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要　　旨

背　景：小児の慢性心不全に対する�遮断薬療法の有効性はまだ明らかではない．本研究の目的は小児慢性心不全に
対する本療法の現状を調査することである．
対象および方法：1996年 1 月～2000年10月までに本療法を受けていた治療開始時18歳未満の症例を対象とした．調
査票は関西・東海・中国・四国地方の42施設に送付された．
結　果：35施設中18施設で62例の患児が本療法を受けていた．基礎疾患の第一位は特発性拡張型心筋症（55％）であっ
た．開始時のNYHA重症度分類は36％がII度，50％がIII度，14％がIV度であった．メトプロロールとカルベジロール
が53例（86％）に使用されていた．効果判定の指標としてCTR，LVDd，LVFS/EF，ANP，BNP，NYHA重症度分類が
用いられ，60％で有効と評価された．死亡は 4 例（特発性拡張型心筋症：3 例，拘束型心筋症：1 例）で，いずれも
心室機能不全が原因であった．
結　語：本調査はわが国の小児慢性心不全に対する本療法の現状を把握するうえで貴重な調査である．
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Background: Although beta-blocker therapy is effective for congestive heart failure in adults, the value of this therapy remains unclear in
children. The goal of this study was to survey the current status of beta-blocker therapy for congestive heart failure in Japanese children.
Subjects and methods: Patients under 18 years of age at the start of treatment who had received beta-blocker therapy from
January 1996 to October 2000 were enrolled. A questionnaire was sent to 42 institutions in the Kansai district of Japan.
Results: Replies were received from 35 institutions. Sixty-two patients had received beta-blocker therapy at 18 institutions. Fifty-five
percent of the patients had idiopathic dilated cardiomyopathy, 23% had specific cardiomyopathy, and 13% were treated after surgery for
congenital heart defects. At the start of beta-blocker therapy, 36% of patients were in NYHA class II, 50% in class III, and 14% in class
IV. Metoprolol or carvedilol was employed in 53 patients (86%). The effectiveness of therapy was evaluated on the basis of the cardiothoracic
ratio on chest X-ray film, LVDd and LVFS (or LVEF) on echocardiogram, plasma levels of natriuretic peptides (ANP and BNP), NYHA
functional class, and other methods. As determined from these parameters, beta-blocker therapy was effective in 60% of the patients.
Four patients (three with DCM and one with RCM) died after deterioration of ventricular contraction.
Conclusions: The present survey conducted in Japan yielded important clinical information about current beta-blocker therapy for
children with CHF. A randomized controlled study would contribute to a more precise evaluation of the effectiveness of this therapy.
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はじめに

　小児においても慢性心不全の症例に対し，�遮断薬療
法が行われるようになってきたが，その適応，投与方
法，効果などについては，不明な点が多く，まだコン

センサスが得られていない部分が多い．このたび，関
西地方を中心とする各施設で，�遮断薬療法がどのよう
に行われているかを把握する目的で，アンケート調査
を実施した．



13平成14年12月 1 日

627

方法および対象

　関西小児心筋症研究会の世話人が所属する関西・東
海・中国・四国地方で42施設に協力を依頼した．対象
は1996年 1 月～2000年10月までの期間に�遮断薬を使用
した�遮断薬療法開始時の年齢が18歳未満の小児の慢性
心不全症例で，tachycardia induced cardiomyopathyは除外
した．
　質問項目は症例数，基礎疾患，�遮断薬開始時年齢，
�遮断薬開始時のNYHA重症度分類，�遮断薬の種類，
投与方法（初期投与量，最終投与量，および増量方法），
効果判定の指標，有効性である．効果判定の指標はあ
らかじめ選択した10項目についてチェックする形式で
回答を得た．その他の指標は具体的に記載してもらっ
た．

結　　果

　35施設（有効回答率：83％）から62症例の報告があっ
た．�遮断薬の使用経験のない施設が17施設，1～2 例の
使用経験の施設が 8 施設，3～6 例の施設が 8 施設，7
例以上が 2 施設であった（Fig. 1）．

1．使用症例について

　�遮断薬療法開始時の年齢は 2 歳未満が13例（21％），
2～6 歳が17例（27％），7～12歳が15例（24％），13～17歳
が17例（27％）であった（Fig. 2）．基礎疾患における心筋
症の分類は1995年WHA/ISFCの分類1）に従った．特発性
拡張型心筋症が34例（55％），特定心筋症が14例（23％），
先天性心疾患 8 例（13％），肥大型心筋症拡張相 4 例（6
％），拘束型心筋症 1 例（2％），虚血性心疾患 1 例（2％）
であった．先天性心疾患 8 例はいずれも術後症例であっ

た（Fig. 3）．�遮断薬療法開始時のNYHA重症度分類はI
度の症例はなく，II度が18例（36％），III度が25例（50
％），IV度が 7 例（14％）であった（Fig. 4）．

2．投与薬剤について

　経過中，�遮断薬の変更のなかった症例は55例で，メ
トプロロールが26例（42％），カルベジロールが24例（39
％），ビソプロロールが 3 例（5％），プロプラノロール
が 2 例（3％）であった．薬剤の変更があった症例は 7 例
で，メトプロロールからカルベジロールへの変更が 3 例
（5％），カルベジロールからメトプロロールへの変更が
3 例（5％），メトプロロールからビソプロロールへの変
更が 1 例（2％）であった（Fig. 5）．
　メトプロロールの投与量の記載は11施設からあり，
そのうちmg/kgの表示は 8 施設，mg表示は 3 施設であっ
た．mg表示の 3 施設はいずれも 7 歳以上の症例のみに
使用している施設であった．初期投与量はmg/kg表示で
は0.05～1.0mg/kg，mg表示では 2～5mgの範囲であっ
た．最終投与量はmg/kg表示では0.33～8.0mg/kg，mg表
示では 5～25mgの範囲であった．増量間隔は 3 日～ 1
カ月ごとと施設によりさまざまであったが，5～7 日間
隔の施設が多かった（Table 1）．カルベジロールの投与量
の記載は 9 施設からあり，mg/kg表示は 6 施設，mg表
示は 3 施設であった．カルベジロールの初期投与量は
mg/kg表示では0.013～0.2mg/kg，mg表示では 1～2.5mg
の範囲であった．最終投与量はmg/kg表示では0.15～
0.5mg/kg，mg表示で2.5mg～20mgであった．増量間隔は
1～2 週ごとの施設が多かった（Table 2）．ビソプロロー
ルの投与量の記載は 2 施設で，初期投与量はmg/kg表示
では0.005～0.02mg/kg，mg表示（13歳以上の症例）では
1mgであった．また最終投与量はおのおの0.1～0.2mg/
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Fig. 1 Current status of beta-blocker therapy for congestive
heart failure in children. Experience at 35 institutions in
the Kansai district of Japan.

Fig. 2 Age at the start of beta-blocker therapy.
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kg，1.25mgであった．

3．有効性について

　�遮断薬療法の効果判定の指標として何を用いている
かについてそれまでに使用経験のあった18施設から回
答を得た．心エコーのLVFS/EFが17施設（94％），胸部X
線写真上のCTRが15施設（83％），血中BNP濃度が14施設
（78％），LVDd（心エコー）が13施設（72％），血中ANP濃
度が11施設（61％），NYHA重症度分類が11施設（61％），
MIBG心筋シンチが 5 施設（28％），運動能（トレッドミ
ルによる最大酸素消費量，6 分間歩行テスト）が 3 施設
（17％）であった（Fig. 6）．また有効性について62例中，
37例（60％）が有効で，無効と判断されたのは10例（16
％），判定不能例は15例（24％）であった．無効10例のう
ち，死亡は 4 例であった．また投与中止は 5 例あり 3
例が無効，2 例が判定不能と判断されていた（Fig. 7）．

5 例の投与中止の理由は，血圧低下が 1 例，血圧低下や
徐脈以外の心不全の増悪が 3 例で，残りの 1 例は心移
植施行のための中止であった．また中止に至らなかっ
たが重篤な副作用が出現した例として，気道感染を契
機に喘鳴が出現し一時的にカルベジロールからメトプ
ロロールに変更した例，一過性の血圧低下を認めた例
（ビソプロロール），40～50bpmの洞性徐脈のため一時的
に中止した例などが報告された．

4．死亡例について

　死亡 4 例のうち 3 例は特発性拡張型心筋症で 1 例は
拘束型心筋症であった．�遮断薬投与開始時年齢は，6
カ月，2 歳，3 歳，および12歳であり，投与開始時の
NYHA分類はII度が 1 例，III度が 1 例，IV度が 2 例で
あった．使用薬剤はメトプロロールが 1 例，カルベジ
ロールが 1 例，プロプラノロールが 1 例で，もう 1 例
はカルベジロールからメトプロロールに変更した症例
であった．死亡原因はいずれも心室機能不全の増悪で
あり，コメントとして「�遮断薬使用開始時にすでに重
症心不全の終末期であった」「ウイルス感染を契機にカテ
コラミン依存状態となり，�遮断薬を中止したが心室機
能不全が進行した．その後，左室縮小手術を施行した
が術直後に死亡した」「拘束型心筋症で以前よりAf，
PSVTなどの頻脈発作を繰り返し，栄養障害が進行し
て，心室機能不全の増悪にて死亡した」「カルベジロール
で開始したが，心不全症状が増悪しメトプロロールに
変更したが，心室機能不全が進行し死亡した」などがあ
げられていた（Table 3）．
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Fig. 4 NYHA functional class before beta-blocker therapy.

Fig. 3　Etiology.
Fourteen patients who had specific cardiomyopathy included
six with toxic cardiomyopathy, three with inflammatory cardi-
omyopathy, three with cardiomyopathy secondary to muscu-
lar dystrophy, one with cardiomyopathy secondary to car-
diac tumor, and one with hemangioma.
All patients with congenital heart defects were postopera-
tive, including three Fontan procedures for TA（IIc）, DORV,
and SRV, one Senning procedure for d-TGA, one case of
ICR for IAA（type A）, one case of BT and central shunt for
DORV, one case of coarctectomy and PAB for CoA, and one
case of ICR for VSD.
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tricle, SRV: single right ventricle, TGA: transposition of the great arteries, ICR: intracardiac repair, IAA: interruption of the aorta, BT: Blalock-
Taussig shunt, PAB: pulmonary artery banding, CoA: coarctation of the aorta, VSD: ventricular septal defect
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Fig. 5 Beta-blocking agents.

 Institution
 Number of  Initial dose Final dose 

Method of dose adjustment Comments  patients （mg/kg） （mg/kg）

 A 8 0.5-1.0 2.0-3.0
 Increased gradually based on symptoms, 

     blood pressure, and heart rate
 B 4 0.7   1.7 Increased gradually every 3-4 days
 C 4 0.05 0.5-1.0 Increased gradually every 7 days
 D 3 0.5   1.0 Increased gradually every 5-7 days
 E 3 0.17-0.33 0.33-1.43 Increased by 2-5 mg every 5-7 days
 F 1   0.058 （0.137） Increased by 0.01 mg/kg every 30 days Discontinued
 G 1 0.25 8.0 No description
 H 1 0.29 （0.58） Increased twice every 5 days Discontinued

 I 3   5 mg  0.33-1.0
 Increased by 2-5 mg every 7-14 days.  

Over 7 years old     Decreased after deterioration of CHF
 J 3 2-5 mg   5-20 mg   Increased twice every 7 days Over 7 years old
 K 1   2 mg    25 mg  Increased by 0.7-1.3 mg every 14-19 days Over 13 years old

Doses shown in italics are expressed in milligrams. Final doses for discontinued cases are shown in parentheses.

Table 1　Use of metoprolol

 Institution
 Number of  Initial dose Final dose 

Method of dose adjustment Comments  patients （mg/kg） （mg/kg）

 A 8 0.05-0.1 0.2-0.3
 Increased gradually based on symptoms, 

     blood pressure, and heart rate.
 B 6 0.1-0.2 0.4-0.5 No description

 C 5 0.04   0.15-0.25
 Increased by 0.05 mg/kg every 2 weeks. 

     Resumed from half dose after discontinuation.
 D 1 0.05   0.4  Increased gradually every week
     Increased by 1 mg every 1-2 weeks based 
 E 1 0.03    0.34 on symptoms, blood pressure, and echocardio-
     graphic findings
 F 1   0.0125  0.34 Increased by 0.25-0.5 mg every 1-4 weeks
 G 5 2-2.5 mg 2.5-20 mg Increased twice every week Over 7 years old
 H 1 1 mg 15 mg  Increased twice every 2 weeks Over 13 years old
 I 1 No description  5 mg No description Over 7 years old

Doses shown in italics are expressed in milligrams.

Table 2　Use of carvedilol
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考　　察

1．対象症例

　西川らが報告した小児期心筋症の全国調査2）では65施
設から回答があり，�遮断薬は40例に使用されていた．
この全国調査の調査期間は1993年 1 月～1997年12月ま
での 5 年間であり，今回の調査の期間（1996年 1 月～
2000年10月）の 4 年10カ月とほぼ同等であった．また全
国調査の対象疾患は心拡大，心不全を呈する心筋症で
あり，今回の調査対象と大部分で一致していると考え
られた．今回の調査が関西地方を中心とした限られた
地域での調査であるにもかかわらず，使用症例数は62
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Fig. 6　Clinical indicators for beta-blocker therapy.

NYHA: NYHA functional class, Ex: exercise test (maximum oxygen consumption during the treadmill test, 6-minute walking test), CTR:
cardiothoracic ratio, EF/FS: ejection fraction or % fractional shortening, LVDd: left ventricular diastolic dimension, E/A: E/A ratio of mitral flow
on Doppler echocardiography, Tc/Tl: technetium or thallium myocardial scintigraphy, MIBG: MIBG myocardial scintigraphy, ANP: atrial natri-
uretic peptide, BNP: brain natriuretic peptide, misc: miscellaneous
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Fig. 7 Efficacy of beta-blocker therapy.
All four deaths were evaluated as noneffective. Among
five discontinuations, three were evaluated as non-ef-
fective, and two were classified as unevaluable.

例と増加していた．しかし心移植指定医療機関の 2 施
設を除く16施設では，使用経験が 6 例以下であり，う
ち 8 施設は 1 または 2 症例にすぎなかった．
　基礎疾患は特発性拡張型心筋症が過半数を占めてお
り，西川らの報告2）の疾患分布と同様の傾向を示した．
また本調査では特定心筋症や先天性心疾患の術後症例
にも使用されていた．一方，肥大型心筋症拡張相への
使用は西川らの調査に比し少なかった．
　�遮断薬療法開始時の年齢には偏りがなかった．
Shaddyら3）は小児の慢性心不全に対する多施設�遮断薬
療法の結果を報告している．彼らの報告では 2 歳未満
の幼少児への投与がなかったのに対し，今回の調査で
は21％を占めた．2 歳未満で発症するDCM症例は 2 歳
以上で発症する症例に比べて，予後が良く正常領域ま
で回復する症例があると報告4）される一方，乳幼児期発
症例は症状の進行が急速であるとも報告されている5）．
この年齢層での�遮断薬療法も含め，今後，詳細な検討
が必要であろう．
　�遮断薬開始時のNYHA重症度分類はII度およびIII度
が大半を占め，IV度も少数見られた．この傾向は成人
での�遮断薬療法の報告6–8）とほぼ同様である．

2．投与薬剤

　使用薬剤はメトプロロール（26例）とカルベジロール
（24例）が大半を占めていた．メトプロロールとビソプロ
ロールが内因性交感神経賦活作用を有さない�1選択性
であるのに対し，カルベジロールは�1，�2遮断作用に
加え�遮断作用による血管拡張作用を有し，さらに抗酸
化作用による心筋保護作用も併せ持つ9）．今回の調査で

630
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 Etiology Age
 NYHA Beta  Initial→final 

Dose adjustment
 Cause  

Comments   class blocker   dose（mg/dl）  of death

 DCM 3 yr 2 Car→Met Car（0.04→0.25）  Ventricular
       dysfunction
     Met（0.3→3.0）
 

 DCM 2 yr 4 Met 0.06→0.14 Increased by 0.01 mg/kg Ventricular
      every month dysfunction

 RCM   6 mo 4 Pro 0.6→1.0 Increased from 3 mg  Ventricular
      to 5 mg for 1 week dysfunction

 

 DCM 12 yr   3 Car 0.03→0.34   Ventricular
       dysfunction

DCM: Idiopathic dilated cardiomyopathy, RCM: restrictive cardiomyopathy, Car: carvedilol, Met: metoprolol, Pro: propranolol

（1）Increased Car by 0.5 
mg every 1 month

（2）Increased Met by 5 mg ev-
ery 3-4 days, decreased 
Car by 0.5-1 mg

（1）Increased by 1 mg every 
week to 7 mg

（2）Increased by 1 mg every 
2 weeks to 9 mg

（3）Increased by 3 mg after 
16 weeks

Ventricular function deteriorated 
after 2.6 years of Car therapy. 
Car was changed to Met. The pa-
tient died 3 months later.

The patient was already terminal be-
fore the start of beta-blocker therapy.
The patient died of deteriorating ven-
tricular function associated with car-
diac cachexia and repeated tach-
yarrhythmic episodes.

The patient was catecholamine-
dependent after viral infection, 
and beta-blocker therapy was 
stopped. The patient died of pro-
gressive CHF after partial left ven-
triculotomy.

Table 3　Profiles of patients who died

は経過中，薬剤変更のあった症例のうちカルベジロー
ルからメトプロロールへ変更された 3 例はいずれも血
圧低下が理由であった．逆にメトプロロールからカル
ベジロールへの変更に血管拡張作用を期待した例が含
まれていた．カルベジロールは血管拡張作用による前
負荷，後負荷の軽減が期待できる一方，血圧低下に留
意する必要がある．
　初期投与量はメトプロロールもカルベジロールも施
設間のばらつきが大きかった．Shaddyら3）はメトプロ
ロール0.2～0.4mg/kgで開始している．今回の調査対象
施設では，より少量から開始しているのが 2 施設，同
程度の量が 3 施設，より多い量が 3 施設であった．ま
た，いずれの薬剤も使用経験の少ない施設でより少量
から開始する傾向がみられた．

3．有効性

　�遮断薬療法の効果判定の指標には，胸部X線写真上
のCTR，心エコーのLVFS/EFとLVDd，NYHA重症度分
類，血中ANP，BNP濃度などがあり，低侵襲的で簡便
に繰り返し行える検査が用いられていた．
　今回の�遮断薬療法の有効性の評価は特に基準を設け
ず担当医の総合的臨床判断に委ねられた．結果，60％
で有効であると判断された．西川らの調査1）で有効例が
29％であったことを考慮すると，小児科医が本療法に
手応えを感じていることをうかがわせる．しかし本療
法の治療経験の少ない施設が多く，コントロールスタ
ディによる客観的評価が必須である．

4．死亡症例

　死亡 4 例のうち 3 例は特発性拡張型心筋症で，1 例
は拘束型心筋症であった．死亡原因はいずれも心室機
能不全の増悪であった．使用された�遮断薬の種類や開
始時の年齢に一定の傾向はなかったが，本療法開始時
のNYHA重症度分類ではIV度が 2 例と，全体に比べて，
重症例が多い印象であった．

おわりに

　本邦での小児の慢性心不全患者に対する�遮断薬療法
の多施設での調査はほとんどない．今回の調査は，① �
遮断薬療法が近年浸透しつつあり，使用経験のある小
児科医が本療法の有効性に手応えを感じていること，
② しかし多くの施設でいまだ使用経験が少なく，その
投与法も手探りであることを物語っている．このよう
な現状から，小児に対する�遮断薬の基準となる投与方
法の確立が望まれる．
　本調査は現在の医療現場における実態調査であり，
その有効性を論じるものではない．またそのデータは
施設ごとの一括したものであり，症例ごとのデータで
はなかった．したがって本治療の有効性とその決定因
子との関連（基礎疾患，開始時NYHA重症度分類，�遮
断薬の種類，投薬方法，投薬期間，併用薬剤など）を検
討することはできなかった．今後，ランダマイズド・
コントロールスタディによる科学的な評価が小児にお
いても必要である．
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　今回の調査の要旨は第10回関西小児心筋症研究会において報告

した．

　最後に，今回の調査にご協力いただいた以下の各施設の先生方

に深謝いたします．
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