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Torsade de pointes にマグネシウムが著効した
先天性 QT 延長症候群の 1 新生児例
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要

旨

胎児徐脈を呈し出生直後より torsade de pointes（Tdp）を繰り返した先天性 QT 延長症候群の 1 新生
児例を経験した．家族歴に突然死，失神，不整脈，難聴はない．妊娠 27 週で胎児徐脈を指摘され，妊娠
38 週に帝王切開で仮死なく出生した．出生後 2 分より心室性頻拍を繰り返し，リドカイン静注で消失せ
ず当院に搬送された．入院時，著明な QT 延長を示し，2：1 房室ブロックと Tdp が繰り返し出現してい
た．メキシレチン，硫酸マグネシウム静注で Tdp が消失し，2：1 房室ブロックが持続した．ペースメー
カー導入を考慮したが，洞調律復帰にて中止した．Tdp 持続時は硫酸マグネシウム急速静注が著効した．
その後，硫酸マグネシウムを漸減中止し，現在はメキシレチン内服で外来経過観察中である．

はじめに

入院時現症：体重 2962 g，身長 48.2 cm．外表奇形は

Torsade de pointes（Tdp）にマグネシウム静注が有

なく，顔色不良で四肢末梢にチアノーゼを認めた．呼

用であることはよく知られているが1）〜7），小児例での

吸音は清明であったが，心音は不整で肝臓を 3 cm 触

報告は少ない8）〜14）．今回我々は出生直後より Tdp を

知した．

繰り返した先天性 QT 延長症候群の 1 新生児例を経験
した．硫酸マグネシウム静注が著効を示したので報告
する．

胸部単純 X 線所見：心胸郭比 67％ と心拡大が認め
られた．
心電図所見：2：1 房室ブロックと Tdp が繰り返し

症

例

症例：生後 0 日．男児．
主訴：心室性頻拍．

出現していた（図 1）．洞調律時には著明な QT 延長を
示し QTc は 0.72 であった．
心臓超音波検査所見：心大血管に構造異常はなし．

現病歴：胎生 27 週に胎児エコーで 2：1 房室ブロッ

左室は拡張末期径 25 mm
（135％ of normal）
，左室駆出

クを指摘された．心拍数 70 分と徐脈傾向であったた

率 35％ であった．心室性頻拍時は有効な拍出が認めら

め，38 週に予定帝王切開で出生した．出生後 2 分より

れなかった．

心室性頻拍を繰り返し，リドカイン持続静注で消失せ

血液ガス所見：酸素 3 L 分マスク投与下静脈血に

ず，当院に搬送された．家族歴に QT 延長症候群や突

て，pH 7.319，PaO2 31.9 mmHg，PaCO2 48.8 mmHg，

然死はなく，両親と姉の心電図は正常であった．また

base excess−1.4 であった．

母親の抗核抗体は陰性であった．
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血液生化学検査所見：WBC；23,200 mm3，RBC；
458 万 mm3 ，Hb；17.0 g dl，Ht；49.8％，Na；140
mmol L，K；4.3 mmol L，Cl；108 mmol L，Ca；8.7
mg dl，総蛋白；5.1 g dl，アルブミン；2.9 g dl，総ビ
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図 1 入院時四肢誘導心電図
上段：I II III 誘導．Torsade de pointes と著明な QT 延長が認められた．
下段：aVR aVL aVF 誘導．2：1 房室ブロックと torsade de pointes が繰り返し出現し
ていた．

リルビン；2.6 mg dl，GOT；45 IU L，GPT；5 IU L，
LDH；458 IU L，CPK；1,648 IU L，BUN；11 mg dl，
クレアチニン；0.86 mg dl，CRP；＜0.2 mg dl

移行時にも Tdp が出現せず施行しなかった．
以後も Tdp の short run を認めることはあったが，
メキシレチン血中濃度の増加とともにその頻度は減少

入院後経過：以上の所見より先天性 QT 延長症候群

した．硫酸マグネシウム持続静注を漸減中止し，メキ

と診断した．リドカイン持続静注中止後に Tdp の出現

シレチン持続静注を経口投与に置換した．ほぼ洞調律

頻度が増加したため，メキシレチン 4 mg kg を静注し

を維持できたが（図 3），睡眠時や鎮静剤使用時など心

た．Tdp 出現頻度は減少したが消失せず，硫酸マグネ

拍数低下時には 2：1 房室ブロックを認めることが

シウム 0.7 mEq kg を静注した．Tdp 出現頻度が著明

あった．洞調律復帰時には時に Tdp の short run をみ

に低下したので，メキシレチン 0.8 mg kg h と硫酸マ

ることがあったため，プロプラノロールやカルテオロ

グネシウム 0.2 mEq kg h の持続静 注 を 開 始 し た．

ルなどの β ブロッカーを併用したが完全に消失はし

Tdp は消失し 2：1 房室ブロックが持続したが，15 時

なかった．現在 3 歳でメキシレチン内服にて外来経過

間後，房室ブロック解消時に Tdp が持続した．人工呼

観察中であるが，嘔吐下痢などでメキシレチン血清濃

吸，心マッサージを施行し，電気的除細動を試みたが

度低下時には Tdp が出現するため，入院にてメキシレ

効果無く，硫酸マグネシウム 0.7 mEq kg 急速静注で

チン持続静注治療を行っている．

すみやかに洞調律に復帰した（図 2）．ペースメーカー

血清マグネシウム濃度：入院時は不明．初期量とし

導入を考慮したが，その後は房室ブロックから洞調律

て 0.7 mEq kg 静注し，0.2 mEq kg h を 15 時間持続
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図 2 硫酸マグネシウム急速静注時の心電図モニター記録
Torsade de pointes 持続時に硫酸マグネシウム 0.7 mEq kg を急速静注した．約 3 秒
で洞調律に復帰した．

図 3 洞調律時の 12 誘導心電図
QT=0.48 秒（QTc=0.67 秒）と著明な QT 延長を認めた．

静注後には 5.9 mg dl と中毒域に達していた．Tdp 持

血清メキシレチン濃度：初期量として 4 mg kg 静

続 の た め 0.7 mEq kg を 追 加 静 注 し，0.2 mEq kg h

注後は 0.8 mg kg h 持続静注を続けた．9 日目に副作

持続静注 24 時間後は 7.1 mg dl とさらに上昇し，副作

用と思われる痙攀様の動きを認め，血清濃度は 3.1 µg

用と思われる無呼吸発作が出現した．持続静注を 0.1

ml と中毒域に達していた．血清濃度 1.0 µg ml 以下

mEq kg h に減量後，無呼吸発作は消失した．その後

で Tdp が出現し，2.0 µg ml 以上では易刺激性が亢進

漸減中止したが，血清濃度は正常域であった（図 4）．

するため 1.5 µg ml を目標として管理した．経口投与
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図 4 マグネシウム静注量と血清濃度の経過
初期量 0.7 mEq kg 静注後，維持量 0.2 mEq kg h 持続静注にて血清マグネシウム濃
度は中毒域に達し無呼吸発作をきたした．漸減中止後の血清マグネシウム濃度は正
常であった．

図 5 メキシレチン投与量と血清濃度の経過
初期量 4 mg kg 静注後，維持量 0.8 mg kg h 持続静注にて血清メキシレチン濃度は
中毒域に達し痙攀をきたした．1.5 µg ml を目標として管理し，経口投与置換時には
25 mg kg day と大量投与が必要であった．

に置換時は 25 mg kg day と大量投与が必要であった

Tdp にマグネシウム治療が効果的であるという報告
は数多くなされている2）〜7）．未だその有効性の機序は

（図 5）
．
考

察

明らかにされていないが，抗不整脈薬などによる 2 次

1）

1984 年の Tzivoni らの報告 以来，成人領域では先

性の Tdp については早期後脱分極を抑制する可能性

天 性 QT 延 長 症 候 群 や 2 次 性 QT 延 長 例 に お い て

が指摘されている15）〜19）．一方小児領域では Tdp のマ
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グネシウム治療の報告は少なく8）〜14），先天性 QT 延長

も併用したが明かな効果は認められなかった．
まとめ

症候群の新生児期 Tdp に対するマグネシウム投与は
これまで本邦に 1 例の報告14）があるのみである．

出生直後より Tdp を繰り返した先天性 QT 延長症

1995 年 Bell らは，心房粗動のプロカインアミド治療

候群の 1 新生児例を経験した．メキシレチンとマグネ

中に Tdp を呈した生後 4 カ月児に対してマグネシウ

シウムの持続静注で初期治療を行い良好な結果を得

11）

ム静注が奏功したと報告した ．この報告の中で彼ら

た．Tdp 持続時にはマグネシウム急速静注が著効を示

は導入量 0.7 mEq kg 静注，維持量 0.1 mEq kg h 持続

した．

静注を推奨しており，副作用はなかったとしている．
我々は初期量 0.7 mEq kg 静注で効果を確認 し，0.2
mEq kg h 持続静注で維持したが，翌日には血清濃度
は中毒域に達していた．維持量は Bell らが推奨する
0.1 mEq kg h が適当と思われた．また中毒域血清濃度
にあっても，電気的除細動無効の Tdp にマグネシウム
0.7 mEq kg 急速静注が奏功したことは注目に値する．
臨床現場において緊急避難的治療としての価値は高い
と思われた．その後も同量持続投与を続けたためさら
に血清濃度が上昇し，副作用と思われる無呼吸発作が
出現した．マグネシウム減量によって速やかに無呼吸
発作は消失したが，新生児へのマグネシウム投与時は
無呼吸に注意が必要であり，マグネシウム血清濃度測
定に時間を要する施設では特に厳重な管理が望まれ
る．
これまで先天性 QT 延長症候群の新生児期 Tdp に
対する初期治療としては，イソプロテレノールの持続
静注やペーシングによる心拍数増加が有効であると報
告されている20）〜22）．今回の症例では来院時心拍数が
136 分と徐脈傾向が認められなかったこと，またイソ
プロテレノールは心拍数上昇が得られない場合にはむ
しろ Tdp を増悪させる場合もあるとの意見も聞かれ
る6）ことより初期治療にはイソプロテレノールを用い
なかった．経過中にペースメーカー導入も考慮したが，
その後ほぼ洞調律を維持できたため中止した．新生児
のペーシングは設備や機材の準備が必要で，一般的に
は救急治療として成立しにくいと思われた．
初期治療としてメキシレチンを用いたことについて
は異論もあると思われる．今回の症例では，リドカイ
ン持続静注中止で Tdp の頻度が増加したこと，左室収
縮低下が認められたことから，リドカインと同じクラ
ス 1 B で心収縮低下作用が少ないメキシレチンを選択
し，β ブロッカーを用いなかった．Tdp 出現頻度の減少
を認めたため有効と判断し，その後もメキシレチン投
与を続けた．ほぼ洞調律を維持できたが，ホルター心
電図上 Tdp 様の心室性頻拍 short run が散見された
ため，β ブロッカー（プロプラノロル，カルテオロル）
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A Successful Use of Magnesium for Torsade de Pointes in a
Newborn with Congenital Long QT Syndrome
Kenichi Kurosaki, Mika Amano, Norie Mitsushita, Tetsuya Fukuoka,
Yasuhiko Tanaka and Akihiro Saito
Department of Pediatric Cardiology, Shizuoka Children's Hospital

We report a successful use of magnesium for torsade de pointes in a newborn with congenital
long QT syndrome. The baby was transferred to our hospital because of incessant ventricular tachycardia on the first day of life. The patient had received intravenous lidocain hydrochloride, but the
ventricular tachycardia did not have disappeared. His electrocardiogram displayed marked prolongation of the QT interval with T alternation. 2：1 atrioventricular block and torsade de pointes appeared interchangeably. Mexiletine hydrochloride and magnesium sulfate were administered intravenously followed by continuous infusion. The torsade de pointes disappeared and 2：1 atrioventricular block continued, thereafter sinus rhythm appeared. When the torsade de pointes persisted, it
was immediately resolved after bolus injection of magnesium sulfate intravenously. The magnesium
infusion was subsequently decreased and stopped. The patient was discharged with oral administration of mexiletine hydrochloride.

