verapamil投与後新たにecho　beatが誘発された．

　2）AVNRT（図5）

　veraparnil投与前にSVTが持続性に誘発された6

例のうち，3例ではSVT，　echo　beatとも誘発されず，

1例ではecho　beatのみの誘発，2例ではSVTの誘

発域は不変であったがshort　runで自然停止した．ver－

apamil投与前にecho　beatのみ誘発された2例では

2例とも誘発されなくなった．
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　　上室頻拍時におけるverapalnilの電気生理学的効果（n＝7）

cycle　lengh，　AH：AH　interval，　HV：HV　interval，　VA：VA　interval
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図4　WPW症候群に対する電気生理学的作用（n＝
　6）

　AV：AV　interval，　AP　ant．　ERP：antegrade

　effective　refractory　period　of　accesory　pathway

誘発なし

　3例

　verapamil投与前にはWPW症候群の1例で右房

早期刺激法にて3連発のrepetitive　atrial　responseが

誘発されたのみであり，この症例ではverapamil投与

後は誘発されなかった．verapamil投与後は別の

WPW症候群の1例（15歳，女）で新たに316／分の心

房粗動が誘発され心室には2：1伝導したが自然停止

した．このとき心室波形には副伝導路を順行するwide

QRSであった．

図5　AVRT　17例のverapamil静脈内投与後の推移
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W
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図6　AVNRT　8例のverapamil静脈内投与後の推移

表1　経日投薬の症例

ESPでの効果
　　前→後

投薬期間 投与量 効　　　　果

AVRT
VVPW

1）13　M （一）　SVT→SVT（a） 2年 160rng 発作減少

2）］3　M （寸）　　SVT→short　rUI1 6年4月 240mg 発作減少

3）12　M （一）　（一）→echo 3年10月 160m9 propranolo】併用にて発作ほぼ消失

4）8　F （一）　SVT→SVT（b） 5年5月 120mg propranolol併用にて発作減少

concealed　WPW

5）6　M （一）　SVT→SVT（b） 11年5月 160mg propranolol併用で発作ほぼ消失

6）11M （一）　SVT→SVT（a） 1年8月 12〔〕mg 発作消失し薬剤中止に

7）12　M （一）　SVT→SVT（b） 3年5月 160mg propranolol併用にて発作減少

8）14　F （＋）　SVT→ech⑪ 2年11月 240mg 発作消失

AVNRT
9）13　M （＋）　SVT→（一） 1年3月 2401ng 発作消失し薬剤中止に

10）2　F （＋）echo→（一） 1年10月 80mg 発作減少

（＋）：電気生理学的検査にて抑制効果あり

（一）：電気生理学的検査にて抑制効果なし

（a）：誘発域不変　（b）：誘発域縮小
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　4．経口投与例（表1）

　電気生理学的検査による評価後，表1に示すように

頻回に頻拍発作をきたす10例に経口投与を行った．

verapamil単独投与の6例のうちAVRTの2例，

AVNRT　1例で頻拍発作は消失したが，　AVRTの1

例は電気生理学的検査では抑制効果を認めなかった症

例である．残りの3例では頻拍発作は消失しなかった

が，発作の減少，持続時間の短縮などの効果を認めた．

propranololを併用した4例においては，2例で頻拍

発作がほぼ消失と著効を示し，残りの2例でも有効性

を認めた．なおverapamilは表1に示した量を1日4

回（または3回）に分け投与し，血中濃度を測定した

6例では全例有効域であった．propranololは1mg／

kg／day（年長児では主に徐放剤60mg／day）を併用し

た．また経過中全例に副作用は認めなかった．

　　　　　　　　　　考　　察

　Ca拮抗剤あるいはslow　channel　blockerと位置づ

けられるverapamilは洞結節や房室結節のように

slow　channelが主体の細胞には自動能や伝導能の抑

制作用を示す．成人領域ではSVTに対するver－

aparnilの効果の報告は電気生理学的検査も含め既に

多くある4）～9）．小児科領域においても臨床的にはSVT

だけでなく特定の心室頻拍などにも多くの投与が行わ

れており，副作用も少なく，小児に対する長期投与の

安全性もすでに報告1°〕されている．しかしながら小児

領域では基礎となる臨床電気生理学的な報告は少な
い2）3）．

　洞調律時，頻拍時の効果はすでに報告されている成

人の報告2）～6）8）9）11）と同様の結果であり，主に房室結節

の不応期の延長，房室伝導を抑制することによる頻拍

の徐拍化であった．verapamilは洞結節には抑制的に

働くが血圧低下に伴う反射として心拍数は増加すると

されており，今回の症例でも心拍数の低下をみたのは

25例中3例のみであった．

　副伝導路に対してはほとんど影響を与えないという

報告2）3）5）6）’2）が多いが，順行性有効不応期が短縮する症

例2）3）12）～14）もある．また心房細動時において副伝導路

を介した1：1伝導を冗進するという報告5）13）もあ

り，一般的には成人の顕性WPW症候群にverapamil

は投与されない．小児例でも心室細動へ移行したとい

う報告15）もあるが静注での投与である．ただし，これら

の副伝導路に対する作用はverapamilの直接的な作

用というよりはverapami］の血管拡張作用に対する

反射的な交感神経興奮による影響3）と考えられてい
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る．今回の症例でも順行性有効不応期はわずかではあ

るが短縮する傾向がみられた．

　今同の検討においてAVRTでは薬効判定ができた

／3例中6例に，AVNRTでは8例中6例にverapamil

は頻拍抑制効果を認めた．これまでの電気生理学的な

報告でもAVRTよりAVNRTのほうに抑制効果が
強い3）4）8）というものと，両者の抑制効果に差はないと

いう報告9）がある．verapamilは房室結節の不応期を

延長させることにより頻拍の誘発を抑制するが，同時

に伝導時間を抑制するため逆にexcitable　gapが広が

りリエントリ回路が回りやすくなることも考えられ

る．また，AVNRTよりリエントリ回路の大きい

AVRTではより回旋しやすいと考えられる．実際，

AVRTにおいてAH時間が延長しても房室結節の不

応期の延長をみない症例では抑制効果がない傾向に

あった．

　電気生理学的検査における薬効と慢性経口投与にお

ける予防効果とは必ずしも一致しないとされる4）16）．

その原因として静注と経口との薬剤の血中濃度，有効

性の差，患者の状態の差などがあげられる11）16）が，

SVTはリエントリ回路に房室結節を含むため自律神

経の影響をよりうける．長期経口投与における頻拍発

作の予防効果は文献上40％より93％4）7）8）14）と幅がある

が，verapamil静注にて停止効果の認められた32例中

24例に有効との報告14）や，電気生理学的検査で抑制効

果のみられた13例中7例で発作消失，4例で発作回数

の減少，効果が認められなかった2例では経口投与も

無効との報告11）がある．今回の検討のなかで頻回の頻

拍発作などのために実際に投薬した症例には，電気生

理学的検査においてverapamilが無効な症例もある

が，経口投与では比較的良好な抑制効果が得られた．

電気生理学的検査において急性効果のある症例では慢

性効果も期待できた．急性効果のない症例であっても

慢性効果のある症例もみられ，またpropranololを併

用した4例中2例で頻拍発作がほぼ消失と著効を示し

た．verapamil単独にて頻拍発作のある症例ではβ一

blocker併用が発作頻度の減少に有用との報告’4）もあ

り，Moradyら’7｝もverapamilの効果がepinephrine

で消失するような症例ではβ一blockerとの併用が有効

であるとし，長期投与としてverapamilとβ一blocker

の併用を勧めている．残念ながら本研究では電気生理

学的検査にてverapamil＋β一blockerの抑制効果判定

までしていないが，β一blockerとの併用を念頭にいれ

verapamilをSVTに対する第一選択として投与して
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よいと考える．

　成人での報告ではverapamilは心房細動症例にお

いて心房受攻性を低下させ，正常例でも受攻性を高め

ることはないという報告18）と，逆にverapamilは

atrial　fragmentationを増大19）させる，　atrial　fibrila－

tionの持続時間を延長させる2°），実際に心房細動が

verapamilにより誘発されたなどの報告21）もある．今

回の症例においてはveraparnil投与後には心房細動，

repetitive　atrial　responseは誘発されなかったが，心

房粗動が新たに1例で誘発された．今回は心房早期房

刺激法のみでの検討であり，これのみでverapamilの

心房受攻性に及ぼす効果を評価はできないが，小児で

もこのように心房粗動が誘発される症例があった．も

ちろん心房粗動が誘発されるような症例にverapamil

を投与すべきではないが，今回の長期投薬例において

心房性不整脈が自然発症した症例はなかった．

　表1にあるように投薬後頻拍発作が消失し薬を中止

できた症例もあるが，頻拍が完全には消失しないため

投薬が長期に及ぶ症例もある．このような症例は適当

な年齢でカテーテルアプレーションを考慮すべきで，

今回の症例のなかでも実際施行されたものもある．こ

のように小児では長期投与が必要とされることもある

ため，小児期SVTの薬物療法では安全性の高い薬物

を選択することがより重要である．この意味において

成長期にも安全性が確認されているverapalnilは

SVTの治療薬として第一選択と考えられる．ただし，

小児領域ではWPW症候群に心房細動を合併するこ

とはまれではあるが前述したように心房粗動が誘発さ

れた症例があること，副伝導路の伝導性が促進される

こともあること，β’blockerの併用が上室頻拍に有効

であることなどより，顕性WPW症候群にverapamil

を投与する場合にはβ一blockerとの併用が必要と考え

られた．

　　　　　　　　　　まとめ

　verapamilは経口投与でも上室頻拍に対する抑制効

果が十分に認められ，無効例でもpropranololとの併

用にて効果を認めた．ただし，顕1生WPW症候群に投

与する場合は心房細動時における副伝導路の伝導促

進，心房性不整脈の誘発を考慮し，β一blockerとの併用

が必要と考えられた．

　なお，本稿の要旨は第29回日本小児循環器学会総会（1993

年，横浜市）において発表した．
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Effects　of　Verapamil　on　Paroxysmal　Supraventricular　Tachycardia

　　　　　　　　　　－Electrophysiological　Study　and　Effects　of

　　　　　　　　　　　　　　　　Chronic　Oral　Administration

Kiyoshi　Yasui，　Kiyohiro　Takigiku，　Takuma　Sakon，　Kouichi　Sagawa，

　　　　　　Mari　Iwamoto，　Kazuhiro　Mashimo，　Toshimitsu　Shibata

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　Ichirou　Niimura

Department　of　Pediatrics，　Yokohama　City　University，　School　of　Medicine

　　　Verapamil　was　administered　intravenously　to　25　patients　with　paroxysmal　supraventricular

tachycardia　（SVT）to　evaluate　electrophysiological　properties．　Seventeen　patients　showed

reentrant　tachycardia　using　an　accessory　pathway（AVRT）．　Ten　of　seventeen　patients　were

diagnosed　as　Wolff－Parkinson・Whiter（WPW）syndrome．　The　remaining　8　patients　demonstrated

atrioventricular　nodal　reentrant　tachycardia（AVNRT）．　The　effects　of　verapamil　on　electro，

physiological　properties　were　as　follows．

　　　　1）Verapamil　significantly　suppressed　an　AV　nodal　conduction　and　prolonged　refractry

period　of　the　AV　node　during　both　the　sinus　rhythm　and　the　SVT．　Verapamil　had　no　significant

effects　on　the　antegrade　conduction　and　the　refractoriness　of　the　bypass　tract．

　　　2）　In　130f　the　17　patients　with　AVRT，　sustained　SVT　or　echo　beat　were　initiated　by　the

extrastimulus　technique．　Verapamil　effectively　prevented　the　occurence　of　SVT　in　7　patients，

whereas　it　facilitated　the　induction　of　SVT　in　one　patient．

　　　3）In　all　8　patients　with　AVNRT，　verapamil　effectively　prevented　induction　of　SVT，

　　　4）Atrial　flutter　was　initiated　by　an　atrial　extrastimulus　in　one　patient　with　WPW　syn－

drome　after　administration　of　verapamil．

　　　5）Verapamil　was　orally　administrated　to　10　patients．　It　prevented　the　occurence　of　SVT

in　3　patients　and　reduced　the　incidence　of　SVT　in　3　patients．　Two　patients　of　remaining　4　patients

with　the　combination　therapy　of　verapamil　and　propranolol　showed　no　recurrence　of　SVT．
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